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－1－

歌のことば「昨日」「今日」「明日」

　影　山　尚　之

【０】

東大寺諷誦文稿一〇二行に、

　今夕（は）雖レ存明アス
クル旦ハ死別ヌ

の一節があり、（は）はヲコト点、クル・ヌはともに朱による傍書、

スは朱で消されている（１）。訓点に従って成稿は、

　今
こ よ ひ

夕は存
あ

りと雖
いへど

も、明
あ

くる旦
あした

は死
し

に別
わかれ

ぬ

と訓読され、抹消された文脈については傍訓「明アス旦」の意図を汲

み取りにくいものの、

　今
こ よ ひ

夕は存
あ

りと雖
いへど

も、明
あ す

旦は死
し

に別
わかれ

ぬ

と読むことができよう。「今夕」「明旦」はこれといって特別な語ではないが、

いずれも仏典に例を見る。

　昨所レ瞻者、今夕則無。（出曜経〔大正蔵 No. 0212〕）

　爾時世尊既至、明旦著レ衣持レ鉢。（大般涅槃経〔大正蔵 No. 0007〕）

【１】

和語アシタはアサと同根であり〈朝〉の意、それが多くユフヘ・ヨヒと対

比的に認識されるために次第に〈翌朝〉さらには〈翌日〉の意へ転じてゆき、

同時にアスとも関係が深い。古語辞典類を引けばたいていこの趣旨が記され、

用例に照らしてそこに疑いを挟む余地はない。

多麻之比波　安之多由布敝尓　多麻布礼杼　安我牟祢伊多之　古非能之

氣吉尓　（万15・3767）

　　魂は朝夕に賜ふれど我が胸痛し恋の繁きに

（１） 掲出した図版は築島裕氏『東大寺風誦文稿總索引』（汲古書院、平成13年）所収影
印による
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－2－

　如此将戀　物等知者　夕置而　旦者消流　露有申尾　（万12・3038）

　　かく恋ひむものと知りせばゆふへ置きてあしたは消ぬる露ならましを

　世の常のことともさらに思ほえずはじめてものを思ふあしたは

 （和泉式部日記）

新撰字鏡には、

暁〔上同作呼反安介解也暁悟也明也又安志太也〕

昕〔許斤反平晨也於保阿加止支又安志太〕

〔土屯反平日初出時也明也豆止女天又安志太〕

夙〔昔陸反旦也朝也飄颺也豆牟志加世又安志太〕

が見え、類聚名義抄は「衙」「旦」「晨」「旭」「暁」などにアシタの訓を付す

ので、〈翌日〉の意を派生させるのはすこし時代が降るらしい（２）。もっとも、

万葉集中に23例を数えるアシタに〈翌日〉の意を鮮明にするものは見いだ

せないが、

待時而　落鍾礼能　雨零収　開朝香　山之将黄變　（万８・1551）

　　時待ちて降れるしぐれの雨止みぬ明けむあしたか山のもみたむ　

夜干玉乃　今夜之雪尓　率所沾名　将開朝尓　消者惜家牟

 （万８・1646）

　　ぬばたまの今夜の雪にいざ濡れな明けむあしたに消なば惜しけむ　

上の「明けむあした」が発話時「今夜」を起点にして翌朝に意識を及ぼして

いることは確実だし、

暮相而　朝面無美　隠尓加　氣長妹之　廬利為里計武　（万１・60）

　　よひに逢ひてあした面なみ名張にか日長き妹が廬りせりけむ　

暮相而　朝面羞　隠野乃　芽子者散去寸　黄葉早續也　（万８・1536）

　　よひに逢ひてあした面なみ名張野の萩は散りにき黄葉はや継げ　

もそれぞれの表現主体は実質的に日付変更――現代的な意味においての――

を念頭に置いている。井手至氏はこれに触れて、

（２） 『古語大鑑』は日本書紀孝徳天皇条（白雉４年５月）北野本鎌倉初期点「若（し）
法師今日亡〈シ〉ナ（は）〔者〕、朕従（ひ）て明日〈アシタ〉亡〈シ〉ナム」を
早い例とする。
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－3－

歌のことば「昨日」「今日」「明日」

萬葉時代の「あした」は、そのはじめ、「明けむあした」などの成句の

中で「明く」という動詞とともに用いられてはじめて、翌朝の意を表わ

し得たものと思われる。

と述べ（３）、とくに注目すべき例として次を挙げる。

　　　四月一日掾久米朝臣廣縄之舘宴歌四首（のうち）

居り明かしも今夜は飲まむほととぎす明けむあしたは鳴き渡らむそ

二日應立夏節　故謂之明旦将喧也　（万18・4068）

「今夜」が四月一日に、「あした」が四月二日に当たることは動かず、そこに

は日付の更新への明確な自覚がある。同論が「明けむあした」について「「明

旦」を翻読したことばに当たる質をもつ
0 0 0 0 0 0 0

」（傍点影山）と慎重にいうのは前者

の成立を漢語摂取以前に遡ると予測してのことだが、むしろ漢語の刺激によ

り獲得された歌語と解する余地もあろう。

大野晋氏によれば古くは夜を中心に時をとらえる観念が存在し、夜から始

まる時間帯はユフベ（夕）→ヨヒ（宵）→ヨナカ（夜中）→アカツキ（暁）

→アシタ（朝）の推移が思考されていたという（４）。

「あさ」とは、明るい一日を考えた、その最初の部分に過ぎないのだが、「あ

した」といえば、その中には必ずそれに先んじる夜ということが考えの

中に入っている。

この見解を支持するときには、アシタはそもそも夜の明けたあとの時間帯を

意味領域に収めており、「明けむあした」あるいは「明くるあした」（15・

3796）など起点としての「前夜」を示す要素を文脈内に備えさえすれば直

ちに〈翌朝〉を表しうる語性を帯びていたと見なされる。次のような事例も

その類である。

はかなくて夢にも人を見つる夜はあしたの床ぞおきうかりける

 （古今 恋歌２ 575）

夏の夜の月はほどなく明けぬればあしたの間をぞかこちよせつる

（３） 井手至氏「「ゆふへの逢ひ、今日のあした」―時間帯を表わす上代語「ゆふへ、よひ、
あした」をめぐって―」（『萬葉集研究』第28集、塙書房、平成18年）

（４）大野晋氏『日本語の年輪』（新潮文庫、昭和41年）
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 （後撰 夏 206）

恋ひつつも今日はありなんたまくしげ明けんあしたをいかで暮らさん

 （拾遺 恋１ 696）

アシタのタがアナタ（彼方）・ハタ（端）・シタ（下）などに通じるならば（５）、

これらのタはある状態が生起する極点（終点）を表示すると把握でき、夜が

明けて日が更新された後の時間帯を表す因子が語中にあらかじめ潜在すると

見られよう。万葉集においてアサが「朝影」「朝霞」「朝川」「朝霧」「朝露」

「朝床」など多彩に複合語を生産するのに対し、アシタが単独のかたちでし

か現れないことも多くの辞書の説くところ（６）、相対的ではありながらアサ

の自由度の高さが歌語的展開への可能性を示唆している。律文ゆえの音数の

制約はむろんあるにちがいない。

やはり同根と見られるアスについては名義抄に「此日 ケフ　明日 アス　

明後日 アサテ」（観智院本・佛中八五）、「翌日 ア爪」（僧上九六）と見える

一方、「今朝 ケサ　明朝 アス」（佛中一三八）ともあって、古く〈翌日〉・〈翌

朝〉両義を備える語だったのが、比較的早い段階で〈翌朝〉の意を振り落と

してゆく。その経緯は辿りようがないものの、アクルアシタとアスとが置換

可関係にある諷誦文稿の例は念頭に置くべきで、「明旦」にアスをあてること、

「今夕」とアスとが対比されていること――いずれも試訓が認められれば――

にはとくに注意が必要だ。アシタとの棲み分けを図る過程が想定されるとし

て、後に見るようにアスはケフとしばしば共起するので、日次語彙内での両

語の対応関係が固定化されやすかったのでもあろう。万葉集に見える「明日

の夕」（７・一〇七二）「明日の夜」（11・二三五六）のアスに時間観念は付

帯しない。

なお、現代語においてアスとアシタとの間にとくに顕著な意義差が認識さ

れないけれども、『日本国語大辞典（第二版）』はアスについて「現在では、「あ

した」よりもやや改まった言い方」と指摘する。「俺たちに明日はない」「日

（５） 小学館『古語大辞典』、『古語大鑑』ほか。阪倉篤義氏『語構成の研究』（角川書店、
昭和41年）第二篇第三章に、名詞を派生させる接尾語タについて言及がある（328ペ）。

（６）『万葉の歌ことば辞典』（有斐閣、昭和57年）ほか。

D12414-73001795_影山尚之.indd   4 2021/04/08   17:16:34



－5－

歌のことば「昨日」「今日」「明日」

本の明日を考える」のように譬喩的に「将来、未来」のニュアンスをこめる

場合にはアシタよりアスを選択することが多く、「じゃあまた明日」「明日か

ら夏休みだ」を音声化する際にアシタが選ばれやすいのは、ア列音からサ行

ウ列音への連続に感じる負担も要因のひとつかもしれない（７）。

【２】

ヨヒ・ヨル・アサなど時間帯を指す語をめぐっては先掲井手論や大野著を

はじめとする豊富な蓄積があるためひとまずこれを考慮の外に置き、小稿は

キノフ・ケフ・アスの語が見せる多彩な表情の一側面について万葉集を中心

に、八代集をも視野に収めつつ観察する。『時代別国語大辞典上代編』はキ

ノフの項に【考】を設け、

キはキソのキと同じもので、前日を意味する語構成要素か。フはケフの

フと通ずるものでろあろうが、フが何を意味するかは未詳。

と指摘し、キソ（昨夜）の項にも、

キはキノフのキと同じもので、ソは今夜を意味すると思われるコゾのゾ

と通ずるものであろう。

と同趣旨を記す。これに拠ればキノフとキソとは隣り合い、ケフとキノフと

は向かい合う関係を成すと捉えられよう。すなわちアス・アシタは本来これ

とは別の範疇に属する語であり、キノフ・ケフの体系にアスが後次的に加入

したものかとの予測が立つ。キソは万葉集に、

宇知比佐都　美夜能瀬河泊能　可保婆奈能　孤悲天香眠良武　伎曽母許

余比毛　（万14・3505）

　　うちひさつ美夜能瀬川のかほ花の恋ひてか寝らむきそもこよひも

（７）武庫川女子大学文学部日本語日本文学科２年生49名を対象に、
①「俺たちに明日はない」　　②「じゃあまた明日」　　③「明日から夏休みだ」
④「日本の明日を考える」
のそれぞれにつき「明日」の２字をどうよむか、次の中から選んで符号で答えて
ください。
　　ア　あす　　イ　あした　　ウ　みょうにち
と問いかけたところ、全員が①ア、②イ、③イと回答、④についてはイと答えた
者３名、ウと答えた者６名であった。

D12414-73001795_影山尚之.indd   5 2021/04/08   17:16:34



－6－

…玉有者　手尓巻持而　衣有者　脱時毛無　吾戀　君曽伎賊乃夜　夢所

見鶴　（万２・150）

玉ならば　手に巻き持ちて　衣ならば　脱く時もなく　我が恋ふる　

君そ昨夜　夢に見えつる

などとあり、多くコヨヒと対比されて詠まれ、また「昨夜」と訓字表記され

る場合もあって、専ら男女逢会の夜の意味に用いるようだ。八代集歌にこの

使用例は見出されない。

万葉集中にアスは50例、ケフは109例、キノフは18例を検出する。アスに

は「あすのひ」「あすのよ」を、ケフには「けふけふ（と）」「けふのひ」を

含み、「きのふけふ」はケフ・キノフいずれにも数えている。それぞれ仮名

書き例のほか「明日・明」「今日・今」「昨日・昨・前」の訓字表記事例をも

合わせているが、訓読の揺れに顧慮の必要はない。アスカガハなど地名アス

カに「明日」の意を響かせる事例が散見するものの、いまはそれを除外した。

かくして見れば、３つの語のうち万葉集ではケフが他の２語を圧倒し、アス

はキノフの約三倍の用例数を持つことが確認できる。

一方、八代集における各語の用例数は下表のとおり（歌文のみ。異伝歌は

除く）。便宜上、各集の合計数を付記しておく。

表１
古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 詞花 千載 新古 計

アス ４ ３ ９ ４ ２ １ ３ 12 39
ケフ 25 36 56 73 23（10） ９ 39 72 333

キノフ ５ ５ ６ ７ （０）１ ２ ９ 16 50
※１ 「あすかがは」「あすかのかは」が「昨日」と対比されるなどして明日の意を響

かせる例が散見するが、万葉集の場合と同様、上には含めていない
※２キノフケフ（昨日今日）は「ケフ」「キノフ」の双方に数えた
※３ 数字にアンダーラインを付したのは金葉集三奏本収載歌の例、八代集計からは

三奏本の例は除いてある

これを概観するに、ケフが他を大きく引き離す傾向は八代集でも変更されな

いが、アスとキノフの比率が八代集で万葉集を逆転していること、アス―ケ

フの比率が万葉集で１対２であったのに対し八代集で１対８とケフの割合が

著しく高くなっていることには興味がひかれる。もっとも、アス―キノフの
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－7－

歌のことば「昨日」「今日」「明日」

比は集ごとに傾向が異なるためこの逆転はさほど有意ではあるまい。また 

※１に記したとおり地名「あすかがは」に「明日」の意を託す趣向が古今集

よみ人しらず歌、

世中は何か常なるあすかがはきのふの淵そけふは瀬になる　

 （雑歌下 よみ人しらず 933）

を本歌として類想歌の夥しい再生産が促されるため、それら――古今に異伝

歌を含めて６首、後撰８首、拾遺１首、後拾遺１首、新古今４首――を追加

するとアス―ケフの差は消滅する。

用例数の豊富なケフについて歌集ごとの特徴を析出することは困難である。

ただし、そもそも和歌が「いま、この時」を切り取る文芸様式であれば、ケフ

を特立する傾向自体は納得しやすい。次のような事例がその見通しを裏付ける。

①梅の花手折りかざして遊べども飽き足らぬ日は今日にしありけり

 （万５・836）

②玉くしげ蘆城の川を今日見ては万代までに忘らえめやも

 （万８・1531）

③奥山の八つ峰の椿つばらかに今日は暮らさねますらをの伴

 （万19・4152）

④天雲をほろに踏みあだし鳴る神も今日にまさりて恐けめやも

 （万19・4235）

表現主体にとってケフが特別な、最良にして満ち足りた瞬間であることを、

これらは讃美的に取り出している。直面する時間に対するかような肯定感の

表出は宴席詠に相応しく、①は天平二年大宰帥旅人邸梅花宴、②は筑前蘆城

駅家を場とする宴席、③④はいずれも家持越中守時代の宴席詠である。その

意味で次の家持最終歌も等質だ。

三年春正月一日於因幡国庁賜饗国郡司等之宴歌一首

新しき年の初めの初春の今日降る雪のいや頻け吉事 （万20・4516）

大濱真幸氏が説いたとおりこの日は歳旦立春に相当したらしく（８）、格別に

（８） 大濱眞幸氏「大伴家持作「三年春正月一日」の歌―「新たしき年の初めの初春の
今日」をめぐって―」（『日本古典の眺望』桜楓社、平成３年）
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めでたい瞬間に立ち会いえた感興を訴えるに「新たしき年の初めの今日」「初

春の今日」の重層的表現が選択された。

短歌第五句を「今日見つるかも」で収める例が目立つのも、以上の観察と

連続しよう。

⑤隼人の薩摩の瀬戸を雲居なす遠くも我は今日見つるかも　（万３・248）

⑥眉根掻き下いふかしみ思へりし妹が姿を今日見つるかも　

 （万11・2614一書）

⑤は羈旅を契機として憧憬の地を過訪しえた喜びをうたうもの（同様の例に

７・1092、1103、1105、17・3893〈後掲〉）、⑥は逢会を切望した相手との

対面が実現した感激をあらわすもの（同様の例に11・2720）である。全体に、

ケフと動詞「見る」とが一連の文脈内に同居する事例がたいそう多く、「今

日見れば」（７・1131、10・2199、17・4026、18・4117、20・4511）および「今

日見ては」（７・1106、８・1531、19・4269）はともに慣用的発想として共

有されている。

むろん、ケフは常に肯定されるばかりの時間ではない。

⑦百伝ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ　（万３・416）

⑧国遠き道の長手をおほほしく今日や過ぎなむ言問ひもなく（万５・884）

⑨大君の三笠の山の秋黄葉今日のしぐれに散りか過ぎなむ

 （万８・1554）

⑩後れ居て我が恋ひ居れば白雲のたなびく山を今日か越ゆらむ

 （万９・1681）

⑦⑧の「今日」は命尽きる日、⑨は賞美対象の黄葉に哀惜を込め、⑩は旅中

の人がさらに遠ざかるを悲しんでいる。「いま、この時」に生じる悲喜交々

は八代集においても変化なく、

雲林院親王のもとに、花見に、北山のほとりにまかれりける時に、

よめる

いざ今日は春の山辺にまじりなむ暮れなばなげの花の影かは

 （古今 春歌下 95）

ある人のもとに、新参りの女の侍りけるが、月日ひさしくへて、
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歌のことば「昨日」「今日」「明日」

正月のついたちごろに、前ゆるされたりけるに、雨のふるを見て、

白雲の上知る今日ぞ春雨のふるにかひある身とは知りぬる

 （後撰 春上 4）

は晴れやかな当日を歓迎する例、

深草帝の御国忌の日、よめる

草ふかき霞の谷にかげかくし照る日のくれし今日にやはらぬ

 （古今 哀傷歌 846）

題しらず

山寺の入相の鐘の声ごとに今日も暮れぬと聞くぞ悲しき

 （拾遺 哀傷 1329）

は深い憂いを噛みしめる例である。

もっとも、万葉集の「今日見つるかも」は平安時代和歌では「今日見つる

かな」の語形に移行するが、八代集でこの句を有するものは次の３例のみ、

音にのみ聞きわたりつる住吉の松の千歳を今日見つるかな

 （拾遺 雑上 456）

鳴神の音にのみ聞く巻向の檜原の山を今日見つるかな

 （拾遺 雑上 490）

ゆふだすきたもとにかけて祈り来し神のしるしを今日見つるかな

 （後拾 雑４ 1079）

うち第二例は万葉集歌、

鳴る神の音のみ聞きし巻向の檜原の山を今日見つるかも

 （万７・1092）

の明らかな訛伝であり、どうやら平安時代和歌の好む表現ではなかった。「今

日見ては」の例は検出されず、「今日見れば」は拾遺集と千載集にそれぞれ

２例。

【３】

語の成り立ちはともかく、ケフはキノフ・アスとの不断連続の感知におい

て、あるいはその不可逆への厳しい自覚を通して主題化されることがある。
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万葉集に次のような例を見る。

⑪前日毛　昨日毛今日毛　雖見　明日左倍見巻　欲寸君香聞

 （万６・1014）

一昨日も昨日も今日も見つれども明日さへ見まく欲しき君かも

⑫ 山乃可比　曽許登母見延受　乎登都日毛　昨日毛今日毛　由吉能布礼々

婆 （万17・3924）

山の峡そことも見えず一昨日も昨日も今日も雪の降れれば　

どちらも宴席詠であり、⑪は宴の主人への祝福称賛を、⑫は新春白雪のめで

たさを、切れ目なく連続する日次のなかで誇らしく認知している。表現主体

の視線はいきおいアスを超えて未来・永遠へ伸び、託された心情は「見れど

飽かぬ」に近寄ると言えるが、同時に（ヲトツヒ）・キノフ・ケフ・アスを

定型に収める所為への興味に貫かれてもいよう。岩波文庫『万葉集（二）』は、

参考として白居易「贈夢得」の一節「前日は君が家に飲み、昨日は王家に宴

す。今日は我が蘆に過きり、三日三たび会面す」を引くので、中国詩による

触発を考慮に入れるべきかもしれない。後者は前者を踏襲した可能性がある。

同じくキノフ・ケフ・アスを一首中に詠み込むものは、

⑬明日よりは春菜摘まむと標めし野に昨日も今日も雪は降りつつ

 （万８・1427）

があり、「昨日も今日も」であれば、

⑭東の多芸の御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし（万２・184 挽歌）

⑮はしきやし栄えし君のいましせば昨日も今日も我を召さましを

 （万３・454 挽歌）

⑯秋津野に朝居る雲の失せ行けば昨日も今日もなき人思ほゆ

 （万７・1406 挽歌）

⑰三島野に霞たなびきしかすがに昨日も今日も雪は降りつつ

 （万18・4079）

の４首を追加して、ここに挙げただけでキノフ全用例（18例）の三分の一

を超えてゆく。万葉集歌がキノフを単独で認識することはむしろ少なく、

⑱昨日こそ舟出はせしかいさなとり比治奇の灘を今日見つるかも
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歌のことば「昨日」「今日」「明日」

 （万17・3893）

のようにケフとキノフとの僅かな時の経過に生じた劇的変化に驚嘆する歌想

が見られ、ケフとの対比が言語化されておらずとも次のような例はこれと変

わらない。

⑲昨日こそ年は果てしか春霞春日の山にはや立ちにけり （万10・1843）

⑳昨日こそ君はありしか思はぬに浜松の上に雲にたなびく

 （万３・444 挽歌）

⑬にはアスの語を含み、キノフ・ケフと続く積雪ゆえアスもまた春菜摘み

の実行不能を予測しているが、アスを含まない⑭以下の事例にあっても、主

君による召還の非実現（⑭⑮）、亡き人への追慕（⑯）、春を目前にしての連

日の降雪（⑰）が確実にアスに及ぶことを道理として受け入れている。⑪⑫

が明朗な祝意を表明していたのに対し「昨日も今日も」の例に挽歌が目立つ

点は見逃せない。これらが訴えるのは不断の悲傷哀惜あるいは卒然の喪失の

悲嘆であり、本来かかる閉塞的心情は時間的に分節しうるものではなくて主

体の心中に絶えず滞留しつづける性質のそれなのだが、あえてキノフ・ケ

フ・アスの区切りを与えることで慨嘆の日ごとの更新を印象づけ、出口の見

えない慟哭を訴求する効果を発揮する。文脈上にアスの語の現れないことが

かえって絶望の深さを象徴すると言ってもよい。

「昨日も今日も」の句形は八代集では新古今に次の１例を見るのみ、それ

が万葉集歌（⑬）に由来することは誰の目にも明らかだ。

ア明日からは若菜つまむとしめし野に昨日も今日も雪は降つつ

 （新古 春歌上 11 山辺赤人）

一方、「昨日こそ」は、

イ昨日こそ早苗とりしかいつのまに稲葉そよぎて秋風のふく

 （古今 秋歌上 172 よみ人しらず）

ウ昨日こそ年は暮れしか春霞春日の山にはや立ちにけり

 （拾遺 春 3 山辺赤人）

エ昨日こそ秋は暮れしかいつのまに岩間の水のうすこほるらむ

 （千載 冬歌 387 大納言公実）
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の３例を拾うものの、ウは前掲⑲の異伝、エはイ・ウを本歌として点綴した

かのごとき詠なので、知的暦法観念に裏打ちされてはいても、平安期にあっ

てはもはや古風な表現と目されていたのであろうか。キノフを取り立てた時

点で主体の意識がケフに向かっていることは自明であり、キノフとケフを

「も」で並列すれば事態の継続――雪は降りつつ――への詠嘆に収束するの

も予定調和的、いずれの歌想も新たな展開への因子を孕まない。

もちろん、八代集においてもキノフ・ケフ・アスを連続的に把握する例は

少なくない。それぞれの語が他の語と共起する状況を用例数で示してみると

下のとおりである（地名アスカを除く）。

表２
共起する語 万葉集 八代集

キノフ・ケフ 10 23
キノフ・アス ２ ３

ケフ・アス 12 21
※「今日今日と」は１例として数えた

キノフ・アス共起例の実際はケフを含む３語すべてを詠み込むもの、つまり

万葉集は前掲⑪⑬であり、八代集はアのほかに拾遺集199歌と後拾遺集702

歌を加えた３例、したがってキノフ・アスの共起例はケフ・アスのそれに吸

収されるという格好である。古今集のアス全４例はすべてケフと共に詠まれ

ている。

「昨日も今日も」に代わって目立つのは「昨日今日」の句形で、すでに万

葉集に、

伎能布家布　伎美尓安波受弖　須流須敝能　多度伎乎之良尓　祢能未之　

曽奈久 （万15・3777）

昨日今日君に逢はずてするすべのたどきを知らに音のみしそ泣く

が見られたものの、八代集には計７例に達している。

オいかにして過ぎにしかたを過ぐしけん暮らしわづらふ昨日今日かな

 （千載 雑歌上 966）

カつひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを

D12414-73001795_影山尚之.indd   12 2021/04/08   17:16:34



－13－

歌のことば「昨日」「今日」「明日」

 （古今 哀傷歌 861）

小学館『古語大辞典』はこの語について「近ごろ。最近」「時が切迫してい

るさま。期日が迫って、猶予のないことのたとえ」の二義を説き、オは万葉

集の例と同様に前者の意、カは後者の副詞的用法と解される。７例のうちに

は両者が混在する。

ここで注意したいのは、上のキノフがいわゆる昨日――ケフの前日――を

表すのでなく漠然とした過去を指すことである。万葉集にもこれに類した使

用例が皆無ではないが、

あしひきの山に白きは我がやどに昨日の夕降りし雪かも（万10・2324）

玉かぎる昨日の夕見しものを今日の朝に恋ふべきものか（万11・2391）

など文字通りの前日前夜に関心を注ぐ発話が見られ（前掲⑪～⑬ほか）、ど

ちらかといえばそちらが主流と判断されるところ、八代集に降ると、

昨日といひ今日とくらしてあすか河流れてはやき月日なりけり

 （古今 冬歌 341）

恋ひわぶる今日の涙にくらふれは昨日の袖は濡れし数かは

 （千載 恋２ 717）

のように〔ケフ＝現在〕―〔キノフ＝過去〕の対比的把握が顕著になり、限

定的に「前日」を言い取るのでない事例が増えてゆく。キノフとケフの境へ

の意識の集中が減じれば、主体によって表出される心境は驚きからやがて諦

念へと移行する。

キ昨日今日嘆くばかりの心地せば明日に我が身やあはじとすらん

 （後拾遺 恋２ 702）

この一首、「明日のほどにまで来むといひたる男に」の詞書によると限定的

な日次の認識が詠作契機にあるらしいが、表現上の「昨日今日」は過去から

今に至る漠然とした時間帯を指し、「明日」もまたケフの翌日ではなくて非

限定的将来への志向が萌している。かかる観念化の進行はたとえば新古今の、

昨日見し人はいかにとおどろけどなほ長き夜の夢にぞありける

 （新古今 哀傷歌 833）

を前掲万葉集⑳あたりと比べるときにたやすく見届けられる。
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なお、日次認識の観念化という意味では暦を前提とする次のような事例も

