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Communication with inanimate objects
18 cases and their system of perception
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䛆ᗎㄽ䛇

䚷䚷ື≀䜔ᮌ䜔▼䛺䛹䛾↓⏕≀䛻䜢ぢ䛔䛰䛧䚸 ே㛫䛸ྠ➼䛻ᢅ䛚䛖䛸䛩䜛䜰䝙䝭䝈䝮䛾ᛮ䛿䚸 ⌧௦䛛䜙ぢ
䜛䛸ᮍ㛤䛺Ⓨ䛷䛒䜚䚸 ே㢮䛜䛸䛖䛻䜚㉺䛘䛯ୡ⏺ほ䛸䛧䛶ㄒ䜙䜜䜛䚹 ≀㉁⩏䛸⤒῭䛷ᡂ䜚❧䛴䛸䛥䜜䜛ୡ
⏺ほ䛿⌧௦♫䛷ᗈ䛟ඹ᭷䛥䜜䚸 䛣䛖䛧䛯ሙ䛻䛚䛔䛶䚸 ே㛫䛿እ㒊⎔ቃ䛛䜙⊂❧䛧䛶Ꮡᅾ䛧䚸 ᘓ⠏䜔ᅵᆅ䛿
ே㛫䛻䜘䛳䛶୍᪉ⓗ䛻⏝䛥䜜䜛䜉䛝↓ᶵ㉁䛺䜒䛾䛸䛧䛶Ꮡᅾ䛩䜛䚹
䚷䛧䛛䛧䚸 ୍᪉䛷㏆⌧௦ே䛾୰䛻䜒↓⏕≀䛻⏕䜢ぢ䛔䛰䛧䚸 䛭䜜䜙䛸ㄒ䜚ྜ䛖䛸䛔䛖ே䚻䛜䛔䜛䚹 䜲䜼䝸䝇䛾䜶
䝸䜹 䞉 䜶䝑䝣䜵䝹䛸䛔䛖ዪᛶ䛿䜶䝑䝣䜵䝹ሪ䛸⤖፧䛧䛯䚹 ᙼዪ䛿ᘓ㐀≀䜔䝰䝜䛻ே䛸ྠ䛨䜘䛖䛺ឡ䜢ᢪ䛟ᑐ≀ᛶ
ឡ⪅䛸䜀䜜䜛ே䚻䛾୍ே䛰䚹 䛭䛾῝䛔ឡ䜔⤎䛿ே䛻ᑐ䛩䜛䛾䛸ྠ䛨䛷䚸 䜎䛯䚸 ᙼ䜙䛜䝰䝜䛻ヰ䛧䛛䛡䜛䛰
䛡䛷䛺䛟䚸 䝰䝜䜒ᙼ䜙䛻ヰ䛧䚸 ឡ䜢ྥ䛡䛶䛔䜛䛸ᙇ䛧䛶䛔䜛䚹 䜎䛯䚸 ᡭሯ᐀ồ䛸䛔䛖ே䛿↓ே䛾ቃᆅ䛷䛒䛳
䛯㛗㔝䛾㟝䞄ᓠ䛻ᒣᑠᒇ䜢㛤䛔䛯䛜䚸 ᙼ䛿ᒣ䛾⏕ά㐨ල䛷䛒䜛䝇䝖䞊䝤䛸ヰ䜢䛧䚸 䜎䜟䜚䛾⮬↛≀䛻ே᱁䜢ぢ
䛔䛰䛩䚹 䛣䛾䜘䛖䛻䝰䝜䛸ヰ䛩ே䚻䛿㏆⌧௦䛾ᵝ䚻䛺ศ㔝䛻ᐇ㝿䛻Ꮡᅾ䛩䜛䚹
䚷ேᩥᏛ⪅䛾䝣䝺䞊䝄䞊䛿䜰䝙䝭䝈䝮䛿ே㢮䛾Ⓨᒎ䛾⤒㐣䛷䛒䛳䛯䛸㏙䜉䛯䛜䚸 䛣䜜䜙䛾ே䚻䛿䚸 ≀䛻⏕
䛜䛒䜛䛸ឤ䛨䜛▱ぬ䛾ᬑ㐢ᛶ䜢♧䛧䛶䛚䜚䚸 ᮍ㛤ே䛾ᗂ⛶䛺⛉Ꮫ䛻㉳ᅉ䛩䜛䜒䛾䛷䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
䛣䛾◊✲䛿↓⏕≀䛸ᑐヰ䛩䜛㏆⌧௦ே䛾䜢䜒䛸䛻䛧䛶䚸 ே㛫䛾ᬑ㐢ⓗ䛺ᛶ㉁䛸≀㉁⩏䜢䛣䛘䛯ேయ䜲
䝯䞊䝆䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䚹

㻨 㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛸ᬒほ䛻䜎䛴䜟䜛⌧ᐇⓗ䛺ၥ㢟 㻪
䚷≀㉁⩏䛸⤒῭䛾ୖ䛻ᡂ䜚❧䛴ୡ⏺䛷䛿ሙ䛿ᆒ㉁䛷䛒䜚䚸 ≀䛿ᾘ㈝䛥䜜䚸 ᅵᆅ䛿㈨※䛸䛧䛶ά⏝䛥䜜䜛䜉䛝
䜒䛾䛷䚸 ᘓ⠏䛿⚾䛯䛱䛜୍᪉ⓗ䛻䛴䛟䜚䚸 䛻㚷㈹䛩䜛䜒䛾䛸䛺䜛䚹 ≀㉁⩏ⓗୡ⏺ほ䛾㝈⏺䛻ᡃ䚻䛿䛸䛖䛻Ẽ
䛜䛴䛔䛶䛚䜚䚸 Ỵ䛧䛶⬟ど䛧䛶䛿䛔䛺䛔䛸䛔䛖⪃䛘䛿䚸 䛯䛧䛛䛻ಶே䛾䝺䝧䝹䛷䛿ඹឤ䜒䛥䜜䚸 ほⓗ䛺ព
ぢ䛸䛧䛶䛿⾲䛩䛣䛸䛜チ䛥䜜䛶䛔䜛䚹 䛧䛛䛧䚸 බ䛾ሙ䛷ᐇ㝿ⓗ䛺ពぢ䛸䛧䛶䛿㯲ẅ䛥䜜䜛䛛䚸 䛒䜛䛔䛿ᐇ䛸䛧
䛶ᢅ䜟䜜䜛䛣䛸䛿䜋䛸䜣䛹䛺䛔䚹 䜎䛯䚸 ពぢ䜢ゝ䛖ഃ䛷䜒䚸 䛭䛾䜘䛖䛺ㄽἲ䛿䝍䝤䞊䛷䛒䜛䛛䛤䛸䛟䛔䛳䛥䛔㑊䛡
䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹 䛯䛸䛘䜀ᘓ⠏䛾ᥦ䜢䛩䜛䛾䛻ᡭᣢ䛱䛾᰿ᣐ䛜ほⓗ䛺䜒䛾䛰䛡䛷䛒䜛䛸䚸 ᡃ䚻䛿䛸䛯
䜣䛻Ᏻ䛻く䜟䜜䚸 ᶵ⬟䛾ྜ⌮ᛶ䜔䚸 㧗䛥䚸 㛗䛥䚸

ᗘ䚸 ‵ᗘ䚸 ග䛺䛹ィ

ྍ⬟䛺ඹ㏻ゝㄒ䜢᥈䛭䛖䛸䛧䚸

䛾᪥ᮏ䛷䛒䜜䜀⎔ቃ䜈䛾ඃ䛧䛥䜈⤖䜃䛴䛡䜘䛖䛸䛩䜛䚹 䛣䛾䜘䛖䛻䚸 ఱ䜢ゝ䛖䛻䜒⛉Ꮫ䛻ᇶ䛵䛔䛯ྜ⌮ⓗ䛺
䛡䛜ᚲせ䛸䛺䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䚸 䛔䛔䛛䛘䜜䜀䚸 ≀㉁⩏䛷ㄝ᫂䛷䛝䜛⠊ᅖ䛾䛣䛸䛧䛛ゝ䛔ᚓ䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛷
䛒䜛䚹 䛣䜜䛜䛔䛛䛻⚾䛯䛱䛾࿘㎶䛾⎔ቃ䜔㒔ᕷ䛾ᙧែ䜢⦡䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛰䜝䛖䚹 ᡃ䚻䛾㡹㏞䛺䜎䛷䛾≀㉁⩏
䜈䛾ᅛᇳ䛿䚸 䜒䛿䜔㠀ྜ⌮ⓗ䛷䛸䛔䛘䜛ᇦ䛻䜎䛷㐩䛧䛶䛔䜛䚹

㻨 ⚾ⓗ䛺ၥ㢟 㻪
䚷䛣䛾䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶◊✲䛧䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯䜒䛖୍䛴䛾⌮⏤䛿䚸 ⚾䛻䛸䛳䛶ಶேⓗ䛻㔜せ䛺ሙᡤ䜔㢼ᬒ䛜⚾䛾チ
ྍ䛺䛟ᡭ䛻ኚ䛘䜙䜜䛶䛔䛟䛸䛔䛖⌧≧䛻ሓ䛘㞴䛔䜒䛾䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹 ⚾䛿⚾䛾ឤᛶ䜢⫱䜣䛷䛟䜜䛯
ᑠᏛᰯ䛾㏻Ꮫ㊰䜔⏿䛜ኻ䜟䜜䜛䛸䛝䚸 ఱ䜒䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹 ⚾䛿⮬ศ䜢ᙧᡂ䛧䛶䛟䜜䛯ᬒほ䜢ኻ䛖䛸䛸䜒䛻䚸 ⮬ศ
䛾グ᠈䛸ᛶ᱁䛾୍㒊䜒ྠ䛻ኻ䛳䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹 䛭䛾ሙᡤ䛻⾜䛛䛺䛔䛸Ⓨ⌧䛧䛺䛔䛔䛟䛴䜒䛾ឤぬ䜔ᛶ᱁䛜䛒䛳
䛯䚹 䛯䛸䛘ⱞ䛔ᛮ䛔ฟ䛷䜒ᡭ䛻ษ䜚ྲྀ䜙䜜䛯䛔䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹 䜎䛯䚸 ⚾䛻䛸䛳䛶㔜せ䛺ᅵᆅ䜔ᘓ⠏䛜䛔䛴䜒
⌮ᛶⓗ䛺෭䛯䛔ᡭ䛷ゐ䜜䜙䜜䚸 ⾑䛾㏻䜟䛺䛔ゝⴥ䛷ㄒ䜙䜜䜛䛣䛸䜒⚄⤒䜢㏫᧙䛷䛥䜜䜛䚹 䛭䜜䛿䚸 ẕぶ䜔ጒ
䛾య䜢ேయᐇ㦂䛻䜟䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛰䚹 䛭䜜䛿⮬ศ䛜⿕㦂య䛻䛺䜛䜘䜚䜒㎞䛔䛣䛸䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹
䚷⮬ศ䛾ษ䛺䝰䝜䚸ษ䛺ሙᡤ䜢ኻ䛳䛯䛸䛝䛻䜟䛖③䜏䛿䚸ᐈほⓗ䛺⌮⏤䜢ぢ䛴䛡䜛䛾䛜㞴䛧䛔䚹 䛒䜛ே䚻
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䛯䜚䚸ุ䜢㉳䛣䛧䛯䜚䛩䜛䚹䛭䜜䛿䛭䛾ᘓ≀䛛䜙㐲䛟䛻ఫ䜣䛷䛔䜛ே䛛䜙ぢ䛯䜙䚸䝠䝇䝔䝸䝑䜽䛸ᫎ䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹
䛧䛛䛧䚸 ᙼ䜙䛾③䜏䛿ィ

䛷䛝䛺䛟䛸䜒䚸 ☜䛛䛻Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛾䛰䚹 䛭䜜䛿⫗య䜢യ䛴䛡䜙䜜䛶䛿䛔䛺䛔䛛䜙䛸

䛔䛳䛶㍍ᚤ䛺䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹 䜒䛳䛸䜒Ẽ䛺䛾䛿䚸 ③䜏䜢㏻䜚㐣䛞䜛䛸䚸 ③䜏䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛩䜙ᛮ䛔䛰䛩䛾䜒
㞴䛧䛟䛺䜛ᛶ㉁䛾䜒䛾䛰䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹
䚷ឡ╔䜔ឡ䛾ၥ㢟䛿䚸 ᬒほㄽ䛷䜒ᘓ⠏ㄽ䛷䜒ㄡ䛻䛸䛳䛶䜒⣡ᚓ䛾䛔䛟䜘䛖䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹 䛧䛛䛧䚸
⬟䛺᪉ἲ䛿䛺䛔䛻䛧䛶䜒䚸 䛣䜜䛾」㞧䛥䜢┤ど䛧ྲྀ䜚⤌䜣䛷䜏䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹 䛣䛾◊✲䛷䛿䚸 䝰䝜䜔ሙᡤ䜈
䛾ឡ╔䜔䛭䜜䛜ኻ䜟䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜛③䜏䛾Ꮡᅾ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸 ၥ㢟䛾」㞧ᛶ䜢ᑡ䛧䛷䜒⾲䛩䛣䛸䛜䛧䛯䛔䚹
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3

◊✲䛾ᴫせ
㏆⌧௦ே䛾ⴭస䜔ⱁ⾡సရ䛾୰䛛䜙䚸 䝰䝜䛸ヰ䛩䚸 䝰䝜䛜ឤ䜢䜒䛳䛶䛔䜛䛸䛩䜛⾲⌧䛾䛒䜛
䜒䛾䜢᥈䛧䚸 ᑐ㇟䛾㒊ศ䜢ᢤ䛝ฟ䛧䛶ᐜ䜢ほᐹ䛩䜛䚹 䝰䝜䛸ゝⴥ䜔ឤ䛾䜔䜚ྲྀ䜚䜢䛩䜛䛣䛸
䜢䛣䛾◊✲䛷䛿 䛂ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛃 䛸䛔䛔䚸 ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛩䜛ே䜢
䛂ᑐ≀ᑐヰ⪅䛃 䛸䛔䛖䚹
ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᑐ㇟䛿䚸 ᒣ䜔ᮌ䛺䛹䛾⮬↛≀䛸䛒䜙䜖䜛ேᕤ≀䛷䛒䜛䚹 ᳜≀䛿
⏕䛷䛒䜛䛜䚸 䛂ヰ䛩䛃 䛂➗䛖䛃 䛺䛹䛾ᮏ᮶᳜≀䛜䛧䛺䛔ឤ⾲⌧䛾䛒䜛䜒䛾䜢ᑐ㇟䛻ྵ䜑䜛䚹
ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛸ᨃேἲ䛾ุู䛿䚸 ලయⓗ䛺ே≀ീ䛻ᨃே䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸 䝰䝜
䛜䝰䝜䛸䛧䛶ឤ⾲⌧䜢䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ᇶ‽䛸䛧䛯䚹 䛼䛔䛠䜛䜏䜔᪻䛺䛹㢦䛾䛒䜛䜒䛾䛿ྵ䜎
䛺䛔䚹

◊✲䛾ᡭ㡰
䠍㻚㻌㞟䜑
䚷䛿䠍ᖺ䛒䜎䜚䛷䠍䠔ே䜢ぢ䛴䛡䛯䚹 ㏆௦䛛䜙䛿䚸リே䛾❧ཎ㐨㐀䚸ᐑἑ㈼䚸ᐑᕤ䛾すᒸᖖ୍䚸㻸㻚 䜹䞊䞁䚸
䜰䜴䝖䝃䜲䝎䞊 䞉 䜰䞊䝔䜱䝇䝖䛾 㻲㻚 䝅䝳䝞䝹䛸 㻴㻚 䝎䞊䜺䞊䚸 ⤮ᮏసᐙ䛾 㼂㻚㻸㻚 䝞䞊䝖䞁䚸 䜰䞁䝛 䞉 䝣䝷䞁䜽䚸 ᑠㄝ
ᐙ䛾 㻸㻚 䝰䞁䝂䝯䝸䚸 リே䛾 㻭㻚 䝷䞁䝪䞊䜢ཧ↷䛩䜛䚹 ⌧௦ே䛛䜙䛿䚸 ඛ䛻⤂䛧䛯ᡭሯ᐀ồ䛸䜶䝸䜹䞉䜶䝑䝣䜵䝹䚸
∦䛡䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾㏆⸨㯞⌮ᜨ䚸 䝔䝺䝡䝍䝺䞁䝖䛾▼ཎⰋ⣧䚸 ᫎ⏬┘╩䛾 㼃㻚 䜹䞊䜴䜯䜲䚸 ⏬ᐙ 䞉 リே䛾ᫍ
㔝ᐩᘯ䚸 ┿ᐙ䛾୕㐟ீ䛒䜋䜎䜝䚸 䜰䞁䝔䜱䞊䜽ホㄽᐙ䛾ᒾᓮ⣫ᫀ䜢ཧ↷䛩䜛䚹 㒊䛷䠒䜹ᅜ䛛䜙 㻝㻤 ྡ䛸䛺䛳
䛯䚹 䛾䛖䛱 㻝㻜 ே䛿䚸 㐣ཤ䛻ㄞ䜣䛰ᮏ䛷ᚰᙜ䛯䜚䛾䛒䛳䛯䜒䛾䜢ㄞ䜏┤䛧䛶䚸 ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾
⾲⌧䜢Ⓨぢ䛧䛯䚹 䛿᪥ᖖ⏕ά䛷䛯䜎䛯䜎ฟ䛖䚸 ▱ே䛻ᩍ䜟䜛䛺䛹䛧䛶ぢ䛴䛡䛯䚹
䝰䞁䝂䝯䝸䛻㛵䛧䛶䛿 䛄㉥ẟ䛾䜰䞁䛅 䜢ㄪᰝ䛾ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛䚹 䛣䜜䛿䝣䜱䜽䝅䝵䞁䛷䛒䜛䛜䚸 ➹⪅䛾ෆ㠃䜢ᢞᙳ
䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶ㄞ䜐䚹 䜹䞊䜴䜯䜲䛻䛚䛔䛶䜒ྠᵝ䛻䛸䜙䛘䜛䚹

䠎㻚㻌ⴭస䛛䜙ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⟠ᡤ䜢ᢤ䛝ฟ䛩
ᩥ⊩䛸ᫎീ䛛䜙䚸 ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⌧䜜䛶䛔䜛㒊ศ䜢ᢤ䛝ฟ䛧䛯䚹 䜎䛯䚸 ே≀䛾⾜ື䛾≉␗䛺⟠ᡤ
䜒ᢤ䛝ฟ䛧䚸 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ಶู䛾ᵝែ䜢ほᐹ䛩䜛䚹
❧ཎ䚸 ᐑἑ䚸 ▼ཎ䚸 ⪷䝔䝺䝆䜰௨እ䛿䚸 ཧ⪃ᩥ⊩䛻ᣲ䛢䛯᭩⡠䛻㛵䛧䛶䛿㝰↓䛟ྲྀ䜚ฟ䛧䛶䛒䜛䚹

䠏㻚㻌ഴྥศᯒ
㞟䜑䛯䜢䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾᪉ἲ䜔እ䛛䜙ぢ䛯ᵝᏊ䛺䛹䛾ほⅬ䛷ศ㢮䛧䚸 య䛾ഴྥ䜢ぢ䜛䚹 ഴྥ䜢ศ
ᯒ䛧䚸 ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᵝ┦䛸ᑐ≀ᑐヰ⪅䛾ᣢ䛳䛶䛔䜛୍⯡ⓗ䛺ഴྥ䜢ㄪ䜉䜛䚹

䠐㻚㻌ゎ㔘䛸⪃ᐹ
ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⌧㇟䜢䜰䝙䝭䝈䝮䜔䝅䝱䞊䝬䝙䝈䝮䚸 ᚰ⌮Ꮫ䛸୪䜉䛶䚸 ᑐ≀ᑐヰ⪅䜙䛾ᛮ⪃䛸ෆ
ⓗయ㦂䜢ㄪ䜉䜛䚹
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➨䠍❶

◊✲
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㏆⸨㯞⌮ᜨ
᭹ࡸ᪥⏝ရヰࡋࡅࡿ∦࡙ࡅࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ
ࠗே⏕ࡀࡁࡵࡃ∦࡙ࡅࡢ㨱ἲ࠘ⴭ⪅ࠋࠕஎዪࡢᩚ⌮⣡ࣞࢵࢫࣥࠖᐓࠋ
∦࡙ࡅࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࠋᗂᑡᮇࡽ (66( ࡸ࢜ࣞࣥࢪ࣮࣌ࢪ➼ࡢ፬㞧ㄅࢆ
ឡㄞࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣᩚ㡻ጤဨࢆࡘࡵࠊᐙᗞ࡛ࡶᐙ୰ࢆᩚ㡻ࡍࡿࡇจࡾࠊ
ࡳࡎࡽ∦ࡅ࣐ࢽࢆ⮬ㄆࡍࡿࠋࡕࡲࡓฟᅇࡗ࡚࠸ࡿ࠶ࡽࡺࡿ⣡᪉
ἲࢆᐇ㊶ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⊂⮬ࡢ⣡ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸㏆⸨㯞⌮ᜨࠗே⏕ࡀࡁࡵࡃ∦࡙ࡅࡢ㨱ἲ࠘ࢧ࣐࣮ࣥࢡฟ∧ 
2013.2.1
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࠙㏆⸨㯞⌮ᜨࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠚ
ࠉࠕ࠾࠺ࡕࠖࡑࡢ୰ࡢ᭹ࡸ⏕ά㞧㈌≀⌮ⓗゐࢀࡿࡇࠊࡑࢀࡢࣔࣀࡢ࠸ࡓࢃࡾࡢゝⴥࡀ㏆⸨ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣔࣀࡢᵝᏊࢆ⾲ࡍࡓࡵࠊ㏆⸨ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࢆࡶࡕ࠸ࡿࠋ
ᐷ࡚࠸ࡿࠊ࠸ࡓࢃࡾࠊ࠺ࢀࡋࡑ࠺࡞ឤࡌࡀࡍࡿࠊ႐ࡪࠊᏳᚰࡍࡿࠊఇ㣴ࡍࡿࠊࡈࡁࡆࢇࠊࡩ࠺ᜥࢆ྿ࡁ㏉ࡍࠊᙅࡗ࡚࠸ࡿࠊ┠ぬࡵࡿࠊ
Ἵ࠸࡚࠸ࡿࠊఫᡤᐃ࡛࠶ࡿࠊᏳࡑ࠺ࠊࡘࡽ࠸ࠊാࡁ⪅ࠊࡏࡘ࡞࠸ࠊࠕࢶࣥࠖࡋ࡚࠸ࡿࠊኌࢆ㏉ࡍࠊ႐ࢇ࡛࠸ࡿࠊษᛮ࠺ࠊ
ᙺ❧ࡕࡓ࠸ᛮ࠺ࠊ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠊᛮ࠺
ࡇࢀࡓ࠸ࡍࡿ㏆⸨ࡢᑐᛂࡣࠊ㉳ࡇࡍࠊࣔࣀࡢព㆑ࢆࡣࡗࡁࡾ┠ぬࡵࡉࡏࡿࠊࡡࡂࡽ࠺ࠊᣵᣜࢆࡍࡿࠊ♩ࢆゝ࠺ࠊឡࢆ♧ࡍࠊᩆ
ฟࡍࡿࠊᏳᚰࡉࡏࡿࠊ࠸ࡗࡓ⾲⌧ࢆࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ᭹ࢆࡓࡓࡴࠊᮏᲴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᮏࢆᖹࡓࡃࡋ࡚୪࡚ࡳࡿ࡞ࠊᡭ
ࢆゐࢀ࡚ࣔࣀࠕࡁࡵࡃࠖ࠺ࢆᤞ࡚ࡿᇶ‽ࡍࡿࠋ⮬ศࡢᡭࢆゐࢀࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆࡃࡾ㏉ࡋ㏙ࡿࠋ
ὒ᭹ࢆࡓࡓࡴࠋࡑࢀࡣࡓࢇ⣡ࡍࡿࡓࡵ᭹ࢆᑠࡉࡃᢡࡾ᭤ࡆࡿసᴗࡔࡅࢆࡉࡍࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࠸ࡘ࡛ࡶ⮬ศࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿὒ᭹ࢆ
࠸ࡓࢃࡾࠊឡࢆ♧ࡍ⾜Ⅽ࡞ࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡓࡓࡴ࠸࠺ࡇࡣࠊࡘࡲࡾࠊὒ᭹ࡢᑐヰ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ㸦.0㸧

ࣔࣀࡢ႐ࡧࡑ࠺࡞ሙᡤࣔࣀࢆᡠࡍ࠸࠺⾜Ⅽࡀ㏆⸨ࡢ∦ࡅ᪉ἲࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕࣔࣀࠕ࠾࠺ࡕࠖពぢࢆ⪺࠸࡚ࡳࡿࠖࣔࣀࡀࡇ⾜ࡁࡓ࠸ࡀࢃࡿ࠸࠺ࠋ
⚾ࡢࡅࡿ᭹ࢆ㑅ࡪᇶ‽ࡣࠕࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡀࠊὒ᭹ࡀ႐ࡧࡑ࠺࡞ࣔࣀࠖࠋ㢼ࢆ㏻ࡍࡦࡽࡦࡽᦂࢀ࡚࠺ࢀࡋࡑ࠺࡞ឤࡌࡢࡍࡿ≀ࡸࠊ
ࡕࡗࡋ࡚ᢡࡾ᭤ࡆࡽࢀࡿࡢࢆᣄྰࡋࡑ࠺࡞≀ࡣ⣲┤ࣁ࣮ࣥ࢞ࡅ࡚࠶ࡆࡲࡍࠋ .0

ڦᐇ⏝⩏ࢽ࣑ࢬ࣒ࡀඹᏑ
ࠉ㏆⸨ࡣࣔࣀࡀ⏕≀ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿ࡢே㛫ࡢ⾜ືࡀ᭹ࡢ㛗ᣢࡕࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ∦࡙ࡅࡢ㝿ࣔࣀࡀ࠶ࡿࡶࡢࡋ࡚ᢅ࠺᪉ࡀᛮ㆟࠺ࡲࡃ࠸ࡃࠊ࠸࠺ࡢࡀ㏆⸨ࡀ㛗ᖺࡢ⤒㦂ᐇ㊶ࡢᮎ
ࡢⓎ࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡇࡣࠊ⌧ᐇࡢ⏕άࡢྥୖࡢࡓࡵࢽ࣑ࢬ࣒ⓗୡ⏺ほࢆ⏝࠸ࡿ࠸࠺ᐇ⏝⩏ⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉࣔࣀࡸឤࡀ࠶ࡿࡋ࡚ᢅࡗࡓ⤖ᯝࠊⰋዲ࡞≧ែ࡞ࡿࡇࢆࡓ࠼࡚ࠊࠕࣔࣀࡣษᢅࢃࢀࢀࡤࠊᚲࡎᣢࡕᛂ࠼࡚
ࡃࢀࡿࠖ .0 ⾲⌧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ㒊ᒇࢆ∦ࡅࡿࠊ࡞ࡐࡸࡾࡓ࠸ࡇࡀぢࡘࡿࠖ  ࠊ
ࠕ㒊ᒇࡀ∦ࡃ⑭ࡏࡿࠊ
୍ⓗ⭡ࢆୗࡍࠊ྿ࡁฟ≀ࡀฟࡿࠖ㸦.0㸧࠸ࡗࡓྍゎ࡞⌧㇟ࢆ┠ᧁࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣሗ࿌ࡉࢀࠊࣔࣀࡢ㛵ಀᛶࡣ༢⣧⣡
ࡸྲྀࡾฟࡋࡸࡍࡉࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀ௨ୖࡢᗈࡀࡾࢆᣢࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ୍᪉࡛ࠊࣔࣀࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ㏆⸨ࡗ࡚ࡣᐇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋே㛫ࣔࣀࡢឤᛶࡣᇶᮏⓗྠࡌ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡋࠊ⮬ศ
ࡢࡓࡵാ࠸࡚ࡃࢀࡿࣔࣀࡓࡕࠊẼᣢࡕࢆ㏉ࡍࡇࡀ㔜せࡔឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ∦࡙ࡅᑐࡋ࡚ࠕ⚄⪷࡞⾜Ⅽࠖ
ࠕᘧࠖㄆ㆑ࡋࠊ
ࣔࣀ⮬ศࡢ㛵ಀᛶࢆᕥྑࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡍࡿࠋ
⚾ࡓࡕࡀព㆑ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊࣔࣀࡣᮏᙜẖ᪥ࠊᣢࡕࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡑࢀࡒࢀࡢᙺࢆ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍⏕ᠱ⚾ࡓࡕࡢࡓ
ࡵാ࠸࡚࠸࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡀ୍᪥ാ࠸࡚ࠊ⮬ศࡢᐙᖐࡗ࡚࣍ࢵࡍࡿࡢྠࡌࡼ࠺ࠊࣔࣀࡔࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢ࠸ࡘࡶࡢ
ሙᡤᖐࡗ࡚ࡃࢀࡤᏳᚰࡋࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡔࡽࠊࡕࡷࢇᐃ⨨ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᗏᡠࡉࢀ࡚ఇࡵ࡚࠸ࡿࣔࣀࡓࡕࡣࠊ㍤ࡁࡀ㐪࠺ࡢ
࡛ࡍࠋࡓ࠼ࡤࠊὒ᭹ࢆ࡚࠸ࡡ࠸ᢅ࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠾ᐈᵝࡽࠊ
ࠕẟ⋢ࡀࡘࡁࡃࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ࠾Ⲕࢆࡇࡰࡋࡃࡃ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ
᭹ࡀ㛗ᣢࡕࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠖ࡞ࢇ࡚ኌࡀ⤯࠼࡞࠸ࡢࡶࠊᣢࡕࢆᨭ࠼ࡼ࠺࠸࠺ࣔࣀࡓࡕࡢẼྜ࠸ࡢ࡞ࡏࡿ࣡ࢨࡔ⚾ࡣᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ .0
買ったらすぐさま、タグははずすこと。モノが商品を卒業しておうちの子として生まれ変わるには、お店とつながる「ヘソの緒」
をパチンと切ってあげる儀式が必要なのです。(KM-33)
私にとって収納とは、モノのおうちを決める神聖な行為なのです。(km-36)
㏆⸨ࡣࠊὒ᭹ࢆࡓࡓࡴࡇ࡛ᡭࡽὒ᭹࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀὀࡀࢀࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾ㸦.0 ࿚⾡㏆࠸ࡶࡢࢆ࠶ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࠊ
ࢽ࣑ࢬ࣒⛉Ꮫⓗᛮ⪃ࡢඹᏑࡀ࠶ࡿࠋ
∦࡙ࡅࢆ┿ࡋ࡚࠸ࡿࠊ▂≧ែࡣ࠸࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊ⮬ศ㟼ྥࡁྜ࠺ឤぬ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⮬ศࡢᣢࡕ
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ࣔࣀᑐࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡦࡘࡁࡵࡃࠊ࠺ឤࡌࡿࠊᑀྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡃసᴗࡣࠊࡲࡉࣔࣀࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⮬ศࡢᑐヰࡔࡽ
࡛ࡍࠋ .0
㏆⸨ࡣࠊ㏆⸨ࡣ⮬ศࡢᣢࡕࣔࣀᑐࡋ࡚࡛࡞ࡃࠊேࡢᣢࡕࣔࣀࡢឤࡶឤࡌྲྀࡿࠋ㸦.0㸧ࡲࡓࠊ࠾࠺ࡕࡸࣔࣀࡀࡕࡷࢇᢅࡗ
࡚ࡃࢀ࡞࠸ᣢࡕᑐࡋ࡚ᜟࡳࢆᢪ࠸ࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇࡣ࡞࠸᩿ゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕᣢࡕ⮬㌟ࡀࠊ⨥ᝏឤࡽᡭࡑ
࠺ឤࡌ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ .0 ࡢࡔࡑ࠺ࡔࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ⪅ࡢほࢆྰᐃࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⮬㌟ࡢほࡣṇࡋ࠸᩿ゝࡍࡿࠋ

ڦᑐ㇟⮬ᕫࡢྠ୍
㏆⸨ࡣ㌟య㒊ᒇࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

࠾㒊ᒇయࡣࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ .0
ࣔࣀࡣᣢࡕࡢẼศࢆᩄឤ྾ࡍࡿࡢ࡛ࠊ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ⮬ศࡀឤࡌ࡚࠸ࡿࠕྑ⫪ୖࡀࡾࡢࡁࡵࡁឤࠖࡀ᭹ࡓࡕࡶ⛣ࡾࡲࡍࠋ
.0

⛎⚄ڦయ㦂ࡲࡘࢃࡿླྀ㏙
㏆⸨ࡢⴭసࡣࠊࡁ࠾ࡾ⚄⛎య㦂ࡶࢀࡿⴭ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࠶ࡿ᪥ࡢࡇ࡛ࡍࠋᏛᰯࡽᖐࡗ࡚ࡁࡓ⚾ࡀ࠸ࡘࡶࡢࡼ࠺∦࡙ࡅࢆࡋࡼ࠺ࠊ⮬ศࡢ㒊ᒇࡢࢻࢆ㛤ࡅࡿࠊ┦ኚࢃࡽࡎࡢ㞧
↛ࡋࡓ✵㛫ࠋࡑࢀࢆぢࡓࡓࢇࠊ㢌ࡢ୰࡛ࣉࢶࣥఱࡀษࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕࡶ࠺ࠊ∦࡙ࡅࡋࡓࡃ࡞࠸࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ
୕ᖺ㛫࡛ࡎ࠸ࡪࢇࣔࣀࡣῶࡗࡓࡣࡎࡢࠊ࡛ࡶᒃᚰᆅࡣ᭱ᝏࡢ㒊ᒇࡢ┿ࢇ୰࡛ࠊ࠶ࡄࡽࢆ࠸࡚ᗙࡾ㎸ࡳࠊ⭎ࢆ⤌ࢇ࡛⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
ࠕ࠺ࡋ࡚ࡇࢇ࡞㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿࡢ∦࡙ࡅࡽࢀ࡞࠸ࢇࡔࢁ࠺㸽ㄡࠊᩍ࠼࡚㸟ࠖ
ࠉㄡ࠸࠺࡛ࡶ࡞ࡃࠊ࣡ࣛࡶࡍࡀࡿࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡛ᚰࡢ୰࡛ྉࡧࡲࡋࡓࠋ
ࠉࡑࡢࡁࠊࡩ㒊ᒇࡢ୰࡛ࠕࣔࣀࢆࡶࡗࡼࡃぢ࡞ࡉ࠸ࠖ࠸࠺ኌࡀ㡪࠸ࡓẼࡀࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕࣔࣀ㸽ẖ᪥✰ࡀ࠶ࡃぢ࡚ࡿࡗ࡚ࡤ࣭࣭࣭ࠖ
ࠉࡰࢇࡸࡾ㢌ࡢ୰࡛ࡘࡪࡸࡁ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࡲࡲ⚾ࡣ㒊ᒇࡢᗋ࡛ࠊẼ⤯ࡍࡿࡢࡼ࠺ᐷ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ .0

ᖐࡗࡓࡽ࠾࠺ࡕྥࡗ࡚ࠕࡓࡔ࠸ࡲࠖኌࢆࡅࡿࡇࠋ㸦୰␎㸧ࡇࢀࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕࠊࠕࡓࡔ࠸ࡲࠖࡢኌ࠾࠺ࡕࡀ
㏉ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋࡩࢃࡗ㢼ࡀ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠾࠺ࡕࡀ႐ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡞ឤぬ࡛ࡍࠋࡍࡿࠊࡇࢆ∦ࡅ࡚ࡋ࠸ࡢ
ࠊࡇࣔࣀࢆ⨨࠸࡚ࡋ࠸ࡢࡀᑡࡋࡎࡘศࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧⚾ࡀ࠾࠺ࡕᑐࡋ࡚ఱࡁ࡞Ꮡᅾࢆឤࡌࡿ
ࡢࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢࡇࢁ࠺ࡀ࠺ࡓࡧࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࠾࠺ࡕࡀࢀࡔࡅఫࡴேࡢࡇࢆษᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀఏࢃࡗ࡚᮶ࡿࡽ࡛
ࡍࠋ .0

ڦእࡽぢࡓࡢᵝᏊ
㏆⸨ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊእࡽぢࡿࠊኌࢆฟࡋ࡚ᐙࡸࣔࣀ࠶࠸ࡉࡘࡋࡓࡾࡡࡂࡽࡗࡓࡾࡍࡿ NP ࠊ∦࡙ࡅ
ࢆࡍࡿࠊ࡞ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࣔࣀㄒࡾࡅࡣᚰࡢ୰ࡔࡅ࡛ゝ࠺ .0 ࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊὒ᭹ࢆࡓࡓࡴࡇࡶὒ᭹
ࡢᑐヰ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡽ .0 ㏆⸨ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㒊ศࡣࠊእࡽぢࢀࡤࠊࡓࡔ᪥ᖖ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ
࠺ぢ࠼ࡿࠋ

8

㏆⸨㯞⌮ᜨ䛾ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᢤ䛝ฟ䛧
䈜㻌ᩥᏐ 㻷㻹㻙㻝 ࠥ 㻠㻝㻌䛿ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⟠ᡤ䚸 ᑠᩥᏐ 㼗㼙㻙㻝 ࠥ 㻠㻌䛿▱ぬ䛾≉ᚩ䜢⾲䛩⟠ᡤ

.0 㸯

.0

࠶ࡿ᪥ࡢࡇ࡛ࡍࠋᏛᰯࡽᖐࡗ࡚ࡁࡓ⚾ࡀ࠸ࡘࡶࡢࡼ࠺∦࡙ࡅ

ࡌࡘࡣὒ᭹ࢆࡓࡓࡴࡇࡢᮏᙜࡢ౯್ࡣࠊ⮬ศࡢᡭࢆࡗ࡚ὒ᭹

ࢆࡋࡼ࠺ࠊ⮬ศࡢ㒊ᒇࡢࢻࢆ㛤ࡅࡿࠊ┦ኚࢃࡽࡎࡢ㞧↛ࡋ

ゐࡗ࡚࠶ࡆࡿࡇ࡛ࠊὒ᭹࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆὀࡄࡇ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ

