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これまで，19世紀ドイツの科学的心理学における感情論の変遷をたどる

論文を書いてきた（本間2017；本間2019；本間2020；本間2021）。本論文

もその一環であるが，題名が一貫していない。理由は，今回取り上げるこの

人物の感情論に関して先行研究（Romand 2015）が存在するからである。

そのため，本論文では感情論の他にヴァイツの方法論の紹介も行うことにす

る。

第1節 ヴァイツの生涯

第1節第1項 ヴァイツの生涯

ヴァイツ自身による自伝がある。1862年までに書かれた実質2ページの

文章で，その文章の直後に編者オトー・ゲルランド（Otto Gerland, 1835-

1922）による5行ほどの補遺と著作リストが付く（自伝）1）。ヴァイツの生涯

についての最も古い二次文献は，マールブルク大学の同僚ヘンケ（Ernst

Ludwig Theodor Henke, 1804-1872）2）による葬送演説であろう（Henke

1864）。おそらくその直後，かつて同僚だったツェラー（Eduard Gottlob

Zeller, 1814-1908）3）による小伝が著され，同人の『講演と論文集』第2巻に

収録された（Zeller 1877）。Deutsche Biographieにはゲオルク・ゲルラント

（Georg Gerland, 1833-1919）4）による小伝があり，これはヴァイツの『一般

1）ゲルラントの著作は1863年出版と表題にある（序文は1863年9月の日付）
が，1864年5月21日のヴァイツの死の話題まで含まれているので，実質1864
年5月以降に出版されたのだろう。またヴァイツが正教授になった（1862年11
月）ことを本人が書いていない（ゲルラントの補遺にある）ので，自伝はそれ以
前に書かれたと思われる。

2）神学者・歴史家。1839年以来マールブルク大学神学教授だった。https://www.
deutsche-biographie.de/sfz29700.html。2022年9月20日確認（以下同様）。

3）哲学者・神学者。1849-1862年の間マールブルク大学哲学教授だった。https://
www.lagis-hessen.de/pnd/118636383。

4）GeorgとOttoは兄弟（オトーが弟）。兄カール・コルネリウス・ゲオルク（Karl Cornlius
Georg Gerland）は地理学者・民族学者。https://www.deutsche-biographie.de/
sfz69899.html。弟ヨーハン・ルートヴィヒ・オトー（Johann Ludwig Otto Gerland）
は著作家。https://www.deutsche-biographie.de/sfz20661.html。彼らに全くの別
人のOtto Gebhardt，Otto Willmannが絡むので不必要に混乱する。
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教育学』第4版に再録される（Gerland, Georg 1898）。ゲプハルト（Otto

Gebhardt）5）による学位論文の伝記部分は上記の諸文献に依拠して書かれて

いる（Gebhardt 1906）。さらにインターネット上の三次文献としてHessische

Biografieなどがある6）。本項では，以上の文献に基づいてまとめる。

ヴァイツ家は今のハンガリーのヴァーツ（Vác，そのドイツ語名称がヴァ

イツェン（Waitzen）である）出身であり，名字はこの都市に由来する。一

族は16世紀にドイツに移住したという。おそらく，オスマン帝国の支配

（1541年に占領された）を嫌ってのことだろう。歴史家のレオポルト・フォ

ン・ランケ（Leopold von Ranke, 1795-1886）の弟子で歴史家・政治家のゲ

オルク・ヴァイツ（Georg Waitz, 1813-1886）もこの一族に属する。我々の

ヴァイツの家系は17世紀からゴータ（Gotha）に住み7），当地で説教師・学

校教師を代々輩出していた。我々のヴァイツの父ハインリヒ（Johann

Heinrich Wilhelm Waitz, 1785-1860）も聖職者で説教者であり，学校教師で

あった。ツェラーは『論理学教本』（Lehrebuch der Logik）という小冊子を

1840年に出版したとしているが，私は確認できなかった。母はシャルロッ

テ・ブドイス（Charlotte Friederike Wilhelmine Buddeus, 1790-1862），

ゴータの医師の娘だった。この夫婦の子供で成人できたのは一男一女だけ

だったようだ（娘の情報は不明）8）。この息子が我々のテオドア・ヴァイツ

（Franz Theodor Waitz）である。以下，ヴァイツと言えばこの人物を指す。

5）ドイツ東部の町オーシャツ（Oschatz）生まれ。1906年にライプツィヒ大学で
フォルケルトとヴントの下で哲学博士号を得た。1910年には『テオドア・ヴァ
イツの一般教育学と教育学小論集』（Theodors Waitz’ Allgemeine Pädagogik und
kleinere pädagogische Schriften / mit e. Einf. über das Verhältnis d. Waitzschen
Pädagogik zu s. Ethik, Psychologie, Anthropologie u. Persöndlichkeit u. e. Bildnis d.
Verf . hrsg. von Otto Gebhardt. Langensalza: Beyer）を編纂している。その他
にも幾つか著作が見られるが，伝記は不明。

6）Hessische Biografieは，https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/index/sn/bio。
7）ゴーダチーズで有名なのはオランダの都市Gouda（英語読みでガウダ，オランダ
語読みでハウダ）。

8）この時代のことなので，他にも若年で死亡した子供がいたかもしれないが，文献
の記録にはない。
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ヴァイツ自身は自分の名前を「テオドア・ヴァイツ」とのみ記しているの

で，本論文を含めて多くの文献はそれに習っている。ヴァイツは1821年3

月17日にゴータで生まれた。科学史関連では，同じ年に「エンゲル係数」

で知られるエルンスト・エンゲル（Ernst Engel, 1821-1896），ヘルムホル

ツ（Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821-1894），ヴィル

ヒョー（Rudolf Ludwig Karl Virchow, 1821-1902）が生まれている9）。

少年時代は両親からたっぷり愛情を注がれ，ゴータ公爵家の人びととも昵

懇であったという。父親が校長をしていた初等学校をでた後，ゴータのギム

ナジウムに学び，古典語と数学に関心を持った。17歳でギムナジウムを卒

業すると，イェーナ大学で古典学者ゲートリンク（Karl Wilhelm Göttling,

1793-1869）に，ライプツィヒ大学ではドロービシ（Moritz Wilhelm

Drobisch, 1802-1896）に学んだ10）。この時期のエピソードとしては，1840

年にヴァイツの両親が銀婚式のお祝いをする場で，自らの哲学博士号をプレ

ゼントした，というものがある。学位論文の詳細はどの伝記も伝えていない

（どこの大学で得たのかも不明）。大学を卒業後，1年実家に留まった。

その後，大学教授資格を得るための研究として，アリストテレスのオルガ

ノンをテーマとした。イタリアとフランスの図書館を巡り，当時未出版だっ

たオルガノンのギリシャ・ラテン註釈を収集した。大学教授資格論文は『命

題論』を扱ったもので，1844年にマールブルク大学に提出された11）。研究の

全体は全2巻の注釈書（1844-1846）として出版された12）。マールブルク大

学で私講師としていつから教え始めたかは不明だが，1848年8月26日に哲

9）著名人を拾ったら，皆長生きしていた。それだけにヴァイツの短命は残念。
10）この時期ドロービシは晩年のヘルバルトと微妙な関係にあり，ヘルバルト自身の

心理学というよりドロービシ自らの数学的心理学を教えた可能性が大きい（本
間2021）。

11）De Aristotelis libri ПЕРΙЕРМΝΕΙΑΣ capite decimo . Marburgi: Typis Elwerti
Academicis, 1844。

12）Aristotelis Organon graece. Pars prior: Categoriae, Hermenevtica, Analytica
priora. Lipsiae: Svmtibvs Hahnii, 1844；Aristotelis Organon graece. Pars posterior:
Analytica posteriora, Topica. Lipsiae: Svmtibvs Hahnii, 1846。
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学の員外教授に任命された。

古典文献学的研究の次にヴァイツが取り組んだのは，おそらくドロービシ

の影響を受けたヘルバルト主義心理学だった（ドロービシの『自然科学的方

法による経験心理学』（Empirische Psychologie nach naturwissenschaftlicher

Methode ）は1842年出版）。その結果，1846年に『心理学の基礎，ならび

に動物の心的生活，特に本能現象への応用』（GP），1849年には『自然科学

としての心理学教本』（LP）が相次いで出版された。これらの著作には同時

期にマールブルク大学にいて親交を結んだルートヴィヒ（Carl Friedrich

Wilhelm Ludwig, 1816-1895）の影響も重大である（この人物については本

論文第2節第2項）。自伝では名前を挙げて感謝している唯一の人物がこの

ルートヴィヒである。この間に，1847年にはヘッセン大公の将軍であった

ベク（Johann Ludwig Friedrich Beck, 1779-1841）の娘ルイーゼ（Luise

Beck, 1818-1877）と結婚した。この結婚では少なくとも男女2人の子供が

生まれ，息子はのちのテュービンゲン大学の物理学者・天文学者カール・

ヴァイツ（Karl Moritz WaitzあるいはCarl Waitz, 1853-1911），娘アナ

（Anna, 1854-1884）は，指揮者で音楽学者レオンハルト・ヴォルフ

（Leonhard Wolff, 1848-1934）と1877年に結婚した13）。

1848年はドイツの騒乱の年だがヴァイツはそれには関わらなかった。

ヴァイツは心理学の研究にめどが付くと，それを基礎にした実践哲学の構築

を目指し，まず教育学にとりかかった。1850年前後に複数の教育学論文を

発表し，1852年には『一般教育学』（初版）を刊行した。しかしヴァイツの

教育改革への提言が当時の教育改革論争と微妙に共鳴したために，危険分子

とみなされたヴァイツは栄転の道を閉ざされることとなった。1862年11月

16日にマールブルク大学の正教授となったが，他の大学への転出は叶わな

かった。大学での講義は多岐にわたり，心理学，倫理学，教育学，哲学史，

13）レオンハルト・ヴォルフの詳しい伝記は不明。ヴォルフはのちにボン大学教授で
音楽監督となる。
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論理学，心身論，人類学にも及んだ14）。特に，教育学の次の目標としてヴァ

イツは人類学の研究に取り組んだ。そして，6年の歳月を要してまとめたシ

リーズの第1巻『自然人の人類学』（Anthropologie der Naturvölker , 1859）

を出版した15）。これは，翌1860年第2巻『黒人とその近縁，民族誌的文化

史的に表された』（Die Negervölker und ihre Verwandten ），第3巻と第4

巻『アメリカ人』（Die Amerikaner , 1862-1864，これは中南米の原住民を

扱う），ヴァイツ死後に上述のゲオルク・ゲルラント（兄弟の兄の方）が

ヴァイツの遺稿をまとめた第5巻と第6巻『南洋人』（Die Völker der Südsee,

1870-1872，太平洋の島々の人びとを扱う）で完結を見た。このシリーズと

は別に『北アメリカのインディアン』（Die Indianer Nordamerica’s , 1865）

も著者の死後に出版された。第1巻は死後に上述のゲルラントによって増補

され『人類の一性と人間の自然状態について』（Über die Einheit des

Menschengeschlechtes und den Naturzustand des Menschen , 1877）と改題

して出版された。

ヴァイツは人類学の後に宗教哲学を研究しようとしていた。それとの関係

は不明だが，ヴァイツは1863年にミュンヘンに研究旅行に出て，その年の

秋に病気でマールブルクに戻ってきた。翌年の復活祭休みに再びミュンヘン

に出かけたものの，今度も体調を崩して戻ってきた。その後チフスを発症

し，1864年5月21日に43歳で亡くなった。

恵まれない大学での研究者生活であったが，慰めを家族と趣味に求めた

（と本人が言っている）。特に音楽の能力に秀でていて，音楽文献に精通して

いだだけでなく，自ら良いクラヴィーア奏者であり，作曲も行った。ヘンケ

によれば，晩年（本人はそう思っていなかっただろうが）のヴァイツはスペ

14）以下で，今日の基準では適切でない表現が出てくるが，歴史を扱う本論文の性格
上，引用部分においては当時の表現をそのまま用いる。ちなみにヴァイツは以下
の著書の情報を当時ふんだんに利用できた旅行記などの文献から得ている。ヴァ
イツの人類学については：Jahoda 2014；Smith 1999。

15）「自然人」（Naturvölker）とは，文明人に対する〈文明化されていない人〉とい
うような意味。
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イン語とオランダ語を学ぼうとしていたという（Henke 1864: 4）。

上述のゲプハルトは論文を執筆する際に，ヴァイツの手稿を参考にしてい

た。それは我々のヴァイツの息子カール・モーリツが持っていたものであ

る。今日それがどこにあるのかは不明である。

第1節第2項 ヴァイツ研究史

ヴァイツの最初の著作であるアリストテレス論理学の研究は，その後も便

利な資料集として重宝された。日本ではリプリント版も含めるとヴァイツ著

作中で最も所蔵が多い16）。

ヴァイツ全般についての研究としては，オトー・ヴィルマン（Gustav

Philipp Otto Willmann, 1839-1920）17）による「ヴァイツの実践哲学について」

がまとまっている（Willmann 1898）。この論文はヴァイツの『一般教育学』

第4版（AP4）に添付されている（初版は1852年刊）。この第4版はヴァイ

ツのいくつかの教育学論文とゲオルク・ゲルラントによる伝記なども含んで

いて，ヴィルマン自身によって編纂されている。そのあと，オトー・ゲプハ

ルトによる学位論文で教育学を主題としてヴァイツの著作が全般的に検討さ

れた（Gebhardt 1906）。ベーネケに関しても19世紀と20世紀の世紀転換期

に教育学的観点からの見直しがあったように（本間 2020），ヴァイツもこの

時代に再発見されたのかもしれない（批判的ではあるが，Muszynski

1900）。ただ，その後に何かが続いたようには見えない18）。戦前にヘルバル

トを論じた稲富栄次郎（1897-1975）によると，世紀転換期のヘルバルト派

16）CiNiiでは原書で10館（コピー本が1館），1965年のリプリント版で25館の所蔵
が確認できる。

17）ドイツの哲学者・教育学者。https://www.deutsche-biographie.de/sfz31227.html。
またオトーだ。

18）たとえば，20世紀にドイツ人研究者アルベルト・レーブレが書いた通史『教育
学の歴史』（初版は1951年；広岡義之・津田徹 訳『教育学の歴史』，東京：青土
社 2015（Albert Rehble, Geschichte der Pädagogik （20. Auflage, 2002）の訳）
には名前が挙がっていない。
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教育学者ヴィルヘルム・ライン（Wilhelm Rein, 1847-1929）はヴァイツを

ヘルバルト学派中の「舊派（die ältere Richtung）」に分類している，とい

う（稲富 1936: 166-168）。ちなみに，日本語でヴァイツを単独で扱った論

文はまだ存在しないようである。

ヴァイツの人類学研究は一定の影響力を持った（Jahoda 2014）。野島忠太

郎19）は「生理学的色彩を加え，形而上学的見解を離脱」したとヴァイツ心理

学を評価し，さらにラツァルス（Moritz Lazarus, 1824-1903）とシタイン

タール（Heymann Steinthal, 1823-1899）に先行する民族心理学への道を開

いた人物とみなしている（野島 1937: 113）。ヴァイツの教育学・人類学の

研究を同時代の政治的文脈で検討した研究もある（Smith 1991: 46-51）。

ヴァイツの心理学上の位置については，通常はヘルバルト派の一員として

名前が挙げられるだけだった（Stout 1889；Gundlach 2012: 267）。だが，例

によって城戸幡太郎は或る程度詳しく論じている（城戸 1968: 446-448）。

21世紀に入ってダヴィド・ロマン（David Romand）20）がヴァイツの感情論

についての論文を発表している（Romand 2015）。本論文はこの論文とはな

るべく重ならない部分を扱っている。

第2節 ヴァイツの科学的心理学

ヴァイツの心理学関係の著作は2つある。『心理学の基礎』（1846年，

GP）と『自然科学としての心理学教本』（1849年，LP）である。その他に，

書評（SP）などがあるが，本論文では2つの著作で主張されるヴァイツの

「科学的心理学」について検討する。ヴァイツの両著作は，それぞれ通し番

19）野島忠太郎は生没年不明（1950年には存命中）。東京出身で，岐阜県で教育実践
を行っていた（大泉溥（ひろし）編『日本心理学者事典』（東京：クレス出
版，2003），836）。

20）個人情報は不明。現在はフランスのAix-Marseille UniversityにあるCentre Gilles
Gaston Grangerに属しているらしい。https://univ-amu.academia.edu/DavidRomand。
主に19世紀後半の心理学史，とくに感情の心理学史についての論文を発表して
いる。
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号の節で区切られているが，各節がかなり長い（事実上〈章〉くらいある）

ので，引用の際に節番号は加えない。また，両著作とも本文の前に序があ

り，本文のアラビア数字に対して，序はローマ数字でページ番号が示されて

いる。

第2節第1項 『心理学の基礎』における科学的心理学

ヴァイツの心理学についての方針は『心理学の基礎』（1846年）の序に見

出せる。ドイツ観念論を想定した思弁に対して，ヴァイツはカントと共に批

判的考察から出発することを言明する。「私がこの著作で求めたことは，短

く言うと，心理学を疑いのない生理学的事実に基礎付けることである」

（GP: IV）。こうすることで，心理学は哲学（特に思弁的哲学）から自立して

自然科学の領域に入るだろう。だからといって単純な唯物論的生理学を求め

るのではない。理想とする生理学者はヨハネス・ミュラー（Johannes Peter

Müller, 1801-1858）である（GP: V）。ほぼ同じ言明を我々はドロービシに

見ている（本間 2021:53-54）。ドロービシの影響というよりは，科学的に

妥当な線で生理学を考えるならば，同じやり方にならざるをえなかったのだ

ろう。ミュラーの『講義のためのヒトの生理学ハンドブック』全2巻

（Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen . Coblenz: J.

Hölscher, 1834-1840）は同時代に大きな影響を与えた（シンガー 1999: 349

-352）。

ヴァイツによれば，心理学自体は，自然科学一般とのアナロジーで理解さ

れる。自然研究は法則の把握を通じて自然科学になる。自然科学は様々な観

測器具や実験器具という外的道具と数学的諸学（力学を含む）および論理学

という内的道具とを用いて，自然界に実在する素材的物質と基本的力を適切

に仮定する。そしてそれらの物質と力で自然現象を説明しようとする。生命

現象に関わる区別，たとえば有機物と無機物が全く異質なものかどうかにつ

いてまだ決着がついていなくても，物理学・化学と生理学は区別されるだろ
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う21）。そして，物理学・化学の法則は生理学でも通用するが，それだけで充

分かどうかについても，まだ検討の余地がある，つまり生物固有の法則があ

るかもしれない，とヴァイツは考える（GP: 12-13）。ミュラーが生命力を

想定していたことは知られている（ホール 1992: 249-254）。ヴァイツの念

頭にはそのミュラーの見解があったのかもしれない。

一方，心理学も，経験素材から（自然科学での素材に対応する）要素や法

則が見出せるかもしれないが，情況ははるかに良くない。それは実験ができ

ないからだ。倫理的な理由もあるし，原理的な（という言葉をヴァイツは使

わないが）理由もある。原理的な理由とは，たとえば他者の心的状態を覗き

見ることはできないし，完全な自己観察も不可能だから，というもの。他者

に対してはせいぜい外的表出を自己とのアナロジーで推測するだけだし，そ

れであっても自らが体験したことがない状態については把握困難であろう。

ヴァイツが挙げる例は，色覚多様者の感覚世界や，音楽を好きでない人の音

楽感覚（ヴァイツは大の音楽好き），四体液説に基づく気質の相違に基づく

個体差など。また，自己観察も困難を伴う。観察する自己と観察される自己

への分裂は観察されるべき心的状態の強度を損なうし，その際に〈観察され

る心的状態〉とは〈観察されるべき心的状態を観察している自己を含む心的

状態〉なので純粋な〈観察されるべき心的状態〉そのものとは言えないか

ら。それでも多大な努力と訓練によって必要な情報は得られるだろう

（GP: 13-15）。心理学は実験不可能だとするのは，もはやヘルバルト派の伝

統かもしれない（本間 2019: 10-11；本間 2021: 55）。

ヴァイツは，哲学は心理学という土台の上に建てられるべきと考える。そ

21）1828年に有機物である尿素を人工合成したのがフリードリヒ・ヴェーラー
（Friedrich Wöhler, 1800-1882）。ここでいう有機物とは〈生命をもつもの〉とい
うニュアンスを含むので，単なる個々の物質のことではない。ちなみに，ヴェー
ラーが1820年に最初に入学したのはマールブルク大学医学部だった（すぐにハ
イデルベルク大学に転校）。尿素合成はストックホルムのカロリンスカ研究所時
代に行われ，1836年以降はゲティンゲン大学の化学教授だった。https://www.
deutsche-biographie.de/sfz86001.html。
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の場合の心理学は，単なる事実の説明としての自然科学的心理学ではなく，

自然科学的心理学の根源を問うような形而上学的心理学である（GP: 15-

16）。心理学の土台は生理学にある，とすでにヴァイツは述べていた

（GP: IV）。つまり，ヴァイツにとって形而上学的心理学とは脳神経の研究

だったと考えてよい（形而上学的＝基礎論的と考える）。

だからといって唯物論のように〈脳とその活動が心自体である〉と考える

わけではない。ヴァイツはここで「最近の生理学者たちの中で最も重要な人

びと」の意見を聞く。言及される人物と著作は以下。

△解剖学・病理学者ヤーコプ・ヘンレ（Jakob Henle）22）の『一般解剖学』

（Allgemeine Anatomie . Leipzig: Leopold Voß, 1841）

△解剖生理学者フランスワ・ロンジェ（François Longet）23）の『ヒトと脊椎

動物の神経系の解剖学と生理学』（Anatomie et physiologie du système

nerveux de l’homme et des animaux vertébrés . Paris: Fortin, Masson et

Cie., 1842）

△精神科医カール・ノイマン（Carl Neumann）24）の『ヒトの脳の病気につい

て』（Von den Krankheiten des Gehirns des Menschen . Coblenz: Rudolph

Friedrich Hergt, 1833）

22）Friedrich Gustav Jakob Henle, 1809-1885。ドイツの病理学者，解剖学者。ミュ
ラーの助手から，1840年にチューリヒ大学，1844-1850年にハイデルベルク大
学で教授。人体の部分に名前を残す。

23）François Achille Longet, 1811-1871。後述マジャンディの弟子のフランス人解剖
学者・生理学者。

24）Carl（Karl）Georg Neumann, 1774-1850。ライプツィヒ大学などで医学を学び
ヴィテンベルク大学で医学博士号を得る。以後医療実践に携わりながら多くの研
究書を著す。1840年代はリタイアして，ドイツ南西部のトリーア（Trier）で著
述に励んでいた。
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△フランスの解剖生理学者フランソワ・マジャンディ（François

Magendie）25）

△医師グスタフ・シピース（Gustav Spieß）26）の『神経系の生理学』

（Physiologie des Nervensystems . Braunschweig: Friedrich Vieweg und

Sohn, 1844）27）

△生理学者アルフレト・フォルクマン（Alfred Wilhelm Volkmann, 1801-

1877）28）が 書 い た『生 理 学 ハ ン ド ブ ッ ク 第1巻』（Rudolph Wagner

(herausgegeben), Handwörterbuch der Physiologie . Braunschweig: Friedr.

Vieweg und Sohn, 1842）での「脳」の項目（同書，563-597）

△ヨハンネス・ミュラーの『講義のためのヒトの生理学ハンドブック第2

巻』（Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen. Coblenz : J.

Hölscher, 1840）

当時は著名だったと思われる人びとの著作である29）。彼らの研究では，脳

25）François Magendie, 1783-1855。コレージュ・ド・フランスの医学教授を1830-
1855年に勤めた。マジャンディの著作についてはヴァイツは後の人が編集した
ものを利用している。

26）Gustav Adolf Spieß, 1802-1875。フランクフルト・アム・マインの医師。当地で
学術研究者として名を成していた。

27）ヴァイツは「Nervenphysiologie」と書いているが，おそらくこの著作のことと
思われる。

28）Alfred Wilhelm Volkmann, 1801-1877。ライプツィヒ生まれの著名なドイツの解
剖学者・生理学者。1828-1842年はライプツィヒ大学で教え，短期間今日のエス
トニアの大学の教授になったがすぐに辞めて，1843年以降はハレ大学で教授。
ヘルバルト派心理学者ヴィルヘルム・フォルクマン（Wilhelm Fridolin
Volkman, 1821-1877）とは全くの別人（だが，死んだ年は同じ）。心理学者の方
は後に騎士の称号を得たのでVolkman von Volkmarと呼ばれる（最後が r にな
る）。

29）現代でも少なくともWikipediaに項目が立つ程度には著名。
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の一部に心があるという局在論的な見解は否定され，様々な機能が脳全体に

存在するといういわゆる全体論を支持するようである（GP: 16-26）。どこ

かに司令塔となる場所があるわけでなく，心の内的統一性が示すように，少

なくとも中枢神経系が全体としてシステムを成している，とヴァイツは言い

たいようだ（GP: 28-36）。ヴァイツの文章はたいへん分かりにくいのだが，

その言いたいことは，唯物論的な還元主義ではなく，デカルト的二元論でも

なく，心身並行論に近い印象を与える（正確な読解であるかは自信がない）。

この後，心の働きとしての表象作用の導入から，知覚，感覚についての心理

学が展開される。その中で，〈感情〉という言葉は出てくるが，使用されて

いる意味は〈感覚〉に等しい。

ともあれ，ヴァイツによれば，生理学を土台にする心理学は，今度は哲学

の土台になる（GP: 111-126）。ここでもヘルバルトの伝統を受け継いでい

る。また，同時代に通用していた心理学的装置（「心理学をダメにさせる仮

説」（GP: 138））であったアプリオリ形式としての空間と時間（カントに由

来する）は経験から獲得されたものであり，心的能力はそのような実体を持

つものではなく，まとめたものにつけられたラベルであり，精神的素質

（Anlagen）や気質は神経の状態の有機的関係に由来するにすぎない

（GP: 126-138）。心的能力の否定もヘルバルト派の伝統である。その一方

で，カントのアプリオリ形式の否定はヴァイツに独自と言えるだろう。カン

トに傾倒したベーネケやドロービシにはできなかったことだろう。

『心理学の基礎』の後半は動物の心的生活についての考察である

（GP: 139-212）30）。初期の科学的動物心理学と言えよう。ヴァイツは（後に

ダーウィンが試みるような）進化論的な見方をしているわけではないが，動

物と人間を比較可能なものと見ている点ですでに自然神学とは立場を異にし

ている。有機体である動物に心があることは当然視していたとしても，それ

30）ヴァイツが動物心理学に取り組んで心理学書に組み込んだ理由は不明である。し
ばしばヴァイツは自らの行為の動機を語らないので，読者は推測するしかない。

ヴァイツの自然科学的心理学 １３



でもまだ，人間と動物とは決定的に異なると考えている。なので，動物心理

学の探究によって，かえって人間の心の特性が明らかになる（人間心理学か

ら動物心理学を引けば人間固有の心理学になる），と考えているようだ。

ヴァイツのやり方は，ここでも多くの他の研究者の研究を参照し，それを

データとして自らの見解をまとめ上げる，という手法である。おそらく，後

の人類学の著作と同じやり方なのではなかろうか。

動物の感覚，本能，表象について論じて，最後の12ページほどの節が

「動物の心情状態について」である（GP: 201-212）。様々な動物についての

報告から感情や情動の例を挙げるが，最も重視するのは家畜（というよりは

ペット），特にイヌである。ヴァイツは，イヌを例にして，飼い主の表象に

愉快感情が付着することを連合心理学的なやり方で説明する31）。そして，イ

ヌのなかに原始的な道義的感情があることを認めるが，美的感情はない，と

する。

古典学を学んできたヴァイツがはじめて記した心理学著作である『心理学

の基礎』32）。ヘルバルトの影響を受けているが，生理学に基礎を置くという

あたりにヘルバルトとの違いが見える。この著作でヴァイツが示す方法論

は，ヘルバルトとは異なっている。では，いったい誰に由来するのだろう

か。通常考えるとライプツィヒ大学での師であったドロービシが考えられ

る。ところが，ヴァイツは後にルートヴィヒの名前をあえて記して感謝の意

を示しているのである。この人物について次の項で見ていこう。

第2節第2項 ルートヴィヒの科学的方法

ヴァイツが自伝で唯一名前を挙げて感謝している人物であるルートヴィヒ

とはどのような科学観に基づいて研究をしていたのか（より正確には，しよ

31）イヌはダーウィンが進化論を考える時に重要なヒントになった生き物でもある。
以下を参照：エマ・タウンゼンド（渡辺政隆 訳）『ダーウィンが愛した犬たち
進化論を支えた陰の主役』東京：勁草書房 2020。

32）この著作には「献辞」に類するものがない。
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うとしていたのか）。1852年に刊行された『ヒトの生理学教本』（Lehrbuch

der Physiologie des Menschen ）第1巻の最初にこうある：「……動物身体

に由来する全ての現象は，その要素的実在物たちにおいてそれらの〔要素的

実在物〕が会合する場合に観察される単純な牽引と反発の結果だ，と結論づ

けられる」（Ludwig 1852: 2）。つまり，生命も物理法則（ニュートン力学と

一部電気・磁気作用）で説明できるという機械論的な自然科学である（シン

ガー 1999: 352-353）。

カール・ルートヴィヒ（Carl Friedrich Wilhelm Ludwig）は，1816年12

月29日にゲッティンゲンの南にある小さな町ヴィツェンハウゼン

（Witzenhausen）で生まれた33）。父は軍人を引退して当地の公務員であっ

た。ハーナウのギムナジウムを経て，1834年にマールブルク大学で医学を

学びはじめたが，政治的理由から一時追放された。それでも1839年にマー

ルブルク大学に再び戻って1840年に医学博士号を得た。一時リービヒ

（Justus Freiherr von Liebig, 1803-1873）の下にいたのちに，1841年にマー

ルブルク大学の解剖学研究所に勤めた。1842年に同大学に教授資格論文を

提出して，講師としてのキャリアを開始した。ヴァイツとの重なりは1844

年からになる。ルートヴィヒは1846年に比較解剖学員外教授になった。し

かし，ルートヴィヒにとってこのマールブルク時代は良い思い出の少ない時

代だったようだ（先輩との関係が悪かったりした）。1849年にチューリヒ大

学に移籍し，その年末に結婚。1855年にはウィーンの軍医外科学校ヨーセ

フィヌム（Josephinum）にさらに移籍，そして1865年にライプツィヒ大学

に至ってここで生涯を終えることになる。ライプツィヒ大学では1869年に

生理学研究所を創設し，多くの研究者を育成した34）。1895年4月23日に79

33）ルートヴィヒの伝記については以下：Schröer 1967；Zimmer 1996。
34）シレアの著作にはルートヴィヒの弟子の一覧が7ページにわたって掲載され，そ

の中には唯一の日本からの留学生として緒方正規（おがた・まさのり，1853-
1919）の名前が見える（Schröer 1967: 291，ここでは「Ogata, Masonovi」と誤
記されている）。
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歳で気管支炎のため亡くなった。生涯現役であった35）。そのため教育者とし

てのルートヴィヒに注目する論文もあるが（Neil 1961；Fye 1986），そのな

かには生理学者ではないヴァイツについての言及は含まれない。

経歴からわかるように，ルートヴィヒはヨハネス・ミュラーに学んだ弟子

ではない36）。もちろん同時代人としてミュラーの影響は少なくないし，ルー

トヴィヒの盟友ヘルムホルツ（Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz,

1821-1894），ブリュケ（Ernst Wilhelm Brücke, 1819-1892），そしてデュ・

ボワ＝レーモン（Emil du Bois-Reymond, 1818-1896）は皆ミュラー門下

だった。それでも，或る意味，生命力を肯定する師を裏切った上述3人の門

下生たちとルートヴィヒには通じるところがあった。それが非生命力，どち

らかといえば機械論的な生理学であった。前述『ヒトの生理学教本』

（Ludwig 1852）はこの3人に献じられている。特にデュ・ボワ＝レーモン

とは生涯の友人で多数の書簡を交わしていた。これらの書簡が，自らについ

て語る文章の少ないルートヴィヒ個人について教えてくれる貴重な資料に

なっている37）。また，研究者として，教育指導者としてエルンスト・ハイン

リヒ・ヴェーバー（Ernst Heinrich Weber, 1795-1878）の影響も大きかっ

た。このヴェーバーのライプツィヒ大学での後任になるのがルートヴィヒで

ある。

ヴァイツとの関連で重要なのがマールブルク時代のルートヴィヒの科学研

究である。ヴァイツが心理学書を書いていた頃，ルートヴィヒは腎臓と排尿

の研究をした直後であった。ヴァイツがそれらの論文を読んだかどうかは不

明だが，直接ルートヴィヒから話を聞いたかもしれないし，少なくとも生理

学の文献資料の在処やその選定について学んだことは間違いない。そして

35）なので，研究者から早々に啓蒙家になった友人のデュ・ボワ＝レーモンと対比さ
れることになる：Franefield 1988。

36）だから，ルートヴィヒがヴァイツにミュラーの著作を推奨したとしても，師弟関
係があったからではなく，ミュラーが当代随一の生理学者だ，という理由からだ
ろう。ミュラーとルートヴィヒの対比については：Rothschuh 1953。

37）シレアの著作にいくつかの書簡が採録されている：Schröer 1967。
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ルートヴィヒ自身から生理学の研究方針を学んだだろう。この時代のルート