念頭に置くべきであろう。

八日の日、よめる

今日よりは今来む年の昨日をぞいつしかとのみ待ちわたるべき　

 （古今 秋歌上 183）

正月一日よみ侍りける

いかに寝て起くるあしたにいふことぞ昨日をこぞと今日をことしと

 （後拾遺 春上 1）

これらについても詞書が証言する詠作契機は七月八日および正月一日の実体

的時間に据えられているが、ケフ・キノフの語そのものは暦を媒介として抽

象化を遂げている。

【４】

渡辺護氏は万葉集中に「明日よりは」「明日ゆりや」の句形を用いて「明

日と明日に続く未来に視線を放つ歌」が16例見られることに注目し、いち

いちを検討したうえでその多くが「単独の一首中ではなく、歌群の中におい

てはじめて、独特の意味を有してその効果を発揮する」こと、「歌群の起伏

を経てその感情の頂点、別離の場面においてもっとも効果を発揮する」こと

を見極め、当該表現が「万葉集の中で一定の文芸的な意図のもとに操られた

ものであった」と論証した（９）。後半の主張の当否はともかく、アス全用例

数の三分の一を占める表現には注意を払わなければなるまい。

Ａ明石潟潮干の道を明日よりはした笑ましけむ家近付けば　（万６・941）

Ｂ明日よりは我が玉床を打ち払ひ君と寝ねずて一人かも寝む

 （万10・2050）

Ｃ恐きや命被り明日ゆりや草が共寝む妹なしにして　（万20・4321）

Ａは播磨国印南野より平城京へ帰還する折の山部赤人作歌、Ｂは作者不明七

夕歌、Ｃは遠江国防人の詠である。それぞれは、行幸訪問地を、年に一度の

（９） 渡辺護氏「「明日よりは」とうたう意味」（『万葉集の題材と表現』大学教育出版、
平成17年）
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歌のことば「昨日」「今日」「明日」

逢瀬の床を、通い慣れた妹の家を、今夜を最後にアスはいよいよ出立が避け

られない当事者による感慨である。

Ｄ明日よりは我は恋ひむな名欲山石踏み平し君が越え去なば

 （万９・1778）

上京する藤井連を見送る娘子もまたアス以降の恋着を予感してこのようにう

たう。家郷へ向かうＡのみは旅立ちを歓迎しているものの、渡辺氏が指摘し

たとおりこの表現はどちらかといえば別離に際しての痛切な歎きを担うこと

が多い。

Ｅ春日野にしぐれ降る見ゆ明日よりは黄葉かざさむ高円の山

 （万８・1571）

のように季節の移ろいを話題にするものもあるが、それは４例ほどに留まる。

「いま」を起点にしてその翌日を重大な瞬間と位置づけ、それより後（未来）

に対する不安・哀惜・絶望を訴えるのがこの類型の果たす中心的機能である

といえよう。

同表現は八代集にも使用例がある。

ａ行く先を惜しみし春の明日よりは来にし方にもなりぬべきかな

 （後撰 春下 142）

ｂ明日よりはいとど時雨や降りそはん暮れゆく秋を惜しむ袂に

 （後拾遺 秋下 372）

ｃ明日よりは四方の山辺の秋霧の面影にのみたたむとすらん　

 （金葉 秋部 254）

ｄ明日よりは志賀の花園まれにだに誰かは訪はん春のふるさと　

 （新古今 春歌下 174）

の４例がそれで、ほかに「あすからは」の句形が新古今にある（前掲ア）。

万葉集とは対照的に右はすべて季節詠で占められ、人事離別を契機としたも

のはない。ｂに「九月尽日、秋を惜しむ心をよめる」、ｃに「九月尽の心を

よめる」の詞書があって、ｄが春歌下巻末に位置するところを見れば、平安

時代和歌は季の尽日すなわち翌日より新たな季節を迎える節目に際して「明

日よりは」の表現を選択したことが了解される。暦法観念に基づく、すぐれ
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て限定的なアスである。

それよりも八代集で目を引くのは初句に「明日知らぬ」を置く例だ。

ｅ明日知らぬ我が身と思へど暮れぬまの今日は人こそ悲しかりけれ

 （古今 哀傷歌 838）

ｆ明日知らぬ我が身なりとも恨み置かむこの世にてのみ止まじと思へば

 （拾遺 恋２ 755）

ｇ明日知らぬ我が身と思へど暮れぬまの今日は人こそ悲しかりけれ

 （拾遺 哀傷 1317）

ｈ明日知らぬみむろの岸の根無し草なにあだし世に生ひ始めけん

 （千載 雑歌中 1131）

ｉ明日知らぬ命をぞ思ふおのづからあらば逢ふ世を待つにつけても

 （新古今 恋歌２ 1145）

ｅ・ｇは同一歌、貫之の作でどちらも詞書には紀友則の死去を作意に記す。

共に古今集撰者を務めた従兄弟の死に遭遇して、亡き人を深く悼みつつ自身

の行く末の定めなさをも思い合わせる詠。ｆ・ｉは恋歌ながら「来世」また

命の有限を黙示しており、ｈの詞書に「百首歌たてまつりける時、無常の心

をよめる」とあるごとくこれらはみな無常観を内包しつつ、将来・未来への

漠々たる不安感を表出する。悲しみ憂うべき事態に直面したときに世の儚さ

へ思いを馳せるのは王朝びとに共通の心性であり、「明日知らぬ我が身」「明

日知らぬ命」は私家集に散見するほか源氏物語「総角」にも「明日知らぬ世

のさすがに嘆かしきも、誰がため惜しき命にかは」（宇治・大君の言）の例

が見える。万葉びとはこの認識にまだ到達することがない。

アスおよびそれ以降の時間帯への消極的な心境に沈む点では、これらに「明

日よりは」歌との接点がないわけではない。とりわけａ～ｄは去りゆく季節

を惜しむ心をうたうところに内向性の通底を認めてもよさそうだ。しかしな

がら、ｅ～ｉのアスがケフを起点とする「翌日」の謂に留まらず広く将来・

未来の意を帯びていることは明白であり、アスの語はすでに意義を拡張しは

じめている。「明日よりは」歌は「より」を付してアス以降を認識に収めて

はいてもじつは主体にとって沈鬱な事態はアスに凝集してあるので、ケフの
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歌のことば「昨日」「今日」「明日」

段階ですでに迷妄・悲傷のさなかにありそれがそのままアスとそれ以降に連

続してゆく感覚を叙する「明日知らぬ」歌とは違いが大きい。

助詞「より」によって起点を示さずとも単独でアス以降を表示する例は先

にも確認したとおり（前掲キ）、さらに、

なき人を忍ぶることもいつまでぞ今日の哀れは明日の我が身を　

 （新古今 哀傷歌 818）

などにも非限定的なアスの含意を汲み取ることができる。このありかたは現

代語慣用句「明日は我が身」と同様の、譬喩的に「将来・未来」の意を示す

用法にいずれ展開してゆくもののように映る。もっとも、それがアスの語自

体に備わっていると見てよいのか、あるいは定点ケフとの対比によって文脈

に植え付けられた志向性にすぎないのかは慎重に判断する必要があろう。

【５】

小稿の目的は、歌文におけるキノフ・ケフ・アスについて、万葉集と平安

時代和歌とを見比べ、その表現性の差異を知ることにあった。加えて、これ

らの語の史的変遷、とりわけアスがアシタとどのように領域を交替また重複

させるのかという課題に一定の見通しを得たいとも考えた。だが、現代語に

至るその動態を見届けるには歌と散文、文章語と会話語の文体差に目配りし

つつ通時的に広く精査することが求められ、とうていそれは稿者の力量の及

ぶところではない。わずかに言及しうるとすれば、ケフを定点としてキノフ

は前日の意を超えて過去へ、アスは翌日の意を超えて将来・未来へ、それぞ

れニュアンスを伸張する衝動をおのずから内蔵していたと見られ、アスとア

シタが棲み分けてゆく要因もそこにあるらしいということだ。万葉集と八代

集とが考察のフィールドとして有効である点は確認しえたと思っている。な

お、本文中に引用できなかったが、アシタ・アサ・アスの語義および類義・

対義関係をめぐっては蜂矢真郷氏に示唆的な論考があることを付記する（10）。

（10） 蜂矢真郷氏「ヒ［日］・ヨ［夜］、アサ［朝］・ユフ［夕］」（『国語語彙史の研究』
33、平成26年）。
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SNS に見る大学生の言語行動［１］
-- 依頼・感謝・謝罪・連絡・忠告・相談・別れ・告白 --

岸　本　千　秋

１．はじめに

総務省情報通信政策研究所「令和元年度情報通信メディアの利用時間と情

報行動に関する調査報告書」によると、LINE の利用率は、10代で94.4％、

20代では95.7％と非常に高い。LINE は家族や友人などとの連絡手段として、

若い世代を中心に日常的に使われているコミュニケーションツールであるこ

とは間違いない。では、どのような場合であっても LINE を連絡手段として

使うのだろうか。あるいは、内容によって使ったり使わなかったりするのだ

ろうか。また、自分から送る場合と他人から送られる場合とでは、LINE の

選択に違いがあるのだろうか。これらに違いがあるとすれば、その判断基準

は何だろうか。

このような、場面別における自身の LINE 使用の有無を判断する基準や、

他人からの LINE による連絡に対する違和感１などは、その場では心の引っ

かかりがあったとしても、改めて考えなければ、何が引っかかりなのかは意

識上に取り出されないと思われる。本アンケート調査の対象者は、筆者の授

業２の受講者であり、少なくとも SNS とそこで用いられる言葉への関心も問

題意識もあると思われる。

本稿は、LINE 使用の場面を複数設定し、学生が LINE 使用に戸惑いをも

つか否かを調査した結果を示す。デジタルネイティブ世代の大学生が、日常

的なやり取りをどうとらえているのかを確認するための一調査である。　

１ 例えば葬儀に関する知らせやお悔やみを LINE で伝えるかについては賛否のあると
ころである。

２ 共通教育科目「SNS から日本語を見る」
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２．調査概要

調査対象者： 武庫川女子大学学生98名。有効回答者86名（１年43名、２

年22名、３年10名、４年11名）。

調 査 方 法： アンケートの作成、データ収集方法の手順は次の通りである。

①  GoogleForms にアンケートフォームを作成する。

② 受講者は教員から示されたクラスコードによってクラス

ルームに参加し、アンケートに回答する。

③回答データをスプレッドシートに書き出し保存する。

調 査 日：2019年５月13日（月）

質問項目として、次の８つの場面につき、それぞれ複数の種類の状況を設

定した。「依頼」の場面は３種類、「感謝」の場面は６種類、「謝罪」の場面

は６場面、「連絡」「忠告」「相談」「別れ」「告白」の場面については各１場

面を設定し、計40項目の設問とした。それぞれについて「LINE で伝える／

伝えてほしい」「どちらかと言えば LINE で伝える／（同）」「LINE 以外の方

法で直接伝える／（同）」「どちらかと言えば LINE 以外の方法で直接伝える

／（同）」「その他（自由記述）」の５つの選択肢を作成した。アンケートの

設問内容一覧は本稿末尾に示す。

３．調査結果

回答の集計については、「LINE で伝える／伝えてほしい」「どちらかと言

えば LINE で伝える／（同）」を「LINE 派」とし、「LINE 以外の方法で直

接伝える／（同）」「どちらかと言えばLINE以外の方法で直接伝える／（同）」

を「直接派」として扱う。

以下、3.1で「依頼」、3.2で「感謝」3.3で「謝罪」、3.4で「連絡」「忠告」「相

談」「別れ」「告白」について述べる。これは、「LINE 派」の回答が多い順

である。そして、3.5で全場面を概観する。
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SNS に見る大学生の言語行動［１］

3.1.「依頼」場面

先に示した８つの場面のうち、「LINE派」率が最も高かったのは、この「依

頼」である。「依頼」で設定したのは次の３場面（６種類）である。「親しい

友人に、授業内容やテスト範囲を教えてほしいとお願いする場合／される場

合」、「親しくない友人に、授業内容やテスト範囲を教えてほしいとお願いす

る場合／される場合」、「アルバイト仲間に、バイトのシフトを代わってほし

いとお願いする場合／される場合」であり、前者２つは親疎の別での比較も

行う。

3 
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も、バイトをする日時にしても、それらの「情報」が重要となる。つまり、

これらの場面では、ＬＩＮＥを使用してかまわないだろうかとった心理的な

選択基準よりも、記録として文字が残る実質的な点でＬＩＮＥが選択された

ものであろう。  

ただし、親疎の視点で見ると、「授業内容やテスト範囲を教える」場合、

依頼するのも依頼されるのも、親しくない友人には「直接」を選択する方が
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［図１］依頼する／依頼される場合

「親しい友人に授業内容やテスト範囲を教えてほしい」ことを頼む場合は

「LINE 派」が９割近い。「バイト仲間にシフトを代わってほしい」ことを頼

む場合で約７割である。これらの LINE 派が多い理由の一つに、やり取りの

内容を文字で残せるという点がある。授業内容やテスト範囲にしても、バイ

トをする日時にしても、それらの「情報」が重要となる。つまり、これらの

場面では、LINE を使用してかまわないだろうかといった心理的な選択基準

よりも、記録として文字が残る実質的な点でLINEが選択されたものであろう。

ただし、親疎の視点で見ると、「授業内容やテスト範囲を教える」場合、

依頼するのも依頼されるのも、親しくない友人には「直接」を選択する方が

多い。これは、心理的な距離がある場合は LINE で頼むことに躊躇する傾向

があるためだと考えられる。テスト範囲を尋ねる状況というのは、授業を聞

いていないか欠席した場合だろう。成績にかかわることで自己の有利になる
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よう行動するのに後ろめたさを感じる３ことが、疎の相手にはより強く現れ

るものと考えられる。なお、これらは割合に傾向が認められるもので、カイ

二乗検定を行った結果では有意差はない。

3.2.「感謝」場面

「依頼」場面に次いで「LINE派」が多いのが、「感謝」の６場面（12種類）

である。質問内容は「カサを借りて（貸して）、後であらためてお礼を伝え

る／伝えられる（親しい友人／親しくない友人）」、「友人に焼肉定食をごち

そうし、後であらためてお礼を伝える／伝えられる」、「大学に財布を忘れて

きて、1,000円借りた（貸した）。後であらためてお礼を伝える／伝えられる

（親しい友人／親しい友人）」、「アルバイトのシフトを代わってもらう／代

わってあげる。後であらためてそのバイト仲間にお礼を伝える／伝えられ

る」である。

ここで注目する主な視点は、モノが何か、親疎の関係、感謝の方向が能動

か受動かの３点である。モノについては、貸し借りの対象物に軽重の違いを

設け、比較的気楽に行える「カサ」、現金の「1,000円」、そして、現金の貸

し借りではないが一方の現金が使われる「ごちそうする」という３場面であ

る。

まず、「カサ」の「貸し借り」については、「親しくない友人」よりも「親

しい友人」の方の「LINE 派」が多い。親しければ LINE で、そうでなけれ

ば直接伝えるという傾向が見て取れる。

「LINE 派」が多いのは、順に「カサ」「焼肉定食」「1,000円」である。対

象物の軽重に比例して「LINE 派」の回答が減り、「直接派」の回答が増え

ていると見ることができる。

３ 本学では授業の出席回数は受験資格と関係する。そのためか、授業の感想で、真面
目に出席しない他の受講者を「ズルい」と評するコメントが出ることがある。他人
への情報提供という視点で見れば、自己の出席状況や成績を考える際に、「他人は
楽をしているのに同様の評価をされる」ことに非常に敏感に反応する、いわば不寛
容さを感じることがある。
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SNS に見る大学生の言語行動［１］

相手との親疎関係を軸に考えると、親しければ LINE、それほど親しくな

ければ直接を選ぶ傾向にある。「アルバイト」の場合は、「シフトを代わる」

という、予定の変更を伴う状況であり、負担の程度がやや大きいととらえる

こともできる。仮に親しい間柄であったとしても、「友人」関係ではないこ

ともあり、そのため、「直接派」の方が多くなったと考えられそうだ。

以上のような傾向が見て取れるが、同じ相手・同じ状況で「LINE 派」の

多さを比較すると、上位４種類は、「感謝する」方が「感謝される」よりも

多く、反対に、それ以外は「感謝される」方が「感謝する」よりも多い。図

で言えば、下方８種類は、同じ相手・同じ状況であれば「LINE 派」の「感

謝する」方が「直接派」より多い。例えば、「LINE 派」が多い上位２つを

見ると、「親しい友人とのカサの貸し借り」では「感謝する」方が多い。他方、

上位５番目・６番目の「親しくない友人とのカサの貸し借り」は、「感謝さ

れる」方の「LINE 派」が多い。この点を上述の結果と絡めて考えてみると、

軽重で言えば「重」の方が、「親疎」で言えば「疎」の方が、「直接感謝する」

ことを選択する傾向にあることが分かる。このことからは、場面の違いや相

手との関係によって、感謝の伝え方を変える必要があると考え、「重」の場

5 
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［図２］感謝する／感謝される場合
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面や「疎」の相手に対しては、より配慮が必要だととらえる大学生の姿がう

かがえる。

これら「感謝」の場面で、「直接派」が多いことに有意差が認められるも

のは次の通りである。いずれも危険確率は５％である。

［モノよりも金銭］カイ二乗値：13.1

　親しい友人に1,000円を借りる＞親しい友人にカサを借りる

［親しいよりも親しくない］カイ二乗値：8.2

親しくない友人にカサを借りた礼を言う＞親しい友人にカサを借りた礼

を言う

［同］カイ二乗値：4.0

親しくない友人からカサを借りた礼を言われる＞親しい友人からカサを

借りた礼を言われる

3.3.「謝罪」場面

次に「謝罪」の６場面（12種類）について見ていこう。ここでは、「友人

とランチに何を食べるかで意見が合わずケンカをした。謝罪する／謝罪され

る」、「友人と同じ人を好きになってしまいケンカをした。謝罪する／謝罪さ

れる」、「友人と買い物に行く約束をしていたが、その予定をすっかり忘れて

いた。謝罪する／謝罪される」、「友人と買い物に行く約束をしていたが、直

前になってキャンセルした。後でそのこと謝罪する／謝罪される」、「貸した

／借りたカサをなくした。謝罪する／謝罪される（親しい友人／親しくない

友人）」という状況を設定した。

謝罪場面で目を引くのは「直接派」の多さである。「LINE 派」が５割を

超えるのは２種類のみで、それ以外は４割以下である。「LINE 派」が比較

的多い場合は、「ケンカ」という状況設定が大学生にとって想定しにくいと

いう可能性もあったと思われるが、謝罪場面においては、「直接」の対面を

選択する割合が「依頼」「感謝」に比べると高いことが分かる。
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また、同じ相手・同じ状況の場合、「友人と買い物に行く約束をしていたが、

その予定をすっかり忘れていた」場合を除き、「直接」謝罪する割合は、「直

接」対面で「謝罪する」方が「謝罪される」より高い。ただ、その差は、「約

束を直前にキャンセルする（図では「約束ドタキャン」）」では1.1％、「カサ

をなくす（親しい友人）」の差は1.3％とかなり小さい。

その中で、「カサをなくす（非親の友人）」の「直接派」は、「謝罪する」

89.6％、「謝罪される」79.1％で、10.5％の差があり、自分から「謝罪する」

値が高い。これは、親疎の違いが配慮の差につながっているものと考えられ

る。「疎」の相手に対しては、「謝罪される」よりも「謝罪する」方に、対面

によってより丁寧な謝罪をする方がいいという、規範的な意識が働いたと言

えるものである。この場合の有意差は次のように認められる。

［親しくない友人に対して、謝罪されるよりも謝罪する］

　カイ二乗値：4.1（危険確率５％）

　カサをなくしたことを謝罪する＞カサをなくしたことを謝罪される

3.4.「連絡」「忠告」「相談」「別れ」「告白」の各場面

「連絡」には「友人に家で飼っているペットが死んだことを伝える／伝え
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LINE派 直接派 その他 （％）

［図３］謝罪する／謝罪される場合
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られる」場面を設定した。この設問の意図は、「葬儀」や「お悔やみ」に関

することを LINE で伝えることの是非にある。ただ、多くの大学生にとって、

これらの状況がそれほど身近ではないだろうということ、また、繊細な場面

であることを考慮し、より想定して考えやすい「ペット」に置き換えた。「忠

告」は「友人に『時間にルーズなところを直してほしい』と伝える／伝えら

れる」場面、「相談」は「友人に恋愛相談をする／される」場面、「別れ」は

「恋人に別れを告げる／告げられる」場面、「告白」は「相手に「好き」とか

「付き合ってほしい」と告白する／される」場面である。

「ペット」以外の「忠告」「恋愛相談」「別れ」「告白」では、「直接派」が「LINE

派」よりも多い。これら４場面は、いずれも対人関係に変化が起きる可能性

をもつ深刻な場面と言える。そのため、文字だけではなく、たとえば、絵文

字などの記号類、またスタンプを追加するなどしても伝わりにくいと考えた

のではないかと推測される。

中でも、恋愛にまつわる「告白」、「別れ」の割合は特に高く７割以上であ

る。この２場面・４種類の受動と能動は興味深い結果だと言える。「直接派」

の比率が高いのは、「別れを告げる」よりも「別れを告げられる」方、「告白

する」よりも「告白される」方である。つまり、自分から別れを告げるなら
8 
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連絡・忠告・相談・別れ・告白

LINE派 直接派 その他 （％）

［図４］連絡・忠告・相談・別れ・告白―する／される場合
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会わずに LINE で済ませたいが、相手には会って直接別れを告げることを求

める人の方が多い。同様に、相手からの告白は直接聞きたいが、自分から告

白する場合は LINE を利用したい人の方が多い。勇気を出して告白しても、

それが受け入れられなかった場合、LINE であれば傷が浅くて済むというこ

とであろうか。気まずさや心理的に負担を感じる場面では、自らは LINE を

選択するということである。　

さて、ここで、参考までに、恋愛場面についてのみ、男子大学生４との比

較をしてみたい。視覚的に分かりやすくするため、図５には女子大学生のデー

タも再掲している。

先述した女子大学生とは対照的に、男子大学生は「LINE派」が比較的多い。

中でも、「告白される」場合、男子大学生は最多で、女子大学生は最少であ

り意識の違いが大きい。また、興味深いのは男子大学生の場合、能動よりも

受動の際にLINEを好む傾向にあることだ。「告白する」よりも「告白される」

方で、また、「別れを告げる」よりも「別れを告げられる」方で LINE を選

択する傾向にある。ただし、この男子大学生の受動と能動の差は、カイ二乗

検定での有意差は認められない。有意差が認められるのは次の３種類である。

［図５］別れ・告白―する／される場合（男女比較）
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４ 阪南大学の男子大学生46名（２年７名、３年34名、４年５名）。調査期間2019年５
月23日（木）～2019年６月６日（木）。授業中（授業名：レポート作成の基礎）に
質問用紙を配布し回収した。
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「LINE で告白される」カイ二乗値：33.6（危険確率５％）

　男子大学生＞女子大学生

「LINE で告白する」カイ二乗値：8.9（危険確率５％）

　男子大学生＞女子大学生

「LINE で別れを告げられる」カイ二乗値：8.3（危険確率５％）

　男子大学生＞女子大学生

恋愛の「始まり」と「終わり」の両場面で、男子学生が LINE を選択しが

ちであるこの結果をどう考えるかは難しい。その上で、調査対象者に限って

言えばという条件付きで考えてみる。ひとつには、場面や内容や事の大小を

問わず、他人とのコミュニケーションの手段として、常に LINE が第一の候

補として選択されるという可能性だ。それは、スマホが手軽であることに加

えて、LINE によって対面で起こる気恥ずかしさやためらいを忌避しようと

する意識もうかがえる。さらに、LINE であれば、自分の都合を中心に考え

られるという点も関係するだろう。対面で必要とされる配慮は、LINE では

基本的に必要ない。こういったことが、特に男子大学生に顕著に認められた

のではないか。また、この結果は、女子大学生の「直接派」の多さを浮き彫

りにしたとも言える。つまり、男子大学生よりも女子大学生の方が、「告白

する」のも「告白される」のも「別れを告げられる」のも、「面と向かって

伝えてほしい」と考える傾向にあるということである。文字やスタンプに頼

る LINE では物足りないということかもしれない。

3.5. 全場面の比較

最後に、各場面を「LINE 派」の多い順に示し全体を概観する。先述した

通り、「LINE 派」は、ほぼ「依頼」、「感謝」、「謝罪」の順となる。「直接派」

はその逆である。以下、特に注目する点を述べる。

まず、モノの軽重が LINE か直接かの選択に関係している。「感謝」の場

合は、LINEで伝えたい人が多いのは、「1,000円」よりも「カサ」の方である。

これは、金銭よりもモノの方が、貸し借りの心理的なハードルが低いためで

あろう。どのようなコトガラなのかという視点では、「約束」を守らないこ
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とよりも、モノ（カサ）をなくした場合に、より強く丁寧さが示されると言