ࡓ✵㛫ࠋࡑࢀࢆぢࡓࡓࢇࠊ㢌ࡢ୰࡛ࣉࢶࣥఱࡀษࢀ࡚ࡋࡲ࠸

 ࣭࣭࣭ྂ௦ࡢ࿚⾡ⓗ་⒪ࡸ࣐ࢵࢧ࣮ࢪࡢ㢮ఝࢆᣦࡋࡘࡘ

ࡲࡋࡓࠋ
ࠕࡶ࠺ࠊ∦࡙ࡅࡋࡓࡃ࡞࠸࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ

.0

୕ᖺ㛫࡛ࡎ࠸ࡪࢇࣔࣀࡣῶࡗࡓࡣࡎࡢࠊ࡛ࡶᒃᚰᆅࡣ᭱ᝏࡢ㒊ᒇࡢ

ὒ᭹ࢆࡓࡓࡴࠋࡑࢀࡣࡓࢇ⣡ࡍࡿࡓࡵ᭹ࢆᑠࡉࡃᢡࡾ᭤ࡆࡿ

┿ࢇ୰࡛ࠊ࠶ࡄࡽࢆ࠸࡚ᗙࡾ㎸ࡳࠊ⭎ࢆ⤌ࢇ࡛⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ

సᴗࡔࡅࢆࡉࡍࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࠸ࡘ࡛ࡶ⮬ศࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸

ࠕ࠺ࡋ࡚ࡇࢇ࡞㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿࡢ∦࡙ࡅࡽࢀ࡞࠸ࢇࡔࢁ࠺㸽 ㄡ

ࡿὒ᭹ࢆ࠸ࡓࢃࡾࠊឡࢆ♧ࡍ⾜Ⅽ࡞ࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡓ

ࠊᩍ࠼࡚㸟ࠖ

ࡓࡴ࠸࠺ࡇࡣࠊࡘࡲࡾࠊὒ᭹ࡢᑐヰ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ㸦㸧

ㄡ࠸࠺࡛ࡶ࡞ࡃࠊ࣡ࣛࡶࡍࡀࡿࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡛ᚰࡢ୰࡛ྉࡧࡲ
ࡋࡓࠋ

.0

ࡑࡢࡁࠊࡩ㒊ᒇࡢ୰࡛ࠕࣔࣀࢆࡶࡗࡼࡃぢ࡞ࡉ࠸ࠖ࠸࠺ኌ

ᐇࡣ᭹ࡣࡑࢀࡒࢀࠊࡓࡓࢇࡔࡁࣆࢱࣜỴࡲࡿࠕࢦ࣮ࣝࢹࣥ

ࡀ㡪࠸ࡓẼࡀࡋࡲࡋࡓࠋ

࣏ࣥࢺࠖࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ

ࠕࣔࣀ㸽ẖ᪥✰ࡀ࠶ࡃぢ࡚ࡿࡗ࡚ࡤ࣭࣭࣭ࠖ

ࢦ࣮ࣝࢹ࣏ࣥࣥࢺࡣࠊࡑࡢ᭹ࡗ୍࡚␒ᚰᆅࡢⰋ࠸ࠊࡋࡗࡃ

ࡰࢇࡸࡾ㢌ࡢ୰࡛ࡘࡪࡸࡁ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࡲࡲ⚾ࡣ㒊ᒇࡢᗋ࡛ࠊẼ

ࡾࡃࡿࡓࡓࡳ᪉ࡢࡇࠋࡇࢀࡣ᭹ࡢ⣲ᮦࡸࡁࡉࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀ

⤯ࡍࡿࡢࡼ࠺ᐷ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ a ࣭࣭࣭ࡇࡢ࠶ࠊࠕᤞ

␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡓࡓࡳ᪉ࢆኚ࠼࡞ࡀࡽ୍ࡘࡦࡘ᥈ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶

࡚ࡿࠖࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠕṧࡍࠖࡇࢆᇶ‽ࡘ࠸࡚㔜せ࡞⤖ㄽ⮳ࡿ

ࡾࡲࡍࠋ 

.0

.0

ࢃࡊࢃࡊࣔࣀࢆ⣡ࡽฟࡋ࡚ᗋᗈࡆࡿࡇࡶពࡀ࠶ࡾࡲ

ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࡓࡓࡳ᪉ࡀࣆࢱࢵỴࡲࡗࡓࡁࡢᛌឤ࠸ࡗࡓࡽ࠶ࡾ

ࡍࠋࣔࣀࡀᘬࡁฟࡋධࡗࡓࡲࡲࡢ≧ែࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࣔࣀࡀᐷ࡚

ࡲࡏࢇࠋᘓ࡚࡚⣡ࡋ࡚ࡶᔂࢀ࡞࠸Ᏻᐃឤࠊᣢࡘࡋࡗࡃࡾᡭ㥆

࠸ࡿࠖ≧ែࠋࡌࡘࡣࡇࢀࡔࠊࠕࡁࡵ࠸࡚࠸ࡿࠖ࠺ࡢุ᩿

ᰁࡴᚰᆅࡼࡉࠋࡑ࠺ࡑ࠺ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡓࡓࢇ࡛ࡋࡗࡓ

ࡀࡋࡃࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࠋ⣡ࡽฟࡋ࡚✵Ẽゐࢀࡉࡏࡿࡇ࡛ࠕࣔ

ࡢࡡࠊὒ᭹ᚰࡀ㏻ࡌࡿṔྐⓗ▐㛫ࠋ࠾ᐈᵝࡢ㢦ࡀࣃࢵ㍤ࡃࡢ

ࣀࢆ㉳ࡇࡍࠖࠊ㦫ࡃ⮬ศࡢࡁࡵࡁࡢឤぬࡀࡣࡗࡁࡾࡍࡿࡼ

ࢆぢࡿࡢࡀࠊࣞࢵࢫࣥࡢ୰࡛ࡶ⚾ࡀዲࡁ࡞▐㛫࡛ࡍࠋ 

࠺࡞ࡾࡲࡍࠋ 
.0
.0

ࡶࡕࢁࢇࠊ
ࠕࡅࡿ⣡ࠖࡢ࠺ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ᭹ࡶࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡍࠋ

∦࡙ࡅࢆ┿ࡋ࡚࠸ࡿࠊ▂≧ែࡣ࠸࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊ⮬ศ

୍⯡ⓗࡣࢥ࣮ࢺࡸࢫ࣮ࢶࠊࢪࣕࢣࢵࢺࡸࢫ࣮࢝ࢺࠊ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ࡞

㟼ྥࡁྜ࠺ឤぬ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⮬ศࡢᣢࡕࣔࣀ

ࡀࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡢࡅࡿ᭹ࢆ㑅ࡪᇶ‽ࡣࠕࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡀࠊ

ᑐࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡦࡘࡁࡵࡃࠊ࠺ឤࡌࡿࠊᑀྥࡁྜࡗ

ὒ᭹ࡀ႐ࡧࡑ࠺࡞ࣔࣀࠖࠋ㢼ࢆ㏻ࡍࡦࡽࡦࡽᦂࢀ࡚࠺ࢀࡋࡑ࠺࡞

࡚࠸ࡃసᴗࡣࠊࡲࡉࣔࣀࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⮬ศࡢᑐヰࡔࡽ࡛ࡍࠋ 

ឤࡌࡢࡍࡿ≀ࡸࠊࡕࡗࡋ࡚ᢡࡾ᭤ࡆࡽࢀࡿࡢࢆᣄྰࡋࡑ࠺࡞≀
ࡣ⣲┤ࣁ࣮ࣥ࢞ࡅ࡚࠶ࡆࡲࡍࠋ 

.0
ࡓࡲࠕ㡢ᴦࢆࡅ࡚ࣀࣜࣀ࡛ࣜᤞ࡚ࡲࡋࡻ࠺ࠖ࠸࠺∦࡙ࡅἲࡶ

.0

࠶ࡿ⪺ࡁࡲࡍࡀࠊ⚾ࡣ࠾່ࡵࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡏࡗࡃࡢࣔࣀࡢ

⮬ศྠࡌࢱࣉࡢே࠸ࡗࡋࡻ࠸ࡿ↓᮲௳Ᏻᚰࡋ࡚ࡋࡲ࠺

ᑐヰࡀ㡢࡛ࡈࡲࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺Ẽࡀࡍࡿࡽ࡛ࡍࠋ 

ࡢࡣࠊேࡶ᭹ࡶྠࡌࠋ࢝ࢸࢦู࣮ࣜศࡅࡿࡔࡅ࡛ࠊὒ᭹ࡓࡕࡢᏳ
ᚰឤࡀ㐪࠸ࡲࡍࠋ 

.0
ࠕ㈙ࡗࡓ▐㛫ࡁࡵࡏ࡚ࡃࢀ࡚ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࠖࠕ⚾ྜࢃ࡞࠸ࢱ

.0

ࣉࡢ᭹ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡚ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࠖ࠸ࡗ࡚ࠊᤞ࡚࡚࠶ࡆࢀࡤ

ࣔࣀࡣᣢࡕࡢẼศࢆᩄឤ྾ࡍࡿࡢ࡛ࠊ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ⮬ศࡀ

࠸࠸ࡢ࡛ࡍࠋ

ឤࡌ࡚࠸ࡿࠕྑ⫪ୖࡀࡾࡢࡁࡵࡁឤࠖࡀ᭹ࡓࡕࡶ⛣ࡾࡲࡍࠋ 

.0

.0

ࡶࡋࠊࣔࣀẼᣢࡕࡸឤࡀ࠶ࡿࡋࡓࡽࠊࡑࢇ࡞≧ែࡀ࠺ࢀࡋ࠸

⣡ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែࡢ㠐ୗࡓࡕࡣࠊࡲࡉఇ㣴୰ࠋ࠸ࡘࡶ⃭ࡋࡃ

ࡣࡎࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 

࠸ᅇࡉࢀࠊ⬮㠐ࡢ㛫࡛⩌ࢀᦶ᧿⪏࠼ࠊࡑࢀ࡛ࡶᣢࡕࡢ⬮ࢆ
࠸ࡀ࠸ࡋࡃໟࡳ⥆ࡅࡿᙼࡽࡢ᮰ࡢ㛫ࡢఇ᪥ࡢࡣࡎ࡛ࡍࠋ 

.0
∦࡙ࡅࢆࡍࡿࢫࢵ࢟ࣜࡍࡿࡢࡣࠊேࡶࣔࣀࡶࡁࡗྠࡌࡔࠊ⚾

.0

ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 

ࢫࢺࢵ࢟ࣥࢢࡶࡈࡁࡆࢇ࡛ࡍࠋ 
.0
ࢀࡓ㠐ୗࡓࡕࡶࠊࡩ࠺ᜥࢆ྿ࡁ㏉ࡍࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ 

9

.0

ࡑࡶࡑࡶࣂࢵࢢࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀእฟࡍࡿࡁࣔࣀࢆ㐠ࡪࡇࡀᮏ᮶

࡞ࢇ࡞ࡃ࡛ࡍࡀࠊዟࡋࡲ࠸㎸ࡲࢀ࡚༙ᖺࡪࡾฟࡉࢀࡓ᭹ࡓ

ࡢᙺ࡛ࡍࠋ᭩㢮ࡸ࣏࣮ࢳࡸᦠᖏ㟁ヰ࠸ࡗࡓ࠶࡞ࡓࡢᣢࡕࣔࣀࡍ

ࡕࡗ࡚ࠊᜥⱞࡋࡗࡓࡢࠊᙅࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 

࡚ࢆࠊ୍ே࡛ࡲࡿࡈཷධࢀ࡚ࠊࣃࣥࣃࣥ࡞ࡗࡓ≧ែ࡛㐃ࢀᅇ

.0

ࡉࢀࠊ⨨ࢀࡿࡁࡣᆅ㠃ࡍࡽࢀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㯲ࠎ୰ࡢࣔࣀ࠶

 ᮏࡂࡽࡎࠊ᭹࡛ࡶᑠ≀࡛ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊ⣡ࡲࡗ࡚㛗ࡽ

࡞ࡓࢆ⏥ᩫ⏥ᩫࡋࡃᨭ࠼ࡘ࡙ࡅࡿࠋ࡞ࢇ࡚ࠊാࡁ⪅࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㸦୰

ࡃືࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែࡢ≀ࡣࠊᐇࡣࠕᐷ࡚࠸ࡿࠖࡢ࡛ࡍࠋẼ㓄ࡀ

␎㸧ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡁࡶࣔࣀࡀධࢀࡗࡥ࡞ࡋࡢ≧ែࡣࠊᐷ࡚࠸ࡿ㛫

ᾘ࠼࡚࠸ࡿࠊゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 

ࡶ⫶㣗≀ࡀࡂࡗࡋࡾワࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢྠࡌ࡛ࠊᙼࡽࡗ࡚
ࡣࡘࡽ࠸ࡣࡎࠋ㸦୰␎㸧࡞ࡢࡣࠊ୰ධࢀ࡚࠸ࡿࣔࣀࡍ࡚

.0

㈙࠼ࡿࡁᐃ⨨ࡢ⣡ሙᡤ⊁ࡾࠊࣂࢵࢢࡀఇࡵࡿ⎔ቃࡀ⏝ពࡉࢀ

ᐷ࡚࠸ࡿᏊ౪ࡢࡗࢆࡕࡕࡓࡓ࠸࡚㉳ࡇࡋ࡚࠶ࡆࡿࡳࡓ࠸࡞

࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡍࠋ  ࣭࣭࣭ࣂࢵࢢࡣẖ᪥✵ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞

࣓࣮ࢪ࡛ࠊ≀⌮ⓗືࡍࡇ࡛㢼ࢆ㏻ࡋ่࡚⃭ࢆ࠼ࠊࣔࣀࡢ

ࡽ࡞࠸ᙇࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚

ព㆑ࢆࡣࡗࡁࡾ┠ぬࡵࡉࡏࡲࡍࠋ 
.0
.0

ᡬࢆ㛤ࡅࡿ↝ࡁࡑࡤࡢࡼ࠺᭹ࡀࡇࢇࡶࡾ✚ࡶࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡣࠊ

ᑠ㖹ࡢࠊ࠾㔠ࡋ࡚ࡢࣉࣛࢻࡘࡪࢀࡢࡇࡢᵝᏊࠊ᭩࠸࡚࠸࡚

ࡶࡣࡸࢦ࣑ᤞ࡚ሙࡢࡼ࠺࡛ࠊ᭹ࡓࡕࡀࡏࡘ࡞ࡑ࠺࡞ࡇࡇࡢ࠺࠼࡞

ࡶ㎞࠸ࡅࠊᐇ㝿ぢࡿࡶࡗษ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ㸦୰␎㸧ᐙࡢ

࠸ࠋ 

୰࡛Ἵ࠸࡚࠸ࡿࠕ࡞ࢇ࡞ࡃᑠ㖹ࠖࡓࡕࢆᩆฟࡋ࡚࠶ࡆ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
a ࣭࣭࣭ࣅࢽ࣮ࣝ⿄ࡓࡵ࡚ᨺ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑠ㖹ࡘ࠸࡚

.0
ࡃᐙ᪘ูࡢ≀ࢆࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ⮬ศࡀࡗ࡚࠸࡞࠸㛫ࡶ

.0

ࢩࣕࣥࣉ࣮ࡓࡕࡣ࣍࢝࣍࢝

ࢆ⤊࠼࡚ᖐᏯࡋ࡚ࡽࡢ⚾ࡢ᪥ㄢࡣḟࡢࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡍࠋ

ࡢ༴ᶵࡉࡽࡉࢀࠊࡘࡽ࠸ᛮ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿẼࡀࡋࡲࡍࠋ  ࣭࣭࣭

ࡵࡽࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࠊရ㉁పୗ

࢝ࢠࢆ㛤ࡅ࡚ࢻࢆ㛤ࡃ࡞ࡾࠊࡲࡎࡣ࠾࠺ࡕྥࡗ࡚ࠕࡓࡔ࠸

ᾎᐊࡢࢩࣕࣥࣉ࣮࣎ࢺࣝࡘ࠸࡚

ࡲ㸟ࠖኌࢆࡅࡲࡍࠋ⋞㛵ࡢ୕ᅵ࠶ࡿ᪥ᒚ࠸୍࡚᪥⨨࠸ࡓ
㠐ࠕ᪥ࡣ࠾⑂ࢀࡉࡲࠖヰࡋࡅ࡞ࡀࡽ㠐⟽ᡠࡋࠊ㸦୰␎㸧

.0

╔࡚࠸ࡓࢪࣕࢣࢵࢺ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࢆࣁ࣮ࣥ࢞ࡅࡘࡘࠊࠕ᪥ࡶ

ఱᗘほᐹࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ࠺ࡕࠊᐙ࠶ࡿࣔࣀ࠾ᗑ࡛ࡽࢀ࡚࠸

࠸࠸ࡋࡓࡡࠖࡡࡂࡽ࠸ࠊ㸦୰␎㸧❆㝿࠶ࡿᯤṚࡃࡽ࠸ࡢ㧗

ࡿࣔࣀࡢ㐪࠸Ẽ࡙ࡁࡲࡋࡓࠋၟရࡋ࡚࠾ᗑࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࣔ

ࡉࡢほⴥ᳜≀ࡶࠕࡓࡔ࠸ࡲ࣮ࠖⴥࡗࡥࢆ࡞࡛࡞࡛ࠋ㸦୰␎㸧㈈

ࣀࡣࠊᐙࡢࢡࣟࢮࢵࢺࡢ࣏࣮ࣝࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࣔࣀẚ࡚᫂ࡽ

ᕸࢆ࣋ࢵࢻୗࡢᘬࡁฟࡋ࠶ࡿࠕ࠾㈈ᕸ⏝⟽ࠖࠕ࠾⑂ࢀࡉࡲ࡛ࡈ

ࠕࢶࣥࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋၟရࡋ࡚ࡢࣔࣀࠊᐙ࡛ಶேࡢ

ࡊ࠸ࡲࡍࠖឤㅰࡢẼᣢࡕࢆΰࡵ࡚ࡵࠊ㸦୰␎㸧ࡍࡄᶓࡢࢡࢭ

ࣔࣀࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࣔࣀ࡛ࡣࠊฟࡋ࡚࠸ࡿ✵Ẽࡀ㐪࠸ࡲࡍ㸬್

ࢧ࣮ࣜ⏝ࢺ࣮ࣞࣆࢫࡸࢿࢵࢡࣞࢫࢆධࢀ࡚ࠊࠕ᪥ࡶᨭ࠼࡚ࡃ

ᮐࡀࡘ࠸ࡓࡲࡲࡢ᭹ࡣࠊࡑࡢࠕࢶࣥࠖࡋࡓឤࡌࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺

ࢀ࡚࠶ࡾࡀ࠺ࠖࡦኌࠋ㸦୰␎㸧ᐷᐊᡠࡾࠊ✵࡞ࡗࡓࣂࢵ

ぢ࠼ࡲࡍࠋ

ࢢࢆ⿄ධࢀ࡚ࢡࣟࢮࢵࢺࡢୖࡢẁᡠࡋࠊࠕ㡹ᙇࡗࡓࡡ㸬࠾ࡸࡍ

ࠉ⚾ࡀ⪃࠼ࡿࠊ࠾ᗑ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࣔࣀࡣࠊၟရ࡛ࠊᐙ⨨ࢀ

ࡳ࡞ࡉ࠸㸟ࠖࢡࣟࢮࢵࢺࡢࢻࢆ㛢ࡵࡲࡍࠋᖐᏯࡋ࡚ࡽࡇࡇࡲ

࡚࠸ࡿࣔࣀࡣࠕ࠾࠺ࡕࡢᏊࠖࠋࢱࢢࢆࡘࡅࡓࡲࡲࡔࠊࣔࣀࡣࠕࡑ

࡛ࡀศࠋ 

ࡢ࠾࠺ࡕࡢᏊࠖ࡞ࡾࡁࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࢡࣟࢮࢵࢺ࠸ࡗࡋࡻ
ࡗ࡚࠸ࡿ┿ᛶࠕࡇࡢ࠺ࡕࡢᏊ࣮ࠖ࢜ࣛ㈇ࡅ࡚ࠊᏑᅾឤࡀⷧࡲࡗ

.0

࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧㈙࠺ࡁࡽࠊࡁࡕࢇ⮬ศࡢᐙ㏄࠼ධ

ࡓ࠼ࡤୖఱࡶ⨨࠸࡚࠸࡞࠸Ჴࡀ࠶ࡗࡓࡋࡲࡍࠋࡑࡢୖఫᡤ

ࢀ࡚㣴࠺ぬᝅ࡛㑅ࡧࡲࡋࡻ࠺ࠋ 

ᐃࡢࣔࣀࡀ୍ࡘࠊ࣏ࣥ↓㐀స⨨ࢀࡓࡋࡲࡍࠋࡇࡢ୍ࡘࡀ
ࡲࡉྲྀࡾࠋ
ࠕఫᡤᐃࡢᙼࠖࢆࡀᏳࡑ࠺࡞ࡢࢆࡢࣔࣀࡓࡕ

.0

ࡀ࡞ࡄࡉࡵ᮶ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲ࡛⥭ᙇឤࢆಖࡗ࡚࢟ࣞ࡞✵

㈙ࡗࡓࡽࡍࡄࡉࡲࠊࢱࢢࡣࡣࡎࡍࡇࠋࣔࣀࡀၟရࢆ༞ᴗࡋ࡚࠾࠺

㛫ࡔࡗࡓࡢࡀࠊࡲࡿ࡛ࠕဨ㞟ྜ㸟ࠖྕ௧ࡀࡗࡓࡢࡼ࠺

ࡕࡢᏊࡋ࡚⏕ࡲࢀኚࢃࡿࡣࠊ࠾ᗑࡘ࡞ࡀࡿࠕ࣊ࢯࡢ⥴ࠖࢆࣃ

ࡓࡕࡲࡕࣔࣀࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࠋ 

ࢳࣥษࡗ࡚࠶ࡆࡿᘧࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ 

.0

.0

ࡇ࠺ࡋࡓ⤒㦂ࢆ⤒࡚⚾ࡀࡓࡾ╔࠸ࡓ⤖ㄽࡣࠊ⣡ࡣᴟ㝈ࡲ࡛ࢩࣥ

∦࡙ࡅࡢࣞࢵࢫ࡛ࣥ⚾ࡀ࠾ᐈᵝฟࡍㄢ㢟ࡢ୍ࡘࠊࠕࣔࣀࢆࡡࡂ

ࣉࣝࡍࡿࡂࡿࠊ࠸࠺ࡇࠋ㢌࡛⪃࠼࡚ᕤኵࡋ࡞࠸ࠋ㏞ࡗࡓ

ࡽ࠺ࠖ࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 

ࡽᐙࣔࣀ⪺࠸࡚ࡳࡿࠋ 
.0
.0

 ⚾ࡀࡇࢇ࡞ࡩ࠺ࠊࡲࡿ࡛ࣔࣀࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡼ࠺ឤࡌࡿࡼ

✚ࡲࢀࡓୗࡢࣔࣀࡀࡘࡽ࠸ࡽ࡛ࡍࠋ㸦㸧

࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡌࡘࡣ࠶ࡿฟ᮶ࡀ࠶ࡗࡓࡽࠋ

.0

.0

ஂࡋࡪࡾᕵ╔ࢆ✵ࡅࡓࡁࡢᙼࡽࡢ㞺ᅖẼࡢࡉࡳࡋࡑ࠺࡞ࡇ

⚾ࡓࡕࡀព㆑ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊࣔࣀࡣᮏᙜẖ᪥ࠊᣢࡕࢆᨭ࠼ࡿ

࠸ࡗࡓࡽ㸟 ⊛┬࡛ࡍࠋࡔ࠸ࡓ࠸ࠊᬑ㏻ࡢ᭹࡛ࡍࡽ⾰᭰࠼ࡋ࡞࠸

ࡓࡵࡑࢀࡒࢀࡢᙺࢆ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍⏕ᠱ⚾ࡓࡕࡢࡓࡵ

⩏࡞ࡢࠊぢ࠼࡞࠸ࣔࣀࢆᏘ⠇ࡈධࢀ᭰࠼ࡋࡼ࠺࡞ࢇ࡚⪃࠼ࡓ

ാ࠸࡚࠸࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡀ୍᪥ാ࠸࡚ࠊ⮬ศࡢᐙᖐࡗ

ࡢࡀ㛫㐪࠸࡛ࡋࡓࠋ  ࣭࣭࣭ᕵ╔ᑠ≀ࢆ⣡ࡍࡿ᪉ἲࡘ࠸

࡚࣍ࢵࡍࡿࡢྠࡌࡼ࠺ࠊࣔࣀࡔࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢ࠸ࡘࡶࡢሙᡤ

࡚

ᖐࡗ࡚ࡃࢀࡤᏳᚰࡋࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡔࡽࠊࡕࡷࢇᐃ⨨ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ
ᗏᡠࡉࢀ࡚ఇࡵ࡚࠸ࡿࣔࣀࡓࡕࡣࠊ㍤ࡁࡀ㐪࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡓ࠼ࡤࠊ

.0

ὒ᭹ࢆ࡚࠸ࡡ࠸ᢅ࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠾ᐈᵝࡽࠊࠕẟ⋢ࡀࡘࡁࡃ

10

ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ࠾Ⲕࢆࡇࡰࡋࡃࡃ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ᭹ࡀ㛗ᣢࡕࡍࡿࡼ

ࡁ࡚ࡃࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊࡁࡣሗࡸࡈ⦕࡞ᙧࢆᖐࡗ࡚

࠺࡞ࡗࡓࠖ࡞ࢇ࡚ኌࡀ⤯࠼࡞࠸ࡢࡶࠊᣢࡕࢆᨭ࠼ࡼ࠺࠸࠺ࣔ

ᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡿࡁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࣀࡓࡕࡢẼྜ࠸ࡢ࡞ࡏࡿ࣡ࢨࡔ⚾ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉ᩿ゝࡋࡲࡍࠋᡭᨺࡋࡓࣔࣀࡲࡗࡓࡃྠࡌศࡔࡅࠊᡠࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ

ࣔࣀࡣษᢅࢃࢀࢀࡤࠊᚲࡎᣢࡕᛂ࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ

ࡓࡔࡋࡑࢀࡣࠊࣔࣀࡀࠕࡲࡓ࠶࡞ࡓࡢࡇࢁᡠࡗ࡚ࡁࡓ࠸࡞ࠖ

ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊࣔࣀࡀ႐ࡪ⣡࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࠊᢡ⚾ࡣ

ᛮ࠼ࡿࡁ㝈ࡾࡲࡍࠋ

⮬ศၥ࠸ࡅࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࠉࡔࡽࠊࣔࣀࢆᤞ࡚ࡿࡁࡣࠊࠕ࠶࣮࠶ࠊ↛ࢃ࡞ࡗࡓ࡞࠶ࠖ

⚾ࡗ࡚⣡ࡣࠊࣔࣀࡢ࠾࠺ࡕࢆỴࡵࡿ⚄⪷࡞⾜Ⅽ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ

ࠕࡲࡗࡓࡃࢃ࡞ࡃ࡚ࠊࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠖ࠸࠺㢼ᛮ࠺ࡢ࡛ࡣ



࡞ࡃ࡚ࠊࠕ⚾ฟࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠶ࡾࡀ࠺ࠖࠕ࠸ࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷ࠸㸟
ࡲࡓᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࡡࠖඖẼ㏦ࡾฟࡋ࡚࠶ࡆࡿࡢࡀṇゎ࡛ࡍࠋ

.0

ࠉࡣࡶ࠺ࡁࡵ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࣔࣀࢆᤞ࡚ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࣔࣀࡗ

ᖐࡗࡓࡽ࠾࠺ࡕྥࡗ࡚ࠕࡓࡔ࠸ࡲࠖኌࢆࡅࡿࡇࠋࡇࢀࡣ

࡚ࡣ᪂ࡓ࡞㛛ฟࡶ࠸࠼ࡿᘧ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡐࡦࡑࡢ㛛ฟࢆ⚃⚟ࡋ࡚

ಶேࣞࢵࢫࣥ᮶࡚ୗࡉࡗࡓ࠾ᐈᵝ࠾ฟࡋࡍࡿࠊ୍␒ࡣࡌࡵࡢㄢ

࠶ࡆ࡚ୗࡉ࠸ࠋ 

㢟࡛ࡍࠋᐙ᪘ࡸ࣌ࢵࢺኌࢆࡅࡿࡢྠࡌࡼ࠺ࠊᐙࡶ≉ู
ኌࢆࡅ࡚࠶ࡆࡲࡍࠋࡶࡕࢁࢇࠊᖐᏯࡋ࡚ࡍࡄ࠸࠺ࡢࢆᛀࢀ࡚ࡋ

.0

ࡲࡗ࡚ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇࠋࡩᛮ࠸ฟࡋࡓࡁࠕࡓࡔ࠸ࡲࠖࠕ࠸

࠾㒊ᒇయࡣࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ 

ࡘࡶᏲࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠶ࡾࡀ࠺ࠖࠊఏ࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋኌ
ฟࡍࡢࡀࡎࡋ࠸ゝ࠺ሙྜࡣࠊᚰࡢ୰࡛࠸ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡶࡔ

NP

࠸ࡌࡻ࠺ࡪ࡛ࡍࠋ

∦࡙ࡅࢆࡋ࡚ࣔࣀࢆῶࡽࡋࡘ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿࡁࠊ⮬ศࡢ㐺ṇ

ࡇࢀࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕࠊࠕࡓࡔ࠸ࡲࠖࡢኌ࠾࠺ࡕࡀ㏉ࡋ

㔞Ẽࡃ▐㛫ࡀゼࢀࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊឤぬ࡛ࡣࡗࡁࡾࢃࡾࡲࡍࠋ

࡚ࡃࢀࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋࡩࢃࡗ㢼ࡀ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠾࠺ࡕࡀ႐ࢇ

✺↛ࠊ㢌ࡢ୰ࡀ࢝ࢳࢵ㬆ࡗ࡚ࠊࡑࢀྠࠊࠕ࠶࠶ࠊ⚾ࡗ࡚ࠊ

࡛࠸ࡿࡼ࠺࡞ឤぬ࡛ࡍࠋࡍࡿࠊࡇࢆ∦ࡅ࡚ࡋ࠸ࡢࠊࡇ

ࡇࢀࡔࡅࡢࣔࣀࢆᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤࡃၥ㢟࡞ࡃᬽࡽࡏࡿࢇࡔ࡞ࠖ

ࣔࣀࢆ⨨࠸࡚ࡋ࠸ࡢࡀᑡࡋࡎࡘศࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ

ࠕࡇࢀࡔࡅ࠶ࢀࡤᖾࡏ⏕ࡁ࡚࠸ࡅࡿࢇࡔ࡞ࠖ࠸࠺ឤࠊయࡀ

࠾࠺ࡕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡾ࡞ࡀࡽ∦࡙ࡅࢆࡍࡿࠋࡶࡍࡿ

ໟࡳ㎸ࡲࢀࡿ▐㛫ࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡍࠋ

ክぢࡀࡕ࡛ᐇ⏝ⓗ࡛࡞࠸⪃࠼᪉ࡢࡼ࠺⪺ࡇ࠼ࡲࡍࡀࠊᐇࡣಶࠎ

⚾ࡣࡇࢀࢆࠕ㐺ṇ㔞ࡢ࢝ࢳࢵ࣏ࣥࢺࠖࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋᛮ㆟

ࢆぢ㏨ࡍ∦ࡅࡣ࠺ࡲࡃ࠸ࡁࡲࡏࢇࠋᮏ᮶ࠊ∦࡙ࡅࡣே≀

࡞ࡇࠊࡇࡢ࢝ࢳࢵ࣏ࣥࢺࠊ୍ᅇ㏻㐣ࡍࡿࠊࡑࡢᚋࡣ⤯ᑐ

࠾࠺ࡕࡢࣂࣛࣥࢫࢆࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ∦࡙ࡅἲ

ࣔࣀࡀቑ࠼࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋࡔࡽࠊ⤯ᑐࣜࣂ࢘ࣥࢻࡋ࡞࠸ࡢ࡛

࡛ࡣࠊࣔࣀ⮬ศࡢ㛵ಀᛶࡣᙉㄪࡉࢀ࡚ࡶࠊ࠾࠺ࡕࡢᏑᅾࡣ࠶ࡲࡾ

ࡍࠋ 

⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡀ࠾࠺ࡕᑐࡋ࡚ఱࡁ࡞Ꮡᅾࢆឤࡌࡿࡢࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢࡇࢁ

NP

࠺ࡀ࠺ࡓࡧࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࠾࠺ࡕࡀࢀࡔࡅఫࡴேࡢࡇࢆ

࡛ࡇࡑࠕ⣡ࡢ㐩ே࡞ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠖࠕ⣡ࡢࡇࡣ

ษᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀఏࢃࡗ࡚᮶ࡿࡽ࡛ࡍࠋ 

୍ᗘᛀࢀ࡚ࠊࡲࡎࣔࣀࢆῶࡽࡍࡇࡀࠖ࡞ࢇ࡚ࡉࡽࡾ࠸ࡗ࡚
࠸ࡿ⚾࡛ࡍࡀࠊᑡࡋ๓ࡲ࡛ࡣ㢌ࡢ୰ࡢࡀ⣡ࠋ࡞ࢇ࠸ࡗ࡚ࡶ

.0

⣡㛵ࡋ࡚ࡣṓࡢࡁࡽ┿⪃࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࡽࠊ୰Ꮫ࡛

࠶࡞ࡓࡢᣢࡕࣔࣀࡣࠊ࠶࡞ࡓࡢᙺ❧ࡕࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿ 

┠ぬࡵࡓࠕࣔࣀࢆᤞ࡚ࡿࠖ௨ୖ࢟ࣕࣜࡣ㛗࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢ㛫ࠊ
ᮏᒇ㞧ㄅࢆ∦ᡭࠊࡑࢀࡇࡑᬑ㏻ࡢேࡀ⤒㦂ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࠶ࡾ

.0

࠶ࡽࡺࡿ⣡ࡢᐇ㊶ኻᩋࡣࡦ㏻ࡾ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
㸦୰␎㸧

ࣔࣀࡢࡈ⦕ࡣࠊேேࡢࡈ⦕ྠࡌࡃࡽ࠸ࠊ㈗㔜࡛ᑛ࠸ฟ࠸

ࡑࢇ࡞ࠕ⣡㟷௦ࠖࢆ㐣ࡈࡋࡓ⤖ᯝࠊ⚾ࡣ⣡࠸࠺ࠊ࠸

࡞ࡢ࡛ࡍࠋ

✵㛫ࢆྜ⌮ⓗࡗ࡚ከࡃࡢ≀ࢆࡵ࡚࠸ࡃࡢ㢌⬻㈇ࡔ⪃

ࡔࡽࠊࡑࡢࡶࡢࡀ࠶࡞ࡓࡢ㒊ᒇࡸࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊᚲࡎពࡀ

࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᐙලࡢࡍࡁ㛫ࢆぢࡘࡅ࡚ࡣࠊࡍࡉࡎ⣡

࠶ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ

ࢢࢵࢬ࡛ࣔࣀࢆࡡࡌ㎸ࡳࠊࣆࢵࢱࣜࡍࡁ㛫ࡀᇙࡲࢁ࠺ࡶࡢ࡞ࡽ㨣ࡢ
㤳ࢆࡗࡓࡢࡼ࠺ࠕࡩࡩࢇ㸟ࠖᚰ࡛࢞ࢵࢶ࣏࣮ࢬࠋ࠸ࡘࡢࡲ

.0

ࠊᐙࡸࣔࣀᑐࡋ࡚ࠊ㈙ࡗࡓ㈇ࡅࡓࠊ࡞ࡐࡔࡅࢇ⭜࡞ែ

ࡇ࠺࠸࠺ࠊ
ࠕࡌࡷ࠶ࠊࡇࡢ᭹ࡣ㛗࠸㛫ࡄࡕࡷࡄࡕࡷࡢࡲࡲ࡛ᨺ⨨

ᗘࢆࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡇ࠺ࡋࡓ⤒㦂ࢆ⤒࡚⚾

ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡽࠊ࡞ࢇࡔᜟࡵࡋࡑ࠺ぢ࠼ࡿࠖࠕࡗ࡚࠶ࡆ࡞

ࡀࡓࡾ╔࠸ࡓ⤖ㄽࡣࠊ⣡ࡣᴟ㝈ࡲ࡛ࢩࣥࣉࣝࡍࡿࡂࡿࠊ

ࡁࡷࠊ࿚ࢃࢀࡑ࠺ࠖ࠾ࡗࡋࡷࡿ᪉ࡀ࠸ࡲࡍࠋ

࠸࠺ࡇࠋ㢌࡛⪃࠼࡚ᕤኵࡋ࡞࠸ࠋ㏞ࡗࡓࡽᐙࣔࣀ⪺࠸࡚ࡳ

ࡅࢀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࡢ୰࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᜟࡵࡋࡑ࠺ࠖ࡞ࣔࣀ࡞

ࡿࠋ 

ࢇ࡚ࠊᮏᙜࡓࡔࡢ୍ࡘࡶぢࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡣᣢࡕ⮬
㌟ࡀࠊ⨥ᝏឤࡽᡭࡑ࠺ឤࡌ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢࡇ࡛ࡍࠋ

NP

࡛ࡣࠊ㒊ᒇ࠶ࡿࠕ࠶࡞ࡓࡀ͆ࡁࡵ࠸࡚͇࠸࡞࠸ࣔࣀࡣ࠺ᛮࡗ

∦࡙ࡅࡣࠊ࠸ࡘࡶ⮬ศࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀࡿ࠾࠺ࡕࡢᜠ㏉ࡋ࡛࠶ࡿ

࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࠊ⣧⢋ࠕእฟࡓ࠸ࠖᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࣔࣀ

ࡁࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ

⮬㌟ࠊࢡࣟࢮࢵࢺࡢࡇࡢሙᡤ࠸ࡿࡇ࡛ࠕࡢ࠶࡞ࡓࠖࢆᖾࡏ

ヨࡋࠊ࠺ࡍࢀࡤ࠾࠺ࡕࡀ႐ࡪࠊ࠸࠺どⅬ࡛∦࡙ࡅࢆࡋ࡚ࡳ

ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆࠊఱࡼࡾࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ

࡚ୗࡉ࠸ࠋ࠸ࡘࡶࡼࡾ㏞࠸࡞ࡃ∦࡙ࡅࡀ㐍ࡴࡇࡁࡗ㦫ࡃࡣࡎ

ࡍ࡚ࡢࣔࣀࡣࠊ࠶࡞ࡓࡢᙺ❧ࡕࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࣔࣀࡣࠊ

࡛ࡍࠋ

ᤞ࡚ࡽࢀ࡚⇞ࡸࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶࠕ࠶࡞ࡓࡢᙺ❧ࡕࡓ࠸ࠖ࠸࠺࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡣṧࡾࡲࡍࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞ࡗ࡚⮬⏤࡞ࡗࡓ≀ࡣࠕࠥࡉ

NP

ࢇ࠸࠺ࠊ⣲ᩛ࡞ேࡀ࠸ࡿࡼࠖࡲࢃࡾ▱ࡽࡏ࡞ࡀࡽࠊୡࡢ୰ࢆ

⚾ࡣ୕ேࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ┿ࢇ୰ࡗᏊ࡛ࠊ୕ṓ௨㝆ࡣ࠶ࡲࡾ୧ぶᵓࢃ

ᅇࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠕࡢ࠶࡞ࡓࠖࡗ࡚ࠊ୍␒ᙺ❧ࡗ࡚ࡃࢀࡿ

ࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧ᗂ⛶ᅬࡢᖺ㛗ࡽᐙࡸ∦ࡅ⯆ࢆ

ࣔࣀࠊ୍␒ᖾࡏࡋ࡚ࡃࢀࡿࣔࣀ࡞ࡗ࡚ࠊࡲࡓᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡿ

ࡶࡗࡓࡢࡶࠊࡸጒᡭࡀࡿࡢ࡛୧ぶ㏞ᝨࢆࡅ࡞࠸ࡼ࠺

ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊࡓ࠼ࡤ᭹࡞ࡽࠊ᪂ࡋ࠸⣲ᩛ࡞᭹࡞ࡗ࡚ᡠࡗ࡚

Ꮚࡶ࡞ࡀࡽẼࢆࡘ࠸ࠊᑠࡉ࠸㡭ࡽே㢗ࡽ࡞࠸࡛⏕άࡋࡓ

11

࠸ゝ࠺ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓࡽ࡛ࡋࡓࠋ

࠾࠺ࡕ࡛ࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧௨๓ࡢ⚾ྠࡌࡼ࠺ࠊேᑐࡋ࡚ᚰࢆ

ᑠᏛᰯ୍ᖺ⏕ࡢࡁࡽ┠ぬࡲࡋィࢆࡗ࡚ࠊㄡࡼࡾࡶ᪩ࡃ⮬ศ

㛤ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊ⮬ศ⮬ಙࡀ࡞࠸ேࡀ࠸ࡓࡽࠊᣢࡕࣔࣀࡸ㒊ᒇ

࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ꮚࡶ࡛ࡋࡓࠋே㢗ࡗࡓࡾࠊಙ㢗ࡋࡓࡾࡍࡿ

ゝ࠺㌟㏆ᨭ࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿᏑᅾࡀ࠸ࡿࡇẼ࡙࠸࡚ࡋ࠸ࠋ

ࡢࡀⱞᡭ࡛ࠊ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆேఏ࠼ࡿࡇࡶࡢⱞᡭࠋఇࡳ㛫
ࡣࡎࡗ୍ே࡛∦࡙ࡅࢆࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊࡢᇶ‽࡛࠸࠼ࡤࠊ
࠺⪃࠼࡚ࡶ᫂ࡿ࠸Ꮚࡶࡣ࠸࠼࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ୍ே࡛ᵓෆࢆ࠺
ࢁ࠺ࢁࡍࡿࡢࡀዲࡁ࡛ࠊࡑࢀࡣே࡞ࡗࡓ࡛ࡶྠࡌ࡛ࡍࠋ
㸦୰␎㸧
ࡇࢇ࡞ࡩ࠺ࠊேࡢ㛫࡛ಙ㢗㛵ಀࢆࡘࡃࡿ⤒㦂ஈࡋࡗࡓࡢ
࡛ࠊࣔࣀࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚␗ᖖ࡞ᇳ╔ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ே๓࡛ᙅࡳࢆぢࡏࡓࡾࠊ⮬ศࡢᮏᚰࢆぢࡏࡓࡾࡍࡿࡇࡀⱞᡭࡔࡗ
ࡓࡢ࡛ࠊ࠶ࡾࡢࡲࡲ࡛࠸ࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿ⮬ศࡢ㒊ᒇࡸࣔࣀࡀࡇࢇ࡞
ឡ࠾ࡋ࠸ࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ↓᮲௳ឡࡉࢀ࡚࠸ࡿឤㅰࡍࡿゝ
࠺ឤࢆࠊぶࡸேࡼࡾࡶඛᩍ࠼࡚ࡃࢀࡓࡢࡀࠊࣔࣀࡓࡕ࡛࠶ࡾࠊ

12

ᡭሯ᐀ồ
ᒣࠎࡸ⏕ά㐨ලࡢឤࢆㄞࡴ⏨ᛶ
㛗㔝┴ᯇᮏᕷฟ㌟ 㸧
ᯇᮏ┴ࣨୣ㧗ᰯ༞ࠋ ṓࡢኟࠊᙜ↓ே᪥ࡔࡗࡓಙᕞ࣭㟝ࢣᓠ㧗ཎ㌴ᒣ⫪ࠕࢥࣟ࣎ࢵ
ࢡ࣭ࣝࣄࣗࢵࢸࠖࢆタࡍࡿࠋᡭሯࡢ࢚ࢵࢭࡣࠊᒣᑠᒇࡢ⤒Ⴀ࡛ࠊᐟἩᐈࡀ╀ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓᚋࠊኪ୍ே࡛᭩࠸࡚࠸ࡓᡭグࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩㸸
ᡭሯ᐀ồࠗᒣ̿Ꮩ⊂ኪࠉᑠࡉ࡞ᒣᑠᒇᬽࡽࡋ࡚࠘ ᒣ㇂♫㸦7 ࠥ 7
W ࠥ W㸧
ᡭሯ᐀ồࠗ㧗ཎࡢ㝶  㔝⏕ࡢᅇᖐ ࠘ ዪᏊࣃ࢘ࣟࠉ 7 ࠥ  W ࠥ
W
ᡭሯ᐀ồࠗㅖᅜྡᓠᜊះ  ୕༑ᗙࡢឡࡋࡁᒣࠎ ࠘ ᰴᘧ♫ᒣ㇂♫ 7
ࠥ W

13

࠙ᡭሯ᐀ồࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠚ

ࠉᡭሯࡣᒣ࡛ࡢᬽࡽࡋࡢ࡞࡛ࠊ᪥⏝ရࡸᮌࡸᒣ࠸ࡗࡓ࿘ᅖࡢࣔࣀே᱁ࢆぢ࠸ࡔࡍࠋᡭሯࡀࣔࣀࡢᵝᏊࢆ⾲ࡍࡢ⏝࠸ࡿࡢࡣ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
ඃࡋ࠸㢦ࢆࡍࡿࠊఇࡴࠊ㏉ࡋࢆࡍࡿࠊẼ࡞ࡿࠊ③ࠎࡋ࠸ⱝṚࠊᜥ࡙࠸ࠊヰࡋࡅ࡚ࡃࡿࠊ⾲ࡢ㢦ࠊࡢ㢦ࡀ࠶ࡿࠊ⾲ࢆぢࡏࡿࠊ
ᚤ➗ࢆࡓࡓ࠼ࡿࠊ㨱ᛶࡢᙧ┦ࠊ⚾ࢆࡪࠊ≀ㄒࡿࠊᣍࡃࠊ㦵᱁ࡓࡃࡲࡋ࠸㞝ጼࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠊ⬚୍≀ࢆᣢࡗࡓ㝜㝤࡞ࠊ᫂ᮁ࡞㢼ㇺࠊ
ㄒࡾࡅ࡚ࡃࡿ

ࡢࣀࣔڦᢅ࠸᪉ࡢ㛵ᚰ
ᡭሯࡣࢫࢺ࣮ࣈࠊ⸆⨁ࠊⅆ࡞ᒣࡢ⏕ά㐨ලࡽࠊࡑࢀࢆṇࡋࡃᢅ࠺ࡇࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࡛㔜せ࡞ࡢ
ࡣᢅ࠸᪉ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊㄔពࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᡭሯࡗ࡚ࡑࢀࡽࡢࣔࣀࡣ⏕άࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ศࡢឤᛶࢆ⫱ࢇ
࡛ࡃࢀࡓࡶࡢࡔ㏙ࡿࠋ
火は生きものである。扱い方が悪かったり、不遜な気持ちでもてあそぶと、火は人に仕返しをする (T-4)
私はすぐにその若い男の、煮えたぎっている薬缶の取り扱いの、配慮のなさというか、無神経さに気がついた。(T-8)
ࠉ 7 ࡛ࡣᡭሯࡣࠊᒣᑠᒇࡢᐈࡀࢫࢺ࣮ࣈࡢୖࡢ⸆⨁ࡢྲྀᡭࢆ❧࡚࡚࠾ࡎಽࡋ࡚⨨࠸࡚࠾ࡃࡇⱔ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜ↛ࠊྲྀ
ᡭࡣ⇕ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊḟࡢேࡣⅆയࢆࡍࡿࡋࠊྲྀᡭࡢ③ࡳࡶ᪩ࡃ࡞ࡿࠋࡋࡋࠊᙼࡀ⭡ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣษࡋ࡚࠸ࡿࣔࣀࡢᢅ࠸
ࡢ㓄៖ࡢ࡞ࡉ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊࣔࣀࡣࢸࣜࢺ࣮ࣜࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆឤࡌࠊࣔࣀࡢ࠶ࡿࡁጼࢆ⮬ศࡀኚ࠼ࡿࡇ⨥ᝏឤࢆᢪࡃࠋ
わずかな面積ながら、本来花が咲くべきところに木を植えるわけだから、やはり私としては心が痛む思いであった。(T-10)

ڦᑐヰᘧࡢᛮ⪃ࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖ
ᡭሯࡢⴭసࡢ࡞ࡣ㢌ࡢ୰࡛ேᑐヰࡍࡿ࠸࠺グ㏙ࡀ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡁ┦ᡭࡀゝ࠺ྎモࡢタᐃࡢ⣽ࡉࡣወጁ࡞
ࡔࠋࡉࡽࡣࠊ✵ࡢ୰࡛┦ᡭࡀゝࡗࡓゝⴥࠊ⮬ศࡶ⇕ᚰ⟅࠼ࡿࠋ
今誰かに、
「近ごろ読んだ本の中で、非常に感銘を受けたものがありますか」と訊ねられたら、私はためらいもなく『木を植えた人』
( ジャン・ジオノ著 原みち子訳 こぐま社発行 ) だと答えるだろう。
質問者が私に、相変わらず殺人や不倫を飽きもせず登場させて、しかしやっぱり売れてしまうペストセラーの本の名前を期待し
ていたとしたら、その人は多分、この聞き馴れない『木を植えた人』などという冴えない名前の本に怪訝な顔をするにちがいない。
しかし、もしもだ。
「やっぱりそうでしたか。実は私もそうなんです。私も、『木を植えた人』を読んでとても感動しました。何回読んでもその読後感
は新鮮です。読んだ後はいつも心が実に穏やかに落ち着くのです。不思議な本ですね。今まで出会ったたくさんの本の中で、もっ
とも印象深い本です」
こんな風に同調する人だったら、たとえ初めて会ったばかりの人であっても、私は親しみをこめて熱い握手を交わすだろう。(t-13)
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢീୖࡢே≀⇕࠸ᥱᡭࢆࢃࡑ࠺ࡉ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥㄪࡣ┿࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡶᡭሯࡢ㢌ࡢ୰ࡢᑐヰࡣࠊึᑐ㠃ࡢṌⲴࡢே⏕⇕ⓗྠࡍࡿ  ࠊึࡵ࡚ࡗࡓ㟷ᖺࡢᚰࡢ୰ࡢゝⴥࢆᡭླྀ
㏙ࡍࡿ W ࠊࡲࡔゝⴥࡢࢃࡽ࡞࠸ᗂ࠸ᜥᏊࠊᩥ❶୰࡛⇕ᚰヰࡋࡅࡿ W ࠋࡲࡓࠊ⮬ศࡀୡヰࢆࡋࡓⱝ⪅ࡢᚰࢆ
⣽ླྀ㏙ࡍࡿ W ࡞࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿࠋࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿே≀ࡼࡾࡶࠊ୍ᗘ࠶ࡗࡓࡁࡾࡢேࡸࡗࡓࡇࡢ࡞࠸⪅ࡢẼᣢࡕ
ࡸྎモࢆ௦ᘚࡍࡿࠋ
ࠉࡶ࠺ࡦࡘࠊᡭሯࡢࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖࡢࢆぢ࡚ࡋ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⮬ศࡀᒣᑠᒇ࡛ୡヰࢆࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࡦࡁࡇࡶࡾࡢ㟷ᖺࡀࠊ
ࡣࡌࡵ࡚ᒣᑠᒇ࡛㸯ே࡛␃Ᏺ␒ࢆࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࡁࠊᙼࢆ࠸࡞ࡀࡽ✵ࡋࡓࡇࡔࠋ
山小屋のおじさんが言ってた言葉を思い出した。「腹が減っても、いくら寒くっても、どんなに淋しくたって、とにかく我慢だ。（中
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略）」翌日、青年はすがすがしい朝を迎えた。おれだってやればできる。生きていくことに急に自身が湧いてきた。(t-17 )
ࡇࢀࡣ㒊ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᡭሯࡀ⪃࠼ࡓ㟷ᖺࡢᚰ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊ⮬ศ࡛࠶ࡿࠕᒣᑠᒇࡢ࠾ࡌࡉࢇࠖࡢゝⴥࡀࡢࡼ࠺
㟷ᖺᛮ࠸ࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡶỴࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖࡢ⌧㇟ࡣࡢᑐ≀ᑐヰ⪅ࡶぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᡭሯࡢࠕ࡞
ࡾࢃࡾࠖࡣࠊࡢ୰࡛ࡶ୍␒⃭ࡋࡃࠊዶ㏆࠸ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢ࡞ᛮ࠸ᥥ࠸ࡓ⣽࡞✵ᑐࡋ࡚┿ࡋࢇ
ࡳࡾࡋࡓࡾࠊឤືࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡀࣀࣔڦṔྐࢆࠕㄒࡾࡅ࡚ࡃࡿࠖ
ࠉᡭሯࡢⴭ㏙ࡢ୰ࡣࠊࣔࣀࡀࠕ≀ㄒࢆ⪺ࡏࡿࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞⾲⌧ࡀ࠸ࡃࡘぢࡽࢀࡓࠋ
⚾ࡣࡁ࡞ᮌࢆษࡾಽࡍᗘࠊᢚ࠼ࡀࡓ࠸⨥ᝏឤࢆぬ࠼ࡿࠋࡑࡢᗘษࡾᰴᐤࡗ࡚ࠊࡑࡢᮌࡢᖺ㍯ࢆᩘ࠼࡚ࡳࡿࠋᖺ㍯ࡣ⏕ࡁ࡚
ࡁࡓ㐣ཤࢆ⚾≀ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡿࠋ 7

ࣔࣀࡢぢࡓ┠ࡽࡑࢀࡀࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࠾ࢀ࡚ࡁࡓࡢࠊࡑࡢ⫼ᬒࢆ᥎⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᡭሯ⮬㌟࡛ᡭീࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ✵࡛࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣᡭሯࡣ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࣔࣀࢆぢ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡑࢀࡲࡘࢃࡿ⫼ᬒࡀ͆ᯝ࡚ࡋࡶ࡞ࡃ͇
ᾋࢇ࡛ࡃࡿ࠸࠺ࠋ௨ୗࡢ࡛ࡣࠊᗫᒇࡢᵝ┦ࡽࡑࡇ࡛Ⴀࡲࢀ࡚࠸ࡓᬽࡽࡋࢆ⣽✵ࡋࡓࡾࡍࡿࠋ

ࡢᐙࡘ࠸࡚ࡶ୍▌ࡢ୰ࠊࡘ࡚ࡣࡓࡋႠࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢேࠎࡢᬽࡽࡋࢆࠊ⚾ࡣᡭീࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᅖ⅔ࡢࡲࢃࡾࡢ୍ᐙࡢᅋḗࠊ➗࠸ኌࡸࠊኌ㧗ࡋࡷࡾ࠶࠺ேࠎࡢኌࠊ≟ࡢ㬆ࡁኌࠊᐙ␆ࡢໝࡶឤࡌࡓࠋ㞷ࡢᮅࠊᏊ౪ࡓࡕࡣ
ࡢࡼ࠺ࡋ࡚ᑠᏛᰯ㏻ࡗࡓࡢࠋࡢᐙࡶ㎰ᐙ㐪࠸࡞ࡗࡓࡽࠊస≀ࡣఱ࡛࠶ࡗࡓࡢࠋ㸦W
ᡭሯࡣࡇࡢ࠶㸯࣮࣌ࢪࢆᗫᒇࡢ⣽࡞✵㈝ࡸࡋࠊ✵ࡢ༳㇟ࢆ῝ࡃᚰ้ࡳࡅࡿࠋ

ڦᜊேࡢࡼ࠺⾲⌧ࡉࢀࡿᒣᮌ
ࠉᡭሯࡢᒣࡢឡᑐࡍࡿ⾲⌧ࡣࠊᩥ❶ࡣ⣲ᮔ࡞ࡀࡽ⨾ࡋࡃ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇࡣษᐇ࡞⣧ࡉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ⾲⌧ࡉ
ࢀࡿᒣࡸᮌࡢឡࡣࠊே㛫࡛࠶ࢀࡤ⫗ぶࡸᜊேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣぶྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⚾ࡣࢫ࣮࢟ሙࡢኵ୪ࢇࡔࡸࡲࡧࡇࡢ༡ࡢ⪥ࡢ⪥ࢆࡗࡓࠋ࠸ࡲࡣ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡞ࡐᜊࡋ࠸ேኌࢆࡅࡓࡃ࡞ࡿ
ࡼ࠺࡞ࠊࡑࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
⚾ࡢᒣᙪ㇂ࡣ⤊ࢃࡗࡓࡗࡓ㸬ࡋࡋࡘࡢ⪥ᓠࡣỌ㐲ࠊ⚾ࡢศ㌟ࡢࡼ࠺ࡑࡇ❧ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠼ࡤࡑࢀ࡛ᖾࡏࡔࠋ
㸦୰␎㸧
ࡸࡲࡧࡇࡢ༡ࡢ⪥ࡢ⪥࠸ࡓ࠸ࠊࡋࡁࡾᚰࡀື࠸ࡓࠋ 7

ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊࡈࡃ▷࠸㛫ࡢ࡞࡛Ⓩࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿࡢ㠡ᓅࡔࡀࠊ⚾ࡣ᫇ࡢ㠡ᓅࡀษ࡞࠸ࡋ࠸ࠋ 7
⚾ࡣࠊᮏࡢⓑᶟࡢ༙ࡤᮙࡕࡅࡓᖿࡸᯞࢆࠊ㑇㧁ࢆᢪࡃࡼ࠺ࡋ࡚ᣠ࠸୍࢝ᡤ㞟ࡵࡓࠋࡇࡢୣࡣࠊᡭྥࡅࡢⰼࡣḞ࡞࠸ࠋ
㸦୰␎㸧ᯤࢀࡓᯞࡣࠊ㒊㢼ࡶࡂྲྀࡽࢀࡓࡢࡔࠋࡕࡻ࠺ࡑࢀࡣࠊ୧㊊ࢆኻ࠸ࠊ㢌ࡶ୧⭎ࡶᣦࡶࠊఱࡶࡶࡀኻࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠊ
⬗యࡔࡅࡀṧࡉࢀࡓጼࡔࡗࡓࠋࡍࡀࡗ࡚࠸ࡓ᮫ࡍࡽࡶዣࢃࢀࡓ⪁ேࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡓࠋ⚾ࡣࠊ㉮ࡗ࡚࠸ࡗ࡚៘ࡵ࡚ࡸࡾࡓ࠸ᛮࡗࡓࠋ
ఱࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗࡓࠋ 7
7 ࡢ࡛ࡣࠊ༢ឡࡋࡳࡸࡋࡳࢆぬ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇ㝿ᖿࡸᯞࢆᣠ࠸㞟ࡵࡿ࠸࠺⾜ືࢆࡿࠋࡲࡓࠊ㉮ࡗ࡚࠸ࡗ
࡚៘ࡵ࡚ࡸࡾࡓ࠸࠸࠺⾪ື㥑ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣔࣀࡢឡࡣᡭሯࡢ⾜ືࡢືᶵ࡙ࡅࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ڦᜌᝮឤࡲࡘࢃࡿླྀ㏙
ࠉᡭሯࡢ࢚ࢵࢭࡣయࡀᒣࠎࡸ⮬↛ࡢ⨾ࡋࡉ㝡↛ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞㞺ᅖẼࡀࡓࡔࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋᡭሯࡢླྀ㏙ࡣ✵ࡢᶍᵝ࠺ࡗ
ࡾࡍࡿ࡞ࡢ⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ࠶ࡿࡣࡎࡢ࡞࠸ኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡓࠊ࠸࠺ࡼ࠺࡞㉸ᖖ⌧㇟ࡢ⾲⌧ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲ࡛᳜࠼ࡓᮌࡢᩘࡀ୍యࡢࡃࡽ࠸࡞ࡢࠊ㸦୰␎㸧ఱᗘᩘ࠼࡚ࡳࡼ࠺ࡋࡓࡢࡔࡀࠊࡑࡢᗘ୰㏵࡛ࡸࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ㘒
ࡋࡓᮌࠎࡣ⚾ࢆ┠⛣ࡾࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊᩘࢆᛀࢀࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࡗࡓࠋࡑࢀࠊᑠࡉ࡞ᯘ࡞ࡀࡽࠊ㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࡿ⚾ࡣఱ
ᗁᝨࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ࡗࡓࡾࠊᮌࠎࡀᨺࡘ࢚࣮ࢸࣝࡢࡼ࠺࡞㤶Ẽ㓉ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࠋ W
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ࡢࣀࣔڦ⣽㒊⮳ࡿほᐹᥥ
ࠉᡭሯࡣࠊࣔࣀࢆᇳᣉ࡞ࡲ࡛⣽ࡃᥥࡍࡿ࠸࠺Ⓑࡀ࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ௨ୗࡣ㛗ᖺࡗ࡚ࡁࡓ⸆⨁ࡢㄝ᫂ࡔࠋ
⸆⨁ࡣཌᡭࡢ࣐ࣝࢺ〇࡛࠶ࡿࠋࡁ࡞ᙧࡢᮏయࢆᣢࡕୖࡆࡿ㡹࡞༙ᙧࡢᘻࠊྲྀࡗᡭࡢྲྀࡾࡅ㒊ࡣࠊࡁࡃ⩚ࢆᗈࡆ
ࡓ⢭࡞ࢱ࢝ࡀ้ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ⬗య㒊ศࡣࠕ7.'ࠖࠊᑿ⩚ࡢୗࡣࠕ࣐ࢶࢱ࢝ࠖ᙮้ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
ࠉࡑࡢࢱ࢝ࢆࠊᑐ࡞ࡗࡓᅄࡘࡢᯇⴥࡀࠊᡭࢆࡘ࡞ࡄࡼ࠺ᙧ࡞ࡗ࡚ྲྀࡾᕳ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⸆⨁ࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ♫ࡢၟᶆ࡛
࠶ࡿࠋၟᶆࡢୗࠕ㸷ε้ࠖࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᐜ✚࡛࠶ࡿࠋⅉἜ࡞ࢆධࢀࡿ࣏ࣜࢱࣥࢡࡀ༑ඵࣜࢵࢺࣝࡔࡽࠊࣜࢵࢺ
ࣝࡢ⸆⨁ࡣࡁ࠸ࡶࡢࡔࠋ W

ࠉ⸆⨁ࡢᙧ≧ࡸ⾲㠃้༳ࡉࢀࡓᐜ㔞ࡢᩘᏐࡲ࡛ᇳᣉほᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ⸆⨁ᑐࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮌࡢㄝ᫂ࢆጞࡵࡓࡽḟࠎᮌ
ࡢྡ๓ࡸᛶ㉁ࢆㄝ᫂ࡋ࡚ఱ࣮࣌ࢪࡶࡃ࡞ࠊㄞ⪅ࢆࡲࢃࡍ⬺⥺ࡀ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿࠋ⸆⨁ࠊᮌࠊࢫࢺ࣮ࣈࠊᬒⰍ࠸ࡗࡓ㌟ࡢࡲࢃ
ࡾࡢ࠶ࡾࡩࢀࡓࣔࣀࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡑࡢࡢᡭሯࡢ␗ᵝ࡞ᇳ╔ࡢᑐ㇟ࡣࣔࣀࡢྡ๓࡛࠶ࡿࠋ WW ᜊះ 㸧ࣔࣀࡀ࡞ࡐࡑ࠺ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚
ᘏࠎ⪃࠼࡚࠸ࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ࠶ࡿࠋᡭሯࡣᒣࡢᆅᅗࡢไసࢆ౫㢗ࡉࢀࠊ㟝ࣨᓠࡢ࠸ࡃࡘ㔝ᒣࡢྡ๓ࡋ࡚⮬ศࡀㄞࢇ࡛࠸ࡓឡ⛠
ࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊ࠸ࡃࡘࡢྡ๓ࡣබᘧྡ⛠࡞ࡗࡓࠋࠕࡢ⪥ࠖࠕ༡ࡢ⪥ࠖ࠸࠺ࡘࡢᓠࡢྡ๓ࡣᡭሯࡢྡ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢ✵ڦ㛵ᚰ
ࠉᡭሯࡣ✵ᙉ࠸㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊኳೃ᪥ㄅࢆ༑ᩘᖺ㛫ࡘࡅ࡚࠸ࡓࠋኳೃࡢኚࢃࡾࡸࡍ࠸ᒣఫࢇ࡛࠸ࡿ⪅ࡗ࡚ࡣ࠾ࡋ࡞
ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᙼࡢ✵ࡢᇳ╔ࡣ༢㌟ࡢᏳࢆᏲࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࢚ࢵࢭ࡛ࡣࠊ✵ࡸ㞼ࢆぢࡿࡇ
ࡘ࠸࡚㸱࣮࣌ࢪࢃࡓࡾ⇕ⓗㄒࡿࠋ
ࠕᮅ㉳ࡁࡓࡽࡲࡎࠊ✵ࢆぢࡼ࠺ࠖࠊࡇࢀࡣ⚾ࡢᣢㄽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪤୍᪥ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ᪩ᮅࠊ┠ぬࡵࡓᗋࡽ㉳ࡁୖࡀࡗࡓࡽࠊ
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T-1

T-11

女性的な姿態にたとえられる、霧ヶ峰の優美な山容はまさに高原の

山小屋の南側には、若者が生まれたころに植えた木もある。すでに

何ふさわしい。霧ヶ峰は優しい顔をした山といってよい。(13)

人格ともいえる風貌を持って、今年も去年の冬芽を破って新しい葉
を開きはじめている。（中略）成人ともいえる見事に育った木が冬

T-2

の寒気と烈風のために枯れたものだ。痛々しい若死にを見る思いで

まず、何十年にも及ぶ薪ストーブとの付き合いがなかったとしたら、

ある。(21)

現在の私の感性といった物は育たなかっただろうと思っている。
私の感性、感受性といったもの、精神の昂揚などは薪ストーブによっ

T-12

て育まれ、磨かれてきた、と思えて仕方がない。日を見つめて過ご

私たちはまず朝一番に、この自然の顔色をうかがうことこそ野性的

した時間が永かったから、私の野生は失われることがなかったと

な生き方の第一歩なのだ。(31)

思っている。(22)
T-13
T-3

明るいうちは、何の変哲もなかったモミの木や安山岩が意味ありげ

小屋の一隅には堀炬燵用の堅炭の俵もいくつか積んである。長年使

に見えてくる。樹々や岩石の息づかいが聴こえてくる。（中略）遠

い慣れたいくつもの鉈、鋸、斧や鉞、そして背負子など山仕事の道

いどこかで、あるいは山小屋のすぐ近くで得体の知れない何かが

具が板壁に並んで休んでいる。

しゃべっている声がする。誰かが、それは人間か野獣か何かが、山

私はこのような情景を、何十年も思い続けてきた。(35)

小屋のまわりを歩く足音がする。たしかに聴こえるような気がする
のだ。（中略）風に乗って何かの影が小屋のドアの向うに立ってい

T-4

るように見えた。(45)・・・自分が世話することになった一人の青

火は生きものである。扱い方が悪かったり、不遜な気持ちでもてあ

年が初めて山小屋で一人で過ごすことになったときの、青年の頭の

そぶと、火は人に仕返しをする。(36)

中の台詞

T-5

T-14

私は火の顔色を見ながら、ストーブが病気になっていないか、普段

地蔵峠の名もいいが、私は特に真田側の山の道が好きだ。道の両側

と違っていないか判断する。ときどきストーブと話もする。火は孤

の木立や薮の茂みの中に、一見、二軒と目につく廃屋のたたずまい

独なときのいい話し相手になってくれる。(36)

が妙にさまざまな物語を私に話しかけてくるからだ。(103)

T-6

T-15

私はいつごろからか、薬缶を出来るだけ丁寧に、思いやりをこめた

私は、二本の白樺の半ば朽ちかけた幹や枝を、遺骸を抱くようにし

気持ちで扱うようになっていた。(126)

て拾い一カ所に集めた。この丘は、手向けの花には事欠かない。
（中
略）そして一本の白樺の余生をたすけるために、ゆっくりとした風

T-7

葬を続けながら地味を肥やすであろう。私はこのように、倒れた二

火が生きるも死ぬも、焚き口に座る人しだいである。(130)

本の白樺を追悼し、残された一本の白樺が長く生きることを祈った。
（中略）枯れた枝は、全部風にもぎ取られたのだ。ちょうどそれは、

T-8

両足を失い、頭も両腕も指も、何もかもが失くなってしまった、胴

私はすぐにその若い男の、煮えたぎっている薬缶の取り扱いの、
配慮のなさというか、無神経さに気がついた。(130)

体だけが残された姿だった。すがっていた杖すらも奪われた老人の
ように見えた。私は、走っていって慰めてやりたいと思った。何か
しなくてはいけないと思った。

T-9
その山彦谷がスキー場になったのは、昭和五十六年だった。エコー

T-16

バレースキー場と命名されたそのスキー場のオープンの日、季節風

山というものは表の顔があり裏の顔もある。横顔もあれば平面的な

に乗って祝賀のざわめきがかすかに聞こえてきた。私はスキー場の

顔もある。眺望する場所や角度に酔って、実に多様な風貌、表情を

丈夫に並んだやまびこの南の耳と北の耳を想った。いまはどうして

見せてくれる。(7)

いるかと、なぜか恋しい人に声をかけたくなるような、そんな気持
ちになっていた。

T-17

私の山彦谷は終わったと想った．しかし二つの双耳峰は永遠に、

立派で実に堂々とした品格のある大きな山だという印象を強く受け

私の分身のようにそこに立っていると思えばそれで幸せだ。（中略）

たが、その初対面はいつのことだったのか場所も思い出せない。(15)

やまびこの南の耳と北の耳に会いたいと、しきりに心が動いた。
T-18
T-10

さわやかな微笑をたたえていた美ヶ原は、突如として魔性の形相に

わずかな面積ながら、本来花が咲くべきところに木を植えるわけだ

変貌する。(31)

から、やはり私としては心が痛む思いであった。(14)
T-19
私の頭のなかには五十数年も昔の地図がセピア色になって広がって
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いる。
（中略）遠い山は、もう老いた私を呼びはしない。(52)

t-4

T-20

うな思いになることがある。正確な寸法に切った薪が、金がたにきっ

私は大きな木を切り倒す度に、抑えがたい罪悪感を覚える。その度

ちり詰められたもの、がさついた束もある。（中略）しかしどのよ

に切り株に寄って、その木の年輪を数えてみる。年輪は生きてきた

うな薪でも、その気が育った森や林を思い、薪を作っている人に思

過去を私に物語ってくれる。(60)

いを寄せれば、そうした山の人の労苦がよくわかる。

T-21

してもおろそかには燃やせない。(33)

一束の薪といっても、その一束に薪を作った人の、人柄を見るよ

気を錐、気を割る人の汗や息づかいを想像すれば、一本の雑木に
北緯四十五度、この高緯度がもたらす自然の冷酷、そして自然から
の慈しみを同時に受けて生きている。(61)

t-4
自分の不在の山小屋を遠くから見つめるのは初めてであった。急に

T-22

目頭が熱くなる思いになった。ランプの下でやはり夕食の善に向き

このような、ごく短い時間のなかで登ることのできる今の乗鞍岳だ

合っているであろう幼い児と、その母の姿が髣髴とした。

が、私は昔の乗鞍岳が切ないほどに懐かしい。(66)
t-5
T-23
最も親しんでいた自分の庭を終焉の地とした北田さんの、網膜に

この薬缶を見つめていると、山小屋の一つの時代、世相と人の物
語が果てしもなく浮かんでくる。(134)

映った最後の山が阿蘇だと思えば、阿蘇が北田さんを招いたのだろ
う。(123)

t-6
今こうして思い出してみると、人が住んでいないと思われた古い家

T-24

だったが、実際には老人の男下女が一人で住んでいて、私たちが通

妙高という山がもつ骨格たくましい山岳の雄姿を見て驚きの声をあ

りかかった深夜、たまたま明かりをつけていたのではないかと思う。

げるのだ。(132)

その夜だけではなくて、毎夜、老人が眠れない夜を孤独に過ごして
いたのかもしれないと、今になって想像する．昔もそうだったろう

T-25

が、現代のこの世の中、深夜一人っきりで眠ることもなく寂しく過

研究者の説によれば、すでに活動の休止期に近いといわれた焼岳だ

ごしている老人は大変な数に上るのではないかと想像する。人知れ

が、実際には先述のように大正の大爆発があった。学者が何といお

ず、人目につかないような生き方をしている人がどんなに多いこと

うと私は焼岳を見ていると、この山は生きていると思う。活力を蓄

かと思う。(141-142)

えて外の様子をじっとうかがっているように思えてならない。しか
し、だからといって焼岳が、胸に一物を持った陰湿な山だなどとは

t-7

いえない。焼岳はその山肌の微妙な色合いからしても、むしろ明朗
な風貌を備えた山と私は思っている。(165)

最後の一発を売った後、これは当たり前のことなのだが、手にし
ている銃がただの鉄の棒でしかないと思った。（中略）銃そのもの
に対しての嫌悪感、狩猟そのものを否定する心境だった。(174)

T-26
人間でいえば頭や顔の部分にあたる、将軍平から上の端正な山頂に
注目が集まっているようだ。

t-8
（土間にいる男たちの山彦谷を開発してスキー場にするという話が
耳に入って）話の内容はこれも、まさかと思うものだった．私にとっ

T-27

てはあまりにも身近な場所、そしていつまでも今のままであってほ

目を上げれば極く自然に山容が語りかけてくる感じだ。

しいと思っていた聖地のような山彦谷のことだったので、つい聞き
耳を立てざるを得なかった。(190)（T-9 参照）

t-1
昭和三十四年二月十五日、霧ヶ峰の空は快晴、そして無風だった。
この快晴は全国的だったと思う。(15)

t-9
「朝起きたらまず、空を見よう」、これは私の持論になっている。既
に一日が始まっている早朝、目覚めた床から起き上がったら、とに

t-2

かく空を見上げよう、と人にすすめる。(246)（補足：このあと空

私は木賃宿と言う語呂が好きだ。宿という言葉も字も好きである。

や雲を見ることについて３ページにわたり叙述）

ふざけてモクチンヤドというのも面白い。キチンはつまりキッチン
と同じだが偶然にしては出来すぎている。

t-10

t-3

誌をつけていた。(252)

昭和三十一年に山小屋を始めてから十数年にわたり、私は天候日
薬缶は厚手のアルマイト製である。大きな丸形の本体を持ち上げる
頑丈な半円形の弦、取っ手の取り付け部には、大きく羽を広げた精

t-11

悍なタカが刻まれている。胴体部分には「TKD」、尾羽の下には「マ

私は、どうして片仮名でカシガリと言うのか、気にかかって仕方が

ツタカ」と彫刻してある。

ない。（中略）傾いていることを傾ぐともいう。（中略）傾がる山、

そのタカを、対になった四つの松葉が、手をつなぐように円形に

カシガリ山とこじつけてみるとおもしろい。

なって取り巻いている。この薬缶を製造している会社の商標である。

あるいは貸し借り山とすると、お金のからんだ山かと思えてくる。

商標の下に「９ℓ」と刻まれているが、これは容積である。灯油な

借金の形になった山。

どを入れるポリタンクが十八リットルだから、九リットルの薬缶は
大きいものだ。
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t-12

t-17

片仮名で表記される山でおもしろいといえば、カシガリ山の隣のカ

山小屋のおじさんが言ってた言葉を思い出した。「腹が減っても、

ボッチョである。アイヌ語ではないかといわれている山だ。（中略）

いくら寒くっても、どんなに淋しくたって、とにかく我慢だ。
（中略）
」

カボッチョは、株丁のことではないか、と私は想像した。丁は偶数

翌日、青年はすがすがしい朝を迎えた。おれだってやればできる。

の意味ではないか、切り株のような２つの頂を持った山ではないか

生きていくことに急に自身が湧いてきた。(46)（これは全部手塚が

と思った。丁は頂に結びつく。カブチョウがいつのまにかカボッチョ

考えた青年の心情、あまつさえ自分さえ含まれている）

になったかもしれない。私の、いわゆる自説である。(254)
t-18
t-13

どの家についても一瞥の中に、かつてはたしかに営まれていたこの

今誰かに、
「近ごろ読んだ本の中で、非常に感銘を受けたものが

あたりの人々の暮らしを、私は勝手に想像することができた。囲炉

ありますか」と訊ねられたら、私はためらいもなく『木を植えた人』

裏のまわりの一家の団欒、笑い声や、声高にしゃべりあう人々の声、

( ジャン・ジオノ著 原みち子訳 こぐま社発行 ) だと答えるだろう。

犬の鳴き声、家畜の匂も感じた。大雪の朝、子供たちはどのように

質問者が私に、相変わらず殺人や不倫を飽きもせず登場させて、

して小学校に通ったのか。どの家も農家に違いなかったから、作物

しかしやっぱり売れてしまうペストセラーの本の名前を期待してい

は主に何であったのか。（後略）(104)（このあと１頁を細かな空想

たとしたら、その人は多分、この聞き馴れない『木を植えた人』な

に費やす）

どという冴えない名前の本に怪訝な顔をするにちがいない。しかし、
もしもだ。

t-19 幼い息子への頭の中での語りかけ

「やっぱりそうでしたか。実は私もそうなんです。私も、『木を植え

そうだ、ほんとうに、お前が驚くのも無理はない。水というもの

た人』を読んでとても感動しました。何回読んでもその読後感は新

は、そんなに簡単に、ひねればジャーッと出てくるものではないの

鮮です。読んだ後はいつも心が実に穏やかに落ち着くのです。不思

だ。お前の水は父親が、朝と夕に何回となく、ユッサ、ユッサと、

議な本ですね。今まで出会ったたくさんの本の中で、もっとも印象

コバイケイソウやニリンソウ、秋はキリンソウやサワギキョウの咲

深い本です」

く水場から、冬は吹雪をついて担ぎ上げるものでなくてはならない。

こんな風に同調する人だったら、たとえ初めて会ったばかりの人

（144-145）

であっても、私は親しみをこめて熱い握手を交わすだろう。
t-20

樺の未来への空想 (187)

t-14
こうした私を、通りすがりの一人の若者が「おじさんは何をしてる

t-21

んだい」
といった顔と目で私の手元を見つめていた。若者が何を思っ

秋の小人たちが、雲の彼方でテニスボールを打っているような想像

ているのか、何を訊ねたいのか私にはすぐに分かった。（中略）私

が私を秋の心にさせていた。(192)