ヴィヒの科学的方法を示す文献としては，上述の教授資格論文（Ludwig

1842；Ludwig 1843）と，それを元にしたヴァグナー（Rudolf Friedrich

Johann Heinrich Wagner, 1805-1864）の『生理学辞典』（Handwörterbuch

der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie ）第2巻にお

ける「腎臓と尿準備」の項目（Ludwig 1844）がある。

ヴァイツの方法論と関わりがあると思われるのは1842年の教授資格論文

「尿分泌を補助する物理的諸力について」（De viribus physicis secretionem

urinae adjuvantibus ）である。この論文は当時の習慣でラテン語で書かれ

ている（ヴァイツは，少なくともラテン語は問題なく読めただろう）が，翌

1843年にドイツ語版『尿分泌のメカニズムについての学説への寄与』

（Beiträge zur Lehre vom Mechanismus der Harnsecretion ）も出版され

た38）。両方とも骨子は変わらない。ただ，ラテン語版の最後に〈この続きは

次の論文で！〉という主旨のことが書いてあり，その〈次の論文〉がドイツ

語版であるので，後者の方を参考にする。実際，ドイツ語版はラテン語版の

増補版になっている。また，ラテン語版の論文は「解剖学部分」と「生理学

部分」という章題を付けて分けられているが，ドイツ語版では構造はそのま

まに章題がなくなった。それでも，あった方が便利なので本論文では「解剖

学部分」（Ludwig 1843: 1-12），「生理学部分」（Ludwig 1843: 13-42）と区

別する。

ルートヴィヒの目的はタイトルにあるように腎臓における尿の生成を機械

論的，すなわち力学的のみに従って説明することにある。まず，〈尿の成分

は血液に由来する〉ことが当時の多くの研究者と共通に認められる。そして

血液から尿にそれらの成分が移行する場所が腎臓の糸球体であることも認め

38）以下にラテン語版とドイツ語版の再録とそれぞれの英語訳がある：Ludwig
1994。このルートヴィヒの仕事に対する評価については：Davis, Thurau, & Häberle
1996。また，腎臓の今日の科学知識に関しては：坂井建雄，『腎臓のはなし』東
京：中央公論新社 2013。
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られている。これらを前提として，まず最初に否定されるべき仮説がある。

それは〈血管と糸球体の管が吻合し直接物質のやりとりがある〉という仮説

である。最初の「解剖学部分」で，ルートヴィヒは腎臓の解剖と関連する同

時代の知識に充分精通していることを充分アピールしたのち，血管と糸球体

の管の吻合はない，ということを解剖学的事実として提示し，上述の仮説を

葬り去る（Ludwig 1843: 1-12）。ここでのルートヴィヒの議論には，実際の

腎臓解剖の経験に基づく記述の詳細さと実際の実験手順の具体性という特徴

がある。

さらに「生理学部分」の冒頭でも血液および尿の成分の詳細で定量的な分

析が行われていて，経験的データに論証が基づくことを印象づけている

（Ludwig 1843: 13-19）39）。成分の分析は解剖学ではないので「生理学部分」

に入るのだろうが，経験的データの提示としてはここまでがひとまとまりに

なる。実際，次のメカニズムについての議論のまえに区分けを示す記号が

入っている（Ludwig 1843: 19）。

前の部分での議論を受けて，物質の移行は血管と糸球体の管とを隔てる膜

を透過して行われる，ということになる。当時，この透過の原因として生命

力，化学力，機械力（物理力）の3つが候補となっていた。生命力は定義も

曖昧であるし有無もわからないので当面無視（あとでまた戻ることになる）。

第2の候補である化学力は内浸透（Endosmosis）と言われ40），化学的親和力

の一種である。つまり特定の物質を誘引する引力である。引力であるからに

は相互的で，つまり腎臓の側に誘引されるのと同じ物質が必要だが，尿中に

ある不溶性尿酸は通常血液中にはないので，この化学力は成り立たない。ま

た，成分比の違いも説明できないので，化学力の可能性はない。同じ事は第

1候補の生命力にも当てはまる。さらにその生命力を有する腎臓実質が尿と

39）ただし，成分分析の数値はルートヴィヒ自身の測定に由来するものではなく，先
行研究に依る。

40）ラテン語版では「exosmosis」（外浸透）となっていた。血管から引き出すことを
考えるか，糸球体の管へと引き入れることを考えるかの違いだろう。
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なる成分を引き寄せることができるとしても，尿として腎臓実質から尿管へ

と排出する反発力も同時に持たなければならない，ということになる。この

ような誘引と反発を矛盾なく説明できないので，生命力という原因もありえ

ないことになる（Ludwig 1843: 19-22）。親和力の否定はデータに基づき，

生命力の否定はそれに加えて論理にも基づく。

消去法で第3候補である物理的力，すなわち圧力だけが残る。この血流の

圧力と腎臓の膜にある細孔を通過する毛細管現象を組み合わせて血液から尿

成分を濾過する仕組みが考えられる。ルートヴィヒは単に空想するだけでな

く，実際にチューブを組み合わせた実験装置を作って物理的に仕組みを再現

する（Ludwig 1843: 22-29）。ここでも，実験装置の記述と計測数値が詳細

に記述され，それによってルートヴィヒの仮説にとって有利な議論が展開さ

れることになる。

さらに，必要とあれば内浸透も再導入する。ただし，親和力に基づくので

はなく，物理化学的な濃度差に応じた物質の移動という形式で（Ludwig

1843: 31-37）。ここでは動物の血清を使った実験が行われ具体的なデータが

提示されている。

以上で全てではないが，ルートヴィヒのやり方を知るにはここまでで充分

だろう。ルートヴィヒは，或る現象について説明するために，既存の複数の

仮説と，自らの機械論的仮説を用意した。それらの仮説は，受け容れられた

前提や解剖学的事実と矛盾する場合は淘汰された。自らの機械論的仮説が成

り立つ条件を探るために（その仮説が可能であることを示す）実験を行っ

た。そして，必要とあれば既存の概念装置を再解釈して使用した41）。なによ

り，全編に渡って（他者のデータに由来するものもあるとはいえ）定量的実

験データとそれに基づく論証が印象的である。

ヴァイツは自伝で「彼〔＝ヴァイツ〕が自分の心理学的研究を生理学とい

41）17世紀機械論的生理学でその先例が多く見られる。たとえば：本間栄男，
「Jacob de Back（1594-1658）の生理学」，『哲学・科学史論叢』，2005，7: 1-38。
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う進行中の学問との可能な限り厳密な結びつきを設え，その結果徐々に心理

学研究に強く経験的な基礎を与えようと努力したことについて，彼〔＝ヴァ

イツ〕の友人のルートヴィヒの提案に感謝しなければならない」（自

伝:154）と述べた。前項でのヴァイツの自然科学観はまさにこのルート

ヴィヒの論文に，特にその実験データという経験的な基礎に基づく論証とい

う姿勢に見出せるのである。

第2節第3項 『心理学教本』における自然科学的心理学

前著から3年後に書かれた『自然科学としての心理学教本』（LP）は，前

著のようなマニフェスト的な著作ではなく，教本としての体裁で心理学全体

を扱っている。

その冒頭でヴァイツは，心理学における唯物論的な立場と観念論的な立場

の対立をヘルバルト心理学によって超克することがこの著作の課題だ，と宣

言する（LP: V-VI）42）。そのヘルバルト心理学の本質にあるのが自然科学の

方法である。「私〔＝ヴァイツ〕は，まず或る仮説を真であり受け容れられ

るものとして推論しようとし，その仮説を確かなものとして，〈その仮説の

結果，心的現象の全体が関連していて理解可能なものとして現れる〉ことに

よって証明しようとした」（LP: VIII）。ここでいう仮説は経験の制約に基づ

いて作られる。つまり，特定の形而上学的前提からの演繹で人間心理を説明

する唯物論・観念論のやり方ではなく，ニュートン（この名前は出てこない

が）の『プリンキピア』第3部における哲学規則での仮説形成を意識したも

のである43）。この時代すでにハーシェル（John Frederick William Herschel,

1792-1871）の仮説演繹法に関する著作は公表されているが44），ヴァイツは

42）後に行うことになる同時代の心理学書の書評もこの線である（SP）。
43）「哲学することの諸規則」，（河辺六男 訳）『世界の名著26 ニュートン 自然

哲学の数学的諸原理』（東京：中央公論社 1971），415-417。
44）John Frederick William Herschel, A preliminary discourse on the study of

natural philosophy . London: Longman, Rees, Orme, Brown & Green, 1831。だ
が，ヴァイツがこの著作に目を通したかどうかは不明。
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前著で述べているように心理学実験を用いないので，厳密な意味で仮説演繹

法にはならないだろう。なので，仮説の良し悪しは内的整合性と判明性を基

準に判断されることになる（LP: VIII-IX）。

序において，ヴァイツは，観念論哲学を否定した後に，心理学を哲学の基

礎に据えようとする45）。その際に，心理学の前提となるのは経験的自然科学

であり，それに基づいて心的現象の法則性を心理学は見出そうとする

（LP: 12）。経験的自然科学とは具体的には生理学である。だからといって心

理学を生理学に還元するというのではなく，感覚の働きや中枢神経系の存在

といった程度のこと以上を生理学には望めない（LP: 14-15，さらに本論文

第2節第1項）。それを補う経験的情報の源としては自己観察による内的経

験しかない。ところが，前著でヴァイツ自身が論じたように（本論文第2節

第1項）自己観察には問題がある。純粋な自己観察は無理であるし，記憶に

頼ろうとしても再現できないものがある。情動や情念がそれである（LP: 15

-17）。これを補うために，心的状態の外的徴に注目し，他者の観察から推

論するやり方があるが，これも，万人で同じ外的徴が同じ心的状態に対応す

るかどうかはわからない（LP: 17-18）。結局，自己観察が限定付きで最も確

実な情報源になるだろうが，内的心情が正確に言語化できるかどうか，とい

う問題も生じる（LP: 18-19）。

このように経験科学として心理学がふさわしくない理由を挙げると，カン

トの心理学否定論が再び思い出される（LP: 19-20）46）。しかし，自己観察可

能なものの中で上記の批判に耐えうるものとして，感覚を通じた知覚（感官

知覚）がある。感官知覚は心的機能の中で最も単純であるがゆえに，最も普

遍的に当てはまる心的現象理解の基礎となる（LP: 20-22）。しかし，化学の

ように，全ての心的現象を要素にまで分析できるわけではない。ここでもま

45）以下の部分は城戸が要領よくかつ簡潔にまとめている（城戸 1968: 446-448）。
46）カントの心理学否定論については以下：犬竹正幸 訳「自然科学の形而上学的原

理」，『カント全集 第12巻』（東京：岩波書店 2000），10ページ。
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た，カントの批判が有効である（LP: 22-25）。心理的最純物である感官知覚

から実際に心的現象がどう組み上げられるかを明らかにするのは不可能だと

いうのならば，組み上げられる可能性を示すことで満足しなければならない

（LP: 25-26）。これは分析に対する総合に対応する。心的現象の説明のため

にそのように組み上げられた（総合された）概念は，当然現実と合致しなけ

ればならない。さらには，複数の単純物の活動がどのように協同で作用して

生じるのか，そこにどのような法則があるのかを示さねばならない。これら

の要件を満たして仮説が形成される（LP: 27-28）。これは自然科学における

仮説と同じであり，哲学における仮説が整合性と経済性（いわゆるオッカム

の剃刀）にのみ基づくのとは異なる（LP: 28-29）。つまり「この〔ようにし

て作られることになる〕仮説自体は単純活動の協同作用の類をより詳しく定

めそれと共に，その協同作用が則る法則の原理を含む。この仮説から，心的

現象と状態の推移を形式的配慮で47）定める全てが導出されることになる」

（LP: 31）48）。

もちろんこの仮説は心理学としては出発点なので証明できない。ただ，既

存の生理学の知識や自己観察による事実と調和している必要がある。さら

に，この仮説からの演繹によって心的現象が説明されるべきで，もし不都合

があれば，仮説を修正しなければならない。仮説修正が必要となる場合の

チェック項目は以下の5つ：

1）元々の仮説が定まった生理学的あるいは心理学的事実と矛盾しているか

どうか。

2）その仮説から説明できない心的現象が存在するかどうか。

3）その仮説から，我々が自己意識の中で出会わない心的現象が導かれるか

どうか。

47）「in formular Rücksicht」，直前の「法則（Gesetz）」に則ってという意味。
48）〔〕内部は本間による補足。
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4）その仮説から至るところで正しく〔我々が自己意識中で出会う心的現象

が〕導出されるかどうか。

5）我々の内部で生じた出来事についての〔その仮説から〕引き出された総

合的推論が，我々がそれを為したかのように明らかにされる〔＝その推論が

そのまま我々の内部で生じたことの記述になっている〕か。（LP: 32-33）

以下，ヴァイツは仮説の提示を行い，心理学の主題として，感官，心情

（感情と欲求と意志を含む），知性という順番で論じていくことになる。この

分類は伝統的なドイツ心理学の3分割（知・情・意）とはかなり異質であ

る。だが，心についてのヘルバルトの分割（表象する精神＝知性，心情）の

前に表象の入力としての感官を加えたものだ，と考えれば連続性は容易に見

て取れる（本間2019）。

第2節第4項 『心理学教本』における心の本質

ヴァイツは世界を理解する2つのやり方を提示する。1つ目は，自然に一

貫した秩序と規則性を認めて全ての自然現象を必然性によってその因果関係

を洞察するやり方。もう1つは非物質的な唯一の原理，すなわち精神を頂点

とする位階で世界全体を秩序づけるやり方。前者は実在論，後者は観念論で

ある。ヴァイツは同時代の観念論を退け，経験から出発する実在論を心理学

の方針として据える（LP: 34-41）。だからといって，粗雑な唯物論（神経繊

維の運動に心を還元する）も採用しない。（神経繊維などの）空間的運動が

心的現象の説明としてまだ全く不充分だからである（LP: 41-46）。

我々の経験の内実は全て内的状態であり，その一部は感情，意志など狭い

意味での内的状態そのものであり，他は外部の事物と表象力を介して繋がる

内的状態である。より厳密には，その内的状態の変化を我々は経験する（意

識する，というニュアンス）。この変化は質的な変化であって，つまり空間

的なものではない。この変化の基体は内的経験であり，常に質的な変化であ
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るために非空間的である。「非空間的心的存在を，心的現象がそれと共にそ

れの中で生じる実体として想定することは，自然科学の厳密経験にも我々の

内的経験にも矛盾していない」（LP: 50）ので，これがヴァイツの言う心の

本質についての仮説である（LP: 47-50）。心が空間的でない，ということ

は，心は物質的存在ではない，ということを意味する。前著でも心が脳の一

部ではないと論じていた。では心とは何なのか，については心理学の問う

（問える）ところではない，という。これはヘルバルトと共通した見解であ

る（本間2019:17）。ただ言えることは，「心は普遍的に自然の中で支配する

因果関係の外側にいるのではなく，心の行いと感受（Leiden）は心が心のな

かで起こる変化への影響力を備える他の自然存在と共にあることによって制

約される」（LP: 55-56）。つまり，自然的な因果法則に従うという点で，心

は科学的に探求することができるし，心が何であろうと自然科学的に探求可

能であることがわかっていれば充分だ，というのがヴァイツの考えなのであ

る。

ヴァイツは心理学において多くをヘルバルトに負っている。けれども，ヘ

ルバルト心理学の基本的な部分についていくらか異論はあるものの，そして

ヘルバルトの数学的心理学をそのまま鵜呑みにはできないとするものの，数

学が心理学に応用できること自体は問題視しない。ヴァイツは，心理学の数

学化のためにはまだデータが足りない，法則も不充分だ，という点を指摘し

ているにすぎない（LP 136-142）。

第3節 ヴァイツの感情論

第3節第1項 心情

ヴァイツ感情論で感情を含む包括的な用語としてあげられるのが「心情

（Gemüth）」である49）。心的生活を外的事物に由来する部分と内的なものに

49）以前の論文では「気持」などの日本語を充ててきた。用語の選択を度々変更して
申し訳ない。
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由来する部分に分けると，後者に心情という用語が当てられる。外的なもの

＝客観的実在物は人間に依存しないので，どの人間にも普遍的に当てはまる

心的活動を引き起こすのに対して，心情は個人ごとに異なると予想される。

だが，心的活動に規則性を見出すためには，繰り返し生じることで何らかの

形式を見て取れるものでなければならない（LP: 272-274）。

外界の把握に関連するものは感官と知性であり，残りが心情の領域とな

る。ここには，感情と関心あるいは努力が入り，それらが個人の様々な資質

に応じて多様性を見せる。これらは，感じること（これは感官を通じて外的

な事物を感じるのではなく，内的な心的事象を「感じる」という意味）と欲

求という2つの基本現象と結びついて，一方で純粋主観的感情と感性的・道

義的感情に属し，他方で欲求と意欲に属する。この後者に情動と情念が含ま

れる（LP: 274-275）。

好き嫌いのある欲求と結びつくために感情は愉快・不愉快を持つ。欲求と

感情（欲することと感じること）は非常に密接に相互関連しているので，分

離して理解すべきではないほどである（LP: 275-276）。

では，心情は（それとは異なるものとされた）感官的なものと知的なもの

とはどのような関係にあるのか。それには心情状態の変化を考える必要があ

る。感情はわずかな刺激からでも，妨げられない限りは，人間全体を巻き込

むまでの力を持つ。感情の活動エネルギーは，或る時はゆっくり，或る時は

急速に上昇するが，最高点に達するとわずかに静止した後に，やはり或る時

はゆっくりと，或る時は急速に下降する。思考の場合，最高度＝最高の明晰

性と明証性に達するとそれは瞬間的にしか保たれず，すぐにゆっくりとある

いは急速に暗闇に沈む。心的活動のエネルギーの上昇と下降のパターンは感

情と思考で似通っている。ただ意図的にコントロールできるかどうかで異な

る。思考は努力すれば明晰性を高められるが，感情は意志の影響で活動の幅

を間接的に制御することができるのみである（LP: 278-279）。

知性と感情の関係は，教育に実例を見ることができる。知的教育を受ける
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と，思考の範囲（思考圏）が広がり，それが感情にも変化を及ぼす：「思考

圏の変化と共に人間の感情世界も一定の変化を経験する：いくつかの感情は

思考の前進する変化によって徐々に鈍く弱くなり，他方で全く新たなものが

現れてくる」（LP: 281）。思考圏の変化だけでなく，社会における立場の変

化も（知性のみならず）心情状態にも作用する。つまり，心情生活は知的活

動に多く依存している（LP: 279-282）。

また，心情生活は感官性に決定的に影響を受けている。内的で個人に永続

的なものとしては気質，外的で一時的な偶然の刺激による神経状態

（Nervenstimmung）がある。ただし，気質は生涯で徐々に変化しうる。情

動と情念については，身体状態を伴い，それらの持続を助ける。病気か健康

か，空腹か満腹か，酔っているか素面かも（LP: 284-286）。

第3節第2項 感情とその性質 （1）形式的感情

美的感情と道義的感情を除いて，大部分の感情は，表象されたものの質的内

容ではなく，表象力の形式のみ（つまり，どのように表象されるか）を原因と

して成立する50）。ヴァイツ自身の経験が教えることは，活気ある感情が成立す

る場合，複数の表象間の圧迫（Drängen）と相互反発（Widereinanderarbeiten）

がある。そのため1つ1つの表象はわずかの間しか留まらず，不安定であ

り，表象の上昇と妨害が起こり，これが感情の源泉と言える（LP: 291-

292）。表象間の圧迫の力学的作用自体が感情であるので，表象の内容は感情

と関係ない，ということになる。上述のように内容と関連する感情もあるの

で，単に表象間の圧迫のみで生じる感情を緊張の感情あるいは通常感情

（Gemeingefühl）と呼ぶ（LP: 292-293）。これらの考察によって，感情は表

象内容に関わらない，表象の流れ（表象進行）の形式にのみ依存する感情

と，表象内容に関わる感情に2分される（表1）。

表象の流れの形式にのみ依存する感情をヴァイツは第1種としてまとめ

50）この項はローマンの論文と重複する箇所を扱っている。
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る。その最初の亜種には，期待（Erwartung）がある。きっかけとなる或る

表象が現れたとき，記憶からそれに続く表象列が上昇する。これが期待であ

る。続いて感官知覚から入力される表象列と合致すれば満足

（Befriedigung），しなければ裏切られた感（Täuschung）となる（LP: 301-

310）。

次の亜種は疑念（Zweifel）。裏切られた感を経験した人は，今後もまた裏

切られる可能性を知る。これが疑念となる。疑念が長く続くと不安

（Unruhe），不安を解消しようと性急に動こうとすることが焦燥

（Ungeduld）や不機嫌（Mißmuth）といった情動になる。逆に疑念が晴れ

ると成功する行為の感情（Gefühle der gelingenden Thätigkeit）が生じる

（LP: 310-315）。

次は手持ち無沙汰あるいは退屈（Langweile）。期待する人が心奪われ緊

表1 ヴァイツの感情分類
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張しているのに対し，退屈した人は注意散漫でうんざりしている。求めるも

のの表象による圧迫が期待で，現にここにあるもの，できれば捨て去りたい

ものの表象による圧迫が退屈である（だとしたら表象の内容に関係するので

は，と思うのだが，ヴァイツはそう考えていないようだ）。ここにはうんざ

り（Überdruß）と倦怠（Ermüdung，ドイツ語では身体的疲労感の意味も

あるため，ここではそれを除いた精神的なもののみ）という感情が属する。

うんざりはリズムの遅さやくどい繰り返しによって，倦怠は感覚の減少に

よって生じる。逆に，表象変化が予期できないが，興奮も緊張ももたらさな

いならば，それは気晴らし（Unterhaltung）となる（LP: 315-330）。

最後の亜種は対比（Contraste）の感情である。ヴァイツの例は言葉足ら

ずなので私が補うと，砂糖と思って塩をなめるときに感じる感情，というも

のが基本のようだ。塩と思って塩をなめるときと感官知覚は同一だが，思い

違いをしていた場合には〈砂糖vs塩〉の対比が生じるのでより激しく感じら

れる，ということを言いたいのだろう。だが，さらにヴァイツが挙げる例は

もっと奇妙だ。ヴァイツは言葉遊び（言葉の多義性を利用した上手い言い回

し）や矛盾（互いに排除し合う2つの表象が1つの思考活動として統合され

ていること）もここに含めている（LP: 330-333）。以上が形式的感情であった。

この部分はヘルバルトが『心理学教本』第1部で論じている感情品目と重

なるところが多い（本間 2019:21-23）。表象一元論のヘルバルトによれば，

感情は表象自体ではなく，表象の状態である。つまり表象の形式だ。ヘルバ

ルトの『心理学教本』第1部ではそれに基づいた感情論が展開されていたの

だから，ヴァイツの形式的感情と似た品目になることは当然である。

第3節第3項 感情とその性質 （2）表象内容と関連する感情

第2種の感情には，表象内容と関わる感情が含まれる。具体的には知的感

情，美的感情，道徳的感情，の3つである。それぞれが，真理，美，道義性

と関連する。全ての感情には愉快・不愉快があるが，第2種の感情では真・
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美・善が愉快，非真・非美・非善が不愉快となる（LP: 334-335）。

これらの感情があるからといって，真・美・善を判断する思考が感情に基

づいている，というのではない。思考（認識）が完全な判断を下せないとき

に，補助的に役立つのみである（LP: 335-338）。ということは，真理感情と

は，何が真理か判明でないときに感じる〈これが真だ！〉という直観に似て

いると言える（ヴァイツはそう言わないが）。だから，完全な真理を目の前

にして我々は真理感情を抱かない（LP: 338-340）。

次は美的感情だが，これはローマンの論文に詳しいのでここでは省略

（Romand 2015）。ヴァイツは視覚芸術と音楽芸術での美を扱うが，音楽の扱

いが圧倒的に大きい。これはヴァイツ自身の趣味と関連するのだろう。

最後に道義的感情。道義的感情は人間関係のなかにいてはじめて表に現れ

る。外界から来る影響は我々の身体的状態に対して妨害的か促進的か中立的

である。これが表象と連合して，表象された外的対象に投影されることにな

る。今度はその外的対象が，それが引き起こす感情の担い手とみなされ，客

観的な性質とみなされることになる。つまり，対象が愉快か不愉快になる。

もちろん，情況によって同一対象が愉快になったり不愉快になったりするこ

ともある。子供時代からのこれらの経験の総計が或る対象への愛着

（Neigung）あるいは嫌悪（Abneigung）となる。子供は生きていないもの

よりも生きているもの，特に人間に注意を引き寄せられる。人間同士がコ

ミュニケイションすると，お互いの同質性（お互いが人間であること）を知

る。つまり，自己と他者に人格を見出す。この他者に愛着や嫌悪の（あるい

はヴァイツは述べないが，中立の）感情を見出し，それを他者という対象の

像のなかに埋め込む。これが人間関係に基づく道義的感情の由来である

（LP: 388-394）。

人格を持つ他者が意志を持って我々に対峙するときに，我々の行動は影響

される。その他者が我々のふさわしくない行動に何らかの罰を与えるなら，

その他者に対して我々はふさわしい振舞いに関する権威の感情（Gefühl der

ヴァイツの自然科学的心理学 ２９



Autorität）を持ち，それが他者の表象と結びついて我々の中で道義的な振

舞いを強いることになる。これに逆らうと後悔（Reue）の感情を抱くこと

になる。ヴァイツによれば道義的後悔を持ちうるのは宗教に信頼を寄せいて

いる人間の場合のみである（LP: 394-396）。

倫理の基礎を法律に見出そうとする立場に対して，共感（Mitgefühl）あ

るいは同情（Sympathie）を実践的な基礎とみなす立場もある。だが，共感

は純粋な道義的感情ではない。ヴァイツは自然人の例を挙げる。自然人は自

制，すなわち感情表出の抑制を知らない（それは文明によって学ぶものだか

ら）。そのため，感情（この場合，情動を指していると思われる，本論文第

3項第4節）は表情や身体姿勢，身振り手振りで表出される。これらの外的

表出は，自然人の場合は本能的に模倣される。すると，模倣された表出が今

度は対応する心的状態の表象を引き起こす。つまり，模倣した人のなかに，

模倣された人のなかにあった表象が再現されることになる。我々（文明人＝

ヨーロッパ人）にも同じことが起こる，とヴァイツは続ける。だが，我々は

模倣をしなくても，（おそらく推論によって）自身の固有の経験との類比で

他者の心的状態を理解できる。つまり，見るだけで影響を受ける。ときには

身体的刺激も再現してしまう。手術の立会人が失神するのがその例だ51）。ま

とめると，共感は反射的なメカニズムのようなものであって，道義的感情と

は言えない（LP: 396-399）。ヴァイツの共感論は今日の心理学・脳科学的に

も通じる。特に，身体表出から心的状態が引き起こされるという見解は，情

動のジェイムズ＝ランゲ説を予見している。

次に良心（Gewissen）と嘘（Lüge）。罰への恐怖や悪意などで意図的に他

者を騙そうとすることが嘘である。ただ，嘘は感情ではないので，正確には

51）アメリカでホレス・ウェルズ（Horace Wells, 1815-1848）が笑気ガスによる全
身麻酔に成功するのが1844年，ウィリアム・モートン（William Thomas Green
Morton, 1819-1868）がエーテルで成功するのが1846年，イギリスでジェイム
ズ・シンプソン（James Young Simpson, 1811-1870）がクロロホルムで成功す
るのが1847年のこと。麻酔を用いた手術が広まる少し前の話である。
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「嘘の非道義性についての感情（Gefühl der Unsittlichkeit der Lüge）」とい

うことになる。ヴァイツの議論はわかりにくいが，嘘を嘘として認識してい

る自己に良心がある（あるいはその自己が良心である）と言っているようで

ある（LP: 400-402）。

道義性は道義（Sitte），すなわち個人を超えた（おそらく社会にある）力

に従うことである。道義に従うことで個人は名誉感情（Ehrgefühl）を得る。

さらに正義感（Rechtsgefühl），分別（Billigkeit），感謝（Dankbarkeit）な

どが，ここに属する（LP: 402-404）。これらは或る行動をした人物全体に向

けられる感情である。正義感は，何らかの法や権利（ドイツ語では同じ

Recht）を犯した人物に向けられる。感謝は自己に対して好意的な意志で行

動する他者に向けられる。「分別」と訳した感情については正義感と似てい

るが微妙に違う，そして正義感と感謝の間にある，とされるものの私にはよ

く解らなかった（LP: 404-410）。これらの感情は自然に習得されるもの（単

なる教化による）ではなく，教育が必要だ，とヴァイツは考えているようで

ある（LP: 410-411）。

最後が好意（Wohlwollen）。好意は美的なものや感官的関心（すなわち外

見の良さ）とは無関係に生じる。恩義があるとか道義的に尊敬できるという

理由からでもない。ともかく自由で独立に生じるのだという。好意を持つ人

との相互交流がお互いの中の好意の像を反響させ増大させる。特定の他者だ

けでなく一般的な好意もある（LP: 411-415）。

以上が心情論における感情の部分。この後に欲求と意志の話が続く。その

後に情動と情念が来る。

第3節第4項 情動と情念

心情論における最後の2つの節がそれぞれ情動と情念に当てられる。後回

しにした理由をヴァイツは，情動と情念の大部分が心理学と同じほど生理学

にも属するから，としている（LP: 473）。これは理由としては甚だ弱い。こ
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の『教本』の最後は知性論だが，それは心理学にとって異質だから最後にし

たわけではないだろう。

ともかく，ヴァイツは言い争いでカッとなる場合の心理状態を記述する。

言い争いは様々な不愉快感情（名誉や正当性を傷つけられることなど）を積

もらせていき，それが争う相手の表象と結びついていく。ただ，実際にどの

段階で情動が生じるのかを明確に指定できない。何らかの情動の性格は表象

の流れが（言い争いが生み出した）激しい不愉快感情によって邪魔されるこ

とで表れる。直後にその話が出てくるので，ここでいう情動は怒り（Zorn）

のことだろう（LP: 474-476）。ヴァイツは，単なる心的状態から外的に表出

されるきっかけを作ることになったものを（その表出までを含めて）情動と

呼んでいる，と思われる。

驚き（Schreken）は最も強く身体反応を引き起こす情動である（LP: 476

-477）。情動である恥（Schaam）と感情である恥辱（Beschämung）の差異

は，或る場合では度合いの差異に過ぎない。その度合いの差異とは，身体表

出の有無である（LP: 477-478）。

情動の一般的性質は，心情の均衡状態の重大な攪乱である。情動の成立は

それに対応する感情がすでにあることが前提だが，逆に感情があったからと

いってそれだけで情動に移行することはない。何らかの外的刺激がきっかけ

となる場合が多い（LP: 478-479）。

情動を理解すると，それを避ける方法がわかる。といっても，ストア派の

アパシーのように情動を無くすことは不可能だ。それは情動が我々の身体と

結びついているからである。情動に伴い起こる身体状態は意図的な（意志に

基づく）ものではなく，身体の構造自体に依存している。その身体状態に対

して意図的に抵抗すれば，若干は情動をコントロールできる。だが，四肢の

震えや赤面のように止めることができないものもある。このように情動は身

体状態と切り離せないので，純粋に心理学的な分類はできないし52），少なく

52）なので，ヴァイツはドロービシの情動分類を受け付けない（LP: 481-482）。
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とも外的な徴は生理学の説明を待たねばならない。自己観察は身体のことを

理解できないので，情動の研究には向かない。そして，突発的行動は持続し

ないので情動は持続しない（なので，自己観察が難しい）。さらに，身体活

動を伴うので情動は消耗的である。また，子供は情動に屈しやすいが，大人

は思考力（これが子供には不足している）で情動を押さえ込める（LP: 479-

481）。

情動の説明は，睡眠中の夢や熱病の妄想・錯乱にも当てはまる（LP: 482-

486）。

次に情念。情動と情念の区別は，その時間的持続性にある。短時間のもの

が情動で，持続するのが情念である。この情念は，それ自体は情動ではない

が，単なる心情を情動へと変える力を持つ。情動はイマココで起こるもので

その時々の対象を持つが，情念は排他的に特定の目標を目指している。この

強い思考（表象）の流れが他を押しやるために，情念を持っている状態では

情動が生じやすくなる（LP: 486-487）。

情念は一定の対象への執着であり，欲望である。なので，それに対抗する

には思慮深さを訓練するしかない。情念は，社会のなかで様々に絡み合って

出現するので（美術品を集めるのは，所有欲であり，見せびらかしたい名誉

欲でもある），分類することは事実上不可能である。ということで，ヴァイ

ツは分類は提示せずに終わる（LP: 487-492）。

ヴァイツの情動・情念論はドロービシのような図式的な分類を拒絶してい

る。代わりに心身相関的な説明が多く，生理学との関係を充分に意識してい

るものである。

第4節 まとめ

ヴァイツについてガーディナーは触れていない53）。ヘルバルト派のヴァリ

53）Gardiner, H. M., Metcalf, Ruth Clark, & Beebe-Center, John G., Feeling and
emotion: A history of theories . Salt Lake City: American Book Publishing 1937
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アントということで省略されたのだろう。

ローマンはヴァイツを「「情動性（affectivity）のヘルバルト学派」の最も

優れた代表の一人」という（Romand 2015: 385）。確かにヘルバルトの『心

理学教本』での感情論が7．5％だった（本間 2019: 26）のに対し，ヴァイツ

は心情論がほぼ全体の3分の1，そのなかで狭義の感情論と情動論をあわせ

て22．5％ほどになる（全体685ページ中のおよそ155ページ）。割合で3倍

だ。これは急激な感情論の拡大と見える。ところが，この間にドロービシの

『心理学教本』の14％（全335ページ中の47ページ）を挟むと，むしろ

徐々に拡大していった結果とも思える。ヴァイツ感情論で最も比率の大きい

美的感情（35ページ＝25％を占める）の大半が音楽に関するものであって，

ヘルバルトもドロービシも音楽論に独立した著作を充てていることを考えれ

ば，ヴァイツが突出している印象は弱まるだろう。ただ，このあとのフォル

クマンのヘルバルト主義心理学教本54）では9％弱（406ページ中の35ペー

ジ）に減少するので，ヴァイツが前後よりは目立つことは間違いない。

ヴァイツの考える「自然科学的心理学」は経験を素材に法則を抽出しよう

とする，ベイコン的帰納主義であった。ルートヴィヒの科学的方法のように

仮説を補強するために実験を使うことはなかったが，経験の重要性と生理学

の知識を基盤にすることをヴァイツは学んだ。ヴァイツは大きく表象形式に

関わる感情と表象内容に関わる感情とに分割した。おおまかにヘルバルトの

『心理学教本』における「基本理論」編での感情と「経験心理学」での感情

に対応していて，ドロービシには似ていない。さらに，詳細に情動を分類し

たドロービシに対して，ヴァイツは生理学的に未詳の部分が多いという理由

で情動は感情に比して淡泊な扱いしか受けない。ヴァイツの議論には，ヘル

（矢田部達郎・秋重義治 訳『感情心理学史』東京：理想社 1964）。ドロービシ
の論文で「全く触れていない」のに参考文献に挙げていたが，よく考えればおか
しなことだった。

54）Wilhelm Fridolin Volkmann, Grundriss der Psychologie vom Standpunkte des
philosophischen Realismus und nach genetischer Methode als Leitfaden für
academische Vorlesungen und zum Selbststudium. Halle: J. Fricke, 1856。
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バルトやドロービシにあったような，視覚的明晰性が欠ける。理系や数学へ

の素養の有無か，音楽に秀でていたことのトレードオフなのかもしれない。

ヴァイツの感情論はナーロフスキの『感情的生』（1862）へと繋がってい

くことになる55）。

ヴァイツの著作

自伝

“Waitz (Theodor)”, in Gerland, Otto 1863, 153-155

GP

Grundlegung der Psychologie nebst einer Anwendung auf das Seelenleben der
Thiere, besonders die Instincterscheinungen . Hamburg und Gotha: Friedrich und
Andreas Derthes, 1846

LP

Lehrebuch der Psychologie als Naturwissenschaft . Braunshcweig: Verlag von
Friedrich Vieweg und Sohn, 1849

SP

“Der Stand der Parteien auf dem Gebiete der Psychologie. Erster Artikel:

Naturphilosophische und dualistische Psychologie”, Allgemeine Monatsschrift für
Wissenschaft und Literatur , 1852, 872-888

“Der Stand der Parteien auf dem Gebiete der Psychologie. Zweiter Artikel:

Idealistische und materialistische Psychologie”, Allgemeine Monatsschrift für
Wissenschaft und Literatur , 1852, 1003-1026

55）ヴァイツに関しては，この論文では扱いえなかった様々な興味深い問題がある。
誰かが教育学・人類学まで含んだ包括的なヴァイツ研究を行ってくれることを望
む。そして，本論文での私の間違いを正してほしい。
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In this paper, I aim to make it clear the “natural scientific psychology” of
Theodor Waitz (1821-1864). His psychological method is Baconian
induction, which sought to extract laws from experience. He did not use
experimentation to support his hypotheses like the scientific method of his
friend, Carl Ludwig (1816-1895). But Waitz learned from Ludwig the
importance of experience and knowledge of physiology as a basis of
psychology. Waitz divided emotions into those related to form of
representations and those related to their content. That division roughly
corresponds to the emotions in “Rational Psychology” part of Herbart’s A
Textbook in Psychology (Lehrbuch der Psychologie) and the emotions in
its “Empirical Psychology” part, and does not resemble Drobisch’s.
Furthermore, in contrast to Drobisch, who categorized emotions in detail,
Waitz treats emotions less than feelings because there are many
physiological unknowns in mechanism of emotion arising. Waitz’s argument
lacks the visual clarity that Herbart and Drobisch had.