える。

また、「親疎関係」では、同じ状況や場面であれば、「感謝」をする場合も

される場合も、親しい友人に対しては LINE でのやり取りを、あまり親しく

ない友人には直接でのやり取りを望む傾向にある。「謝罪」においても同様

で親しくない友人には直接のやり取りを好む傾向にある。

11 
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告げられる：別れ：恋人
謝罪する：約束ドタキャン：友人

告げる：別れ：恋人
感謝する：アルバイトのシフトを代わる：バイト仲間

謝罪される：約束ドタキャン：友人
謝罪する：約束忘れる：友人

感謝する：千円借りる：非親の友人
相談する：恋愛：友人

謝罪される：約束忘れる：友人
謝罪される：同じ人を好きになりケンカ：友人
謝罪する：同じ人を好きになりケンカ：友人

相談される：恋愛：友人
忠告される：「ルーズを治せ」：友人

感謝される：アルバイトのシフトを代わる：バイト…
忠告する：「ルーズを治せ」：友人

感謝される：千円貸す：非親の友人
感謝する：千円借りる：親しい友人
感謝される：千円貸す：親しい友人
感謝する：カサ借りる：非親の友人

連絡する：家で飼っているペットが死んだ：友人
感謝される：カサ貸す：非親の友人

謝罪する：ランチの意見が合わずケンカ：友人
感謝される：焼肉定食をごちそう：友人

連絡くる：家で飼っているペットが死んだ：友人
謝罪される：ランチの意見が合わずケンカ：友人

感謝する：焼肉定食をごちそう：友人
感謝される：カサ貸す：親しい友人
感謝する：カサ借りる：親しい友人

依頼する：バイトのシフトを代わる：バイト仲間
依頼される：バイトのシフトを代わる：バイト仲間
依頼される：授業内容やテスト範囲を教える：非…
依頼する：授業内容やテスト範囲を教える：非親…
依頼される：授業内容やテスト範囲を教える：親…
依頼する：授業内容やテスト範囲を教える：親し…

場面による連絡方法の選択

LINE派 直接派 その他 （％）

［図６］場面による連絡方法の選択（全体）
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4. まとめ

一般的に、「感謝」でも「謝罪」でも、LINE（メールなども含む）よりも、

手間と時間がかかる手紙（さらにワープロよりも手書き）、電話、そして、

対面という順に、丁寧で配慮があり、常識的な対応だとされる。特に「謝罪」

は、謝罪する側に心理的な負担がつきまとう。だから、負担をより軽く済ま

すには、LINE を利用したくなるのが多くの人に共通する心理だろう。しか

し、12種類の状況設定のうち10種類で、直接、謝罪する・謝罪される方が

良いと考える学生の方が多い結果となった。ここからは、大学生の過半数が、

「謝罪」という誠意を示すべき行動に対して、LINE を連絡手段とするのは

失礼である、あるいは良くないと考えていることが分かる。あくまで意識の

上であるが、規範的・常識的な態度であることが分かる。

アンケートに協力してくれた受講生の皆さんにお礼を申し上げる。

アンケート設問内容

●あなたの所属　●あなたの学年

［１］あなたは、今日、大学に財布を忘れてきたので、「親しい友人」に1,000

円借りました。その友人に、後であらためてお礼を伝える場合

　※１の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［２］あなたの「親しい友人」が、今日大学に財布を忘れてきたのでその友

人に1,000円を貸しました。その友人から、後であらためてお礼を伝えら

れる場合

　※２の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［３］あなたは、今日、大学に財布を忘れてきたので、「それほど親しくない

友人」に1,000円借りました。その友人に、後であらためてお礼を伝える

場合

　※３の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［４］あなたとは「それほど親しくない友人」が、今日、大学に財布を忘れ

てきたので、その友人に1,000円を貸しました。その友人から、後であら
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ためてお礼を伝えられる場合

　※４の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［５］あなたは、「親しい友人」にカサを借りました。その友人に、後であら

ためてお礼を伝える場合

　※５の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［６］あなたは、「親しい友人」にカサを貸しました。その友人から、後であ

らためてお礼を伝えられる場合

　※６の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［７］あなたは、「それほど親しくない友人」にカサを借りました。その友人

に、後であらためてお礼を伝える場合

　※７の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［８］あなたは、「それほど親しくない友人」にカサを貸しました。その友人

から、後であらためてお礼を伝えられる場合

　※８の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［９］あなたは、友人に焼肉定食をごちそうしてもらいました。その友人に、

後であらためてお礼を伝える場合

　※９の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

「10］あなたは、友人に焼肉定食をごちそうしました。その友人から、後で

あらためてお礼を伝えられる場合

　※10の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［11］あなたは、アルバイトのシフトを、バイト仲間に代わってもらいました。

後であらためてその人にお礼を伝える場合

　※ 11の回答に「その他」以外を回答した人は、付け加えるコメントなど

があれば、自由に記入してください。

［12］ あなたは、バイト仲間に頼まれてバイトのシフトを代わってあげまし

た。そのバイト仲間から、後であらためてお礼を伝えられる場合

　※12の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［13］あなたは、「親しい友人」から借りたカサをなくしてしまいました。そ

のことについて友人に謝る場合
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　※13の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［14］あなたの「親しい友人」が、あなたが貸したカサをなくしました。そ

のことについて友人から謝られる場合

　※14の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［15］あなたは、「それほど親しくない友人」に借りたカサをなくしてしま

いました。そのことについて友人に謝る場合

　※15の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［16］あなたとは「それほど親しくない友人」が、あなたが貸したカサをな

くしました。そのことについて友人から謝られる場合

　※16の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［17］あなたは、友人と買い物に行く約束をしていましたが、その予定をすっ

かり忘れていました。そのことを友人に謝る場合

　※17の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［18］あなたは、友人と買い物に行く約束をしていましたが、友人は、その

予定をすっかり忘れていました。そのことを友人から謝られる場合

　※18の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［19］あなたは、友人と買い物に行く約束をしていましたが、その予定を「直

前になって」キャンセルしました。後でそのことを友人に謝る場合

　※19の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［20］あなたは、友人と買い物に行く約束をしていましたが、友人は、その

予定を「直前になって」キャンセルしました。後でそのことを友人から謝

られる場合

　※20の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［21］あなたは、友人と「ランチに何を食べるかで意見が合わず」ケンカを

しました。あなたから謝る場合

　※21の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［22］あなたは、友人と「ランチに何を食べるかで意見が合わず」ケンカを

しました。友人から謝られる場合

　※22の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。
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［23］あなたは、友人と「同じ人を好きになってしまい」ケンカをしました。

あなたから謝る場合

　※23の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［24］あなたは、友人と「同じ人を好きになってしまい」ケンカをしました。

友人から謝られる場合

　※24の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［25］バイト仲間に、バイトのシフトを代わってほしいとあなたがお願いす

る場合

　※25の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［26］バイト仲間から、バイトのシフトを代わってほしいとあなたがお願い

される場合

　※26の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［27］あなたが、「親しい友人」に、授業内容やテスト範囲を教えてほしい

とお願いする場合

　※27の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［28］あなたが、「親しい友人」から、授業内容やテスト範囲について教え

てほしいとお願いされる場合

　※28の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［29］あなたが、「それほど親しくない友人」に、授業内容やテスト範囲を

教えてほしいとお願いする場合 

　※29の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［30］あなたが、「それほど親しくない友人」から、授業内容やテスト範囲

について教えてほしいとお願いされる場合 　

　※30の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［31］好きな相手にあなたから「好き」とか「付き合ってほしい」と告白す

る場合

　※31の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［32］あなたがだれかから「好き」とか「付き合ってほしい」と告白される

場合
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　※32の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［33］付き合っている相手に、あなたから別れを告げる場合

　※33の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［34］付き合っている相手から、別れを告げられる場合

　※34の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［35］あなたの家で飼っているペットが死んだことを、友人に伝える場合

　※35の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［36］あなたの友人から、友人の家で飼っているペットが死んだことを伝え

られる場合

　※36の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［37］あなたが、あなたの友人に「時間にルーズなところを直してほしい」

と伝える場合 

　※37の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［38］あなたが、あなたの友人から、「時間にルーズなところを直してほしい」

と伝えられる場合 

　※38の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［39］あなたが、あなたの友人に、恋愛相談をする場合

　※39の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

［40］あなたが、あなたの友人から、恋愛相談を受ける場合 

　※40の回答に付け加えるコメントなどがあれば、自由に記入してください。

以上
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岡鹿門著『観光紀游』の漢文をめぐって

柴　田　清　継

はじめに

筆者は2013年以来、『日本語日本文学論叢』（武庫川女子大学大学院文学

研究科発行）にその第８号（2013年）から、「岡鹿門『観光紀游』訳注」と

いうタイトルで、岡千仞（号鹿門。1827-1910）の漢文による清国旅行記―『観

光紀游』（以下『観』と略称する）の訳注を連載してきた。この連載は第16

号（2021年３月発行予定）をもって終了し、残った部分の訳注は別の形で

発表すべく、現在そのための作業に取り組んでいるところである１。

断続的ではあるが、９年にわたり『観』と向き合ってきたことにより、作

者（以下「作者」はすべて岡鹿門を指す）がいわゆる「漢文」のみならず、

広く中国語というものの運用に対し、どのようなスタンスを取っていたかと

いう点と、作者の筆になる「漢文」の特徴とが、ある程度自分なりにつかめ

てきた。それらの事柄を整理して述べてみようというのが本稿の意図すると

ころである。「鎖国」が終わった後の明治は、日本人が直接中国人と交際す

ることが可能になり、漢文による日本人の著作が無数と言っていいほど多く

世に現れた時代であるが、では、当時日本人が書いた漢文の文章にはどのよ

うな特徴があったのかというと、そのような点についての研究成果はあまり

見かけない。本稿は一人の人物の一冊の書物を取り上げただけの個別的な研

究に過ぎないが、今後、この方面の研究を進展させるためのささやかなきっ

かけにでもなれば望外の幸せである。

本稿は、まず作者と『観』について簡単な導入を行い（第一節）、次に旅

１ 残った部分の訳注は、ファイルのまま保管し、必要に応じて随時内容を更新すると
ともに、おこがましい言い方になるが、もし希望する方がいらっしゃれば、その時
点でのファイルをご提供したい。2021年初夏までには一応完成させるつもりで作業
を進めている。希望される方は tsugu.shibata@gmail.com 宛ご連絡いただきたい。
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行中の作者の清国人とのコミュニケーションの様相を考察し（第二節）たう

えで、メインテーマとして『観』の漢文の特徴について考察する（第三節）。

一、岡鹿門と『観光紀游』

岡千仞、字は振衣など、号は鹿門、幕末、仙台藩にあって勤王の大義を唱

えて奔走したことで有名な人物である。維新後、いくつかの官職を歴任した

後、明治（以下「明治」は省略）17年５月末、甥の濯を道連れに清国へ旅

立ち、主に上海・蘇州・杭州・天津・北京・保定・広東等を巡り、翌18年

の４月中旬に帰国した。『観』はこの１年足らずの旅行を漢文で記した日記

体の紀行文で、19年８月に出版された。漢文ではあるが、返り点が付けら

れており、当時の日本人にはこれをかなりの程度読みこなせる人が少なくな

かったのだろうと推察される。

日本人が漢文で記した日記体の清国旅行記としては、９年に北京・四川・

上海等を巡った竹添井井（1842-1917）の『桟雲峡雨日記』（12年刊。これ

も返り点付き。以下『桟』と略称する）がもっと有名であろう。両旅行記に

はそれぞれ様々な個性が感じられるが、『桟』では「（清国の）身分のある人

との交遊は一人だけ」２であったのに対し、『観』には全編を通して清国人と

の生身の交流や、議論の応酬が活写され、さらには現地の日本人との会話に

至るまで実に数多く記録されており、この点が『観』の最大の特色であると、

筆者には感じられる。『桟』が全体として、ある意味、詩的な雰囲気のある

整然とした紀行文であるのに対し、『観』はごつごつしたところもある、非

常に人間臭い日々の営みの記録という印象が強い。

二、作者のコミュニケーション手段

⑴口頭語

筆者は清国人との交流、ひいては議論の応酬を『観』の特色の一つとした

が、では、作者はどのような手段で清国人とコミュニケートしたのか。この

２ 岩城秀夫訳注『桟雲峡雨日記――明治漢詩人の四川の旅』（平凡社東洋文庫667、
2000年）「解説」284頁。
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点について、作者は、本書冒頭の「例言」で「余不解中語。叙尋常寒暄、皆

待毛頴子。」３（私は中国の話し言葉を解しないため、日常の挨拶もすべて筆

を頼りにした。）と述べている。つまり筆談がコミュニケーションの手段だっ

たわけだが、毛筆を使ったのだろうから、常に筆と墨と硯、紙を携帯してい

たはずで、その具体的な有様を知りたいと思うが、どこにも言及されていな

い。日本には少なくとも松尾芭蕉の頃から矢立てという携帯用の筆記具があ

る４が、作者は旅の間、ずっと和服で通したというから、帯から吊るしてい

たのかなどと想像してしまう。

しかし、筆さえあれば、すべて事足りるというわけにはいかなかった。そ

のことは作者自身が「例言」の中で続けて次のように明言している。

而馬童舟卒皆不解文字。故地名村名、多闕不録。其一二登録者、間渉誤

謬、亦不可知。（しかし、馬童や舟卒は文字を解せぬため、地名や村名

には記録しなかったものが多い。記録した一部のものも誤っているかも

しれない。）

清代末期の識字率については斯波義信氏に「男30-40％、女２-10％、平均

で全人口の16-28％ともいわれています」との発言５がある。実際、馬や舟に

乗ってあちこち移動するときだけでなく、一か所に連泊して様々な用を足す

ときにも、口頭語による意思伝達の必要は起こってくる。この点について、

作者はどう対処したのだろうか。

作者が17年の５月29日に横浜から上海行きの船で旅立った時、次に記す

３人の清国人が同行していた。楊守敬（1840-1915）―学者で、13年に来日、

15年２月から駐日公使の随員を務めていたが、任期満了で帰国。馮耕三―

８年11月から東京の高木五郎兵衛宅に住み込み、製筆伝習に従事していた。

３ 「暄」はもと「喧」に作るが、明らかな誤りなので、改めた。「毛頴子」は筆の比喩。
４ 『奥の細道』の「行く春や鳥啼魚の目は泪。これを矢立の初めとして」の一節から

の連想。
５ 橋本萬太郎編『民族の世界史　５漢民族と社会』（山川出版社、1983年）終章「座

談会　現代の漢民族」（出席者　岡田英弘、斯波義信、戴國煇、橋本萬太郎）466頁。
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王仁乾（号惕斎。1839-1911）―７年に来日、10年から東京で書籍や文具を

扱う商店を営んでいた。３人とも日本での滞在期間が長いから、ある程度の

日本語会話ができたことは間違いない。王仁乾に至っては、その後、日本語

の教科書も著しているほどである６。作者は上海到着後、馮耕三とはすぐ別

れたようだが、楊守敬とは６月31日に蘇州で別れ、王仁乾とはその後も一

緒で、蘇杭の旅の途中、７月18日から８月１日まで彼の浙江省慈渓の実家

に滞在している。

全行程にわたり、日本語のできる清国人や多少なりとも中国語会話のでき

る日本人の同行の有無について調べてみると、そのような人たちが同行して

いなかったのは10月13日に天津を出て翌日北京に着くまでと、１月７日―

11日の間の上海から香港への船旅の時だけのようである７。

作者は外国語会話の勉強を「舌学」という独特な言葉で表現している８が、

この舌学については興味深いコメントがある。それは北京滞在時の10月31

日、宝祐寺に寄宿して「舌学」を学んでいる伊達寧裕（1867-1945）と横田

三郎（1861- ？）に会ったことを記す際に漏らした次のような感想である。

隣交方開、尤急舌学。唯此輩不講経史詩文。唯舌之学、余之所不知。（隣

国との交わりが始まり、外国語会話学習の必要性は非常に高い。ただ、

彼らは経史詩文には関心がなく、外国語会話だけを学んでおり、私には

よく分からない人たちである。）９

作者の無邪気な発言と言えばそれまでだが、旅行中、作者はその「舌学」
６ 王勤謨編著『王惕斎及嫡孫文集』（中国文史出版社、2013年）44-51頁。
７ 9月27日に上海から煙台・天津へと船で北上するときの同行者――外交官の奥青輔

書記とその随員の峰貫一、及び『自由燈』の編集者の小室信介―は、中国語会話能
力という点では疑問符が打たれるかもしれないが、奥と峰が外交官であるだけに、
最低限の意思の疎通には支障がなかったと思われる。

８ 「舌学」は、古く『国語』周語中に見える、通訳官を意味する「舌人」という語を
意識して造られた語である可能性がある。とすると、もう少し意味を狭めて、通訳
官になるための学習と解してもいいかもしれない。

９ なお、伊達寧裕（登米伊達家第十四代で、岡と同じ宮城県人）も横田三郎も、外務
省留学生として派遣されていた。
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岡鹿門著『観光紀游』の漢文をめぐって

の達者な人たちにずっと世話になっている。10月21日から26日までの長城

の名勝の探訪、11月11日に北京から保定へ赴き、さらに20日に天津まで引

き返してくるまでの間も、北京で「舌学」研修中の瀬川浅之進10が同行し、

ちゃっかり瀬川の世話になっている。

ところで、筆者は作者と終始寝食を共にした甥の濯も、コミュニケーショ

ンの面で一定の役割を果たしたのではないかと見当を付け、濯について少し

調べてみたので、書いておきたい。

岡濯（1853-1931）は、鹿門（五男）の兄（次男）台輔（1821-1900）の

子で11、清国渡航時、30歳か31歳だった。それまで何をしていたかと言えば、

晩年に出版された彼の文集―『白雲館文録』（1924年）の自序の次の一節が

最も雄弁にその頃のことを語ってくれている。

余天資孱弱、少壮不自料、欲以功業立於世、従清人葉松石学漢語、以為

当今之急務、在日清親善、若能熟於彼我形勢、於展我志、不難也。而学

習未半、罹疾帰郷。静養五年、出授徒于県校。既而先生挙漢土游、促余

同行。余躍然曰、「天之所授矣」、抛百事陪従。（私は生まれつきひ弱だっ

たが、若い時は先々の我が身に思いを及ぼすこともなく、功業をもって

世に立ちたいと思い、清国人葉松石氏に従って中国語を学んだ。当今の

急務は日清親善にあり、清国と日本の形勢がよく分かるようになったら、

我が志を実行に移していく際に有利になるだろうというのが、その時の

考えだった。ところが、学業の途中で病に罹り帰郷することになった。

５年間の静養後、県の学校で教壇に立つことになった。ところがまもな

く、鹿門先生が清国の旅を計画され、私に同行を促された。私は、「天

の賜物だ」と、飛び上がらんばかりに喜び、すべてを擲ってお供するこ

とにした。）

10 瀬川浅之進は東京外国語学校で学んだ後、16年に行われた清国への留学生選抜試験
に合格して、北京留学生となった。

11 宇野量介『鹿門岡千仭の生涯』（岡広、1975年）8頁、285頁。
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葉松石は浙江省の出身で、７年２月から９年７月まで東京外国語学校漢語

学科第二任教師として、会話を教えていた人である12。濯の在学期間は不明

だが、彼がある程度中国語を習得していたことは、これで間違いないと言え

るわけである。もっとも、六角恒廣氏によれば、当時の東京外国語学校漢語

科で教えられた中国語は、武漢・南京・安徽省など長江下流地域に分布する

方言の中の一つである下位方言―南京語だったということである13。した

がって、上海・蘇州・杭州等の江南地域滞在時はまだしも、北方語の話され

る華北地方や粤語の話される華南地方での滞在時は、意思の疎通に難渋した

であろうが、ただ、濯は叔父とは異なり、もともと「舌学」に志のあった人

であり、また、まだ若かったから、１年近くかの地に滞在し、叔父の身辺の

世話にいそしむ中で、自然と生の中国語をある程度まで身につけていったこ

とも十分に想定することができるだろう。

⑵筆談

鹿門自身はすべて筆を頼りにコミュニケーションを行ったわけだが、彼の

筆で書き記されるのは、我々日本側から言うところのいわゆる「漢文」で、

これが筆談の通常の手段だった。

この「漢文」というものを現在の中国側から見ると、どうなるのか、とり

あえず馬忠の『古代漢語語法』14に基づき、少し言及しておこうと思う。馬

忠の述べていること（同書上編「概述」、第一章「古代漢語和文言文」）を整

理すれば、漢語（漢民族の言語）は通時的に、古代漢語（周・秦～清代）と

現代漢語（前者より後の時代）に区分される。我々が今日触れることのでき

る古代漢語は、前人が文字によって記載した書面語である。書面語は口語が

加工されたものである。周・秦・前漢期――上古期は、書面語と口語が基本

12 王宝平主編『日本蔵　晩清中日朝筆談資料　大河内文書』（浙江古籍出版社、2016年）
第8冊附録三「筆談者小伝并索引」3764頁。六角恒廣『中国語教育史稿拾遺』（不二
出版、2002年）89頁。

13 六角氏前掲書同頁。
14 馬忠（？ -1972）は雲南師範学院副教授を務めた人。『古代漢語語法』は1983年、

山東教育出版社から出版された。
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岡鹿門著『観光紀游』の漢文をめぐって

的に一致していた。当時の口語を基礎として形成された上古期の書面語と、

これより後の時代に上古期の書面語を模倣して書かれた書面語を文言文とい

う。以上がほぼ現在の中国の言語学者のコンセンサスにもなっていると思わ

れる。したがって、日本側の「漢文」という用語に相当する中国側の用語は

「文言文」、別の言い方をすれば、中国上古期の書面語ということになる。

このような言語の作文力を身につけていれば、中国の当時の口頭語につい

ては不明であっても、同じくそれを身につけている中国の人たちと筆談で意

思の疎通ができたのである。当時の日中の言語上のつながりの一端はこのよ

うなところにあり、しかもそれはかなり太いパイプとなることが少なくな

かったのである。

さて、このような漢文、すなわち文言文の作文力に関しては、作者には相

当な自信があったに違いない。彼は生前多くの著作を残したが、その大部分

は漢文で記されている15。明治期の人物には特に珍しいことではないかもし

れないが、彼にとって漢文を書くことは日常茶飯事だったのである。その漢

文作文力をもって、清国滞在時、数えきれないほどの回数の筆談に臨んだの

である。

筆談の具体的な様子を描写した文章が『観』の中に一か所だけあるので、

それを紹介しておきたい。『観』は各巻の冒頭に、作者が日中の文人に執筆

を依頼した序文が配されているが、ここに挙げるのは、その六「燕京日記」

冒頭の張煥倫（1846又は1845-1905。字は経甫）の序で、「甲申仲秋の月」（17

年９月中旬から10月中旬にかけてに相当する）に書かれたものである。張

煥倫は1878年、同郷人と正蒙書院を設立して教育事業に取り組んでいた人

で、作者の清国滞在時深くかかわった人物の一人である。

歳甲申日域岡君鹿門来遊、（中略）識余。口不相習、以筆語焉、毎見輙

15 和文のもので筆者が確認しているのは、75歳から亡くなるまでの約７年間、毎月門
人田辺実明の向島の家で３人の息子に語ったという、嘉永５年（1852）の昌平黌入
学から、戊辰戦争の際に奥羽越列藩同盟の結成に反対し、藩により投獄されるまで
の記録である、『在臆話記』（森銑三責任編集『随筆百花苑』第１巻にその翻刻が収
められている。中央公論社、1980年）だけである。

D12414-73001795_柴田清継.indd   41 2021/05/07   10:32:19



－42－

尽十数紙。（中略）終日相対無声息、維謖謖紙筆声、与呵呵狂笑声相間、

不止。若意有不慊、則筆間便颯颯挟風霜。君之来也、値法禍亟。君切憂

唇歯之義、語及時事、慷慨激発、酒酣耳熱、勃勃不可遏仰。（甲申の年、

日本の岡鹿門氏が来遊し、（中略）私と知り合った。口で話すのは互い

に慣れていないため、筆を使って語り、会えば決まって十数枚の紙を費

やした。（中略）終日相対していても音は立たず、ただサッサッという紙・

筆の音と、ハッハッハと狂ったように笑う声とが交互に起こって止まな

かった。そして、もし納得のいかないことがあると、筆の立てる音はザ

クザクと風や霜のような厳しさを帯びるのだった。氏が来たのは、ちょ

うどフランスの禍16が危急を告げている時だった。氏は切に唇歯輔車の

義を憂え、話が時事に及ぶと慷慨激昂し、酒が回ると勃々として抑えが

効かなくなるのだった。）

作者の筆談に注ぐ情熱やその人柄までが髣髴とする文章である。

『観』は、こうした筆談の部分を随所に含む、大変興味深い読み物である。

帰国後、１年数か月を経ての出版なので、推敲する時間的余裕もかなりあっ

ただろう。そうした『観』の漢文にどのような表現上の特色が見いだされる

か、あくまで筆者個人の印象に基づくものに過ぎないが、次節では自分なり

に実事求是の精神に立脚して考察してみたいと思う。

三、『観光紀游』の漢文に見られる表現上の特色

当然のことながら、『観』の漢文の表現上の特色を把握するためには、比

較の対象が必要である。比較の対象は筆者がこれまでに接してきた漢文の書

物全体としてもいいのだが、やはりある程度、的を絞っておいた方が作業が

進めやすい。そこで、恣意的のそしりを免れないことは重々承知の上、『観』

と何らかの接点を設定できるのではないかと思われる書物を選んでみた。

まず、王韜（1828-1897）の『扶桑遊記』（栗本鋤雲訓点出版、報知社発兌、

16 「フランスの禍」とは、ベトナムの支配権をめぐって1884年の６月に戦端が開かれ
た清国とフランスの、いわゆる清仏戦争のこと。
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岡鹿門著『観光紀游』の漢文をめぐって