はいつになく饒舌になっていた。若者と話をしているというよりも、
一人で勝手に空に向かってしゃべっているようだった。
（中略）
「だっ

t-22

たら、おじさんは今していることを空しいと思いはしないのかい」

もし、イタチと話ができるものなら言ってやりたかった。「毎晩遊

若者の目が、私にそのように言っているように見えた。「私も若者

びに来るのは一向にかまわないよ。しかし困るね、これでは。
（後略）
」

に向って心の中でつぶやいた。「私はたしかに夢を見ている老人か
もしれない。
（中略）いいんだよ、私はね、とにかくこうして木を

t-23

植えているといつかは林になる。そう信じながら生きていることが、

岩小屋に住んでいると、涸沢のような広い谷間では、風の動いて行

何かを信じていられるということがずいぶん贅沢で幸福だと思って

くのを、目でみることが出来る。(71)

いるからね。
（後略）」(18-19)
t-24
t-15

快く少し陶然として私は、すでに初冬の色を深くしている窓外の林

今まで植えた木の数が一体どのくらいなのか、（中略）何度か数え

や、その上の空のスミレ色を眺めていた。南南東に向いていた窓の

てみようとしたのだが、その度に中途でやめてしまった。交錯した

遠くには、一昨夜発った霧ヶ峰草原と、そのなかでもっとも高い車

木々は私を目移りさせてしまって、数を忘れさせてしまうのだった。

山が、まだ暮れきらずに見えていた。( 不明 )

それに、小さな林ながら、足を踏み入れると私は何かに幻惑された
ようになったり、木々が放つエーテルのような香気に酔ってしまう
のだ。(23)
t-16
夜は不思議だ。一人っきりでいるとさまざまな物が意味をもち、ど
んなものにも存在感があった。（中略）小屋の中には必要最小限の
ものしかなかった。だからどの一つをとっても、なくてはならない
貴重なものに見えた。雨や風を防ぐ屋根や板壁、一本の柱も小さな
窓も、貧しい木のテーブルや鋸にさえもそれぞれの任務を果たして
いる人格のような風貌を感じた。（中略）小さな何かが
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❧ཎ㐨㐀
✵䚸 ᮏ䚸 㞟ⴠ䛾ឤ䜢ㄞ䜐リே
ᮾி᪥ᮏᶫ༊ฟ㌟ 㻔㻝㻥㻝㻠㻙㻝㻥㻟㻥㻕
リேࠊᘓ⠏ᐙࠋᮾிᖇᅜᏛᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉༞ᴗࠋ
㎮㔝❶㸱ᖺ㐃⥆ཷ㈹ࠊ୰ཎ୰ஓ㈹ཷ㈹ࠋ
✵ࠊ࣏ࣉࣛࠊᒣࠊ㫽ࠊ㞟ⴠࠊኪࠊᮏ㛵ࡍࡿグ㏙ᨃேἲࢆ⏝࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸❧ཎ㐨㐀㞟㸱ࠉ  ᰴᘧ♫⟃ᦶ᭩ᡣ ᮾி 
ࠕⅆᒣ⅊ࠖࠕ┒ᒸ⣖⾜ࠖࠕⰼᘚࠖࠕᢛᑠ᭤㞟ࠖ
ὀព  ኚయ௬ྡࡣ⌧ᅾࡢࡦࡽࡀ࡞ࠊᪧᏐయࡣ⌧௦ࡢ₎Ꮠ┤ࡋ࡚࠶ࡿ
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࠙❧ཎ㐨㐀ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠚ

⧄ࡢࣀࣔڦ⣽࡞ឤࡢ⾲⌧
ࠉ❧ཎࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊᮏࠊ❆ࠊ᳔Ꮚ࡞ࡢ㌟㏆࡞ࡶࡢࠊࡢᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠕᮧࠖࡀᑐ㇟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㌟ࡢࡲࢃࡾࡢࣔࣀࡣ㎞࠸ࠊලయⓗ࠺ࡋࡓ࠸࡞ᖹ‶ࢆ࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠕ࠺ࡍࡿពᚿࡶ࡞
࠸ࠖࠕ➗࠾࠺ࡶ➗࠼࡞࠸ࠖ࡞ࠊ」㞧࡛⧄⣽࡞ឤ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ௨ୗࡀࣔࣀࡢ⾜ືឤ⾲⌧ࡢゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ

ኌࢆⓎࡍࡿࠊࡼࢁࡇࡧࡓ࠸࠺ࡓ࠺ࠊ࡞ࡋ࠸࠸࠺ࠊክࡳࡿࠊክࡳࡉࡲࡼ࠺ࠊษ࡞ࡆࠊぢࡘࡵ࠶࠺ࠊṤࡏࡘ࡞࠸ḧࡼࡗ
࡚㛫ࡢ࡞ỏ℃ࡋࡉࡲࡼ࠺ࠊ࠺ࡍࡿពᚿࡶ࡞࠸ࠊࡇࡢୡࡢṇࡋ࠸ゝⴥࢆㄒࡗ࡚ࡃࢀࡿࠊ➗ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡞ࡀࡵ࡚࠸ࡿࠊࡉࡉࡸ
ࡁࢃࡍࠊࡦࡾࡰࡗࡕ࡛࠶ࡿࠊ᪑❧ࡗ࡚⾜ࡃࠊヰࡍࠊᜥࢆࡦࡑࡵ࠾ࡑࢀࡿࠊࢃࡿኳࢆ╮ࡴࠊ➗࠾࠺ࡶ➗࠼࡞࠸ࠊಙࡌ࠶࠺ࠊ
㌟࠼ࡍࡿࠊዣ࠺ࠊዲࡲࡋ࠸࠼ࡳ࡛ࡳࡲࡶࡿࠊᑐヰࡍࡿࠊ㏄࠼ࡿ

ᮏᑐࡋ࡚ࡢほᐹࡀ῝ࡃࠊ⮬ศࡀ㉎ධࡋࡓᮏࡢࡢ⨾ࡋࡉࢆㄝ᫂ࡍࡿᡭグࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓឡ╔ࡶ୪࡞ࡽࡠࡶࡢ࡛ࠊᲚᇶḟ㑻㞟
ࢆࡾ⾜ࡃリࡣࠊࡲࡿ࡛ᜊேูࢀࡿࡼ࠺ࡔࠋ
ࡇࡢ᪥ࡣᲚᇶḟ㑻㞟ᕳูࢀࡿグᛕ᪥ࡔࠋࡇࡢぬ᭩ࡀࡏࡵ࡚ࡶࡢᘧࡔࠋࡣ࠶ࢀࢆឡࡋࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࡑࡢᮏࡣᙧࢆኻࡘ
࡚ࡶࠊࡇࡢ࠶ࠊ࠶ࢀࢆឡࡋࡘ࡙ࡅࡿࡔࡽ࠺ࠋ
࡛ࡣࠊࡉࡸ࠺࡞ࡽࠋࡉࡸ࠺࡞ࡽࠋ 70
ࡢࡍࡁ࡞ᮏࡣࠊࡢ࣏ࢣࢶࢺࡕࡻ࠺ࡣ࠸ࡿࡁࡉࡔࡘࡓࠋࡣࠊኪࡢ⏫ࢆࠊࡑࢀࡽࡢᮏ୍ࡋࡻṌ࠸ࡓࠋ 70

⬻ڦෆࡢ㌟యࡼࡿゐࢀྜ࠸
ࠉ❧ཎࡢ⾲⌧࡛ࡣࠊࣔࣀࡣࠕぢࡿࠖࠕゐࢀࡿࠖ࠸࠺⾜ືࢆࡿࠋࡋࡶேయ࠶ࡓࡿᙧ≧ࡸ㒊ࡀ࡞࠸ࣔࣀࡶ࡛ࡶࠊࡑࢀࡀ࠶ࡿ
ࡢࡼ࠺ࡿ⯙࠺ࠋ
ࡣᮏᲴࡢ๓ࡰࢇࡸࡾࡓࡓࡎࢇ࡛࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࡃពࡔࡗࡓࠋࡲ࡛ࡇࡢࡋ࡙࡞↓⏕≀ࡢክࡳ࡚࠸ࡿ㛫ࡀឤࡌࡽࢀࡔࡋ
ࡓࡢࡔࠋࡇࡢᮏࡓࡕࡣࡃື࠺࠸ࡩពᚿࡉ࠼⚗ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪋ࡶࠊࡇࢀࡓࡕࡢࡑࡤࢆὶࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㛫ࡔࠋࡑࡢ㛫ࡢ࡞
࡛ࡇࢀࡓࡕࡣ࠸࡞ࡋࡃክࡳࡉࡲࡼࡘ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࡣࡆࡋ࠸ඹឤࢆᙉࡦࡓࡢࡔࠋࡣࡰࢇࡸࡾ❧ࡘࡓࡲࡲࡔࡘࡓࠋ
ࡍࡿࠊࡇࡢቨࡣⲉࠎࡋࡓⲡཎࡢ࡞ࡾࡢࡇࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ࡞࡛࠸ษ࡞ࡆࡽࡣᡭࢆࡾ࠶ࡘࡓࠋࡉ࠺ࡋ࡚ࠊ
࠸ࡽࡢᚰࡣࡾࡘࡁࠊ⏽ࢀ࡛࠾ぢࡘࡵ࠶ࡘࡓࠋᮏࡢ⩌ࠋ 70
ࠕษ࡞ࡆᡭࢆࡾ࠶ࡗࡓࠖ࠶ࡿࡀࠊࡶࡕࢁࢇᮏᡭࡣ࡞࠸ࡽᐇ㝿ࡢ㌟యⓗ࡞᥋ゐࡢࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢゐࢀྜ࠸ࡣࠊ⬻ෆࡢࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ⢭⚄ࡢ㌟యࡶ࠸࠺ࡁࡶࡢࢆࡶࡗ࡚࡞ࡉࢀࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊᐇ㝿ࡢ⪥ࠕࡢෆ㒊ࡢࠖ⪥ࡀูࡢࡶࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆ⾲⌧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢෆ㒊ࡢࠉ᭱ࡶࡩ࠸ࠉ࠾ࡲࡔࡅᣢࡘࡇࡢฟ᮶ࡿࠉࡇࡢ⪥࡛㸟ࠉ࠶ࡿࡦࡣࠉࡢෆ㒊ࡢࡩ࠸ཱྀ࡛ࠉࡣࡇࡢ㢼ᬒࢆࡢࢇ
࡛࠸ࡿࠉ࠶ࡓࡶࠉࡇࡢⰍࢆࡋࡓࠉࡑࡋ࡚ࠉࡇࡢ㤶ࡢ࠶ࡿࠉࡇࡢ㓇ࢆࡢࡳࡉ࠺ࡍࡿࡢࡼ࠺㸟 WP

⌮ڦࡢே≀ࡢ⬻ෆࡢᑐヰ
ࠉᩥ❶ࡢ୰࡛❧ཎࡣ㢖⦾ࠕ࠾ࡲࠖࡧࡅࡿࠋࡇࢀࡣࠊỈᡞ㒊ࢧ࠸࠺ᐇᅾࡋࡓᜊேࡢࡇ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࠕ࠾ࡲࠖ
ࡢࡧࡅࡣ୍᪉ⓗ࡛ࠊᐇ㝿ⓗ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛࠶ࡿࡇࡣࢇ࡞࠸ࠋỈᡞ㒊ࢧࡣᐇᅾࡢே≀࡛࠶ࡿࡀࠊ❧ཎࡢ୰࡛ࡣ⌮
ࡉࢀࡓᜊேࡢࢥ࡛ࣥࡶ࠶ࡿࠋ㸦㞟  114) ࡇࢀࡣࠊ❧ཎࡀ㢌ࡢ୰ᖖᑐヰࡢ┦ᡭࢆồࡵ࡚࠸
ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

ࠕࡶ࠺ࠉ࠾ࡲࡾࡓ࠸ࠖ
ࡇࡢኪࡀ࠶ࢇ࡞⨾ࡋ࠸ࡢࡣࠊ࠾ࡲࡢ║ࢆࡋ࡚ࠊࡢ║ࡀ࠶ࢀࡽࢆぢ࡚࠸ࡿࡽࡔࠋ WP
ࡇࡇࡣࠊ⌮ࡢᑐ㇟ࡢྠ୍ࡢ㢪ᮃࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠾ࡲ࠼ࠖࡣリ㞟ࡸᡭグࡢ୰࡛࣒ࣛࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ࠸ࡘࡶⓏሙࡍࡿࠋ
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ࠖ✵ࠕڦ
ࠕኪࠖ
ࠕ㢼ࠖࡢグ㏙
ࠉ❧ཎࡢᡭグࡣࠕⅆᒣ⅊ࠖࠕ┒ᒸ⣖⾜ࠖ࡞࠶ࢃࡏ࡚  ࣮࣌ࢪㄞࢇࡔࡀࠊ㸰࣮࣌ࢪ㸯ᅇࡃࡽ࠸✵ࡢࡇࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
✵ࡀ㛵ᚰ࡞࠸ࡁࡢ࠺ࡀᑡ࡞࠸ࠋ
ࠉࡲࡓࠊ❧ཎࡣ㢼ࡸኪࡢླྀ㏙ࡀᑡࡋኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡣࠊᮅࠊࡇࡢ⪷࡞้ࠊ❆ࢆࡦࡽ࠸࡚ࠊ㢼୍ࡋࡻ࠸ࡿࠋ᪥ࡣᬕࢀ࡚࠸ࡿࠋᙳࡀ࠶ࡿࠋ 0
ࡶࠕኪࡢ୰࡛ࠖ࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡀ࠶ࡗࡓࠋ❧ཎࡗ࡚ࠊ
ࠕ✵Ẽࠖࡸࠕኪࠖࡣ✵࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇయࢆᣢࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ኪࡶࡶ≧ែ࡛࡞ࡃࠊ㸯ࡘࡢᐜ✚ࢆࡶ࡞ࡗࡓࣔࣀ࡛࠶ࡾࠊேࡗࡁࡾ࡞ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ
ࠕෆ㒊ࡢࠖ㌟య࡛ゐࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࠋ

ڦክࡢᇳ╔
ࠉ⌧ᐇࡼࡾࡶክࡢ᪉ࡀ⨾ࡋ࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࠋ 

ڦእࡽぢࡓࡢᵝᏊ
ࠉඛᘬ⏝ࡋࡓ 70 ࡼࡿࠊᮏࡢὶࡣᮏᲴࡢ๓ࡰࢇࡸࡾࡓࡓࡎࢇ࡛࠸ࡓࡁࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ❆ࢆࡦࡽ࠸࡚ࠊ㢼
୍ࡋࡻ࠸ࡿࠊ࠸࠺⾲⌧ࡀ࠶ࡾࠊ❧ཎࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࡦࡾ࡛⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿࡁ㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡾࠊே
ࡽࡣぢࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
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❧ཎ㐨㐀䛾ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᢤ䛝ฟ䛧
䈜㻌ᩥᏐ䛾 㼀㻹㻙㻝 ࠥ 㻞㻞㻌䛿ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⟠ᡤ䚸 ᑠᩥᏐ䛾 㼠㻙㻝 ࠥ 㻝㻠㻌䛿㛵ᚰ䛾ᑐ㇟䜢⾲䛩⟠ᡤ

M-1

空よ

おまへの散らすのは

僕は、朝、この聖な時刻、窓をひらいて、風と一しょにいる。今日

白いしィろい絮の列

は晴れている。影がある。(25)

(37)

TM-2

TM-9

僕は、風の声をきいた。風はよろこびたいとうたつていた。風は倒

青い空には信じられないやうな白い雲のたたずまひがある。わづか

れかかつたまま、いつまでも倒れることが出来なかつた。とほくま

な風のそよぎに耳をすましても、それがこの世の正しい言葉を語つ

で走つて行くと、そこで、不意にとまつた。風はかなしいといつて

てくれる。(43)

いた。(26)
TM-10
TM-3

・・・・・ずっと向うの山の向うには

僕は、梶井基次郎の全集を売りに行く。

真白い雲の下で

丸山薫の会へ行くおアシをつくるために。

それだけは

今日が、告別する梶井のために、明るくはなやかな空であればよい。

あのころ

だのに、低い入梅の空。僕は、この別れる本に、正しい、礼節に富

(49)

私は見た

古い村が笑つているのを

夏のままだつた・・・・・私は歩いた
おまへが

いつしょだつた

む儀式を捧げることはできない。ただかすかな僕の暗い心で、この
本の頁を何度か慌ただしく繰らう。(26)

TM-11
ふと

過ぎる・・・・・あれは頬白

TM-4

透いた林のあちらには

この日は梶井基次郎全集二巻と別れる記念日だ。この覚書がせめて

ながめている

あれはヒワ , 鶸

私を

山のみねのぎざぎざが
私たちを

村を＿＿＿ (52)

もの儀式だ。僕はあれを愛した。おそらく、その本は形を失つても、
このあと、あれを愛しつづけるだらう。

TM-12

では、さやうなら。さやうなら。(27)

すべてに

休みがある

耳からとほく
TM-5

＿＿ああ

ふかい息をつきながら

風と風とが

この真白い野に

ささやきかはしている
蝶を飛ばせよ！ (52)

僕は本棚の前にぼんやりたたずんでいた。それは全く不意だった。
僕にまでこのしづかな無生物の夢みている時間が感じられだしたの

TM-13

だ。この本たちは全く動かうといふ意志さえ禁じられている。而も、

誘ふやうに

ひとりぼつちの木の実は

これたちのそばを流れているのは時間だ。その時間のなかでこれた

雨に濡れて

一日甘くひほつていた

ちはいかにかなしく夢みさまよつているか。僕にそれがはげしい共

(53)

感を強ひたのだ。僕はぼんやり立つたままだつた。すると、この壁
は茫々とした草原のなかにとりのこされていた。そのなかでいかに

TM-14

切なげに僕らは手をとりあつたか。さうして、いかに僕らの心は凍

深夜

りつき、畏れでお互に見つめあつたか。僕と本の群と。(28)

旅立つて行く (57)

TM-6

TM-15

ものは空間のなかを歩かうという意志さへ禁じられている。それだ

夕ぐれに

けますます彼らは時間のなかに氾濫しさまよふ。殆どせつない情欲

すると

によつて、机も椅子もランプもさうだ。彼らが知つているのは茫漠

はなしはじめる

とした風景のなかでつららのやうな自分の坐標ばかりだ、いかにそ

くらいくらい夜に向つて

れが見すぼらしくいやしげに見えようと、彼らはそれにどうする意

机をはさんで

志もない。そしてそれにも拘らず、否、それ故にこそそれはくらい

眼を見つめあつている

責任となつてかれらにまであはれみを含んだみにくい日を注ぐ (28-

もつと

29)

だまつて

いつまでも

夜のする

ひそかなささやきに耳をすます

鐘が町の空を鳴り

僕らが

燈をともす

僕らの窓は

僕らはしづかに

僕らは

TM-7

夜が更ける

そのあと情ない思ひが溢れ風は木にひっそり添うている。梢をゆす

(58)

夜に向つて

あの小さな口が

ほほえむよりも

信じあつている

そして

僕らの窓と

ぶらうにも力がないのだ。梢は息をひそめおそれている風にはそれ
がわかつてももう動くことも出来ないのだ。ぢつと天を睨んでいる。

TM-16

笑はうにも笑へないのだ。泪は涸れていた。(29)

ポプラの木が

大きな身ぶりで

身悶へしている

あたらしい爽やかなものの意味
TM-8

ぶれはしないだらう (61-62)

羊の雲の過ぎるとき
蒸気の雲の飛ぶ毎に
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この微風の意味

僕の皮膚はうすい

しかし

や

TM-17

tm-4

僕だけの愛が
きいて

ひとり

僕を灼いている

しかし

奪つて行つてしまふ
僕は

おまへに

語りかける言葉は

夜が

おまへの耳にとどくまへに

どうして

あかしをもとめよう

僕は先刻見た並木道の方へ歩いていた。その尖塔を眺めながら。も
う少女のことは、完全にこの景色に場所をとりかへられていた。僕

僕の愛

はこんな風景にはげしい愛情を感じていた。(14)

はそれを僕にゆるさない
(63)

tm-5
人が物を考へるには、きっと三つの器官がある。或る人々は、頭で、

TM-18

或る人々は心臓で。そして、或る人々は手で考へるのだ。それらの

僕の壁が

椅子が

僕たちの

一ときを

窓が

テーブルが

人々は流動し、活発に判断し、何者かをつねに取り上げる。しか

好ましいほほえみで

し、その人自身は、或るときは固定したまま、とほくにその指をの

みまもつていてくれた！

しかし

感謝！

ばしているのだ。（中略）萩原朔太郎調の右の一文。分類学的詭弁！

(66)

(18-19)

TM-19
僕は

tm-6
かへりにここによつて

一と月くらす約束をする

ころで僕が海と対話してくらしたら

こんなと

霊魂を得るというのは、僕にとつては、Ding an sich の世界に行

どんなにいいことだらう (88)

くといふことだ。「視は祈祷」といふリルケの宗教だ。in sich tief
gehen といふことだ。(20)

TM-20

（補足：Ding an sich は「物自体」、in sich tief gehen は「心の奥底に

こんなにいいお天気があることなんか

今まで一度も知らなかつた

くらいだ （中略） 何もがこんなに親切に
へるなんて

どうかしている （中略） お風呂へ行つたら

らへている病気もかなりいいやうだ
だがと

いい気持だ

あの病気までが

僕が

行く」という意味）

か

僕をと

もうすこしいられたらいいの

僕にいふ (114)

tm-7
旅から帰ると、部屋は私に囁いた。おまへはここに帰つても、おま
へはここにいないのだと。あの草原！ 屋根を葺きかへた水車小屋。
(28)

TM-21
僕はいま大きな息をくりかへす

tm-8

叢もながくは僕を坐らせない

私と人との関係は私の内部でとげられる。

さようなら

カトリックの公会堂のそばに

非常に明るい燈火がきらめいている
夕映えは

けふも赤く澄みきつた

僕のかへつて来る春の日に

変転ほどに急速な変化をなし得るだらうか。(34)

そして
さようなら

tm-9

おまへたちは一体どんなにして

迎へ

てくれるだらうか (116)

れらを見ているからだ。(63)

TM-22

tm-10

僕の愛した丘からの町への

お別れの一眼を

陽はもう沈むばかりになつている
靄にみたされた全円よ

この夜があんなに美しいのは、おまへの眼をとほして、僕の眼があ

投げにやつて来た

さようなら！

微妙な濃淡の浮彫よ

このオレンヂの

そして南昌山のシル

ウエツトよ (116)

僕の内部の
で！
る

最もふかい

あるひは

おまへとだけ持つことの出来る

僕の内部のふかい口で

あたかも

この色をした

しかし

つひに

僕は

この風景にきかれ

みほされる

僕のすきな本は、僕のポケツトにちょうどはいる大きさだつた。僕

やみは （中略） どの宝石が

は、夜と昼の町を、それらの本と一しょに歩いた。(186)

づかに

耳もなく

弱まつて

輪をかいて

これは日記ではないのだ。私はあなたによまれる日を待っているよ
うな手記を作る。私はあなたと一しよにくらす日に、この上にほて
つた白い指が行くことを考へる。(5)
tm-2
雲は流れ消えながら雲なのだ。雲の行為が雲にまで何の関係があら
う。あれは風であり、幻なのだ。あれは私にも、なれるのだ。(7)
tm-3
僕は活動写真の休みの間に、僕の全く反対の側に、一人の女の子が
いるのが気になつてならなかつた。( 中略 ) この少女は、今、何を見
ているのだらう？（中略）僕ははじめてこの少女に愛情を感じた。
(12-14)

この香のある

この酒をの

みほさうとするかのように！

TM-23

tm-1

そして

この耳

僕はこの風景をのんでい

そして

この風景にの

口もなく、 陽はすつかりしづんだ

見えない寺から

ひろがる

うす

あのやうな歌をうたふのか
くろい鐘のひびきが

歌はし

いまかへつてゆく家のある

大きな

私たちは

さ

ひはひだ
うすい新月
て

町にともつた

おまへは

い物語を
夜

僕の窓に

あかりよりも

うたふだらう

おまへが
僕の心は

よわい光の新月

また僕の日々のきづいた
もつと明るく

やが

とほいかなし

夜の空にきらめいて

今

その歌をきく用意した

い

早くしづんでしまふまで
戸口に立つて

おまへの

まあの淡い水いろの空で木をおどろかしたおまへ
(97)
tm-11
空はまだ低く雲におほはれて
ラの葉が

とそれを見ていると
のなかで

つめたい東の風が吹いている

こまかくふるへている

その音が

ポプ
ぢつ

樹木にある不思議な性質がわかつて来る

光

あのポプラの木のなし得ること！ あの木のそよぎは

しづかな水の面で風と光とがすることと

24

きこえている

なんとよく似ていること

か！

すこしくろい緑に

り対立して

光は

水の面でするよりも

はつき

tm-14

金色を帯びた緑にかがやく (100)

僕が書きたくてたまらないのは、いちばん淡々とした自己陶酔の歌
である。(202)

tm-12
こんなにも
い町よ
る

たやすくすてることの出来た

ふたたび僕のかへる約束が

僕の愛したちひさ

いつの春の日にみたされ

おまへも僕も知るまい (117)

tm-13
すべての言葉が組み立てられるのはただ信じられた共感の上に
ばかりだ。(195)
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I-1

I-4

「まずこうやって見上げたら、ここまで近づけるわけよ。これを見

いつも一緒にいる地図。地図は友達。話し相手になるし。疑問をぶ

あげるだけでも、こんなにコンクリートがたくさん積んである、こ

つければ答えてくれるじゃん。こっちが近いよ、とか。それ間違っ

の大きさでまず、びっくりするわけ。ひと言でいうと、ダムは頑張っ

てるよ、場所間違ってるよ、勘違いしてるよ、とか。（中略）自分

てる。大自然と人間界の間にいてこう、この頑張ってる感が一番オ

の頭ん中でシミュレーションしてるのが楽しい。

ススメ」
・・・宮が瀬ダムについて
I-2
「アーチ式ダムこそ、
こうだよ。（手を広げる）こっちの岸壁に捕まっ

I-5
「この写真は昨年の夏、新幹線の大井車両基地を訪れた時のもので

て、
こっちの岸壁に捕まって、水圧を受けて、こう頑張ってる。
（中略）

す。（中略）N700 系が目の前にある！ 感激で、思わずほおずりし

重力式はもっと平らなのよ。両サイドはあるんだけど、あんまり頼

ました。「このフォルムが風を切っているのか」と、普段見られな

りになんないのよ。
（オイオイオイと言いながら、身体をフラフラ

いアングルからボディーを見たりして、最高の体験でした。」

させる）
（中略）重力式はサイドが頼りになんないから、まあこん
な感じ。だから、自分で（脚をたたきながら）自分の重力で頑張る」

I-6
「力はためて出るんだよ！

I-3

だから今はみんな並んで休んでるんだ

よ」・・・停車している新幹線が並んでいるところを見て

ダムはこのイメージね。（腕を開いて上を見上げながら）この大き
なダムを前にしたら、しばらく声も出ないし、身動きできないわけ
よ。ここでダムが、何を語ってくれるのか、何を思ってるのか、見
るんだよ。
・・・ま、何も言わないけど。
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ᐑἑ㈼ⴭ࣏࣮ࠗࣛࣀࡢᗈሙ࠘᪂₻ᩥᗜ࣭࣭࣭㸦࣏㸧
ᐑἑ㈼ⴭ ኳἑ㏥⦅ࠗᐑἑ㈼リ㞟࠘᪂₻ᩥᗜ࣭࣭࣭㸦リ㸧
㟷✵ᩥᗜ ᐑἑ㈼ࠗ㮵㋀ࡾࡢࡣࡌࡲࡾ࣭࣭࣭࠘㸦㮵㸧
ᗏᮏ㸸ࠕᰯᮏᐑ⃝㈼㞟ࠉ➨༑୍ᕳࠖ⟃ᦶ᭩ᡣ
ࠉࠉࠉ㸦 㸧ᖺ  ᭶  ᪥ึ∧Ⓨ⾜
85/KWWSZZZDR]RUDJUMSFDUGV㸚OHVBKWPO
ཧ↷᪥ࠉ

㟷✵ᩥᗜ ᐑἑ㈼ࠗ⊋᳃➔᳃ࠊ┐᳃࣭࣭࣭࠘㸦⊋㸧
ᗏᮏ㸸ࠕὀᩥࡢከ࠸ᩱ⌮ᗑࠖ᪂₻ᩥᗜࠊ᪂₻♫
ࠉࠉࠉ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⾜
ึฟ㸸
ࠕ࣮ࣁࢺࣦ❺ヰࠉὀᩥࡢከ࠸ᩱ⌮ᗑࠖ┒ᒸᕷᮭ㝠ฟ∧㒊࣭ᮾிගཎ♫ 㸦
ṇ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥
ධຊ㸸ᅵᒇ㝯  ᖺ  ᭶  ᪥సᡂ
85/KWWSZZZDR]RUDJUMSFDUGV㸚OHVBKWPO
ཧ↷᪥ࠉ

:LNLSHGLDಟ⨶  ཧ↷
85/KWWSMDZLNLSHGLDRUJZLNL($($(%)$((%(

29

ᐑἑ㈼ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࠉᐑἑ㈼ࡢ❺ヰࡢ࡞࡛ࡣࠊே㛫ࡀ㢼ࡸⰼヰࡋࡅࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡶே㛫ヰࡋࡅࡿࠋࡶࡋࡃࡣࠊ⮬↛≀ࡀ⊂ࡾゝࡢࡼ࠺
ヰࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡶከ࠸ࠋᨃேࡢࡲࡗࡓࡃ࡞࠸❺ヰࡶከ࠸ࡀࠊࡍ࡚ᨃேࡉࢀ࡚࠸ࡿ≀ㄒࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ᭱ࡶ⯆῝࠸ࡢࡣᨃே
ࡋࡓࡶࡢࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࡀධࡾࡌࡿヰࡶྠࡌࡃࡽ࠸ࡢྜ࡛Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࣔࣀࡢᥥࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡀࢃࢀࡓࠋ
㌟యࢆᶓࡓ࠼ࡿࠊᡭࢆఙࡤࡍࠊࡿࠊఅࡏࡿࠊᜥࢆࡍࡿࠊ➗࠺ࠊ㠃ⓑࡑ࠺ࠊᝏࡃᛮࢃ࡞࠸ࠊᝏཱྀࢆ㏉ࡍࠊ⮬ศࡽྠᚿ࡛┦ㄯࡍࡿࠊ
ࡘࡪࡸࡃࠊ➗࠺ࠊ࡞ࡋࡴࠊᐷ࡚࠸ࡿࡔࡲࡗ࡚࠸ࡿࠊㄒࡿࠊጾᙇࡿࠊᛮ࠺ࠊࡇࡓ࠼ࡿࠊཷࡅྲྀࡽ࡞࠸ࠊ࡞ࡿࠊ

ڦᨃேࡉࢀࡿࣔࣀࡉࢀ࡞࠸ࣔࣀࡀྠᵝᢅࢃࢀࡿ
ࠉࠗ⊋᳃➔᳃ࠊ┐᳃࠘ࡣࠊᅄࡘࡢ᳃ࡑࢀࡽᅖࡲࢀࡓᖹࡽ࡞ࡇࢁࢆ㛤ቧࡋ࡚ࡺࡃே㛫ࡓࡕࡢヰ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢヰࡢ࡞࡛ࡣࠊ
⊋᳃➔᳃ࡣࠊ᳃⮬యࡋ࡚ே㛫ࡓࡕヰࡍࡢࠊ┐᳃ࡔࡅࡀ✺↛࡞ࢇࡢㄝ᫂ࡶ࡞ࡃᨃேࡉࢀࡿࠋ┿ࡗ㯮࡞ࡁ࡞㊊ࢆᣢࡗࡓࡲࡗ
ࡃࢁ࡞ᡭࡢ㛗࠸ࡁ࡞⏨࡛࠶ࡿ┐᳃ࡣࠊࡣࡓࡋ࡚ࡑࢀࡣࡁ࡞⏨࡛࠶ࡿࡢ᳃࡛࠶ࡿࡢࠊࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࡲࡲヰࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ㯮ᆏ᳃ࡣࠕᙧࢆฟࡉ࡞࠸࡛ኌࡔࡅ࡛ࠖே㛫⢖ࢆ┐ࢇࡔ≢ேࢆᩍ࠼ࠊ᭱ᚋࡣ㖟ࡢෙࢆࡪࡗࡓᒾᡭᒣࡀⓏሙࡋ࡚ⓙࢆㄝᚓ
ࡍࡿࠋᨃேࡉࢀࡿࣔࣀᨃேࡉࢀ࡞࠸ࣔࣀࡀΰᅾࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡞ࢇࡢㄝ᫂ࡶ࠼࡞࠸ࠋ
ࠉ㈼ࡢ❺ヰࡢ࡞࡛↓ᶵ≀ࡸື≀ࡀヰࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡣࡩࡓࡘࡢࢱࣉࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉࡦࡘࡣࣔࣀࡸື≀ࢆே᱁ࢆ࠼࡚ேࡢࡼ࠺ㄒࡽࡏࡿᨃேࠋࡓ࠼ࡤࠊࢢ࣒ࣜ❺ヰ࡛≢⨥⪅ࡢᙺࢆ࣑࢜࢜࢝ࡋࡓࡾࠊ⿕ᐖ
⪅ࢆ⨺ࡋࡓࡾࠊ᪥ᮏࡢ᫇ヰ࡛ࠊ⊷ྜᡓ࡛ࡎࡿ㈼࠸ே᱁ࢆ⊷ࠊㆶࡍࡿࡶࡢࢆ⮻ࡸ㤿⣅ࡸ⻏ࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࠊ⮬
↛⏺ࡢື≀ࡢᙺ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡽࠊ≢⨥⪅ࡢᙺࡣ࣑࡛࢜࢜࢝ࡶࠊ⇃࡛ࡶ≴࡛ࡶࡼ࠸ࠋࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊࣔࣀࡑࡢࡶࡢࡀ
ヰࡋ࡚࠸ࡿࢱࣉ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣࣔࣀ⮬యࡀ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆヰࡍࠋ

ڦ㌟యࢆࡘࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࠉ❺ヰࡢ࡞ࠊ㌟యࢆࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࠗࢱࢿࣜࡣࡓࡋ࠸ࡕࡕჶࢇ࡛࠸ࡓࡼ࠺ࡔࡗࡓ࡛࠘ࡣࠊ
᳃ࡢ୰ࢆṌࡁ࡞ࡀࡽࠊᮌࡸⰼࡸ⽃࡞ࢆ┦ᡭ୍ே࡛ࡈࡗࡇ࠶ࡑࡧࢆࡍࡿᑡᖺࡀேබ࡛࠶ࡿࠋ
ࢱࢿࣜࡣᛮࢃࡎࠊࡲࡓ⸨ࢆྤ࠸࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊໃ࠸ࡼࡃ‵ᆅࡢࡾࢆప࠸᪉ࡘࡓࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ∵ࡢ⯉ࡢⰼࠊ୍ࡘࡎࡘ⯉ࢆ
ฟࡋ࡚ᣵᣜࡋ࡚࠶ࡿࡁࡲࡋࡓ 0

ࡇ࠺ࡋࡓ୍ே㐟ࡧࡣㄡࡶぢࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊほⓗ࡞ୡ⏺ࢆእ㒊ࡢୡ⏺ᣑᙇࡋࠊዲࡁ࡞ࡔࡅࡑࡢ୰ἐ㢌ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ

ڦリࡢ୰⾲ࢀࡿᑐヰᆺࡢᛮ⪃ࠊ㢌ࡢ୰࡛㸰ேศࢀ࡚ヰ
ࠉࠕಟ⨶ࠖࡢリ㞟ࡢ୰࡛ࡣ࢝ࢵࢥධࡗࡓࠊゝⴥ࢝ࢵࢥࡢ↓࠸ゝⴥࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋࢇࡢリࡀࡑࡢᵝᘧࢆࡶࡗ
࡚࠸ࡿࠋ࢝ࢵࢥࡁࡢゝⴥ࢝ࢵࢥ࡞ࡋࡢゝⴥࡀ㧗ࡉࢆኚ࠼࡚ࠊ㸰ேࡢே≀ࡀ࠸ࡿࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢵࢥෆࡢኌᛣࡗࡓࡾࠊゝ
࠸ヂࡋࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤࠊࡓࡔ㸰ேࡢே≀ࡀ⊂❧ヰࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࠕಟ⨶ࠖࡘ࠸࡚㈼ࡣリ㞟࡛࡞ࡃࠕᚰ
㇟ࢫࢣࢵࢳ࡛ࠖ࠶ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢ୰࡛ࡣ⮬ศࡶ࠺㸯ࡘࡢኌࡢᑐヰࡀ⮬ື➹グࡢࡼ࠺⾲⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࣜࣜࢸ
ࡢ࠶ࡿࡢෆ㠃ୡ⏺ࢆ࠺ࡀ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
大てい月がこんなやうな暁ちかく
巻積雲にはひるとき・・・・
(( おいおい

あの顔いろは少し青かつたよ ))

だまつていろ
おれのいもうとの死顔が
まつ青だらうが黒からうが
きさまにどう斯う云はれるか
（中略）
(( もひとつきかせてあげよう
ね

じつさいね
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あのときの眼は白かつたよ
すぐ瞑りかねていたよ ))
まだいつているのか
もうぢきよるはあけるのに
（中略）
(( みんなむかしからのきやうだいなのだから
けつしてひとりをいのつてはいけない ))
ああ

わたくしはけつしてさうしませんでした

あいつがなくなつてからあとのよるひる
わたくしはただの一どたりと
あいつだけがいいとこに行けばいいと
さういのりはしなかつたとおもひます
（後略）
(M-13)
࢝ࢵࢥࡢෆእ࡛ࡣࡕࡽࡶㄡࡀゝࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࡣࡗࡁࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋูࡢリ࡛ࡣࠊ࢝ࢵࢥࡢෆእ࡛୧᪉ࡶ㈼ࡢ୍ே⛠ࡽ
ࡋࡁࠕࢃࡓࡃࡋࠖ࠸࠺ゝⴥࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡁ㈼ࡣ㢌ࡢ୰࡛㸯ே࡛㸰ேศࢀ࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋጒ࡞ࡾࢃࡗ
࡚ࡋࡷࡿࡁࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊㄡ➨୕⪅ႅࡽࡏࡿࡁࡶ࠶ࡿࠋ

ڦᐈほⓗླྀ㏙ᬯ႘ࡢ༊ูࡀ᭕
㈼ࡢᑠㄝࡢ୰࡛ࡣࠊᐈほⓗླྀ㏙ᬯ႘ࡢ༊ูࡀ᭕ࡔࠋ⮬ࡽពᅗⓗࣞࢺࣜࢵࢡࡢΰࡢୡ⏺㏞࠸㎸ࡶ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛
ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᬯ႘ࡶಶேⓗయ㦂ࡢ୍㒊࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊほࡢୡ⏺࡛ࡣࡑࢀࡽࢆ≉ู࡞ດຊࢆࡋ࡚ศࡅࡿᚲせࡣ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕಟ⨶ࠖࡢ㢟ࡣ͆PHQWDO VNHWFK PRGL㸚HG͇ࠕ㸦㒊ศⓗ㸧ಟṇࡉࢀࡓᚰ㇟ࢫࢣࢵࢳ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕࡸࡲ࡞ࡋࠖࡢ
ෑ㢌࡛ࡣࠊࠕᑠࡉ࡞㇂ᕝࡢᗏࢆࡋࡓᯛࡢ㟷࠸ᗁ⇠࡛ࡍࠋࠖ࠸࠺୍ᩥࡽ≀ㄒࡀጞࡲࡿࠋࡇࡢࡼ࠺㈼ࡣࠊ⮬ศࡢ㢌ࡢ୰࡛㉳
ࡇࡗࡓࡇࢆᗁ⮬ぬࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࠋ

ڦᜌᝮឤ
ࠉ❺ヰࡣ࢚ࢡࢫࢱࢩ࣮ࡢሙ㠃ࡀࡍࡃ࡞ࡽࡎぢࡽࢀࡿࠋ

୍㑻ࡣ㢦࠸ࡗࡥ࠸෭ࡓ࠸㞵ࡢ⢏ࢆᢞࡆࡘࡅࡽࢀ㢼╔≀ࢆࡶࡗ࡚⾜ࢀࡑ࠺࡞ࡾ࡞ࡀࡽࡔࡲࡗ࡚ࡑࡢ㡢ࢆࡁࡁࡍࡲࡋࡌࡗ✵
ࢆぢୖࡆࡲࡋࡓࠋ
ࡍࡿ⬚ࡀࡉࡽࡉࡽἼࢆࡓ࡚ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡅࢀࡶཪࡌࡗࡑࡢ㬆ࡗ࡚ྭ࠼࡚࠺࡞ࡗ࡚ࡅ࡚⾜ࡃ㢼ࢆࡳ࡚࠸ࡲࡍ
ᗘࡣ⬚ࡀ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡋࡓࠋ᪥ࡲ࡛ୣࡸ㔝ཎࡢ✵ࡢᗏࡳࡁࡗ࡚ࡋࢇࡋ࡚࠸ࡓ㢼ࡀᮅኪ࠶ࡅ᪉ಂ୍ᩧ᪁
࠺ືࡁฟࡋ࡚ࢇࢇࢇࢇࢱࢫ࢝ࣟࣛᾏᗋࡢࡢࡣࡌࢆࡵࡀࡅ࡚⾜ࡃࡇࢆ⪃࠼ࡲࡍࡶ࠺୍㑻ࡣ㢦ࡀ࡚ࡾᜥࡶࡣ࠶ࠊࡣ࠶ࠊ
࡞ࡗ࡚⮬ศࡲ࡛ࡀ୍⥴✵ࢆ⩧ࡅ࡚⾜ࡃࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡞ࡗ࡚⬚ࢆ୍ࡥ࠸ࡣࡗ࡚ᜥࢆࡩࡗ྿ࡁࡲࡋࡓࠋ P㸧

༑ࡣ࠸ࡘࡶ⦖ࡢᖏࢆࡋࡵ࡚ࢃࡽࡗ࡚ᮭࡢ୰ࡸ⏿ࡢ㛫ࢆࡺࡗࡃࡾ࠶ࡿ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡓࠋ㞵ࡢ୰ࡢ㟷࠸⸈ࢆぢ࡚ࡣࡼࢁࡇࢇ࡛┠ࢆ
ࣃࢳࣃࢳࡉࡏ㟷ࡒࡽࢆࡇࡲ࡛ࡶ⩧ࡅ࡚⾜ࡃ㮚ࢆぢࡅ࡚ࡣࡣࡡ࠶ࡀࡗ࡚ᡭࢆࡓࡓ࠸࡚ࡳࢇ࡞▱ࡽࡏࡲࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧㢼ࡀ࠺
྿࠸࡚ࡪ࡞ࡢⴥࡀࢳࣛࢳࣛගࡿࡁ࡞ࡣ༑ࡣ࠺ࢀࡋࡃ࡚࠺ࢀࡋࡃ࡚ࡦࡾ࡛➗࠼࡚᪉࡞࠸ࡢࢆࠊ↓⌮ࡸࡾࡁࡃཱྀࢆ࠶
ࡁࠊࡣ࠶ࡣ࠶ᜥࡔࡅࡘ࠸࡚ࡈࡲࡋ࡞ࡀࡽ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ࠸ࡘࡲ࡛ࡶࡑࡢࡪ࡞ࡢᮌࢆぢୖࡆ࡚❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡓࠋࡣࡑࡢࡁࡃ
࠶࠸ࡓཱྀࡢᶓࢃࡁࢆࡉࡶ࠸ࡼ࡞ࡩࡾࢆࡋ࡚ᣦ࡛ࡇࡍࡾ࡞ࡀࡽࡣ࠶ࡣ࠶ᜥࡔࡅ࡛➗࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦P㸧
༑ࡣཱྀࢆࡁࡃ࠶ࡅ࡚ࡣ࠶ࡣ࠶ᜥࢆࡘࡁࡽࡔࡽࡣ㞵ࡢ୰Ẽࢆ❧࡚࡞ࡀࡽ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ࠸ࡘࡲ࡛ࡶࡑࡇ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋ
ࡓࠋ P

ࡑࡢᮌࡢୗ࡛ࠊ୍ேࡢᏊ౪ࡢᙳࡀࠊ᱒ࡢྥ࠺ࡢ࠾᪥ᵝࢆࡌࡗ࡞ࡀࡵ࡚❧ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ P
ࡌࡗእࢆぢ࡚࠸ࡿⱝ⪅ࡢ၁ࡣ➗࠺ࡼ࠺ཪἽࡃࡼ࠺ࡍ࠺ࡈࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣఱ᭶ヰࡋࡅ࡚࠸ࡿࡶᛮࢃࢀࡓࡢ
࡛ࡍࠋ P
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≉ࡢ✵ڦᚩⓗ࡞ᥥ
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M-1

M-11

「あ、山山のへっぴり伯父。」嘉ッコがいきなり西を指しました。西

「おい、柏の木、おいらおまえと遊びに来たよ。遊んでおくれ。
」
（中

根の山山のへっぴり伯父は月光に青く光って長々とからだを横たえ

略）「まだ睡てるのか、柏の木、遊びに来たから起きてくれ。
」柏の

ました。( 風 , 154)『十月の末』

木が四本とも、やっぱりだまっていましたので、タネリは怒って云
いました。( ポ , 249)

M-2
風が来ると、芒の穂は細い沢山の手をいっぱいのばして、忙しく振っ

M-12

て、

タネリは思わず、また藤蔓を吐いてしまって、勢いよく湿地のへり

「あ、西さん、あ、東さん。あ西さん。あ南さん。あ、西さん。」な

を低い方へつたわりながら、その牛の舌の花に、一つずつ舌を出し

んて云っている様でした。（風 , 279）

て挨拶してあるきました。（中略）そこらはしぃんと鳴るばかり、
タネリはとうとう、たまらなくなって、

M-3

「おーい、誰か居たかあ。」と叫びました。すると花の列のうしろか

少し強い風が来る時は、どこかで何かが合図をしてでもいるように、

ら、一ぴきの茶色の蟇が、のそのそ這ってでてきました。タネリは、

一面の草が、それ来たっとみなからだを伏せて避けました。（中略）

ぎくっとして立ちどまってしまいました。それは蟇の、這いながら

草がみな一斉に悦びの息をします。( 風 , 279-280)

かんがえていることが、まるで遠くで風でもつぶやくように、タネ
リの耳にきこえてきたのです。

M-4

（どうだい、おれの頭のうえは。中略）

はるかな西の碧い野原は、今泣きやんだようにまぶしく笑い、向こ

「火なんか燃えてない。」タネリは、こわごわ云いました。( ポ , 250-

うの栗の木は、青い後光を放ちました。（風 , 283）

251,『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』)

M-5

M-13

たばこの木はもう下の方の葉をつんであるので、その青い茎が林の

大てい月がこんなやうな暁ちかく

ようにきれいにならんでいかにも面白そうでした。( 風 , 285)

巻積雲にはひるとき・・・・

M-6

だまつていろ

風車なら風を悪く思っちゃいないんだよ、勿論時々こわすこともあ

おれのいもうとの死顔が

るけれども、廻してやる時の方がずっと多いんだ。風車ならちっと

まつ青だらうが黒からうが

(( おいおい

も風を悪く思っていないんだ。( 風 , 290)

あの顔いろは少し青かつたよ ))

きさまにどう斯う云はれるか
（中略）

M-7

(( もひとつきかせてあげよう

「馬鹿。
」私が少し大胆になって悪口をしました。

ね

「馬鹿。
」崖も悪口を返しました。

あのときの眼は白かつたよ

「馬鹿野郎。
」慶次郎が少し低く叫びました。

じつさいね

すぐ瞑りかねていたよ ))

ところがその返事はただごそごそっとつぶやくように聞こえまし

まだいつているのか

た。どうも手がつけられないと云ったようにも又そんなやつらにい

もうぢきよるはあけるのに

つまでも返事していられないなと自分ら同志で相談したようにも聞

（中略）

こえました。
（中略）うしろでハッハッハと笑うような声もしたの

(( みんなむかしからのきやうだいなのだから

です。(192-193)

けつしてひとりをいのつてはいけない ))
ああ

わたくしはけつしてさうしませんでした

M-8

あいつがなくなつてからあとのよるひる

そして雲が青く光るときは変に白っぽく見え、桃いろに光るときは

わたくしはただの一どたりと

何かわらっているように見えるのでした。(245)

あいつだけがいいとこに行けばいいと
さういのりはしなかつたとおもひます

M-9

（後略）

ブドリは受話器を置いて耳をすましました。雲の海はあっちでも

( 詩 ,120-121,「青森挽歌」)

こっちでもぶつぶつぶつぶつ呟いているのです。よく気をつけて聞
くとやっぱりそれはきれぎれの雷の音でした。(246)

M-14
わたくしが疲れてそこに睡りますと、ざあざあ吹いてゐた風が、だ

M-10

んだん人のことばにきこえ、やがてそれは、いま北上の山の方や、

「ね、お前たちは何がそんなにかなしいの。」と野ばらの木にたずね

野原に行はれてゐた鹿踊りの、ほんたうの精神を語りました。
（鹿）

ました。
野ばらは赤い光の点々を王子の顔に反射させながら

M-15

「今云った通りです。十力の金剛石がまだ来ないのです。」( ポ , 59)

この森がいつごろどうしてできたのか、どうしてこんな奇体《きた
い》な名前がついたのか、それをいちばんはじめから、すっかり知っ
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ているものは、
おれ一人だと黒坂森のまんなかの巨《おお》きな巌《い
わ》が、ある日、威張《いば》ってこのおはなしをわたくしに聞か
せました。
（狼）

「誰《たれ》だ。畜生《ちくしょう》、そんなこと云うやつは誰だ。」
と盗森は咆《ほ》えました。
「黒坂森だ。」と、みんなも負けずに叫びました。
「あいつの云うことはてんであてにならん。ならん。ならん。なら

M-16

んぞ。畜生。」と盗森はどなりました。

けれども森にはまだ名前もなく、めいめい勝手に、おれはおれだと

みんなももっともだと思ったり、恐《おそ》ろしくなったりしてお

思っているだけでした。（狼）

互《たがい》に顔を見合せて逃げ出そうとしました。
すると俄《にわか》に頭の上で、

M-17

「いやいや、それはならん。」というはっきりした厳《おごそ》かな

「ここへ畑起してもいいかあ。」

声がしました。

「いいぞお。
」森が一斉《いっせい》にこたえました。

見るとそれは、銀の冠《かんむり》をかぶった岩手山でした。盗森

みんなは又《また》叫びました。
「ここに家建ててもいいかあ。」
「ようし。
」森は一ぺんにこたえました。
みんなはまた声をそろえてたずねました。

の黒い男は、頭をかかえて地に倒《たお》れました。
岩手山はしずかに云いました。
「ぬすとはたしかに盗森に相違《そうい》ない。おれはあけがた、
東の空のひかりと、西の月のあかりとで、たしかにそれを見届けた。

「ここで火たいてもいいかあ。」

しかしみんなももう帰ってよかろう。粟《あわ》はきっと返させよ

「いいぞお。
」森は一ぺんにこたえました。

う。だから悪く思わんで置け。一体盗森は、じぶんで粟餅《あわもち》

みんなはまた叫びました。

をこさえて見たくてたまらなかったのだ。それで粟も盗んで来たの

「すこし木《きい》貰《もら》ってもいいかあ。」

だ。はっはっは。」

「ようし。
」森は一斉にこたえました。（狼）

そして岩手山は、またすましてそらを向きました。男はもうその辺
に見えませんでした。（狼）

M-18
その人たちのために、森は冬のあいだ、一生懸命《いっしょうけん

M-22

めい》
、北からの風を防いでやりました。（狼）

しかしその粟餅も、時節がら、ずいぶん小さくなったが、これも
どうも仕方がないと、黒坂森のまん中のまっくろな巨《おお》きな
巌《いわ》がおしまいに云っていました。（狼）

M-19
そこでみんなは、てんでにすきな方へ向いて、一緒《いっしょ》
に叫びました。

m-1

「たれか童《わらし》ゃど知らないか。」

空がまっ白に光って、ぐるぐる廻り、そのこちらを薄い鼠色の雲が、

「しらない」と森は一斉にこたえました。

速く速く走っています。そしてカンカン鳴っています。( 風 ,277)

「そんだらさがしに行くぞお。」とみんなはまた叫びました。
「来お。
」と森は一斉にこたえました。

m-2

「おらの道具知らないかあ。」

空が光ってキインキインと鳴っています。（風 ,280）

「知らないぞお。
」と森は一ぺんにこたえました。
「さがしに行くぞお。
」とみんなは叫びました。

m-3

「来お。
」と森は一斉に答えました。

空が旗のようにぱたぱた光って翻り、火花がパチパチパチッと燃え

「おらの粟知らないかあ。」

ました。（風 ,280）

「知らないぞお。
」森は一ぺんにこたえました。
「さがしに行くぞ。
」とみんなは叫びました。

m-4

「来お。
」と森は一斉《いっせい》にこたえました。（狼）

一郎は顔いっぱいに冷たい雨の粒を投げつけられ風に着物をもって
行かれそうになりながらだまってその音をききすましじっと空を見

M-20

上げました。

黒坂森は形を出さないで、声だけでこたえました。

すると胸がさらさらと波をたてるように思いました。けれども又
じっとその鳴って吠えてうなってかけて行く風をみていますと今度

「おれはあけ方、まっ黒な大きな足が、空を北へとんで行くのを見た。

は胸がどかどかなってくるのでした。昨日まで丘や野原の空の底に

もう少し北の方へ行って見ろ。」そして粟餅のことなどは、一言も

澄みきってしんとしていた風が今朝夜あけ方俄かに一斉に斯う動き

云わなかったそうです。そして全くその通りだったろうと私も思い

出してどんどんどんどんタスカロラ海床の北のはじをめがけて行く

ます。なぜなら、この森が私へこの話をしたあとで、私は財布《さ

ことを考えますともう一郎は顔がほてり息もはあ、はあ、なって自

いふ》からありっきりの銅貨を七銭《しちせん》出して、お礼にやっ

分までが一緒に空を翔けて行くような気持ちになって胸を一ぱい

たのでしたが、この森は仲々受け取りませんでした、この位気性が

はって息をふっと吹きました。( 風 , 304-305）

さっぱりとしていますから。（狼）
m-5
M-21

虔十はいつも縄の帯をしめてわらって杜の中や畑の間をゆっくりあ

すると森の奥から、まっくろな手の長い大きな大きな男が出て来て、

るいているのでした。雨の中の青い薮を見てはよろこんで目をパチ

まるでさけるような声で云いました。

パチさせ青ぞらをどこまでも翔けて行く鷹を見付けてははねあがっ

「何だと。おれをぬすとだと。そう云うやつは、みんなたたき潰《つ
ぶ》してやるぞ。ぜんたい何の証拠《しょうこ》があるんだ。」
「証人がある。証人がある。」とみんなはこたえました。

て手をたたいてみんなに知らせました。（中略）風がどうと吹いて
ぶなの葉がチラチラ光るときなどは虔十はうれしくてうれしくてひ
とりでに笑えて仕方ないのを、無理やり大きく口をあき、はあはあ

34

息だけついてごまかしながらいつまでもいつまでもそのぶなの木を

m-10

見上げて立っているのでした。時にはその大きくあいた口の横わき

わたくしはずいぶんすばやく汽車からおりた

をさも痒いよなふりをして指でこすりながらはあはあ息だけで笑い

そのために雲がぎらつとひかつたくらいだ。( 詩 , 53, 春と修羅 )

ました。
（風 , 175）
m-11
m-6

けふのうちに

虔十は一ぺんにあんまりがらんとなったのでなんだか気持ちが悪く

とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ

て胸が痛いように思いました。( 風 ,179)

みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
（あめゆじゆとてちてけんじや）

m-7

うすあかくいつさう陰惨な雲から

虔十は口を大きくあけてはあはあ息をつきからだからは雨の中に湯
気を立てながらいつまでもいつまでもそこに立っているのでした。
( 風 ,180)

みぞれはびちよびちよふつてくる
（あめゆじゆとてちてけんじや）
後略
(91, 詩 ,「永訣の朝」)

m-8
その木の下で、一人の子供の影が、桐の向うのお日様をじっとなが
めて立っていました。( ポ , 44)
m-9
じっと外を見ている若者の唇は笑うように又泣くようにかすかにう
ごきました。それは何か月に話し掛けているかとも思われたのです。
( ポ ,260)
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I-1

i-1

どっちが良い悪いではなく、古い物の宿命のようなものである。

私は仏画をいろいろと見ているが、古い新しいにかかわらず、ある

古い物の過去の生き方で骨董と生活骨董は分かれる。（男）・・・

見方を信じている。それは、私が「仏様をみる」のではなく、
「仏様

(「生活骨董」と「美術骨董」の分類について）

が私をみてくださる」という感触である。( 骨 , 132)

I-2

i-2

店に入って来ると、店主は、脚がどの程度この道の経験者であ

売った先々での扱い方にまで、気がいくような時がある。時々は見

るかが、瞬時に判断る。（中略）慣れている脚ほど、店に入ると、

つめられているのだろうか？ たまには、ほこりを払ってもらってい

「見せてください」と言う。このひと言は、主人に言うのではな

るのだろうか？ 箱に入って放りっぱなしの十字架も寂しいものだろ

い。百年を経ても生き続けてきた ” 物 “ に言うひと言だと、私は、

う。( 骨 , 135)

思っている。( 男）
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N-1

n-1

「そんなことしたら、ヒノキが泣きよります。」

「古代の釘はねっとりしとる。これが鎌倉あたりから次第にカサカ

・・・法輪寺三重塔再建で竹島卓一教授が鉄骨補強を唱えた時の反

カして、近世以降のはちゃらちゃらした釘になる。」

論

「宮大工の棟梁・西岡常一

口伝の重み」p.158

西岡・青山「斑鳩の匠 宮大工三代」まえがき
n-2
N-2

「（寺社建築で）一番悪いのは日光東照宮です。装飾のかたまりで…

「力で切るんじゃなしに、ノコギリで切るということ、よういわれ

芸者さんです。細い体にベラベラかんざしつけて、打ち掛けつけて、

ますわ。

ぽっくりはいて、押したらこける…」

力入れて切ったらあかんちゅうて、ノコギリ自身が、おれはこんだ

西岡常一「木に学べ 法隆寺・薬師寺の美」p.22

けしかよう切らんというのをまず知ってやることですわ。」
西岡・青山「斑鳩の匠 宮大工三代」p.244

n-3「そうすれば、道具は、頭で思ったことが手に伝わって道具が
肉体の一部のようになるという事や。わたしらにとって、道具は自

N-3

分の肉体の先端や。」

「木というやつはえらいですがな、泰然として台風が来るなら来い、
雷落ちるなら落ちよ。自然の猛威を受けて二千年のいのちがありま
すねん。そういうこと考えると神様ですがな」
山崎佑次「宮大工西岡常一の遺言」p.81
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西岡常一「木に学べ 法隆寺・薬師寺の美」p.33
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H-1

H-8

むらがって

渡良瀬川はその中をきままにうねりながら流れている (65)

咲いていると
楽しそうで

H-9

ひとつひとつの

くしゃみもせず、寝がえりもうたずに静かに横たわっていてくれる

花は淋しい顔をしている

自然の腋の下で、人々が平和に暮らしている。

おまえも人間に
似ているなあ

らん , 1978

H-10
言葉でいうよりも、庭に出れば茶色くなったがくあじさいの花が父

H-2

に話しかけてくれるだろうと思ったからである。（中略）あやうく

あおむけに寝たままで、次から次へと人の悪口を言った。右目の隅

父の手をまぬがれた幾本かの細い枝に、うす紫の花が申し訳なさそ

で、桃の花が笑いながら咲いていた (34)

うに咲いている (72-73)

H-3

H-11

いくら見なれた花でも「この花はこういう形をしているんだ」など

おまえを大切に

と先入観をもって描き始めると、花にソッポを向かれてしまう (44)

臭いといわれ

摘んでゆく人がいた

きらわれ者のおまえだったけれど
H-4

道の隅で歩く人の足許を見上げ

竹やぶの葉のささやきを聞きながら、絵を描いていると、午前中は

ひっそりと生きていた

あっという間に終わってしまう (46)

いつかおまえを

必要とする人が

現れるのを待っていたかのように
H-5

おまえの花

ひとつの花のために

白い十字架に似ていた

いくつの葉が

(80) 1980, どくだみ

冬を越したのだろう
冬の風に磨かれた

H-12

椿の葉が

木は自分で

輝いている

動きまわることができない

母のように

神様に与えられたその場所で

輝いている

精一杯

(54) つばき , 1980

許された高さまで

枝を張り

一生懸命 伸びようとしている
H-6

そんな木を

ほんとうのことなら

私は友達のように

多くの言葉は

思っている (88)

いらない

1979, つばき

野の草が
風にゆれるように

H-13

小さなしぐさにも

いつだったか

輝きがある

空をとんでゆくのを見たよ

(60)1980, しおん

(90) たんぽぽ , 1980

H-7

H-14

花は

人間は病気にならなければ

自分の美しさを

百二十五才まで

生きられるんだって （ウッシャ）

知らないから

そうゆうことを

書いた本が売れてるそうだよ （へえー）

美しいのだろうか

だけど

知っているから

あの人たちのことだもの

美しく咲けるの

かえって早死にしちゃうんじゃないかねえ （それもそうだね）

だろうか

そろそろ

(61) 1981, てっせん

そうだねえ

きみたちが

病気がなくなったらさあ

ねようか
春まで

（土の中の会話）
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冬は

からだを酷使して
眠るにかぎるよ

おやすみなさい

୕㐟ீ䛒䜋䜎䜝

✵ࡢ⾲ࢆᨃேࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿ⏨ᛶ
ᗢẸᩥ◊✲ᐙࠉ┿ᐙ
 ᖺ㛫ࠊẖᮅḞࡉࡎὸⲡᑎቃෆ⏺㝰ࢆឡ≟ᩓṌࡋࠊẖ᪥ྠࡌࣥࢢࣝࡢ┿
ࢆࡗ࡚ࣈࣟࢢࡢࡏࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࣈࣟࢢࡣ⭾࡞ᩘࡢ┿ࡀࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 )DFHERRN୕㐟ீ࠶ࡲࢁࠉ
85/KWWSVZZZIDFHERRNFRPDKRPDURVDQ\XWHL"QHZZLQGRZ WUXH
ཧ↷᪥
 ࠶ࡲࢁࡢ⛎ᐦᇶᆅࠉᾉₔ㢼⪃
85/KWWSZZZHGRQHWHGRKLPLWVX
ཧ↷᪥
 ࠶ࡲࢁࢼࢼࡕࡷࢇࡢࠉᮅࡢὸⲡ᪥グ
KWWSZZZHGRQHWHGRGLDU\KWPO
ཧ↷᪥
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ࡢ✵ڦ㛵ᚰᨃே
ࠉ୕㐟ீ࠶ࡲࢁẶࡣ✵ࡢ⾲⌧ᨃேἲࢆ⏝࠸ࡿࡀぢࡽࢀࡓࠋ✵ࡢᵝᏊࡀே㛫ࡢឤ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᮅࡢࠕᙳࠖࠋᐮ࠸ࡢ࡛ᮅ↝ࡅࡶ㐲៖ࡂࡳࠋ ᭶  ᪥  $+
ᮅࡢࠕᙳࠖࠋ㕌Ⰽࡢ✵ᆶࢀ㎸ࡵࡓ㞼ࠊࡌࡽ࠸ࡢⷧ⣚Ⰽࡀࢇࡢࡾᾋࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥  $+

ࠉࢫ࢝ࢶ࣮ࣜࡢ┿ࢆࡓࡃࡉࢇࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᐇ㝿ࡣ⫼ᬒࡢ✵ࢆࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡶ࠶ࡿࠋ)DFHERRN ࡢ୰࡛ࡣࠊ㞼✵
ࡢලྜࡽࠊኳẼࢆணࡋࡓࡾᆅ㟈ࢆணࡋࡼ࠺ࡋࡓࡾࡋ࡚࠾ࡾࠊ✵㧗࠸㛵ᚰࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ
ᙼࡢࢿ࣮࣑ࣥࢢࢭࣥࢫࡢゝⴥࡢ㑅ࡧ᪉ࡣ⊂≉࡛ࠊ✵ࡸ㞼ࡢࡇࢆࠕᙳࠖࡧࠊ㸦ࡑࡇࡣࠕᏘ⠇ࢆឤࡌࡉࡏࡿᚩࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞
ពࡶ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡽࡋ࠸㸧ࢫ࢝ࢶ࣮ࣜࡢ㞼ගࡢ⌧㇟ࡶࡑࢀࡒࢀྡࡍࡿࠋࠕ✵ࡢࢹࣈࠖࠊࠕኳ✵༙ᙳࠖ࡞ࠊఱࡢㄝ᫂ࡶ
࡞ࡃ࠸ࡁ࡞ࡾࡑࡢࡼ࠺࡞࠸㎸ࢇࡔឡ⛠ࢆ࠺ࡢࡣࠊᙼࡀ㢌ࡢ୰࡛࡞ࢇࡶࡑࡢឡ⛠ࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡽࡔࠋࡇࢀࡣࠊ
ᐑἑ㈼ࡢ❺ヰ࡛ࠊࠕᒣࠎࡢࡗࡨࡾ∗ࠖ࡞࠸࠺ឡ⛠ࢆ࠸ࡁ࡞ࡾᕪࡋ㎸ࢇ࡛ࡃࡿࡼ࠺࡞ࣜࢬ࣒ឤ㢮ఝࡍࡿࠋ௨ୗࡢࡽ
ࡶࠊゝⴥ㐟ࡧࡀ┒ࢇ࡞ࡇࡀࢃࡿࠋྠࡌㄞࡳ㐪࠺ឤࡌࡸពࢆᙜ࡚࡚ࡳࡓࡾࠊᑐ㇟ࡢᛶ᱁ࡸ⾲ࢆ࠺ࡀࡗ࡚ឡ⛠ࢆ࠼ࡿ࡞
ࠊ㢌ࡢ୰࡛ࡣ࠸ࡘࡶゝⴥࢆࡇࡡࡃࡾᅇࡍⒷࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
ah-3
駄作・無駄・駄菓子・駄洒落と、冠に付いている “ 駄 ” は、駄目の “ 駄 ” でもあり、駄々をこねた幼稚な子供の冠でもありますね。
大人になって、再び “ 駄 ” に執着するってのも、結構楽しいのかもしれません。(2)
ah-4
金が新年（3）

ڦ㞟Ⓑ
ࠉ࠶ࡲࢁẶࡣ௦ࡢ⸆ࡢ⟽ࠊ࣮࣮࣍ࣟ┳ᯈࠊࢩ࣮ࣝࠊ㠃Ꮚ࡞ࡢ㞟ᐙ࡛࠶ࡾࠊᒎ♧タࢆಶே࡛㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽ
ࡢ㞟≀ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕࢡࢲࣛ࡞࠸ࡶࡢࠖࠕ࢞ࣛࢡࢱࠖឡࢆ㎸ࡵ࡚ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ڦẖ᪥⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿᩓṌ┿ᙳ
ࠉ࠶ࡲࢁẶࡣ㸯㸳ᖺ㛫㸯᪥ࡶḞࡉࡎࠊ᪩ᮅឡ≟ὸⲡᑎࢆᩓṌࡋࠊ⏺㝰ࡢ┿ᙳࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋወጁ࡞ࡇࡣࠊẖᮅྠ
ࡌࣥࢢࣝࡽὸⲡᑎࡸ㞾㛛㏻ࡾࡢ┿ࢆࡾ ࡓ࠼ࡤࠊDK ࡢࡼ࠺࡞㔠ᒓࡢྲྀࡗᡭࡢ┿ ࣈࣟࢢࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ
ࣈࣟࢢࡣẖ᪥᭦᪂ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊෆᐜࡣẖ᪥ࢇྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
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AH-1

ah-1

今朝の「影」
。寒いので朝焼けも遠慮ぎみ。12 月 7 日 , (1)

雨が降ろうが槍が降ろうが、石にかじりついてもあほまろとナナ
ちゃんの朝の散歩は続けているのさ (^̲^)v なんて言ったら偉そうだ

AH-2

けど、１５年間一日も欠かさず（出張の時以外）写真を撮りながら

今朝の「影」
。鈍色の空に垂れ込めた冬雲に、恥じらいの薄紅色が

歩いているのです。, 6 月 12 日 ,(1)

ほんのりと浮かんでいるようでした。12 月 8 日 , (1)
ah-2
AH-3

毎日、写真を撮っていると、犬や猫も嬉しい時には笑顔になる瞬間

（収集してきたホーロー看板や薬の箱について）

があるのですよ。あ、今、絶対に笑ってる！ , 2011 年 5 月 23 日 , (1)

気づかなければ、一生日の目を見なかったガラクタを眺めていると、
一つ一つのモノたちが、あほまろの礎を築いてくれたようにも見え

ah-3

てくるのです。（中略）そんな “ ダサイモノ ” たちに囲まれていると、

駄作・無駄・駄菓子・駄洒落と、冠に付いている “ 駄 ” は、駄目の “ 駄 ”

仕事をリタイアしたあほまろが、再び真剣に取り組める課題を見い

でもあり、駄々をこねた幼稚な子供の冠でもありますね。大人になっ

だしたような喜びでいっぱいです。そんな “ ダサイモノ ” たちの過

て、再び “ 駄 ” に執着するってのも、結構楽しいのかもしれません。(2)

去の栄光をもう一度考えてあげましょう。(2)
ah-4
AH-4

金が新年（3）

メインのマックがご臨終してしまった・・・・。居間、ヤマト宅急
便がマックプロ専用の輸送箱で御出棺、ち〜ん！
今日からしばらく予備機で質素に過ごさざるをえない（涙）。2012
年 11 月 3 日 , (1)

ah-5

13.12.20

13.12.28

13.12.21

13.12.29

13.12.23

13.12.24

13.12.30
45

13.12.31

13.12.25

䝹䜲䝇㻌㻵㻚 䜹䞊䞁
㻸 㼛 㼡 㼕㼟 㻌㻵㻚㻌㻷 㼍㼔㼚
ᘓ⠏ᮦᩱࡢᑐヰ
ࣟࢩᖇᅜ࢚ࢫࢺࢽᆅ᪉ࢧ࣮࣐࣮ࣞᓥฟ㌟ࡢᘓ⠏ᐙ  
ࣞࣥ࢞ヰࡍ࠸࠺ෆᐜࡢㅮ⩏ࠊቨே㛫ࡀヰࡍሙ㠃ࡀ࠶ࡿᩥ❶ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸㤶ᒣኖኵヂ ᘓ⠏ᐙࡢㅮ⩏  ࣝࢫ࣭࣮࢝ࣥ ၿᰴᘧ♫
ཧ⪃ࢧࢺ㸸/RXLV,.DKQWDONVWRDEULFN<RX7XEHཧ↷᪥ 
85/KWWSZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y &<56JFMV
\DW]HU͆(YHQ$%ULFN:DQWV7R%H6RPHWKLQJ/RXLV.DKQཧ↷᪥ 
85/KWWSZZZ\DW]HUFRPORXLVNDKQWKHSRZHURIDUFKLWHFWXUH
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ࠉ࣮࢝ࣥࡣㅮ⩏ࡸᩥ❶ࡢ୰࡛ࠊࣞࣥ࢞ࡸቨᑐヰࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣔࣀࡣࠊゝ࠺ࠊᑾࡃࡍࠊᏲࡿࠊᏳᚰࡉࡏࡿࠊᝒࡋࡴࠊ⣡ᚓࡍࡿࠊ
ពᚿࡀ࠶ࡿࠊᮃࡴࠊ࠸ࡗࡓゝⴥ࡛ࡑࡢឤࡸ▱ᛶࢆ⾲⌧ࡉࢀࠊㄒᑿࡣ᩿ᐃ࡛࠶ࡿࠋࣔࣀࡀ㐺ษᢅࢃࢀ࡞࠸ࠊࣔࣀࡣയࡘ࠸ࡓ
ࡾࠊពᆅࢆᙇࡗࡓࡾࡍࡿࠋ
ࠉ௨ୗࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊ࣮࢝ࣥࡣᏛ࡛ࡢㅮ⩏ࡢ୰࡛ࠊࣞࣥ࢞ヰࡋ࡚タィࡍࡿ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡔࠋ

ࡓ࠼ࡤࠊࣞࣥ࢞ࡢࡇࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ྩࡣࣞࣥ࢞ᑜࡡࡿࠋࠕࣞࣥ࢞ࡼࠊ࠺࡞ࡾࡓ࠸㸽ࠖ
ࣞࣥ࢞ࡣゝ࠺ࠋࠕ࣮ࢳࡀ࠸࠸࡛ࠖࠊྩࡣࣞࣥ࢞ゝ࠺ࠊ
ࠕ࡛ࡶࠊ࣮ࢳࡣ㔠ࡀࡿࢇࡔࠋࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࡲࡄࡉࢆ࠺ࡇ࡞ࡽ࡛ࡁࡿࡼࠋ࠺ᛮ࠺㸽ࠖ
ࣞࣥ࢞ࡣゝ࠺ࠋࠕ࣮ࢳࡀ࠸࠸ࠖ㸦Ꮫ⏕ࡢ➗࠸ኌ㸧
ࠕࡇࢀࡀ㔜せ࡞ࢇࡔࠊࡘࡲࡾࠊ⮬ศࡀ࠺ᮦᩱࢆ㈶⨾ KRQRU ࡍࡿࡇࠋࣞࣥ࢞ࢆ㈶⨾ࡋࡓࡓ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࡢࡳࠊࣞࣥ࢞ࢆṇ
ࡋࡃ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᡭࢆᢤ࠸࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ㸦N᪥ᮏㄒヂ➹⪅㸧