Keywords: Theodor Waitz (1821-1864), Carl Ludwig (1816-1895),
history of psychology, feeling (Gefühl)

The Natural Scientific Psychology of Theodor Waitz
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４１

Ⅰ．問題設定

趣味に関する文化社会学的な研究の礎を築いたのはP・ブルデューだが，

ブルデューへの多大なリスペクトを示しつつも，以降の文化研究はさらに実

証的な調査を積み重ねている。では，今日の文化消費の傾向はどのように捉

えられるだろうか。

T・チャンとJ・ゴールドソープは，先行研究にみられる仮説を3つに大

別している（Chan ＆ Goldthorpe 2007；平石 2019）。第一は相同性説であ

り，階層と文化的な好み（cultural taste）が一対一で対応するというもの

（Bourdieu 1979＝1990など），第二は個人化説であり，再帰的近代化の進展

にともない階層と好みが無関連になるというもの（Bauman 2002など），第

三は雑食化説で，高級文化を好む人たちが大衆文化にも一定の理解を示すと

いうものだ（Peterson & Kern 1996など）。多文化主義やポリティカル・

コレクトネスが常識となった今日の状況では，先進国で最も支持されている

仮説は雑食化説であり，日本では片岡栄美がいくつかの調査データを用いて

文化的雑食化（オムニボア化）の進展を主張している（片岡 2000→2019：

現代日本の大学生と音楽の好み
「大学生の生活と意識に関する調査」をもとに

キーワード：青少年，ポピュラー音楽，ジャンル，好み，

文化的寛容性

木 島 由 晶
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第4章など）。

この文化的雑食化は，見方を変えれば文化の「フラット化」（遠藤 2010）

として映る。ここでいうフラット化とは，実際に文化的差異が消滅したこと

を指すのではない。あたかもフラットであるか
�

の
�

よ
�

う
�

に
�

見えてしまう社会の

機制を指しているのだが，小藪明生と山田真茂留は，人びとの文化的な好み

がフラット化した理由として，文化的雑食化の進展を指摘している。音楽で

言うと，かつては対抗文化であったはずのロックが制度化することでその装

いを失い，反対にかつてはハイカルチャーであったはずのクラシックが社会

に浸透するにつれて敷居を下げるといった「ハイ＝ポピュラー分節の稀薄

化」が進んでいて，このことが聴衆の側では文化的雑食化として現れている

のだという（小藪・山田 2013）。

とはいえ，細かい実相については不透明な部分も多い。たとえば片岡が調

査した1990年代と同様の結果が2020年代でも確認できるかどうかには考察

の余地がある。あるいはT・ベネットらが指摘するように，文化的雑食化の

測定にはさまざまな議論の余地があり，なかでも従来の研究においては「入

手できるデータが依然として『高尚な文化』中心であること」（Bennett et

al．2009＝2017：148）が指摘されているのだが，ポピュラー音楽に比重を

置いたデータセットでも，あるいは大学生を対象にした調査においても，同

様の結果が確認されるのかどうかは判然としない部分がある。その背景に

は，日本においては文化社会学的な研究は質的な調査に偏っていて，計量的

な調査研究が不足している現状があると指摘されている（北田＋解体研

2017）。

そこで本稿では，音楽の好み（music taste）とデモグラフィックな変数

との関連，なかでも社会階層に関わる変数との関連について，大学生を対象

とした質問紙調査の結果に基づき分析を試みたい。
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Ⅱ．仮説と変数

1．データの概要

本稿で用いるデータは，2019年度～2023年度の科学研究費補助金［基盤

研究A］「現代若者の再帰的ライフスタイルの諸類型とその成立条件の解明

（研究課題番号：JP19H00606）」（代表：浅野智彦東京学芸大学教授）の一環

として実施した，「大学生の生活と意識に関する調査」である。この調査は

2020年9月から11月にかけて，全国の19大学に所属する大学生を対象に

おこなわれた。コロナ禍のため，オンラインアンケートフォームを用いた集

合式調査でおこなわれており（一部，質問紙を配布），有効回答数は1059，平

均年齢は19．96歳，その内訳は男性：370，女性：665，他：24であった。

本調査には限界も多いが，大学横断的にサンプルを集めた調査は多くないた

め，一定の意義はあるものと思われる。詳細な説明については次のウェブサ

イトを参照されたい（http：／／jysg．jp／img／flash20210327．pdf）。

2．仮説と方法

大まかな仮説は，入学難易度や暮らし向きに余裕のある人ほど，クラシッ

クやジャズを好み，文化的雑食性が高いというものである。この仮説は，

SSMのような階層文化を明らかにするための質問票で，全年齢を対象にし

た調査では実証的に確かめられている（片岡 2019など）。この仮説が大学

生にも当てはまるのかどうかを確認することが本稿の目的の1つである。ま

た，ポピュラー音楽に比重を置いた質問票を用いた大規模調査の利点を生か

し，アイドルやアニメソングといった好みの特徴を探索することをもう1つ

の目的とする。

3．従属変数

従属変数は2種類ある。第1は，好きな音楽ジャンルである。すなわち
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「あなたの好きな音楽ジャンルは何ですか。当てはまるものをすべて選んで

○をしてください」という設問において，「その他」と「好きなジャンルは

ない」をのぞく15のジャンルの項目をそれぞれ用いる。表1には，好きな

音楽ジャンルの分布を示している。アイドルの割合が相対的に高い点に大学

生らしい特徴を見て取れるだろう。

第2は，文化的寛容性である。文化的雑食性の測定にはさまざまな方法が

あるが，本稿ではB・ブライソンにならい（Bryson 1996），回答者が選んだ

好きな音楽ジャンルの総和を文化的寛容性cultural torelanceと呼んで分析

に用いる。表2は15ジャンルのうち，回答者がいくつのジャンルを好んで

いるかを示している。中央値は3．00，平均値は3．28で，ほとんどの人が好

むジャンルの数は1つから5つまでであることがわかる。

4．独立変数と統制変数

独立変数は，広い意味での社会階層に関わるものである。本稿では，大学

生調査でそれに相当すると思われる，入学難易度，相続文化資本，暮らし向

きの良し悪しを主要な変数と位置づけ，他に父母の学歴を用いる。具体的に

は次のように変数にした。

入学難易度については，回答者の所属している大学の入試難易度を，河合

塾のKei-Net大学検索システムをもとに算出した数値を用いた。文化資本に

ついては，幼少期に親からしてもらった経験として，絵本の読み聞かせ，ク

ラシック音楽の視聴，美術館や博物館での展示品の鑑賞，歌舞伎や能などの

伝統芸能の鑑賞という4項目について因子分析を実施し，抽出された因子は

1つ，クロンバックのα係数は ．651であったため，主成分分析をおこない

その第1主成分（寄与率49．0％）を分析に用いた。暮らし向きについては，

「現在，あなたの家の暮らし向きは，いかがですか」という質問に対し，「余

裕がある」（＝4），「やや余裕がある」（＝3），「ふつう」（＝2），「やや苦し

い」（＝1），「苦しい」（＝0）とした。父母の学歴については，最終学歴が大
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学卒・大学院卒を1，それ以外を0に割り当てたダミー変数を用いた。

さらに，その他の統制変数として，性別，年齢（男性ダミー），大学所在

地を用いた。各変数の詳細については表3を，記述統計量については表4を

参照のこと。

ジャンル名 度数 ％

Ｊポップ
アイドル
ロック

アニメ・声優・ゲーム
洋楽ポップ
Ｋポップ

ヒップホップ・Ｒ＆Ｂ
クラシック

ジャズ
ハウス・テクノ・ＥＤＭ

フォーク・アコースティック
レゲエ

パンク・メロコア
ヴィジュアル系
演歌・歌謡曲

815
395
388
330
328
301
195
165
155
129
61
46
43
31
25

77．3
37．5
36．8
31．3
31．1
28．6
18．5
15．7
14．7
12．2
5．8
4．4
4．1
2．9
2．4

表1 好きな音楽ジャンルの分布（複数回答）

個数 度数 ％

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

27
160
239
237
162
99
51
41
24
11
2
1

2．6
15．2
22．7
22．5
15．4
9．4
4．8
3．9
2．3
1．0
0．2
0．1

表2 好きな音楽ジャンル数の分布
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変数名 概要

従
属
変
数

（ａ）好きな音楽ジャンル
ロック
パンク・メロコア
ヴィジュアル系
Ｊポップ
洋楽ポップ
Ｋポップ
アイドル
ヒップホップ・Ｒ＆Ｂ
レゲエ
ハウス・テクノ・ＥＤＭ
演歌・歌謡曲
フォーク・アコースティック
クラシック
ジャズ
アニメ・声優・ゲーム

「好きな音楽ジャンル」として用意された15項目の
それぞれに対し，選択した場合を1，選択しなかっ
た場合を0に割り当てたダミー変数。

（ b）文化的寛容性 各回答者が「好きな音楽ジャンル」として選択した
ジャンルの合計をそのまま足し合わせて用いた。

独
立
変
数

暮らし向き

「現在，あなたの家の暮らし向きは，いかがですか」
に対し，「余裕がある」（＝4），「やや余裕がある」

（＝3），「ふつう」（＝2），「やや苦しい」（＝1），「苦
しい」（＝0）とした。

文化資本

「子どもの頃，家族の誰かがあなたに本を読んでく
れた」「子どもの頃，家でクラシック音楽のレコー
ドをきいたり，家族とクラシック音楽のコンサート
に行った」「子どもの頃，家族につれられて美術館
や博物館に行った」「子どもの頃，家族と歌舞伎や
能などの伝統芸能を見に行った」の4項目について
因子分析をおこない（抽出された因子は1つ），ク
ロンバックのαは．651であったため，主成分分析を
おこなった第一主成分（寄与率49．0％）を「文化
資本得点」として分析に用いた。

入学難易度 河合塾kei-Net大学検索システムの入試難易度を基
に算出。

父学歴 最終学歴が大学卒・大学院卒を1，それ以外に0を
割り当てたダミー変数。

母学歴 最終学歴が大学卒・大学院卒を1，それ以外に0を
割り当てたダミー変数。

統
制
変
数

性別 男性に1，女性に0を割り当てたダミー変数。
年齢 実年齢をそのまま用いた。

大学所在地
回答者の通っている大学のうち，東名阪の都市圏と
その周辺にある大学を1，それ以外に0を割り当て
たダミー変数。

表3 変数の概要
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分析は，最初に文化的寛容性について扱い，次により細かな音楽の好みを

扱うという手順で進める。それぞれの分析では，まずは平均値の比較や相関

係数の算出などの基礎的な分析をおこなって大まかな傾向をつかむ。そのう

えで，全ての変数を投入した多変量解析をおこない，暮らし向きの良し悪し

や入学難易度が好きな音楽ジャンルの数や音楽の好みに与える影響を明らか

にする。なお，以下の分析では有意差を次のように表す。＊＊＊＝0．1％ 水準

で有意，＊＊＝1％ 水準で有意，＊＝5％ 水準で有意，†＝10％ 水準で有意。

平均 標準偏差 最小値 最大値
（ａ）好きな音楽ジャンル

ロック
パンク・メロコア
ヴィジュアル系
Ｊポップ
洋楽ポップ
Ｋポップ
アイドル
ヒップホップ・Ｒ＆Ｂ
レゲエ
ハウス・テクノ・ＥＤＭ
演歌・歌謡曲
フォーク・アコースティック
クラシック
ジャズ
アニメ・声優・ゲーム

．37
．04
．03
．77
．31
．29
．37
．19
．04
．12
．02
．06
．16
．15
．31

．483
．198
．169
．419
．463
．452
．484
．388
．204
．328
．152
．234
．364
．354
．464

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

（ b）文化的寛容性 3．232 1．923 0 11
暮らし向き
文化資本
入学難易度
父学歴
母学歴

3．53
．00

53．88
．56
．27

1．023
．997

7．371
．496
．446

1
－2．05

30
0
0

5
2．58

65
1
1

性別
年齢
大学所在地

．358
19．96
．798

．479
1．133
．401

0
18
0

1
25
1

表4 記述統計量

n＝1059
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文化資本
平均値 標準偏差

高群
中群
低群

3．53
3．10
3．10

2．09
1．73
1．90

分散のF検定 F値5．22 P＜．01
暮らし向き

平均値 標準偏差
余裕がある

ふつう
余裕がない

3．16
3．31
3．30

1．93
1．92
1．92

分散のF検定 n．s．
入学難易度

平均値 標準偏差
高難易度
中難易度
低難易度

3．40
3．04
3．20

1．92
1．86
1．98

分散のF検定 F値3．21 P＜．05

表5 文化的寛容性に関する平均値の比較

Ⅲ．分析結果

1．文化的寛容性に関する分析

まずは文化的寛容性から検討しよう。表5は，回答者が好む音楽ジャンル

の数が，文化資本の多寡や，暮らし向きの良し悪し，入試難易度の高低に

よって差があるのかどうかを，一元配置分散分析で調べた結果である。

文化資本においては，高群と中群・低群との間で有意差が見られた（1％

水準）。つまり幼少時に親から文化的な経験を与えられた人のほうが，好き

なジャンルの数は多くなる傾向にある。暮らし向きについては有意差が見ら

れなかったが，暮らし向きの苦しい人の方が好きなジャンルの数が多くなっ

ている点には注意したい。入学難易度については，高難易度と中難易度との

間で有意差が見られた（5％ 水準）。つまり，偏差値が50前後の大学と60
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変数 B SE β

（定数）
年齢
性別

暮らし向き
入学難易度
文化資本
父学歴
母学歴

大学所在地

．207
－．135
－．093

．020
．218

－．140
－．050
－．158

．054
．126
．061
．009
．063
．130
．142
．170

．124
－．034
－．051

．080
．115

－．037
－．012
－．033

＊＊＊

＊

＊＊

調整済みＲ2

ｎ
．031
980

＊＊＊

表6 好きな音楽ジャンルの数についての重回帰分析の結果

前後の大学とでは，後者のほうが好きなジャンルの数は多い傾向にある。

次に，他の変数の影響を統制しても，同様の結果が見られるのかどうかを

調べるために，好きなジャンルの数を従属変数にした重回帰分析を行った

（表6）。暮らし向きについては5％ 水準で負の効果が，入学難易度について

は1％ 水準で正の効果が見られた。つまり暮らし向きが苦しく，入学難易度

が高い方が，好きなジャンルの数が増える傾向にある。なお，文化資本につ

いては有意差が見られなかった。

2．音楽の好みに関する分析

続いて，音楽の好みについて検討する。表7は，好きなジャンルと入学難

易度・文化資本・暮らし向きとの関連をSpearmanの順位相関係数で調べた

ものである。入学難易度においてはJポップとアイドルが正の相関を示し，

文化資本においては洋楽ポップ，Kポップ，レゲエ，クラシック，ジャズが

正の相関を示し，暮らし向きにおいてはロックとJポップが負の相関を示し

ている。
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入学難易度 文化資本 暮らし向き
ロック

パンク・メロコア
ヴィジュアル系

Ｊポップ
洋楽ポップ
Ｋポップ
アイドル

ヒップホップ・Ｒ＆Ｂ
レゲエ

ハウス・テクノ・ＥＤＭ
演歌・歌謡曲

フォーク・アコースティック
クラシック

ジャズ
アニメ・声優・ゲーム

．037
．026

－ ．012
．072

－ ．015
．041
．069

－ ．041
－ ．025

．034
．039
．014
．039
．056

－ ．006

＊

＊

．025
．039
．019

－ ．008
．073
．109

－ ．046
．016
．082
．016
．018

－ ．010
．136
．103

－ ．023

＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

－ ．070
．044
．015

－ ．078
－ ．028

．047
．005
．007
．059
．014

－ ．007
－ ．028
－ ．035

．007
－ ．046

＊

＊

表7 好きな音楽ジャンルと各種変数との相関

Ｊポップ アイドル
有意差 n．s． †

高難易度
中難易度
低難易度

80．2
75．0
75．8

41．2
35．9
33．9

平均 77．4 37．4

表8 入学難易度と好きな音楽ジャンルのクロス表分析

次に，以上のそれぞれについて，より細かくクロス表の分析で確認する。

まず，入学難易度とJポップおよびアイドルへの好みの関係を分析した結果

が表8である。Jポップにおいては，高難易度の割合がやや高くなっている

が，有意差は見られなかった。アイドルにおいては，高難易度になるほど割

合が高くなっており，10％ 水準の有意差が見られた。

表9には，好きなジャンルと文化資本との関係を示している。大まかに

言って，5つのジャンルはいずれも相続文化資本と関連しているとみてよさ

そうである。もっとも，Kポップとレゲエがともに低＜中＜高という関係を

示しているのに対して，洋楽ポップ，クラシック，ジャズの場合は低＝中

＜高という関係を示している点には注意を払う必要があるだろう。



現代日本の大学生と音楽の好み ５１

洋楽ポップ Ｋポップ レゲエ クラシック ジャズ
有意差 ＊ ＊＊ † ＊＊＊ ＊＊＊

高群
中群
低群

37．4
27．8
28．4

34．2
29．3
22．7

6．3
4．2
2．7

23．9
12．0
11．5

21．0
10．5
12．8

平均 31．1 28．6 4．4 15．7 14．7

表9 文化資本と好きな音楽ジャンルのクロス表分析

ロック Ｊポップ
有意差 n．s． †

余裕がある
ふつう

余裕がない

34．6
37．4
43．5

74．2
79．9
81．2

平均 36．9 77．4

表10 暮らし向きと好きな音楽ジャンルのクロス表分析

そして表10は，ロックならびにJポップへの好みと暮らし向きとの関係を

示している。暮らし向きに余裕のない人ほど，ロックやJポップを好む割合

が高くなっている。ただしロックにおいては有意差が見られず，Jポップの

場合は10％ 水準の有意差に留まっている。

続いて，以上の結果が他の変数の影響を統制しても見られるのかどうかを

確かめるために，15のジャンルそれぞれを従属変数とした二項ロジス

ティック回帰分析をおこなった。変数ごとに算出したVIFはすべて1．5未満

であり，多重共線性の問題は発生していないと思われる。個別の結果につい

ては紙幅の関係で割愛せざるを得ず，以下では結果の概要のみを示す。ここ

では，有意義のみられなかったヴィジュアル系と演歌・歌謡曲をのぞく，13

ジャンルの正負の影響について示している（表11）。

順に見ていくと，まず暮らし向きはロックとJポップに負の効果をもたら

しており，暮らし向きが苦しい人ほど，ロックとJポップを好む傾向にある。

また，入学難易度はロック，Jポップ，クラシック，ジャズと正の効果をも

つ。すなわち，入学難易度が高い人ほど，それらのジャンルを好む傾向にあ
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ロ
ッ
ク

パ
ン
ク
・
メ
ロ
コ
ア

Ｊ
ポ
ッ
プ

洋
楽
ポ
ッ
プ

Ｋ
ポ
ッ
プ

ア
イ
ド
ル

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
・
Ｒ
＆
Ｂ

レ
ゲ
エ

ハ
ウ
ス
・
テ
ク
ノ
・
Ｅ
Ｄ
Ｍ

フ
ォ
ー
ク
・
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク

ク
ラ
シ
ッ
ク

ジ
ャ
ズ

ア
ニ
メ
・
声
優
・
ゲ
ー
ム

年齢 ＋＋ ＋＋ （＋） （＋） ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋

性別 ＋＋＋ ＋＋ －－－ －－ －－－－－－ ＋＋ ＋＋＋ ＋＋ （－） ＋＋＋

暮らし向き － －

入学難易度 ＋ ＋ ＋ ＋

文化資本 （＋） ＋＋ ＋＋ （＋） ＋＋＋ ＋＋

父学歴 （－） －

母学歴 （＋）

大学所在地 （＋）（＋） － －－ － （－）

表11 好きな音楽ジャンルについての
二項ロジスティック回帰分析の結果のまとめ

※＋は正の効果，－は負の効果を表す。また，記号3つで0．1％ 有意，
記号2つで1％ 有意，記号1つで5％ 有意，（ ）で10％ 有意を表す。

る。文化資本は，ロック，洋楽ポップ，Kポップ，レゲエ，クラシック，

ジャズと正の効果をもつ。これらは聴取を楽しむセンスを親から受け継ぐ必

要のあるジャンルとみなしうるかもしれない。

また，父母の学歴に注目すると，父の学歴がジャズとアニメ・声優・ゲー

ムに負の効果をもたらしている。父親の学歴が低い人のほうがジャズやオタ

ク系音楽を好む傾向にあることを意味する。また，解釈が難しいが，母の学

歴が高い人ほどオタク系の音楽を好む傾向にある。

Ⅳ．議論

1．文化的寛容性に関する議論

得られた知見を整理しよう。まず文化的寛容性については，入学難易度の

高い大学にいる人ほど音楽ジャンルを好む数は増える傾向にあった。平均値
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を比較すると，低難易度と中難易度との間では差が見られず，高難易度との

間でのみ有意な差が確認されたことから，ここにみられる差は，素直に文化

的オムニボア仮説（＝学歴の高い人ほど文化的寛容性が高い）を支持する結

果とみなしてよいように思われる。

ただし解釈が難しい点も2点ある。ひとつは，統制変数を含めた多変量解

析をおこなうと，文化資本の効果が消えたことだ。片岡栄美のおこなった

1995年SSM調査の分析では，相続文化資本が高いと文化的寛容性も高くな

る結果が示されていたが（片岡 2000→2019：128-9），今回の大学生調査で

はそのような結果は示されなかった。もうひとつは，経済的に余裕のない人

ほど文化的寛容性が高いことである。これは予想を裏切る結果であり，通常

は暮らし向きに余裕のある人ほど文化的寛容性は高いとされている。この点

をどう理解すればよいだろうか。

ひとつ考えられるのは，調査設計の違いである。すなわち，先行研究の多く

は階層文化の研究として設計されており，分析の焦点は高級文化と大衆文化

の境界のありようやその失効を確かめる点にある。それに対して，今回使用

した調査データは若者のライフスタイルを多面的に把握する点に置かれてお

り，基本的には誰もが大衆文化を楽しんでいることを前提とした設計になっ

ている。だとすると，好む音楽ジャンルの数は文化的寛容性，つまり高級文化

を好む人が大衆文化を許容するというよりも，大衆文化への目配りの深さを

示す度合いと解釈することもできるだろう。いずれにせよ，文化的雑食性に

ついて詳しく検討するためには，さらに周到な調査設計が必要となりそうだ。

2．音楽の好みに関する議論

音楽の好みに関しては，3つの知見に整理できる。第一は文化資本に関し

てであり，ロック，洋楽ポップ，Kポップ，レゲエ，クラシック，ジャズが

正の効果を示していた。この結果はおおむね理解しやすいように思われる。

文化資本がクラシックやジャズと正の効果をもつことはよく知られている。
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しかしロックが正の効果をもつことは，それを聴取することが新規参入者に

とって敷居の高い行為になっている可能性，言わばロックの壇化（南田

2001：85）を示唆しているように思われる。また洋楽ポップやKポップと正

の効果をもつことは，洋楽の方が音楽を聴くさいの敷居が高く，邦楽の方が

万人向けでミーハーであるといった「洋楽／邦楽差異」（ibid．134；南田

2006）が今なお機能していることを推察させる。

ただし，単純に「洋楽／邦楽差異」の理屈では理解しにくいジャンルもあ

る。この点でとくに注目すべきはKポップだろう。Kポップはアイドルとよ

く似た傾向を示してもいる。性別と負の効果をもち，大学所在地と正の効果

をもつことである。すなわち，これら2つのジャンルは，都市部に居住する

女性から支持されている点で共通しているが，今回の調査結果では両者の相

違点が明らかになったと考えることができる。もっといえば，アイドルと洋

楽ポップの中間に位置するものとしてKポップを理解することもできるかも

しれない。2020年前後のBTSの活躍ぶりから示唆されるそうした位置関係

を，経験的な調査データから確認できたことは有意義に思われる。

第二は入学難易度に関してであり，ロック，クラシック，ジャズ，Jポッ

プが正の効果を示していた。この結果についても，ロックの部分は理解がし

やすいように思われる。つまりクラシックやジャズとともに，ロックが「正

統文化」寄りの音楽に位置付けられるようになってきたのではないかという

推測が成り立つ。とはいえ，ここでも解釈が難しい点は残る。Jポップが正

の効果を示していることをどう捉えるかである。

この点で興味深いのが第三の知見，つまり暮らし向きに関する効果であ

る。暮らし向きはロックとJポップにのみ負の効果を示していて，ここでも

両者は類似の傾向を示している。つまり暮らし向きが苦しい人のほうが，

ロックやJポップを好む傾向にある。ここから推察できるひとつの解釈とし

ては，今日の日本社会において，ロック（とくに邦楽のロック）がJポップ

とよく似た機能を果たすジャンル概念になっているのではないかということ
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だ（木島 2016）。いずれにせよ，もしもロックやJポップが真面目な苦学生

（＝入学難易度の高い大学に通う，経済的に余裕のない学生）に好まれやす

いのだとしたら，それはなぜかという問いは，今後も継続して考えるべき傾

向であるように思われる。

大きな知見としては以上だが，その他，統制変数との関連で興味深い点を

2つ示しておこう。1つは性別との関連であり，女性がJポップ，洋楽ポッ

プ，Kポップ，アイドルというポップス系の音楽を好み，男性がロック，

ヒップホップ，クラブ系，オタク系といったサブカルチャー的な音楽を好む

コントラストが見られる。これは我々のおこなった過去の調査研究でも見ら

れる傾向であり（木島2019；木島 2021），音楽の好みとジェンダーとの結

びつきの強さが示されている。

もう1つは大学居住地との関連であり，今回の調査ではフォーク・アコー

スティック，アニメ・声優・ゲーム，クラシック，ジャズが負の効果を示し

ていた。とりわけ，田舎に居住している人ほどクラシックやジャズを好む傾

向にあるというのは，あまり他の調査では確認することのできない貴重な知

見と言えるだろう。

3．本稿の限界と課題

大学生の調査は難しい。たとえば片岡栄美も，大学生を対象とした調査に

おいて「学生の文化的嗜好性の出身階層差は非常に小さいかほとんど見出せ

なかった」と報告しており，その理由を「大学という場は，とくに都市部の

大学では出身階層の制約を離れて現代的な文化を獲得する場になっている可

能性が高い」（片岡 2000→2019：91-92）と考察している。たしかにそのよ

うな解釈もあるだろう。けれども文化が「フラット化」して見えるのは，調

査対象が大学生であるからという以上に，現状を適切に捉える質問票が設計

できていない点にもあるのではないかと筆者は考えている。

本報告はコロナ禍におこなわれた大学生調査の結果を示したもので，調査
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順位 好きな音楽家 度数
1 嵐 47
2 BTS 26
3 米津玄師 25
4 Official髭男dism 16
5 あいみょん，SEVENTEEN 15
6 BUMP OF CHICKEN，Mr．Children 14
7 AAA，Mrs．GREEN APPLE，SixTONES 13
8 乃木坂46 12
9 King & Prince，RADWIMPS，TWICE，櫻坂46 11
10 King Gnu，ONE OK ROCK，関ジャニ∞ 10

表12 好きなアーティスト（上位）

の時期や調査対象を筆頭に，さまざまな点で限界がある。とりわけ，ここで

の知見が大学生に特有のものなのか，それとも他の年齢層にも当てはまるも

のなのかが判然としない点には注意を払う必要があるだろう。けれども本研

究の母体である青少年研究会のおこなってきた調査の利点は，ポピュラー音

楽に比重を置いた調査設計を試みている点にあり，したがってその可能性

は，クラシックとポピュラーといった対比ではなく，より詳細なポピュラー

音楽内部の差異を発見しやすい点にある。そのような利点を生かして，今後

も継続して調査をおこなっていきたい。

V．今後の調査研究のための補遺

本稿の分析については以上であるのだが，以下では，文化的雑食性や音楽

の好みに関する今後の調査研究のための参考資料として，回答者が自由に記

入した「最も好きなアーティストの名前」を，筆者がアフターコーディング

したうえで従属変数として使用した結果について示しておきたい。

表12は，記入されたアーティスト名（度数10以上）を多いものから順に並べ

たものである。嵐の人気が突出しているのは，調査時点である2020年の秋

が，活動休止前の最後の数ヶ月だったことも影響しているものと思われる。
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類型 回答の数 アーティストの数
男性アイドル 136 29
女性アイドル 55 22