13年９月。以下『扶』と略称する）である。王韜は当時の清国を代表するジャー

ナリストで、12年に来日した。その際の旅行記として執筆されたのが、『扶』

である。王韜を招聘したのは鹿門自身ではないが、王韜の東京滞在中、彼と

の付き合いに最も入れ込んだのは鹿門で、鹿門が上海到着後ただちに訪問し

た相手も王韜だった17。『扶』は、漢詩の唱和の占める紙幅がかなり多く、

叙述内容にも芸妓に関する事柄が頻繁に出てくる等、『観』とは異なった趣

を持つが、その出版後、鹿門が熟読玩味していたに違いないと思われる書物

である18。

次に、日々新たな場所を訪れて記した中国の旅行記の古典として、時代は

ぐっとさかのぼるが、陸游（1125-1209）の『入蜀記』と范成大（1126-1193）

の『呉船録』も参照した。前者は乾道６年（1170）の作者の故郷山陰（今

の紹興）から任地の夔州（今の四川省奉節県）までの船旅の記録、後者は作

者の淳熙元年（1174）、成都から蘇州までの船旅の記録である。

さらに、日本人の手に成る漢文による清国旅行記として、上述の竹添井井

の『桟』と山本憲（1852-1928）の『燕山楚水紀遊』（以下『燕』と略称する）

を参照した。『燕』は土佐出身で当時大阪に住んでいた漢学者山本憲が30年

に北京城内、周辺地域、長江流域を巡った旅行記である。

なお、この後、『呉船録』以外は、その文章を引用する場合があるが、そ

の際、例えば「観0101」（『観光紀游』１月１日を指す）、「扶1123」（『扶桑

遊記』11月23日を指す）のように、書名の第一字と書中に示されている日

付（日本の３書は陽暦、中国の２書は陰暦）とにより、引用個所または記述

の根拠とした個所を示すことにする。なお、『観』は17年から18年にわたるが、

５月から12月までは17年、１月から４月までは18年である。他の書物は、

いずれも年をまたがない。

17 作者と王韜とのそのような付き合いの様子を、中田吉信氏が「岡千仭と王韜」（『参
考書誌研究』第13号、1976年）に詳細に書いてくださっている。

18 『扶』の跋も鹿門の執筆である。

D12414-73001795_柴田清継.indd   43 2021/05/07   10:32:19



－44－

⑴語義上の問題

①「唯」

「ただ」という日本語の接続詞を、『大辞林』で調べてみると、次のように

説かれている。

ただ【唯・只】 （接続）前に述べたことについて、留保・注釈・条件

などを付け加える語。ただし。もっとも。「品質はいいと思う。―少し

高すぎる」

『観』に出てくる「唯」の字には、このような日本語の「ただ」と同様な

意味で使われているものが少なくない。例を挙げよう。

観0608：中土市街、不容馬車、唯租界康衢四通、可行馬車。（中国の市

街は、馬車が通るだけの道幅がないが、ただ租界は大通りが四通し、馬

車の通行が可能である。）

観0612：池上列肆、鬻書画筆墨古器物、稍有雅致。唯不栽一卉木、無

些幽趣。（池のほとりに並んだ店には、書画・筆墨・古器物が売ってあり、

やや雅趣がある。ただ、（廟内には）一本の草木も植えられておらず、

いささかの奥ゆかしさもない。）

「唯」についての中国の文法書の説明は、著者によって多少の違いがあるが、

上記の用例を説明するのに好都合なものとして、何楽士・敖鏡浩・王克中・

麦梅翹共著の『古代漢語虚詞通釈』19の説明を挙げておこう。この本は「唯」

（「惟」と「維」も同列に扱っている）の副詞（中国語では、このような意味

の「唯」は副詞として扱われる）としての用法の㈠として、「句の初めまた

は述語の前に置かれ、事物または動作の範囲に対する限定を表す。」20と述べ、
19 何楽士・敖鏡浩・王克中・麦梅翹『古代漢語虚詞通釈』（北京出版社、1985年）。
20 原文：「用在句首或谓语之前，表示对事物或动作范围的限定。」ここでの「句」は

sentenceではなく、旧来の「詩や文章の一区切り」（『角川新字源　改定新版』200頁）
を意味するようである。
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四つの用例を挙げている。その四つ目の用例は「兼并易能也、唯堅凝之難焉」

（『荀子』議兵）で、その表す意味は『観』の上記の２例との間にほとんど差

違が感じられない。この用例を同書は「兼并易国是容易办到的，只是把它坚

实地巩固下来就困难了。」（他国を併合するのは、容易にできることである。

ただ、堅固に安定させようとすると、なかなかできないのだ）と現代中国語

訳している。

ところが、『観』には「…唯～」という形で表した場合の「～」の部分が「…」

の部分よりも明らかに長いものが少なくないのである。「～」の部分が「…」

の部分と同程度の分量までは「限定」という説明で問題ないだろうが、「～」

の部分の方が長くなってくると、言説の重点ははっきりと「～」の部分の方

に移動してきて、「限定」というよりもむしろ「逆接」という説明がふさわ

しくなってくる。実は、そのような例が『観』には数多く見られるのである。

例を一つ挙げよう。

観0822：六経豈有毒乎。唯中人拘泥末義、墨守陳言、不復知西人研究

実学、発明実理、非爛熟六経所能悉。孟子不言乎、「尽信書不如無書」。

六経有可信者、有不可信者。若不信其可信者、而信其不可信者、則六経

之流毒、何異老荘之毒晋宋乎。（六経は別に毒のあるものではないので

すが、中国人は枝葉末節の解釈にこだわり、陳腐な言葉を墨守しており、

西洋人が実学を研究し実理を発明しているのは六経に爛熟したからでき

るようになったことなのではない、ということが分かっていません。孟

子が言いませんでしたか。「尽く書を信ぜば書無きに如かず」と。六経

には信ずることのできるものもありますが、信ずることのできぬものも

あります。信ずることのできるものを信ぜず、信ずることのできぬもの

を信じたら、六経は、老荘が晋宋に流したのと同じくらいの毒を流すに

違いありません。）21

21 「六経」とは、書物としては後世に伝わっていない「楽経」をも含んだ経書（儒教
の正典）の総称。「晋宋」はここでは六朝時代を意味する。
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日本語の「逆接複文」という言葉に相当する中国側のタームは「転折複句」

だろうが、古代漢語におけるそれを、馬忠は「重転」と「軽転」に分け、そ

れぞれ次のように説明している。

重転： 転換の意味合いが強い複文。主文にはしばしば「而」、「然」、「然

而」が用いられる。

軽転： 転換の意味合いが軽い複文。軽転を表す言葉としては「抑」、「顧」、

「特」、「亦」、「但」などがある。22 

上述の『古代漢語虚詞通釈』で説かれている「…唯～」の限定用法は、馬

忠が言うところの「軽転」に相当することになるだろう。それと同時に、こ

こでは、「重転」にはしばしば「而」、「然」、「然而」が使われるという馬忠

の説明を押さえておきたい。『観』にばかり浸っていると、「重転」、すなわ

ち逆接と解する方が適当な「唯」を見かけてもさほど違和感を感ぜぬように

なってしまうが、それに追い打ちをかけるのが、『観』中に写されている清

国人の発言の中にもそのような「唯」がしばしば使われていることで、その

ため清国人も「唯」を「重転」の場合でも使うのだという錯覚に陥ってしま

いがちになる。例えば、

観0604楊守敬言：余官貴国四年、無涓滴補国。唯為黎公罔羅古書、刻『古

逸叢書』二十六種、購得隋唐逸書百餘筐。此外参考古書、撰『日本訪書

録』二十巻。此皆宋元諸儒所未夢見。故雖囊槖索然、不少悔。（私は貴

国で四年間の役人勤めをしましたが、国のためになる事は、ちっともで

きませんでした。ただ、黎公のために古書を博捜し、『古逸叢書』二十

六種を製作すべく、隋唐の逸書百餘筐分を購入しました。そのほか、古

書を照合して、『日本訪書録』二十巻を撰しました。これらはいずれも

宋元の諸儒には夢想だにできなかったことです。ですから、懐の中が寂

22 馬忠前掲書215～217頁。
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しくなりはしましたものの、少しも悔いてはおりません。）

しかし、これなど、清国人の発言とはいえ、筆談ではなく、日本語が話せ

る楊守敬が作者に対して日本語で話したことを、作者が漢文で表現し直した

ものだと見なさなければならないだろう。つまり、鹿門式の漢文になってい

るはずなのである。

一方、清国人の発言で「然而」が二度使われている「正統派」の文例もも

ちろん見られる。それを挙げておこう。

観0629：兪樾言：文章一道、固無中東之分。然而論文講学、須先認清

門逕。不用意于此、則工夫亦又誤了。曩選貴国詩。雖未足以尽貴国之長、

頗足以除貴国之短。従此問軌途、必無大疵病。経学須上法漢唐、至詩文、

則不必拘泥。然而多読古書、則抒叙性霊、摹写景物、気味自別。（文章

の道には、もともと中・日の区別はありません。とはいえ、文を論じ学

を講ずるには、まず手がかりをはっきりと見定めるべきです。この点に

意を用いなければ、せっかくの努力も誤った方向へ進んでしまいます。

以前、貴国の詩を選んだことがあります。貴国の長を尽くすところまで

は行かなかったにしましても、貴国の短を除くには十分でした。これを

基準にして道筋を問えば、必ず大きな疵はないでしょう。経学は漢唐に

のっとるべきですが、詩文は必ずしも何かに拘泥するには及びません。

とはいうものの、多く古籍を読めば、心を述べ表すにも、景物を模写す

るにも、気味がおのずから際立ってくるのです。）

これについてはどのように考えればいいか。筆者は、これは作者が旅行中

面会した人物の中でも、学者としては最大の大物である兪樾（1821-1906）

の発言であるだけに、兪樾が書きつけた紙を作者がもらい受け、正確に転記

したのではないかと想像している。なぜなら、他の清国人の発言の記録とは

多少趣を異にし、全体的に比較的口語的な表現（特にそのように感じられる

部分には下線を施した）になっているからである。
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ここに至って、作者は通常筆談の記録をどのように行ったのかということ

が問題となってくるから、ここでその点について筆者の見方を述べておきた

い。どこにも言及されているわけではないのだが、筆者は一応次のように推

定している。物理的な面からの憶測だが、作者は清国で交流した相手に贈呈

するため、自著の『法蘭西志』（全６巻）、『米利堅志』（全４巻）、『尊攘紀事』

（全４冊）を各50部、『紀事補遺』、『蔵名山房雑著』を各100部携えてきたと

いう（観0129）。贈呈するたびに減ってはいくものの、同時に贈与を受ける

ことも多かったに違いないから、始終多くの書物が身辺に山積していたこと

が想像される。さらに、地域間の移動は、黄海・東海・南海の長距離の船旅

以外は、すべて小さな舟や馬車によるものだったわけだから、常に携行荷物

の増減に気を使っていただろう。となると、頻繁に行った筆談で使われた紙

は、仮にもらって帰ったとしても、転記が済めば処分したり、複数の人を相

手にしての筆談だったり、筆談途中で感情が高ぶったりしたような場合は、

紙をもらって帰ることも忘れ、後から思い出して自分なりに記録したことも、

きっとあっただろう。文言文での筆談とはいえ、清国人の書くものには口語

的表現もちょくちょく顔をのぞかせたであろうことが十分に想像できるが、

内容を思い出しつつ記録する際には、作者が書くことのできる範囲の「漢文」

（文言文）に「意訳」されたに違いない。また、日本語の分かる人を交えた

議論では、通訳による意思疎通となり、筆談紙が残らなかったかもしれない。

そのようなもろもろの状況を想像したうえで、なおかつ兪樾の言葉につい

ては、屋上屋を架すようではあるが、以上のように想定してみたのである。

さて、ここで、確認のため、逆接の「然」が比較的集中的に出てくる「正

統派」の文章を、中・日それぞれ一例ずつ確認しておこう。

入0926：廟在沙市之東三四里、神曰昭霊孚応威恵広源王、蓋四瀆之一、

最為典祀之正者。然両廡淫祠尤多、蓋荊楚旧俗也。司法参軍右迪功郎王

師点、録其叔祖君儀待制「訟」卦講義来。君儀、厳州人、師事先大父、

精於『易』、然遺書不伝、講義止存一篇而已、然亦其少作也。（廟は沙市

の東方三、四里のところにあり、神様は昭霊孚応威恵広源王という。お
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そらく四瀆（長江・黄河・淮水・済水）の一つで、最も典礼の正しい廟

である。しかし両側の渡り廊下に淫祠が大そう多いのは、おそらく荊楚

地方の昔からの習俗であろう。司法参軍右迪功郎（従九品）の王師点が、

その大叔父の君儀待制が、「訟」の卦の講義したノートを持参された。

君儀は厳州の人で、亡くなった祖父に師事し、『易』に精通していた。

しかし遺書は伝わらず、わずかに講義が一篇残っているばかりである。

しかもそれも若い時の作である。23）

燕1103：遇谿。則濂谿也。周茂叔所家焉。渓発源廬山。茂叔取故里之

号名之云。渓小水浅。牛馬糞成堆。地景至凡、不足寓目。然地雖凡乎、

因周子而伝。天下勝境不遇其人而不伝者何限。可嘆夫。越渓而徃、周子

墓在焉。依小邱、石墉環遶。老樹薈蔚。門扁曰、濂渓夫子廟。按程朱之

学、出於周子、而周子亦有所本焉。周子得力於釈氏、然亦南方之学也。

南方与中原、為学之法、逈有逕庭。中原之学、主経済実用、而南方専談

空遠之理。（中略）中原諸侯、斥呉楚不肯歯列。然呉楚未可必目以夷戎。（中

略）春秋以晋楚争覇終始、其初既有斉桓宋襄伐楚、亦不過南北民族之争

而已。且後人皆目楚以諸侯、然楚当与周敵、非斉晋之敵也。（中略）戦

国以次削平、楚遂為秦所并。然亡秦者楚也。漢高非春秋時楚人、然豊沛

之地、在戦国之時、立楚治下。（渓流があった。濂渓である。周茂叔（敦

頤）が家を築いたところである。渓流は廬山を源としている。茂叔は故

里の名称を以てこれに命名したという。渓流は小さくて水が浅い。牛馬

の糞が山積みになっている。景観は至って平凡で、見るべきものがない。

しかし地は平凡であっても、周子によってその名が伝わっている。天下

の景勝地でも、しかるべき人がそこから出ていないため、知られていな

いものはどれぐらいあるだろうか。まったく嘆かわしいことである。渓

流を越えていくと、周子の墓があった。小さな邱を背後に控え、石垣を

繞らしている。老木が生い茂っている。牌坊に「濂渓夫子廟」と題する

23 訳文は岩城秀夫訳『入蜀記』（平凡社東洋文庫463、1986年）のもの。
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扁額が掲げられている。案ずるに、程朱の学は、周子から生まれたが、

周子にもまたその根源とするものがある。周子は仏教から力を得ている

が、その学はやはり南方の学である。南方と中原とは、学をなす方法に、

大きな隔たりがある。中原の学が経世済民といった実際に役立てること

を主眼としているのに対して、南方はもっぱら空遠の理を談ずる。（中

略）中原の諸侯は、呉・楚を斥け、同列に扱わなかった。しかし呉楚を

必ずしも夷戎として見てはいけない。（中略）春秋は晋・楚の覇権争い

をもって終始し、その初めに既に斉の桓公と宋の襄公が楚を伐ったが、

これもまた南北間の民族の争いにほかならない。且つ後人はみな楚を諸

侯として見ているが、しかし楚はただ周とのみ匹敵するもので、斉・晋

と同列ではない。（中略）戦国では諸侯が順次平定され、楚も秦に滅ぼ

された。しかしその秦を滅亡させたのもまた楚であった。漢の高祖劉邦

は春秋時代の楚人ではないが、しかし豊沛の地は、戦国の時、楚の治下

にあった。24）

②「猶」

「猶」には「…に似ている、…と同じようだ」という意味を表す用法がある。

「猶如」と熟した語も後に生まれたぐらいで、「猶」は「如」や「若」と、大

局的に見れば、同義語である。

前掲の『古代漢語虚詞通釈』が、

「猶」は動詞としては、前後二つのものを比較対照する文によく用いら

れる。「まるで…のようなものだ」、「…と同じだ」、「まるで…みたいだ」

と訳すことができる。

とやや詳しく述べており25、「比較対照」という点で「如」や「若」との差

24 訳文は山本憲関係資料研究会編『変法派の書簡と『燕山楚水紀遊』――「山本憲関
係資料」の世界――』（汲古書院、2017年）所収の蔣海波氏の訳文（狭間直樹氏監訳）
による。以下、『燕』からの引用文に付する訳文は本書のそれである。
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異を示唆しているようだが、中国の学界では「猶」の独自性はさほど注意さ

れないのが一般であるように思われる。

一方、日本では、管見の限り、少なくとも江戸時代中期の釈大典（1719-

1801）が『文語解』（巻之二）で、「如若ハ形躰ノ上ニテイフ　猶ハ事理ノ

上ニテイフ　性猶杞柳也義猶桮棬也26孟子コノ類ミルベシ」と釈したのや、

近年（といっても60数年前だが）では、小川環樹・西田太一郎の『漢文入門』

で、「故北方之畏奚恤也、其実畏王之甲兵也、猶百獣之畏虎也」27（『戦国策』

楚策）を用例として、「猶 = 事理の類似を示す、（中略）「如」ならば状態の

類似を示す」と説明されている28。

そもそも、日本では「如」と「若」の「…の（が）ごとし」に対し、「猶」

は「なほ…の（が）ごとし」というように、訓読の仕方が異なるわけで、そ

のことに日本人が古来、両者の微妙な意味の差異を意識していたことが反映

していると見ていいだろう29。

以上のような釈大典が「如」・「若」と区別して以来の「猶」の用法のお手

本のような使い方をしているのが『燕』であるが、『観』には「如」や「若」

に置き換えても差し支えのなさそうな「猶」が散見する。まず『燕』の例を

25 前掲『古代漢語虚詞通釈』723頁。引用部分の原文「“ 犹 ” 作动词，常用于把前后两

物进行比较对照的句子中。可译为 “ 好比 ”、“ 如同 ”、“ 好象 ” 等。」なお、この意味
の「猶」は中国の学界では動詞とされている。

26 「人間の本性はあの柔らかくて曲げやすい杞
かわ

柳
やなぎ

のようなもので、義は木を曲げて作っ
た「曲げ物」のようなものだ。」の意。この後に「それゆえ人間の本性に順って仁
義を行なうというのは、杞柳を曲げて曲げ物を作るようなものである」ということ
が説かれる。訳者代表木村英一『論語・孟子・荀子・礼記』（平凡社中国古典文学
大系第３巻、1970年）の訳文による。

27 「北の方が奚恤を恐れますのは、実は、王さまの軍勢を恐れているのでございまして、
それは、ちょうど、獣たちがみな虎を恐れたようなものでございます」の意。常石
茂・大滝一雄編訳『戦後策・国語（抄）・論衡（抄）』（平凡社中国古典文学大系第
７巻、1972年）の訳文による。

28 小川環樹・西田太一郎『漢文入門』(岩波全書、1957年 )79-81頁。その他、佐藤進・
濱口富士雄編『全訳　漢辞海』（三省堂、2000年）の「猶」・「如」・「若」３字の釈
義も釈大典以来の系列上にあると言っていいだろう。また、三迫初男氏に「猶字考」

（『広島文教女子大学研究紀要』第11巻、1976年）があり、一半は「猶」の如上の用
法について論じている。
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挙げよう。

燕1028：南人行舟、猶北人御馬。（南方の人々の舟の進め方は、北方の

人々が馬を操るのと同じようなものである。）

燕1101：画家之於画、猶詩文人之於詩文。（画家にとっての絵は、詩文

人にとっての詩文と同じである。）

『燕』における、この意味での「猶」は他に４例だが、いずれも「猶」の

前後が字の配列の点で対応し、事理上で対応し類似することを表している。

『観』にも、このような「猶」が見当たらないわけではない。例えば、

観0908：上海仰木材米国、猶我国仰鉄英国。（上海が木材を米国に仰い

でいるのは、我が国が鉄を英国に仰ぐのと似ている。）

観1013：北京百貨、皆須天津、猶我東京於横濵。（北京は、ちょうど東

京が横浜に対してそうであるように、天津からの貨物の輸送を頼みにし

ている。）

など、「猶」の前後の字の配列はさほど整然としてはいないとはいえ、一応

上記の『燕』の例と同系統と言っていいだろう。

29 小林芳規氏は『平安鎌倉時代に於ける漢籍訓読の国語史的研究』（東京大学出版会、
1967年）において、「猶」を「なほ…ごとし」と訓読する承安２年（1172）から文
永６年（1269）にかけての６例を挙げておられる（468～469頁）。なお、そのよう
な読み方が生まれてきた背景、言い換えれば「平安初期の訓読と後世のそれと」の
間に認められる「甚しい相違」には、「漢文読解力の低下に係る、訓読態度の変更
があり、その反映と考えられる」との見解を述べておられる。鈴木直治氏が『中国
語と漢文』（光生館　中国語研究・学習双書、1975年）で、「建武点」（明経博士清
原頼元（1290-1367）が建武４年（1337）に、甥の良兼（1307-1361）が康永元年（1342）
に、それぞれ飯尾三郎に授けた清原家累代の家点）において「猶」を含む４字（い
ずれも現在「再読文字」と称されているもの）が再読されていることについて、「読
みかたとしては、煩わしいわけである。それなのに、このような特殊な読みかたが
発達してきたのは、それによって、その原文に用いられている文字を確実に覚えよ
うとしたものということができる」と述べておられる（40、50頁）のも、小林氏の
指摘と表裏をなすものと言えそうである。
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ところが、『観』には、これらとは別種の用例も一定数見出されるのである。

例えば、

観0705：舁卒且馳且叫、猶我邦輿夫咿啞相和然。（轎
かご

かきは駆けながら

掛け声をかけ合い、さながら我が国の駕籠かきがエッサ、ホイサと声を

掛け合うのと同じようだった。）

観1006：望見傑厦崇宇映朝暉。是為天津。輪船接岸、架桟出入。猶上

海然。（高く大きな建物が朝の陽光に映じているのが向こうに見える。

そこが天津である。汽船が接岸し、桟橋を架けて出入りする。上海と同

じだ。）

最初の例は、「猶」の前後が対応した形になっているものの、「事理」の対

応を述べているとは見なし難い。二つ目の例は「猶」の前後が対応していな

い上に、また、述べられている内容も事理ではなく、見た目の様子と船から

陸地に上がる時の方式の、上海と天津の類似を述べたものになっている。

「なほ…ごとし」と訓読されてきた「猶」の用法については、『論語』の「聴

訟吾猶人也」30（顔淵篇）のような漠然とした言い回しのものもあるので、

今少し用例を広く渉猟してみる必要を感じるのではあるが、この種の「猶」

の『観光紀游』における使われ方に特色があることは間違いないと言ってい

いと思う。

なお、今回『観』との比較の対象として俎上に載せることにした書物で、

事理の対応を述べる「猶」が見いだされるのは、ほかには『扶』の１例しか

ない。それを紹介しておこう。王韜と作者を含む数人の日本人が共に日光に

遊んだ時の記述である。

扶0621：鹿門曰、「少時来游、寺刹満山、楼臺凌漢、斉雲落星、遜此岧嶢、

30 吉川幸次郎は「法廷のうったえをきくということになれば、私も他の人と同じであ
ろう。同じだけの能力をしか、もたないであろう。」と解釈している（吉川幸次郎『論
語』下、朝日新聞社新訂中国古典選第３巻、1966年）89～90頁。
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紺宇琳宮、罕玆華靡。逮至今日、一掃而空、荊棘漫天、蒿萊遍地、頓令

人発彼黍之歎。」此猶唐時人説驪山宮闕、不勝慨念天宝盛時也。（鹿門氏

がこうおっしゃった。「若い時に来たことがありますが、その時は寺々

が山じゅうにあり、それら高い建物が空を凌いで聳え、貴国の斉雲楼や

落星楼でもそれらの寺々の高々と聳える立派な姿にはかなわないのでは

ないか、貴国の寺や道観でもこれほどの華やかさはないだろうと思わせ

るほどでした。ところが今では、そのような眺めは跡形もなく、いばら

が一面にはびこり、荒れ果てて草茫々になっており、見たとたんに黍離

麦秋の嘆が起こってきます。」この鹿門氏の言葉は、唐の時代の人たち

が驪山の宮殿の話をすると、天宝の栄えた時代に思いを馳せてたまらな

い気持ちになるのと同じようなものである。31） 

叙述の筋がやや込み入っているが、鹿門が日光の寺々の話をして、かつて

のにぎわっていた時代を懐かしんで嘆くのと、唐の時代の人が驪山の宮殿の

話をして、天宝の栄えた時代を懐かしみ嘆かわしくなるのとを彼此対応する

事柄として述べており、事理の対応がきちんとなされている。

③「試見」

江戸時代中期の鈴木（盧）玄淳（1703-1784。号松江）がその著『詩語考』

（『唐詩平側考』附録）32の中で、次のようなことを述べている。

凡ソ吾邦ノ人、常ニ和訓ヲ以テ、文字ヲ通用スルニヨリ、詩文ノ語誤ル

者鮮カラス、譬ハ、視聴見聞ノ四字、同クミルキクト訓スレ 、各〃差

31 「彼黍之歎」は、国が滅んで宮殿の跡がきびや麦の穂の伸びた畑となったのを見て
発する嘆きを言う、一般に「黍離麦秋の嘆」と称されているものと同義だろうと考
えられる。この語の出典である『詩経』の「黍離」の詩句が「彼黍」の二字で始ま
るため、このように表現したものと思われる。「天宝」は唐の玄宗の時の年号で、
天宝の時代も安禄山の乱が起こるまでは治世だった。「驪山」は、その麓に玄宗と
楊貴妃がよく訪れて過ごした離宮―華清宮があった。