ࠉᘓ⠏ᮦᩱࢆ㈶⨾ࡋࠊࡑࡢពᚿࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇࡀタィ࠾࠸࡚㔜せࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡣ࠸࠼ࠊ㈶⨾ࡍࡿࡔࡅ࡛ᘓ⠏ᮦᩱࢆṇࡋࡃ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋၥࡋ࡚ࡣࠊࣔࣀࡢពぢࡸឤࡣࠊࡑࢀࢆㄞࡳ
ࡿഃࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࡢᕪࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡔࠋࡑࢀࡓ࠸ࡋ࡚ࠊ࣮࢝ࣥࡣࠕᏑᅾࡢពᚿࠖ࠸࠺ほᛕࢆ⏝࠸
࡚⪃࠼ࢆ♧ࡍࠋࣔࣀࡣࡑࢀ⮬㌟ពᚿࢆࡶࡕࠊࡑࡢᛶ㉁ࢆ⾲ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᮦᩱࡢᣢࡘᛶ㉁ࡀឤࡋ࡚⾲ࡉࢀࠊ
ே㛫ࡀࣔࣀࡢឤࢆㄞࡴࡇࡣࠊᛶ㉁ࢆㄞࡴࡇ➼ࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡛࠶ࡿࡽࠊࣔࣀࡢឤࡣே㛫ࡢഃ࡛↓ព㆑Ỵࡵ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࡞ࡃࠊᮦᩱࡣㄡᑐࡋ࡚ࡶྠࡌゝⴥࢆゝ࠺ࡣࡎࡢᏑᅾ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᙼࡀゝ࠸ࡓࡗࡓࡇࡣࠊࡶࡕࢁࢇࠊ⛉Ꮫ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࡓ࠼ࡑࢀࡀ

ࡾᚓࡿࡇࡀࡽ㛵ࢃࡿࡔࡋ࡚ࡶࠊ

ࡑࢀ⮬㌟࡛࠶ࡾࡓ࠸ࡍࡿ⏕ࡢពᚿࡀᏑᅾࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
⣽⳦ࡣ⣽⳦࡞ࡽࢇᮃࡳࠊ
㸦ఱࡽࡢ⚄ࢆࡶ⏽ࢀࡠ⌮⏤ࡼࡗ࡚㸧
ࣂࣛࡣࣂࣛ࡞ࡽࢇᮃࡳࠊ
ேࡣே࡞ࡽࢇᮃࡴ࣭࣭࣭࣭࣭ࠊ
⾲⌧ࡋࡓ࠸ᮃࡴ࣭࣭࣭࣭࣭࠶ࡿᛶ㉁ࢆࠊ
࠶ࡿែᗘࢆࠊ࠶ࡿࡶࡢࢆࠊ
ࡑࢀࡣ࡛ࡣ࡞࠸㸯ࡘࡢ᪉ྥືࡁࠊ
ࡑࢀࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺࡞ᡭẁࢆ⏝ពࡍࡿࡼ࠺ࠊ
⤯࠼ࡎ⮬↛ാࡁࡅ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
⾲⌧ࢆồࡵࡿࡇࡢ೧࡞ពᚿࢆࠊ⛉Ꮫ⪅࡛࠶ࡿࢯ࣮ࢡ༤ኈࡶឤࡌ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ .
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K-1

すなわち人は、魂の脅威を表現せずにはいられないものであり

“ If you think of Brick, for instance, you say to Brick, ʻWhat do you

それが表現を求めるのです。（8-10）

want, Brick?ʼ And brick says to you, ʻI like an archʼ And, if you say
to brick, ʻ Look, arches are expensive, and I can use a concrete lintel

K-3

over you. What do you think of that, Brick?ʼ Brick says, ʻI like an

岩の中には岩の記録があります。

archʼ”[laughter of students]“and, itʼs important, you see, that you

人の中には、その人がいかにつくられたかの記録があります。(11)

honor the material that you use.[..] You can only do it if you honor
the brick and glorify the brick instead of shortchanging it.”・・・大

K-4

学の講義において

ソーク生物学研究所の場合では
ソーク博士が私の事務所にやってきて、

たとえば、レンガのことを考えてみよう。君はレンガに尋ねる。「レ

私に研究所を建ててくれと依頼したのですが、

ンガよ、どうなりたい？」レンガは言う。「アーチがいい」で、君

企画プログラムは至って単純でした。

はレンガに言う、

彼は、「ペンシルバニア大学の医学研究棟では、

「でも、アーチは金がかかるんだ。コンクリートのまぐさを使うこ

面積はどのくらいになっていますか」とたずね、

とならできるよ。どう思う？」レンガは言う。「アーチがいい」（学

私は、一〇万平方フィートですと答えました。

生の笑い声）

すると彼は言いました。「ひとつだけ、

「これが重要なんだ、つまり、自分が使う材料を賛美 (honor) するこ

どうしても実現したいことがあるんです。

と。レンガを賛美したたえることによってのみ、レンガを正しく扱

私は、ピカソを研究所に招待したいんだ。」

うことができる。手を抜いてはいけない。（日本語訳筆者）

彼が言いたかったことは、もちろん、科学においても、
たとえそれが測り得ることがらに関わる仕事だとしても、

K-2
「壁は、人間に尽くしてきました。
その厚さと、強さによって

それ自身でありたいとする生命の意志が存在する、ということです。
細菌は細菌にならんと望み、
（何らかの神をも畏れぬ理由によって）

壁は人間を災難から守ってきたのです。

バラはバラにならんと望み、

しかし、やがて、外を見たい、という願いが出てきて

人は人にならんと望む・・・・・、

人間は壁に穴を開けました

表現したいと望む・・・・・ある性質を、

壁は悲しんで言いました。

ある態度を、あるものを、

「君は僕に対して何てことをするんだ。

それは他ではない１つの方向に動き、

僕は君を守ってきてやったじゃないか、君を安心させてきたじゃな

それが可能になるような手段を用意するように、

いか。

絶えず自然に働きかけてきました。

それなのに君は、僕に穴をあけるなんて。」

表現を求めるこの偉大な意志を、科学者であるソーク博士も感じて

人間は言った、
「だけど、僕は外を見たいんだ。」

いたのです。

「僕はすばらしいものを知っている、

他の知的活動から、心地よく切り離されている科学者に取っても、

だから外を見たいんだ。」

はかり得ないものの存在は、何にも増して必要なのであり、

壁は、それでとても悲しかった。

それこそ、芸術の世界なのです。(24-26)

やがて人は、ただ壁に穴を開けるのではなくて、
もっとはっきりした開口をつくり出した。
立派な石で縁取りして

宇宙船のデザインに関して

そしてその開口部の上に眉石をのせた。

K-5

それでようやく、壁は納得した。

今とはまったく違ったように見えるものをつくりたいと熱中してい
る人達がいます。しかしそのような機会はないでしょう。いや、機

壁を作る秩序から

会がないというよりは、宇宙を浮遊するそのようなものをつくり出

開口部を持つ壁を作る秩序が生み出されます。

す、存在の意志、が存在していないからです。(p.46)

そしてそこから、柱が生まれてきます。
それはひとつの自発的な秩序であって、
開口部というものをつくり出し、
又同時に、開口部ではないものをつくり出します。
このようにして、開口部のリズムは、壁自身によって決定されるの
です。
すなわちそれはもはや壁ではなく
一連の柱と開口部となるのです。
このような生成は、自然の中から生まれることは決してありません。
それは、神秘的な感覚の内から生まれ出ます。
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䜶䝸䜹 䞉 䜶 䝑 䝣 䜵 䝹
㻱㼞㼕㼏㼍 㻌 㻱㼕 㼒 㼒 㼑 㼘
࢚ࢵࣇ࢙ࣝሪ⤖፧
࢚࣭࢚ࣜ࢝ࢵࣇ࢙ࣝ  ࡣ࣓ࣜ࢝ࡢᑐ≀ᛶឡ⪅ࠋࡶ⡿㌷ර࡛࣮ࢳ࢙࣮ࣜࡢୡ⏺ⓗ
㑅ᡭࠋ࢚ࢵࣇ࢙ࣝሪ⤖፧ࡋࠊṇᘧᛶࢆ࢚ࢵࣇ࢙ࣝኚ࠼ࡿࠋ ࠥ  ࡲ࡛᪥ᮏᅾࠋ
ᑐ≀ᛶឡ⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࠾࠸࡚ࢫ࣏࣮ࢡࢫࣃ࣮ࢯࣥࡢᙺࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ79 ࡞࣓ࢹ
ฟ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ↷ࢧࢺ㸸
 2%-(&706(;8$/,7<,QWHUQDWLRQDOHཧ↷᪥ 
85/KWWSREMHFWXPVH[XDOLW\RUJ
 (ULFD (LIIHO͆0DUULHG͇ WR WKH (LIIHO 7RZHU" 85/ KWWSREMHFWXPVH[XDOLW\
RUJ
 :20$1:,7+2%-(&76)(7,6+0$55,(6(,))(/72:(5ཧ↷᪥ 
85/ KWWSZZZWHOHJUDSKFRXNQHZVQHZVWRSLFVKRZDERXWWKDW:RPDQZLWK
REMHFWVIHWLVKPDUULHV(LIIHO7RZHUKWPO
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䜶䝸䜹 䞉 䜶䝑䝣䜵䝹ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࠉ࢚࣭࢚ࣜ࢝ࢵࣇ࢙ࣝࡣ࢚ࢵࣇ࢙ࣝሪࡸ㕲ᶫࡢឡࡢὶࢆᣢࡕࠊࡇࢀࡽࡢࣔࣀࡢឡࢆ㈶⨾ࡍࡿࡓࡵ࢚ࢵࣇ࢙ࣝሪ⤖፧ࡋࡓࠋ
ᐇ㝿ࡣጣࢆ࢜ࣇࢩ࢚ࣕࣝࢵࣇ࢙ࣝᨵྡࡋࠊ⬚࢚ࢵࣇ࢙ࣝሪࡢࢱࢺ࣮ࢆධࢀࡓࡀࠊ⤖፧ࡣṇᘧࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᙼዪ
ᑐ㇟ࡢࣔࣀࡢὶࡣ┦ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢭࢡࢩࣗࣝ࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࠋ

ڦᑐ≀ᛶឡ⪅ࡢ୍⯡ⓗ࡞ᛶ㉁
ࠉ࢚ࢵࣇ࢙ࣝࡣࡣᑐ≀ᛶឡ⪅ࡢ㸯ே࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᑐ≀ᛶឡ

࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢱ࣒࣭ࢭࢡࢩࣗࣜࢸ

ࡣࠊᛶⓗᣦྥ 6H[XDO RULHQWDWLRQ ࡢࡦࡘ࡛ࠊᛶⓗ࡞ḧồࡀே㛫࡛࡞ࡃ

↓⏕≀ྥ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᑐ≀ᛶឡ⪅ࡽࡢ͆RULHQWDWLRQ͇ࡢㄒࡢᐃ⩏ࡣࠕಙᛕࡸឤࠊ౯್ほࢆྵࡴ」㞧࡞⢭⚄≧ែࠊ≉ᐃࡢ⾜Ⅽࢆࡿᛶ㉁࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ே㛫ྠኈࡢ⾜Ⅽࡑࢀ⮬యࢆពࡍࡿࡶࡢࡣⱝᖸ␗࡞ࡿࠋࣔࣀᑐࡍࡿឡࡣ㧗࠸ࣞ࣋ࣝ㐩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᗂ࠸㡭ࡽ
ࡑࡢᛶ㉁ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓᙇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑐ≀ᛶឡ⪅ࡢᛶࡢ┠ぬࡵࡣ୍⯡ⓗ࡞ᛶࡢ┠ぬࡵྠࡌࡼ࠺ᛮᮇጞࡲࡾࠊࡑࡢ⤒㐣
ࡣᙼࡽࡗ࡚ࡣ⮬↛࡞ࡇឤࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠉබඹᘓ⠏≀ࢆឡࡢᑐ㇟ࡍࡿᑐ≀ᛶឡ⪅ࡗ࡚ࠊࡑࡢ㛵ಀࡣ㐲㊥㞳ᜊឡࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᐃᮇⓗᑐ㇟ࡢࡓࡵാࡃࠊࡑࡢ
ࡲࢃࡾ࡛ാࡃ࡞ࡢᶵᲔࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤࠊ㛵ಀࢆ῝ࡵࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࡿࠋࡇࡢᅔ㞴ࢆࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࠊᙼࡽࡢከࡃࡣᶍᆺࢆࡘ
ࡃࡿᡭධࢀࡿࡍࡿࠋࡇࢀࢆே㛫ྠኈࡢᜊឡ࡛ࠊᜊேࡽࡶࡽࡗࡓᣦ㍯ࡸࠊᜊேࡢ┿ࢆᣢࡕṌࡃࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡓ࠼ࡿࠋ
ᙼࡽࡣࣔࣀࢆ୍᪉ⓗឡࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣔࣀࡽࡶឡࢆཷࡅྲྀࡿࠋ
ࠉᑐ≀ᛶឡ⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ :HE ࢧࢺࡼࡿࠊୡ⏺ࡣ  ேࡢ࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢱ࣒ࢭࢡࢩࣗࣝࢆ⮬ㄆࡍࡿேࠎࡀ࠸ࡿࠋࡍ࡚
ዪᛶ࡛ࢫ࣮࣌ࣝ࢞ೃ⩌࡛࠶ࡿࠋ 

ڦᑐヰࡢᵝ┦እࡽぢࡓᵝᏊ
ࠉᑐ≀ᛶឡ⪅ࡽࡣᑐ㇟ࡢࣔࣀ㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿ▱㆑ࢆᚓࠊᑐ㇟ࡢᛶ㉁ࢆෆᅾ LQWHUQDOL]H ࡍࡿࡇ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ▱㆑ࡢᙉෆᅾࢆ㐍ࡵࢀࡤ㐍ࡵࡿࠊᑐ㇟ࢆࡼࡾ㩭᫂▱ぬࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୗࡣࠊ࢚࣭࢚ࣜ࢝ࢵ
ࣇ࢙ࣝࡀ⥴ⓗ࡞⧅ࡀࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺㕲ᶫࡢླྀ㏙࡛࠶ࡿࠋ
&UHDNLQJVRXQGVHPDQDWHGIURPWKHFRQWUDFWLQJVWHHODVWKHVXQVHW5HWDLQHGKHDWHVFDSHGLQWRWKHFRROQLJKWDLU
DQGWKHZDUPWKRI.LRZD%ULGJHUHDFKHGLQWRP\KHDUW (
夕陽の中で鉄が縮んでギシギシという音を発散させた。溜まった熱が冷たい夜の空気の中に逃げてゆき、キオワ橋の温もりが私
の心に伝わって (reach) きた。（日本語訳筆者）

ڦぶᐦࡉࠊᛶࠊ࢚ࢡࢫࢱࢩ࣮
ࠉᑐ≀ᛶឡ⪅ࡽࡗ࡚͆6H[XDOLW\͇ࡣࠊ㌟యࡢ≀⌮ⓗ᥋ゐࢆᚲࡎࡋࡶᚲせࡋ࡞࠸ࠋᐁ⬟ VHQVXDOLW\ ࠊぶᐦࡉ LQWLPDF\ ࠸ࡗ
ࡓゝⴥࡀᚲࡎࡋࡶ⫗య㛵ಀࢆពࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ͆6H[XDOLW\͇࠸࠺༢ㄒࢆ⢭⚄ⓗ࡞ព࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢグ㏙ࡣูࡢᑐ≀ᛶ
ឡ⪅ࡢリ࡛࠶ࡿࠋ

(QWHULQJ<RXUP\VWHULRXVUHDOPRIHQGOHVVEOLVVDQGGD]]OLQJKHLJKWV
7KHUHZKHUH,FDQEHZLWK\RX
-XVW㸛RZLQJ㸛RZLQJDQGJLYLQJ\RXP\KHDUWP\VRXO
26
あなたの神秘の王国へ、終わりの無い祝福と目眩のする高み
その場所で、私はあなたといっしょにいられる
ただ、たゆたい・・・・私の心を、魂をあなたに捧げる
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͆ࡐ࡞ڦ6H[XDOLW\͇࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡓࡾࠊ⤖፧ࡋࡓࡾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ㸽
ࠉࣔࣀᛶⓗᣦྥࢆྥࡅࡿゝࡗࡓࡾ⤖፧ࡋࡓࡾࡍࢀࡤࠊዲወᚰࡢ┠࡛ぢࡽࢀࡿࡢࡣᙜ↛ࡔࠋࡶࢃࡽࡎࠊᑐ≀ᛶឡ⪅ࡽࡣ
͆6H[XDOLW\͇࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡘ࡙ࡅࡿࠋࡑࢀࡣࠊᑐ≀ᛶឡ⪅ࡢෆ㠃ࡢ≧ែࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢࡢㄒࡀᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࡽࡔࠋᑐ≀ᛶ
ឡ⪅ࡽࡀࣔࣀࢭࢡࢩࣗࣝ࡞㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣෆ㠃ⓗࡣᐇ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ⌧ᐇୡ⏺࡛ࡢᐇࡼࡾ㩭᫂࡞య㦂࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ⤖፧ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣ➨୍⩏ⓗࡣ⢭⚄ⓗ࡞ពࡀ࠶ࡿࠋྠᛶឡࡢ࢝ࢵࣉࣝࡶࠊᏊ౪ࡀᣢ࡚࡞࠸ࡋ࡚ࡶ⤖፧ࢆᮃࡴࡢࡣࠊ
ᑐ㇟୍ᖏ࡞ࡾࡓ࠸ゝ࠺㢪ᮃࡢ⌧ࢀࡔࠋ

ڦ⢭⚄⌮Ꮫⓗゎ㔘
ᑐ≀ᛶឡࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⢭⚄⌮Ꮫⓗゎ㔘ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣮࣌ࣝ࢞ೃ⩌ࡢ⤖ࡧࡘࡅࡸࠊࢺ࣐ࣛ࢘ࡸ₯ᅾⓗ㢪ᮃ
⌮⏤ࢆ⨨ࡃࣇࣟࢺᚰ⌮Ꮫⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࢫ࣮࣌ࣝ࢞ೃ⩌ࡋ࡚ࡶࣇࣟࢺᚰ⌮Ꮫࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ≧ࡣᵝࠎ࡞ࡶ
ࡢࡀ࠶ࡾࠊࡍ࡚ࡢࢃࡽ࡞࠸ࡇࢆࢫ࣮࣌ࣝ࢞ࣄࢫࢸ࣮ࣜࡲࡵ࡚࠸ࡿࡍࡂ࡞࠸ࠋ
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E-1
Her first infatuation was with Lance, a bow that helped her to

壁と同胞なのです。いろいろな意味で、私はベルリンの壁なのです。
（日本語訳筆者）

become a world-class archer, she is fond of the Berlin Wall and
she claims to have a physical relationship with a piece of fence she

E-6

keeps in her bedroom. (3)

My life has been very rich and I have achieved many personal goals

彼女が初めて夢中になったのは世界級の選手になるまで用いていた

empowered by the loving connection I have with what are otherwise

弓矢であった。彼女はベルリンの壁が好きで、ベッドルームで補完

known as inanimate objects.(2)

している壁の一部分と身体的な関係 (relationship) があると主張す

私の人生は豊かでありましたし、他の人には命を持っていないと思

る。
（日本語訳筆者）

われているモノたちとの愛情関係から力を得ながら、個人的な目標
をいくつも達成してきました。（日本語訳筆者）

E-2
Creaking sounds emanated from the contracting steel as the sun

OS-1

set. Retained heat escaped into the cool night air and the warmth of

Entering Your mysterious realm of endless bliss and dazzling heights

Kiowa Bridge reached into my heart. (2)

There, where I can be with you

夕陽の中で鉄が縮んでギシギシという音を発散させた。溜まった熱

Just ﬂowing... ﬂowing and giving you my heart, my soul

が冷たい夜の空気の中に逃げてゆき、キオワ橋の温もりが私の心に
伝わって (reach) きた。（日本語訳筆者）

(1),My Ode to the Magic Being Expressed by Eva K. from The
Netherlands, 2005

E-3
Nonetheless, I felt connected to the world's Bridges as if they were

あなたの神秘の王国へ、終わりの無い祝福と目眩のする高み

one entity but showing themselves in diﬀerent ways. Everywhere I

その場所で、私はあなたといっしょにいられる

went, they were there, with me always… aesthetically beautiful to

ただ、たゆたい・・・・私の心を、魂をあなたに捧げる

the world but radiating endurance under extreme forces to me. (2)
それにもかかわらず、私は世界の橋と繋がっていると感じた。それ
らがひとつの存在でありながら、別の形で現れているかのように。

（日本語訳筆者）
魔法の存在に捧げる私の頌歌 , エヴァ .K, オランダ , 2005

どこに行っても、彼らはそこにいた、私とともに。世界に対して、
美的にすぐれ、しかし極度の力の下で、私に耐久力を放射しながら。
（日本語訳筆者）

OS-2
But through my life-time I have learned that an object has got a soul.
(snip) When something touches your body, it must have a body too.

E-4

When something touches your soul, it must have a soul.(snip) You

When I "married" the monumental structure, it was simply to honor

can touch any steel or stone and think it is nice, but it never will be

my love for Bridges as La Tour Eiﬀel was dubbed the “Sheppardess

the steel of the machine or the stone of the wall you are in love with.

of the Bridges” and engineered by one of the world's greatest Bridge

That what gives you this special, intense feeling and belonging to

engineers, Gustave Eiﬀel. (2)

your object is its soul and your soul.

私がそのモニュメントと “ 結婚 ” したこと、それは単純に私の橋た

(1), The Thing with the Soul" Expressed by Rudi in Germany

ちへの愛に栄誉を与えるためでした。エッフェル塔は “ 橋たちのシェ

しかし、私は人生を通して、モノには魂があるということを知った。

パーデス ” をダブしており、世界で最も優れたエンジニアの一人で

（中略）なにかが私の身体に触れるならば、それも同じく身体を持っ

あるギュスターヴ・エッフェルに造り出されていたからです。（日

ているはずだ。何かが私の魂に触れるならば、それにも魂があるは

本語訳筆者）

ずだ。（中略）私が触ることのできるどんな鉄あるいは石、それら
をすてきだと思うことがあっても、それらは私が愛している鉄や機

E-5

械や石と同じではない。私のモノに対するこの特別な強烈な感情と

It is also true that I have a longstanding relationship with the Berlin

繋がりをつくるのは、それの魂と私の魂なのだ。

Wall. (snip) My feelings and expressions for the old communist icon

(1),（日本語訳筆者）, 魂を持つモノ , ルディ , ドイツ

have been transitory since I was 16. Even so, I still have a deeprooted love and non-political connection with the remains of the
Berlin Wall. And for a variety of reasons, that I do not anticipate

OS-3

comprehension, I relate to the Berliner Mauer as a kindred spirit of

She explained that she feels an affinity with the wall: "I am the

abuse and survival thereof. In many ways… I am the Berlin Wall.(2)

Berlin Wall. Hate me, try to break me apart, but I will still be here,

ベルリンの壁とも長く関係を持っているのも事実です。（中略）こ

standing."(about Eija-Riitta) (1)

の古い社会主義のアイコンに対する私の気持ちと感情は十六歳から

彼女は壁と一体感を感じる、と彼女は説明する。「私はベルリンの

の一時的なものですが、たとえそうでも、私は根深い愛と政治的な

壁なのです。私を憎んで、そして壊してください。それでも、私ま

ものでない繋がりを、ベルリンの壁の残骸に対して持っています。

だここにいて、ここで立っています」（エイジャ - リータについて）

そして、さまざまな理由から、私は理解されることを期待してはい

(1),（日本語訳筆者）

ません。私は酷使 (abuse) と生命力 (survival) のために、ベルリンの
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C-1
Puisque la Nature veut faire la sculpture, moi je ferai la maçonnerie

Rapelle toi que

et l'architecture»

vouloir cʼest

「私は自分に言った。自然が彫刻をしたがっているのだから、私は

pouvoir

レンガを積み建築をやろう」
(128) 日本語訳筆者
彼の作品は終えられた今、
C-2

彼は労働の平穏を享受している。

AU CHAMP DU LABEUR

そして彼の家で！

JʼATTENDS MON VAINQUEUR

光栄にも席を占めている

この私は、彼のつましい友人は

宮殿の創造者
La bouette légendaire
Entrée de la niche

このモニュメントはとある百姓の作品だ
為せば成る、とあなたに呼びかける

労苦の畑
私は私の征服者を待つ

(284 左 ), 手押し車の壁龕の中 , 日本語訳筆者

伝説の手押し車
壁龕の入口

C-5

(284 左 ), 日本語訳筆者

Ton palais
né dʼun rêve

C-3

nous tes outils compagnons

Je suis la ﬁdèle compagne

travaille dʼun

Du travailleur intelligent

seul homme

qui chaque jour dans sa campagne
Cherchait son petit contingent

Et témoins de tes peine

私は賢明なはたらき者の

De siècles en

忠実な友

siècles

毎日、彼の野良仕事の中で
小さな分け前を探す

que toi seul a bâti ce temple de
Merveilles

(284 左 ), 手押し車の壁龕の中 , 日本語訳筆者
Moi sa brouette
C-4

Jʼai eu cet honneur !

maintenant

Dʼavoir été 27 ans

son œuvre

Sa compagne de

est

labeur .

ﬁnie

Lʼauteur du palais

il jouit en
paix de son

Aides toi

labeur

le ciel

et chez lui ! moi

Tʼaidera

son humble

Ma compagne de peine.

a,ie
Jʼoccupe la place dʼhonneur

あなたの夢から生まれた宮殿

Lʼacteur du palais

私たち、仕事道具はあなたに連れ添う
そして代々、あなたの痛みの目撃者となる

Nous redirons aux
gènèrations nouvelles

あなたは一人でこの驚異の寺院を築いた。
あなたの手押し車である私、

Ce monument

私はその名誉を受け取った！

est lʼœuvre

27 年間、彼の労役を連れ添った。

dʼun

宮殿の創造者

paysan
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わたしはあなたを助け

夏のような冬

天はあなたを助ける

私が歩む夜と昼

わが労苦の友

私は平野と丘を歩き回る
そして小川を

(284 左 ), 手押し車の壁龕の中 , 日本語訳筆者

固い石を運ぶために

C-6

自然による彫刻

Au chant de lʼalouette le matin

割当を支払ったのは私の背

avec ma ﬁdèle brouette je parcourais

私は死をものともとしない

le chemin
Jʼapprends à tout Âge

夜の夕べは閉ざされる

quʼen se montrant persévérant

人が休息をとる間に

laborieux rempli de courage !

私は宮殿の仕事にとりかかる

on arrive à tout sûrement

だれも知ることの無いであろう痛みの宮殿に

朝のヒバリの歌の中に

(284 中 ), 三人の巨人の後ろ、

私と道を歩き回る、忠実な手押し車とともに
私はいつのときも学ぶ
粘り強く登ることによって

c-2

勇気に満ちた働き！

TRAVAIL

かならずや到達する

DʼUN SEUL HOMME

(285), 牡鹿の洞窟

UN

左側 , 日本語訳筆者

GÉNIE

BIEN FAISANT
c-1

MA TIRÉ

Derrière les trois géants, lʼaccès au tombeau

DU NÉANT

druide-temple indou, inscriptions des niches(2)
Septembre 1897

TRAVAIL
DE NÉANT

Nul nʼéchappe à sa destinée
pas plus que son corps appartient à la terre

IL MʼA PLACÉ

et lʼâme à lʼéternité

DANS CE PALAIS CHARMANTS

Créature ton créateur seul
tu adorera

OÙ LʼHIRONDELLE
REVIENDRA CHAQUE PRIMTEMPS

Lʼhiver comme lʼété
nuit et jour jʼai marché

CRÉATURE

Jʼai parcouru la plaine et le coteau

VIENT ADMIRÉR

de même que le ruisseau

ICI LA NATURE

Pour apporter la pierre dure
TOUT CE QUE TU VOIS
Ciseler par la nature

PASSANT

Cʼest mon dos qui a payé lʼécot

EST LʼŒUVRE

jʼai tout bravé même la mort

DʼUN PAYSANM

le soir à la nuit close

たった一人の男による仕事

quand le genre humain repose
je travaille à mon palais

一人の天才は

de mes peines nul ne saura jamais.

無からの挑戦を
成し遂げた
彼は私を

1897 年 9 月

この魅惑の宮殿の中に置いた

誰もその運命から逃れられない
体が大地に、魂が永遠性に所属するように

毎春 燕の戻るこの場所に

君の創造主のみを
君は愛する

創造物は
ここに来て自然をあがめる
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et même lʼoutrage du temps ;
ここを通りかかる者が見るのは

Je forçais parfois la nature

一人の百姓の作品

et triomphai des éléments ;

(285, 左 ), 日本語訳筆者

Jʼai vu, jʼai admiré jʼen suis
demeurée saisie de lʼimagination
quʼil a produit dans lʼaccomplissement

c-3

de ce travail de géant qui sera

Dans la niche au cerf :

Inimitable

Ami de la nature

Vaillant

mais de naissance obscure

artiste de ton

ce qui rend le travail dur

œuvre admirable

je lʼai subie sans murmure

Nous garderons
le souvenir durable

Le facteur a donné à lʼhumanité une

Et nous dirons sans

leçon de génie et à fait preuve de

jamais nous lasser ce aue peut

la plus grande énergie, que jamais

lʼhomme par la volonté

lʼhomme a donné et ne donnera
a ses contemporains.

Un admirateur parisien(…)

Devant un tel génie, mon cœur reste

La biche

ébahi Ch. dis-moi comment et pourquoi
tu as pu faire seul tout ce que je vois

熱さに立ち向かい

Jʼai parcouru les mers et de même

そして時間の侮辱に

Jʼai visité lʼunivers. je nʼai rien vu de

私は自然に強いた

si beau et de si ﬁer. jʼai vogué sur lʼonde

私は素材に勝利した

des Tropiques à Londres. Grand génie je le
Proclame la 8e merveille du monde.

私は見、私は感嘆する
私の空想を掴み保ったことに

雄鹿の壁龕のなかに：

それは実現し生み出した
誰にもまねすることのできない巨人の仕事

自然の友
しかし、暗い起源

感嘆すべき作品の

厳しい仕事を返す者

仕事熱心な芸術家

不平も言わず私は被った

私たちはその頑丈な土産物を守り続ける
そして私たちは

郵便屋は人に天才の教訓を与え

自分たちが

活力の証を作った

意志によって

同時代の誰もが与えることのできなかった
そして与えることのできないであろうものを

パリからの崇拝者

そのような天才の前に

牡鹿

私の心臓は休む
ébahi Ch. 教えておくれ

(285 右下 ), 日本語訳筆者

私が今見ているものを
どのようにして

c-5

なぜ君は一人で全て成し遂げたのか

PIEUVRE ANIMAL MARIN

私は海をわたり、世界を旅した

GAULOIS RÉVEILLE

私はこのように美しい、

TOI LE ROMAIN

このように誇り高いものを見たことが無い

A PASSÉPAR LÂ

南国からロンドンまで私は波間をさまよった

LE VENT

偉大な天才、私は

DE LʼÉNERGIE

世界で八番目に素晴らしいと宣言した

MʼA SOUFFLÉ
VOTRE GÉNIE

(285, 中下 ), 日本語訳筆者 ,
c-4

海の生き物、蛸

Bravant la chaleur, la froidure ;

ガリアが目覚める
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君はローマ人
エナジーの風が

LA VIE EST UN OCÉAN DE TEMPÊTES

私に吹きかける

ENTRE LʼENFANT QUI VIENT DE NAITRE

あなたの霊を

ET LE VIEILLARD QUI VA DISPARAÎTRE
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

(286 左 ), 日本語訳筆者
ALLAH et ses jardins de délices
c-6

MOSQUÉE

À droite de la niche du CHALET SUISSE :

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

chercheur et tra-

ENTRÉE DʼUN PALAIS

vailleur infati

IMAGINAIRE

geable avant
de rentrer dans
lʼéternité tu lais

西側 , モスクのペディメント：

seras ici la vrai

1903

gloire

仕事が私の断った１つの栄光、

Pour faire un hom-

栄誉

me : il faut la pa-

私の断った１つの栄誉

tience du saint
et le courage dʼun

とある地方の郵便屋

grand(Un admirateur)
君の作品に見とれ、目がくらむ
スイスの山小屋の壁龕の右側：

謙虚で骨の折れる労働者

疲れを知らぬ

主人を持たず、助けもなくわずかの小石も無い

探求者と労働者

途方も無い宮殿を根気づよく建設する！

真実の栄光がある

名が消え去ることを恐れず

永遠の中に返ることを前にして

天才と意志のモニュメント

一人の男になるために

美的で気まぐれな石

聖人の忍耐力と

挑戦の月日、痛めつけられた手

大男の勇気がなくてはならぬ

その力と威厳の中に立つ

（とある崇拝者）

崇高な手を持つ石工

その記憶を後世に伝える
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

(286 中 ), 日本語訳筆者

人生は
生まれたばかりの赤子と
消え行く老人の間にある

c-7

嵐の海だ

Côté ouest, fronton de la MOSQUÉE :

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

1903
Le travail

アラーとエデンの園

fut

モスク

ma seule gloire
Lʼhonneur

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
空想の宮殿への入口

mon sel honheur
(286 右 ), 日本語訳筆者
un facteur rural
Jʼai contemplé ton œuvre et jʼen reste ébloui
Humble et rude ouvrier, maçon aux mains sublimes
qui sans maître, sans aide et de cailloux inﬁmes
Construisit patient ce palais inouï !
Ne crains pas que ton nom périsse
Monument du génie et de la volonté
les pierres, quʼavec goût assemble ton caprice
Des siècles déﬁeront, la main dévastatrice
Et debout dans leur force et dans leur majesté
Transmettront ta mémoire à la postérité.
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

58

䞂䜯䞊䝆䝙䜰 䞉
䝸䞊 䞉 䝞䞊䝖䞁
㼂㼕㼞㼓㼕㼚㼕㼍㻌㻸㼑㼑㻌㻮㼡㼞㼠㼛㼚
ᐙࡸ㟁㌴ࢆேබࡋࡓ⤮ᮏ
࣓࣐ࣜ࢝ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶᕞฟ㌟ 
⤮ᮏసᐙࠊ⏬ᐙࠊࢹࢨࢼ࣮
ཧ⪃ᩥ⊩㸸
ࣦ࣮ࢪࢽ࣭࣮࣭ࣜࣂ࣮ࢺࣥⴭࠊ࠸ࡋ࠸ࡶࡶࡇヂࠗࡕ࠸ࡉ࠸࠾࠺ࡕ࠘ ᨵ∧  ᒾἼ᭩ᗑ
% ࠥ %
9,5*,1,$/((%85721/,)(6725<+RXJKWRQ0LI㸛LQ+DUFRXUW3XEOLVKLQJ&RPSDQ\
1HZ<RUN %

59

㼂㻚㻌䝞䞊䝖䞁ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࠉࠗࡕ࠸ࡉ࠸࠾࠺ࡕ࠘ࡣࠊ࠶ࡿࠕ࠾࠺ࡕࠖࡢࡲࢃࡾࡢ⎔ቃࡀ⏣⯋ࡽ㒔⛣ࡾኚࢃࡾࠊேࡶఫࡲࢀࡎࡰࢁࡰࢁ࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࡇࢁࢆࠊඖࡢᣢࡕࡢᏊᏞⓎぢࡉࢀࠊ᭥ࡁᒇࢆࡋ࡚⏣⯋ࡶࡿ࠸࠺≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋࠕ࠾࠺ࡕࠖࡢឤ⾜ືࡢ⾲⌧ࡣࠊ࡞
ࡀࡵࡿࠊ࠾ࡶ࠺ࠊࡳ࡚࠸ࡿࠊ࠾ࢁࡃࠊࡍࡁ࡞ࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡁࡀࡍࡿࠊࡺࡵࡳࡿࠊ࠾ࡿࠊࡋࡻࢇࡰࡾࡍࡿࠊࡇࢃࡀࡿࠊ㠃ⓑ
࠸ᛮ࠺ࠊ࡞ࢀࡿࠊ࠺ࢀࡋ࠸ࠊࡗࡇࡾࡍࡿࠊࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࠉ≀ㄒࡢ୰࡛ࠕ࠾࠺ࡕࠖࡣࠊ⏣⯋ࡢ㢼ᬒࡀ⏫ኚࢃࡗ࡚ࡺࡃࡢࢆࠕࡳ࡚࠸ࡿࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⏣⯋ᡠࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࠕࡗࡇࡾࡍࡿࠖ
ࡲࡓࡣࠊᚰࡢ୰࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡇࢆᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠾࠺ࡕࠖࡣᖖኌฟࡉ࡞࠸࡛ࠊឤࢆෆ㠃ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠾࠺ࡕࠖࡣ㢦ࡀ
࡞ࡃࠊࠕࡗࡇࡾࠖ࠸࠺⾲⌧ࡶᩥ❶ࡢ୰࡛ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᨃேࡏࡎࣔࣀ⮬యࡢឤࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡼࡿ࡞ࡿࠊࡕ࠸ࡉ࠸࠾࠺ࡕࡣࠉ࠾᭶ࡉࡲࢆࠉ࡞ࡀࡵࡲࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧࠾࠺ࡕࡣࠉࡋࢆ࡞ࡀࡵࡲࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧ࠕࡲࡕࡗ࡚ࠊ
ࢇ࡞ࠉࡇࢁࡔࢁ࠺ࠋࡲࡕࠉࡍࢇࡔࡽࠊࢇ࡞ࡁࡶࡕࡀࠉࡍࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋࠖࠊࡕ࠸ࡉ࠸࠾࠺ࡕࡣࠊࡑࡢ࠶ࡾࢆࠉࡳ࡞ࡀࡽ
ࠉ࠾ࡶ࠸ࡲࡋࡓࠋ %