洋楽 56 40
Ｋポップ 88 28
オタク系 75 61

その他の邦楽 511 198
無記入 138 ――
合計 1059 378

表13 自由記述の類型化と内訳

また，表13は自由記述の内訳を示している。1059名の回答者のうち，無

記入が138で，計921の記述があった。この921の記述を，筆者の判断で

「男性アイドル」「女性アイドル」「洋楽」「Kポップ」「オタク系」「その他の

邦楽」に分類し，前5者を以下の分析に用いる。表14には，それぞれの類

型で人気の高いアーティスト名を示している。

表15は，好きなアーティストについての自由記述から作成した変数を従

属変数として，それぞれに二項ロジスティック回帰分析をおこなった結果を

まとめたものである。まず暮らし向きについては，洋楽と負の効果が見ら

れ，女性アイドルおよびKポップと正の効果が見られた。すなわち，暮らし

向きが苦しい人ほど洋楽を好み，暮らし向きに余裕のある人ほど女性アイド

ルやKポップを好む傾向にある。また文化資本については，男女のアイドル

でともに負の効果が見られた。これは「正統」な文化資本の相続に乏しい人

ほど，アイドルを好みやすいことを意味する。学歴においては，オタク系が

父の学歴と負の効果をもち，母の学歴と正の効果をもつ。すなわち父親の学

歴が低く，母親の学歴が高い人ほどオタク系音楽を好みやすい。なお，入試

難易度については有意差が見られなかった。
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男性アイドル 女性アイドル 洋楽 Kポップ オタク系

嵐 47 乃木坂46 12 One
Direction 4 BTS 26 Aimer 5

SixTONES 13 櫻坂46 11 Tayler Swift 4 SEVENTEEN 15 LiSA 4

King & Prince 11 日向坂46 4 Alan
Menken 3 TWICE 11 澤野弘之

（nZk） 3

関ジャニ∞ 10 NMB48 3 Bruno Mars 3 NCT 5 HoneyWorks 2

Hey！Say！
JUMP 9 Perfume 3 The Beatles 3 GFRIEND 3 n-buna 2

SMAP 6 NiziU 2 Ariana
Grande 2 IZ＊ONE 3 Orangestar 2

Snow Man 6 モーニング娘。2 Ed Sheeran 2 BIGBANG 2 すとろべりー
ぷりんす 2

ジャニーズ
WEST 6 ももいろ

クローバーZ 2 Queen 2 BLACKPINK 2 まふまふ 2

Kis-My-Ft2 4 私立
恵比寿中学 2 Afrojack 1 Red Velvet 2 After

the Rain 1

ジャニーズ 3 鈴木愛里 2 Against the
Current 1 AB6IX 1 angela 1

表14 類型別にみた人気アーティスト（上位）

男
性
ア
イ
ド
ル

女
性
ア
イ
ド
ル

洋
楽

Ｋ
ポ
ッ
プ

オ
タ
ク
系

年齢 － ＋＋ ＋＋

性別 －－－ －－－（＋）

暮らし向き （＋）（－） +

入学難易度
文化資本 －－ －

父学歴 －

母学歴 ＋＋

大学所在地 ＋

表15 好きな音楽家についての
二項ロジスティック分析の結果（要約）

※＋は正の効果，－は負の効果を表す。また，記号3つで0．1％ 有意，
記号2つで1％ 有意，記号1つで5％ 有意，（ ）で10％ 有意を表す。
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表11の結果と比較することで推察できることはいくつかある。第一に，

男性アイドルを好む回答者（要はジャニーズファン）の傾向がより詳細に把

握できる。表15ではアイドルを性別ごとに分類している。これを見ると，

男性アイドルを好む回答者は，年齢，性別，文化資本とそれぞれ負の効果を

持つことから，若く，女性で，親から文化的な経験を与えられていない人ほ

ど，男性アイドルを好む傾向にあることがわかる。

第二に，男性アイドルへの好みは大学所在地に関係しない。すなわち，表

11を見るとアイドルは大学所在地と正の効果を持っているが，表15を見る

と女性アイドルのみが正の効果を持っており，男性アイドルとは有意差がな

い。言い換えると，都会の大学に通う学生ほど女性アイドルを好む傾向があ

る（女性アイドルを「推す」ことは都会的な趣味である可能性がある）のに

対し，男性アイドルにその傾向は見られない。ではなぜ男性アイドルへの好

みは全国的なのか。これについては，ジャニーズ事務所に所属するアイドル

たちが長らく（全国ネットの）テレビを主戦場として人気を博しており，女

性アイドルの「追っかけ」の方が，男性アイドルのそれよりも全国各地のコ

ンサート会場に足を運びがちなことが考えられよう。

第三に，Kポップの好みに関してはより慎重な分析が必要である。すなわ

ち，表11を見るとKポップは文化資本と正の効果を示しているが，表15で

は有意差が確認されず，代わりに暮らし向きと正の効果を示すなど，結果に

ばらつきがみられるからである。表11と表15で共通するのは，性別と負の

効果を持つことのみであり，このことは，たとえば吉光正絵が継続して調査

してきたように（吉光 2018など），Kポップは女性のファン研究として注目

すべきであると同時に，今後の計量調査研究においては，ファッションなど

の項目と合わせて分析すべき必要性を示唆しているように思われる。

第四に，オタク系音楽の扱いについてもさらなる慎重さが要求される。大

倉韻らが明らかにしたように，たしかに今日ではオタク文化が全国に浸透す

ると同時に，普通の趣味として一般化している（大倉 2021）。しかし「にわ
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か」と「古参」が問題になるように，何をもってオタクと判断するかの境界

は難しいし，その境界はつねに揺らいでいる。それゆえ，オタク系文化を好

む人の特徴を計量調査でつかむのは難しい。たとえば表11の「アニメ・声

優・ゲーム」は，好きな音楽ジャンルとして本人が選んだ回答を分析したも

のだが，表15の「オタク系」は，回答者の自由記述を筆者がコード化して

オタク系に位置付けて分析したものだ。あえて共通点を見出すなら，性別と

母の学歴で正の効果を持つこと，つまり男性で母の学歴が高い人ほどオタク

系の音楽を好む傾向にあると言えるが，表11と表15ではかなり細部の結果

が異なっている。こうした点を含めて，「オタクの一般化」（あるいは拡散）

という現象が進行していることはたしかだろうが，他方で，一口に「オタク

系」と括られがちな文化の差異についても，調査を継続することで明らかに

していく必要があるように思われる。
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This paper describes how relationship between social stratification and
music tastes in Japanese university students． We use data from the
survey‘Lifestyle and Attitudes of Japanese University Students 2020’，
which is a large-scale online survey of students at19universities in Japan．

The result shows following． First， preferred music genres tend to
increase with more difficult universities． That means what B． Bryson
called cultural tolerance． Second， the preference for rock music
represents a characteristic of current Japanese music listening． In the
past， rock music was a symbol of resistance among the youth． But in
today’s Japan， however， a preference for rock music does not imply
resistance to society or else． On the contrary， rock music tends to be
favored by university students with high cultural capital， high admission
difficulty， and can’t afford the cost of living， making it closer to
legitimate culture than to counterculture．

In addition， it is showed the difficulty for capturing cultural
omnivorousness or music tastes using survey data， because the results
differ considerably between the questions asked in the multi-answer format
and those asked in the open-ended format， a more detailed survey design
will be required in the future．

Keywords : youth, popular music, music genre, music tastes,
cultural tolerance

How are Music Tastes and Demographic Variables

Related in Japanese University Students?

KIJIMA Yoshimasa



1．問題関心

本稿では，小4から中1までの4時点の学力パネルデータを分析すること

によって，教育における格差の連鎖・蓄積（DiPrete and Eirich2006，石田

2017）という視点から日本の学力格差の様相を検討する。

格差の連鎖・蓄積は，一般にいう「富める者はますます富み，貧しい者は

ますます貧しくなる」という格言を概念化したものである。端的にいえば，個

人の人生の初期（あるいは以前）における有利さ・不利さがその後のライフ

コースに継続的に影響を与え続けるという現象を社会学的にとらえる考え方

である。教育における格差の連鎖・蓄積の研究は，マタイ効果（Matthew

effect）（Merton1968，1988）の検証を含め，海外では一定の蓄積がある1）。

成長曲線モデルを用いた学力格差の
連鎖・蓄積への一考察

実感と測定

キーワード：格差の連鎖・蓄積，パネルデータ，成長曲線モデル，

小中学生，方法論

1）マタイ効果は，R．Merton（1968，1988）が，研究者の初期的業績が優位であれ
ばその後のキャリアも優位に進んでいくという様相を概念化したものである。こ
れは，聖書のマタイ伝にある格言に由来する。本稿では，田川建三（2008）の訳
書を参照した。

マタイ25章29「すなわち，持っている者には誰でも与えられ，ますます豊か

中 西 啓 喜

６３



Walberg and Tsai（1983）は，1977年にNAEP（National Assessment of

Educational Progress）で調査された26歳から35歳を対象とした分析から，

早期の教育経験が成長後の教育活動を活発にしたり教育への動機づけを高め

たりすることを指摘している。

ただし，不平等の蓄積の実証研究ということになると，一時点のクロスセ

クションデータから分析するのは限界があり，パネルデータを用いた分析が

主流である。Shaywitz，et．al（1995）では，幼稚園児を7年間縦断的に追跡

調査したコネチカット縦断調査（Connecticut Longitudinal Study）のデー

タから，IQについて弱い不平等の連鎖・蓄積が認められるものの読解能力

については連鎖・蓄積を支持するエビデンスは見られないとしている。

一方で，Schneider and Linberg（2022）は，格差の連鎖・蓄積の両理論

的枠組みからドイツ全国教育パネル調査（German National Educational

Panel Study）のデータを成長曲線モデルで分析し，子どもの語彙力におけ

る社会階層格差が年齢とともに拡大することを明らかにしている。

教育格差の連鎖・蓄積は，我々の経験と照らし合わせると納得できるのだ

が，実証研究ということになると，上記のようにしばしば知見が一貫しな

い。これには実証研究における“測定”の問題を多分に含む。松村一志

（2021）によれば，測定とは，我々の肌感覚の記述と報告から始まり，次第

に研究対象に目盛りを与え，誤差を勘案した数値が表示されるというプロセ

スを経るという（松村2021：277-278）。実際，我々の経験的な肌感覚とし

ては，初期的な学力のつまずきはその後の学習にもネガティブな影響を与え

るはずだが，実証研究が必ずしも我々の感覚を反映するとは限らない。

こうした研究経緯を踏まえ，本稿では，日本での既存の学力パネルデータ

研究を検討し新たに分析することで，日本社会における学力格差の連鎖・蓄

積の様相を再検討する。

になる。持っていない者からは，その持っているものまで取り去られるのであ
る」（田川訳書2008：113）。
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2．先行研究のレヴューと課題の検討

2．1．日本の学力格差研究のレヴュー

近年，日本の教育社会学の学力格差研究では，児童生徒個々人を追跡した

パネルデータの分析が進んでいる。ここでは，中西（2017），数実（2017），

川口ほか（2019），松岡（2022）の4つの社会学的研究を取り上げ，日本の

学力格差パネル研究の課題を検討していく。

現在では，数多の学力調査が実施されている。研究者が独自調査から入手

した学力データもあるが，PISA（Programme for International Student

Assessment），TIMSS（Trends in International Mathematics and Science

Study），文部科学省の全国学力・学習状況調査（全国学テ）など研究者が

アクセス可能なものも多い。しかし，かつては研究者が容易にアクセスでき

るような学力データは日本にほとんど存在しておらず（耳塚2007），学力が

社会問題として本格的に認識され出したのは2000年頃からであり，全国学

テが始まったのも2007年である。このように学力調査が整備されていった

頃を，苅谷・志水（2004）は「学力調査の時代」と呼んだ。

「学力調査の時代」を経て日本の学力格差の実態が明らかになると，次第

に学力格差研究者はパネルデータを用いるようになった。パネルデータは時

間という情報が含まれるため，高度な分析モデル（例えば，計量経済学にお

ける固定効果モデルや操作変数法など）を用いれば，学力格差の形成メカニ

ズムについて「相関関係」ではなく「因果関係」を示しやすくなる（石田

2012，中室2015）。また，教育は発達のプロセスであるため，一時点のデー

タから教育を議論することには限界がある。そこでパネルデータを利用すれ

ば，（1）学力格差がいつから発生するのか，（2）子どもの成長とともに格差

はどのように変化するのか，（3）なぜ格差が維持されるのか，という3点に

ついての議論が可能となる。

先に挙げた4つの研究（中西2017，数実2017，川口ほか2019，松岡
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2022）は，知見は概ね一致している。しかし，（1）研究の力点，（2）変数の

測定方法，（3）分析対象学年，（4）調査地域，（5）分析手法などが異なるた

め若干の違いがある。とりわけ，学力格差が学年の上昇とともに「拡大す

る」のか「変わらない」のかでやや異なる知見が提示されている。

人々の行動・意識・態度を測定して経験的に知識を得る研究スタイルを実証

研究と呼ぶ。これは自然と人間社会を同じようにとらえ，自然科学と同じよ

うな科学的アプローチで人間社会を認識できるという実証主義（positivism）

の立場に依拠した研究スタイルである。そして，そのスタイルは，社会科学

者は社会現象間の因果関係を学術的理論に基づいて仮説を作り，データを用

いてそれを検証・実証することができ，またそう務めるべきだというもので

ある（野村2017：15-20）。富永健一（1993：100-101）は，実証主義の特

徴を以下の6点に整理する2）。

（1）客観主義：誰が見ても，個人差なく同一の結論に達するような形で客

観的に諸現象をとらえるべきだという前提

（2）経験主義：経験的に検証可能な仮説的命題を，観察や測定により検証

するという科学的手続きを通じて，普遍的な知見を生み出すことを目的

（3）経験と論理の二元性：経験主義に加え，一般化の道具としてアプリオ

リな推理規則（論理学・数学・統計学など）も重視する

（4）測定とデータ処理の科学的手続きの重視：命題を経験的に検証するこ

とを重視するため，測定や量的データを重んじる

（5）事実判断と価値判断の分離が可能

（6）科学一元論：科学的方法は，最終的にはひとつだと考える

しかし物理学などのハードサイエンスとは違って，社会科学における実証

研究はそれほど科学一元論を強く仮定することは難しい。学力格差パネル研

2）野村康（2017）の実証主義の解説も同時に参照している。
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究を例に考えてみても，（1）研究の力点，（2）変数の測定方法，（3）分析対象

学年，（4）調査地域，（5）分析手法などが異なれば知見が完全に一貫はしない。

こうした視点から4つの学力格差パネル研究（中西2017，数実2017，川

口ほか2019，松岡2022）について整理すると表1のようになる。むろん，

そもそもの研究の力点に違いがあるため厳密に知見の相違点を羅列すること

が適当ではないかもしれない。ただ，4つの研究を比較すると，変数の測定

方法，分析対象学年，調査地域，分析手法はどれひとつとして共通ではな

い。それゆえに，学力格差が学年の上昇とともに「拡大する」のか「変わら

ない」のかについて厳密に知見が更新されにくい。

2．2．どのように測定し，どのように分析するか

今では利用可能な学力データも増えてきたが，学力の測定はそれほど簡単

ではない。「学力とは何か」という解釈や哲学的な観点（中内1983，岸本

1996）は置いておいたとしても，測定方法の技術的な問題が残る。学力は学

習指導要領に照らし合わせて正答／誤答による達成度を測定するのが基本で

はあるが，こうしたスタンスは古典的テスト理論（Classical Test Theory：

CTT）と呼ばれる。それに対して，現代的テスト理論と呼ばれるスタンス

には項目反応理論（Item Response Theory：IRT）がある。

CTTに 含 ま れ るCRT（Criterion Referenced Test）やNRT（Norm

Referenced Test）は，学力測定の代表的なものとして知られている。CRT

は「目標基準準拠テスト」であり，学習指導要領と照らし合わせた目標が達

成されたか否かを判断しつつ，指導上の問題点の発見に重きが置かれる。一

方，NRTは「教研式標準学力検査」で，こちらも学習指導要領に準拠しつ

つ，受験集団における相対評価に重きを置いた検査である3）。

3）図書文化によるCRTおよびNRTについては以下のウェブサイトを参照した（い
ずれも2022年5月28日取得）。
http：／／www．toshobunka．co．jp／examination／crt．php
http：／／www．toshobunka．co．jp／examination／nrt．php
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これら古典的テスト理論の欠点は，スコア変動の要因が，受験者の知能の

影響なのかテスト難易度に起因するものなのかの弁別が困難なことにある。

それに対し，IRTは，各テスト項目に対する反応が，潜在特性尺度（個人特

有の性格や能力など）上に受験者を位置づけてその受験者の能力や特性の程

度を表現する。その有用性について，豊田秀樹（2012）は，「異質な受験者

が，異なる項目を，異なる日時に，異なる場所で受験したにもかかわらず，

統一した処遇を受けることができる」（豊田2012：24）と述べる。川口俊明

（2020）が指摘するように，日本の学力調査はIRTの普及が手薄であり，こ

れは日本の教育社会がクリアしていくべき課題であろう。

学力格差の分析は，学力の測定と同様に，利用可能な社会経済的地位

（Socio-Economic Status：SES）についての情報入手も難しい。学齢児童生

徒のSESは，子どもが親の学歴や収入などを正確に把握しているとは限らな

いため，保護者調査を実施してそこから情報が得られることが理想的であ

る。しかし，保護者調査は実施そのものが困難なうえ，児童生徒の学力デー

タとマッチングする際に個人情報への配慮が不可欠である。そのため，代わ

りになる変数として，児童生徒への質問紙調査への回答から得られた親学歴

や生活習慣などの情報（中西2017，数実2017）や，教育委員会や学校から

提供された生活保護受給の有無（川口ほか2019）をSES変数として分析す

ることになる。

つまり，学力格差の分析は，学力とSESの両方の測定方法に曖昧さを含む

ため，得られる知見は完全には一致しにくい。さらにいえば，IRTで測定さ

れた学力を保護者調査から得られたSESで分析したとしても，表1にまとめ

たそれぞれの研究が完全に同一の条件での分析はないように，それが唯一の

真理であると断定することはできない。研究活動は別の研究者がそれぞれの

場所で行うものであるから完全な再現可能性をもつわけではない（松村

2021：285）。

もとより科学的知識の探求において唯一の真理の存在を想定すること自体
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が間違いでもある。苫野一徳（2022）が指摘するように，科学研究における

知見やエビデンスは暫定的な仮説に過ぎないため追試によってたえず検証さ

れる必要がある。変数の設定や妥当性，信頼性，分析手法などは常に検証や

反証され続けるべきである。もし科学的な知見・エビデンスを疑いようのな

い客観的真理だとして理解するなら，それは「神託」を信じるのと変わらな

い（苫野2022：145）。

また近年では，すでにパブリッシュされた研究成果について別の第三者の

研究者が確認のために検証する追試研究の価値が見直され始めている。これ

には，人文・社会科学分野の研究も自然科学と同程度の価値をもつには再現

可能性を高めるべきだという背景があるためである（三浦2015）。

こうした関心から，本稿では既存の学力パネル研究では実施されていない

国語，算数・数学，社会，理科のNRTスコアを用いて，小中学生を跨いだ

調査データの分析から学力格差研究の蓄積を目的とした分析を行う。

中西（2017） 数実（2017） 川口ほか（2019） 松岡（2022）
題目 学力格差拡大の社会学的

研究
学力格差の維持・拡大メ
カニズムに関する実証的
研究

項目反応理論と潜在クラ
ス成長分析による自治体
学力調査の再分析

進級しても変わらない格
差

研究の力点 学力の個人内格差がどの
ように変化するのかを記
述する

学力格差が存在すること
を前提に，個人内格差が
どのように維持・拡大さ
れるのかを説明する

学力の測定方法の再検討 学力（および教育経験）
の個人内格差がどのよう
に変化するのかを記述す
る

学力の測定 研究会で独自に作成した
算数・数学学力調査の正
答率

CRTの算数・数学 自治体が実施する学力調
査と全国学テの得点をア
ンカーテストを用いて事
後等化した算数・数学
（IRT）

自治体が実施する学力調査
と全国学テの得点をアン
カーテストを用いて事後等
化 し た 算 数・数 学 算 数
（IRT）と偏差値化した国語

SESの測定 生徒調査票から得た親学
歴

生徒調査票から得た家庭で
の生活にかんする変数を主
成分分析した「文化階層」

就学援助受給の有無 保護者調査票から得た親
学歴，家庭の所有物（新
聞を取っているか否か）

対象学年 6年間で3時点：
小3-小6-中3

4年間で4時点：
小3～小6

6年間で4時点：
小4-小6-中1-中3

3年間で3時点：
小4-小5-小6

調査地域 関東・東北 関西 西日本 西日本
分析手法 成長曲線モデル パス解析（交差遅れ効果

モデル）
潜在クラス成長分析 記述的分析

変数レベルでの
結果

学力の切片（初期値）と
傾き（変化）に対し両親
大卒ダミーが統計的にプ
ラスに有意

低学年時の学力には文化
階層の影響が強いが，高
学年の学力には生徒本人
の学習態度の影響が強い

学力格差は4年生から観
測され，変化の軌跡がグ
ループ間で交わらず，低
学力クラスほど就学援助
を受けている割合が高い

SES間の学力の得点差が
観測されない

学力格差の変化
についての言及

学力格差は加齢とともに
拡大する

SESに応じた学習態度を通
じて学力格差が累積する

学力格差の拡大を示唆 学力格差は加齢とともに
変化しない

表1．既存の日本における学力格差パネル研究の比較表
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3．データと方法

3．1．調査とデータ

本稿で用いるのは，地方中核市（人口約35万人）の小中学校を対象とし

て実施している調査から得られた学力パネルデータである4）。

分析対象は，2009年生まれコーホートの小学4年生から中学1年生

（2018年度～2021年度）である。調査対象の市教育委員会は，市内の公立小

中学校に在籍するすべての小学4年生から中学1年生に対して教研式標準学

力検査（NRT）を毎年実施しており，小4から中1までの4時点の学力

データを提供してもらった。

そして，SESの情報は，当該コーホートが小学5年生の時（2019年度）

に学校を通じて実施した保護者調査より利用する。調査の手順は，調査票を

教室で配布し児童が家に持ち帰り，回答済みの質問紙調査票を学校で担任教

師が回収するというように実施された。プライバシー保護の観点から，学力

データと保護者調査データのマージは，委託する調査会社が行っている。

分析ケース数であるが，4時点の学力データがすべて揃っている児童生徒

に限定し，かつ保護者調査もマッチングされている必要があることから，最

終的には1862人が分析対象となる。

3．2．使用変数する変数

本稿で用いる変数は以下のように加工し，記述統計量は表2に示した。

従属変数は，市教委から提供されたNRT学力データを加工せずに利用する。

独立変数については次のように設定した。父親と母親の学歴は，「中学，

高校」，「短期大学，専門・各種学校」，「四年制大学，大学院」の3つにカテ

4）これまでの青少年期から成人期への移行についての追跡的研究（JELS）第二期
調査報告については，中西・耳塚（2020）および耳塚ほか（2022）も参照された
い。
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N Mean S.D. Min. Max.
4

1862 52.9 9.8 21.0 74.0
1862 52.2 11.0 15.0 72.0
1862 52.7 10.9 15.0 71.0
1862 53.2 10.3 15.0 68.0

5
1862 52.4 8.5 26.0 72.0
1862 52.4 10.1 20.0 71.0
1862 51.4 10.5 15.0 72.0
1862 51.7 10.1 15.0 72.0

6
1862 51.8 9.0 18.0 70.0
1862 50.7 8.8 24.0 72.0
1862 51.9 11.0 15.0 70.0
1862 51.7 10.6 15.0 73.0

1
1862 53.8 9.5 21.0 73.0
1862 52.1 9.8 23.0 72.0
1862 53.4 11.0 17.0 74.0
1862 53.2 10.4 18.0 73.0
1862 0.5 0.5 0.0 1.0

( ) 1696 628.9 269.9 50.0 1500.0

1862 0.3 0.5 0.0 1.0
1862 0.2 0.4 0.0 1.0
1862 0.4 0.5 0.0 1.0
1862 0.1 0.3 0.0 1.0

1862 0.2 0.4 0.0 1.0
1862 0.5 0.5 0.0 1.0
1862 0.2 0.4 0.0 1.0
1862 0.1 0.3 0.0 1.0

ゴライズし，無回答は「不明」とした。

世帯年収は，「100万円未満」から「1500万円以上」まで13カテゴリーの

うちから回答してもらい，選択肢の中間の値（例えば，100万円～200万円

＝150）へリコードして数量化した。年収は時間とともに変化する変数のた

め，厳密には学歴のように不変変数として扱えない。よって本稿では，あく

まで小5時点での世帯年収の多寡の影響を分析する。なお，約1割は無回答

であったが，無回答は欠損値とし，完全情報最尤法によって補いつつ分析に

用いる。

統制変数として，子どもの性別を，男子が1，女子が0とする男子ダミー

を使用する。

表2．使用変数の記述統計量
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3．3．分析戦略

本稿では，成長曲線モデル（growth curve model）を用いて分析する。

モデルは以下のようである5）。

学力スコア ���は，個人ごとに異なる切片（��）に加え，個人ごとに異な

る傾き（��）と，個人�の�時点の観察時点である���によって決まると考

えるのが数式（1）である。

��������������� （1）

数式（2）は，個人別の切片（��）が，児童生徒の家庭背景や性別（��）と，

そのそれぞれの傾き（��）によって規定されることを想定している。なお，

�
�

�は個人別の切片の切片である。

�����
�
�������� （2）

数式（3）は，個人別の傾き（��）が，児童生徒の家庭背景や性別（��）と，

そのそれぞれの傾き（��）によって規定されることを想定している。なお，

�
�

�は個人別の傾きの切片である。

�����
�
�������� （3）

数式（1）を個人内の各観察時点（年齢や学年），数式（2）と（3）を性別や家庭

背景など個人でほとんど変わらない属性と考える。初期値（切片）が個人間

でばらついており（random intercept model），成長速度（傾き）も個人間

で異なる（random coefficient model），というモデルを想定する。つまり，

学力スコアの切片と傾きに対してSES変数が統計的に有意な影響があるかど

うかによって，学力格差の連鎖・蓄積の様相について検討するのである6）。

5）成長曲線モデルの説明は，中澤（2012）および中西（2021）に依拠している。
6）分析ソフトウェアには，Mplus，version7．31（Muthén & Muthén，1998-2012）
を用いる。
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4．分析

4．1．記述的分析

親学歴と学力スコアの関連およびその差の経年変化については表3に示し

た。

NRTは，全国平均値を50，標準偏差を10に設定した相対評価法による検

査であるため，50を基準に数値を見るとわかりやすい。親学歴が高校まで

の児童生徒については，学力スコアが50付近で推移するものの，大学・大

学院卒の場合には概ね55を超えている。つまり，親学歴が高校までの児童

生徒は，NRTの数値上で「平均程度」の学力に留まるが，親が高学歴の児

童生徒は高い水準で推移している。

次に，親学歴による学力差の経年変化を確認しよう。その傾向は教科に

よって若干異なることが読み取れる。まず国語について父学歴が高校までと

大学・大学院卒で差の変化を見ると，得点差は小4から順に4．1→3．8→5．2

→5．3と若干大きくなっている。一方で，算数・数学スコアを同様に父学歴

別に見ると，小4から順に5．3→5．0→5．0→5．6であり，得点差の変化はほ

とんど見られない。また理科での平均値の差は，父学歴では4．8→4．4→6．0

→6．0，母学歴別では5．4→5．5→7．3→6．7と大きくなっている。

4．2．成長曲線モデル

このような記述的分析の結果を踏まえ，成長曲線モデルによる学力スコア

の変化を検証したのが表4である。

切片の切片は学力スコアの初期値の平均値を表しており，傾きの切片は継

時的に変化する値の平均値である。モデルの当てはまりの良さについては，

RMSEAが．05を下回ること，TLIとCFIは0．1に近いことが望ましいとされ

る（Bollen & Curran 2005）。RMSEAが若干高めだが，TLIとCFIは0．9を

上回っているため，概ね問題のないモデルだと判断できる。なお表4中で
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4 5 6 1 4 5 6 1
1. 51.4 50.8 49.4 51.7 51.3 51.1 49.8 52.0

(10.0) (8.3) (9.2) (9.3) (10.0) (8.4) (9.1) (9.8)
2. 51.9 51.8 51.4 52.7 52.8 52.1 51.7 53.7

(9.8) (8.4) (8.7) (9.6) (9.5) (8.1) (8.7) (9.1)
3. 55.4 54.6 54.6 57.0 56.7 56.0 55.9 57.9

(9.1) (8.0) (8.0) (8.5) (9.6) (8.3) (7.8) (8.5)
1 3 4.1 3.8 5.2 5.3 5.5 4.8 6.1 5.9
1. 50.0 50.4 48.6 49.9 50.2 50.6 48.6 49.8

(11.4) (10.2) (8.6) (9.9) (11.7) (10.2) (8.6) (10.0)
2. 51.6 51.6 50.2 51.2 52.4 52.3 50.8 52.2

(11.0) (9.7) (8.5) (9.7) (10.6) (9.8) (8.5) (9.5)
3. 55.3 55.4 53.6 55.4 56.3 56.6 54.8 56.5

(9.6) (9.1) (8.2) (8.7) (9.5) (9.1) (8.2) (8.7)
1 3 5.3 5.0 5.0 5.6 5.5 4.8 6.1 5.9
1. 50.8 49.2 49.2 51.0 50.7 49.5 49.3 51.2

(11.2) (10.4) (11.3) (10.4) (11.6) (10.5) (11.3) (10.7)
2. 51.8 50.6 51.3 52.7 52.8 51.2 52.0 53.6

(11.0) (10.6) (11.0) (10.8) (10.6) (10.2) (10.8) (10.7)
3. 55.6 54.3 55.4 57.1 56.5 55.6 56.8 58.1

(9.8) (9.6) (9.5) (10.2) (9.7) (9.8) (9.1) (10.0)
1 3 4.8 5.1 6.2 6.2 5.5 4.8 6.1 5.9
1. 51.0 50.1 49.2 50.7 51.1 50.0 49.1 50.9

(11.1) (10.1) (10.6) (10.3) (11.3) (10.7) (11.1) (10.6)
2. 52.6 50.8 50.6 52.1 53.3 51.8 51.8 53.2

(10.2) (10.4) (11.0) (10.5) (9.9) (9.7) (10.4) (10.1)
3. 55.8 54.5 55.2 56.7 56.5 55.5 56.4 57.6

(8.8) (9.1) (9.2) (9.1) (9.1) (9.1) (8.5) (9.0)
1 3 4.8 4.4 6.0 6.0 5.4 5.5 7.3 6.7

1
2 0.1%
3 1 3 Turkey HSD 0.1%

は，傾きと切片の相関係数がマイナスであり，統計的に有意であれば，初期

の学力が低い児童生徒ほどその後に上昇する傾向にあることを意味してい

る。

切片に対する独立変数の推定値は，学力の初期値に対する影響を表してい

る。つまり，国語スコアでいえば，男子ダミーが約-3．1であるため，小4

の国語スコアは男子の方が約3．1ポイント低い（女子が約3．1ポイント高

い）ことを意味している。そして，父学歴の大学・大学院卒ダミーが約2．6

であるため，父学歴が高校までとの対比において大学・大学院卒であれば約

表3．親学歴別に見た学力格差の平均値の変化
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2．6ポイント学力が高いことを表している。同様に，母学歴も高校までと比

して，短大・専各卒および大学・大学院卒の児童生徒の方が学力の初期値が

高いことがわかる。

傾きに対する独立変数の推定値は，学力の変化に対する影響を表してい

る。国語スコアでは，世帯年収（単位：万円）の推定値が0．001であり，世

帯年収が100万円上昇すると児童生徒の学力スコアが約0．1ポイント上昇し

ていくという継時的な変化を示している。親学歴については，父学歴が高卒

までとの対比において大学・大学院卒であれば約0．4ポイント上昇すること

になる。

本稿の分析の関心は，学力格差が変化するかどうかを検討することにあ

る。よって傾きについてSES変数（世帯年収，父母学歴）が有意なものを確

認しよう。表4を改めて確認すると，SES変数が1つでも有意な教科は国語

と理科である。算数・数学と社会では，その傾きにおいてSES変数は有意で

はない。つまり，学力格差が蓄積・拡大するのか連鎖・継続するのかについ

て，本稿の分析からは「教科によって異なる」という結論を下すことができ

よう。

なお，国語スコアについて，4時点それぞれに0，1，2，3と数値を与え，

成長曲線モデルを図化すると図1のようになる。これを見ると，相対的に親

学歴が低い児童生徒の学力が下がっていく様相が読み取れる。NRTが全国

平均を50に設定されていることを踏まえれば，両親非大卒の児童生徒の学

力は学年を経るごとに全国平均を割るようになっている。つまり，相対的に

低いSESの児童生徒ほど次第に学習についていけなくなることが伺える。こ

うしたエビデンスは，NRTを用いたからこそ把握できる様相であろう。
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5．まとめ

本稿の分析では，小4～中1までのNRT学力パネルデータと保護者調査か

ら得た親学歴と年収データを成長曲線モデルで分析することで，以下の知見

を得た。

第一に，すべての学力スコアの切片に対してSES変数が正で有意であっ

た。つまり，学力格差は小4時点で観測されるのである。

第二に，国語と理科では傾きへSES変数がプラスに有意であった。この結

果が指し示すのは，国語と理科に限り学力格差が「拡大する」ということで

ある。

第三に，算数・数学，社会については，スコアの傾きに対してSES変数が

有意ではなかった。それゆえに，算数・数学，社会では学力格差は「変わら

ない」ということになる。

以上の分析結果を勘案すれば，学力格差が加齢とともに「拡大する」のか

「変わらない」のかは「教科によって異なる」ということになる。とはいえ，

本稿で分析したデータも中学1年生まで追跡したものでしかない。数実

（2017）の研究では，高学年になるほど児童生徒自身の学習が学力差を生み

出すことが明らかにされているが，高校受験が近づく中3まで追跡すれば通

塾の有無などが強く影響し始めるなど，結果が異なる可能性は十分に考えら

れる。例えば，Cheadle（2008）は，アメリカでのパネルデータ分析から，

学力のSES・人種格差が教育投資を媒介して拡大することを指摘している。

科学研究では再現可能性が不可欠なものとして位置づけられるが，実際に

は異なる研究者がそれぞれの事情（変数の測定方法，分析対象，調査地域，

分析手法など）で研究を行うため決して完全に知見が一致するわけではな

い。それゆえに追試研究は一定の価値をもち，追試研究が実施される都度，

分析が蓄積されながら長い時間をかけて次第に知見が更新されるのである。

本稿の分析は，追試研究でもありながら，日本の学力格差パネル研究の蓄積
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に貢献したものであろう。

しかし，本稿の残した課題もまた測定にかんするものである。例えば，社

会や理科は国語や算数・数学に比べると，学習する領域が学年によって大き

く異なったりする。そうであれば，本稿で分析した社会，理科を追跡したス

コアは本当に学力の個人内変化を示していたのだろうか。我々は，いったん

数値になるとそれが“測定されたもの”としてしばしば認識してしまう。そ

うであれば，やはり学力の測定に向けた一層の努力は必要だろう。

また，本稿で用いたデータは，保護者調査で無回答であった層，追跡調査

のサンプル脱落（sample attrition）なども勘案すれば，決して非の打ち所

がないデータ分析から得られた知見ということはない。こうした課題を自覚

し，実証研究は蓄積されていくべきである。
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本研究は，JSPS 科学研究費補助金（JP18H00984，JP22H00980（研究代
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The purpose of this paper is to examine aspects of cumulative advantage
in Japanese society by analyzing academic achievement from a follow-up
survey of elementary and junior high school students.
In Japan, analysis with panel data has revealed aspects of academic
achievement gaps. However, the findings are inconsistent because (1) the
measurement methods of the variables, (2) the grades analyzed, (3) the
regions surveyed, and (4) the analysis methods are not the same. Hence, it
is not possible to make rigorous comparisons as to whether the
achievement gap “widens” or “remains” as grades increase. In addition,
scientific research needs to be constantly validated through panel studies.
In recent years, the value of re-examination studies, in which another third-
party researcher verifies the results of a study that has already been
published for confirmation, has begun to be reevaluated. Therefore, there is
a need to revisit the findings on academic achievement gaps by analyzing
new panel data.
The data used in this paper are academic achievement panel data
obtained from a survey conducted on elementary and junior high schools in
a regional core city (population of about 350,000). The analysis targets
fourth- through eighth-grade students in the 2009 birth cohort. The
academic achievement data is from the Norm Referenced Test (NRT), and
the students ‘Socio-economic Status (SES) is the parents’ educational
background and annual household income obtained from a questionnaire

A Study on the Cumulative Advantages and

Disadvantage of Academic Achievement Gaps Using a

Growth Curve Model: Realization and Measurement

NAKANISHI Hiroki
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survey for parents. A growth curve model was used as the analytical
method.
The findings are as follows. (1) The SES variable is significant and
positive for the intercept of the academic achievement score, and the
academic achievement gap is observed at the 4 th grade. (2) The SES
variable is significant and positive to the slope for Japanese and science,
and the achievement gap widens for Japanese and science. (3) In math and
social studies scores, the SES variables were not significant to their slopes.
Hence, the academic achievement gap does not change with age in math
and social studies. What these analyses indicate is that changes in the
academic achievement gap “vary from subject to subject.”