32 『唐詩平側考』附録『詩語考』は池田四郎次郎編『日本詩話叢書』（文会堂書店、
1920-22年）所収。
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別アリ、視ハ求メテ視、見ハ来テ我カ目ニ入ル也、（中略）視看ノ二字

互ニ通シ用ユレ 、看ハ新キ文字ニテ、古書ニ甞テ見ヘス、漢以後初テ

見ヘタリ、其以来詩用ニハ、多ク看ノ字ヲ用。（中略）然ルニ此方ノ人、

請看ヲ、請見ニ作リ、（中略）皆是和訓ノ弊也、（中略）然ルニ此方ノ人

当世詩学盛ン也ト雖、此弊未タ除カス、近来ノ諸家、誤用スル者、少カ

ラス

途中で、「視」から「看」への用字の推移が言及されているため、やや分

かりにくくなっているが、要するに、「吾邦ノ人」は「見てください」とい

うことを「請見」と表現する者が少なくないが、それは誤用で、「請看」と

するのが正しいということである。著者は「詩学」の問題としてこの指摘を

行っているのだが、これはもちろん詩以外の漢文表現にも当てはまる33。

『観』に「請見」という言い方は見当たらないが、「試見」が１月19日と翌

20日と、二日連続で使われている。前者を挙げよう。

観0119：試見英於龍動、法於巴黎、米於華盛頓、皆開首府於全国最便利、

最輻湊之地。（試しにご覧ください。イギリスはロンドンに、フランス

はパリに、アメリカはワシントンにというように、皆それぞれ全国の最

も便利で、最も人や物の集まる所に首都を設けています。）

一応作者の意を酌んで訳した。「試しに～してみる」という能動性と「（何

もしなくても）見える」という非能動性は本来嚙み合い難いのである。

④その他

観0118：此服長袖緩帯、坐作不便、且立国尚武、此服第一、不可手火槍。

33 「視」・「見」・「看」等、「みる」と訓ずる字の意味の違いについては、荻生徂徠
（1666-1728）もその『訳文筌蹄』初編（1715年刊）で取り上げて説明を加えており、
現在市販されている漢和辞典の中でも一般に何らかの形で言及されている。
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（この服（和服）は袖が長く帯が緩く、座ったり立ち上がったりに不便

ですし、また、（わが国の）国を立てるにあたって武を尚ぶという点か

ら申しましても、この服は第一に、銃を手で持つことができません。）

「第一」とあるが、「第二」以下は立項されていない。現代日本語で「まず

何よりも」といった意味で「第一」と言うことがあり、それに似た使い方で

あるが、文言文にはふさわしくない。

もっとも、「第二」以下も続く形なら、現代中国語では、しばしば使われ

る表現形式である。毛沢東（1893-1976）の著作から一つ例を挙げておこう。

我党中央是怎样决定在中国进行农业合作化的呢？第一，它是准备以十八

年的时间基本上完成这个计划的。34（我が党中央は中国で農業協同化を

行うことをどのようにして決定したのか。第一に、この農業協同化は18

年の時間をかけて基本的にその計画を達成しようとするものである。）

以下、「第三」まで立項されている。

「目」は本来 eye を、「耳」は本来 ear を、「手」は本来 hand を意味するが、

それぞれ「目にする」、「耳にする」、「手にする」という意味の動詞としても

使われることがある。しかし、「口にする」の意味で使われている「口」には、

筆者はこれまで遭遇したことがない。筆者のこの感覚に誤りがないとすれば、

『観』の下記の用例は作者の勇み足ということになるだろう。

観0312：服薬以後、日服牛乳四合、不口一味。（服薬するようになって

以後は、日に牛乳四合を服するだけで、食べ物は一つも口にしていない。）

⑵統辞上の問題

①二重賓語

34 毛沢東「関於農業合作化問題」（『毛沢東著作選読』、人民出版社、1969年）310頁。
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王力主編『古代漢語』で、二重賓語（「双賓語」）文について、次のような

説明がなされている。

その一つは物を指す直接賓語であり、他の一つは人を指す間接賓語であ

る。間接賓語は動詞と直接賓語との間に置かれる。この統辞法は古今を

通じて同じである。35 

つまり、二重賓語は英語などと同様、「動詞＋間接賓語（人を表すもの）＋

直接賓語（事物を表すもの）」の順に配置されるということである。二重賓

語文で表現しようとするのと同じ意味は、間接賓語を A、直接賓語を B で

代替するとするなら、「以 B 給 A」、「以 B 賜 A」等の形でも表現できるため、

それほど頻繁には見かけないけれども、それでも『観』の中に７例見いださ

れた。そのうち、賓語の順が逆になっているものが３例。下記のとおりであ

る。

観1106：二与書養源。（二度手紙を養源氏宛に書いた。）

観1123：贈刀徐花農。（刀を徐花農氏に贈った。）

観0321：乃决東帰、作書報是事家族、及上海諸友。（そこで日本に帰る

ことに決め、手紙をしたためて、このことを家族及び上海の友人たちに

知らせた。）

もっとも、『扶』にも賓語の順が逆になっているものが１例見られるから、

まったく例外がないかのような『古代漢語』の説明は、検討の余地があるか

もしれない。『扶』の例を挙げておこう。

35 王力主編『古代漢語（修訂本）』（中華書局、1981年）第一冊「古漢語通論（八）」
250頁。原文は「一個是指物的直接賓語，一個是指人的間接賓語。間接賓語放在動
詞和直接賓語之間。這種句法古今是相同的。」日本語訳は王力編、豊福健二・塩出雅・
柴田清継訳『中国古典読法通論』（朋友書店、1992年）90頁。
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扶0611：余贈詩瑞松。（私は詩を瑞松氏に贈った。）

②不特定の人や事物の提示

不特定の人や事物（「ある～」という形で表されるようなもの）は、『論語』

冒頭の「有朋自遠方来」のように、「有」の字を使って導入するのも、古今

を通じての定型に近い表現だと思われるが、その時偶然見かけた人や事物―

つまりその時点では不特定だったものを「有」を冠せずに提示している例が、

『観』には数え切れぬほど見られるのが一つの特色である。２例挙げておこう。

観0603：港内全勝、瞭如縮写図。一峯秀出、曰玉女。（港内のあらゆる

景色が、縮写図のように一目瞭然である。その中で一つの峰が秀でてお

り、玉女と呼ばれているという。）

観0605：至此始望両岸。一水自東南而注、為黄浦江。（ここまで来て初

めて、両岸が見えてきた。東南から注ぎ込む川がある。黄浦江である。）

ただ、この「定型」も絶対的なものではない。『扶』に提携から外れるも

のと提携に沿うものと二種一度に見られる用例があるので、挙げておこう。

扶0313：須臾数舟載貨而来、首尾銜接。累累捆載者皆米也。有二英人、

登岸遊覧。（しばらくして数隻の舟が貨物を載せ、首尾相接するように

してやって来た。累累と梱包し積載しているものはみな米である。二人

の英国人が、岸に上がって遊覧しようとしている。）

③その他

「求精精中」（観0825：精巧な上に精巧さを求める。）は、王弼『周易注』

に見える「精中求精」の記憶違いと察せられる。統辞的には「精中求精」で

も成立すると思われるが、「国学大師」全文検索で検索しても見つからない。

以下は印刷上のミスの可能性もあり得るが、一応取り上げておく。

「若設新器械、与三池売競、為彼所壟断、亦不可知」（観0304：新しい器
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械を設置して、三池と販売競争をすれば、三池に壟断されるかもしれない）

の「売競」は、「競売」と並べ替えなければ「売ることを競う」の意味にな

らない。

「僕将行開東洋薬舗、以弘販路」（観0326北村虎吉という日本人の発言で、

作者の漢文訳と考えられる：私はゆくゆく東洋の薬の店を開き、販路を広め

ようと思っています）は、「行将」が転倒している。

「不毫存計較之心」（観1130：こだわる気持ちはこれっぽっちもない）は、

「毫不」が転倒している。

「不得中人無故出入」（観0117：中国人は無断で出入りすることができな

い）は「中人」と「不得」が転倒している。

⑶頻出する型、もしくはワンパタン

①「殆」

「殆」と「幾」は、いずれも「ほとんど」という訓があり、現代中国語で

いえば、いずれも「幾乎」（数量や状況が非常に接近しているという意味で

の「ほとんど、ほぼ」）という意味で使われることがある。そして、この意

味で使われる両字の一般的な出現頻度は、筆者には特に甚だしい偏りがある

ようには感じられないのだが、『観』にはこの意味の「幾」は一例もなく、

すべて「殆」である。例を挙げておこう。

観0707：両古碑刻武穆肖像、元明代物、漫漶殆不辨。（武穆の肖像が刻

まれている古い碑が二つあった。元明代のものであるが、ぼやけてしまっ

ていて、見てもよく分からなかった。）

観0921：米国強大、殆敵全欧。（米国は強大で、ほとんど全ヨーロッパ

に匹敵する。）

この２例と共通性のある内容を「幾」を使って表現したものを中国の作品

中に探してみると、例えば次のようなものが見つかる。

D12414-73001795_柴田清継.indd   59 2021/05/07   10:32:20



－60－

蘇軾「次韻楽著作野歩」詩の首句：老来幾不辨西東。（年を取ってほと

んど道の東西の区別がつかなくなってきた）

（清）屈大均『広東新語』巻16：（交趾）幅員雖広、幾敵中国之半（後略）

（（交趾）は幅員が広く、ほとんど中国の半分に匹敵するけれども）

『観』の上記２例の「殆」は、「幾」を使っても同じ意味を表すことができ

たわけである。今回比較の対象として筆者が目を通した中・日の各資料では

どのような状況かと言えば、中国のものでは圧倒的に「幾」の方が多い。こ

れに対し、「幾」は、日本のものには次の一例しか確認できなかった36。

桟0521：吾恐百年之後、四億萬之民尽衰羸、而生類幾於滅矣。（百年の

後には、四億の民は尽く衰弱してしまい、生類はほとんど滅亡するよう

な事態になりはせぬかと、わたしは恐れる。37）

日本人の漢文全般に見られる傾向かもしれない。今後さらなる調査の必要

がある。

②「為～之念／感／思／想」

作者はあるときふっと己が胸中に萌した郷愁や、独特な状況に入った時に

起こってきた独特な印象などを表現する際に、標記のような型を用いて表現

することが多い。例を挙げよう。

観0617：東妓弄絃、歌呼酣醺。頓為在郷之念。（日本人芸者がつま弾く

弦の音に合わせて歌い、かなり酔い、にわかに母国にいるような気持ち

になった。）

36 燕1026に作者の筆談相手の羅振玉の言葉として「宋儒終日談無極太極、幾置倫常日
用于不論不議之地」（宋儒は終日無極や太極などを談じて、日常倫理のことをほと
んど議論しない）とある。

37 訳文は前掲『桟雲峡雨日記――明治漢詩人の四川の旅』のもの。
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観0312：是日一啜雞羹、為甞大牢之思。（この日はチキンスープを一口

すすり、大牢（豪華な食事の喩え）でも味わったような思いがした。）

このような型が、『観』には他にも17例見られるのだが、正直なところ、

筆者にはもう少し表現の工夫はなかったかと思われるのである。

観0707：恍然為在画中之念。（うっとりとして絵の中にでもいるような

心地がした。）

観0727：為行画中之念。（絵の中を行くような気持になってくる。）

以上のような意味を表したければ、例えば「疑在画中行」（疑うらくは画

中に在って行くならんか）などという表現（清の銭九韶の「龍潭道中」詩の

末句）もあり得るし、「観0814：余不覚為天涯知己38之感。」（私は覚えず、

天涯に知己を得た気持ちになった。）といった意味を表したければ、例えば「能

無天涯知己之感乎」（能く天涯知己の感無からんや）といった表現（清の金

埴の『不下帯編』巻４）もあり得るのである。

作者が繰り返し読み込んだ可能性の高い『扶』に類似表現を探してみると、

次のようなものが見いだされる。

扶0319：日人（中略）庭前必有方池蓄魚、荇藻繽紛、令人有濠濮間想。（日

本人の（中略）庭の前には必ず四角い池があって魚が飼われており、水

草が茂っていて、俗世を離れた無心の境地を味わわせてくれる。）

扶0410：一路雨声甚悪。不啻臥蓬背下、頓有江湖飄泊思矣。（道中ずっ

と雨の音がやかましかった。篷
とま

の下で横になっていたが、にわかに江湖

をさすらっているのだという思いもつのってきた。）

このような自由自在な表現は、『観』には見かけない。

38 「己」はもと「已」に作るが、明らかな誤りなので、改めた。
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おわりに―いわゆる「和習」の問題にも言及して

本稿では、岡鹿門の清国旅行記である『観光紀游』の漢文に見られる特色

をメインテーマとして私見を述べてきた。

取り上げた事項について簡単に概括してみると、逆接関係を表していると

も解せる「唯」の多用、「見ようとして見る」意味での「見」の使用、間接

賓語と直接賓語の逆順配列、「有」を介せざる不特定の人や事物の導入等は、

作者の母語である日本語の干渉がその主たる要因と言っていいだろう。

一方、類似を表す「猶」の用い方の不確かさ、「ほとんど」の表現の「殆」

一辺倒などは、作者の漢文の個性もしくは癖と見なすこともできるが、何度

も用いられている「為～之念／感／思／想」のワンパタン的表現と合わせて

捉え直せば、ある意味、作者の漢文表現力の不完全さの表れと言えなくもな

いだろう。

近年、いわゆる「和習」に関する論考を見かけることが多くなってきた。

それらの論考でほとんど間違いなく参照されている、神田喜一郎の「和習談

義」と題する一文39に、

日本語の言語的性格から来る構文上の欠陥とか、漢字の和訓に基く漢字

の誤った使用とか、日本人の漢詩文に見出される一切の日本人らしい特

徴を指して、これを和習というのである。

と定義されており、これを適用すれば、『観』に対してはまま和習の見られ

る作品という評価を与えざるを得ない。

ところで、近年の「和習」に関する論考は、日本人の漢詩作品を対象とす

るものが多く、全体的な傾向としては、日本人作者が用いた漢語の中国の作

品中における有無を追究するもの、日本人作者の漢語使用上の誤りやズレを

指摘するものが多いが、なかには日本人作者が詠出しようとしている情緒が

中国の古典詩の伝統に背反していることを指摘するものなどもある。それら

39 神田喜一郎「和習談義」（『文学』第34巻第７号、1966年）。
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岡鹿門著『観光紀游』の漢文をめぐって

の研究は、中国と日本の漢詩文文化の差違を究明していく基礎作業の一環と

して位置付けることができないわけではないが、日本人が書けば日本人なり

の特徴が出るのは当たり前のことだというのが、筆者の正直な感想である。

和習研究で神田の一文に次いで参照されることの多いのは小島憲之の「日

本文学における漢語的表現Ⅰ――和習的なるもの――」40だと思われるが、

小島がこの一文の末尾で、『懐風藻』所載の石上乙麻呂や大津皇子の作品は、

それぞれいくつかの点で和習性を帯びているにもかかわらず、「強く人の心

を打」ち、「哀れが深い」という指摘をしている。これになぞらえて言えば、

『観』の作者――岡鹿門も文言文による８万字を超える漢文の著作により多

くの有益なものを残してくれた。その内容の豊かさの方がその言語上の不備

を補って余りがあることを確認して、本稿の叙述を終えたいと思う。

なお、筆者は極力客観的な視点を維持して『観』の漢文を観察してきたつ

もりだが、やはり主観的な思い込みや武断に陥っている面も少なくないだろ

う。また、作者は数多くの漢文の著作を残しているにもかかわらず、筆者が

取り上げたのは『観』だけで、視野の狭小という嫌いは免れない。本稿をご

高覧下さった方々の忌憚のないご指摘・ご意見を希望する次第である。

また、口頭語でのコミュニケーション能力と書面語でのそれとの極端なア

ンバランス―前者が「無」で後者が「きわめて豊富」というケースも少なく

ない―は、それなりの歴史的背景がたどれるとはいえ、明治大正期の日本の

漢学者や漢詩文作家に見られる普遍的な現象である。そのような現象は海外

でも見られるのか否か、そのような点に関してもご教示をいただけば幸いで

ある。

40 小島憲之「日本文学における漢語的表現Ⅰ――和習的なるもの――」（『文学』第52
巻第12号、1984年）。
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20世紀末以降のイングランドにおける保育・教育改革
―多様な「言葉」によるアプローチの変遷―

山　﨑　洋　子

はじめに

新労働党政権誕生時の1997年５月、ブレア（T. Blair, 1953-）首相がその

就任演説で「教育を、教育を、教育を（Education, education, education）」と、

声を強めて教育改革の重要性を言明したことはよく知られている。これ以降、

親や教師、家族や学校は、次世代を担う存在としての子どもをめぐって、政

治の表舞台に立たされることになる。その状況は、保守党サッチャー（M. 

Thatcher, 1925-2013）政権によって断行されたナショナル・カリキュラムの

導入時（1988）１のインパクトを凌駕する政治的力学を有するものであった。

ここで着目したいのは、ブレア首相の用いたシンプルな言葉とフレーズが

彼の政治指針を人々にダイレクトに届けることを可能にし、改革のスピード

を加速化させた点である。つまり、このスローガンの創出が彼の様々な改革

の要になり、改革を特徴づけたのである２。振り返るならば、効果的に言葉

を使う知恵は、イングランドでは、15世紀末頃の格言「家庭は城である」（An 

Englishman’s home is his castle）３、第二次世界大戦後の「ゆりかごから墓場

まで（cradle-to-grave security）」４、1944年教育改革法に影響を与えた「すべ

１ ナショナル・カリキュラムは、イングランドとウェールズを対象としている。
２ もちろん、彼の改革方針にはプロパガンダやレトリックが含まれており、そのこと

は様々に批判されている。Sean Coughlan, BBC News education report 14th May 
2007, in One-Minute world news, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
education/6564933.stm, accessed 10 March 2021.

３ こうした格言を享受できるのは一部の人々であったが、この格言によって、各家庭
の主人は家庭のプライバシーを守り、家庭運営へのオートノミーを有する権利を持
ち、自らの家庭生活を享受することが許された。もちろん、これは国家が各家庭の
自由を保障するという意味だけでなく、国家はその格言を盾に生活困窮者への公的
援助を等閑視するという逃げ道をも提供している。そのため両義性を内包している。
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ての者に中等教育を（Secondary Education for All）」（1922）５にも示されて

いる。ただ、留意しておかねばならないのは、こうしたスローガンやフレー

ズを保証する政策には、これらとは逆の動きが存在することである。その事

例は、「すべての者に中等教育を」保証した教育制度が、11歳児に対するイ

レブン・プラス試験とそれに基づいた能力別の三分岐システム（tripartite 

system）６の導入を伴った史実にある。とはいえ、その後、再び逆の動きが

生起する。「２つの国民」７への不平等な教育が続いてきたとの史的解釈や

1960年 代 末 の 三 分 岐 シ ス テ ム の 廃 止 を 求 め た 総 合 制 学 校 運 動

（Comprehensive School Movement）８の展開などが、そのことを実証している。

このような歴史のダイナミズムを保育・教育改革に着目して辿っていくと、

ある傾向が浮かび上がってくる。それは事象に存在する言葉を抽出してフ

レーズを作り、そこに特定の意味を付与し、そして、そのことによって従前

４ このフレーズは、労働党の請願により1942年にまとめられた『社会保険及び関連事
業に関する報告書（Social Insurance and Allied Services）』、通称『ベバリッジ報告

（Beveridge Report）』に収録されており、政府の福祉政策の方針を人々に伝える役
割を果たした。なお、ベバリッジ（W. H. Beveridge, 1879-1963）は連合王国の経
済学者であり、あらゆる国民が健康保険、失業保険、年金などの対象になるような
整備された統一制度の下で社会保障制度を確立すべきだと論じた。第二次世界大戦
後のアトリー（C. R. Attlee, 1883-1967）労働党政権は、このスローガンを掲げて
社会保障制度を整備していった。

５ これは、階級的不平等を問題視して労働党綱領に掲げたトーニー（R. H. Tawney, 
1880-1962）の重要な声明である。

６ 1944年教育改革法によって導入されたイレブン・プラス試験は、試験結果に応じて
中等教育学校に進学する生徒をグラマー・スクール、テクニカル・スクール、モダ
ン・スクールの三種類の学校に振り分ける（三分岐システムにおいてストリーミン
グする）ためのものである。三分岐システムは、スペンズ報告書（Spens Report, 
Report of Consultative Committee on Grammar and Technical High Schools, 1938）に
おいて最初に提言された。教会立の学校はほぼ公営化され、５歳から15歳に無償の
義務教育を保障した。また、1959年のクラウザー報告書の勧告に従って、義務教育
最終年齢は16歳になった。

７ サイモン（B. Simon, 1915-2002）によるイギリス教育史研究の三部作のひとつ、
The Two Nations & the Educational Structure 1780-1870（1960）の成田克矢訳『イ
ギリス教育史Ⅰ』（亜紀書房 , 1977）を参照。

８ その最初のコンプリヘンシヴ・スクール（総合制学校）は、イングランドの中部に
ある自動車工場の多いコベントリーに作られた。1970年代末には３種の学校は、ほ
ぼ総合制学校に置き換えられたが、高等教育への進学希望者への受け皿としてグラ
マー・スクールは残されている。
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20 世紀末以降のイングランドにおける保育・教育改革

のパラダイムを転換させ、ギア・チェンジを図って政策が動いていく、とい

う傾向である。この時、言葉はポリティクスの文脈に位置付けられながら社

会変革の梃になり、文化を創る契機となるのであるが、この傾向は、21世

紀に入ってより顕著になっているように思われる。

本稿では、以上の問題意識に誘われつつ、イングランドの約25年間にわ

たって展開された保育・教育改革を俎上に載せ、とりわけ、そこで用いられ

た様々な「言葉」に着目しつつその特徴を描出する。そしてその特徴を踏ま

えた上で、動的で複合的な人間の生を対象とする保育・教育という事象は、

保守・革新という対立図式では解釈し難いことを確認し、加えて、それにも

拘わらず示唆的であると思われる改革上の特徴を抽出する。なお、本稿で取

り上げる言葉やフレーズは、進歩主義教育の要をなすインフォーマル

（informal）と子ども中心（child-centred）、子ども保護（child protection）概

念をより広く捉えたセーフガーディング（safeguarding）、私的領域への介入

だと批判されがちなペアレンティング（parenting）、そしてペアレンティン

グ能力の前提となる PSHE 教育（Personal, Social, Health and Economic 

education）、この PSHE の一部に含まれる人間関係教育（Relationship 

Education）、人間関係・性教育（Relationship and Sex education）、健康教育

（Health Education）などである。

１．子ども保護政策の変遷と概要―20世紀中頃から21世紀初頭まで―

（１）子どもへの着目―1960年代から1990年代の教育改革の概観―

子どもは、教育制度の中で歴史的にどのように捉えられてきたのであろう

か。教育改革の歴史を一瞥するならば、校舎建設費への国庫補助金支給

（1833）から1944年教育改革法までの約100年の間に今日の学校教育の基盤

がつくられていることがわかる。たとえば、国庫補助金の支出管理を目的に

した勅任視学官（Her Majesty’s Inspectors）制度（1839）、教員養成制度の

確立と師範学校への助成及び見習い制度（1846）、学校への査察結果に基づ

く教師への「出来高払い制」（1862）、国民教育体制の基礎を構築した1870

年教育法、基礎教育を義務化した1902年教育法、基礎教育規定（1904）、就
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学年齢を15歳にまで引き上げた1918年教育法などが思い浮かぶ９。しかし、

これらは全て教育行為者の側からの政策であり、「子どもの側」の視点が希

薄である。

子どもという存在そのものを前面に据えた教育改革の嚆矢は、第二次大戦

以前に刊行された一連のハドゥ報告書（The Hadow Report）10に見ることが

できるが、戦後のそれは、プラウデン卿夫人（B. H. Plowden, 1910-2000）

を委員長とするプラウデン委員会（1963-66）がまとめた二分冊の報告書『子

どもたちと彼らの初等学校（Children and their Primary Schools）』（1967）（以

下、プラウデン報告書と略記）である。このタイトルが示しているように、

報告書では子どもたちと初等学校が俎上に載せられ、彼らのニーズを考慮す

ることの重要性が論じられた。そして、その裏扉の口絵に、政府諮問委員会

の報告書としては初めて子どもたちの写真が載せられたのである。しかも、

その写真は、子どもを前面に、教師を後景に撮影したものであった。それゆ

え、プラウデン報告書は、内容、形式ともに歴史的に画期的な報告書と評さ

れたのである（図１参照）。

９ 山﨑洋子「イギリス教員養成の歴史から何を学ぶか―教職の複雑さと進歩主義教育
の時代」教育思想史学会『近代教育フォーラム』23 巻 , 2014, pp. 145-161.

10 音楽学者でシェフィールド大学副学長（1919-30）のハドゥ（W. H. Hadow, 1859-
1937）を会長とする委員会であったため、このように称する。The Education of the 
Adolescent (1926)、The Primary School (1931)、Infant and Nursery Schools (1933) 
があり、これらはいずれも教育史上、重要な報告書と位置づけられている。

（図１）Children and their Primary Schools （俗称 Plowden Report , 1967） の口絵。
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プラウデン報告書の歴史的意義は、19世紀末から1920年代末までに展開

された新教育運動の思潮を結実させたハドゥ報告書『初等学校（The 

Primary School）』（Hadow Report 1931）のカリキュラムに関する見解をし

ばしば引用しながら11、個性の重視、協同学習の推進、「生きることを学ぶ

共同社会」としての学校の在り方を提言し、知識を各教科に分けたり、学校

と遊びを分けたりすることに警鐘を鳴らしたことである12。端的に、プラウ

デン報告書は、子どもの学習活動を細分化して捉えるのではなく、全体的に

捉えることの重要性に言及したのである。その後、イングランドでは、教員

養成や現職教師教育の分野において、形式に拘らないインフォーマル

（informal）や「子ども中心（child-centered）」の言葉を唱導する教育運動が

展開された。これらは、教師が常に子どもを観察し、子どもたちのニーズを

確認することによって、教師自身がカリキュラムを編成し授業展開すること

を特徴としている13。その意味で教師の専門性・自律性に基づいた教育活動

であり、この専門性に基づいて教師はトピックを決めて学習を組み立てるト

ピック学習を行った14。こうした教育は、進歩主義教育、インフォーマル教育、

子ども中心の教育と呼ばれ、プラウデン報告書の骨子を称揚した教育改革運

動となったためにプラウデン旋風と称された。

しかしながら、プラウデン報告書批判もすぐに展開されるようになる。そ

れは、黒書（Black Papers）『教育への闘い（Fight for Education）』（1968）15

とロンドン大学の分析哲学者ピーターズ（R. S. Peters, 1919-2011）による『プ

ラウデンの展望（Perspectives on Plowden）』（1969）16に現れ、加えて、子ど

11 山﨑洋子「教師の新しい職能」宮野安治・山﨑洋子・菱刈晃夫著『講義　教育原論―
人間・歴史・道徳』成文堂，2011年，pp.162-163.

12 山﨑洋子「「プラウデン報告書」をめぐる論争」同書， pp.75-79.
13 ピーター・カニンガム著，山﨑洋子・木村裕三監訳『イギリスの初等学校カリキュ

ラム改革―1945年以降の進歩主義的理想の普及―』（つなん出版，2006）参照。
14 このような学校の取り組みについては日本の教育学者によって調査され、極めて肯

定的に紹介された。稲垣忠彦他『子どものための学校―イギリスの小学校から』（東
京大学出版会 1984）を参照。

15 C. B. Cox and A. E. Dyson (ed.), Fight for Education, The Critical Quarterly Society, 
Hull Printers Ltd.,1968. C. B. Cox and A. E. Dyson (ed.), Black Paper Two, The Critical 
Quarterly Society, Hull Printers Ltd.,1968. 
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もの自由だけを尊重する過度な「子ども中心」の教育を「子ども中心主義

（child-centredness）」として批判する声も現れてきた17。そして、ついに子

ども中心からカリキュラム中心への転換が始まったのである。

この分岐点となったのは、これまた興味深いことに、労働党の首相・キャ

ラハン（J. Callaghan, 1912-2005）の進歩主義教育批判、いわゆるラスキン

演説（1976年10月）である。キャラハンは、学校のカリキュラムを教師が

自由に編成している様子を「秘密の花園」と呼び、政府がそれを信頼してサ

ポートするというパートナーシップにメスを入れた。これを契機に、「学校で

実施されていることを統制するのはもはや教育職（teaching profession）だ

けの責任ではない」ことが確実になり、保守党サッチャー政権下の1988年

教育改革法（Education Reform Act of 1988）18によってナショナル・カリキュ

ラムと、７歳、11歳、14歳時の到達テスト（Achievement Tests; Standard 

Assessment Tasks: SATs, 以下 SATs と略称）が導入され、学校査察報告が

義務化されたのである。教育史の泰斗オールドリッチ（R. E. Aldrich, 1937-

2014）によれば、「教育におけるパートナーシップというかつての理想は対

立に取って代えられた。教育の専門家は教育の生産者、親や生徒は消費者と

して位置づけなおされた」19のである。そして、保守党メージャー（J. Major, 

1943-）政権下の1992年11月、視学官制度を教育水準局（Official for 

Standards in Education：OFSTED。以下、OFSTED と表記）に再編し、

16 Richard Peter (ed.), Perspectives on Plowden, London, Routledge & Kegan Paul, 
1969. 

　なお、同書の内表紙の裏側には、かのスキナーの言葉、「経験ばかりの学校は、学
んでいる者がいないからではなく、教えている者がだれもいないので学校とはいえ
ない。教えることは学ぶことの探検なのである。つまり、教えられている者は教え
られていない者よりも早く学ぶのである」と書かれており、学校観の違いが顕在化
している。

17 山﨑洋子，ゲーリー・フォスケット「進歩主義における「子ども中心の教育（Child-
Centered Schooling）」の理論と実践―イヴラインロウ小学校の提起するもの―」鳴
門教育大学研究紀要（教育科学編）第18巻 , pp. 137-147.

18 中等学校における必須教科は、1904年中等学校規則（1907年に廃止）とほぼ同じで
あった。

19 Richard Aldrich, Education for the Nation, Cassell, 1996, p. 2.
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SATsの成績、欠席率、学習の到達度を表す基準など、多くの情報をリーグテー

ブルとして公表することが決まった。親は、OFSTED による査察報告書、

試験の結果、無断欠席の情報、学校の運営方針、学校運営理事会の年次報告、

そして、子どもの学習進度に関する年一回の報告を得る権利を有したのであ

る。教師の反対の強かった初等学校も、1997年３月よりリーグテーブルで

成績を公表せねばならなくなった20。

そして、1994年教育法（Education Act of 1994）では、教員養成局（Teacher 

Training Agency： TTA, 1994年９月）が設置され、初任教員養成（Initial 

Teacher Training：ITT）制度、学卒教員養成（Postgraduate Certificate in 

Education：PGCE）と資格教員地位（Qualified Teacher status：QTS）、教員

養成におけるスキルテスト（Teacher training skills test）が制度化され、専門

家集団に委ねられていた教員養成が国家によって厳密に管理されるように

なった。また、学校での授業時間数、欠席率と職業資格に関する詳細なデー

タもリーグテーブルに加えられ、16歳で受験する中等教育修了一般資格

（General Certificate of Secondary Education：GCSE。以下、GCSE と略記）

にグレード A が導入された。こうして学校で働く教師の教育行為や教育成果

が外部からも見えるようになったのである。そして、翌1995年には、政府は、

教育科学省を教育雇用省（Department for Education and Employment：

DfEE）と名称変更し、労働能力の形成という教育観により密着するかたちで

教育を国家統制し、親の参画する権利と義務を規定したのである。

だが、教育に対する統制の力学は、同時に、「子どものケア」に目を向け

る力学とベクトルを生む。その結果が1989年子ども法（Children Act 1989：

planning transition to adulthood for care leavers）である。この第１条では３

つの原理、①司法の場において、子どもの福祉が最優先に考慮される、②審

査が遅れることは、子どもの最善の利益に反することになる、③子どもの環

境が改善できると確証できない限り、司法介入してはならない、ということ

20 ロイ・ロウ著，山﨑洋子・添田晴雄監訳『進歩主義教育の終焉―イングランドの教
師はいかに授業づくりの自由を失ったか―』知泉書館 , 2013, pp. 6-7.
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が明示された。また、子どもには法的責任あるいは親としての責任を有す成

人がいなくてはならないことが規定され、子どものニーズに関するアセスメ

ント（17条）や、危害を受けていると疑われる子どもへの調査開始の是非

を決める調査の開始（47条）が明記され、警察による保護、緊急一時保護

などの用語が定義されたのである。

このようにして、教室での出来事に対する外部の人々の目の介入が常態化

することになったのである。皮肉にも、これを引き継いだのは、政権奪還に

返り咲いた新しい労働党であった。

（２） 子どもへの福祉的・教育的関与及びケア－新労働党政権時代の保育・

教育改革－

冒頭で紹介したように、1997年、ブレア首相が最も重視したのは教育改

革であった。彼は学校の成績をリーグテーブルとして公表することを継続し、

まず３つの教育水準の向上政策に取り組んだ。それは、①英語と数学に対す

る国家戦略、②詳細なデータや一人ひとりの子どもが成長できるような配慮

に基づいた指導のための、より個別的アプローチ、③ OFSTED を介した説

明責任（イングランドの学校や地方当局への勅任視学官団体による査察の実

行）、という政策であった。そして、これまで学校理事会の考え方に任せて

いた校長職に対しても改革のメスを入れ、全英校長職資格（National 

Professional Qualification for Headship：NPQH）制度を導入し、校長職の制

度化に踏み切った。そして、政府補助金によりノッティンガム大学に学校管

理者のための研修機関である全英学校指導者カレッジ（National College of 

School Leadership：NCSL）を創設したのである。また、2000年８月以降、

ナショナル・カリキュラムに制定法の効力をもたせ、管理を強めていった。

そして、改訂ナショナル・カリキュラムの内、後述する第３と第４のキース

テージ（key stage）に、シティズンシップ教育を導入したのである。

そして、2001年には、教育雇用省（DfEE）を教育技術省（Department of 

Education and Skills：DfES）に改称し、加えて、イングランドの勅任視学

官は、学校教育だけでなく、子どものデイケアとチャイルド・マインディン

D12414-73001795_山﨑洋子.indd   72 2021/05/07   10:36:05



－73－

20 世紀末以降のイングランドにおける保育・教育改革

グの登録と査察にも責任を負うこととした。そのため、勅任視学官の名称も

Her Majesty’s Chief Inspector of Education, Children’s Services and Skills に

改称されたのである。こうして、教育だけでなく子育てにも査察の目が投入

され、保育と教育は、連続的・統合的に捉えられるようになった。

保育と教育を一元的に管理する改革は、とりわけその後の教育に大きな影

響を与えていく。その代表が2002年12月に公布された2002年教育法

（Education Act 2002）である。2002年教育法は、ニューサム報告書（Newsom 

Report）として知られた『我々の半生（Half Our Future）』（1963）の中心理

念を継承している。なぜなら、後に詳しく見ていくように、全ての公費維持

学校（maintained schools）では、バランスのある広い基盤をもったカリキュ

ラムを提供しなければならないこと、学校や社会で生徒の精神的・道徳的・

文化的・メンタル的・身体的発達を促進すること、学校の役割は、卒業後の

生活機会、生活への責任、生活経験のために生徒を準備することにあるとい

うことが、明確に規定されたからである。そして、第175条では、初めてセー

フガーディングという言葉を用いて、公費維持学校の18歳以下の全ての子

どもに対する福祉の促進を義務づけたのである21。セーフガーディングとい

う言葉は、その一語を聞いただけではどんな内容なのかが具体的に思い浮か

ばないが、それは、端的に、全ての子どもの安全・安心を保証するという意

味である。このセーフガーディングの言葉は2018年に定義づけられ、それは、

①マルトリートメント（maltreatment, 児童虐待及びネグレクトなど）から

子どもを守る、②子どもの健康と発達を阻害するものから子どもを予防する、

③子どもが安全で効果的なケアを受けられる環境で育つようにする、④全て

の子どもが最善の成果を得ることができるように行動する、22という行為内

21 House of Commons, Safeguarding in English schools, BRIEFING PAPER, 5 October 
2018, p.3. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8023/, 
accessed 28 Aug. 2020.

22 岡本正子・中山あおい・二井仁美・椎名篤子編著『イギリスの子ども虐待防止と
セーフガーディング』明石書店 , 2019, p. 40. Briefing paper number 8023, Keeping 
Children safe in Education 2018, House of Commons Library, UK, accessed 12 
March 2021.
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容である、と明確化されたのである。

2002年教育法と同様に重要なのは、ブレア首相の前書きを付した緑書『全

ての子どもの平等保証（Every Child Matters）』（2003年９月刊行）23である。

この背景には、ヴィクトリ・クランビー（Victoria Climbie, 1991-2000）と

いう子どもが、叔母とそのボーイフレンドに拷問され殺害された事件に対す

る調査を実施した『ラミング卿報告書（The Victoria Climbie Inquiry: report 

of an inquiry by Lord Laming）』24がある。ヴィクトリアの死は公的調査の俎

上に載せられ、全400頁にわたってまとめられ、108の提言を盛り込んだ報

告書となった。いくつかの関係機関によるコンタクトやケアにも拘わらず、

なぜこの事件が起きたのかということに対して、報告書は、関係部署の連携

を欠いた子ども福祉政策の構造的問題を指摘した。これを解決すべく、子ど

もの利益促進の責任職として、チルドレン・コミッショナーという法定職種

が提言された。また、『全ての子どもの平等保証』では、親とケアラーへの

サポート、初期の介入と効果的な保護、説明責任及び地区・地方・国家の統

合化、労働環境改革（workforce reform）が提言され、さらに、子どものケ

アについての５つの原則、①健康である（being healthy）、②安全である

（staying safe）、③学校を愉しみ学校で目標を達成できる（enjoying and 

achieving at school）、 ④ 地 域 に 積 極 的 に 参 加 す る（making a positive 

contribution in the community）、 ⑤ 経 済 的 に 幸 せ に な る（achieving 

economic well-being）が掲げられた。

こうした提言を踏まえ、2004年子ども法（Children Act 2004）25が1989年

子ども法（Children Act 1989）を改訂して公布される。子どもの権利26を守

23 Department of Education, Every Child Matters, https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272064/5860.pdf, 
accessed 12 March 2021.

24 Government, Independent report, The Victoria Climbie Inquiry: report of an inquiry 
by Lord Laming (Jan. 2003), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/273183/5730.pdf, accessed 22 March 
2021.
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るための国家の擁護者としてのチルドレン・コミッショナーや、子どもに関

わる仕事に取り組む全ての組織には、彼らの福祉を守りその推進に寄与する

義務があることを規定し、子どもの監督と保護のための包括的枠組が定めら

れた。この法律で着目したいのは、第三部の「イングランドの地方当局によっ

て提供された子どもと家族へのサポート（Support for children and family 

provided by Local Authorities in England）」において親への地方当局による

ケアやアセスメントが規定されこと、また、子どもや若者向けの統合的サー

ヴィスの提供に向け、コモン・アセスメント・フレームワーク（A common 

assessment framework: CAF）（図２参照）が全地域に導入されたことである。

コモン・アセスメント・フレームワークは、2004年子ども法の第10章「機

関間の協力」及び第11章「子どもの福祉の保護と促進」についての理解を

促すための法定ガイダンスにおいて概説され、全ての地方自治体及び関連す

る連携組織（パートナー）は、このガイダンスを考慮することが求められた27。

そして、新しくセーフガーディング子ども地方委員会（Local Safeguarding 

25 House of Commons, Safeguarding in English schools, BRIEFING PAPER, 5 October 
2018, p. 3. 

　日本では、2003年に少子化対策法基本法と次世代育成対策推進法など、子育ての社
会化政策が出現した。斎藤はイギリスのペアレンティング教育を取り上げ、「私生
活への公的介入に対する両義性」について言及している。（斎藤真緒「今日におけ
る子どもをもつ意味変容 ─イギリスにおける Parenting Education の台頭─」『立命
館人間科学研究』第11号 , 2006, pp. 125-135.）

26 1992年以降、子どもの権利条約（Convention on the Rights of the Child, 1990, 1992 
for UK）では、 ① A. Non-discrimination (article 2) 差別されない権利、② Best 
interest of the child (article 3) 最善の利益が守られる権利、③ Right to life survival 
and development (article 6) 生きて育つ権利、④ Right to be heard (article 12) 意見
表明権）を重視している。なお、日本は1994年３月にこの条約を批准し、５月より
発効した。ちなみに、筆者らによる2019年10月実施のフィールド調査「子ども集団
歩き遍路」参加者への質問（１泊２日、ほとんどが初参加者で１・２年生の親）の

「６．③子どもの権利条約を知っていますか」では、11人中９人が「知らない」、同
年11月実施（２泊３日、お遍路のリピーターで中高学年、中学生の親がほとんど）
では、15人中12人が「知っている」と返答している。この結果については、別途、
報告する予定である。

27 Department for Education, http://complexneeds.org.uk/modules/Module-4.1-Working-
with-other-professionals/All/downloads/m13p250d/caf_managers_guide.pdf, accessed 
28 Aug. 2020.
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Children’s Boards : LSCBs）が設置されたのである。この委員会は、コモン・

アセスメント・フレームワークに基づき、子どものセーフガーディングと福

祉の推進という中核課題にアプローチするため、子どもの発達上のニーズ

（Child’s Developmental Needs）、ペアレンティング能力（Parenting Capacity）、

家族や環境要因（Family and Environmental Factors）の３側面に置かれた下

位項目のアセスメントをする役割をもっている。具体的に、「子どもの発達

上のニーズ」の下位項目には、健康、教育、情緒・行動、発達、アイデンティ

ティ、家族と社会、人間関係、社会的表現能力、セルフケア・スキル、「ペ

アレンティング能力」の下位項目には、基本的ケア、安全性の保証、情緒的

暖かさ、適切な刺激、家族間の役割境界とガイダンス、安定性、「家族・環

境要因」の下位項目には、家族史・家族の機能、拡大家族、ハウジング、雇

用、収入、家族の社会的統合、コミュニティ資源、がある。とりわけ重要な

のは、ペアレンティング能力の低い場合の支援サーヴィスであるが、これに

関しては、NPO やチャリティ団体28の運営する支援グループのサーヴィスな

ど、様々ある。また、各地方当局では親をサポートしたり知識を伝えたりす

る様々なペアレンティング・プログラムも開発されている29。子どもを取り

巻く家族の状況への公的な目の投入は、ファミリーワーカー、ケアラー、教

師に、さらに高度な専門的知識とスキルを求めることになった。

さらに2004年には、ブレア政権期の1999年創設の全英家族・ペアレンティ

28 イングランドとウェールズのチャリティ（Charity）は、政府に登録された公的組織
であり、利益を求めない公益的活動を行っている。https://www.gov.uk/government/
organisations/charity-commission, accessed 28 Aug. 2020.　2020年8月の時点で、イ
ングランドとウェールズには約168,000の組織が存在する。https://www.statista.com/
statistics/283464/number-of-uk-charities-in-england-and-wales/, accessed 28 Aug. 2020.

29 筆者が2020年２月25日（午前８時半～11時半）に訪問したケンブリッジのチャリ
ティ組織アーベリー・コミュニティ・センター（Arbury Community Centre）のペ
アレンティング・コースでは、専門機関と協力してペアレンティング・プログラム
を開発しそれを用いていた。プログラムは4C、すなわちつながりを感じること

（Feeling Connectedness）、能力を感じること（Feeling Capable）、仲間数に入れら
れているのを感じること（Feeling Counted）、勇気や回復力があること（Courage/
resilience）の4C に基づいている。アーベリー・コミュニティ・センターでの調査
報告については、別途稿を改めることにしたい。
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ング研究所（National Family and Parenting Institute）の役割が強化される。

こ の 研 究 所 は、1998年 に 緑 書『 家 族 支 援（Supporting Families: A 

Consultation Document）』（1998）の勧告によって創設された組織であるが、

2006年には全英という言葉を取り除いた家族・ペアレンティング研究所

（Family and Parenting Institute）と名称変更され、国家が家族に介入すると

いうスタンスは弱まっていく。そのため、2004年３月からは、政府関係省

の直接組織ではなくなり、ペアレンティング・ファンドを得て運営され研究

が進められた。ただし、2011年３月以降、大きな成果はみられなくなる。

2006年の保育・教育改革として重視せねばならないのは、政策文書「子

どものセーフガードのために共に働く（Working Together to Safeguard 

Children）」（以下、WTSCと称す）の刊行である。ワーキング・トゥギャザー

（Working Together）というフレーズは、極めて直裁的な表現である。子ど

もの安全のために、機関相互の協働性や教師の役割の新しい範囲、法的要請

が明示され、追加的責任が強化され31、そして、保育・教育政策への取り組

みのスタンスがより明示されたのである。また、同年制定の2006年子ども

30 Topic 8 Monitoring and enabling parenting capacity Key messages, https://
fosteringandadoption.rip.org.uk/wp-content/uploads/2014/02/DfE-8-monitoring-and-
enabling-capacity-to-change.pdf,  accessed on 28 Aug. 2020.

（図2）コモン・アセスメント・フレームワーク
Source: Fostering and Adaption (Department of Education, 2013)30
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法（Childcare Act 2006）では、シュア・スタート（1999年制定の義務教育

就学前の４歳以下の子どもとその親を対象にした子育て支援システム）を実

行するチルドレンズ・センター（children’s centre）の創設が決定された。

そして、幼児教育基盤段階（Early Years Foundation Stage）の教育内容の要

件に福祉内容が加えられ、教育とケアの一元化が促進された。また、関係者

の連携を支援するツールキットとガイダンスを作成し実施していく責任を、

子ども学校家族省から、2005年設置の子ども関連就労発展協議会（Children’s 

Workforce Development Council：CWDC, 2006-2014年11月まで）に引き継

いでいった。

そして、ブラウン政権下の2007年、このような教育と福祉・ケアの一元

化・統合化を明示すべく、教育技能省は子ども学校家族省（Department for 

Children, Schools and Families）と名称変更されたのである。次元の異なる

子ども、学校、そして家族を地続きで捉えるとは、これまた大胆な改革であ

る。また、同年、政府は、PSHE（Personal, Social and Health Education）

の教育内容の検討のための助成金を拠出し、PSHE 協会（Personal, Social 

and Health Education Association）の組織化に取り組むことになる。後述す

るように PSHE は法定外の科目であり、また知識の獲得の有無をアセスメ

ントやテストで確認することはしない。だが、人間の一生の幸せ（wellbeing）

を主眼に置いたユニークな科目である。

以上、概観してきたように、労働党政権の成果は、人間の生涯のより良い

生き方を基軸に教育と保育を統合的に捉える思考枠組みを形式的にも内容的

にも確立したことにあるといえよう。しかし、残念ながら後の連合政権にな

ると、保育・教育への財的支援はドラスティックに変わり、いわゆる緊縮財

政が進行する。ちなみに、保育・教育に携わる優秀な専門家すらも職を失う

という急激な変化が到来する。ただ、重要なのは保育・教育を地続きで捉え

る思想や制度上の基本的枠組みは、保守党政権期に構築され今も息づいてい

31 WTSC は、2012年、2013年に改訂版が出されている。法的拘束力をもつガイドラ
イン Keeping Children Safe in Education: Information for all school and college staff

（2014）は、2016年、2018年、2019年、2020年に改訂版が出されている。
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る、という事実である。

では、そもそもイングランドでは、学校教育はどのように制度設計されて

いるのであろうか。以下では、イングランドの学校教育制度を概観しておき

たい。

２．イングランドの現行学校教育制度の概観

イングランドには、歴史的に様々なタイプの学校が存在していた。そのた

め、現在も、学校教育システムの全体構造は複雑で分かりにくい。また、

2010年末には、キャメロン連合政権下、子ども家族省は教育省（Department 

for Education）と名称変更され、以後、メイ（T. May, 1956-）及びジョンソン

（B. Johnson, 1964-）保守党政権においても教育省という名称で改革が続い

ている。これらのことを前提に、以下では、様々な言葉を用いた多様な学校

を紹介し、次にナショナル・カリキュラムの最新の内容を紹介することにし

たい。

（１）様々な学校のタイプとその類型

イングランドの学校は日本の学校のように地名を冠するのではなく、ほと

んどの学校には歴史的に著名な人物の名前が冠されている。しかし、それら

の学校は、大別して政府が予算措置している公営学校（state-funded 

school）と、公的予算ではなく主に授業料で運営される私営学校（independent 

school）とに分けることができる。公営学校には、①地方当局（Local 

Authority）が管理する公費維持学校（maintained school）と、②地方当局が

管理していない独立公営学校（independent state-funding school）がある。

前者①には、地方当局が設置し運営しているコミュニティ・スクール（1997

年に State School が Community School に改称）、地域の環境・状況に基づ

いて医師養成などに取り組んでいるような地方補助学校（foundation 

school）、維持運営費の約90% を地方当局経由で中央政府から得ている有志

団体立補助学校（voluntary-aided school）があり、有志団体立補助学校より

も自由度の高い有志団体立管理学校（voluntary-controlled school）（ほとん
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どが特定宗派学校であるが、その約半数を占めているのは国教会派の学校、

その他にはローマカソリック教会派の学校）がある。また、②には、アカデ

ミー、フリー・スクール32、シティ・テクノロジー・カレッジがある。他方、

公的予算ではなく主に授業料で運営される私営学校には、伝統的に、エリー

ト養成を主な目的としてきたパブリック・スクール、パブリック・スクール

に入学する前の子どもが通うプレップ・スクール（preparatory school）など

がある。

こうした学校制度の複雑さは、学校教育を一義的ではなく自由で多義的な

営みにすることを保証する歴史的に作られた知恵でもあり仕組みでもあった。

ところが、20世紀末になると、税によって運営される学校の教育内容の体系

化が進んでいく。それはキーステージという概念に基づいている。以下では、

キーステージを中心にした学校教育システムについて述べることにしたい。

32 フリー・スクールという言葉は、日本で用いられているフリー・スクールとは異な
る意味を有している。そもそもフリー・スクールのネーミングは、新教育運動やそ
の後の進歩主義教育を代表するニイル（A. S. Neill, 1883-1973）によるものであり、
彼は1920年代に「授業料無償」という本来の意味から「教育の自由」や「子どもの
自由・自治」意味する言葉としてフリー・スクールという言葉を用いた。その後、
フリー・スクールという呼称は、子どものニーズを民主的に保障する学校の代名詞
として用いられてきた。しかし、2010年、連合政権は、ナショナル・カリキュラム
に従う必要がなく、地方当局が管轄しない、政府の助成金によるアカデミーの一つ
のタイプの学校として「フリー・スクール」という学校種を導入した。これは、か
つてのフリー・スクールの理念を巧妙に変容させた事例であり、伝統的な急進右派
の政治思想を基底にした「学業成果偏重」の学校としてフリー・スクールが創出さ
れた、と解することができる。この状況を教育史家のロイ・ロウは、「進歩主義教
育に対する政府のレトリック」と捉えている。ロイ・ロウ著、山﨑洋子・添田晴雄
監訳『進歩主義教育の終焉―イングランドの教師はいかに授業づくりの自由を失っ
たか―』（知泉書館， 2013）参照。