Keywords : cumulative advantage and disadvantage, panel survey,
elementary and junior high school students,
growth curve model, methodology
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Ⅰ．背景・動機

今日，福祉人材確保は深刻な状況となっており，地域包括ケアシステムを

構築していく上で，人的資源の課題が大きくなっている。介護人材確保の基

本的な取り組みの方向性は，新規参入促進，離職防止・定着促進，流出後の

再流入促進の3つがある。

新規参入促進として，地域医療介護総合確保基金を活用して実施できる施

策の一つに，介護事業所での職場体験・インターンシップがある。職場体

験・インターンシップは，福祉業界に関する魅力を含め，職場の実情を体験

できるものであり，福祉業界の理解促進，就業の促進，ミスマッチ防止の観

点，ネガティブなイメージの払拭に，非常に重要な位置づけとなることから

社会福祉施設で行われるインターンシップ（以下，福祉インターンシップ）

の推進が急務である。しかし，株式会社日本総合研究所（2021）「介護現場

における効果的な職場体験，インターンシップの実施に関する調査研究事業

報告書」において示された，地域医療介護総合確保基金における都道府県計

＜研究ノート＞
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「福祉インターンシップへの参加意向と

興味・関心」
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画の職場体験・インターンシップの実施状況及び実施内容の調査結果では，

インターンシップ実施の都道府県は27．7％であった。インターンシップを

実施しておらず，実施に向けた検討も行っていない都道府県は66．0％で

あった。インターンシップの中断・廃止をした理由として，事業の実績が上

がらない（参加者が集まらない）との回答がある。

また，福祉インターンシップ実施のために，2021年11月にA大学の社会

福祉学科を除く1年生から3年生の約4，500名へメールと校内システムを使

用し福祉インターンシップの告知，学内掲示板を活用した掲示を行った結

果，実際の参加申し込みは3名であった。新型コロナウイルス感染症の影響

により実際の福祉インターンシップ実施は1名のみであった。このことか

ら，福祉インターンシップの参加が極めて低いことが明らかとなった。

このよう現状から，社会福祉学専攻以外の学生の「福祉インターンシップ

の参加意向」と「福祉インターンシップの興味・関心」の現状を可視化する

必要がある。

【研究目的】

社会福祉学専攻以外の学生の「福祉インターンシップへの参加意向」と

「福祉インターンシップへの興味・関心」を可視化する。可視化した現状を

基に，社会福祉学専攻以外の学生が，福祉インターンシップに参加しない理

由を探り，福祉インターンシップの参加への示唆を得る。

Ⅱ．先行研究

（1）．社会認知的キャリア理論（SCCT）に基づいたキャリア選択行動モデル

社会認知的キャリア理論（Social Cognitive Career Theory：以下，SCCT）

は，Lentら（Lent, et al.1994）によって提唱された理論であり，Banduraの

社会的認知理論を基盤とし，近年行われる多くのキャリア発達研究に援用さ

れる。SCCTは，特に，人の認知の変化に注目している。SCCTのキャリア
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選択行動モデル（図1）は，環境的要因や個人的要因が自己効力感や結果期

待といった認知的要因に影響を与え，実際のキャリア選択行動に繋がってい

くキャリア選択のプロセスを示している。SCCTは，多くのキャリア発達や

キャリア選択に関するアプローチが統合され，汎用性の広い理論となってい

る（三倉ら2020）。SCCTでは，人の認知に大きく影響をもたらすものが学

習経験であると考える。人は，特性などの個人的要因と，生まれ育ってきた

家庭，教育などの環境的要因との間で，学習経験を経て，自己効力感と結果

期待を形成する。さらに，自己効力感と結果期待によって，特定の領域への

興味を強め，何らかのキャリア選択の目標を設定，行動し，行動の結果は，

学習経験へフィードバックされる。SCCTで重要なことは，人が主体的に認

知を変えて，より良いキャリア選択や高い結果を出せる点である。失敗をし

ても，新しい学習経験を重ねて，自己効力感と結果期待を高めることができ

れば，行動や結果を変えることができると考えられている（労働政策研究・

研究機構2016）。

福祉インターンシップは，福祉の魅力発信を行い，人材確保へと繋げてい

く双方の意味合いを持ち，SCCTの学習経験として，学生の職業興味へ繋げ

ていくことが十分に期待できる。福祉インターンシップという学習経験か

ら，自己効力感や結果期待を得ることで，キャリア選択の職業興味へと導く

ことが期待できる。

（2）．職業興味の個人因子や環境因子に関わる福祉の利用者へのネガティブ

なイメージ

（図1）Lentら（Lent, et al.1994）による社会認知的キャリア理論に基づいたキャリア選択行動モデ
ルより筆者作成。
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萩原ら（2008）は，高校生の高齢者イメージの調査から，高齢者と接する

機会が少ない普通科生徒は，否定的イメージをもち，その傾向が，そのまま

続くか，さらに否定的傾向を示すことを意味すると結論づけた。また，普通

科の生徒は高齢者の実像をとらえることなく，ネガティブなステレオタイプ

のイメージが強化されていると示している。このことから，社会福祉学専攻

以外の学生も同様の傾向が示されることが推測され，高齢者の実像をとらえ

ることなく，ネガティブなステレオタイプのイメージを持っていることは否

定できない。

中野ら（1994）は，小・中学生を対象に調査し，高齢者との過去の交流経

験が多いほうが，高齢者へのポジティブなイメージを抱く傾向があると確認

した。青少年の高齢者との交流程度は，高齢者に対するイメージに影響を与

える重要な要因であると明らかにした。鄭ら（2000）は，高齢者と青少年と

の交流体験の有無，青少年の高齢者に対する知識不足などの原因により，高

齢者に対する態度やイメージがネガティブ又はポジティブに形成されやすい

と述べている。このことは，社会福祉学専攻以外の学生も，同様の傾向が示

されることが，推察される。高齢者と接する機会が少ない社会福祉学専攻以

外の学生は，否定的なイメージを変化させる高齢者と接する機会を持たない

ことが推測され，ネガティブな傾向が，そのまま続くか，さらに否定的傾向

を示す可能性は否定できない。一方で，交流程度によっては，高齢者に対す

るイメージをポジティブに変換させる可能性を示唆している。

鄭ら（2000）は，高学年に上がるほど，高齢者に対して持つイメージはネ

ガティブな方向に傾いていると述べ，年齢が高くなるにつれて，青少年と高

齢者との交流の場が少なくなり，そのことが，高齢者のイメージをよりネガ

ティブにしていくのではないかと論究している。これは，本研究の対象者と

なる社会福祉学専攻以外の学生も，高齢者に対して持つイメージがネガティ

ブな方向に傾いている可能性があることを示唆している。

小嶋ら（2022）は，学生がより肯定的な高齢者イメージを形成するために
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は，祖父母との関わりでは，連絡頻度の多さ，地域の高齢者との関わりで

は，楽しい活動経験や習い事・講習の経験，メディアなどの高齢者との関わ

りでは，敬老内容や介護内容を見た経験が関連していると示している。身近

な祖父母との関わり経験だけでなく，地域の高齢者あるいはメディアなどの

高齢者との関わり経験を積むことで，学生の肯定的な高齢者イメージ形成に

繋がることが述べられている。これらのポジティブなイメージ形成に必要な

高齢者との関わり経験が少ない学生は，高齢者に対して持つイメージがネガ

ティブな方向に傾いていく可能性が高いことを示唆している。

福祉インターンシップを経験することは，地域の高齢者との関わり経験を

積む機会であり，高齢者のイメージを調査した先行研究で明らかになった，

高齢者に対するネガティブなステレオタイプのイメージから，リアリティを

伴うポジティブな高齢者イメージを形成する転換の機会となることが期待で

きる。しかし，学生が福祉インターンシップに申し込むに至るまでに，職業

興味の個人因子や環境因子に関わる，学生が持つこれまでの，高齢者へのネ

ガティブなイメージが大きく影響し，福祉インターンシップの申し込みに至

らない可能性が示唆される。

（3）．福祉インターンシップへの興味がない理由は，福祉業界への就職との

関連

小野（2021）は，私立大学の学生アンケートを実施し，非教職履修者の社

会的影響，認知的影響及び仕事の条件に関する統計量を示した。教職課程を

履修していない学生は，社会的影響に比べ，認知的影響の方が大きく，それ

らの影響よりも，仕事の条件による影響が一番大きいことを示し，職場環

境，希望の職種，休みの日，プライベートの確保を重視する傾向にあること

を明らかにした。親の職業への憧れや自分が昔からなりたい職業よりも，自

分に合う仕事を見つけ就職活動を行うのではないかと論じている。教職志望

学生は，入学時は教員になるという明確な目標があるのに対して，非教職志
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望学生は，何になりたいか分からない学生が多いと述べ，入学時は非教職志

望学生の方が教職志望学生より進路に対して不安に思っている学生が多いと

明らかにした。また，10代の職業志望が成人後の職業に影響することが指

摘されている（Schoon，2001）。

前記から，社会福祉学専攻以外の学生の「福祉インターンシップへの参加

意向」と「福祉インターンシップへの興味・関心」を可視化することで，社

会福祉学専攻以外の学生が，福祉インターンシップに参加しない理由を探

り，福祉インターンシップの参加への示唆を得る必要性が浮かび上がってき

た。よって，社会福祉学専攻以外の学生へ調査をする。

Ⅲ．調査研究

1．調査の概要

大阪府参入促進・魅力発信事業の一環であるインターンシップモデル事業

は，大阪福祉人材支援センターへ委託され，2021年度はA大学と連携し取

り組んでいる。大阪府内の社会福祉施設の事業所へ2021年5月に福祉イン

ターンシップ受け入れ調査を行い，99箇所の事業所から受け入れの賛同が

あった。2021年度は最終的に9箇所の事業所へ受け入れを依頼した。福祉

インターンシップ実施のために，2021年11月1日にA大学の社会福祉学科

を除く学部1年生から3年生の約4，500名へメールと校内システムを使用し

福祉インターンシップの告知，学内掲示を行った結果，実際の参加申し込み

は3名のみであった。このことから，福祉インターンシップの参加希望が極

めて低いことが明らかとなった。

2022年度は9箇所の事業所へ受け入れを依頼した結果，8箇所の事業所か

ら受け入れの賛同が得られた。2022年度も引き続きA大学と連携し取り組

んでいる。2022年度は，A大学のキャリアセンターが実施する単位認定型

のインターンシップ受講者である，社会福祉学専攻以外の学生44名へイン

ターンシップ実施先の一分野として，福祉インターンシップ・プログラムを
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提示し，募集を行った。結果は，福祉インターンシップの参加希望者は，1

名であった。

インターンシップは，学生の就業力を高める機会のひとつとして，注目さ

れている。先行研究では，インターンシップの教育効果が指摘されている

（宮田2021）。また，2022年6月文部科学省，厚生労働省及び経済産業省は，

「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を改正し，「インター

ンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たって

の基本的考え方」を示した。一定の要件を満たしたインターンシップについ

て，取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に活用することが可能と

なった。

福祉業界の人材確保において，学生が就職を意識する早期の段階から，福

祉業界を就職先として意識する啓発活動としても福祉インターンシップの促

進が期待される。よって，社会福祉学専攻以外の学生の「福祉インターン

シップの参加意向」と「福祉インターンシップの興味・関心」との関係を可

視化するために本調査を行う。

2．調査の方法

・調査対象

2022年度A大学の単位認定型インターンシップ授業に参加している社

会福祉学専攻以外の学生44名へ実施した。調査対象は，単位認定型イン

ターンシップ授業に参加している学生を対象とすることにより，インター

ンシップへの参加希望がある者が対象となり，インターンシップの実習先

の選定についての特徴を把握する。

・調査期間

2022年7月A大学の単位認定型インターンシップ授業内（10分）で実

施した。

・調査方法

社会福祉学専攻以外の学生の
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2022年7月A大学の単位認定型インターンシップ授業内（10分）で，

アンケートの協力を依頼し，アンケートの配布と回収を行った。

・アンケートの回収状況

学生44名の協力が得られた。

3．調査項目

2022年7月以下の項目についてアンケート調査を行った。基本属性に関

する項目は，性別，学年，所属学部を設定した。【項目1-1】福祉業界のイン

ターンシップに参加したいと思うか（表1）。1．とても参加したい，2．や

や参加したい，3．どちらとも言えない，4．あまり参加したくない，5．全

く参加したくない。【項目1-2】上記を選択した理由は何か（自由記載）を

設定した。【項目2-1】福祉業界のインターンシップに興味があるか（表2），

1．はい（質問2-2へ），2．いいえ（質問2-3へ）を設定した。【項目2-2】

項目2-1ではいの理由に該当するものを選択（複数回答可）とし，14項目

を設定した。【項目2-3】項目2-1でいいえの理由に該当するものを選択

（複数回答可）とし，16項目（表4）設定した。

4．倫理的配慮

調査対象者へ，研究目的，方法及び研究参加は任意であり，参加の拒否に

よる不利益はないこと，入手した情報は個人名が特定されないように集計

し，公表されることを説明し，調査への回答をもって，同意と見なすことに

ついて承諾を得た。

5．調査結果

・回答者の基本属性

回答者の性別は，男性31名，女性11名，無回答2名であった。学年は，

2年生2名，3年生40名，無回答2名であった。所属学部は経営学部4名，
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1．とても
参加したい

2．やや
参加したい

3．どちらとも
言えない

4．あまり
参加したくない

5．全く
参加したくない

ｎ＝44 0 2 18 17 7
％ 0 4．5 40．9 38．6 15．9

（表1）【項目1-1】福祉業界のインターンシップに参加したいか

興味あり 興味なし 無回答
ｎ＝44 3 41 0
％ 6．8 93．1 0

（表2）【項目2-1】福祉業界のインターンシップに興味があるか

学年 IS興味あり IS興味なし n=44

1年生
2年生
3年生
4年生
無回答

0
0
3
0
0

0
2
37
0
2

0
2
40
0
2

計 3 41 44

（表3）福祉インターンシップ興味と学年の関係

経済学部9名，国際教養学部7名，社会学部10名，法学部12名，無回答2

名であった。

・【項目1-1】福祉インターンシップ参加意向（表1）

とても参加したい0名，やや参加したい2名，どちらとも言えない18名，

あまり参加したくない17名，全く参加したくない7名であった。

・【項目2-1】福祉インターンシップへの興味（表2）

興味あり3名，興味なし41名であった。

・福祉インターンシップへの興味と学年（表3）

1年生0名，2年生2名，3年生40名，4年生0名，無回答2名であった。
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（表4）【項目2-3】項目2-1でいいえの理由に該当するものを選択（複数回答可）

1．福祉業界のイメージがよくないから 14名
2．福祉のインターンシップイコール介護のインターンシップのイメージであるから 16名
3．福祉業界のインターンシップ・プログラムの内容は最初から見ていない 21名
4．福祉業界のインターンシップ・プログラムの内容はみたが，馴染みのない言葉が並んでいたから 1名
5．私が，学部で学んでいることは，福祉業界と関連がないから 20名
6．希望する仕事の業種・職務とつながるものではないから 26名
7．福祉業界は，参加しなくてよいと先輩・友人，先生・職員，親などに言われたから 0名
8．身近に参考にできる，福祉業界のインターンシップ体験モデルがいないから 4名
9．福祉業界では，自分の個性・適性を活かすことができないから 3名
10．福祉業界は，人と向き合う仕事であるから 3名
11．私のやりたいことは，福祉業界とマッチしないから 23名
12．私の可能性を広げることができないと思うから 5名
13．福祉業界への就職は考えていないから 33名
14．福祉業界に就職したとしても，私の身に付けたい専門知識やスキルが習得できないから 5名
15．参加したい，業界がすでに決定しているから 9名
16．福祉業界のインターンシップに参加しても，社会人基礎力が身につかないと思うから 0名

6．考察

（1）．学生の福祉業界の仕事への異なった職業イメージ

【項目2-3】福祉業界のインターンシップに興味があるかの項目に，いい

えを選択した理由（複数回答可）は「希望する仕事の業種・職務とつながる

ものではないから」26名，「私が，学部で学んでいることは，福祉業界と関

連がないから」20名，「福祉のインターンシップイコール介護のインターン

シップのイメージであるから」16名であった。福祉の仕事は，多様な働き

方があり，他業界とのコラボレーションも可能である（厚生労働省2014）

が，学生にこのような情報が広がっていないと示唆される。社会福祉施設

は，介護に関する仕事と介護以外の仕事があることの理解が学生に深まって

いない可能性を否定できない。学生がインターンシップの実習先を選択する

前段階において，福祉インターンシップの事前説明会などを設け，福祉の仕

事や福祉インターンシップについて説明をしていく必要性が浮かび上がって

きた。

９４ 桃山学院大学社会学論集 第56巻第2号



（2）．福祉業界に興味がないことで，福祉インターンシップへの参加へ結び

ついていない

【項目2-3】福祉業界のインターンシップに興味があるかの項目に，いい

えを選択した理由（複数回答可）は「福祉業界への就職は考えていないか

ら」33名，【項目1-2】福祉業界のインターンシップの参加意向の項目を選

択した理由の自由記載は，「興味がない」，「介護や福祉に興味がない」，「福

祉業界に興味がない」，「関心がない」19名であり，福祉業界への興味・関

心がないことが記載されていた。その19名の参加希望の内訳は，全く参加

したくない2名，あまり参加したくない10名，どちらとも言えない7名で

あった。どちらとも言えないを選択しているにもかかわらず，「興味がない」

を7名の学生が記載していた。キャリア選択では，個人因子と環境因子が，

学習経験へ影響し，自己効力感と結果期待から職業興味へと移行し，目標設

定，行動選択に繋がっていくことが，示されている（Lent, et al.：1994）。

このことから，福祉業界への職業興味の段階に至っていないことで，福祉イ

ンターンシップの参加希望まで結びついていないことが推察される。

【項目1-2】福祉業界のインターンシップの参加意向の項目を選択した理

由の自由記載では「自信がない」と記載し，全く参加したくないを選択した

学生は1名であった。「福祉について詳しくない」，「福祉業界について知ら

ない」を記載し，どちらとも言えないを選択した学生は各1名であった。福

祉についての自信がないこと，知識がないこと及び学習経験がないことによ

り，福祉業界に対しての自己効力感や結果期待が持てず，職業興味の段階に

繋がっていないことが推察される。福祉インターンシップでは，福祉業界の

学習経験を提供できるが，学習経験を提供する前段階において，福祉イン

ターンシップへの参加希望が得られていないことが示唆される。

【項目2-3】福祉業界のインターンシップに興味があるかの項目に，いい

えを選択した理由（複数回答可）は，「身近に参考にできる，福祉業界のイ

ンターンシップ体験モデルがいないから」4名であった。これは，身近に参
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考にできる，福祉業界のインターンシップ体験モデルを持つことにより，福

祉インターンシップへの興味を高めることへ繋げていける可能性を示唆して

いる。SCCTで，重要なことは，人が主体的に認知を変えて，より良いキャ

リア選択や高い結果を出せる点である。新しい学習経験を重ねることで，自

己効力感と結果期待を高めることができれば，行動や結果を変えることがで

きると考えられている（労働政策研究・研究機構2016）。このことから，学

生がネガティブな福祉業界のイメージを持っていたとしても，福祉業界のイ

ンターンシップ体験モデルからモデリングし，福祉インターンシップへの興

味を高め，福祉インターンシップに参加することにより，福祉業界への就職

へ繋がっていく可能性があることが見出された。

（3）．福祉インターンシップへの参加意向がない理由は，福祉の仕事へのネ

ガティブなイメージ

【項目1-2】福祉業界のインターンシップの参加意向の項目を選択した理

由の自由記載は「福祉業界のイメージが悪い」2名，「体力的に大変そう」2

名，「過酷なイメージ」1名，「ストレスがかかりそう」1名，「魅力を感じな

い」1名，「職場環境が悪いイメージ」1名，「一般的に大変と言われる仕事

だから」1名であった。これらは，福祉インターンシップの参加意向や興味

と福祉の仕事や職場に対するイメージとの関連が否定できないことを示して

いる。

石川ら（2018）の兵庫県内の全高校の高校2年生3，208名の福祉の仕事や

職場に対する意識調査において，福祉職への否定的な就職意識は78．5％で

ある。福祉の仕事の必要性，重要性，将来性に関しては，悪いイメージでは

なく，給料や休日などの労働条件や仕事の負担感に関する項目は，9割程度

の高校生が否定的に観ていることが明らかとなっている。「体力的に大変そ

う」，「一般的に大変と言われる仕事だから」，「過酷なイメージ」，「ストレス

がかかりそう」，「職場環境が悪いイメージ」は，福祉職への否定的なイメー

９６ 桃山学院大学社会学論集 第56巻第2号



ジを持っていることを示唆する。「必要な業界だが，自分は興味がない」の

回答もあり，必要性については理解がされていることは本調査でも同様の結

果が得られた。

厚生労働省・経済産業省は，2012年に策定した「ロボット技術の介護利

用における重点分野」について，2017年に改訂を行い，介護者の負担軽減

の実現などを掲げ，ロボット介護機器の開発重点分野の再検証を行い，戦略

的な開発の方向性を取りまとめ，新たな開発支援対象に反映させることとし

ている。このような新しい技術の活用による介護者の負担軽減など，福祉の

労働環境が以前と変わってきている情報が，学生に広がっていないことが窺

える。福祉インターンシップへの参加意向がない理由は，福祉の仕事へのネ

ガティブなイメージが影響していることが示唆されるが，新しい技術の活用

による介護者の負担軽減について，学生に周知していくことが重要であると

明らかにした。

（4）．福祉インターンシップへの興味がない理由は，福祉業界への就職との

関連

【項目2-3】福祉業界のインターンシップに興味があるかの項目に，いい

えを選択した理由（複数選択可）は，「福祉業界への就職は考えていないか

ら」33名，「希望する仕事の業種・職務とつながるものではないから」26

名，「私のやりたいことは，福祉業界とマッチしないから」23名，「私が，

学部で学んでいることは，福祉業界と関連がないから」20名であった。

福祉インターンシップは，福祉業界への就業促進のみならず，福祉業界の

魅力を含め，職場の実情を体験できるものであり，福祉業界の理解促進，ネ

ガティブなイメージの払拭に，非常に重要な位置づけとなる機会である。し

かし，福祉業界への就職希望のない学生は，福祉インターンシップへの興味

へ結びつていないことが明らかとなった。

小野（2021）は，私立大学の学生に就職撰択についてアンケートを実施
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し，非教職履修者の就職撰択の社会的影響，認知的影響及び仕事の条件に関

する統計量を示した。教職課程を履修していない学生は，仕事の条件による

影響が一番大きいことを示し，職場環境，希望の職種，休みの日，プライ

ベートの確保を重視する傾向にあることを明らかにした。このことは，専門

職を目指していない学生へも当てはまるのではないか。専門職を目指してい

ない学生は，仕事の条件から職業選択を行う傾向が強いことで，石川ら

（2018）の調査のように，福祉の仕事は給料や休日などの労働条件や仕事の

負担感に関する項目は，9割程度の高校生が否定的に観ていることからも，

条件面を注視する学生にとっては，福祉の仕事を職業として選択しないこと

が推察される。福祉業界のインターンシップに興味がない理由は「福祉業界

への就職は考えていない」33名であり，福祉業界のインターンシップに興

味がない理由は，就職選択に福祉の仕事を考えていないことが理由となって

いる。このことから，福祉インターンシップへの興味は，福祉の仕事の条件

面が影響していることは否定できない。

2017年に大阪府は「大阪府介護・福祉人材確保等検討専門部会報告『大

阪府介護・福祉人材確保戦略』」を制定し，労働環境・処遇の改善を国など

の関係機関と連携し取り組んでいる。労働環境・処遇の改善の取り組みにつ

いて，福祉の労働環境が以前と変わってきている情報が，学生に広がってい

ないことが窺える。福祉インターンシップへの興味は，福祉の仕事の条件面

が影響していることは否定できないことから，労働環境・処遇の改善の取り

組みについて，学生に周知していくことが重要であることを明らかした。

（5）．福祉インターンシップへの興味がない理由は，福祉インターンシップ

申し込み時期と関係

本調査は，単位認定型インタンシップ2022年受講生へアンケート調査の

協力を依頼した。単位認定型インターンシップは，学生がインターンシップ

実習前に多数の業界のインターンシップ・プログラムを確認し，希望のイン
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ターンシップ先へ申し込みを行い，選考を経て，インターンシップ実習目標

を立てた上で，実習を行う授業である。本調査のアンケートを実施した時期

は，全学生のインターンシップ実習先が決定し，インターンシップ実習目標

を明確にした後でのアンケート調査となっている。目標が明確となり，学生

が選択をしたインターンシップ先への実習へ向けての準備を行う時期に実施

した調査であることが，アンケート結果に反映されていることは否定できな

いであろう。また，福祉への就職意向と福祉インターンシップへの興味が関

連していることが，本調査から明らかとなったが，本調査の対象者は，3年

生が40名と9割を占めているため，就職活動を更に意識したインターン

シップであることが推察される。福祉インターンシップは，福祉の魅力発信

を行い，人材確保へと繋げていく双方の効果を期待していることから，福祉

インターンシップを行う時期は，低学年の学生へアプローチしていくことが

望ましいと確認ができた。

小野（2021）は，非教職志望学生は，何になりたいか分からない学生が多

いと述べ，入学時は非教職志望学生の方が教職志望学生より進路に対して不

安に思っている学生が多いと明らかにしている。このことから，将来の就職

に不安を感じ，将来の希望職業が明確でない学生へ，福祉インンターンシッ

プを通じ，福祉の魅力を伝えていくことで福祉業界への就職に関心を持つよ

うに働きかけることは有効ではないかと期待ができる。

（6）．福祉インターンシップ・プログラム内容は最初から見ていない

【項目2-3】福祉業界のインターンシップに興味があるかの項目に，いい

えを選択した理由（複数選択可）は，「福祉業界のインターンシップ・プロ

グラムの内容は最初から見ていないから」21名であった。福祉インターン

シップは，福祉の魅力発信を行い，人材確保へと繋げていく双方の意味合い

がある。しかし，福祉業界のインターンシップ・プログラムの内容は最初か

ら見ていないが約半数となったことから，福祉業界のインターンシップ・プ
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ログラム構築を行う前の段階であることが明らかとなった。

Ⅳ．今後の課題

本調査から，社会福祉学専攻以外の学生の福祉インターンシップの参加意

向と福祉インターンシップの興味・関心の関係を可視化した。（1）．学生の福

祉業界の仕事への異なった職業イメージ，（2）．福祉業界に興味がないこと

で，福祉インターンシップへの参加へ結びついていない，（3）．福祉インター

ンシップへの参加意向がない理由は，福祉の仕事へのネガティブなイメー

ジ，（4）．福祉インターンシップへの興味がない理由は，福祉業界への就職と

の関連，（5）．福祉インターンシップへの興味がない理由は，福祉インターン

シップ申し込み時期と関係，（6）．福祉インターンシップ・プログラム内容は

最初から見ていない，の6つが示された。

これらに対し，福祉の仕事は，多様な働き方があり，他業界とのコラボ

レーションも可能であることの情報を学生に広げていくことが不可欠である

と確認ができた。また，福祉インターンシップの事前説明会などを設け，福

祉の仕事や福祉インターンシップについて説明をしていく必要性がある。情

報提供では，福祉の知識や情報に加え，新しい技術の活用による介護者の負

担軽減や労働環境・処遇の改善の取り組みなどについても，学生に周知して

いくことが重要である。併せて，身近に参考にできる，福祉業界のインター

ンシップ体験モデルについて情報提供をしていく必要性を明らかにした。

今後の研究課題として，社会福祉学専攻以外の学生が持つ，福祉インター

ンシップの興味・関心と福祉インターンシップのイメージの因子を明らかに

するなどさらなる調査研究が求められる。
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近代スポーツ発祥の地イギリス

サッカー，陸上競技，水泳，ゴルフ，登山など私たちが思い浮かべること

ができるスポーツのほとんどは1700年代から1800年代にかけてイギリスで

誕生した。

スポーツ（sports）ということばは，ラテン語の“deportare（デポル

ターレ）”ということばが変化したものだ。ラテン語のデポルターレは「一

時的に離れる」という意味を持っていた。それがフランスに入ると「気晴ら

し」を意味する“desporter（デスポッティ）”となり，さらにそれがイギリ

スに入って「遊び」を意味する“disport（ディスポート）”に変化した。そ

の後さらに変化して1800年代から1900年代にかけて現在の“sports”とい

う単語が一般化していった。つまり現在のスポーツということばは「一時的

に離れる」�「気晴らし」�「遊び」という歴史を持っているのだ。

なぜ「一時的に離れる」が「遊び」へと変化したのだろうか。

その理由の一つは，1700年代から1800年代にイギリスでおこった産業革

＜資 料＞

スポーツの文化史

キーワード：スポーツ，遊び，産業革命

大 野 哲 也
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命にある。当時のイギリスは，アフリカ，ヨーロッパ，アジアに多数の植民