　　また、当時、ヤング（Toby Young, 進歩主義教育を推進していた社会学者マイケ
ル・ヤング（Michael Young, Baron Young of Dartington）の三男）が、2011年に教
育省認可の最初のフリー・スクール West London Free School を創設し、the multi-
academy trust の理事長になったため多くの論争を呼んだ（2018年辞任 Exclusive: 
Toby Young resigns as director of free school trust he founded | Tes News, accessed 
20 Feb. 2021）。その後、様々な教育思想を展開する目的でこの制度を利用する学校
も出現している（たとえば、2012年創設の School 21, London）。また、政府は、
2015年以降、学力選抜をするグラマー・スクールではなく、全ての能力の子どもに
開かれた学校としてのフリー・スクールの創設を保証している。
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（２）キーステージという概念

キーステージは、体系化された学校教育システムを具体化するための段階

概念である。キーステージの内の K０（以下、キーステージの各段階を表

す際には K と略記する。）は３歳から５歳までを対象とし、５歳（Year１）

から11歳（Year６）までが通う初等学校（Primary school）33には、５歳か

ら７歳までを対象とした K１と７歳から11歳までを対象とした K２がある。

11歳から16歳までが通う中等学校（Secondary school）には、K３がある。

また、下記の表１に示したように、いくつかのキーステージでは教師による

アセスメントや SATs が設定されている。このテスト結果は、先に述べたよ

うにリーグテーブルとして公開される。５歳から16歳までの義務教育を受

ける子どもは、空いていれば公営学校のどこにでも行くことができるため、

親はリーグテ－ブルを見て学校を選択するようになった。

下記の表１は、キーステージとアセスメント及びテストについて示したも

のである。
（表１）キーステージとアセスメント及びテスト34

年齢 学年 キーステージ アセスメント及びテスト
 3～4※1

0
Early years4～5 Reception※2 教師によるアセスメント（教師は、学期始めに別途、アセスメン

トをする場合がある。）

 5～635 Year 1

1

英単語40語の音読とフォニックスをチェック。特別な支援が必要
か否かを確認。もし、不十分なら Year 2で再度スクリーニング。

6～7 Year 2
K1の ５月に英語 SATs※3。
英語（読み・文法・パンクチュエーション・綴り）・算数・理科に
対する教師によるアセスメント。

7～8 Year 3

2

8～9 Year 4
9～10 Year 5

10～11 Year 6
K2の６月に英語・算数・理科 SATs。
英語・算数・理科に対する教師によるアセスメント。
イレブン・プラス試験（一般的にはグラマー・スクールへの進学希望者）

11～12 Year 7

312～13 Year 8

13～14 Year 9 Year 9の最終月に教師による15 科目のアセスメント。
外部の者による英語の読み書き、算数と理科の SATs。

14～15 Year 10
4※4 希望者は中等教育修了一般資格（GCSE）を受ける。

15～16 Year 11 ほとんどの生徒は GCSEs か、他の全国資格試験を受験。
16～17 Year 12 5※5

シックスス・
フォーム

（Sixth Form）
17～18 Year 13 A-Levels※6、NVQs※7、ナショナル・ディプロマ、国際バカロレア

※１：2000年に、３歳からレセプションクラスの終了時までを対象とする「基礎ステージ」が創設された。
2006年子ども法に基づき、イングランドでは、誕生から５歳までを EYFS（Early Years Foundation 
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Stage） と 位 置 づ け た。The Early Years Foundation Stage （Learning and Development 
Requirements） Order 2007が６月に制定され、2008年９月より効力を発揮することが決定した。だ
が、連立政権は、2011年、保育（チャイルド・ケア）政策の方針を発表し、労働党政権時に Early 
Years Foundation Stage と表現した０～５歳の時期を「基礎段階　Foundation Stage」と修正して差
異を示し、家族支援と保育者の専門性の強化へと軸足をずらしていった。36

※２：義務教育であるが、教育内容に対する法的規定はない。
※３：SATs: 教育省の執行機関（Standards & Testing Agency：STA）が統括。STA は、レセプションか

ら K２までのアセスメントの開発と提供をする。1991年には７歳児を対象に K１の SATs が実施
され、それに続く K２の SATs は1992年に実施された。７歳、11歳、14歳時の SATs の後に続く試
験が、16歳時の中等教育修了一般資格（GCSE）試験と、高等教育進学時の選抜手段となる18歳時
の GCE-A レヴェル（Advanced Level Examination, General Certificate of Education）試験である。

※４：夏休みの終わりまでに16歳になり、それ以降、学校へ行かないことを決めれば、16歳時の６月の最
終金曜日で登校義務はなくなる。その後、18歳までは、次の３つのいずれかをしなければならない。
すなわち、①カレッジなどの全日制の学校教育を受ける、②専門職の見習いか研修を受け始める、
③パートタイムの教育や専門職の訓練を受けたり、１週間に20時間以上の労働か奉仕活動をしたり
して過ごす、という３つの選択肢である。

※５：シックスス・フォームは Year 12と Year13の総称であり、中等教育の最後の２年間（16～18歳）を
指す。教育内容への法的規定はない。公的予算で運営されている学校では授業料は領収されない。
さらに、イングランドでは、公的予算で運営されている学校やカレッジ（大学を除く）に通う場合、
また、職業訓練コース（無給の職業経験を含む）に通う場合、教育に関わる費用への奨学金が16歳
から19歳まである。

※６：中等教育修了資格 A レヴェル（General Certificate of Education, Advanced Level）は、イングラン
ド、ウェールズおよび北アイルランドの多くの大学への入学申請者の適合性を評価するための基準
として認められている。2015年、OFSTED は中等学校の２年目終了時に生徒が全ての試験に合格
するようなシステムに変更することを決定した。AS-Levels はまだ存在しているが、今後、別の資
格試験になる。

※７：全国職業資格（National Vocational Qualifications：NVQs）は、ビジネスや事務職などの就労に用
いられる。

ここで確認しておきたいのは、教育内容にせよ教育評価にせよ、キーステー

ジは、日本のように１年間をスパンにしてはおらず、数年の幅があるという

ことである。この幅によって教師の自由裁量が保証され、そこに教師の専門

性（自律性）が機能する余地が出てくる。この教師の専門性の行使において

33 ３歳からの子どもを受け入れている初等学校もある。
34 Gov. National Curriculum, 2019, https://www.gov.uk/national-curriculum, 

accessed 9 May 2019.
35 就学開始期に関する論考としては、藤井穂高「イギリスにおける５歳児就学の課題」（日

本教育学会『教育学研究』81(4), 484-495, 2014）を参照。
36 埋橋玲子「イングランドにおける２歳児を対象とする無償幼児教育の実施について」同

志社女子大学『学術研究年報』第65巻，2014年，pp. 13-21. 埋橋玲子「イギリスの
就学前ナショナル・カリキュラムについて : EYFS (2012) にみる到達目標と評価」同
志社女子大学現代社会学部現代こども学科『総合文化研究所紀要』30, 2013，pp. 
152-161. 埋橋玲子「イギリスの就学前ナショナル・カリキュラムについて（２）―EYFS 

（2012）にみる安全基準と福祉―」同志社女子大学現代社会学会『現代社会フォーラム』
vol. 10, 2014, pp. 38-53. 

　　なお、現行版は教育省のホームページに掲載されている。Department for 
Education, Statutory framework for the early years foundation stage: Setting the 
standards for learning, development and care for children from birth to five,

　https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/896810/EYFS_Early_Adopter_Framework.pdf, accessed 25 Feb. 2021.
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はもちろん説明責任が伴うが、しかし、ナショナル・カリキュラム体制下に

あっても、教師の専門性を少しでも担保しようとする政府の姿勢は、進歩主

義教育の歴史的遺産と捉えることができる。

（２）現行ナショナル・カリキュラムの概観

では、イングランドの学校では、子どもたちはどのような科目を学ぶので

あろうか。現行のナショナル・カリキュラムは、サッチャー保守党政権、ブ

レア及びブラウン新労働党政権、キャメロン連合政権、メイ保守党政権の期

間に改訂が加えられ現在に至っている。本項では2020年９月に改訂された

最新のナショナル・カリキュラムを概観し、その特徴を抽出しておきたい。

まず、ナショナル・カリキュラムは、キーステージごとにコア科目、基礎

科目、その他の科目に分けて編成されている。コア科目は英語（国語）、算数、

理科であり、K１から K４までのいずれの段階にも設定されている。とり

わけ、言葉に関わる英語科目は、上記の表１で示したように、教師によって

丁寧にアセスメントされている。言語教育が重視される背景には、様々な国

の言語や文化をもった人々がイングランドに住んでおり、そのため母語が英

語ではない家庭の子どもも多いという事情がある。また、そのため各家庭の

宗教も多様である。それゆえ、表２の備考に記されているように、親は学校

でなされる宗教教育や性教育の授業を子どもに受けさせないこともできる。

さらにまた、コア科目や基礎科目にはキーステージごとに達成課題

（Attainment Targets）が設定されている。それを測定するためのテストの一

つが表１で示したキーステージごとの SATs である。
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（表2）ナショナル・カリキュラムの内容と構成（2020年９月以降）
K1 K2 K3 K4 備考

＜コア＞
英語（English） ○ ○ ○ ○

算数・数学（Maths） ○ ○ ○ ○
理科（Science） ○ ○ ○ ○
＜基礎科目＞
デザイン・アンド・テクノロジー

（design and technology）
○ ○ ○ △

歴史（history） ○ ○ ○
地理（geography） ○ ○ ○
アート・アンド・デザイン

（art and design） ○ ○ ○ アート
（arts）△

コンピューター操作（computing） ○ ○ ○ ○
音楽（music） ○ ○ ○

体育（physical education) ○
水泳含

○
水泳含 ○ ○

古典・現代外国語
（ancient and modern foreign languages） ○

現代外国語
（modern foreign languages） □ □ ○ △

シティズンシップ（citizenship） □ □ ○ ○

＜その他＞
宗教教育 (religious education) ○ ○ ○ ○

親は本授業の全て、あるいは一
部を子どもに受講させないこと
を依頼することができる。

人間関係・性教育
（relationship and Sex education） ○ ○

親は本授業の全て、あるいは一
部を子どもに受講させないこと
を依頼することができる。

人間関係教育
（relationship education） 〇 〇

健康教育（health education） 〇 〇 〇 〇

人文学（humanities） △ K4：△の科目から1科目以上選
択

GCSEs向
け学習 国家資格

Sources: Key stage 1 and 2 Compulsory national curriculum subjects at primary school are37:
Key stage 3 Compulsory national curriculum subjects are:38
Key stage 4 During key stage 4 most pupils work towards national qualifications -usually GCSEs. 
The compulsory national curriculum subjects are the ‘core’ and ‘foundation’ subjects.39

とりわけ特徴的な点は、イングランドにはアメリカや日本にあるような社

会科という科目はないが、シティズンシップがあり、イノベーションを起こ

すために必要なテクノロジーやコンピューターに関する科目があることであ

る。またさらに、以上に示した科目の他にナショナル・カリキュラムではな

37 The national curriculum: Key stage 1 and 2 - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 19 
Feb. 2021.

38 The national curriculum: Key stage 3 and 4 - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 19 
Feb. 2021.

39 The national curriculum: Key stage 3 and 4 - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 19 
Feb. 2021.
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いが、教師らが主体的に編み出した授業もいくつかある。20世紀初めの新

教育運動期に取り組まれた学校劇などはその典型であるが40、近年では、

Oracyという授業をしている学校も多い。Oracyは、話し言葉による表現［理

解］能力を指している授業であるが、これは1960年代前半に oral と literacy

の２つの言葉から or と acy の文字を選んで作られた言葉である。Oracy の

枠組みは、the oracy framework -building physical, cognitive, linguistic, and 

emotional speaking skills - と表現されており、身体的・認知的・言語的・情

緒的に会話するスキルを組み立てる、という枠組みをもっている。また、ケ

ンブリッジ大学の研究者が創出した「限界なき学びプロジェクト（Learning 

without Limits project/Creating Learning without Limits project）」41、アメリ

カのコロンビア大学の哲学者リップマン（M. Lipman, 1923-2010）の考案し

た「子どものための哲学（philosophy for children）」42（p4c）などもある。

いずれも、学校教師と研究者との連携によって創出されたカリキュラムや教

育方法である。

こうした多様な教育内容の中でも、教育と福祉の理念を統合させた科目と

して着目したいのは、イングランドの進歩的な教師たちが主導して創り出さ

れた極めてユニークな科目 PSHE である。以下では、PSHE の創発期から、

その内容を教えることが義務になった2020年９月までの期間に焦点を当て、

PSHE 義務化への過程を詳述してみたい。

40 学校劇については、拙稿「言語教育と学校劇―The Dramatic Method of Teaching 
を訪ねて―」武庫川女子大学言語文化研究所『言語文化研究所年報』（第30号 , 
2020.03, pp. 61-90.）を参照されたい。

41 これはケンブリッジ大学のマッキンタイアー（D. McIntyre, 1937-2007）を中心に、だれ
もが学びを享受することができるということを前提に学校改革に取り組んだプロジェクト
で あ る。https://learningwithoutlimits.educ.cam.ac.uk/#:~:text=The%20Learning%20
Without%20Limits%20project%20is%20dedicated%20to,the%20practices%20
based%20on%20them%2C%20can%20limit%20learning, accessed 19 Feb. 2021. また、
この理念に基づいた学校改革については、Mandy Swann, Alison Peacock, Susan Hart, 
Mary Jane Drummond, Creating Learning without Limits, Open University press, 
2012（邦訳，荒井浅浩・藤森裕治・藤森千尋訳『イギリス教育の未来を拓く小学校―「限
界なき学びの創造」プロジェクト』大修館書店，2015）で紹介されている。

42 この p4cについては、日本でも多くの取り組みがなされている。
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３．PSHEと新設義務科目（2020年９月以降実施）

（１）PSHE 導入の過程

PSHE は、新教育運動、ハドゥ報告書（1931）、ニューサム報告書、その

後のプラウデン報告書が採用してきた、いわば子どもの側に立つ「子ども中

心」の教育思想に基づいている。先に挙げた中央教育審議会のいわゆるニュー

サム報告書『我々の半生』（1963）では、「学校は、・・・・学科目を通じて、

創意に富んだ体験と子どもの人格的・社会的発達の双方に目を向けるべきで

ある」43と述べられた。この視点は、先に紹介したように2002教育法で具現

化されている。

以下、もう少し詳細に見てみよう。2002教育法「第１章目的と解釈（Purpose 

and interpretation of Chapter １）」44では、次のように言明されている。

（２）In forming an opinion as to whether a project may contribute to the 

raising of educational standards in England or Wales, the Secretary of 

State or the National Assembly for Wales shall̶

（a） have regard to the need for the curriculum for any school 

affected by the project to be a balanced and broadly based 

curriculum which promotes the spiritual, moral, cultural, mental 

and physical development of children and of society, and

（b） consider the likely effect of the project on all the pupils or 

students who may be affected by it.

（下線筆者）

43 Ministry of Education (1963), Half Our Future：A Report of the Central Advisory 
Council for Education (England)，London: Her Majesty’s Stationary Office, 
accessed 19 Feb. 2021.

44 Department for Education, Education Act 2002 (legislation.gov.uk) Legislation. 
gov.uk, accessed 19 Feb. 2021.
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また、2002年教育法「第78条全般的要求事項（78 General requirements 

in relation to curriculum）」45でも、次のように言明されている。

（１）The curriculum for a maintained school or maintained nursery school 

satisfies the requirements of this section if it is a balanced and 

broadly based curriculum which̶

（a） promotes the spiritual, moral, cultural, mental and physical 

development of pupils at the school and of society, and

（b） prepares pupils at the school for the opportunities, responsibilities 

and experiences of later life.

（下線筆者）

端的に、これらの文言では次の３点が明示されたのである。すなわち、全

ての公費維持学校では、①バランスのある広い基盤をもったカリキュラムを

提供すること、②学校や社会で生徒の精神的・道徳的・文化的・メンタル

的・身体的発達を促進すること、③今後の生活に資する機会、責任、経験を

学校で準備することの３点である。さらにまた、同法175条では、教育と福

祉・ケアを統合的に捉えることが明確に述べられている。

ところが、10数年後の2014年になると、進歩的な教師が重視した「精神的・

道徳的・文化的・メンタル的・身体的」というフレーズは、「ブリティシュ

の価値」という保守的な文脈に位置づけられてしまうのである。このことは、

『公費維持学校へのガイダンス（guidance for maintained schools on promoting 

basic important British values as part of pupils’ spiritual, moral, social and 

cultural （SMSC））』（2014）の「公費維持学校への教育省からの助言（Promoting 

fundamental British values as part of SMSC in schools Departmental advice 

45 Department for Education, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/
section/78, accessed 19 Feb. 2021.
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for maintained schools）」46と『 私 営 学 校 ス タ ン ダ ー ド・ ガ イ ダ ン ス

（Independent school standards guidance）』（2019）47の第２部「生徒の精神的・

道 徳 的・ 社 会 的・ 文 化 的 発 達（Spiritual, Moral, Social and Cultural 

development of pupils （SMSC））において示され、全人的な発達を掲げた進

歩主義のエートスは、連合政権及び保守政権において、国家的価値の文脈へ

と転換されていったのである。

（２）PSHE（Personal, Social and Health Education）の教科化48

とはいえ、PSHE が教科として認められた事実を軽視することはできない。

なぜなら、PSHE の教科化は、イングランドの教師が培ってきた教師の専門

性を体現することができる科目だからである。では、PSHE は、いかにして

教科として認められるようになったのであろうか。

PSHE は、日本の教科目でいうならば、保健、特別活動、道徳、社会科、

理科などの内容を教科横断的に、個人の人間の発達という観点から編成した

科目である。ここで想起したいのは、PSHE が進歩主義を自認する学校の教

師たちの自発性と創造性によって取り組まれた科目であるという点である。

その取り組みの評価は、2000年７月に、新労働党政府の教育技術省が「性・

人間関係教育ガイダンス（Sex and Relationship Education Guidance）」49を出

し、PSHE を評価したことに示されている。これを受け、2002年８月頃には、

人格的・社会的発達（Personal and Social Development: PSD）や道徳的教

46 Department for Education, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/at tachment_data/f i le/380595/SMSC_Guidance_
Maintained_Schools.pdf, accessed 22 March 2021. Spiritual, Moral, Social, 
Cultural の頭文字を取ってSMSCと称されている。

47 Department for Education, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/800615/Independent_School_
Standards-_Guidance_070519.pdf, accessed 22 March 2021.

48 拙稿「変化するカリキュラムに埋め込まれた子ども保護」岡本正子他前掲書 , pp. 
192-204.

49 PSHE association, https://www.pshe-association.org.uk/system/files/Sex%20and%20
Relationship%20Education%20Guidance%202000.pdf, accessed 20 March 2021.
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育の要素を加えた人格的・社会的・健康・道徳教育（Personal, Social, 

Health and Moral Education: PSHME）、そして時には、シティズンシップ

教育の要素を加えた人格的・社会的・健康・シティズンシップ教育 

（Personal, Social, Health and Citizenship Education: PSHCE）というように、

学校の実情に応じた取り組みがなされるようになった。教師は PSHE の義

務化を要望していたが、しかし、PSHE を正規の必須科目にするには、様々

な点でまだ十分ではないというのが、2005年時点の政府内の結論であった。

そうした状況下の2007年、既述したように、教育技術省は PSHE 協会を

組織したのであった。そして、様々な調査が教師たちによってなされ、つい

に2014年の法定ガイダンス『イングランドのナショナル・カリキュラム－ K

１から K４の枠組み』の第２条「イングランドの学校カリキュラム」にお

いて、「全ての学校は、個人的・社会的・健康・経済的教育（PSHE）を提

供し、良い実践を導くべきである。学校は、他の科目や学校の選んだトピッ

クをその学校の教育プログラムの計画と設計に含めることも自由にできる。」50

と明記されるまでになったのである。

これを受け、2015年２月、下院特別文教委員会（Education Select 

Committee）は、PSHE の必須化を求める声を踏まえた報告書『人生の授業－

学校における PSHE と性・人間関係の教育（Government Response: Life 

Lessons: PSHE and SRE in schools）』51を刊行した。教育大臣ニッキー・モー

ガン（Nicky Morgan）は、2016年、下院の特別文教委員会委員長宛に意見

書を送付し、PSHE を主導する校長や医師などと協力して PSHE を改善し、

PSHE の行動計画、勧告、包括的なキットの開発に関して慎重に提言する、

50 Department for Education, Statutory guidance National curriculum in England: 
framework for key stages 1 to 4, https://www.gov.uk/government/publications/
national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4/the-national-
curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4, 2014, accessed 9 May 
2019.

51 Department for Education, Microsoft Word - PSHE Life Lessons ESC Response 
HMG Title page final.doc (publishing.service.gov.uk), accessed 9 May 2020.
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と述べた52。PSHE 協会は、PSHE 協会会員に現職教師の再教育を担う継続

的専門職能力開発（Continuing Professional Development：CPU）コースの

授業を提供したり、PSHE 協会年次大会、地方での PSHE 研究会、学校基盤

コースや教職志望者コースへの PSHE 講習会を開催したりしながら、PSHE

の質の向上に努めていった。そして、５つの優先事項、「定期的に、全教科

として、専門教育を受けた教師によって、全ての学校に、全ての生徒に」を

スローガンに、教材開発、児童書を用いた活動、SNS の発信など、様々な

方法を試みて運動を加速化させていった。

2017年になると、子どもと学校をめぐる問題を解決するため、子ども・

ソーシャルワーク法（Children and Social Work Act 2017）53が発布された。

この法律は、地域の全ての子どもたちの福祉を守り、その推進に寄与するた

め、諸機関がどのようにして学校以外の協力者と共に地域で活動しなければ

ならないかを法的に定め、それを「共同ペアレンティング原則（corporate 

parenting principles）」として示した。その背景には、「社会的養護の必要な

子ども（Looked after Children）」（以下、LAC と略記）の増加があった。全

英 子 ど も 虐 待 防 止 協 会（National Society for Prevention of cruelty to 

Children：NSPCC）による2018年から2019年までの期間を対象にした調査

では、LAC は、約102,000人と推計され、それは2010年より10％増加してい

た54。また2018年２月には、全英校長協議会（National Association of Head 

52 Department for Education, Letter from Secretary of State for Education Nicky 
Morgan to the Education Select Committee - 10 February 2016, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/499338/Nicky_Morgan_to_Education_Select_Committee_-_10_Feb_2016--.
pdf, accessed 9 May 2019.

53 Department for Educat ion, Chi ldren and Socia l Work Act, 2017f i le:///
E:/2020%E7%A7%91%E7%A0%94/2020%20%E7%A7%91%E7%A0%94/%E8%BE
%BB%E6%9C%AC%E7%A7%91%E7%A0%94/Children%20and%20Social%20
Work%20Act%202017%20ukpga_20170016_en.pdf, accessed 9 March 2021.

54 NSPCC, https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/statistics-briefings/
looked-after-children, accessed 9 March 2021.
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Teachers：NAHT）55も PSHE と人間関係・性教育（Relationship and Sex 

Education）の実施状況調査（2017年10月実施、903校から回答）の結果（Key 

findings from NAHT’s survey on PSHE and RSE）56を公表し、その要約をホー

ムページで公開した。その結果は、①91％の回答者が PSHE を学校の定期

的な時間割の授業で教えるべきだと考えている、②半数弱（49％）の回答

者が、PSHE と人間関係・性教育は他の科目と同じステータスを有していな

いと述べているが、90％以上はそうすべきだと考えている、③51％の回答

者が、学校での人間関係・性教育をこの科目のトレーニングを受けた教師に

よって教えることに同意している、というものであった。この結果を踏まえ、

全英校長協議会は、初等学校・中等学校の全ての生徒に人間関係・性教育を

導入することを要望したのである57。

そして、ついに2018年６月、PSHE の内の健康（メンタル・身体）教育を

導入することが約束され58、翌2019年２月25日、メイ政権下、教育省は「2019

年人間関係教育、人間関係・性教育、健康教育（イングランド）規則」とい

う草案を提起したのである。下院議会は、同年３月27日、この草案を賛成

538、反対21（この内、イングランド選挙区では、賛成482、反対14）とい

う結果で承認した59。このような結果は、教員の専門性と責任の確保・執行

において、長年、取り組んできたイングランドならではの教師集団の努力、

55 この組織は、ロンドン校長協会 (the London Head Teachers’ Association)を前身に
して1887年に結成された。現在、全英の校長、副校長、教頭、経営者、副経営者な
ど29,000人が会員として登録している。

56 NAHT, file:///C:/Users/FZL02/Downloads/Key%20findings%20from%20NAHT%20
survey%20on%20PSHE%20and%20RSE%20(1).pdf, accessed 20 Jan. 2021.

57 NAHT welcomes consultation on RSE and PSHE, https://www.naht.org.uk/news-
and-opinion/news/curriculum-and-assessment-news/naht-responds-to-call-for-
evidence-on-pshe-and-rse/,f i le:///C:/Users/FZL02/Downloads/NAHT%20
submission%20to%20PSHE%20and%20RSE%20call%20for%20evidence%20
February%202018.pdf, accessed 19 Feb 2021.

58 PSHE Association (2018), Campaign, Support for statutory PSHE, https://www.
psheassociation.org.uk/campaigns, accessed 9 May 2019.