地を持っていて，それらの地域からもたらされる巨万の富でこの世の春を謳

歌していた。そしてこの強大な経済力で成し遂げたのが産業革命だった。産

業革命の成果にはいろいろあるが，社会を変えたという意味で大きな影響力

があったのは蒸気エンジンの発明だっただろう。

エンジンが発明される前は，人びとはどのようにモノづくりをしていたの

だろうか。

それは職人（とその家族）が朝から晩までコツコツと手仕事で部品を作

り，それらを組み立てるという作業を繰り返していたのである。こういう生

産形態を家内制手工業という。この形態では，作業をしながら食事をした

り，子どもを躾けたりというように，労働と日常生活が融合していた。そし

てつくられるモノのクオリティや生産量はその職人の腕にかかっており，そ

れらは安定していなかった。

ところがエンジンという動力が発明され実用化されると，モノづくりの方

法が劇的に変化した。巨大な工場が建設され，エンジンの力で部品をつくる

ことが可能となったのだ。もはや職人技は必要なく，生産量も職人任せでな

くなった。モノのクオリティも生産量も機械が担うようになり，それらは安

定していった。こうした生産システムを工場制機械工業という。

変化したのはモノづくりの方法だけではない。労働者自身もドラスティッ

クな変化を経験した。職人は不要になり，工場で働く雇用労働者が誕生した

からである。彼らは朝，自宅を出て工場へ向かい労働を始める。夕方の時間

になるとその日の労働が終了して工場を出て家路に着く。工場にいる時だけ

が労働の時間で，工場を一歩出れば完全に労働から解放された。家内制手工

業では渾然一体となっていた労働とプライベートが，完全に分離し，人間は

歴史上初めてプライベートの時間を手に入れた。これを「余暇の誕生」とい

う。

労働から完全に解放された労働者はなにをしたのだろうか。
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家内制手工業では，モノづくりの主導権は労働者自身が握っていた。どの

ような方法でモノを作ろうが，それは労働者の裁量に完全に委ねられてい

た。しかし工場制機械工業になるとそうはいかない。モノづくりの主導権を

握っているのは動き続ける機械であり，労働者は機械のペースに合わせて仕

事をしなければならなかった。いわば機械にこき使われるのであり，これは

相当ストレスが溜まったことだろう。そのストレスを発散し，心身ともにリ

フレッシュするために工場をでて労働から解放された彼らは思い切り遊ん

だ。こうして明日の労働への活力を養い，自分自身の尊厳を取り戻したの

だ。

すなわち労働から一時的に離れ（deportare）て，気晴らし（desporter）

のために，一所懸命に遊んだ（disport）のである。これが“sports”の語源

なのだ。労働者たちは，さまざまな遊びを考案した。つまり，原初のスポー

ツは遊びだった。さまざまな場所でおこなわれていたさまざまな遊びが，互

いに交流する中でルールが統一されていき，現在のスポーツへと完成して

いったのである。

したがって原初のスポーツは，多くの人がイメージしているスポーツ＝身

体活動とはずいぶん様相が異なっていた。なにせ，音楽，文学，絵画，彫

刻，さらには建築までもがスポーツだったのだから。現代社会を生きる私た

ちにすれば，何かの間違いじゃないかと思ってしまうが，これらがスポーツ

だったという証拠が，オリンピックに残っている。1912年のストックホル

ム大会から1948年のロンドン大会までのあいだ，これらが芸術競技として

実施されていたのだ。ちなみに1936年のベルリン大会では，絵画部門に出

展した藤田隆治の「アイスホッケー」と，鈴木朱雀の「古典的競馬」が銅メ

ダルを獲得している。

その後，芸術競技は，展示される品質の管理が難しいことや客観的な採点

基準を確立することが困難であるという理由などで廃止されることになる。

しかしその精神は，オリンピック開催期間中にオリンピックスタジアム周辺
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で催される芸術展示や，開・閉会式でおこなわれる華やかなパフォーマンス

の中に引き継がれている。

イギリスにおける遊びの本質

ここからはいくつかの競技を事例にしながらイギリスにおける遊びの発展

史について考えていこう。

サッカーやラグビーなど，二つのチームが一つのボールを奪い合い，追い

かけ，ゴールに運ぶことをフットボールと総称する。イギリスにおけるフッ

トボールの歴史は相当古く，起源を突き止めることはできない。とはいえ，

その原型は，1500年代から1600年代ごろに多くの村や町などを単位とする

コミュニティでおこなわれていた祭りにあるようだ。

祭りのメインイベントは，コミュニティの人たちを二つに分けて，たとえ

ば，一方のチームは丘の上に立つ教会に，もう一方のチームは村外れにある

川にかかる橋をゴールに設定して，どちらかのチームが相手より先にボール

をゴールに運ぶかを競うものだった。一つのチームの構成員が数百人から千

人規模になることもあった。コミュニティの老若男女はボールの奪い合いに

熱中して昼夜を問わず遊び続けたという。それはそうだろう。現在のように

遊ぶ手段が豊富ではなかった時代の娯楽であるから，彼らはできるだけ長く

遊びたかったに違いない。

ちなみに当時はまだゴムボールは発明されておらず，ブタやウシの膀胱を

風船のように膨らませたものをボールにしていた。尿が入るので弾力性があ

るのだ。私たちが想像するよりも膀胱は丈夫だったようだが，それでも祭り

の最中にそれが破れたりすると，新たにブタやウシを屠らなければならない

という相当血生臭い祭りでもあった。

この遊びが，時代が降るにつれて徐々に洗練されていき，ルールがつくら

れるようになる。そのプロセスでボールを手で扱うことを禁じるサッカー

と，手で扱うことは認めるがそのかわりに強烈なタックルを見舞うことも認
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めるというラグビーに分化していった。

サッカーとラグビーは出自が同じなので，ルールも似ていることが多い。

その典型はオフサイドという奇妙な反則であるだろう。サッカーのオフサイ

ドを文章で説明するのはかなり難しいが，できるだけわかりやすく記述して

みよう。

オフサイドを理解するためには，まずオフサイド・ポジションがなにかを

理解する必要がある。これは，攻撃側プレーヤーが，①守備側チームの

フィールド内でボールより守備側チームのゴールラインに近い位置で，②後

方から二人目の守備側プレーヤーよりゴールラインに近い位置にいる時のこ

とをいう。そして，オフサイド・ポジションに攻撃側プレーヤーがいるとき

に，ボールを持っている他の攻撃側プレーヤーがパスを出すとオフサイドに

なるのだ。

これでは，理解することが難しいので，もっとわかりやすく言い直すと，

相手フィールドに攻め込んで，相手ゴールと攻撃側プレーヤーの間に相手選

手が一人しかいないときにその攻撃側プレーヤーに対してパスを出すとオフ

サイドになる，こう書けば少しは理解しやすいだろうか。

ラグビーにもオフサイドという反則がある。状況によってかわるのだが，

スクラムをしている時は，スクラムの最後尾のプレーヤーから5m以上後方

に離れなければオフサイドとなる。ラインアウトの場合は，ラインアウトに

参加する両チームの選手の間にあるラインアウトの中央線からそれぞれ10

m以上後方に離れなければオフサイドとなる。モール・ラックの場合は，

モール・ラックの最後尾の選手より前からラックに参加した場合にオフサイ

ドとなる。

文章で記述すると理解するのは至難の業だが，思い切り単純化して言え

ば，攻めている方向に対してボールの前から攻撃に参加してはいけないとい

うことだ。たとえば「待ち伏せ攻撃」はオフサイドの最たるものだ。そもそ

もオフサイドという言葉の原初の意味は「チームから離れている」あるいは

スポーツの文化史 １０７



「チームから離れていく」という意味だという。そしてここでいう「チーム」

とはボールに密集している味方チームという意味であり，すなわち密集から

離れた位置にいたり，離れた位置にいったりすることを指していた（中村

2009：102）。

オフサイドは実に奇妙な反則だ。ボールを前に進める競技でもっとも効率

的に前にボールを運ぶ方法は，待ち伏せ攻撃であるからだ。誰か一人のプ

レーヤーをゴール近くで待たせておいて，その選手にパスを出せば，あっと

いう間に得点できる。現に，バスケットボールやアメリカンフットボールは

それをやっていて，何十点もの得点が入るようになっている。だが，オフサ

イドはそれを厳禁しているのだ。つまりオフサイドという反則の核心は，

ボールを前に進める競技において，ボールを前に進めてはいけないというこ

となのだ。

このような不自然なルールはどのような理由でうまれたのか。それは過去

の祭りをみれば一目瞭然だ。遊ぶ手段がなかった時代，祭りでボールを奪い

合った人たちは，できるだけ長い時間遊びたかったにちがいない。待ち伏せ

攻撃をすれば勝てる確率は高くなるが，勝敗が決まってしまえばそこで祭り

も終わってしまう。彼らは勝つことよりも，できるだけ長く遊ぶことを優先

した。彼らのそのような無邪気な心性が次第にルール化されてきて，現在の

オフサイドという反則になったのだ。

オフサイドという反則には，イギリス人の遊びに対する情熱が色濃く反映

されているのである。

イギリスにおける男らしさの資本主義

イギリス発祥の近代スポーツにはもう一つ大きな特徴がある。それは「男

らしさ」に強くこだわるというところだ。

オフサイドという反則を違う角度から考えてみよう。もしも待ち伏せ攻撃

が合法だったらその試合はどうなるだろうか。おそらく攻撃側プレーヤーが
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フィールドのあちらこちらに散らばってボールを持った選手からのパスを待

つというプレースタイルが主流となるに違いない。しかしオフサイドを禁止

すれば，そのような戦術は採用できない。つまり，オフサイドがあること

で，必然的にプレーヤーたちはボールに密集しなければならない，換言すれ

ば，ボールに突っ込んでいくことが求められるようになるのである。

1845年，イギリスのラグビー校はフットボールのルールを成文化した。

37条のルールの中の第2条に「オフサイド」がでてくる。

プレーヤーは，彼の後方で味方のプレーヤーがボールに触れたとき，相手

チームのプレーヤーがそのボールに触れるまでオフサイドである（中村

2009：76-102）。

また，1700年代にウエストミンスター校ではオフサイドについて，「よく

ない行為」ではあるが違法ではないとしていた。また，1800年代のイート

ン校やケンブリッジ大学では，意図的にボールから離れた位置でプレーする

ことは「汚い行為」だとして嫌悪されていた（中村2009：119）。

これらのルールには「ボールを前に進めていく競技においてボールを前に

進めてはいけない」というパラドキシカルな心性がよく表れている。ボール

より前でプレーしてはいけない，すなわち待ち伏せ攻撃を禁止しているのだ

から。

ラグビーにはノックオンという反則があるが，これも同様だ。ノックオン

は，ボールのキャッチに失敗して前に落としてしまう反則をいうのだが，故

意か偶然かは問題ではなく，ボールを前に落としてしまう，すなわちボール

を前に進めてしまうことが禁止されているのだ。

ボールから離れた位置，とくにボールの前にポジショニングする行為が禁

止されていれば，攻撃側も守備側も必然的にボールに突っ込んで行かざるを

得なくなる。ラグビーの試合などはその典型で，ボールを中心にして大勢の
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選手がずっと団子状態になっている。

彼らはたとえ怪我をしようが，しゃにむにボールに突進していった。なぜ

なら，それが男らしさの象徴だったからだ。ボールから離れて恥をかいた

り，汚い行為をする者というレッテルを貼られるわけにはいかなかった。

こうした男らしさへの強いこだわりは，ボクシングにもみられる。

格闘技の歴史は古く，紀元前9世紀ごろから約1200年にわたってギリ

シャでおこなわれていた古代オリンピックでも格闘技種目があったことがわ

かっている。

したがってボクシングの発祥を正確に特定するのは困難なのだが，1700

年代から1800年代にかけてイギリスでおこなわれていたボクシングの初期

段階では，階級も十分に制度化されておらず，グローブもない，ただ殴り殴

られるだけの血なまぐさいファイトだった。たとえボクサーが相手のパンチ

によって深刻なダメージを受けようとも，本人には試合をやめる権利がな

く，ボクサーに帯同しているスタッフが敗北を認めるまで試合は続けられ

た。

しかも相手のパンチを避けることは男らしくない卑怯な行為として蔑まれ

ていて，相手のパンチをまともに受けても倒れない不屈の闘志をみせつけた

うえで相手を殴り倒すところにボクシングの醍醐味があった。選手にとって

は賞金を懸けたプライズ・ファイトであり，血で血を洗うブラッディ・ファ

イトでもあったボクシングは，観客にとってのギャンブルでもあった。

たとえば1847年には140ラウンド，1849年には185ラウンドを戦ったと

いう記録が残っている。ボクサーが相手との実力差を実感し勝てないことが

わかったとしても勝利を諦めることは自尊感情が，そして彼に賭けた観客が

許さなかったであろう。したがって，時々死者が出ることは必然だった。現

在，世界タイトルマッチが12ラウンド制でおこなわれていることを考えれ

ば，彼らの男らしさに対する執着は尋常ではなかった。

プリミティブなボクシングは，1743年に「対戦者のダウンでラウンドが
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終了する」「ラウンド間のインターバルは30秒」などを定めたブロートン・

ルールが，1838年には29条からなるロンドン・プライズリング・ルールズ

が，1866年に「1ラウンドは3分」「グローブの着用」「レフリーによるダウ

ンの10カウント」などを定めたクインズベリー・ルールができることに

よって徐々に規格化されていった（ボディ2011，樫永2019）。

イギリス流のスポーツがこれほどまでに男らしさにこだわった理由の一つ

は，当時の植民地主義を基礎にした資本主義にある。1700年代から1800年

代にかけてイギリスが産業革命を成し遂げたことは先述したとおりだが，そ

れをおこなうための経済力は植民地経営，すなわち植民地から巨万の富を吸

い上げることが必須だった。その植民地経営だが，植民地では，少数のイギ

リス人が圧倒的多数の現地の人びとを統治しなければならない。抑圧と差別

をされ続け，苦難の生を生きる現地の人びとがいつ反旗を翻し暴動を起こす

かわからない。そのような危険とリスクをともなう現地社会を支配するため

には，不屈の闘志が必要だったのである。それを体現するために，それを証

明するために，そしてそれを修養するための手段の一つとして，スポーツが

利用されたのだ（大野2020：87-91）。

したがって，フットボールにおけるオフサイド・ルールや死者が出ること

も厭わないボクシングがイギリスで誕生し人気を博したのは，けっして偶然

ではない。それを生み出す土壌が社会にはあったのである。

人工物のスポーツ，バスケットボールとバレーボール

ここではイギリスから離れてアメリカにおけるスポーツを考えていこう。

日本をはじめ多くの国々で人気があるバレーボール，バスケットボール，

ベースボール，アメリカンフットボールはアメリカで誕生した。特徴的なの

は，イギリスのスポーツが自然発生的な生成過程を辿ったのとは対照的に，

バレーボールとバスケットボールはそれを作り出した考案者がいる人工物で

あるということだ。
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バスケットボールは1891年にジェームズ・ネイスミス（1861-1939）に

よって，バレーボールは1895年にウイリアム・モーガン（1870-1942）に

よって考案された。イギリスをはじめとするヨーロッパから多くの移民が流

入していたアメリカ大陸の東海岸では，厳しい寒さが長く続く冬に，屋内で

男女が気軽に楽しめるスポーツが求められていた。しかし，イギリス流のス

ポーツは男らしさに拘るためにタックルなどの強い身体接触に寛容で，女性

や子どもには不向きだった。

そこでネイスミスは，いかにしたらタックルのような身体接触を回避でき

るのかを考えた。そして一つの解答にいきつく。ラグビーの突進やサッカー

のドリブルなど，ボールを保持したまま全速力で前に向かって走ることを認

めると，それに付随して，前進を阻止するためのタックルも認めざるを得な

い。ということは，ボールを持って全速力で走ることができないようにすれ

ば，タックルも必要なくなるのではないか。すなわちドリブルしながらでな

いとボールを持って移動できないようにすればスピードは落ち，タックルが

不要になると思い至ったのである。そして，農業用のカゴを頭上に置きそれ

にボールを入れることで得点になることを思いつく。籠に向かってボールを

投げるだけで，特別なテクニックは必要ないから誰でも簡単にプレーでき

る。なおかつ，ボールを持ったままゴールに走りこむラグビーのような方式

ではなく，ボールを投げるという行為によって，すなわち，最終段階では

ボールから手を離すという行為によって，しかもフィールド内であればどこ

から投げても良いことにしたので，ゴール前で一段と激しさを増す身体接触

を回避できると考えた。

とはいえ，それでも勝負に熱中するあまりバスケットボールでは接触プ

レーが絶えなかった。そんなバスケットボールを好まない人たちのために考

案されたのがバレーボールだった。だからバレーボールのほうが後から考案

されたのだ。モーガンは身体接触を完全に回避するためにはテニスなどの

ネット型スポーツを採用するしかないと思っていた。さらに，新しいスポー
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ツも厳しい寒さを回避できる屋内でできて，女性も子どももが楽しめるもの

でなければならない。こうした条件を踏まえつつ，試行錯誤する中でバレー

ボールは誕生した。そして完成すると，モーガンがYMCA（キリスト教青

年会）で勤務していたことと，怪我の心配がなく誰もが気軽に楽しめるとい

う特性が多くの人に支持されて，あっという間に全米に広がっていった。

アメリカにおける合理的な資本主義

アメリカ発祥のスポーツにはイギリスとは違う大きな特徴がある。それは

アメリカの資本主義がイギリスのように植民地経営を土台にして成立してい

るのではなく，合理性と効率性を基礎にしているという点であり，それがス

ポーツにも反映されているということだ。

アメリカ資本主義の象徴は，世界有数の自動車メーカーであるフォード社

が発明した生産ラインにおける流れ作業方式だろう。1903年に自動車会社

フォードを設立したヘンリー・フォード（1863-1947）は，いかにしたら自

動車を安く大量に作れるかに腐心していた。大量生産ができれば自動車価格

を下げることができ，多くの人に購入のチャンスが広がる。それは単に会社

が儲かるという自己本位的な欲望ではなく，アメリカの繁栄と多くの人びと

に幸福をもたらすだろうと彼は考えた。

試行錯誤の中で若きフォードが発見したのは，従来型の車の土台（フレー

ム）の位置を固定しておいて，部品を持った従業員がフレームまで来て部品

をつけるという方式がいかに時間のロスを生んでいるかということだった。

それに気づいたフォードはフレームにロープを括り付け，それを人力で前に

移動させ，待ち構えている従業員が担当する部品をとりつけていくという方

法を編み出した。現在のベルトコンベア方式の発明である。人力から機械式

へオートメーション化されることで生産効率は飛躍的に向上した。このシス

テムによって大量生産された丈夫で安価なT型フードは瞬く間に全米に普及

して，現在に至るモータリゼーションの礎を築いた。それだけではなく，こ
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のフォードシステムは現代資本主義における生産システムを劇的に進化させ

つつ，社会の隅々に至るまでこの効率性と合理性を優先する考え方を浸透さ

せた。社会のカタチや人びとの考え方そのものを根本から大きく変えていっ

たのである。

こうした効率性と合理性はアメリカ型スポーツにも色濃く反映されてい

る。というのもアメリカ型スポーツは，プレーヤーのポジション（役割）が

かなりの程度で固定化されているからだ。ベースボールにおけるピンチラン

ナーやピンチヒッターはその典型で，彼らの役割は「走ること」と「打つこ

と」だけに限定されている。

バレーボールのセッターはトスをあげることだけに，リベロはサーブレ

シーブだけに専心していて他のプレーは担当しない。

アメリカンフットボールは選手の専門性を極限まで徹底している。オフェ

ンス側のオフェンスラインを構成するセンター，ガード，タックルはディ

フェンス選手の突進を食い止めること，ランニングバックはボールを持って

走ること，ワイドレシーバーはパスされたボールを受けること，キッカーは

フィールドゴールとキックオフだけを担当している。ディフェンス側はオ

フェンス側の選手に対応する形でポジショニングされており，彼らの役割は

マークした選手の動きを徹底的に阻止することにある。彼らは割り振られた

仕事だけに特化していてそれ以外のプレーはほとんどおこなわない。こうし

た適材適所，プレーヤーの専門性を強めることでゲームの効率性と合理性が

たかまるのだ。

もう一つの特徴は，イギリス型のように男らしさにはまったく拘らないこ

とだろう。フットボールにおけるオフサイドのようにボールに密集していく

という心性はアメリカ型にはない。いやむしろ，アメリカ型はそのような心

性をナンセンスだと思っている節がある。というのも，アメリカ型はルール

すれすれの行為はむしろ頭脳プレーとして称賛される傾向があるからだ。た

とえば，盗塁は英語でスチール（steal）というがこれは文字通り「盗み」
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を意味する。卑怯そのものの行為ではあるが，これは，ルールに則った正当

なプレーである。バスケットボールのフェイントはまさに相手を騙す行為で

あるが，これに怒ったり，「汚いプレー」だと批判する人はいない。

アメリカに渡ったボクシングは，防御もせずに殴り殴られるという男らし

さの極地から，フットワークを使い，ダッキング（上体をかがめてパンチを

避ける）やブロッキング（グローブでパンチをガードする）などのデフェン

ステクニックを駆使しつつ，ジャブで相手を牽制しフェイントをかけながら

「打たせずに打つ」合理的なスポーツへ姿をかえた。そして現在の頭脳戦と

もいうべきスマートな格闘技として世界中の支持を得るようになった。

一つの試合で大量に得点が入ることもイギリス型とは異なる点だ。バス

ケットボールならば両チーム合わせて200点近くはいることもあるし，バ

レーボールは1セットが25点先取である。こうした得点の多さは，ほとん

ど点が入らないサッカーを思い浮かべてみれば，まったく指向性が違うこと

がわかるだろう。それはひとえに，アメリカ型スポーツがエンターテインメ

ントの要素が強いからだ。人工物としてのスポーツが，考案当初から観客の

存在を視野に入れていたと言っても良い。スポーツを見る立場からすると，

いつまでたっても点が入らないゲームよりもたくさん点が入った方が楽し

い。そのような，するスポーツだけでなく，みるスポーツをはじめから組み

込んでいるのがアメリカ型スポーツの大きな特徴だ。

イギリス型スポーツとアメリカ型スポーツは同じ資本主義の申し子とはい

え，根底に流れている思想がまったく異なっているのである。

体育として取り入れた日本

250年におよぶ鎖国が続いた江戸時代が終わり，明治という時代の幕が開

いた1868年，世界に向けて開国した日本は，政治，経済，科学，法律，教

育など社会のあらゆる面で進歩と発展を遂げてきた欧米列強らと決定的な差

を見せつけられて，愕然・騒然としていた。その背後には，欧米によるアジ

スポーツの文化史 １１５



アにおける植民地の争奪戦があった。このままでは日本も植民地化されてし

まうという明治政府の危機感と恐怖心は相当のものだった。一刻も早く欧米

に追いつかねばならないと考えた政府は「脱亜入欧（後進世界であるアジア

を脱してヨーロッパ列強と肩を並べる）」「富国強兵（経済を発展させて軍事

力を強化する）」という二つのスローガンを掲げて，それらに向かって猪突

猛進しはじめた。

彼らが考えた手法は単純明快だった。政治，経済，科学，教育，建築，軍

隊，法律，医療など，社会全般におよぶ専門家やスペシャリストを欧米から

招き，彼らの手を借りて，日本の近代化をすすめようとしたのである。「御

雇外国人」と呼ばれた彼らの多くは時の総理大臣よりも高額な給与をもらっ

ていたという。それほど，政府の危機感は半端なかったのだ。

たとえば，日本に初めて入ってきたスポーツはベースボールであったとい

う。1872（明治5）年に御雇外国人としてアメリカからやってきた英語教師

ホーレス・ウィルソン（1843-1927）が赴任した第一大学区第一番中学（の

ちの開成学校であり，現在の東京大学につながる）で授業の傍ら教えたのが

始まりだった。

しかし日本にスポーツを普及させた最大の貢献者というならば，これも御

雇外国人としてイギリスからやってきて東京英語学校（のちの東京大学予備

門）で教鞭をとったフレデリック・ストレンジ（1853-1889）にほかならな

いだろう。学生たちに陸上競技やボートなどを教え，自身も学生たちと共に

競技に熱中したという。現在の運動会（体育祭）も開催し，現在の日本の体

育の礎を築いた。

江戸時代における武士の嗜みとして，火急の事態に直面しても動じること

なく平静を保つことが求められていた。慌てふためき取り乱すことはもっと

も蔑まれる行動であった。そのような価値観の時代，スポーツ，すなわち

走ったり体を奇妙に動かしたりすることは，みっともない行為の最たるもの

だった。市井の人たちからすれば，スポーツに興じる学生たちは，時に笑い
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の対象だったという。こうした眼差しにも動ずることなく，ストレンジとそ

の門下生たちはスポーツを楽しみ，普及させていった。

日本政府もスポーツの普及を後押しし，学校教育に「体育」として導入し

ていった。というのも，スポーツが心身を鍛え健康の増進に役立つからだっ

た。それは「富国強兵」の理念に見事にマッチした。しかしこの理念を短期

間で達成しなければならなかったという事情があり，スポーツの核心であっ

た遊びの要素は，あっという間に排除されていった。遊んでいる場合ではな

かったのである。日本において，スポーツは体育となって一般化していった

が，そのプロセスで遊びの要素は失われ，楽しむというよりも，礼儀を重ん

じ，努力を重ね，忍耐に忍耐を重ねる規律・訓練となった。これが現在の体

罰問題，しごきや練習中に水を飲むことを禁ずるというような間違った指導

方法，指導者や先輩後輩間の礼儀作法の問題，勝利至上主義などに繋がって

いる。

遊びへと回帰するスポーツ

遊びや楽しみの活動が体育へと変形して広く日本社会に広がったスポーツ

であるが，体育が持っていた負の側面は徐々に改善されてきている。数十年

前は当たり前だった「練習中に水を飲むことを禁じる」ことや指導者の体罰

やシゴキというような非科学的で非人道的な練習方法は姿を消しつつある。

また選手たちの「競技を楽しみたい」というような発言も多くなってきた。

とはいうものの，スポーツがオリンピックやサッカー・ワールドカップな

どメガイベント化するようになり，「ニッポン，チャチャチャ！」の大声援

や「絶対に負けられない戦いがそこにある」というようなナショナリズム的

な側面が強化されるにしたがって，選手たちには大きなプレッシャーがかか

るようになっている。ミスした選手に対するバッシングは後をたたず，海外

の事例だが，過去には，サッカーのワールドカップで敗戦につながるミスを

犯した選手が，帰国後すぐに暴漢に襲われ射殺されるという事件も起こって
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いる。

スポーツと経済が密接に結びつくことも大きな問題を孕んでいる。たとえ

ばオリンピックでは，放映権を手にした国の放送時間に合わせて決勝戦がお

こなわれることが当たり前になっている。開催国の時間ではなく放送時間に

合わせてスケジュールが組まれるのである。またアスリートが高額な収入を

得るようになってきている現在，それが夢をもたらす効果があることはたし

かだが，スポーツの主客が転倒する事態を生み出している。つまり，「ス

ポーツをする結果として経済がついてくる」のではなく，「経済を回すため

にスポーツを利用する」というものへの変化だ。たとえばボクシングのファ

イトマネーの最高額は，2015年におこなわれたアメリカのフロイド・メイ

ウェザー対フィリピンのマニー・パッキャオ戦で，わずか1時間足らずの戦

いで，メイウェザーは252億円，パッキャオは180億円を稼いだ。

こうした，ただの「遊び」だとはとうてい考えられないスポーツの現在地

であるが，その一方で「遊び」に回帰する動きも出てきている。その一つは

eスポーツの台頭である。eスポーツとはエレクトロニック・スポーツの略語

でコンピュータゲームやビデオゲームをつかい対戦するスポーツである。

ネットゲームがスポーツなのかと訝しむ人がいるかもしれない。しかし近代

スポーツが誕生したイギリスにおける「遊び」や「楽しみ」を意味する単語

がスポーツ（sports）という言葉の語源であること，また過去にはオリン

ピックで芸術種目があったことは前述した。それらのことを想起すればコン

ピュータゲームがスポーツであることに違和感はない。過去には幅が広かっ

たスポーツの概念が徐々に身体活動を伴うものだけに縮小化されていき，そ

れがまた，現在において過去とは違う形で拡張されてきているのだろう。た

だし，eスポーツの発展と拡大に力を入れるのは，それが巨大な経済的効果

をもたらすからという理由があることもわきまえておく必要がある。

もう一つ，重要な点を指摘しておこう。2011年に施行されたスポーツ基

本法の前文は「スポーツは，世界共通の人類の文化である」という文章では
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じまる。こうした実感は多くの人に共有されていると思うが，本章で明らか

になったのは，スポーツがイギリス文化を色濃く反映していることと，資本

主義の精神が濃密に内包されているということだった。たとえばイギリスは

植民地経営をする際に，スポーツを最大限に活用した。つまり現地社会でス

ポーツの発展と普及につとめたのだ。その理由は，「イギリスに支配されて

いる」という怒り鬱憤が，スポーツによって逸らされたり発散されたりする

からだ。また，スポーツに熱心に取り組むことは，知らず知らずの間にイギ

リスの文化や価値観を受容していくことにも繋がっていくからだ。

こうした歴史を踏まえたうえで，私たちはなぜスポーツが好きなのか，な

ぜ私たちはスポーツをするのだろうか，というようなことを考えていく必要

があるだろう。それが，新しいスポーツ文化を生み出す契機になるに違いな

い。
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モノの分類をし始めたヨーロッパ

私たちは日々の暮らしの中で他者についていろいろな思考を巡らせる。た

とえば，テレビやネットでスポーツや音楽シーンを見ていると「黒人の身体

能力はすごいな」とか「黒人のリズム感は独特だな」というように。あるい

はノーベル賞の授賞式をみていると，圧倒的に白人の受賞者が多いことに気

づき「やっぱり白人は頭脳明晰だな」というように。はたまた，「日本人は

手先が器用」という言説は広く一般化されているように思える。だがはたし

て，黒人の身体能力とリズム感は突出していて，白人は頭脳明晰で，日本人

は手先が器用なのだろうか。

こうした疑問を第一歩として，これから「人種」や「民族」という分類の

起源について考えていこう。そのためには，まず，ざっと300年前に遡らな

ければならない。1707年，スウェーデンで一人の男性が誕生した。カール・

V・リンネという植物学者で，彼の功績はその後の世界の「ものの見方」を

劇的に変化させた。当時は現在と同じで，人びとはヒマワリとバラが違うこ

＜資 料＞

「人種」と「民族」の起源をさぐる
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とはわかっていた。なにせ，見た目が全然違う。色，形状，繁殖する環境，

匂いなどすべてが違うことはわかっていたが，具体的に何が違うのかを科学

的に考えたことはなかった。リンネはそれを考えたのだ。科学的に，いった

い何が違うのかと。

今から300年前の科学の最先端はこうだった。リンネは医者でもあり，植

物学者でもあり，また動物や鉱物にも学的関心があったのでその活躍は多岐

に渡る。だが，もっとも興味関心があったのは，それらのものを「類似と関

連」（ゲールケ：1994：104）から体系化すること，すなわち科学的に分類す

ることだった。とはいえ彼の最大の功績は植物分類学にあるので，植物に限

定して話を進めていこう。

リンネは，第一に，「植物にとって一番重要な役割，あるいは使命はなに

か」と問うた。そしてそれには「子孫を残すこと」だと回答した。次に「で

は子孫を残すにことに関して一番大事な器官はなにか」と問うた。そしてそ

れには「雄蕊と雌蕊を中心とする生殖形質」だと回答した。こうした思索か

ら，生殖形質を基にして植物を分類していったのである。

「リンネは早くから，花糸〔雄ずい〕と雌ずいが，いかなる花でも規則的

に認められる要素である，としてその意義を認めていた。このもっとも重要

な植物器官に変化がおこるなど，考えられないことであった。これはかれが

その体系の基礎として植物の生殖器官を採用した理由であったし，それが小

さくて肉眼では判断しにくい場合があるにしても，同じであった。」（ゲール

ケ1994：112）。これが300年前の最先端の科学だった。

現在では生物を分類する際に用いられる化学の最先端はDNAである。し

かしDNAの存在が知られていなかった当時は，リンネが用いた思考法が

もっとも「科学的」だったのである1）。リンネはまた，生物を属名と種名の

1）単に分類するだけであれば，リンネが人類史上はじめての人物ではない。たとえ
ばイタリアのアンドレア・チェザルピーノ（1519-1603）は，リンネに先駆ける
こと100年以上前に，果実と種子，そして花冠，幹，根の形態を基準にして植物
を分類している。彼の研究は輪廻にも影響を与えたと言われている。このように
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二つで表す二名法を考案した。これは現在に至るまで継承されており，植物

だけでなく生物一般に広く用いられている。また分類するに際して「属」

「綱」「種」というような分類階級を設けて生物をカテゴリー化していく方法

もリンネが確立した。こうした貢献によって，今ではリンネは「植物分類学

の父」と称されている。

リンネが先鞭となってヨーロッパでは科学的にモノを分類するということ

が流行する。

リンネが誕生してから50年後のドイツで現在の人種概念に決定的な影響

を及ぼした男性が誕生する。それがヨハン・ブルーメンバッハ（1752-

1840）だ。医学者であった彼がおこなったこと，それが人間を科学的に分類

したことだった。ブルーメンバッハが考えついた科学の最先端は人間を肌の

色に基づいて分類するという方法だった。

すこし話がそれるが，「人種」と似た言葉に「民族」があるが，両者は

まったく異なった人間区分だ。人種は，肌の色，髪質などの生物学的・遺伝

学的差異によって人間を分けることであり，民族は言語，宗教など文化的・

歴史学的差異によって人間を分けることだ。

さて，ブルーメンバッハは世界中の人間を五つに分類している。それは

白，黒，黄，赤，茶の5色である。主にヨーロッパに多く住んでいる肌の白い

人たちを白，主にアフリカに多く住んでいる肌の黒い人たちを黒，主に北東

アジアに多く住んでいる人たちを黄，主に南アジアに多く住んでいる人たち

を茶（ブルーメンバッハはマレーと呼んだ），主にアメリカ大陸に多く住ん

でいる先住民の人たちを赤と考えた。この人種区分が現在に至るまで使われ

ている「白人」「黒人」「黄色人種」という呼び名の基礎となったのである。

16世紀から18世紀にかけて植物学者の何人かが雄蕊と雌蕊，花冠，花糸などの
生殖器官に着目して人為的な植物体系の確立を構想していた（ゲールケ1994：
110-111）。リンネの功績は，その方法論の基礎に科学を置いたことである。
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進化論の登場

ブルーメンバッハのおよそ50年後にイギリスで誕生したのが，進化論を

唱えたチャールズ・ダーウィン（1809-1882）だった。ダーウィンの進化論

を簡単にいえば，「生物は自然選択によって環境に適応しているものだけが

生き残る」ということになろう。生物は子孫を残すが，それらの子孫はすべ

てが同一ではない。キョウダイでも顔，体型，体質，性格が異なっているよ

うに，いろいろな性質を持った子孫が誕生する。そのとき，たくさんいる子

孫のなかで環境に適応していない者がいたとしたら，その子孫は生きていく

ことができないだろう。つまり，周囲の環境に適応している者だけが生き

残っていくことになる。

もしも，環境が一定でまったく変化しなかったとしたら生き残る子孫の性

質は一定でもかまわない。それで生き残っていくことができるからだ。しか

しそうはいかない。環境は，プラごみ問題，原発事故，地球温暖化などの影

響をモロに受けて日々刻々と変化している。したがって，生き残っていくた

めには，子孫の性質も状況に応じて変化していかねばならない。

このとき重要なのは，「環境に適応するように変化がおこる」のではない

ということだ。そのような意志は子孫のDNAに内蔵されていない。どのよ

うな性質の子孫が誕生するのかはわからず，その多様性はあくまでランダム

である。この無方向的な多様性の中から，たまたま環境に適応している子孫

だけが次の代に生き延びていくことができるのである。適応していなかった

子孫はそこで滅び次の代に進むことができない。これをダーウィンは自然選

択と呼んだ。

ダーウィンは進化論をどのようにして思いついたのであろうか。そのきっ

かけとなったのが，1831年から36年にかけて，イギリス海軍の測量船ビー

グル号に乗船して世界一周の航海の途中で立ち寄ったガラパゴス諸島での経

験であることは有名だ。エクアドルから約1000キロ離れた絶海に位置する

１２４ 桃山学院大学社会学論集 第56巻第2号



火山群島で観察された鳥フィンチを見て，大小さまざまに点在する島によっ

てフィンチの嘴の形状が異なっていることに気がついた。これを彼は，島に

よって環境が異なっており，そこでどのような餌を捕食しているかという違

いによって嘴の形状が異なっているのだと考えた。

たとえば木の幹の中に生息するイモムシを食べるためには，嘴は細くて長

い方が有利である。親が子どもを産んだとき，嘴の長短，太細などいろいろ

な特徴を持った者が誕生するだろう。そしてそのような餌しかない環境であ

れば，細くて長い者だけが生き残ることになろう。こうして，偶然の結果と

して，環境に適応している者だけが生き残っていくのである。

進化論を唱えたのはダーウィン一人だけではなかった。まったく同時期に

もう一人のイギリス人，博物学者のアルフレッド・ウォレス（1823-1913）

が進化論を着想していたのである。南米のアマゾン流域やアジアのマレー諸

島を探検，調査したウォレスは「環境圧力によってあらゆる種は変化してい

く」と結論づけるに至る。彼は，当時，すでに進化論の第一人者と目されて

いたダーウィンに手紙を書き，自分の考えを伝えた。

ダーウィンとウォレスが共同執筆した進化論の論文は，1858年に，分類

学・博物学の研究を目的としているロンドン・リンネ協会にて発表された。

リンネという名称は，もちろんカール・V・リンネに由来している。

進化論に対して，この世に存在するあらゆるものは神が創ったとする「創

造論」が圧倒的に優勢で，神こそが唯一絶対であるとしていた宗教――ダー

ウィンとウォレスが生まれ育ったイギリスにおけるキリスト教もその一つ

――が強い力を持っていた社会では，猛烈な批判が巻き起こる。それは考え

るまでもない，自明で予期されたことだった。したがって，ダーウィンも

ウォレスも堂々と自分達の研究成果を公開・発表したわけではなく，「神へ

の冒涜」という批判を覚悟したうえで公表に踏み切っている。そういう時代

だったのだ。

とはいえ，ダーウィンとウォレスが進化論を着想した時期が一緒だったの

「人種」と「民族」の起源をさぐる １２５



はけっして偶然ではない。というのは，進化論が着想されるに至るまで，リ

ンネから100年間にわたる助走期間を人類が走り続けていたからである。

リンネが科学的にモノを分類したことは前述したとおりだ。ここで重要な

のは，モノを分類するという行為そのものである。私たち人間はモノを分類

するのが習性となっている。たとえば，色であれば赤，青，緑など，料理で

あれば中華，イタリアン，フレンチなど，服であればTシャツ，ポロシャツ，

アロハシャツなど，というようにあらゆるものを日常的に分類している。そ

うした方が認識しやすく，要領良く思考できるようになるからだろう。

この分類という行為をしたとき，私たちは無意識のうちに別のあることを

してしまう。それはつまり，順番をつけるということだ。私たちは日常的に

「赤，青，緑，どの色が一番好き？」「中華とイタリアンとフレンチ，どれが

一番好き？」「Tシャツとポロシャツ，どっちが好き？」というような会話

をしている。「分類�順番」という行為は，私たち人間という存在の中に深

く埋め込まれている習性なのだ。そのような分類，しかも科学的な思考を基

礎とする分類の歴史が100年続いたのちに，ダーウィンもウォレスも誕生し

ている。つまり100年にわたる科学的知の集積期間があって，それらに彼ら

は順番をつけたのだ。「進化」という順番を，である。科学的分類の集大成

が進化論だったのだ。

ちなみに，現在，進化論はダーウィンとウォレスが構想したシンプルな

「自然選択説」から「総合説」へと新たな展開をみせている。総合説とは，

自然選択と，ダーウィンと同時代を生きたオーストリアの植物学者グレゴー

ル・メンデル（1822-1884）の研究を基礎とする親から子へと形質が受け継

がれていくという遺伝学2）と，DNAを基盤として遺伝子に生じる突然変異な

どが総合して進化が起こるとするものだ。総合説が現在の進化論の主流であ

2）メンデルは，エンドウが種子，さや，茎の形や色を基準にすると7種類に分けら
れることを利用して異なるエンドウを交配させて観察することで，優劣の法則，
分離の法則，独立の法則の3つを発見した。当時は，母の「（血のような）液体」
と父の「液体」が混ざり合うことで両親に似た子，すなわち両親の形質を引き継
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り，この立場を新ダーウィン主義という。

また，ウイルス研究が劇的な進展をみせるなかで，進化にはウイルスが関

与しているとするウイルス進化説を唱える研究者もいる。

科学や医学の発展にともなって今まで謎だったものが徐々に解明されるよ

うになってきた。しかし一つの謎の解明は，別の謎の入り口でもある。この

ように進化論はまだ決着をみせていない。

進化論のインパクト

ダーウィンとウォレスが発見した進化論は，それ以降の社会に大きな影響

を与え続けている。その代表例は，これもダーウィンと同時代に生きたイギ

リスの社会学者ハーバート・スペンサー（1820-1903）が唱えた「社会進化

論」であろう。スペンサーはダーウィン進化論に刺激を受けて社会も生物と

同じように進化していると考えた。スペンサーはダーウィンの「自然選択

（natural selection）」を「適者生存（survival of the fittest）」と言い換えて，

状況に適応できた者が生き残ることができると考えた。

こうした思考の延長線上として，たとえばスペンサーは，社会における経

済活動において，政府は可能な限り関与せず個々人の自由に任せておけば良

いという自由放任主義を主張していた。そうすれば，高くてまずいものしか

つくれない食堂は消費者の支持を得ることができずに自然消滅していき，安

くて美味なものをつくる食堂だけが生き残っていく。つまり人びとの行動を

可能な限り制限せずに，個々人が自己の利益を追求するために自由に振る舞

える環境をつくりさえすれば，適者生存の法則によって，自然に，良いもの

だけが生き残り悪いものは市場から駆逐されていく，それが更なる良いもの

をつくりだすことにつながり，連動して社会も発展していくと考えたのだ。

いだ子が生まれると考えられていた。しかしメンデルの法則によって，「液体」
ではなく粒子のような物質であることがわかった。のちの化学の発達によって染
色体やDNAが発見され，その機能が明らかになることでメンデルの説が正しい
ことが証明された。
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この放任主義をイギリスの思想家アダム・スミス（1723-1790）は「神の見

えざる手」と表現した。

自由放任主義的な経済政策は現代世界においても多くの支持を得ている。

政策を語る政治家やマスコミが「大きな政府，小さな政府」ということばを

つかうことがあるが，これはそれを指している。大きな政府とは，政府が積

極的に関与して経済を回していくことを意味している。たとえば現在のJR，

JT，NTT（これらを三公社と呼んだ）は1980年代までは，日本国有鉄道，

日本専売公社，日本電信電話公社という名で国が経営していた。利益優先と

いうよりも，たとえ赤字であっても市民の足として存続させるというよう

に，公共の福祉のために公営化されている側面が強く，そのために巨額の赤

字を垂れ流していた。良くも悪くも，これが大きな政府の典型だった。

ところが，1980年代に小さな政府を政治的信念としていた中曽根康弘首

相のもとで，上記の三公社は一気に民営化された。日本国有鉄道は地域ごと

に6つに分割されてそれぞれJRという一企業となり，公共の福祉というよ

りは赤字路線は廃線とするなどして経営の合理化と多角化をすすめて利益を

出すことに奔走している。企業体としてみればこちらのほうがあるべき本来

の姿なのだろうが，公共の福祉という観点からすれば，地方に住む自前の交

通手段を持たない高齢者などの「社会的弱者」にはやさしくない社会になっ

てきているということは言えるだろう。

植民地主義と進化論

ダーウィンとウォレスが唱えた進化論は，彼らが想定もしなかった使われ

方をした。その最たるものは植民地主義に科学的な正当性，つまりお墨付き

を与えたということである。

人類の歴史は700万年だと言われている。アフリカ東部に，南北に幅35

～50km，総延長約6000kmの大地溝帯（グレート・リフト・バレー）があ

る（写真1，2）。大地に刻まれた巨大な溝だ。700万年前，私たち人類の先
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祖にあたるサルのような生物は，このあたりで，四本の手足を器用に使い木

から木へと葉，果実，種子，昆虫などを追い求め，食しながら樹上生活を営

んでいた。ときには，二本足で立って歩いたりもしていたようだ。

ある日，どういうきっかけがあったのかはわからないが，ある一団が危険

を冒して肉食獣がうようよいる地上に降りてきた。彼らの目的は，地上にあ

る豊富な食料を手に入れるためだったようだ。そして樹上にいるときからと

きどき使っていた二足歩行を活用し，地上で直立して二足歩行を始めた。こ

れが人類の誕生の瞬間だった。

なぜ彼らは直立二足歩行を用いたのだろうか。その理由の一つはエネル

ギー効率にある。ライオンやトラのような四足歩行は速く走ることはできる

がそのぶんエネルギー効率が悪い。いわば，短距離走向けなのだ。一方，直

立二足歩行はゆっくりと走ることしかできないが，そのぶんエネルギー効率

が良い。いわば長距離走向けなのだ。初期のヒトが，危険を冒してまで地上

に降りてきて，なおかつ，猛獣に追いかけられたらひとたまりもない直立二

足歩行を採用したのは，広い範囲を移動してより多くの食料を獲得するとい

う彼らの生存戦略だったのだろう。

写真1，2（筆者撮影）
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直立二足歩行には，もう一つのメリットがあった。四足歩行は，脳を巨大

化させることができないのだ。脳を大きくすればそれだけ重くなるが，その

重量を細い首だけで支えなければならないからだ。しかし直立二足歩行なら

ば，脊椎や両足をはじめとする身体全体で脳を支えることができる。なので

脳を大きくすることができるのだ。こうしてヒトは徐々に脳を大きくして知

能を高めていくようになる。

長距離移動に適している直立二足歩行の利点を活かして，かつ長い時間を

かけて徐々に知能を高めたヒトは，アフリカを脱し，ユーラシア大陸に進出

する。そこで東西に分かれ，西に向かったものたちは現在のヨーロッパへ，

東に向かった集団は，中東を越え東アジアに到達した。さらにそこで二つに

分かれ，南東に向かった集団は現在のオーストラリアへ，北東に向かった集

団はベーリング陸橋を渡りアメリカ大陸に進出したあと南下して，とうとう

約1万年前に南米最南端に辿り着く。699万年かけてアフリカから南米最南

端まで歩ききったのだ。

一方，オーストラリアに向かった集団の中から，植物や木材を利用して船

をつくり，海洋へ漕ぎ出していった者たちがいた。「水平線の向こうには必

ず陸地がある」という確信は，おそらくなかっただろう。だが，彼らは挑戦

をやめなかった。そして次々と，太平洋に浮かぶ島々に上陸を果たしていっ

た。日本から約6200キロ，オーストラリアから約7000キロ，アメリカ本土

から約4000キロ離れた絶海の孤島ハワイには，いまから約1500年前に上陸

を果たしたと考えられている。こうしてアフリカで直立二足歩行を採用して

から699万8500年をかけた壮大な人類移動のプロジェクトは完成した。

これが700万年の間に起こったことであり，そのプロセスで，サルのよう

な容姿と低い知能しか持っていなかったヒトは，現在の，宇宙空間で生活で

きるほどの科学技術とそれらを考案する知能を有する人間へと進化したので

ある。

さて，話を進化論が花開いた1800年代に戻そう。ダーウィンとウォレス
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は「自然選択」と言っただけだったが，それとブルーメンバッハが考案した

肌の色を基準とした人種概念が合体すると，厄介な方向に話が進んでいっ

た。人間が分類できるのであれば，進化論的に人間の進化の順番が確定でき

るからだ。もちろん，最上位に来る，一番進化しているのは白人だった。

科学的にモノを分類するというきっかけをつくったのは，白人のリンネ

だった。人種概念をつくったのは白人のブルーメンバッハだった。そして進

化論を公表したのも二人の白人だった。このスキームが白人の知によって構

想されているのだから，白人が最上位に位置するのは当たり前だった。自作

自演なのだから。

とはいえ，肌の色の薄い順番に進化の順番が確定され，最下位には黒人が

位置することになった。ここに，「もっとも進化が進んでいる白人がもっと

も進化が遅れている黒人を支配することは正しい」という植民地主義が科学

的な根拠を持って正当化されたのだ。ただし多くの白人が「支配」とは考え

ていなかったことがこの問題の根深いところだ。彼らは，進化が遅れている

黒人を，最新科学と知識を有する白人が啓蒙し教育することこそが彼らのた

めになると，憐れみと愛情をもって上から目線で黒人に接し植民地経営に邁

進していったのだ。その典型は，アフリカ大陸におけるキリスト教の布教だ

ろう。宣教師たちが，ヨーロッパにとって人跡未踏の地に単身深く入り込ん

で，現地の人が知らないこの世で最上の宗教を教え，愛を説くのだから。

ヨーロッパ列強がアフリカ大陸に進出していくとき，キリスト教の布教も

含めて，彼らには5つの動機があった。キリスト教化（Christianization），

商業（Commerce），好奇心（Curiosity），文明化（Civilization），植民地化

（Colonization）であり，これらを合わせて5Cという。

白人たちの「自分たちが最優秀である」という科学的立証は，ぬかりがな

かった。たとえば，彼らは1700年代に活躍したオランダの解剖学者ペトル

ス・カンパー（1722-1789）の顔面角の理論を応用し，自らの優秀さを科学

的に証明した。顔面角というのは，横顔を基準にして顎の部分の突出程度を
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測るもので，多くの人を計測して黒人は白人よりも相対的に顔面角が小さく

（顎が前方に突出している），白人は顔面角が大きいことを証明した。

なぜ，顔面角が進化の程度を表すのか。それはサルの顔面角とヒトの顔面

角を頭の中で比べてみれば良い。700万年かけて，サルのようなモノからヒ

トへと進化したのであれば，進化の度合いは顔面角を測れば一目瞭然だとい

うわけだ。

さらに頭蓋計測も有力な立証手段として用いられた。頭の大きさは脳の大

きさを表している。頭蓋計測をすれば人種間の優劣，すなわち進化の度合い

がわかるというのだ。もちろん，この結果も白人が最優秀で黒人が最下位

だった。顔面角も頭蓋計測も，白人が考案したもので，実際の計測も，デー

タの処理と分析も白人がすべておこなった。白人が最上位にくるのは，調査

をおこなう前からすでに決まっていたのである。こうした自作自演の似非科

学によって白人が黒人を支配し，啓蒙する植民地主義は正当化された。そし

て科学的に立証された人種間の差異は確定，固定化され現在に至っている。

私たちがオリンピックを見て，素朴に「黒人の身体能力はすごいな」と感嘆

するとき，その人には差別心などないだろう。しかし，そのような無垢な実

感の中に差別の芽が息吹いているのである。人種差別の根は相当に深い。

植民地主義と民族

ヨーロッパがアフリカを支配するときにおこなったのが，民族の創出と確

定である。民族は言語や宗教，あるいは起源や文化的伝統などを共有する文

化的な人間区分であるが，ヨーロッパが来る前のアフリカでは，民族の境界

線は現在のように強固に確定しておらず，生活の都合に合わせて行き来する

ことができるゆるやかなものだった。しかしそれでは現地の人びとを支配し

管理することができない。誰がどこで何をしているのか，ここには誰が住ん

でいるのかを正確に把握するためには，人間を正確に識別しなければならな

い。その方法として，たとえば農耕をしている者の集団を◯◯族，牧畜をし
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ている者の集団を□□族というように，一人ひとりに民族を割り当ててそれ

を固定化していった。

アフリカでは狩猟採集によって生活を営む人たちも多くいた。この生活形

態の特徴は，特定の場所に定住するのではなく，常に移動を繰り返すことに

ある。一箇所にとどまっていれば，やがて採集できる食物は尽きてしまう。

食物と獲物を追って，移動し続けなくてはならないのだ。

しかし彼らを支配する側からすれば，管理困難なこの生活様式は非常に都

合が悪かった。そこで宗主国が編み出した一つの方法が，彼らを定住させる

方法としての井戸掘りだった。安定した水の確保が生存にとって最も大事で

あることを利用して，井戸を掘ることで，井戸の周囲に定住するように彼ら

を仕向けたのだ。そのうえで配給などの方法を用いて食糧支援などもおこ

なった。こうして無理やりに定住させるのではなく，彼らの自発性を利用し

て定住させる方向へ誘っていったのだ。

さまざまな手段を講じた上で，ダイヤモンドや金というような地下資源，

広大な大地からはカカオやコーヒー豆というような作物，白人入植者による

土地の所有，現地の人びとへの家屋税（小屋税）や人頭税などの課税3），さ

らには奴隷貿易という具合に，宗主国はアフリカのありとあらゆる富を奪っ

ていった。

民族の固定化と人びとの定住化には，さらなるメリットがあった。宗主国

は，直接的に植民地を管理・経営するという愚策は用いなかった。それで

は，統治されている側の憤怒が直接宗主国に向くからだ。その危険を避ける

ために，特定の民族を優遇し，彼らに国を支配する権限を与えた。そして宗

主国は優遇した民族から富を受け取ったのである。特定の民族に甘い汁を吸

3）家屋税（小屋税）とは建てられた家屋にかける税金のことである。たとえば一夫
多妻制の社会では，一人の妻に一つの家屋を用意する必要が夫にはあった。人頭
税とは本人の納税能力に関係なく一律的に課税すること。こうした税を課すこと
によって，それを支払うために主に男性が鉱山や大規模農場に出稼ぎに行かなけ
ればならないように仕向けた。それはとりもなおさず，ヨーロッパの経済システ
ムに彼らを取り込み，さらなる経済的発展を目論むための方策でもあった。
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わせることで，宗主国自体の存在は影に隠れてしまう。つまり統治される圧

倒的多数の怒りは，直接的に宗主国に向かわず，自分を直接支配する特定の

民族に向けられるようになるのだ。国の中で仲間割れがはじまるのである。

特定の民族というワンクッションを経て，実質的に宗主国が支配するこの形

態を間接統治という。

もともとをいえば，民族自体を創出したのは宗主国であるのだから，この

植民地経営の手法は巧妙であると同時に，悪意に満ちているといってよい。

それを進化論という科学的な論拠と，愛情を基礎とする啓蒙主義でおこなっ

ていたのだ。ちなみにアフリカ諸国が宗主国の支配から脱し，一気に独立し

ていくのはいまからわずか60年ほど前，1960年代になってからである。

差別解消のパラドックス

現在の医学の最先端のひとつはDNAである。DNAが設計図となってその

ヒトをつくりあげる。このDNAで解明されていることは，白人，黒人，黄

色人種というような人種のそれぞれに，固有のDNA配列はないということ

である。スポーツシーンをみて「黒人は身体能力が高い」とか，歴代のノー

ベル賞受賞者を見て「白人は知能が高い」とか，アジアの人たちが工場で細

かくて繊細な作業に従事しているのをみて「黄色人種は手先が器用」という

ような，人種にまつわる素朴な実感はすべて幻想である。それらは完全に間

違っているということが最新のDNA解析で明白になっている。黒人に特有

のDNA配列はない。白人だけにみられるDNA配列もない。黄色人種につい

ても同様だ。

たとえそれらの文言が侮蔑ではなく，むしろ称賛していたとしても，その

ようなものの見方が差別につながっていく。というのも「白人は知能が高

い」という実感は，「黒人や黄色人種は知能が低い」ということを含意して

いるからだ。

さらにDNA解析からは，興味深い知見が提出されている。たとえば，白
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人のAさんと黒人のBさんがいるとしよう。ふたりの間にはDNA的に距離が

ある。このときの距離を①としておこう。

また，白人のCさんと白人のDさんとの間，あるいは黒人のEさんと黒人

のFさんとの間というように，同一の人種集団の中でも個体同士にはDNA

的に距離がある。この距離を②としておこう。

このとき，②よりも①のほうが距離的に近い場合があるのである。つま

り，同一の人種内のDNA的な違いは，ときとして，異人種間のDNA的な違

いよりも大きい場合があるのだ。

最新の科学の一つであるDNAは人種の存在を完全に否定しているのだ。

とはいえ，現在でも世界の多くの社会で人種差別は残存している。科学的に

は否定された人種概念ではあるが，社会的には強固に維持され続けているの

である。

社会的な人種差別をなくすためにはどうすれば良いのだろうか。一つの方

法は，社会運動だろう。差別を受ける側の人たちが団結してデモ行進をした

り，駅前で抗議のビラを配ったり，裁判に訴えるという事例はそれにあた

る。差別の構造があるとき，差別される側は常に少数派（英語でマイノリ

ティという）である。一方，差別する側は常に多数派（英語でマジョリティ

という）だ。少数派が多数派に抵抗・対抗しようとするとき，彼らは力を合

わせて一致団結する必要が生じる。でなければ，圧倒的多数に対抗すること

ができない。

だが，ここで矛盾が生じる。というのも，差別される側の最終目標は，人

種というような虚構を廃し，肌の色などで人を区別するような思考そのもの

を根絶することにあるはずだ。それが基本的人権の尊重であり，人間は皆平

等という意味だ。しかし，この目標を達成するためには，マイノリティが肌

の色を旗印にして一致団結して，マジョリティ社会に対抗していかなければ

ならない。肌の色で人を区別しないということが目指すべき目標なのに，そ

れを達成するためには，まず肌の色を基準にしてマジョリティとの間に強固
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な境界線を引いて黒人性をアピールしなければならない。いわば「解体する

べきものに依拠しなければならない」というパラドックスが起こっているの

だ。

このパラドックスは民族にもあてはまる。民族は文化的な要素を基準にし

て人間集団を形成しているが，現代世界でおこっているのは，伝統文化の再

創造といわれるものだ。たとえば，ある民族が古い時代におこなっていたと

される祭りを今の時代に復興したり，民族衣装，伝統アート，民族音楽，工

芸品というようなものを復刻したり，現代風にアレンジしたり，作品として

商品化したりというようなことがそれにあたる。こうしたモノは，純粋な意

味でいえば歴史的な連続性が認められない場合が多い。現代世界で，あらた

に創造された場合が多いのだ。伝統は伝統ではなく創造の産物なのである。

こうした民族を再興する動きは世界各地でみられる。とくに近年のツーリ

ズムの隆盛は，地域の伝統文化を再興する動きを加速化させている。そのよ

うな実践をとおして，自らの，さらには民族のアイデンティティを再確認し

たり，自尊感情を高めたり，社会的地位の確立を目指したり，経済的な利得

を目指したりする。とくに多民族，多文化が共生する社会で民族の境界線を

強固に引くことは，他民族に対して排他的になるので民族間の衝突が起こり

やすくなる。

そしてまた，民族差別がある場合は，差別される側はこの創られた伝統の

下に一致団結してマジョリティ社会に対抗していくことになる。民族に対す

る特定の見方をなくした先に社会の平等が成立するのならば，人種差別と同

様に，解体するべきものに依拠しなければならないという矛盾を孕んでい

る。民族も人種も，依拠する旗印がそもそも仮構なのだから，二重のパラ

ドックスといってよい。

こうしたパラドキシカルな状況は，いかに打破することができるのだろう

か。差別される側のマイノリティは，いかに他者と団結，連携できるのだろ

うか。複雑化する現代世界で，私たち人間の叡智がいま試されている。
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人類史は旅の歴史

地球の歴史は約46億年。生物が誕生するのは地球生成からおよそ10億年

後，いまから36億年ほど前のことだ。さらにそこから時間は流れ，ヒトは

約700万年前に誕生した。地球と生物のタイムスパンに比べると，ヒトの歴

史は非常に浅い。さらに日本人の平均寿命が90歳もないことを考えると，

人生なんて一瞬だ。

短いながらも700万年におよぶ人類史は旅の歴史でもあった。アフリカで

誕生した人類が699万8500年をかけて全世界に拡散していくプロセスはま

さに壮大な旅であり，その延長線上に，現在のわたしたちが存在している。

だが，それらの旅はあくまで旅であってツーリズムではなかった。旅と

ツーリズムを明確にわけるのは困難だが，たとえば松尾芭蕉が1600年代に

俳句を詠みながら日本国中を歩いたように，旅は，どちらかといえば，移動

のプロセスそのものに価値をおいている。それに対してツーリズムは，たと

えば「3泊5日W杯観戦ツアー」というように，どちらかといえば，移動先

＜資 料＞

ツーリズムの社会学史

キーワード：マス・ツーリズム，オルタナティブ・ツーリズム，

世界遺産
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での行動に価値をおいている。

また，国連世界観光機関（UNWTO）がツーリズムを「個人的かビジネ

ス，あるいは専門的な目的のために，通常の環境とは異なる国や場所へ人び

とが移動する社会的，文化的，経済的な現象」（国連世界観光機関2022）だ

と定義しているように，ツーリズムが経済との結びつきが強い行為であるの

に対して，旅は経済との結びつきがツーリズムほど強くないということもあ

ろう。

こうした違いを踏まえて，ツーリズムの歴史を紐解いていけば，スポーツ

と同じく1700年代から1800年代のイギリスにいきつく。そう，近代スポー

ツと近代ツーリズムは産業革命を機に誕生した双子なのである。余暇の誕生

によってプライベートな時間を得た雇用労働者が，一所懸命遊んだというこ

とは「スポーツの文化史」で詳述したが，産業革命で発明された蒸気機関車

に乗って各地を旅行したのが近代ツーリズムの発祥だ。

以下では，その過程を詳しく見ていこう。

近代ツーリズムの誕生

1600年代から1700年代にかけて，イギリスでさかんにおこなわれていた

のがグランドツアーである。これは，貴族階級の子弟の教育の一つで，まだ

学校制度が整っておらず子弟の教育を家庭教師に頼っていた時代に，教育の

最後の仕上げとして船で大陸に渡り，短くて数ヶ月，長ければ5年ほどをか

けて，馬車などをつかってヨーロッパ各地を周遊するという旅であった。子

弟と家庭教師の二人で行く場合が多かったという。自社会とは大きく異なる

文化を経験することで知識と教養を身につけ，他者理解する能力を高め，今

後の人生に役立てようという目的があった。

船舶による多くの冒険的な航海をも経験していた当時のイギリスには，移

動すること自体を好む，あるいは，見知らぬ場所に対する好奇心をかきたて

るような文化・社会的風土があったのかもしれない。
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「好奇心旺盛なイギリス人」という見立てがあながち的外れの推測ではな

いことは，同時代の冒険と探検の歴史をみればわかる。たとえば，北極海に

おけるヨーロッパとアジアを結ぶ北西航路を発見するために129名が当時最

新式の蒸気船二艘に分乗してカナダに向かったものの，詳細は不明ながら，

全員が遭難死するという悲劇をおこしたジョン・フランクリン（1786-

1847）の探検。

当時ヨーロッパにとっては未知の世界だったアフリカを，人生のほとんど

の時間を費やして探検し，膨大な情報や知識をヨーロッパにもたらしたデイ

ヴィッド・リヴィングストン（1813-1873）。

南極点の人類初到達を賭けてノルウェー人のロワール・アムンセンと競

い，わずか1ヶ月遅れで敗北し，帰路に全滅したロバート・スコット（1868

-1912）隊の壮絶な最期。

エベレストの人類初登頂に人生を賭けて「そこに山があるからだ」という

名言を残して天空の頂に消えたジョージ・マロリー（1886-1924）。

彼らの生き様は，彼らの「見知らぬ」ものに対する強い好奇心と冒険心を

示している。

また，蒸気機関車という移動手段の発明の歴史をみてもそれは確認でき

る。

実用的な蒸気機関車を最初に考案して製造したのは，1804年，イギリス

のリチャード・トレヴィシック（1771-1833）の手によって，である。だ

が，それは工場から運河までの貨物専用鉄道のためであり，一般市民の移動

手段のためのものではなかった。

社会的という意味で，公共鉄道の実用化に初めて成功したのは，イギリス

のジョージ・スティーヴンソン（1781-1848）だ。1825年に製造したロコ

モーション号をストックトン・アンド・ダーリントン鉄道で走らせ，世間の

度肝を抜いたのである（小池1979）。

こうした助走期間を経て，1830年にリヴァプール・アンド・マンチェス
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ター鉄道が開業することによって，イギリスは本格的な鉄道時代，すなわち

ツーリズムの時代を迎えることになる。この鉄道は，当初，平日は1日7往

復，日曜休日は4往復の運行をしていた。運賃は，1等4人乗り客車が6シ

リング，6人乗り客車は5シリング，2等窓ガラスと屋根付き客車が5シリ

ング，2等屋根なし客車は3シリングだったという。マンチェスターの紡績

工場で働く女性の週給が14シリングから15シリングだったことを考えれ

ば，この運賃は相当高かった。だが，リヴァプール・アンド・マンチェス

ター鉄道の成功が端緒となって，1836年から37年にかけて1500マイル以

上の鉄道新設が議会で認可されるなど，イギリスに鉄道ブームが到来した

（小池1979）。

こうした激動の社会の真っ只中に一人の男が登場する。それが団体旅行と

いう近代ツーリズムの原型である団体旅行（マス・ツーリズム）を発明する

トーマス・クック（1808-1892）だ。

クックは1808年，イギリスのダービーシャー州メルボルンでうまれた。

父親の職業は不詳で，母はバプティスト派の牧師の娘だった。父親は彼が3

歳の時に死んだのだが，母はすぐに再婚し，母と継父とのあいだに子どもが

二人できた。そういう複雑な家庭の事情もあったのだろう，彼は1818年，

小学校を中退して働きに出る。園芸家のもとで4年，家具職人のもとで5

年，そして印刷屋のもとと丁稚奉公を長く続けた。その一方で，1826年に

バプティスト派の洗礼を受け，1828年には布教師に任命されるほど，宗教

活動にも熱心に取り組んだ。（本城1996）。

1830年ごろのイギリスは禁酒運動が大いに盛り上がり，全国的な展開を

みせていた。そしてクックは禁酒法の熱心な支持者でもあった。こうした彼

自身の生活史と，禁酒運動や鉄道の普及というようなイギリスの社会史を背

景に，1841年にその後のツーリズムの礎をなす画期的な方法を思いつく。

それは，ラフバラでおこなわれる禁酒運動の大会に参加する者のために，

ミッドランド・カウンティーズ鉄道のレスター―ラフバラ間に臨時列車を走
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らせるというものだった。このツアーに応募したのは，485人とも570人と