59 Gov（27 March 2019）. Department for Education, Division 381，https://hansard.
parliament.uk/Commons/2019-03-27/division/23A6CD3B-B3A3-4DC4-9E53-
2DD2ABCCBEA8/Education?outputType=Names, accessed 9 May 2019.
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とみることができる。また、政府の教育省、教師専門職組織、政府の補助金

を得た PSHE 協会、さらに学業偏重を憂慮する学校現場の教師たちが、ど

のようなポリティクス、文脈・状況の中で、いかに果敢に取り組んできたか、

ということも理解できる。

では、現行の教育省は PSHE をどのように捉えているのであろうか。ジョ

ンソン政権下の教育省ホームページには、PSHE ガイダンス（Guidance 

Personal, social, health and economic （PSHE） education（Updated 11 

February 2020））60という文書が掲載され、以下のように書かれている。

PSHE 教育は、すべての生徒の教育において重要かつ必要な部分です。
すべての学校は、良い実践を作り出して PSHE を教えるべきであり、新し
く提案されたナショナル・カリキュラムの紹介においても PSHE 教育への
期待が簡潔に述べられています。PSHE は制定法以外の科目です。教師が
質の高い PSHE を提供する柔軟性を可能にするため、我々政府は、新しく
標準化された枠組みや研究プログラムを提供する必要はないと考えていま
す。PSHE は、学習の多くの分野を包含することができます。教師は生徒
のニーズを理解するのに適任であり、中央政府の追加の処方箋を必要とは
しません。

学校が生徒のニーズを反映するように地域の PSHE プログラムを調整す
ることは学校のためですが、私たちは、生徒にリスクについての健全な理
解と安全な情報に基づいた意思決定を行うために必要な知識・スキルを身
につけるための PSHE 教育プログラムを使用することを学校に期待してい
ます。

学校は、必要に応じて、ナショナル・カリキュラム、学校の基本的カリ
キュラム、及び以下に関する法定ガイダンスで既に概説されている法定内
容を、PSHE 教育を利用して構築するよう努める必要があります。この法
定内容は、薬物教育、金融教育、性・人間関係教育（SRE）61及び健康的
なライフスタイルのための身体活動と食事の重要性についてです。

SRE は PSHE 教育の重要な部分であり、公費維持中等学校では法定です。
どの学校も SRE を提供する場合、彼らは国務長官のガイダンスに配慮し
なければなりません。これは法定義務です。アカデミーは SRE を提供す
る必要はありませんが、国務長官のガイダンスを考慮する必要があります。

60 Department for Education, Personal, social, health and economic (PSHE) 
education - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 20 Feb. 2021.
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学校へのアドバイス
私たちは、PSHE 協会が独自の PSHE カリキュラムを開発し、教授の質

を向上させることによって学校に助言できるよう、PSHE 協会に助成金を
提供しました。協会は、リソースを提供するためにサインしたポスティン
グ・スクールと PSHE プログラムに貢献する教師の拡大に焦点を当ててい
ます。我々はまた、2000年の法定ガイダンスにそって、SRE の一部として
同意の指導を促進するよう PSHE 協会に求めました。

追加的支援
私たちは、教師が生徒にとって最も関連性の高いトピックに自由に取り

組み、専門の組織からの良い習慣やアドバイスを引き出すことを望んでい
ます。学校は、彼らが選択した組織やリソースを自由に使用することがで
きます。そして、私たちは専門知識の分野で学校向けガイダンスを開発す
ることを種々の組織に奨励しています。

私たちは、教師に彼らの教えを知らせるために様々な事例研究を提供す
るように PSHE 協会に依頼しました。私たちは、学校が幅広くバランスの
とれたアプローチを促進する評判の良い専門組織を利用することをお勧め
します。

（下線：筆者）

上記の文面からは、PSHE 教育と義務化された人間関係教育、人間関係・

性教育との微妙な関係が見え隠れするが、PSHE 協会の活動を尊重し、

PSHE 協会が取り組んできた PSHE が、人間関係教育、人間関係・性教育を

カバーしていることも認めている。また、性教育を前面に置いた労働党政権

下の SRE という表現も維持されている。もちろん、言葉の表記の仕方や表

現には、ある種のポリティクスが潜在しているため、慎重に読解する必要が

61 SRE（Sex and Relationship Education） は、PSHE（Personal, Social and Health 
Education）の枠組みと10代の妊娠に関する社会的排除ユニットの報告書（Social 
Exclusion Unit report on teenage pregnancy）に基づいて改訂された1999年９月のナ
ショナル・カリキュラム改訂版において、PSHE の枠組みで教えることが求められた教
育内容である。See Sex and Relationship Education Guidance (2000年７月刊行 )

　https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/283599/sex_and_relationship_education_guidance.pdf, 
accessed 20 Feb. 2021.
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ある。また、PSHE 協会としては PSHE そのものの義務化を要望していたの

であるから、人間関係教育、人間関係・性教育、健康教育（Health 

Education）というフレーズを用いた教育内容になったことは、些か悩まし

いところであろう。だが、PSHE 協会は形式よりも内実をとったのである。

PSHE をカバーする教育内容の義務化は大きな前進であった。

そこで、以下では、人間関係教育、人間関係・性教育、健康教育の教育内

容を取り上げてみたい。

３．人間関係、人間関係・性教育、健康教育とは何か。62

既に述べたようにイングランドでは、「全ての子どもの平等保障」の枠組

みで、関係する専門家が共同して（Working together）、保育・教育、ペアレ

ンティング、学校の課題にアプローチすることが求められた。それゆえ、教

育省の政策では、チャイルド・ケアとペアレンティングを同じ文脈で捉えつ

つ、「チャイルド・ケアとペアレンティング」項目の下位に、妊娠・出産

（Pregnancy and birth）、養育・養子縁組・代理出産（Fostering, adoption and 

surrogacy）、子どもがいる場合の財的援助、チャイルド・ケア、学校・教育、

離婚・別居・法的問題の６つの項目が挙げられている。これは、人間の生・

生活・人生（Life）に関わる種々の保育・教育政策を同一線上で捉えている

ことの証左である。この視点を念頭に置きながら、以下では、新設科目であ

る人間関係、人間関係・性教育、健康教育を取り上げてみたい。

（１）人間関係、人間関係・性教育、健康教育の導入背景とその枠組み

人間関係、人間関係・性教育、健康教育の導入に際して、政府が最も憂慮

し問題視したのは、ティーンエイジャーの妊娠、さらにはティーンエイジ・

ママの増加である。イングランドの場合、赤ちゃんや子どものいる家庭には、

62 このPolicy paper には、これを順守せねばならない関係者が明記されている。
Changes to personal, social, health and economic (PSHE) and relationships and 
sex education (RSE). - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 20 Feb. 2021.
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住宅が提供され生活費が支給される。就労していない母親の中には、その補

助金目当てに赤ちゃんを産む、という者もいるようである。それゆえ、政府

の財政的援助の増加は大きな問題であった。たとえば、1997年、ブレア労

働党政府は、15歳から17歳の女性1,000人中、45.9人が妊娠しているとし、

2010年までに18歳未満の受胎数を半減させると約束した。ナッフィールド・

トラストによる統計によれば63、2014年までに18歳未満の受胎率は1,000人

中22.9人に低下し、1997年の45.9の約半分にまで低下した。また、2018年に

は、18歳未満の受胎率は1,000人中16.8人となった。しかし、中絶は52.8%

とこれまでの中で最も高い値を示したのである。さらに、放校処分（School 

Exclusion）の理由の一つにティーンエイジャーの妊娠が挙げられることも

あった。それゆえ、教育省側の意図と教師側の意図は一枚岩ではないように

思われる。というのは、そもそも進歩的な教師たちの意図は、学業成績を偏

重するのではなく、一人一人の人間の自己実現を重視する教育思想の堅持に

あったからである。とはいえ、PSHE に拘るのではなく、まずは教育内容と

しての義務化の達成が優先されたのである。

こうした状況の中で、PSHE を教える準備ができていない学校は、2021年

９月までに準備することが付され、コロナ渦の2020年９月より義務科目と

位置づけられた64。教育省は、これに先立つ2020年７月、A４サイズ、全50

頁の『人間関係教育、人間関係・性教育、健康教育：法定ガイダンス－学校

理事会、学校経営者、学校長、管理職・指導者チーム、教師のみなさまへ－

（Relationships Education, Relationships and Sex Education （RSE） and Health 

Education：Statutory guidance for governing bodies, proprietors, head teachers, 

principals, senior leadership teams, teachers.）』を刊行し（2019年６月25日版

63 Department for Education, Teenage pregnancy | The Nuffield Trust, https://www.
nuffieldtrust.org.uk/resource/teenage-pregnancy#background, accessed 20 Feb. 
2021.

64 Department for Education, https://www.gov.uk/government/publications/
relat ionsh ips-educat ion-relat ionsh ips-and-sex-educat ion-rse-and-health-
education#history, accessed 20 Feb. 2021.
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の2020年７月９日アップデート版）65、３年ごとの見直しを前提に詳細な説

明をした。そして、13にわたる政府指針や法定文書と関連していることを

明示した66。この関連文書の明示は、ブレア政権が課題とした保育・教育改

革が様々な用語を駆使しながら約25年間の年月を経て、ようやく一定の枠

組みと機能の関連性を明示する構造を持ち得たことを示している。

（２）トピックとその特徴

では、『人間関係教育、人間関係・性教育、健康教育－法定ガイダンス：

学校理事会、学校経営者、学校長、管理職・指導者チーム、教師のみなさま

へ－』にはどのような内容が示されているのであろうか。まず、どのような

内容を教えねばならないかが、３つの学校種に分けて示されている（表３参

照）。

65 Department of Education, Guidance Relationships and sex education (RSE) and 
health education, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/f i le/908013/Relat ionships_Educat ion_ _
Relationships_and_Sex_Education__RSE__and_Health_Education.pdf, accessed 
20 Jan. 2021.

66 13の法令及び指針は次のとおりである。① Keeping Children Safe in Education (statutory 
guidance) 26 March 2015、② Respectful School Communities: Self Review and 
Signposting Tool (a tool to support a whole school approach that promotes respect and 
discipline) ､ ③ Behaviour and Discipline in Schools (advice for schools, including advice 
for appropriate behaviour between pupils) Published:16 July 2013Last updated:2 
September 2020、④ Equality Act 2010 and schools, Published:6 February 2013Last 
updated:28 June 2018、⑤ SEND code of practice: 0 to 25 years (statutory guidance)、⑥
Alternative Provision (statutory guidance)、⑦ Mental Health and Behaviour in Schools 
(advice for schools)、⑧ Preventing and Tackling Bullying (advice for schools, including 
advice on cyberbullying)、⑨ Sexual violence and sexual harassment between children in 
schools (advice for schools)、⑩ The Equality and Human Rights Commission Advice and 
Guidance (provides advice on avoiding discrimination in a variety of educational contexts)、
⑪ Promoting Fundamental British Values as part of SMSC in schools (guidance for 
maintained schools on promoting basic important British values as part of pupils’ spiritual, 
moral, social and cultural (SMSC)、⑫SMSC requirements for independent schools 
(guidance for independent schools on how they should support pupils' spiritual, moral, 
social and cultural development)、⑬ National Citizen Service guidance for schools.
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（表3）学校種別の教育内容67

人間関係教育 人間関係・性教育 健康教育
初等学校、ミドル
スクールを含む全
ての学校。

中等学校全て 全ての公費維持学校（maintained school）。シッ
クスス・フォームの学校、アカデミー、フ
リー・スクール、非公費維持特別学校、そし
て生徒紹介ユニットを含むオールタナティヴ
教育を提供する教育機関全て。
健康教育を提供する法定要件は、私営学校

（Independent schools）には適用されない。私
営学校は、2014年教育（私営学校スタンダー
ド）規則に定められた私営学校基準を満たす
必要があるため、PSHE はすでに私営学校に
義務づけられている。ただし、私営学校は、
年齢に適したカリキュラムを計画するのに役
立つ健康教育に関するこのガイダンスで、諸
原則を見出すことができる。

エリート養成を担ってきた私営学校に対しては、2014年私営学校スタン

ダードにおいて、既に PSHE の科目が義務として設定されているので、こ

の法廷ガイダンスに従う必要はない、とある。つまり、パブリック・スクー

ルやプレップ・スクールでは、PSHE などの先進的な取り組みが既に受け入

れられていたのである。

では、このガイダンスでは、どのようなトピックが提示されているであろ

うか68。紙幅の関係上、ここでは初等学校終了までの人間関係69と、中等学

校終了までの人間関係・性教育70、そして健康教育のトピックをそれぞれ抽

出して表にまとめておきたい（表４参照）。

67 注61の PDF 版。
　https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/file/908013/Relationships_Education__Relationships_and_Sex_
Education__RSE__and_Health_Education.pdf, p. 10.

68 PSHE 協会が提示したキーステージごとのコアテーマとトピックについては、拙稿「変化
するカリキュラムに埋め込まれた子ども保護」（岡本正子他前掲書 , pp. 202-203.）を
参照。

69 注61の PDF 版。pp. 20-24.
70 Ibid.，pp. 27-29.
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（表４）人間関係／人間関係・性教育、健康教育のトピック
人間関係／人間関係・性教育の 

トピック 健康教育のトピック

初等学校終了
まで（人間関
係）

・家族と自分をケアする人々
・思いやりのある友情
・敬意に満ちた人間関係
・オンラインを使った人間関係
・安全であること

・ メ ン タ ル ヘ ル ス（mental 
wellbeing）

・インターネットの安全性と害
・身体的健康とフィットネス
・健康的な食事
・薬物、アルコール、タバコ
・健康と予防
・基礎的応急処置
・青年期の身体の変化

中等学校終了
まで（人間関
係・性教育）

・家族
・ 友情を含む敬意に満ちた人間関

係
・オンラインとメディア
・安全であること
・ 性的健康を含む親密・性的な関

係

・メンタルヘルス
・インターネットの安全性と害
・身体的健康とフィットネス
・健康的な食事
・薬物、アルコール、タバコ
・健康と予防
・基本的応急処置
・青年期の身体の変化

人間関係／人間関係・性教育では、子ども自身が置かれている状況を、家

族や周囲の人々との関係の文脈で理解することができるように、また知識内

容を家族（中心）から友人、社会（周縁）へと順次広げて理解できるように

５つのトピックに分けて捉えていることがわかる。言い換えれば、自己認識

から他者認識へと視点が動くように配慮されているのである。また、人間関

係の基盤に思いやり・ケアリングが据えられていることも着目すべきであろ

う。さらに、中等学校では、「性的健康を含む親密・性的な関係」に関する

トピックがあり、そのトピックには、親になるための基礎的知識として、性

に関わる健全さ、疾病、施設など、12の内容が盛り込まれている。また、私

営学校以外の全ての学校で義務となった「健康教育」では、７つのトピック

の最前にメンタルヘルスの理解についてのトピックが位置づけられ、イン

ターネットの問題も重視されていることがわかる。

これらのことより、人間関係／人間関係・性教育、健康教育のトピックに

は、一人の人間として生きていくために必要な知識とライフ・スキルが含ま

れており、教師が子どもを取り巻く課題状況を考慮に入れながら人間関係／

人間関係・性教育、健康教育の教育内容を適切かつ自由に取り扱うことがで
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きる余地がある。

５．おわりに

以上、保育・教育改革の過程でどのような言葉やフレーズが用いられてき

たかを意識しながら、保育・教育改革の変遷を辿ってきた。状況に応じたフ

レーズの作り方やそれぞれのフレーズが包摂している意味内容を見ていくと、

保育・教育改革に向き合うスタンスや方法態度が見えてくる。そこに通底し

ているのは、個人としての生活とニーズに対して多様性をいかに認めるかと

いう腐心の姿である。

顧みるならば、イングランドには、「生活を基盤にした知識」を重視する

新教育運動71や進歩主義教育72の歴史があり、それは学業成績向上へのプレッ

シャーを受けつつも、専門職としての教師集団が果敢に取り組んできた教育

改革の歴史であった。教師の専門性は、そうした歴史の思想潮流の中で形成

され構築された諸概念の複合体である。その際の鍵概念の一つが「子どもを

全体的に捉える」という思想である。そこには、自由や多様性、個性を認め

ようとする多民族国家が抱える事情があり、また同時に、為政者と被為政者

に分断された二つの国民、二つの階級を肯定する教育も現存していた。そん

な状況下で、労働党に属する教師や進歩主義教育を標榜する教師は、プラウ

デン報告書に後押しされながら階級別の教育の打破に取り組み、教育の自由

を獲得してきたのである。

ところが実際には、新労働党・連合・保守党のいずれの政権においても、

多様性と自由を認めつつ、同時に、学業の詳細をリーグテーブルで公開し、

世論に示すという方法が採用された73。これは地方当局による教師への締め

71 山﨑洋子「生活改革と「新学校」の教育思想―「生きることを学ぶ」カリキュラム」及
び「「教育の新理想」と公立基礎学校改革―教師の新しい職能の探究―」宮野安治・
山﨑洋子・菱刈晃夫著『講義　教育原論―人間・歴史・道徳』成文堂，2011年，pp. 
120-165.

72 ピーター・カニンム著，山﨑洋子・木村裕三監訳『イギリスの初等学校カリキュラム改
革―1945年以降の進歩主義的理想の普及―』（つなん出版，2006）参照。

73 イングランドには日本のように学区制はない。また、学校理事会が予算執行、人事を
決定する権利を有している。
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付けを招来した。もちろん、このスタンスや方法態度は、親や納税者に対す

る説明責任の現れ、と捉えることもできる。しかし、イングランドの福祉・

教育政策は、2010年以降の連合政権及び保守党政権時代の緊縮財政の影響

を大きく受け、今日もなお貧富の格差の増大が子どもの権利を保障していな

い、という状況も生じている。その意味で、教師や親には政治的な感覚・セ

ンスが求められ、絶えず変化していく状況や政策への注視を疎かにできない

状況がある。

とはいえ、多様な言葉を駆使した20世紀末以降の保育・教育改革からは

いくつかの示唆が得られる、ということもまた確認しておかねばならない。

このことについて、以下４点に集約しておきたい。

① 人間の生を全体的に捉え（spiritual, moral, cultural, mental and physical 

development of pupils）より良い状態（wellbeing）を目指して生きるこ

とを基盤に、バランスのある幅広いカリキュラムを構成しようとしてい

る。

② 子ども期の自他の幸せ（wellbeing）に関する体験や学習・知識理解が、

ペアレンティング（「親になる」、「親になっていく」人間発達）の基盤

を形成する、という教育観が認められる。

③  PSHE、人間関係／人間関係・性教育／健康教育のトピックは、新しい

科目の追加・細分化ではなく総合化の視点で編成されている。

④ イングランドが抱えてきた福祉・教育問題を地域の福祉行政と連携しつ

つ、次世代を育む学校教育の文脈で解決することを重視している。

一人の人間が誕生し、彼女／彼らが家庭・学校・地域社会で学び、身体的・

精神的・社会的に成熟し、時に妊娠・出産し親になり、次世代を育て、より

良い状態（wellbeing）の中で、その人らしい人生や日々の生活を享受し、

世代を継承していくという生の循環。これは、子どもの権利や人権を守るこ

とを堅持した保育・教育観である。ただし、これらに関わる制度は、私的領

域に踏み込む内容を包含しており、それゆえに社会秩序維持のための公的政
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20 世紀末以降のイングランドにおける保育・教育改革

策として人々に強制している、という側面があることにも留意する必要があ

る。実際、私生活への学校教育の介入を拒否したり批判したりする声は多く

報告されている74。それゆえ、幸せな状態（wellbeing）を全ての人々が同じ

文脈で共有することはほぼ不可能であり、教師は正解のない教育内容や課題

に向き合わざるを得ない、という現実にしばしば直面する。敢えて言うなら

ば、教師はこのような状況を避けることができない専門職なのであり、これ

を引き受ける度量があるか否かが、教師生活の享受を左右すると言っても過

言ではない。本論で取り上げた PSHE の義務化の過程は、そのことを教え

てくれる。

最後に、今後の研究課題を記して筆をおきたい。まず、経済に関する教育

内容がどのように教えられているかの解明が求められる。というのも、

PSHE では、経済についての教育内容があったが、人間関係／人間関係・性

教育／健康教育には、経済に関する内容は盛り込まれていないからである。

経済の仕組み、政策内容、公的支援などに関して、シティズンシップ教育で

どの程度取り上げられているかの解明が求められよう。次に、本論では保育・

教育政策の変遷について確認してきたが、これらの内容や出産などの歴史を

学校教育の中でどの程度学ぶ機会があるかについても明らかにしていく必要

があろう75。いずれも容易なテーマではないが、今後の研究に期したい。

74 優秀で人気のあった教師・教頭が性教育の授業で子どもに LGBT（Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender）の話をしたために、校門前でイスラム教徒の母親集団に
よる反対運動がおこった、という報告もある。Guardian newspaper (04 March 2019), 
Birmingham school stops LGBT lessons after parents protest, Birmingham school 
stops LGBT lessons after parents protest | Primary schools | The Guardian British 
school suspends LGBT lessons after 80% of pupils kept home by parents － report-
Bing video, accessed 20 Feb. 2021.

75 ケアリング論を推進したことで知られるアメリカの教育哲学者ノディングズ（N. 
Noddings, 1929- ）は、Happiness and Education (2003) の第二部 Educating for 
Personal Life の第７章に Parentingを設定し、ペアレンティングの教育の一つの形とし
てのインフォーマル教育・学習の重要性を論じている。そして、その冒頭で、「セックス
と妊娠に関する生物学的なしくみについては、今日、学校でかなり教えられています。
ただ、出産というならわしの歴史、および出産に対する宗教と政治の影響が、そこで
は無視されている」と述べている。ネル・ノディングズ著，山﨑洋子・菱刈晃夫監訳『幸
せのための教育』知泉書館，2008, p.172.
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付記

本研究は、JSPS 科研費挑戦的研究（萌芽）19K21794の助成を受けたもの

である。
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言語文化研究所活動の概要　2020－2021

１．刊行物等

⑴　『言語文化研究所年報』30号

次の４部構成として刊行した。Ⅰ．論文１編　Ⅱ．秋季言語文化セミナー

開催内容（2019年度）　Ⅲ．言語文化研究所フォーラム開催内容（2019年度）　

Ⅳ．言語文化研究所シンポジウム開催内容

⑵　『オトナのための日本語塾2020』

LC 倶楽部会員が年間５回の勉強会と話し合いを経て、各自の興味ある

テーマをレポートとして仕上げたもの。今年度は５名のレポートを掲載し

て刊行した。

⑶　研究レポート（LC りぽーと）

第46号「コロナが変えた SNS　―大学生の LINE 使用は新型コロナウ

イルスでどう変わったのか―」

大学生の SNS がコロナによってどのように変化したのかを、特に LINE

使用について、頻度は？相手は？内容は？という視点から実態を報告。

⑷　メディア紹介

研究レポート（LC りぽーと）46号「「コロナが変えた SNS―大学生の

LINE 使用は新型コロナウイルスでどう変わったのか―」について紹介。

・神戸新聞 NEXT　掲載日：2020年11月９日（月）

・神戸新聞　掲載日：2020年11月27日（金）

２．「言語文化研究所フォーラム」（大学間教育研究連携プロジェクト）

第３回「言語文化研究所フォーラム」

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を延期した。
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３．「言語文化セミナー」（秋季・春季）

第29回「言語文化セミナー」（秋季）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を延期した。

第31回「言語文化セミナー」（春季）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を延期した。

４．第６回「武庫川女子大学言語文化シンポジウム」

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を延期した。

５．第12回「ことばのサロン」

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を延期した。

６．「オトナのための日本語塾」

概　要： 2015年度からの開講である。「ことばのサロン」を体験した

LC 倶楽部会員たちが、自分の興味あることがらについて「自

主的に調べ」、それを「まとめて発表する」ことを目標とする

ものである。

開催日：年間５回、各回10：30～12：30

〈2020年度〉2020年10月３日（土）、同年11月14日（土）、同年

12月19日（土）、2021年２月６日（土）、2021年３月13日（土）

成　果：『オトナのための日本語塾2020』（執筆者５名）

７．「日本語相談室」

日本語学を専門とする研究員が日本語表現全般について相談を受け付

ける。相談できる内容：レポート作成、論文作成の際における日本語表

現全般について

対　　象：本学の学部生、大学院生・留学生、若手研究者
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言語文化研究所活動の概要　2020－2021

８．事務報告

⑴　組織

所　　　長 ：影山　尚之

研　究　員：岸本　千秋

研　究　員：佐竹　秀雄

研　究　員：玉井　　暲

研　究　員：設樂　　馨

研　究　員：冨永　英夫

研　究　員：福本由紀子

研　究　員：藤井　達矢

研　究　員：柴田　清継

研　究　員：山﨑　洋子

嘱託研究員：渡邊　隆信

嘱託研究員：川地亜弥子

事 務 職 員：向井　弥生

D12414-73001795_活動の概要2020-2021.indd   105 2021/05/07   10:37:02



－106－

執筆者紹介

影山　尚之　本学言語文化研究所所長・文学部日本語日本文学科

岸本　千秋　本学言語文化研究所助教

柴田　清継　本学言語文化研究所研究員

山﨑　洋子　本学言語文化研究所研究員
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編集後記

言語文化研究所年報第31号をお届けいたします。今号は、論文４編です。

今年度は「オトナのための日本語塾」が唯一開催できました。「言語文化セ

ミナー」（秋季・春季）、「言語文化研究所フォーラム」、「言語文化シンポジ

ウム」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止・延期するこ

ととなりました。開催可能な時期を慎重に見極めて改めて実施することを考

えています。編集に時間がかかり、発行が遅くなってしまいましたことは、

まことに申し訳なく存じます。ご高覧の上、お気付きの点、著者らへのご意

見などをお寄せいただければ幸いに存じます。

◆冊子での刊行は本号が最終となります。今後は、武庫川女子大学言語文化

研究所のホームページにて PDF データを公開いたします。過去の号もご覧

いただけます。御高覧くださいますようお願いいたします。URL はこちら

です。

http://www.mukogawa-u.ac.jp/~ILC/report/magazine/annual.html

岸　本　千　秋
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2021年 3 月26日　印刷
2021年 3 月26日　発行
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編 集 者

発 行 者

印 刷 所

武 庫 川 女 子 大 学
言 語 文 化 研 究 所
電話　0798-45-3536（直通）

大和出版印刷株式会社
神戸市東灘区向洋町東2-7-2

武 庫 川 女 子 大 学
西宮市池開町 6 番 4 6 号
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