も言われている。ともあれ，禁酒運動支持者のために臨時列車をチャーター

し，通常運賃の半額となる料金1シリングという団体旅行を催行したのであ

る。

ツアー当日の朝，レスターの駅にはこの前代未聞のイベントを見物しよう

と大勢の人が集まった。そして見送りや野次馬でごった返すなか，ツアー参

加者は計10両の車両に乗り込み，18キロ先のラフバラを目指した。ラフバ

ラではブラスバンドの歓迎を受け，大会会場の公園までを行進し，供された

サンドイッチを食べたりして過ごした。午後のティータイムのあとは，ダン

スやクリケットをして楽しんだ。夕方の18時になってようやくツアーの趣

旨である禁酒大会のスピーチが始まり，それは20時まで続いた。大会が終

了すると駅に戻り，チャーターした列車に乗り込み，レスターに引き返し

た。レスターに到着したのは22時30分ごろだったらしいが，駅には彼らを

出迎えるために大群衆が駆けつけていたという。こうして，近代ツーリズム

は幕を開けたのである（本城1996）。

1851年に史上初めてロンドンで開催された万国博覧会もクックの事業に

多大な影響を与えた。当時非常に高価だった鉄骨とガラス（どちらも産業革

命の象徴的な素材）をふんだんに使った巨大な建造物はクリスタルパレスと

呼ばれ，イギリスの富と発展と繁栄のシンボルとなった。そこに世界各国か

ら出展された原材料，機械，工業製品，美術品というようなさまざまなモノ

が一堂に陳列されたのだから人びとの度肝を抜いたのは当然だった。5月1

日から10月15日までの開催期間中の入場者数が600万人を超えるなか16

万人以上がクックのツアーを利用したという（石井2009：3-10）。ツアー料

金を安くするために，あえて夜行列車を走らせて宿泊代を浮かせるというよ

うな工夫が実り，観光事業は軌道に乗り，旅行代理店としての足場を固めて

いった。

ちなみにクックは1872（明治5）年，開国してまだ間もない時期―ホーレ
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ス・ウィルソンが日本で野球を教えた年―に日本にやってきている。これは

彼自身が企画した世界一周ツアーで，まず，イギリスから船でアメリカに

渡ったあと陸路でアメリカを横断した。そのあと，ふたたび船に乗って太平

洋を横断し日本にやってきた。日本では東京，神戸，長崎などを観光したよ

うだ。そしてふたたび船に乗ってシンガポールなどを経由してインドへ向

かった。インドは鉄道で横断した。その後は，中東を経由してヨーロッパに

入り，鉄道を使って欧州を横断し，最後は船でイギリスに帰着した。

このようなスケールの大きな旅行が企画・催行できたのは，1869年に地

中海と紅海を結ぶスエズ運河が完成したことや，ネブラスカ州オマハとカリ

フォルニア州サクラメント間を結ぶアメリカ大陸横断鉄道が開通したことが

大きかった。クックは，この物流と人の移動に画期的な影響を与え，その後

の世界を一変させた世界的な事業を見逃さなかったのである。

資本主義の精神が産業革命に結実したわけだが，この精神は，単に，経済

システムの変化をもたらしただけではなかった。産業革命が「労働の時間」

と「労働以外の時間」を分離させたことで余暇がうまれ，そこから近代ス

ポーツや近代ツーリズムが誕生したのである。両者は産業革命を中心とした

同心円状に位置しているのだ。こうして，人びとの日常生活はその根本から

劇的に変化していった。

戦後日本におけるツーリズムの展開

現在の日本社会では，たとえば大学生がアルバイトで稼いで夏休みに友人

と海外旅行に行くというようなレジャーを楽しんでいるが，このような遊び

方ができるようになったのはつい最近のことであり，ひと昔前では考えられ

なかった。というのも，1964年までは，一般市民の海外旅行には厳しい制

限がつけられていて，事実上禁止されていたからだ。

これには第二次世界大戦が大きく影響している。1945年8月6日に広

島，8月9日に長崎に原子爆弾が投下された。二発の原爆が奪った命の正確
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な数は，爆弾の威力があまりにも凄絶，広範囲，長期間に及ぶのでわからな

い。概算では，広島では15万から30万人，長崎では7万から15万人が落

命したと言われている。これがとどめとなって8月15日に，日本は連合軍

に対して無条件降伏をしてようやく戦争が終わった。

終戦直後から日本は，GHQのもと，猛烈な勢いで戦後復興を目指すこと

になる。GHQとは連合国最高司令官総司令部のことで，戦後の日本を占領・

管理する役割を担っていた。初代の最高司令官はダグラス・マッカーサーで

農地改革，女性の地位向上，労働改革などの民主化に力を入れる一方，国民

主権と平和主義を明確に謳った新憲法の立案にも大きな影響をもたらした。

日本中が焼け野原となり，働き盛りの年齢の男性の多くは兵隊として赴い

た戦地で命を散らしていたという苦難だらけの状況ではあったが，生き残っ

た人びとは懸命に働いた。その甲斐あって戦後からわずか11年後の1956年

の経済白書で「もはや戦後ではない」と高らかに宣言するに至るほど，人類

史に類を見ないスピードで日本は社会を立て直していった。

このような奇跡的な経済復興をもたらした政策の一つが，一般市民の海外

旅行を厳しく制限していた，事実上の禁止令だった。海外旅行は国内で稼い

だ金を海外で使う行為にほかならない。その場合，儲かるのは外国である。

そのようなことをしていては，国内復興は進まない。国内で稼いだ金を国内

で消費してこそ，国内経済が潤うのだ。たとえば新婚旅行の場合，1950年

代に人気があった場所は伊豆・箱根，60年代は宮崎だった（内田・今井・

ミラー2020：26）。この時代は，新婚旅行に行くカップルはまだ少数派だっ

たうえ，海外旅行に行くという選択肢はそもそもなかった。新婚旅行に海外

が選ばれるようになったのは70年代になってからである。だが，77年にお

こなった東京30キロ圏の新婚者に対する調査によると，国内71％，海外

29％と海外派はまだまだ少数だった（原田1978：26-28）。

海外旅行が一般市民にも解禁されたのは1964年である。この年に東京で

第18回のオリンピックと第2回のパラリンピックが開催されたからである。
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スポーツのメガイベントには，日本が驚異的な経済成長を世界に向かってア

ピールするという目的があった。石油や鉱物というような経済的価値がある

資源を持たない日本は，海外との貿易に活路を見出すしか発展の方法はな

かった。だから海外の人たちに成長目覚ましい近代化がすすむ日本社会を見

てもらいたかったのだ。それが日本の製品の信頼につながるからだ。

世界各国から，選手，スタッフ，大会関係者，メディア，観客など多くの

人が日本にやってきた。またメディアによって競技の様子や社会の様子が海

外に発信された。いわば，人，モノ，資金，情報が国境という境界線を超え

て流動化する現象，すなわちグローバリゼーションを象徴してもいたのだ。

このメガイベントをきっかけに，日本政府は，国内経済だけに閉塞させてい

た人びとの動きをグローバルな動きへと解放した。新たな価値観の導入と新

たな時代の幕開けでもあった。

とはいえ，すぐに多くの人が海外に羽ばたいていったというわけではな

い。現在のように海外旅行が誰もが気軽に行けるようになったのは，クック

が発明したパッケージ・ツアー（団体旅行）によって，である。たとえ言葉

も知らない，見知らぬ土地であったとしても，安価に，安全に，安心して，

効率よく，異文化を経験できるからだ。

戦後日本における最初のパッケージ・ツアーはオリンピックの翌年1965

年に催行された。日本交通公社が企画した，4月6日から17日間をかけて

イタリア，スイス，西ドイツ，フランス，イギリス，デンマークを周遊する

ツアーで，男性6名と女性10名が参加したという。大卒の初任給が2万円

程度だった当時，ツアー代金は71万5000円だった。給料のほぼ3年分とい

う金額からわかるように，当時はまだ，海外旅行は，経済的に豊かな一部の

人たちだけが経験できるものであり，一般の人たちにとっては「一生に一回

でいいから行ってみたい」遠い憧れであった。

その後，高度経済成長による個人所得の飛躍的な伸び，日本経済の成長に

ともなう円高，旅行代理店の経営努力，国際的な交通網の整備など多くの要
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因が重なり，海外旅行は，その敷居を徐々に下げていく。たとえば，1964

年に海外に赴いた日本人数はわずか12万7749人にすぎなかったが，1970

年 は66万3467人，1980年 は390万9333人，1990年 は1099万7431人，

2000年 は1781万8590人，2010年 は1663万7224人，2019年 は2008万

0669人と猛烈な勢いで増加していくのである。

ただし2019年に中国でコロナウィルス感染者が初めて確認され，日本で

も2020年1月に初めて感染者が確認された。世界中に一気に感染が広がる

パンデミックが起き，国際的に人の移動が大幅に規制されることとなった。

その結果，日本から海外に出ていく日本人数は，2020年は317万4219

人，2021年はわずか51万2244人と急激に萎んでいく。この状況に大きな

影響を受けて，倒産する旅行業社が相次いだ。

ツーリズムの変遷

1964年に解禁され以来，海外旅行はパッケージ・ツアーという安心，安

全，安価な旅行形態によって徐々に一般化されていった。ところが，この合

理的な形態は，1980年代から大きな批判に晒されることになる。この形態

では，一度に大量の人が同じ場所に押しかけるという状態を作り出してしま

うからだ。観光地が一瞬にして朝の通勤ラッシュのような状態になるのであ

る。こうした現地社会に課題な負荷をかけてしまうマス・ツーリズムは，経

済的に豊かな者や社会が，彼らを受け入れる地域を食い物にして消費してい

る新たな植民地主義に他ならないという批判がでてきた。そしてそのような

非対称の関係性ではなく，旅行する側とされる側が対等な関係を構築できる

観光形態が模索されるようになっていった。

このような動きをオルタナティブ・ツーリズム（Alternative Tourism）

という。オルタナティブというのは「それにかわる」「別の」という意味を

持つ英単語で，マス・ツーリズムにかわるツーリズムのことを指す。こうし

た流れの中から，たとえばエコ・ツーリズムが生まれてきた。エコ・ツーリ
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ズムのなかで，スキューバダイビングやシュノーケリング，あるいはホェー

ルウオッチングやシーカヤックなど水辺でおこなう観光を，水の青さからブ

ルー・ツーリズムという。

一方，ハイキングやトレッキング，あるいは棚田のオーナーなどの農業体

験など，主に山でおこなう観光を，山の緑からグリーン・ツーリズムとい

う。これらのアクティビティはいずれも，単に水に潜るだけ，単に山を歩く

だけ，というように現地の環境に過重な負担をかけることはない。ホェール

ウオッチングなども一度に大量の人が乗船できるわけではないので，従来型

の観光とは一線を画している。こうして大量生産大量消費型ツーリズムでは

ない，する側とされる側が対等で，する側が一方的に現地社会を蕩尽してし

まうことがない，持続可能性の高いツーリズムが考案されていった。こうし

た観光形態をサステイナブル・ツーリズム（Sustainable Tourism）という。

サステイナブルというのは「持続可能」という意味の英単語で，サステイナ

ブル・ツーリズムは現代社会において観光の主流となりつつある。

たとえば1990年代に大流行したバックパッキングという旅行形態は典型

的なサステイナブル・ツーリズムの一つである。アメリカで誕生したヒッ

ピームーブメントに直接的な起源を持つバックパッキングは，日本社会で

は，その先駆者である沢木耕太郎の旅行記『深夜特急』が1986年に出版さ

れると大ベストセラーとなったことで世に広まった。本に影響され，たった

一人で，大きなリュックサックを背負って，長期間，綿密な旅行計画をあえ

て立てず行き当たりばったり的に，現地社会のローカルな交通機関を使って

移動して，安宿を泊まり歩くという旅をする若者が大量発生した。90年代，

『深夜特急』はテレビドラマ化されたり，バックパッキングの旅がバラエ

ティ番組の企画として放送されたりして社会に一大旋風を巻き起こした。そ

の理由の一つは，現地社会に課題な負荷をかけないこの旅行スタイルが時代

の要請にマッチしていたからだろう。バックパッキングは，日本社会では，

2010年ごろまでは高い人気を維持していたが，徐々に人気を落としていった。
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近年の海外旅行で人気があるのは，従来型のようにすべてのスケジュール

があらかじめ旅行代理店の手によって決められているのではなく，往復の飛

行機と宿泊場所だけが決まっていて現地でのアクティビティはすべて自由と

いう，いわゆるスケルトン・ツアー（フリープランともいう）である。ネッ

トが普及したおかげで，誰もが簡単に「行きたい場所へ行ける」「食べたい

ものが食べられる」環境が整ったこともあり，他の人と同じではない，自分

だけのオリジナルな旅行ができるようになった。こうした自分らしさの追求

も，それに価値をおく社会や時代の要請であるのだろう。

そしてまた，この旅行形態は，現地社会でツーリストが団体で同じ行動を

しないという意味で，従来型の大量生産大量消費型観光から脱し，サステイ

ナブル（＝持続可能）な方向を模索しようとしている方法論の一つと捉える

ことができる。

戦後復興と世界遺産

ところで，現代ツーリズムを支える柱の一つに世界遺産がある。2021年8

月現在，日本にある20件の文化遺産と5件の自然遺産を含めて，世界には

897件の文化遺産，218件の自然遺産，39件の複合遺産の合計1154件がユ

ネスコによって登録されている。そして，これらの世界遺産には，連日多く

のツーリストが世界各国から押し寄せていて，遺産を抱える地域や国は，大

きな経済的利益を上げている。世界遺産は格好の観光資源であり，国家の財

政と地域の活性化にとっては，なくてはならない存在なのだ。

世界遺産はどのような経緯で誕生したのだろうか。

1950年代のエジプトでは，国家の近代化をすすめるにあたって，増加す

る消費電力量をいかに安定的に確保するのか，ということが大きな政治的課

題となっていた。現代において，社会の発展は消費電力の増加とワンセット

だ。その解決策の一つとして浮上したのが，ナイル川に世界最大級のダムを

つくるという計画だった。アスワン・ハイダムと名付けられたこのダムは，
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灌漑用水にも機能するので農地を増やすという政策にも合致していた。

ところが計画が進むにつれて大きな問題が浮上する。貴重な遺跡がダム湖

に沈むことが明白になったのだ。遺跡の宝庫であるエジプトにとってみれ

ば，遺跡の一つくらいは仕方のないことであり，ダム建設が優先されるべき

だった。ところが，この方針に世界が驚くことになる。その歴史は，文字に

よる文献的資料がないいわゆる先史時代にさかのぼる，アブ・シンベル神殿

を含むヌビア遺跡群が水没の対象になっていたからだ。そして世界中が困っ

てしまった。ダムをつくるかつくらないかの選択はエジプトが決めることで

あり，エジプト以外の国が口出しはできない。そんなことをすれば内政干渉

となり，逆に，世界中から非難されてしまう。おりしも世界的に環境破壊が

すすみ，環境の保護が国際的な課題としてクローズアップされるようになっ

てきた時期でもあった。

ここで動いたのが国連だった。国連は国家ではなく，国家ベースの連合体

だったからだ。教育科学文化機構（UNESCO）が中心となってヌビア遺跡

救済キャンペーンを国際的な規模ではじめた。この甲斐あって，世界各国か

らの援助を受けて，ヌビア遺跡群は発掘調査がおこなわれ，同時並行的に，

解体・移築されることになった。

この出来事をきっかけとして，それぞれの国にある貴重な文化や自然は，

国家という枠組みを超えて人類共有の財産として保存し，未来へ継承してい

かなければならないという考え方が出てきた。それを具体化したのが，1972

年に採択された世界遺産という思想だったのである。世界遺産条約の前文に

はこう書いてある。

文化遺産及び自然遺産の中には，特別の重要性を有しており，したがって，

人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあるこ

とを考慮し，このような文化遺産及び自然遺産を脅かす新たな危険の大きさ

及び重大さにかんがみ，当該国がとる措置の代わりにはならないまでも有効
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な補足的手段となる集団的な援助を供与することによって，顕著な普遍的価

値を有する文化遺産及び自然遺産の保護に参加することが，国際社会全体の

任務である・・・（略）

世界遺産条約を最初に締結したのは1973年のアメリカだった。その後，

締結国は徐々に増えていき，日本は1992年に締結した。2021年7月現在締

結国は194となっている。

1972年に誕生した世界遺産という思想が日本に入ってくるのに20年か

かったわけだが，いったいどうしてだろうか。

第二次世界大戦終結後，日本社会は昨日まで戦争をしていた相手国アメリ

カの主導のもとで天皇を中心としたイエ的な国家から国民主権を謳う民主的

な国家へ変貌を遂げて復興への第一歩を踏み出した。そのとき取った戦略

は，日本を工業国として発展させるというものだった。石油などの資源を持

たない日本が世界と対等にやっていくためには輸入した原材料を加工し製品

化して海外で売り捌き利益を上げるしか方法がなかったからである。そのよ

うな戦略のもと，それまでの農林漁業で生計をたてていた多くの人たち，な

かでも彼らの子弟たちは工場や会社で働く雇用労働者になっていった。

地方の工場で生産された製品はそのほとんどを消費する東京や大阪といっ

た大都市まで運んでこなければならない。輸送するための鉄道網や高速道路

の建設が急務であった。こうして特に，鉄道が重点産業となった1948年か

ら60年代にかけて，当時の日本国有鉄道（現JR）や私鉄各社が猛烈な勢い

で発展していく。東京オリンピックに合わせて開通が急がれていた「夢の超

特急」東海道新幹線も1964年10月1日に営業を開始した。

1965年に全区間開通した名古屋と大阪を結ぶ名神高速道路が，69年に全

区間開通した東京と名古屋を結ぶ東名高速道路と接続することで東京大阪間

が高速道路だけで移動できることになった。これらのスピード化は高度経済

成長を支える大きな柱となった。
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1940年代から50年代を工業化の時代，50年代から60年代を交通網の時

代とするならば，60年代から70年代はニュータウンの時代だった。東の代

表格である多摩ニュータウンの計画が決定したのは1965年で，そこから一

気に工事が始まり，第一次入居が始まったのは1971年だった。

西の代表格である千里ニュータウンは1958年に開発計画が決定され，62

年から入居がはじまった。もう一つの大規模ニュータウンである泉北ニュー

タウンは67年にまちびらきがおこなわれた。山や丘陵を切り拓き鉄道や道

路というような交通網を整備した先に建設されたニュータウンは，地方から

仕事を求めて都市に流入する人たちの生活の場という役割だけではなく，地

方の工場から運ばれてくる製品の一大消費地としても機能した。

70年代から80年代はレジャーの時代だった。1945年の終戦直後からはじ

まった戦後復興は猛烈に労働することで達成されてきた。とにかく当時の人

たちはそれぞれの持ち場で働きに働いた。それによって，テレビ，冷蔵庫，

洗濯機，自家用車というように，物質的には世界に伍する豊かさを手に入れ

ることができた。そのような日本社会が次に目指すべきもの，それは精神的

な豊かさだったのだ。テーマパークの元祖ともいわれる愛知県犬山市の博物

館明治村が開園したのは65年，京都の東映太秦映画村のオープンは75年，

日本のテーマパークの一番人気である東京ディズニーランドは83年に開園

した。また70年に開催された大阪万国博覧会の跡地に巨大な遊園地エキス

ポランドができたのは72年だった。こうして日本国中がレジャーに浮かれ，

金に糸目をつけずに精神的な豊かさを求めて遊びまくったのが80年代で，

これをバブル景気と呼んだ。この頃には，キャンプ，スキー，ゴルフも一大

ブームになった。

80年代から90年代は環境保護の時代だった。これは達成された戦後復興

の反省からきているといってよい。というのは，戦後日本の復興の歴史は開

発の歴史でもあったからだ。海を埋め立てたり山を削ったりして工場を建

て，トンネルを掘って鉄道や高速道路を敷設し，丘を平らにしてニュータウ
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ンを建設し，木を切り倒してスキー場，キャンプ場，ゴルフ場というような

レジャー施設をつくっていくことが戦後復興の内実だった。物質的な豊かさ

は環境破壊とトレードオフだった。しかしこのような自然の破壊をともなう

強引な開発は，水俣病，イタイイタイ病，四日市ぜんそく，新潟水俣病とい

うような重大な公害も引き起こしていた。こうした背景があったので，政府

は従来の開発を伴う発展から政策から，自然の保護と心の豊かさを追求する

政策へと，180度方向転換したのだ。そういう意味では，91年に弾けたバブ

ル景気はいいきっかけでもあった。それまでの大量生産大量消費型モデルが

経済的にも立ち行かなくなっていた。

こうした90年代までの日本社会の動向を踏まえてみれば，世界遺産が日

本に入ってくるのがなぜ世界に対して20年遅れたのか，その理由がわかる

だろう。

世界遺産という環境保護の理念が条約というかたちで実現したのは1970

年代だったが，70年代の日本社会は環境破壊の真っ最中だったのだ。発展

を遂げるためには環境破壊も厭わなかった当時，世界遺産の環境を保護する

という理念の導入は，ともすれば発展の足枷にもなりかねなかった。

ところが90年代になって，環境保護へと政策の一大転換を遂げたとき，

ずっと目の前にあったものの無視し続けてきた世界遺産という理念は，政府

の方針とぴたりと一致した。だから92年に世界遺産条約を批准したのであ

る。

日本で最初に世界遺産に登録されたのは「法隆寺地域の歴史的建造物」と

「姫路城」の文化遺産と，「屋久島」と「白神山地」の自然遺産であるが，こ

れらが登録されたのは93年のことだった。90年代になってようやく世界遺

産を受け入れたのには，こうした理由があったのである。

観光資源としての世界遺産の矛盾

現在，世界遺産をめぐって皮肉な現象が生じている。世界遺産への登録は
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観光資源としての価値を高めるからである。世界遺産登録は，観光客の呼水

なのだ。現在，東京への一極集中が進むにつれて，地方のムラやマチは過疎

高齢化，少子化に歯止めがかからない。地方をいかに維持・存続させるのか

が日本社会の喫緊の課題となっている。そのような状況で注目されているの

が世界遺産である。地域に眠る貴重な文化や自然が世界遺産に登録されれ

ば，都会からの観光客はもとより，移住者も増加することが見込まれる。

あるいはたとえ世界遺産に登録されなくとも，観光資源となるコンテンツ

を設ければ，それで地域の活性化が見込める。こうした目論みで，地方が躍

起になっているのが，観光を利用した地域おこしである。スポーツや音楽イ

ベントの開催，アニメの聖地巡礼，温泉掘削，B級グルメの開発，ゆるキャ

ラなどあの手この手をつかっているのは承知のとおりだ。

しかしここで困ったことが起こる。とくに世界遺産の場合は顕著なのだ

が，それを保護するために世界遺産登録したはずなのに，多くのツーリスト

が押し寄せてくることで，保護すべきものが破壊されていくのだ。典型

は，2013年に文化遺産に登録された富士山であろう。富士登山に適した

シーズンは7月と8月だが，その短い期間に世界各国から登山客が押し寄せ

てくることになった。もっとも悲惨なのは山腹にあるトイレだ。高所なので

下水道などは敷設できない。自然に優しいおがくずなどをつかったバイオト

イレ，牡蠣の殻などをつかった浄化循環式，あるいは焼却式などの種類があ

るのだが，多い年には20万人を超える登山者数に機能が対応しきれていな

い。

じつは富士山は文化遺産に登録されており，自然遺産ではない。国は，当

初自然遺産への登録を目指していたが，それは叶わなかった。理由は，富士

山を調査・評価にきた関係者が登山道一帯のあまりにも汚い様子に驚いたか

らだといわれている。公衆トイレのあまりの汚さに怖気付いた者が，人目の

つかない岩場の影に行ってさっと済ましてしまうことも珍しくない。

金閣寺や清水寺などの世界遺産を多数抱える京都は，年中，修学旅行生や
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一般のツーリストたちが訪れていて，市内の交通渋滞は慢性化している。中

心の河原町通も歩行者が溢れかえっていて，まっすぐ歩くのは不可能であ

る。

こうした観光地のキャパシティを超えるツーリストが観光に訪れることで

当該地が機能マヒを起こしてしまうことをオーバーツーリズムという。オー

バーツーリズムは交通渋滞やそれに伴う排ガスなどが引き起こす住環境の悪

化，ゴミのポイ捨て，京町家であれば不法侵入や覗き見などのプライバシー

侵害など，さまざまな問題をひきおこし地元住民の日常生活を脅かす。それ

らは，ツーリズムに関わってそこから利益を得ている者には我慢できるかも

しれないが，子どもや高齢者など，ツーリズムとはなにも関係がない人たち

にとっては迷惑でしかないわけで，観光による経済の活性化はいま岐路に立

たされているといってよい。
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＜随 想＞

町を哲学する人 （々1）
伝統文化の「行間」を生きる
小辰恭子さん（檜書店）

1）現在，檜書店は，東京（神田小川町）本社を本拠地としつつ，京都観世会館等に
おいても営業している。この写真は，檜書店の了承を得て，檜書店より拝借。

齋 藤 かおる

二条麩屋町にあった檜書店1）
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●伝統文化に寄り添い続けて，50年

謙虚な人である。そして確固たる生き方のスタイルを持つ人である。小辰

恭子（こたつ・きょうこ）さん，74歳。京都で，江戸時代から360年以上

にわたり伝統文化を支えてきている檜書店に勤続すること，50年。今や最

もよく京都を知り伝統文化を知る人々の一人であるにもかかわらず，ある意

味で地味な檜書店での日々を，黙々と積み重ねている。その真摯な働きぶり

は，まるで，見所（観客席）からは見えぬけれども無くてはならぬ，能舞台

の床下に据えられている秘密の大甕（共鳴装置）のようでもある。

●言葉を繋ぎ，心を渡して，50年

店頭業務や営業関連業務への従事，能楽師たちからの様々な要望や相談事

への対応，また京都ゆかりの行事や能楽ゆかりの行事への参与…… そんな

息もつけぬ日々のなかで，小辰（以下，敬称略）は，膨大な編集業務にも携

わってきている。能楽雑誌『観世』に所収の座談会にかかわる一連の編集作

業（座談会参加・録音・テープ起こし・要約・記事構成・文体調整・用語校

正）などは，亡き片山慶次郎師を囲んでの開催分だけでも，実に94回にも

わたり遂行してきている。

1972年の『観世』（当時は月刊誌）を何冊かめくってゆくと，座談会の写

真の片隅に，小辰の姿が現れる。能楽の専門用語はもちろん，古典や歴史に

かかわる文言も飛び交い，芸道にかかわる有言不言の「語り」の大波も打ち

返すという，ある種の凄まじい闘いの場に，入社1年目から容赦なく放り込

まれていた小辰。かすかに心細げな様子を漂わせつつも，落ち着いて，しっ

かり前を向いている。それは，幼い頃から京都の山川草木に親しみ，学生時

代には広く古典や歴史に親しんでいた小辰の，その内面で育まれていた

「知」が「力」となって，できた（耐え得た）ことだったのであろうか。当
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時を回顧し「毎日が精一杯でした。常に檜書店での勤めのことで頭が一杯で

した。今も同様です。そして私は，昔も今も，単なる一出入り業者の，その

また一社員に過ぎぬ者です」と，小辰は苦笑する。

伝統文化の未来について意見を求められると「私は昔のことしか話しませ

ん2）」と切り返したりもする昨今の小辰の，その内面の深みを察するのは，

容易なことではない。それは，何かしら道元仏教の「修証一等（修行と悟り

が一体であること）」への近さをすら感じさせる小辰の，その来し方を丁寧

2）小辰が語る「昔のこと」という言葉には，世阿弥が『花鏡』の「離見の見にて見
る所は，すなはち見所同心の見なり。その時は，わが姿を見得するなり。わが姿
を見得すれば，左右前後を見るなり。しかれども，目前左右までをば見れども，
後姿をばいまだ知らぬか。後姿を覚えねば，姿の俗なる所をわきまへず」という
論述において語る「後姿」という言葉と共振するところもあろう。

3）この写真は，檜書店の了承を得て，能楽雑誌『観世』昭和47年9月号より複写。
なお，前列中央の藪田嘉一郎さんは，京都の「怪物」と畏れられた稀有な研究者。

前列は右から片山慶次郎師，藪田嘉一郎さん（古代史研究家），渡会恵介さん（京都新聞）
後列は檜書店編集部，中央が小辰恭子さん（1972年／昭和47年）3）
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に辿ることなしには，できぬことかもしれない。

けれども，旅立たれた人々を追悼する小辰の文章を読むならば，その心の

在りようは，解り易くもある。例えば，林喜右衛門師を見送る追悼文（『観

世』平成29年10月号，48～50頁）においては，喜右衛門師がご子息宗一

郎師との共演の喜びにあふれておられた様子を伝え，片山慶次郎師を見送る

追悼文（諧声会編『幽き花 片山慶次郎追悼集』平成23年，29～30頁）に

おいては，慶次郎師がご子息伸吾師との交流の喜びにあふれておられた様子

を伝えて，追悼文が故人と遺族の確かな心の繋がりを証すものとなるよう心

を配ってきている小辰。常に，故人と自らの関係については最低限の言及に

とどめつつ，どこまでも自らの社会的役割に徹してきている小辰。その心の

在りようは，とても解り易くもある。

伝統文化があって，町があって，人がいる，という順序ではなかろう。人

がいて，人々が繋がって，町が成り立って，文化が育まれて，人と町と文化

が伝統の一部となってきている，という順序であろう。それが，小辰が「昔

のこと」との対峙において見つめ続けてきているものであろう。そして，そ

うであってみれば，個人としての活動（創作や評論など）への期待を寄せら

れるたび，小辰が涼しい笑顔で無言を貫いてきているのは，檜書店の社員と

して積み重ねてきた自らの役割に殉ずる覚悟の表れなのであろう。京都を愛

し，伝統文化に寄り添い，与えられた役割を黙々と遂行することで磨き込ん

できた，町なるものへの思いの表れなのであろう。

●文化の「行間」を生き，自己と出会い続ける，今

檜書店での勤続が51年目となる今年，小辰は，ある書籍の出来を心から

喜んでいる。長らく編集に携わってきた佐々木洋次さん（佐々木能衣装代表

取締役）の著書『能装束精解 製作の現場から』（檜書店，2022年）が，よ
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うやく公刊のときを迎えたのである。

能装束製作の第一人者であり文化庁選定保存技術保持者の第一号に認定さ

れている佐々木（以下，敬称略）の，その知識・経験・技術・精神を惜しみ

なく披瀝する『能装束精解』は，まさに「精解」との書名が相応しい，日本

の伝統文化の美の継承の現場の証言の書となっている。そして，その内容

は，小辰による23回のインタビューを基に，対談と鼎談における佐々木の

解説という形式で記述されている。

上着・袴・帯・冠り物・舞台道具・組紐…… 手入れ・修理・復元……

小辰の広い教養と深い洞察力に裏打ちされた的確な問いかけは，佐々木にし

か語り得ぬ貴重な文化遺産としての証言を次々引き出しつつ，能装束製作と

いう局面から開けてくる日本の伝統文化の美の世界へと，どんどん読者を引

き込んでゆく。小辰の編集者としての力量には，ただただ驚嘆させられるば

かりである。

にもかかわらず，小辰は語る。「佐々木さんの手から立ち昇る美の世界は，

どんなに頑張っても完全には文章化できぬものです。佐々木さんの美の世界

の本当に本当のところは，文章の行間に宿っているのです。ですから，とに

かく精一杯に文章化のお手伝いをしたら，そこから先は，私もまた一読者と

なって行間に身を置くより他ないのです。行間を生きるより他ないのです4）」

と。

4）小辰が語る「行間に身を置く，行間を生きる」という在りように，「黙照禅（禅
の要諦にかかわる一概念）」との親和性をみるのは，まずまず許されることであ
ろう。そして，そのような意味合いの延長線上で，小辰が語る「行間に身を置
く，行間を生きる」という在りようには，世阿弥が『風姿花伝』において語る
「秘すれば花」への本質的な近さをみることもできよう。
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確かに，美は言葉に尽くせぬものである。そこに確かに在るにもかかわら

ず，美は言葉に尽くせぬものである。けれども例えば，人の命の輝きが，美

と同様に言葉に尽くせぬものではあっても，その傍らにおいて愛され肯定さ

れることによって，町（社会）という枠組みの豊かさをより誠実なものとし

てゆくように，美にもまた，その「行間（傍ら）」において愛され肯定され

ることによって，文化という広がりの豊かさをより真実なものとしてゆくと

ころがあろう。小辰が自らの身を「行間」に置くと語るのもまた，そのよう

に町を愛し，文化を愛し，美のかけがえなさを愛し続けてゆこうとする，そ

の精神の真摯さからのことであろう。

京都で，伝統文化に寄り添い続けて，50年。能楽堂ロビーで小辰を慕う

能楽愛好者たちから声をかけられることが増えても，『観世』の編集後記を

毎号楽しみに待っているよと声をかけられることが増えても，どこまでも

「一出入り業者の一社員」として在ることへの自戒と矜持を緩めぬ小辰。ど

こかよその町で，もっと気ままに生きることもできたはずである。その意味

で京都は，小辰の人生の時間を奪ってきた町である。それでも小辰は，今も

京都で生き，働き続けている。なぜであろうか。それは，もしかしたら，小

辰自身にもよく解らぬことかもしれない。けれども，一つ確かなことは，町

なるものが，人を自己との出会いへと向かわせ続ける場だということであ

る。そして小辰にとっては，それが京都だったのであろう。小辰の恩師筋に

あたる村井康彦さん（国際日本文化研究センター名誉教授）の随筆（『観世』

平成28年11月号，14～15頁）の言葉を借りつつ言うならば，町に「花を

立てる」ことに寄り添ってきた京都での歳月のなかで，きっと小辰は，自ら

もまた「立てる花」の一枝として在ることへの気づきをも積み重ねてきたの

であろうし，今も積み重ね続けているのであろう。

原稿提出日：2022年9月21日
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