ࠕࡇࡇࡀ࠸࠸ࢃࠋࠖࡕ࠸ࡉ࠸࠾࠺ࡕࢆࠉࡓ࡚ࡓࡦࡢࠉࡲࡈࡢࠉࡲࡈࡢࠉࡲࡈࡢࡦࡀࠉ࠸࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕ࠶࠶ࠉࡇࡇࡀ࠸࠸ࠋࠖࡕ࠸ࡉ࠸࠾࠺ࡕࡶࠉࡑ࠺ࠉ࠾ࡶ࠸ࡲࡋࡓࠋ %
% ࡛ࡣࠊࠕ࠾࠺ࡕࠖࡣே㛫ࡢゝⴥᑐᛂࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢᚰࡢ୰ឤࢆᾋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࠕ࠾࠺ࡕࠖࡢࡲࢃࡾࡀ㒔࡞ࡾࠊఫࡴேࡶ࡞ࡃ࡞ࡿࠊ
ࠕ࠾࠺ࡕࠖࡢእࡣởࢀ࡚❆࢞ࣛࢫࡶࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢ≧ែࡣࠊ
ࠕࡋࡻ
ࢇࡰࡾࠖ⾲⌧ࡉࢀࡿࠋࣔࣀࡢእほࡢᵝᏊ࡛ࠊࡑࢀࡀⰋ࠸≧ែ࠺࠸࠺ほⓗ࡞ุ᩿ࢆࠊࠕ࠾࠺ࡕࠖࡢ⪃࠼ࡋ࡚ㄒࢁ࠺
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᏊ౪ྥࡅࡢ⤮ᮏࡣᨃேࡢ⾲⌧ࡀ㢖⦾ࢃࢀࡿࡀࠊᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡋ࡚ࡃࡇࡢ⤮ᮏࢆཧ⪃ࡋࡓࡢ
ࡣࠊࣂ࣮ࢺࣥཎసࡢ⤮ᮏࡣࢇࡀࠊ㟁㌴࡞ࡢࡾ≀ࡀேබ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⾲⌧୍㈏ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࡔࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢ
ேබࡣࠊ≉ᐃࡢே≀ീࢆ⾲㇟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋẕぶࡢࡼ࠺࡛ࡶ࡞ࡃࠊ⪁ேࡢࡼ࠺࡛ࡶ࡞ࡃࠊࠕ࠾࠺ࡕࠖ⮬㌟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶵ㛵㌴⮬㌟ࡋ
࡚ࡑࡢឤࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࣂ࣮ࢺࣥࡣࡢឤࡌ᪉ࡀ㞴ࡋࡃࠊ༢࡞ࡿಟ㎡ࡋ࡚࡛࡞ࡃࣔࣀࡢឤࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡓ
ࡓࡵࠊࡋ࡚⤂࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡓࠋࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠕ࠶࠶ࠖ࡞ࡢឤჃモࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊㄝ᫂ⓗ࡛࡞ࡃࠊ┤ឤⓗ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࠋ

ڦኚᡂᒾሁ✚ᒾࡣ⏕ࡢ୍✀ࡉࢀࡿ
ࠉே㢮ࡢㄌ⏕ࡘ࠸࡚ࡢṔྐࢆࠊ⯙ྎࡢ㐍⾜࡞ࡒࡽ࠼࡚㏣ࡗ࡚ࡺࡃ͆/,)( 6725<͇࠸࠺⤮ᮏ࡛ࡣࠊኚᡂᒾሁ✚ᒾࡢㄌ⏕ࡢሙ
㠃࡛ࠊࡑࢀࡽࡘ࠸࡚ࠕ᭱ࡶྂ࠸⏕ࠖ
ࠕึᮇࡢ⏕ࠖ࠸࠺ࢧࣈࢱࢺࣝࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋཎጞ᳜≀ࡸ࣐ࣥࣔࢫࡢࡼ࠺࡞⏕≀ࡲ࡛ࡶࠊ
ྠࡌ ͇/LIH͇ ࠸࠺ࡇࡤ࡛ࡃࡃࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ㛫⥺ࢆᘬ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢゝ࠸᪉ࡣࠊⱥᅜࡢᆅᏛࡢୡ⏺࡛ࡣ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ

60

㼂㻚㻌䝞䞊䝖䞁䛾ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᢤ䛝ฟ䛧
䈜 㻮㻙㻝 ࠥ 㻝㻝 䛿ᑐ↓⏕≀䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⟠ᡤ

B-1

B-8

よるに なると、ちいさいおうちは
た。（中略）おうちは
て、どんな
ちが
を

お月さまを

ながめまし

はじめのうち、 ひっこしは

ほしをながめました。（中略）「まちっ

ところだろう。まちに

すんだら、どんなきも

すぐになれて、おもしろいと

おもいました。（中略）ちいさいおうちは、もうすこしも

するものだろう。」と、ちいさいおうちは、そのあかり

みながら

こわいと、 ちいさいおうちは

おもいました。でもまた

さ

びしくありませんでした。(37)

おもいました。(4)
B-9

B-2

「ここがいいわ。」ちいさいおうちを

ちいさいおうちは、じっとすわって

みていました。(8)

まごの
「ああ

B-3

まごのひとが

たてたひとの

まごの

いいました。

ここがいい。」ちいさいおうちも

そう

おもいまし

た。(37)

ちいさいおうちは、それを

みな

おかの

うえから

じっ

とみていました。(10)

B-10
こうして、あたらしい

B-4

いおうちは

ある日

いなかの

ていない
うちは

まがりくねったみちを、うまの

くるまが

はしってくるのを

おかのうえに

うれしそうに

おちついて、ちいさ

にっこりしました。(38)

ひっぱっ

みて、 ちいさいお

B-11

おどろきました。(14)

HADEAN EON, INTRODUCING IGNEOUS ROCKS (7)
冥王代の累代、火成岩の紹介

B-5

ARCHEAN EON [Most ancient Life] INTRODUCING

「ここは、もう
おうちは

まちになってしまったのだ。」と、ちいさい

おもいました。でも、まちは

ないような

METAMORPHIC ROCKS (9)

あまりすきになれ

始生代の累代、（最も古い生命）変成岩の紹介

きがしました。(20)

PROTEROZOIC ERA [Early Life] INTRODUCING SEDIMENTARY
ROCKS (11)

B-6

原生代、（初期の生命）堆積岩の紹介

ちいさいおうちは
て

よるには

は、ひなぎくの
かで

まちは

いやだと

いなかのことを
はなや

おもいました。そし

PALEOZOIC ERA [Ancient Life] CAMBRIAN PERIOD (13)

ゆめにみました。いなかで

りんごの木が、月の

古生代、（古代の生命）カンブリア紀

ひかりのな

おどっていました。(30)

B-7
ちいさいおうちは、すっかり
た。ぺんきは
ななめに

してしまいまし

こわれ、よろいどは

はずれて、

さがっていました。ちいさいおうちは、みすぼら

しくなって
かしと

はげ、まどは

しょんぼり

しまったのです・・・・

おなじように

かべや

やねは

む

ちゃんとしているのに。(31)
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እ⾜ࡗ࡚ࠊ࠶ࡢᮌࡸⰼࡸᯝᶞᅬࡸᑠᕝࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡶࡢ▱ࡾྜ࠸࡞ࢀࡤ࠶ࡓࡋࠊዲࡁ࡞ࡽࡎࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡶࡢࠋ
࠸ࡲ࡛ࡉ࠼ࡘࡽ࠸ࡢࠊࡇࡢ࠺࠼ࡘࡽࡃࡋࡓࡃ࡞࠸ࡢࠋእ⾜ࡁࡓࡃࡗ࡚ࡋࡓࡀ࡞࠸ࢇࡔࡅࢀ㹝㹝ࡳࢇ࡞ࡀࠊఱࡶࡶࡀࠗ
ࣥࠊࣥࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡇࢁ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࠋࣥࠊࣥࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡣ㐟ࡧ┦ᡭࡀࡋ࠸ࡢࡼ࠘ࡗ࡚ࢇ࡛ࡿࡼ࠺࡞ࢇࡔࡅ㹝
㹝࡛ࡶ⾜࡞࠸࠺ࡀ࠸࠸ࡢࠋࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡽࡦࡁࡣ࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡞ࡽࠊዲࡁ࡞ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡶࡢࠋࡑ࠺
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⮬ڦศࡀᝒࡋ࠸ࡣࠊ㒊ᒇࡢቨࡶ③ࡳࢆឤࡌࡿ
ே㛫ࡢឤࣔࣀࡢഃࡀᛂࡍࡿ࠸࠺▱ぬࡀࡇࡇ࡛ࡣ⌧ࢀࡿࠋ

࣐ࣜࣛࡀ⾜ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࣥࡣࡳࡓࡉࢀࡠᛮ࠸࡛ࠊࡲࢃࡾࢆぢࡲࢃࡋࡓࠋࡴࡁࡔࡋࡢⓑቨࡣ║ࡀ③ࡃ࡞ࡿⓑࡗࡓࠋቨࡔࡗ
࡚ࠊࡎࡁࡎࡁࡋࡓ③ࡳࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡕࡀ࠸࡞࠸ࠊࣥࡣᛮࡗࡓࠋ 0

ே㛫ࡢឤࡀࣔࣀࡿ࠸࠺▱ぬࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏆⸨࣮࢝࢘ࡀ⾲⌧ࡋࡓࡀࠊయ࠾࠸࡚ࡣᑡ࡞࠸ࠋ

ڦᨃேἲࡀ✺↛ΰࡌࡿ
ࣥࡀࢢ࣮ࣜࣥࢤ࣮ࣈࣝࢬࡢࡲࢃࡾࢆ᥈⣴ࡍࡿ࠸࠺ሙ㠃࡛ࡣࠊࠕⓎぢࡋࡓࠖࠊࠕᴦࡋࢇࡔࠖࠊࠕࡣ࠼࡚࠸ࡓࠖࠊࠕࡗ࡚࠸ࡓࠖࠊ࠸
࠺⾲⌧ΰࡌࡗ࡚ࠊࠕ▱ࡾྜ࠸࡞ࡗࡓࠖࠊࠕ㏆࡙ࡁ࡞ࡗࡓࠖ࠸࠺⾲⌧ࡀΰࡌࡿࠋ
ࡶ࠺ᐙࡢ㏆ࡃࡢᮌࡸࠊ⸈ࡣ㒊㏆࡙ࡁ࡞ࡗࡓࡋࠊࡦ➽ࡢᑠᚄࡀࡾࢇࡈࡢᯝᶞᅬࡢୗࢆ㏻ࡗ࡚ࠊ⣽㛗࠸᳃ࡘ࡙࠸࡚࠸ࡿࡇࡶⓎぢࡋࡓࠋ
㸦୰
␎㸧❑ᆅࡢࡍࡤࡽࡋ࠸Ἠࡶ▱ࡾྜ࠸࡞ࡗࡓࠋ 0
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࠾ࡾࠊᡭሯࡢ⾲⌧㢮ఝࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ

✵ڦୖࡢேࠊ↓⏕≀ࡢྡ
ᑠㄝࡢ୰࡛ࣥࡣࠊ࢞ࣛࢫᡞ࠺ࡘࡿ⮬ศࡢጼࢣࢸ࣭࣮ࣔࣜࢫ࠸࠺ྡࢆࡅ࡚௰ࡼࡃࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠸ࠊࡲࡓࠊ㇂ࡽᖐࡗ࡚
ࡃࡿࡇࡔࡲࣦ࢜ࣞࢵࢱ࠸࠺ྡࢆࡅ࡚ឡࡋ࡚࠸ࡓࠊ㐣ཤࡢ⮬ศࢆ㏙ࡿࠋ 
ࢢ࣮ࣜࣥࢤ࣮ࣈࣝࢬ࡛ࡣࠊ࠶࠾࠸ࡢⰼ࣎ࢽ̿࠸࠺ྡࢆࡘࡅࡿࠋࣔࣀឡ⛠ࢆࡘࡅࡿࡢࡣࠊᡭሯࠊ୕㐟ீ࠶ࡲࢁࡶぢࡽࢀࡿ
ഴྥ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ࠶ࡢࠊࡑ࠺࠸࠺ࢇࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊᑠẕࡉࢇࡀࡘࡅࡓྡ๓ࡼࠋྡ๓ࡘࡅ࡞࠸ࡢ㸽 ࡞ࡽ࠶ࡓࡋࡀࡘࡅ࡚ࡶࡼࡃࡗ࡚㸽 ࠶ࢀ㹝㹝࠼࠼
㹝㹝࣎ࢽ࣮ࡀ࠸࠸ࢃࠊ⚾ࡀࡇࡇ࠸ࡿ㛫ࡔࡅࠊ࠶ࢀࢆ࣎ࢽ࣮ࢇ࡛ࡶ࠸࠸ࡇ㸽㸦୰␎㸧࠶ࡢࡡࠊ࠶ࡓࡋࡣࡓ࠼࠶࠾࠸ࡢⰼ
࡛ࡶ୍ࡘ୍ࡘࣁࣥࢻࣝࡀࡘ࠸࡚ࡿ࠺ࡀዲࡁ࡞ࡢࠋᡭࡀࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡼࡅ࠸ぶࡋ࠸ឤࡌࡀࡍࡿࡢࡼࠊࡓࡔ࠶࠾࠸ࡤࢀࡿࡔ
ࡅࡔࡗࡓࡽࡁࡗ࠶࠾࠸ࡀẼࢆࢃࡿࡃࡍࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࡋࡽࠋᑠẕࡉࢇࡔࡗ࡚࠸ࡘࡶࡓࡔዪࡔࡅࡋࡤࢀ࡞࠸ࡢࡣ࠸ࡸࡔᛮ
࠺ࢃ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 0

࠸ࡋ⨾ڦ㢼ᬒࢆぢࡓࡁࡢᜌᝮឤࡢ⾲⌧
ࠕࡁࢀ࠸㸽࠶ࡽࠊࡁࢀ࠸࡞ࢇ࡚ࡢࡣ࠶ࢀࡨࡗࡓࡾࡍࡿゝⴥࡌࡷ࡞࠸ࢃࠋ⨾ࡋ࠸ࠊ࡛ࡶ࠸ࡅ࡞࠸ࡋࠊࡗࡕࡶゝ࠸ࡓࡾ࡞࠸ࢃࠋ࠶࠶ࠊ
ࡍࡤࡽࡋࡗࡓࢃ㹝㹝ࡍࡤࡽࡋࡗࡓࢃࠋീࢆࡘࡅࡓࡍࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࢇ࡚ࠊࡇࢀࡀࡣࡌࡵ࡚ࡼࠋࡇࡇࡢࡇࢁࡀࠊࡍ࠺ࡗ
ࡋࡓࢃࠖ㹝㹝∦ᡭࢆ⬚ᙜ࡚࡚㹝㹝ࠕࢇࡎࡁࡾࡍࡿࡼ࠺࡛ࠊ࠸ࡸ࡞Ẽᣢࡕࡌࡷ࡞࠸③ࡳ࡞ࡢࡼࠋࡑࢇ࡞③ࡳࢆឤࡌࡓࡇ
ࡀ࠶ࡗ࡚㸽ᑠ∗ࡉࢇࠖ
ࠕࡑ࠺ࡉ࡞ࠊ࠺ࡶᛮ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࡀࠖ
ࠕ࠶ࡓࡋࡣఱᅇ࠶ࡗࡓࡋࢀ࡞࠸ࢃ㹝㹝㸦ᚋ␎㸧ࠖ 
࣭࣭࣭࣭ⓑ࠸ⰼࢆဏࡏࡓࡾࢇࡈࡢ୪ᮌ㐨ࢆ㏻ࡾᢤࡅ࡚࠸ࡿࡁࠋ
ࠕ࠺ࡗࡾࡋࡓ㢦ࢆ㢌ୖࡢⓑ࠸ⰼࢆྥࡅ࡚࠸ࡓࠖ 

ࠕ࠺ࡋ࡚࠾♳ࡾࢆࡍࡿࡁࠊࡦࡊࡲࡎ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡋࡽࠋ࠶ࡓࡋࡀࢇ࠾♳ࡾࡋࡓ࠸ࡁࠊ࠺ࡍࡿᩍ࠼࡚
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M-1
木が大好きなんですもの。孤児院にはちっともなくて、ただ、前の

M-5

ほうに二、三本、小ちゃなのが、白い小さなかこいのなかにあるっ

マリラが行ってしまうと、アンはみたされぬ思いで、まわりを見ま

きりなんですもの。その木も孤児みたいだったので、それを見ると

わした。むきだしの白壁は眼が痛くなるほど白かった。壁だって、

あたし、いつも泣きたくなったの。それで言ってやったのよ。『あ

ずきずきした痛みを感じているにちがいないと、アンは思った。(44)

あかわいそうにね。もしお前たちが大きな大きな森にいて、まわり

（ 原 文 ）When Marilla had gone Anne looked around her wistfully.

にはぐるっとほかの木が立っていて、お前たちの根もとには、小さ

The whitewashed walls were so painfully bare and staring that she

な苔や花がはえていたり、枝では小鳥が歌っていたりしたら、お前

thought they must ache over their own bareness.

たちも大きくなれるのにね。そうじゃないかい？ でも今のままでは
大きくなれないわね。お前たちの気持ちがあたしにはよくわかるの

M-6

よ、小さな木たちよ』ってね。けさ、あとに残してくるとき悲しかっ

「ああ、あの木だけじゃないの、あたしが言っているのは。もちろ

たわ。そういうものには、とても心をひかれるんですものね。(27)

ん、あれも美しいわ＿＿そうだわ、まばゆいばかりに美しいわ＿＿

（ 原 文 ）I just love trees. And there weren't any at all about the

自分が美しいってことを知ってるようね＿＿でも、何もかものこと

asylum, only a few poor weeny-teeny things out in front with little

を言ってるんです。庭も果樹園も小川も森も、大きな、なつかしい

whitewashed cagey things about them. They just looked like orphans

世界全体のことなの。小母さんこんな朝には、ただただ世界が好き

themselves, those trees did. It used to make me want to cry to look

でたまらないという気がしない？ それに小川がずっと笑いつづけな

at them. I used to say to them, ̀Oh, you POOR little things! If you

がらここへ流れてくるのが聞こえるの。小川ってどんなに愉快なも

were out in a great big woods with other trees all around you and

のか小母さん考えたことがあって？ いつも笑っているのですもの。

little mosses and Junebells growing over your roots and a brook not

（後略）」(50)

far away and birds singing in you branches, you could grow, couldn't

（ 原 文 ）"Oh, I don't mean just the tree; of course it's lovely--yes,

you? But you can't where you are. I know just exactly how you feel,

it's RADIANTLY lovely--it blooms as if it meant it--but I meant

little trees.' I felt sorry to leave them behind this morning. You do

everything, the garden and the orchard and the brook and the

get so attached to things like that, don't you?

woods, the whole big dear world. Don't you feel as if you just loved
the world on a morning like this? And I can hear the brook laughing

M-2

all the way up here. Have you ever noticed what cheerful things

あたし、もの心がついてから、ほんとの家というものをもったこと

brooks are? They're always laughing.

がないでしょう？ ほんとうの家へ行くところだと思っただけで、あ
たし、あの気持ちのいい痛みを感じるの (32)

M-7

（原文）You see, I've never had a real home since I can remember. It

外に行って、あの木や花や果樹園や小川やいろいろなものと知り合

gives me that pleasant ache again just to think of coming to a really

いになればあたし、好きにならずにはいられないんですもの。いま

truly home. Oh, isn't that pretty!"

でさえつらいのに、このうえつらくしたくないの。外に行きたくっ
てしかたがないんだけれど＿＿みんなが、何もかもが『アン、アン、

M-3

わたしたちのところにいらっしゃい。アン、アン、わたしたちは遊

そら、わたってしまった。さあ、ふりかえってみましょう。おやす

び相手がほしいのよ』って呼んでるようなんだけ＿＿でも行かない

みなさい、輝く湖水さん。あたし、いつも人間の言うのとおなじよ

ほうがいいの。そういうものからひきはなされなければならないの

うに、好きな物にも『おおやすみなさい』を言うのよ。そうすると

なら、好きになる必要はないんですもの。そうでしょう？ ものを愛

よろこぶらしいんですもの。あの水はあたしに笑いかけているよう

さずにいなくてはならないのは、とてもつらいことだと思いません

だわ」(34-35)

か？ (54)

（原文）There we're over. Now I'll look back. Good night, dear Lake

（原文）And if I go out there and get acquainted with all those trees

of Shining Waters. I always say good night to the things I love, just

and ﬂowers and the orchard and the brook I'll not be able to help

as I would to people I think they like it. That water looks as if it was

loving it. It's hard enough now, so I won't make it any harder. I want

smiling at me."

to go out so much--everything seems to be calling to me, ̀Anne,
Anne, come out to us. Anne, Anne, we want a playmate'--but it's

M-4

better not. There is no use in loving things if you have to be torn

まわりでポプラの葉がさらさら鳴っていた。

from them, is there? And it's so hard to keep from loving things, isn't

「木々が眠りながらお話ししているのを、聞いてごらんなさい」マ

it?

シュウが抱きおろしてやるとこどもはささやいた。「きっとすてき
な夢を見ているにちがいないわ」(37)

M-8

（原文）The yard was quite dark as they turned into it and the poplar

「あの、そういうんじゃなくて、小母さんがつけた名前よ。名前つ

leaves were rustling silkily all round it.

けないの？ ならあたしがつけてもよくって？ あれに＿＿ええと＿

"Listen to the trees talking in their sleep," she whispered, as he lifted

＿ボニーがいいわ、私がここにいる間だけ、あれをボニーと呼んで

her to the ground. "What nice dreams they must have!"

もいいこと？（中略）あのね、あたしはたとえあおいの花でも一つ
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一つにハンドルがついてるほうが好きなの。手がかりがあって、よ

M-14

けい親しい感じがするのよ、ただあおいと呼ばれるだけだったら

アンが東の部屋から朝のあいさつをするのを見はっているかのよう

きっとあおいが気をわるくするんじゃないかしら。小母さんだって

に、窪地の樺はうれしそうに手をふった。(143)

いつもただ女とだけしか呼ばれないのはいやだと思うわ（後略）」(55)
（ 原 文 ）"Oh, I don't mean that sort of a name. I mean just a name

（原文）The birches in the hollow waved joyful hands as if watching
for Anne's usual morning greeting from the east gable.

you gave it yourself. Didn't you give it a name? May I give it one
then? May I call it--let me see--Bonny would do--may I call it Bonny
while I'm here? Oh, do let me!" (snip) "Oh, I like things to have
handles even if they are only geraniums. It makes them seem more
like people. How do you know but that it hurts a geranium's feelings
just to be called a geranium and nothing else? You wouldn't like to

M-15
「楓ってとても社交的な木よ」とアンは言う。「いつもさらさら言っ
ては人になにかをささやいているのね」(153)
（原文）-"maples are such sociable trees," said Anne; "they're always
rustling and whispering to you"

be called nothing but a woman all the time.
M-16
M-9

空気にはいつも快い香気がただよっていた。木々の梢では小鳥がさ

あの花は自分がばらなことをよろこんでるにちがいありませんわ

えずりかわし、風がひそひそささやきあったり笑ったりしていた。

ね？ ばらが話せたらすてきじゃないかしら。きっと、すばらしく美
しい話を聞かせてくれると思うわ。(57)
（原文）Oh, look, there's one little early wild rose out! Isn't it lovely?
Don't you think it must be glad to be a rose? Wouldn't it be nice if

(154)
（ 原 文 ）and always there was a delightful spiciness in the air and
music of bird calls and the murmur and laugh of wood winds in the
trees overhead.

roses could talk? I'm sure they could tell us such lovely things.
M-17
M-10

橋をわたるとき、アンは幼いころのような半ば心地よい恐れを感じ

もう家の近くの木や、薮とは全部近づきになったし、ひと筋の小径

て全身をすくませた。(332)

がりんごの果樹園の下を通って、細長い森につづいていることも発
見した。
（中略）窪地のすばらしい泉とも知り合いになった。(91-92)

（ 原 文 ）sometimes it crossed rivers on bridges that made Anne's
ﬂesh cringe with the old, half-delightful fear

（原文）Already she was acquainted with every tree and shrub about
the place. She had discovered that a lane opened out below the apple

M-18

orchard and ran up through a belt of woodland; (snip) She had made

いまは森の中がすてきなのよ。しだも、しゅす地のような葉も、い

friends with the spring down in the hollow

ろんな木の実も、森のものはみんな眠ってしまったの。(343)
（ 原 文 ）It's lovely in the woods now. All the little wood things--

M-11

the ferns and the satin leaves and the crackerberries--have gone to

木々にかけわたしたくもの巣が銀の糸のように光り、樅の枝と花々

sleep,

が親しげにささやきかわしているかのように思われた。(92)
（原文）Gossamers glimmered like threads of silver among the trees
and the ﬁr boughs and tassels seemed to utter friendly speech.

M-19
アンは屋根部屋から教科書をおろしてきて言った。「ああ、古いお
友達よ、またあんたがたのなつかしい顔が見られてうれしいわ＿＿

M-12

幾何さん、あんたでさえもなつかしいわ。（後略）」(358)

アンは、ほおっとため息をついて、ゆり椅子にすわると、ボニーと

（原文）she declared as she brought her books down from the attic.

名をつけたあおいの葉の一つにキッスし、つりうき草の花に手を

"Oh, you good old friends, I'm glad to see your honest faces once

ふってみせた。

more--yes, even you, geometry.

「あたしがいない間、ボニーもあの花たちも、さみしかったでしょ
うからね」と説明した。(117)
（原文）Anne sat down on the rocker with a long sigh, kissed one of
Bonny's leaves, and waved her hand to a blossoming fuchsia.
"They might have been lonesome while I was away," she explained.
M-13
つんとすましかえったじゃこう草の上には、燃えるような緋色の花
が真っ赤な槍をふるっている、といったぐあいで、この庭には日光
もうすれるのを惜しんでいるようであり、蜂はのどかにうなり、風
もたゆたいがちに、木々の梢をなでさすっていた。(125-126)
（ 原 文 ）scarlet lightning that shot its ﬁery lances over prim white
musk-flowers; a garden it was where sunshine lingered and bees
hummed, and winds, beguiled into loitering, purred and rustled.
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W-8

W-1

「お前もずいぶん変わったもんだ

「彼女が出て行って家中の物がとても悲しんでいた」

いからって変わることはない

個性がなくなった

彼女がいな

反省しろ」（新品のタオルに向かっ

て）

W-2
「やせたな

前はもっと丸っこかった

気の毒に。もっと自分に自
W-9

身を持て」
（石鹸に向って）

「（N）タオルが泣くのを見てうれしかった

本質は前と同じ多感な

タオルだ」（水を滴らせたタオルを見て）

W-3
「泣くなよって言ったのに。強く生きろよ。本当に情けない姿だ。

W-10

おいで（タオルを絞って、窓枠にかける）ご気分は？」（水を滴ら

「最近いろんな物がきれいに見える

せているボロボロのタオルに向かって）
W-4

でもあまり遊び回るなよ

は黄色だ

こんな傷までつけて

ほら

真っ白だったのに

今

ケンカでもしたのか？」
（シ

ロクマのぬいぐるみが黄色いトラ猫になっているのを見て）

「何か言え。彼女を許せ」（ねずみのぬいぐるみに向かって）

W-11

W-5

「隠れてたのか？

（吊るされた元恋人の制服シャツを見上げながら）
「
（ナレーション、以下 N）寂しいか？
か

前はマヌケに見えたけど可愛

く思えてきたよ

向かえ

少しの間の辛抱だよ。寒い

明日

隠れてないで

W-12

W-6
「部屋も感情を表わし始めた

部屋は相当な泣き虫だった

「（N）俺はビールびんと話し始めた

部屋が

がっかりか？（瓶）

始末におえない」（水浸しになった部屋を見て）

そうでもない（663 号）
帰って寝ろ

W-7
「どうしたんだ
らといって

なぜ急にこんなに丸々と太った

彼女は来ない（瓶）」

（663 号は瓶の残りを飲み干す）

彼女がいないか

・・・約束の場所にフェイが来ないシーン

ヤケになって太るな」（新品の石鹸に向かって）
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現実に立ち

日光浴させてやるからな」（彼女がのこし

ていったシャツに向かって）

暖かくしてやる」（663 号はシャツにアイロンをかける）

泣き出すと

カビだ

ずいぶん捜したぞ

䜰䞁䝛 䞉 䝣䝷䞁䜽
㻭㼚㼚㼑㻌㻲㼞㼍㼚㼗
᪥グヰࡋࡅࡿ
ࢻࢶࡢࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺᕷฟ㌟ 
⿱⚟࡞ࢻࢶ⣔ࣘࢲࣖேᐙᗞࡢḟዪࡋ࡚⏕ࢆ࠺ࡅࡿࠋ㞃ࢀᐙ⏕άධࡿ┤๓ࡢ
 ᖺ㸴᭶ࡽ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛⥛ࡽࢀࡓ⛎ᐦࡢ᪥グࠊᡭ⣬ࡢᐄඛ࡛࠶ࡿᯫ✵ࡢ
ே͇࢟ࢸ࣮͆ᑐࡋ࡚ࣥࢿࡣヰࡋࡅࡿࠋ

ཧ↷ᩥ⊩
ࣥࢿ࣭ࣇࣛࣥࢡⴭࠊ῝⏫┾⌮Ꮚヂࠗࣥࢿࡢ᪥グ∧࠘ᩥᩥᗜ
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㻭㻚㻌䝣䝷䞁䜽ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࠉࣥࢿࡣᯫ✵ࡢேࠕ࢟ࢸ࣮ࠖ࠶࡚࡚ࠊ㞃ࢀᐙ⏕άࡘ࠸࡚⥛ࡗࡓ᪥グࢆṧࡋࡓࠋẖ᪥ࡢ᪥グࡣࠕぶឡ࡞ࡿ࢟ࢸ࣮࡛ࠖ
ጞࡲࡾࠊࠕࡌࡷ࠶ࡲࡓࠖ࡞⥾ࡵࡽࢀࡿࠋෆᐜࡣࣥࢿ⮬㌟ࡢࡇࠊ㌟ࡢࡲࢃࡾ࡛㉳ࡇࡗࡓࡇ࡞࡛࠶ࡿࠋࣥࢿࡢ୰࡛ࡣࠊ
᪥グࡣ࠸ࡘࡶྠࡌヰࢆ⪺ࡉࢀ࡚ࠕ࠺ࢇࡊࡾࠖࡋࡓࡾࠊ
ࠕ㣬ࡁ㣬ࡁࠖࡋࡓࡾࡍࡿࠋឤ⾲⌧ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢿ࢞ࢸࣈ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠺ࢇࡊࡾࡍࡿࠊࢃࡿࠊ㣬ࡁ㣬ࡁࡍࡿࠊ㎞ᢪᙉ࠸ࠊ⌮ゎࡋࡼ࠺ດࡵࡿࠊヰࢆ⪺ࡃࠊࢃࡿࠊ࠺ࢀࡋࡃ࡞࠸ᛮ࠺ࠊ▱ࡽ࡞࠸ࠊゝ࠺ࠊ
ぢࡿࠊ㦫ࡃࠊⲷẝࡉࢀࡿࠊ⛎ᐦࢆᏲࡿࠊ∵ࡳࡓ࠸࡞Ẽศ࡞ࡿࠊീࡍࡿࠊ➗࠺ࠊ༶⟅ࡍࡿࠊᝒ㬆ࢆୖࡆࡿࠊᡃ៏ࡍࡿ

ڦ᪥グ㔜ࡡࡽࢀࡓ㸱ࡘࡢព
ࠉࣥࢿࡗ࡚᪥グࡣࠊࠕᯫ✵ࡢ㐩ࠖࠊࠕ᭩⡆యᑠㄝࠖࠊࠕࣔࣀࠖࡢ㸱ࡘࡢࡑࢀࡒࢀࡢᏑᅾࡋ࡚Ꮡᅾࡋࠊᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ᪥グࡢ୰࡛ࡣ͆࠶࡞ࡓ͇࠸࠺ࡧࡅࡀከ࠸ࡀࠊࡑࢀࡀ᪥グࢆࡉࡋ࡚࠸ࡿࡢࠕ࢟ࢸ࣮ࠖࢆࡉࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ᪥グࢆ᭩ࡃࡇࠖࠕ࢟ࢸ࣮ᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡇࠖࡣᙼዪࡢ୰࡛ΰྠࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋࣥࢿࡗ࡚ࠊ᪥ググ㏙ࡍࡿࡇࡣࠊ
᪥グ⮬య࢟ࢸᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡇ୧᪉࡛࠶ࡾࠊࡢ⛬ᗘศࡅ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࠋ

ࠉ᪥グࢆ᭩ࡃࡇࡀᙼዪࡢ୰࡛᪥グヰࡋࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࡣ⪃࠼ࡃ࠸ࠋࠕ࢟ࢸ࣮ࠖࡢࡧࡅࡣࠊ୍᪥ࡢ᪥グࡢෑ
㢌⤊ࢃࡾࡰ㝈ࡽࢀࠊ࠶ࡣࡲࢃࡾ࡛㉳ࡁࡓࡇ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆ୍᪉ⓗ᭩࠸࡚࠸ࡿࡔࡅࡔࡽࡔࠋࡲࡓࠊ᪥グ⮬య▱ぬ
ࡀ࠶ࡿࡢ࡞ࡽࠊ᪥グࡣࣥࢿ୍⥴࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ㞃ࢀᐙࡢ୰࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡋࠊࣥࢿࡢᚰࡢ
୰ࡶㄞࡳྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛࠶࡞ࡓࡣࡎ࠸ࡪࢇඖẼ࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋྠᵝࠊ࠸ࡘࡶࡢࢃࡓࡋࡢᡭ⣬ࡢᐄඛ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࢟ࢸ࣮ࠊᙼዪࡶࡸࡣ
ࡾࡁ࡞ບࡲࡋ࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧࠾ࡆ࡛࠸ࡲ࡛ࡣࠊࡘ࡙ࡁࢆ᭩ࡃࡢࡀࢇᚅࡕࡁࢀ࡞࠸ࡃࡽ࠸࡛ࡍࠋ )
ࡓ࠼ࡤࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓࠖࡣ᪥グࡢࡇࢆࡉࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ࢟ࢸ࣮ࠖࡣูࡢࡶࡢࡋ࡚ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢟ࢸ࣮ࡢྡࡣẖ᪥⥛ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ༢࡞ࡿ᭩⡆యᑠㄝࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡶ࠺࠸࠸ࡆࢇ࠺ࢇࡊࡾࡉࡏࡽࢀ࡚ࡿேࡓࡕࠊ࠸ࡘࡶࢃࡓࡋࡢẼᣢࡕࢆ᭤ゎࡍࡿேࡓࡕࠊࡑ࠺࠸࠺ேࡓࡕࢆᡃ៏ࡋ࡞ࡃࡕࡷ࡞ࡽ࡞
࠸ࡓࡵ࡛ࡍࠋ㏆ࡈࢁࢃࡓࡋࡀ⤖ᒁࡣࡇࡢ᪥グᖒࡶࡗ࡚ࡃࡿࡢࡣࠊࡑࢀࡔࡽ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ࢟ࢸ࣮ࡣ࠸ࡘࡶ㎞ᢪ࡙ࡼ࠸ࡢ࡛ࠊࡇ
ࡢ࡞࡛࡞ࡽࠊࢃࡓࡋࡢゝ࠸ศࢆ᭱ᚋࡲ࡛⪺࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡽ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ )

ڦᖺ➹ࡀⲷẝࡉࢀࡿ
ࠉ᪥グࡶᯫ✵ࡢேࡶࡘ࡞࠸ࠕ࢟ࢸ࣮ࠖࡢࡧࡅࡼࡾࡶࠊᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡼࡾ᫂☜⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿ
⟠ᡤࡣࠊࣥࢿࡀ᪥グฟࡗࡓࡁࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ )) ࠊᖺ➹ࢆ㛫㐪ࡗ࡚⇞ࡸࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡁࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ )
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࡢᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢఝ࡚࠸࡚ࠊࣔࣀࢆࣔࣀࡋ࡚ᤊ࠼࡞ࡀࡽࠊྠே㛫ࡢࡼ࠺ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢆ㐣ࡂࡿࡍࡄࠊࣃࣃ࣐࣐࠾ࡣࡼ࠺ࡢᣵᣜࢆࡋࡺࡁࠊࡑࡢ࠶ᒃ㛫⾜ࡗ࡚ࠊ㉗ࡾ≀ࡢໟࡳࢆ࠶ࡅࡾࡲࡋࡓࠋ┿ࡗ
ඛฟ࡚ࡁࡓࡢࡀࠊ࠶࡞ࡓ̿̿̿ࡦࡻࡗࡍࡿࠊ࠸ࡕࡤࢇࡍ࡚ࡁ࡞㉗ࡾ≀ࡶࠋ ) ࣭࣭࣭᪥グᖒࡘ࠸࡚

ࠕࢃࡀᖺ➹ࡢᛮ࠸ฟࡉࡉࡄࡿ㡴ḷࠖ
ࢃࡓࡋࡢᖺ➹ࡣࠊࢇ࡞ࡁࡶࠊࢃࡓࡋࡢᣢࡕ≀ࡢ࡞࡛࠸ࡕࡤࢇ㈗㔜࡞ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧ࢃࡓࡋࡀ༑୕࡞ࡗ࡚ࡽࡣࠊ
ᖺ➹ࡶ࠸ࡗࡋࡻࡇࡢࠓ㞃ࢀᐙࠔࡁࠊࡇࢀࡲ࡛ᩘ࠼ࡁࢀ࡞࠸ࡢ᪥グࡸసᩥࢆ᭩ࡁࡘ࡙ࡿࡢᙺ❧ࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ࠸ࡲࢃ
ࡓࡋࡣ༑ᅄ࡞ࡾࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡣ㐣ཤ୍ᖺ㛫ࢆࡇࡇ࡛ࡶ㐣ࡈࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡞ࡾࡲࡍ࣭࣭࣭
㸦୰␎㸸ࣥࢿࡣᖺ➹ࡢே⏕㸦ⱥ
ᩥ࡛ࡣ /LIH㸧ࢆ⮬ศࡢᡂ㛗୍⥴ㄝ᫂ࡍࡿࠋᡯࡢࡁᖺ➹ࡀ͆ࡸࡗ࡚ࡁࡓ DUULYH ͇ࡁࡽࠊ୍ᖺࡎࡘࠊ⮬ศࡀᖺࢆ
㔜ࡡࡿࡶᖺ➹ࡢࡑࡢࠎࡢά㌍ࡸ㞃ᒃࢆ᭩ࡁグࡍ㸧ࡓࡗࡓࡦࡘࠊࡉࡉࡸ࡞ࡀࡽ៘ࡵࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࢃࡓࡋࡢᖺ➹ࡣࠊ
ⅆⴿࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࢃࡓࡋࡶ࠸ࡎࢀࡣⅆⴿࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡽࠋ )
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ڦே≀ࡢ⌮ᜊឡዶ
࢟ࢸ࣮ࡣࣥࢿࡢ⪃࠼ࢆ࡞ࢇ࡛ࡶඹឤࡋ࡚ࡃࢀࡿࡣࡎࡢࠊ࠸ࡃࡽ࡛ࡶᡃ៏ᙉࡃヰࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿ⌮ࡢ㐩࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ
ࡶࠊ♽ẕࠊึᜊࡢ࣮࣌ࢸࣝࠊ࠾∗ࡉࢇࡶ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣥࢿࡣࡁ࠾ࡾឡࡢⓎసࡽࢀࠊྠࡌ㞃ࢀᐙࡢ࣮࣌ࢱ࣮
ᑐࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ᪤ஸࡃ࡞ࡗࡓ♽ẕࡸึᜊࡢ࣮࣌ࢸࣝ  ᑐࡋ࡚ࠊ⇕Ⅿ࡞ឡࢆ⇞࠼ୖࡀࡽࡏࠊዶⓗ࡞ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ

ኪࠊ⇵ࡢගぢ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠊᚰࡀ࡞ࡈࡸ࡞ࡾࠊᖾ⚟ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ⇵ࡢගࡢ࡞ࠊ࠾♽ẕࡕࡷࢇࡀ࠸ࡿࡳࡓ࠸ࠋࡑ
ࡋ࡚ࢃࡓࡋࢆㆤࡾࠊࡤࡗ࡚ࡃࢀ࡚ࠊࢇ࡞ࡁࡶᖾ⚟ࢆࢃࢃࡏ࡚ࡃࢀࡿࡦࠊࡑࢀࡶࡸࡗࡥࡾ࠾♽ẕࡕࡷࢇ࡛ࡍࠋ 
࣮࣌ࢱ࣮ࡢ⾲ࡽࡶࠊᙼࡀ࡞ࡾᑠ࡞ࡾࢃࡓࡋ࠾࡞ࡌẼᣢࡕ࡛࠸ࡿࡢࡀぢ࡚ࢀࡲࡍࠋ 

࠶࠶ࠊ࣮࣌ࢱ࣮࣮࣌ࢸࣝࠊ࠶࡞ࡓࡀࡓࡣࡦࡾ࡛ࡍࠋ࠾࡞ࡌࡦ࡞ࢇ࡛ࡍ㸟 

⮬ࠊࡾࢃࡾ࡞ڦศࡸ⚄ࡢᑐヰ
ࠉࣥࢿࡣ࢟ࢸ࣮ヰࡋࡅࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㞃ࢀᐙࡢఫே࡞ࡾࢃࡗ࡚᪥グࢆ᭩࠸ࡓࡾࠊᚰࡢ୰࡛⮬ศࡔࡅᑐヰࡍࡿ࠸࠺
ࡇࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣇ࣭ࣥࢲ࣮ࣥኵே̾ࠕ࢟ࢵࢳࣥࡢዪ⋤ゝ࠺ᙺࡶࠊࡶ࠺ࡗࡃ㨩ຊ࡞ࢇឤࡌ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࢃࠋ࡞ࢇࡶࡏࡎࡓࡔࡍࢃࡗ
࡚ࡿࡢࡣ㏥ᒅࡔࡽ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 

᪂ࡋ࠸ᛮ࠸ࡘࡁࠋ㣗ࡢᖍ࡛ࡣࡦヰࡋࡅࡎࠊᚰࡢ࡞࡛⮬ศࡔࡅᑐヰࡍࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ 

ࠕࡉ࠶ࠊእ࠾⾜ࡁࠋ࠾➗࠸ࠋࡑࡋ࡚᪂㩭࡞✵Ẽࢆ྾࠺ࢇࡔࡼࠖࡑ࠺ࢃࡓࡋࡢෆ࡞ࡿኌࡀྉࡧࡲࡍࠋ 
ᛮࢃࡎࡇ࠺⮬ၥࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕࣥࢿࠊࢇ࠺࠶ࢇࡓࡀ᭩࠸ࡓࡢࠊ
͆ࡽࡋ࠸͇࡞ࢇ࡚㸽ࡼࡃࡶࡇࢇ࡞ࡇࡀ᭩ࡅࡓࢃࡡࠖࡗ࡚ࠋ 

ࡑ࠺࡛ࡍࠊࣥࢿࠊ࠶࡞ࡓࡣᚰࡢዟᗏ࡛ࠊ࠶ࡢᡭ⣬ࡀ࠶ࡲࡾࡂࡘࡃࠊࡲࡓ┿ᐇ࡛ࡶ࡞࠸ࡇࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛ࡍࠋ 

ࡽ↛⮬✵ڦከᖾឤࢆᚓࡿ
ࠉ❆ࡽぢ࠼ࡿ㟷✵ࡸࠊᮌࡸᯞࡢࡋࡎࡃࠊ✵ࢆ㣕ࡪ࣓࢝ࣔࢆࡳཱྀ࡚ࡶ⪺ࡅ࡞࠸ឤືࡍࡿ࡞ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮩ⊂࡞ࡁࠊᖾ࡞ࡁࠊᝒࡋ࠸ࡁࠊࡑࢇ࡞ࡁࡣࠊ࠺࠾ኳẼࡢ࠸࠸᪥ࢆ㑅ࢇ࡛ࠊᒇ᰿㒊ᒇࡽእࢆ࡞ࡀࡵࡿດຊࢆࡋ
࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⾤୪ࡳࡔࡢࠊᐙࠎࡢᒇ᰿ࢆぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢྥࡇ࠺ࡢኳࢆ࡞ࡀࡵࡿࡢ࡛ࡍࠋᜍࢀࡿࡇ࡞ࡃኳࢆ௮ࡄࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡂࡾࡣࠊ⮬ศࡢᚰࡀΎࡽ࡛࠶ࡿࡇࢆ⮬ぬࡋࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡶࡁࡗᖾ⚟ࢆぢ࠸ࡔࡏࡿಙࡌ࡚࠸ࡿࡂࡾࡣࠊ࠸
ࡘࡶࠋ 
ࡦࡻࡗࡋ࡚ࠊࢃࡓࡋࡀ⮬↛㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿࡇࡇࢀ⇕୰ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࠶ࡲࡾ㛗࠸࠶࠸ࡔࠊእࡢୡ⏺ࡽ
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F-1

とは無理みたいです。そこが問題の根本なんです。あるいはわたし

あなたになら、これまでだれにも打ち明けられなかったことを、な

にひとを信頼する気持ちが欠けてるのかもしれませんけど、そうだ

にもかもお話できそうです。どうかわたしのために、大きな心の支

としても、それは厳然たる事実ですし、それをどうにかすることも

えと慰めになってくださいね。(13)

できそうにありません。そこで、この日記を付けることにしたので
す。(22-23)

F-2
これまであなたにはずいぶん元気づけられてきました。同様に、い

F-8

つものわたしの手紙の宛先になっているキティー、彼女もやはり大

長いあいだ待ち望んできたこのお友達の姿が、わたしの心の目に

きな励ましになってくれます。（中略）おかげでいまでは、つづき

いっそう輝いてみえるよう、たいがいのひとがするように、日記の

を書くのがほとんど待ちきれないくらいです。(13)

なかにあけすけな事実を書きつらねることはしないつもりですけ
ど、それでも、この日記帳自体はわたしの心の友として、今後はわ

F-3

が友キティーと呼ぶことにしましょう。

ほんと、あなたもいっしょにここへ連れてきて、とってもよかった！

あらやだ、ばかみたい！ わたし自身の紹介を忘れちゃいけません

(13)

よね。
ここでいきなりキティーに宛てて手紙を書きはじめても、いったい

F-4

なんの話をしているのかさっぱりわからないでしょうから、気はす

まずはあなたを手に入れるまでのいきさつから始めましょう。いえ、

すみませんけど、ひとまずわたしの生い立ちを簡単にしるしておき

もっと正確に言えば、お誕生日のテーブルに、あなたが置かれてい

ます。(23)

るのを見たときから（なぜって、買ったときにはわたしもその場に

F-9

いたんですけど、それは数のうちにははいりませんから）。(14)

あらためて本腰を入れて日記を書きはじめることにします。(23)

F-5

F-10

七時を過ぎるとすぐに、パパとママにおはようの挨拶をしにゆき、

さあ、これでお友達になる下地ができました。ではまたあした。

そのあと居間へ行って、贈り物の包みをあけにかかりました。真っ
先に出てきたのが、あなた―――ひょっとすると、いちばんすてき

F-11

な贈り物かも。

きょうまであなたに手紙を書くひまがありませんでした。(33)

F-6

F-12

さて、そろそろやめなくちゃ。このつぎもまだまだたくさん書くこ

だれよりもたいせつなキティーへ (38)

とがあります。あなたにお話ししたいことがどっさり。じゃあね、
バイバイ。いいお友達になりましょう！

F-13
日曜日からきょうまでのあいだに、何年もたってしまったような気

F-7

がします。いろんなことが起こって、まるで世界中がひっくりかえっ

というわけで、いよいよ問題の核心、わたしがなぜ日記をつけはじ

たみたい。でもキティー、わたしはちゃんと生きてますし、いまは

めるかという理由についてですけど、それはつまり、そういうほん

それがいちばんだいじなことだとパパも言ってます。

とうのお友達がわたしにはないからなんです。

ええ、そうです、たしかにわたしはまだ生きている。でも、どこで、

もっとはっきり言いましょう。十三歳の女の子が、この世でまった

どうやってか、それは訊かないでください。聞いたって、とてもの

くひとりぼっちのように感じている、また実際にひとりぼっちなん

みこめないでしょう。ですからとりあえず、日曜日の午後に起こっ

だと言っても、信じてくれるひとはいないでしょうから。わたしに

たことからお話しします。(41)

は、愛する両親と、十六歳のお姉さんがいます。友達と呼べるひと
を三十人ぐらいは知っています。ボーイフレンドもぞろぞろいます。

F-14

（中略）そう、なにひとつ欠けてるものなんかなさそうです。ただ

長々とわたしたちの住まいについての説明をきかされて、さぞかし

ひとつ、その “ ほんとうの ” お友達を除いては。でもそれは、ほか

うんざりしているでしょう。でもやっぱり、わたしがどういうとこ

のお友達みんなについても言えることで、だれもがただふざけあっ

ろに落ち着いたか、それを是非とも知っていただきたかったんです。

たり、冗談を言ったりするだけ。それ以上の仲じゃありません。身

(50)

のまわりのごくありふれたことのほかは、だれにもぜったいに話す
気になれませんし、どうやらみんな、おたがいそれ以上に近づくこ

F-15
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パパも、ママも、マルゴーも、いまだに角の西教会の時計塔から流

F-24

れて来る、十五分ごとの時鐘の音に慣れません。でもわたしは平気

ねえキティー、こんなふうにわたしがさんざんばかにされたり、あ

です。最初からこの音が気に入っていましたし、とくに夜は、忠実

ざけられたりしながら、ときには内心で煮えくりかえる思いをして

なお友達のような気がしますから。(52)

るんだってこと、これがあなたにわかってもらえさえしたら。じっ
さい、それをいつまでおさえておけるか自信がありません。( 中略 )

F-16

でもまあ、この話はこれでやめます。喧嘩の話には、きっとあなた

とにかく、ママたちとはどうにも気が合いません。このことは以前

も飽きあきしているでしょう。(82)

から感じてましたけど、近ごろはそれをとくに強く感じます。うち
の家族同士のべたべたした関係には、もううんざり。あれならわた

F-25

しは孤立してるほうがまだましです。なのにママたちは、こうして

こういう隠れ家生活をしていると、いろいろ変わったことが起こり

四人いっしょに暮らせて、しかも仲よくやってゆけるのは、どんな

ます。まあ想像がつくでしょうけど、ここにはお風呂がないので、

にしあわせか、そんなことばかり言って、ひょっとしたらこのわた

たらいを使って行水します。(86)

しなんか、ぜんぜんそんんあふうには感じていないかもしれない、
などとはこれっぽっちも考えたことがないみたい。(57)

F-26
八時ごろ、急に呼び鈴がけたたましく鳴ったんです。（中略）だれ

F-17

のことか、おわかりでしょう？ (88)

おまけにときどきモールチェのことを話題にしますが、それこそわ
たしのいちばん触れられたくない、いちばんヨワい点なのです。一

F-27

日じゅう、モールチェのことを思わないときはありませんし、どれ

ベップが（中略）マルゴーとペータートわたしとのために、速記の

だけ彼女のいないのを寂しく思っているか、だれにも想像できない

通信講座を申し込んでくれました。まあ楽しみにしててください。

でしょう。モールチェのことを思うと、涙が出てきます。ほんとに

(90)

かわいい猫で、わたしはいまでも心から愛しています。いまからで
も彼女をとりもどせたらなあ、なんて、あれこれ計画を夢に思い描

F-28

くほどです。

しめくくりにひとつ、ファン・ダーンのおじさんのとびきりしゃれ

ここではたえずそういうすてきな夢想にふけっています。(57)

たジョークをご披露しましょう。

F-18

F-29

このごろパパはとってもやさしくなって、完全にわたしを理解して

ぜんぜんあなたに手紙を書いているひまがありません。(100)

くれます。いつかパパと、いつものように話の途中で泣きだしたり
せずに、ほんとうに胸中を打ち割って話しあえたら、そう思います。

F-30

でも、やたらに泣くのって、年ごろのせいもあるみたい。(58)

それから、フランス語の不規則動詞を五つ覚えました。すごい奮闘
ぶりでしょう？ (105)

F-19
おじさんたちはわたしに、ペーターのほうはとてもわたしのことが

F-31

好きなんだから、なんとかすこしでもペーターをすきになってやっ

まあ考えてもみてください、ここではお医者さんを呼ぶこともでき

てくれないか、
なんて言うんです。わたしは「わあいやだ！」と思っ

ないんですよ！ (106)

て、
「えーっ、とんでもない！」なんて言ってしまいました。まあ
気持ちはわかるでしょ？ (75)

F-32
居間書いているこの手紙、これをわたし以外のだれが読むでしょ

F-20

う？ 自分以外のいったいだれから、わたしは慰めが得られるでしょ

猫のムッシーは、だんだんわたしに馴れて、親しみを見せるように

う？ (114)

なりました。でもわたしは、いまだにこの雄猫がちょっぴり恐ろし
く思えます。(77)

F-33
もういいかげんうんざりさせられてる人たち、いつもわたしの気持

F-21

ちを曲解する人たち、そういう人たちを我慢しなくちゃならないた

きょう、ママといわゆる、“ 話し合い ” をしました。でも、われなが

めです。近ごろわたしが結局はこの日記帳にもどってくるのは、そ

らうんざりしたことに、わたしは例によってろくに話もしないうち

れだからなんです。キティーはいつも辛抱づよいので、このなか

から、すぐさまわっと泣きだす始末。この泣き虫癖ばかりは、自分

でなら、わたしの言い分を最後まで聞いてもらえるからなんです。

でもどうにもなりません。(77)

(115)

F-22

F-34

マルゴーもママも、性格的にはおよそわたしと正反対です。実の

どうかわたしを責めないでください。むしろ、このわたしだってた

おかあさんよりも、お友達の方がよっぽどよく理解できるなん

まには爆発しそうになる、そういうことがあるというのをどうか覚

て̶̶̶悲劇ですよね、これって！ (78)

えていてほしいんです。(116)

F-23

F-35

きのうはまだまだ言いたいことがあったんですけど、途中で切りあ

それにしても、どうしてこんなくだらないは話であなたを煩わすの

げなきゃなりませんでした。(81)

かしら。わたしって、ひどい恩知らずですよね、キティー。それは
わかってます。でも、あんまりみんなから非難ばかり浴びせせられ、
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( 後略 )(131-132)
F-48
F-36

（前略）あなたにもわたしたちの暮らしかたが多少はわかっていた

ああ、やれやれ、どうやらあなたまで混乱させてしまいそう。ごめ

だけたと思いますけど、
（中略）それでも、わたしたちの暮らしをいっ

んなさい。
（中略）ですからあなたには、いまの最後の一説は読ま

そうよく知っていただくために (211)

ないでほしいし、ましてや、読んで理解しようなんて努めるのはや
めてほしい、そうお願いするだけです。どうせうまくいきっこあり

F-49

ませんから！ (134)

ママがこの種のことをなんと読んでるか、おわかりですか？ (223)

F-37

F-50

もう薄暗くなっていますが、あなたに手紙を書けるくらいの明るさ

そしてわたし自身は、ごらんのように、下手くそな文字しか書けま

はあります。

せん。(224)

(140)
F-51 あなたに手紙を書くたびに、なにか特別なことがおこっている
F-38

みたいですが（234）

でもまあ、これ以上こんなお年寄りの話を聞かせて、あなたをうん
ざりさせるのはやめましょう。(144)

F-52
ご存じのように、わたしたちはみんなクレイマンさんが大好きです。

F-39

(235)

ところで最近、この家でなにがあったかわかりますか？ (153)
F-53
F-40

クレイマンさんがまったく普段どおりにわたしたちにさよならを

ぜひ紹介させてください。われら若者の擁護者、ママ・フランクで

言ったときのようす、ぜひあなたにも見せてあげたかった。(235)

す！ (159)
F-54
F-41

あなたがもしわたしの手紙の山をつぎつぎに読みかえすことができ

モッフィーのこと、まだご存じじゃありませんでしたよね。

たら、きっと、それらを書いたときの気分が、あまりにもまちまち
なのに驚くことでしょう。(247)

F-42
速記の講習が終わりました。これからはいよいよスピードをあげる

F-55

練習です。ずいぶん利口になったとは思いませんか？ ついでです

「わが万年筆の思い出にささぐる頌歌」

から、ここでもうすこしわたしの暇つぶし学科についてお話ししま

わたしの万年筆は、どんなときにも、わたしの持ち物のなかでいち

しょう。(169)

ばん貴重なものでした。（中略）わたしが十三になってからは、万
年筆もいっしょにこの《隠れ家》へき、これまで数えきれないほど

F-43

の日記や作文を書きつづるのに役立ってくれました。いまわたしは

わたしのお誕生日のためにパパが書いてくれた氏は、とてもすてき

十四になり、わたしたちは過去一年間をここでともに過ごしてき

なので、あなたにもご紹介します。（中略）上手な翻訳かどうかは、

たことになります・・・（中略：アンネは万年筆の人生（英文では

御判断に任せます。(185)

Life）を自分の成長と一緒に説明する。九才のときに万年筆が “ やっ
てきた (arrive)” ときから、一年ずつ、自分が年を重ねるとともに万

F-44

年筆のその時々の活躍や隠居を書き記す）たったひとつ、ささやか

いろんなことが起こりました。ただ、ときどき思うんですけど、あ

ながら慰めがあります。わたしの万年筆は、火葬に付されたという

なたはわたしの愚にもつかないおしゃべりにうんざりして、そうた

ことです。わたしもいずれは火葬にしてもらいたいと思っています

びたび手紙をもらってもうれしくない、なんて思ってるかもしれま

から。(250-253)

せん。(187)
F-56
F-45 ねえどうでしょう、わたしにだって、たまには苦情を言う理由

きのうの夜、眠りに落ちる直前、ふいにわたしの目の前にあらわれ

があるとは思いませんか？

た人影、だれだったと思いますか？

F-46

F-57 あなたに手紙を書いたら、“ 身も世もない嘆き ” がいくらか晴

ところでキティー、あなたはまだ戦時体制を生き抜いたことがない

れました。

はずですし、わたしがいろいろと手紙で知らせてあげるとはいえ、
隠れ家生活についてはほとんどご存じないでしょう。ですから、ほ

F-58

んのお慰みまでに、いずれまた外で暮らせるようになったとき、わ

ベップって、なんて親切なんでしょう。そう思いませんか？ (270)

たしたちひとりひとりが真っ先になにをしたいか、それをご紹介し
ましょう。(201)

F-59
これを見ると、激しい憤激に煮えくりかえり、憎悪にあふれてるよ

F-47

うに見えるけれど、どうしてそこまで思いつめて、それをあなたに

こう書くと、たぶんあなたは、騒ぎのない日は一日もないのね、な

ぶちまけなくちゃいけなかったんだろう、って。(271)

んて言うんじゃないでしょうか。(203)
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F-60

また土曜日。そして土曜日と言えば、もうそれだけで状況はおわか

きょうは三つのことを告白しなくちゃなりません。時間はかかりま

りでしょう。(325)

すが、もしどうしてもだれかに話さなくちゃならないとしたら、あ
なたに勝る相手はないでしょう。たとえなにがあろうと、あなたは

F-70

ぜったい秘密を守ってくれるはずですから。

あなたとおなじに、わたしもそれを寂しく感じているのです。(333)

F-61

F-71

なんてばかだったんでしょう。うっかり忘れてましたけど、かつて

追伸―――あなたがわたしたちのために名探偵を見つけてきてくれ

のわたしのおおいなる恋の物語について、まだあなたにはお話しし

たら、みんな大喜びするでしょうね。(339)

たことがなかったんでしたね。(282)
F-72
F-62

追伸―――うっかり言い忘れるところでしたけど、ゆうべ、大雪が

そういつもいつも、わたしたちの喧嘩や口論のことばかりを事細か

降りました。(349)

にお話ししてみてもしかたありません。(290)
F-73
F-63

追伸―――わたしがいつの場合もあなたにたいしてだけは正直であ

追伸̶̶̶パパからケーキのことをあなたに話したかと訊かれまし

ること、このことはご存じでしょう。ですから、これも告白しなく

た。おかあさんへのお誕生日のプレゼントとして、事務所の人たち

てはなりませんけど、いまわたしはじつのところ、彼に会うことだ

が戦前のような本物のモカケーキを贈ってくれたんです。ほんとに

けを目的に生きています。(352)

すてきな贈り物！ (293)
F-74
F-64

わたしがマルゴーには言わなかったこと、でもキティー、だれより

人間って、どうしていつもほんとうの感情を懸命になって隠そうと

もたいせつなあなたにだけはぜひ打ち明けたいと思うこと、それは、

するのか、あなたにはそれがわかりますか？ どうしてわたしは人

最近よくペーターの夢を見るということです。おとといの晩は、こ

前に出ると、本心とはまるで裏腹な行動をとってしまうんでしょう

んな夢でした。(359)

ね？ どうして人間って、これほどまでにおたがいを信頼できないん
でしょうね？ (294)

F-75
だからといってキティー、あなたまでうんざりさせるには及びませ

F-65

んものね。(363)

こう聞くと、あなたはきっと言うでしょうね、キティー。「ええっ？
まさかアンネったら、それがほんとにあなたの口から出た言葉な

F-76

の？ いままで四階の人たちから、さんざんひどいことを言われてき

なんだか話が混乱してきたみたいですね、キティー。(364)

たのに？ あれほど不当に扱われてきたのに？」って。
でもまちがいありません。このわたしがはっきり言うんです。(295)

F-77
ええ、たしかにそうです。でも、こうしてあなたにいっさいをぶち

F-66

まけてしまったら、あとは一日じゅう、できるだけつっぱって、陽

けさ、ふと考えてみました。ひょっとしたらあなたは、古いニュー

気に、自信ありげにふるまってみせます。(365)

スの断片をくりかえしくりかえし反芻させられて、ときには牛みた
いな気分になってるんじゃないだろうか。そしてついにはそれにう

F-78

んざりして、大あくびをしながら、アンネもたまにはなにか斬新な

たぶんあなたにはおもしろいでしょうから（わたしにはちっともそ

話題を持ちだせばいいのに、なんてひそかに願ってるんじゃないだ

うじゃありませんけど）、きょうはわたしたちがこれからなにを食

ろうか。

べようとしているかをお話ししましょう。(367)

やれやれ、わたしも退屈なことはわかってるんです。でも、ちょっ
とだけわたしの立場になって、ここでしょっちゅう古い話を持ちだ

F-79

してくる年寄りたちに、わたしがどれだけうんざりしてるかを想像

屋根裏部屋にいるとき、そしてあなたといっしょに過ごすとき、そ

してみてください。(304)

のときだけ、つかのまわたしは自分をとりもどせます。(373)

F-67

F-80

連合軍の上陸作戦を待望する気分は、日ごとに全国で高まっていま

そうですとも、キティー、アンネは頭のおかしな子。でも、わたし

す。もしあなたがここにいたら、いっぽうではわたしとおなじに、

の生きてるのは異常な時代、暮らしているのは、もっともっと異常

それにたいする防備がすすんでいるのを肌で感じることでしょう

な環境なのです。(374)

し、またいっぽうでわたしたちのことを、空騒ぎをしていると笑う
かもしれません。(308-309)

F-81
これまで、わたし自身について、わたしの気持ちについて、あなた

F-68

ほどにいろいろお聞かせした相手はひとりもありません。ですから、

いまの気持ちをお伝えすることは、とてもできそうにありません。

セックスの問題についても、いくらかあなたにお話ししたっていい

(314)

んじゃないかと思います。(379)

F-69

F-82
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それは結婚そのものとは無関係なことですから。でしょう？ (379)
F-97
F-83

四番めに、秘蔵の映画スターの写真がぜんぶごっちゃになってし

ごめんなさい、キティー、きょうはいつもより文章が乱れているの

まって、早急に整理してほしいと悲鳴をあげてるんですけど（後略）

をお詫びしなくちゃ。(386)

(502)

F-84

F-98

このようすだと、ほんとにこの《隠れ家》に一大ロマンスの花が咲

ねえキティー、わたしがいまにも破裂しそうなこと、わかってもら

くかもしれませんよ、キティー。(392)

えますよね？ (502)

F-85

F-99

あなたにはずいぶんいろんなことをお話してますけど、それでも、

やれやれ、ついに、ようやくのことで、わずかにあけた窓の前のテー

わたしたちの生活のごく一部しか、あなたはご存じないのです。

ブルに落ち着き、いっさいをあなたにお伝えできるまでになりまし

(416)

た。(520)

F-86

F-100

ちょっと想像してみてください。(418)

わたしは絶望のあまり癇癪を起こしたり、わざと反対のことをした
りしはじめ、やがてはお察しのとおり、いつものアンネのおなじみ

F-87

のスローガン、「だれもわたしを理解してくれない！」が始まるわ

あなたからおたずねがありましたから、わたしの趣味とか、関心を

けです。

持っていることなどについて、お答えしたいと思います。でも、前

いまやこの言葉はわたしの心にこびりついています。(539)

もってご注意申し上げておきますけど、あんまりたくさんあって、
どうかびっくりなさらないでください！ (428)

F-101
こう言えば、あなたはすぐさま、じゃあペーターはどうなの、そう

F-88

思うでしょうね、キット。（540）

ねえキット、ほんとにきょうのわたしって、ちょっとへんですよね。
(448)

F-102
とはいえ、この話はすべて真実そのままだってこと、あなたもきっ

F-89

とわかってくださってますよね。(569)

きのうの日付を覚えておいてください。わたしの一生の、とても重
要な日ですから。もちろん、どんな女の子にとっても、はじめてキ

F-103

スされた日と言えば、記念すべき日でしょう？ (453)

わたしの言わんとすること、すこしはわかっていただけますか？

F-90
とはいうものの、キティー、たぶんあなたにも察しがつくでしょう
けど、わたしはやっぱり迷っているのです。(457)
F-91
ねえキティー、即答してください、カバには足の指が何本あるでしょ
うか。(467)
F-92
政治のニュースはお休みです。なにひとつ、まったくなにひとつお
知らせすることはありません。(468)
F-93
おとうさんがなんと言ったか、わかりますか、キティー？ (485)
F-94
追伸―――たしか、新しくきたお掃除のおばさんのこと、お話しし
ましたよね。(495)
F-95
ああキット、外はすばらしいお天気です。こんな日に外へ出られさ
えしたら！ (495)
F-96
四階の人たちのお昼寝（二時半まで）を邪魔するわけにゆきません
ので、今回にかぎり、鉛筆書きの手紙で我慢してください。(501)
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「戸棚」

ྂ࠸ᡞᲴࡑࡢ୰ධࡗ࡚࠸ࡿࣔࣀࡓࡕࡽࠊࡑࡢᡞᲴࡀ㐣
ཤࡢࡼ࠺࡞ேࠎࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࢆീࡋ࡚࠸ࡿリ࡛

彫物のある大きな戸棚
とても古いもので

࠶ࡿࠋ

くすんだ樫材

お年寄りに似ていかにも善良そ

R-1

うだ

お年寄りに似ていかにも善良そうだ

扉の開いた戸棚は

その影のなかに流し込んでいる

なみなみと注がれる古い葡萄酒のようなもの

a pris cet air si bon des vieilles gens

人の
ᡞᲴࡣ࠾ᖺᐤࡾࡓ࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣ㢼ㇺࡀ࠾ᖺᐤࡾࡢ

気をひく

ࡼ࠺࡞㢼᱁ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊ᫇ࡢ࠸ࢁࢇ࡞≀ㄒࢆ▱ࡗ࡚࠸

さまざまな香りを

ࡿࡇࡀ࠾ᖺᐤࡾࡢࡼ࠺ࡔ࠸࠺ࡘࡢពࡀ࠶ࡿࠋ

なかにはぎっしりと古いがらくたが詰まっている

R-2

黄ばんで臭いのするシーツ類

おお

着古した衣裳

女子供の

- O buﬀet du vieux temps, tu sais bien des histoires,

グリフォンの描かれたお祖母さんの肩掛

白髪や金髪の房

君はいろんな物語を知っているね

それらをきっと話してみたいと思っているだろう

色あせたレース類

̶̶̶まだまだ隠されている

年代ものの戸棚よ

Et tu voudrais conter tes contes,

首飾りのロケット

肖像画

ᡞᲴࡣ⮬ศࡀぢ࡚ࡁࡓ≀ㄒࢆヰࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺

果物の香りが混じったいい匂いのする押し花

࣮ࣛࣥ࣎ࡣឤࡌࡽࢀࡓࠋࣔࣀே⏕ࡀ࠶ࡾࠊࡋࡶࡑࢀ
ࡀࣔࣀࡢ୰グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ឤࡌ᪉ࡣࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢ

̶̶̶おお

年代ものの戸棚よ

୍⯡ⓗ࡞ഴྥ࡛࠶ࡿࠋ

君はいろんな物語

を知っているね
それらをきっと話してみたいと思っているだろう
黒い大きな扉が開くとき

君は微かな物音を立てる

のだ
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「夜明け」

R-3
ぼくは夏の夜明けを抱きしめた。

ぼくは夏の夜明けを抱きしめた。
宮殿の正面ではまだなにも動いてはいなかった。

J'ai embrassé l'aube d'été.
ኪ᫂ࡅࡣࣔࣀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ✵Ẽࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ

水は静止していた。野営する影たちは森の街道から

ࡑࢀࢆ࣮ࣛࣥ࣎ࡣᢪࡁࡋࡵࡓࠋࡑࢀࡣࠊ❧ཎࡀኪࢆᐜ✚ࢆࡶࡗ

立ち去ってはいなかった。生き生きとしたなまあた

ࡓࡶࡢࡢࡼ࠺▱ぬࡋ࡚࠸ࡓࡇఝ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡇ࡛

たかい息吹を目覚めさせながら、ぼくは歩いた。す

࠸࠺ࠕᢪࡁࡋࡵࡿࠖࡣࠊ⬻ෆࡢ㌟యࡢయ㦂ࢆヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ると宝石類が目を見張り、翼あるものたちが音もな
く飛び立った。
最初の企ては、すでに冷たく青白い光に満たされ

ᑐ≀ᛶឡ⪅ࡓࡕࡀࣔࣀᛶࢆᣢࡘࡇࡸࠊ❧ཎࡀᮏࡓࡕ
ࠕᡭࢆྲྀࡾྜ࠺ࠖ࠸࠺య㦂ྠ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
R-4

た小道のなかで、ぼくに自分の名前を告げた一輪の

最初の企ては、すでに冷たく青白い光に満たされた小道のな

花だった。

かで、ぼくに自分の名前を告げた一輪の花だった。

ブロンドのヴアツサーフアル , 滝にほほ笑みかけ

La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais
et blêmes éclats, une ﬂeur qui me dit son nom.

ると、滝は樅の林ごしに髪を振り乱した。銀いろに
輝くその頂きに、ぼくは女神を認めた。
そこでぼくは、そのヴェールを一枚一枚めくって
覗いた。並木道では、両腕を振り動かしながら。平

R-5
ブロンドのヴアツサーフアル , 滝にほほ笑みかけると、滝は
樅の林ごしに髪を振り乱した。
Je ris au wasserfall qui s'échevela à travers les sapins:

野では、雄鶏に彼女のことを知らせてやった。都会
では女神は、鐘楼やドームの間を抜けて逃げていっ
た。ぼくは大理石の河岸を乞食のように駆けながら、
彼女を追いかけていった。
街道を登りつめたところ、月桂樹の森のほとりで、

ࡇࡇ࡛ࡣࠊⰼࡀ⮬ศྡ๓ࢆ࿌ࡆࠊࡲࡓ࣮ࣛࣥ࣎ࡶ
➗ࡳࡅࡿࠊ࠸࠺┦ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࠋ
R-6

ぼくは乱れて重なったヴェールともども彼女を抱擁

ぼくは乱れて重なったヴェールともども彼女を抱擁した。す

した。するとその巨大な肉体がわずかに感じられた。

るとその巨大な肉体がわずかに感じられた。夜明けと子供は、

夜明けと子供は、森の裾に倒れ伏した。
目が覚めたのは、正午だった。

森の裾に倒れ伏した。
je l'ai entourée avec ses voiles amassés,
et j'ai senti un peu son immense corps.
L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois.
ኪ᫂ࡅࡣዪ⚄ᨃேࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࣮ࣛࣥ࣎ࡀே㛫ࡢጼ
ࡢዪ⚄ࢆᗁどࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᢪࡁࡋࡵࡓ࠸࠺ᐇឤࡀඛ❧ࡗ
࡚ࠊ࠶ࡽேࡢᙧࢆᙜ࡚ࡣࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋዪ⚄ࡢࣦ࢙࣮
ࣝࢆࡵࡃࡿ࠸࠺ࡢࡀఱࢆពࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
r-1
そこでぼくは、そのヴェールを一枚一枚めくって覗いた。並
木道では、両腕を振り動かしながら。平野では、雄鶏に彼女
のことを知らせてやった。都会では女神は、鐘楼やドームの
間を抜けて逃げていった。ぼくは大理石の河岸を乞食のよう
に駆けながら、彼女を追いかけていった。
Alors je levai un à un les voiles.
Dans l'allée, en agitant les bras.
Par la plaine, où je l'ai dénoncée au coq.
A la grand'ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes,
et, courant comme un mendiant sur les quais de marbre,
je la chassais.
࣮ࣛࣥ࣎ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆእࡽぢࡓᵝᏊࡣࠊ
༢ᩓṌࢆࡋࡓࡾ㥑ࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋ
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䝦䞁䝸䞊 䞉 䝎䞊䜺䞊
㻴㼑 㼚 㼞㼥㻌㻰 㼍㼞㼓㼑㼞
ឤࢆᣢࡗࡓ✵
ࢩ࢝ࢦࡢ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢ㝔࡛ᤲ㝖ኵࢆࡋ࡚࠸ࡓ⏨ 
ᙼࡢṚᚋࠊ㒊ᒇࡽࠗ㠀⌧ᐇࡢ⋤ᅜ࡛࠘ ,Q7KH5HDOPVOIWKH8QUHDO ࠊṇᘧྡ⛠ࡣࠗ㠀⌧ᐇࡢ⋤ᅜࡋ࡚▱ࡽࢀࡿᆅ࠾ࡅࡿࠊ
ࣦࣦ࣭࣮ࣥ࢞ࣝࢬࡢ≀ㄒࠊᏊ౪ያ㞔ࡢ㉳ᅉࡍࡿࢢࣛࣥࢹࢥ࣭ࣥࢪ࢙ࣜࢽࣥࡏࢇ┦ࡢᔒࡢ≀ㄒ࠘ 7KH 6WRU\ RI
WKH9LYLDQ*LUOVLQ:KDWLV.QRZQDVWKH5HDOPVRIWKH8QUHDORIWKH*ODQGHFR$QJHOLQQLDQ:DU6WRUP&DXVHGE\WKH
&KLOG 6ODYH 5HEHOOLRQ ࠸࠺  㡫ࠊ㸯㸳ᕳΏࡿ㛗⦅ࡢ⤮≀ㄒࡀⓎぢࡉࢀࡿࠋࢲ࣮࣮࢞ࡢ⤮ࡢ୰ࡢ✵ࡣ࠸ࡘࡶάືⓗ࡛ࠊ
ᔒࡸ✄ጔࠊᐙ㈈ࡸⰼࠎࡀ⯙࠸㣕ࡪࠋ㖄➹࡛㞼ࡢ⛸⥺ࢆ⣽ࡃᥥࡁࠊࡑࢀࡽࡣࡋࡤࡋࡤ㢦ࡸᡭࡀࡘ࠸࡚࠸࡚ᨃேࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ͤὀព
ࢲ࣮࣮࢞ࡢసရࡣከࡃࢆࢿࢵࢺୖࡢሗ㢗ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ᭩⡠ࡀᡭධࡽ࡞ࡗࡓࡓࡵࡔࠋ&DELQHW ࠸࠺ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ࣮ࢺ࣐࢞ࢪࣥࡢグ
ࠊࢲ࣮࣮࢞ࡢసရࢆⶶࡋ࡚࠸ࡿ࣮࣭࢝ࣝࣁ࣐࣮࣭ࢠ࣮ࣕࣛࣜࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢሗࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊỈᙬ⏬ࡶࢿࢵࢺୖࡽ㞟ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⪃ᩥ⊩
 ࣮࣭࣊ࣥࣜࢲ࣮࣮࢞ࠊࢪ࣭ࣙࣥ0 ࣐ࢢ࣮ࣞ࢞ⴭࠊᑠฟ⏤⣖Ꮚヂࠗ㠀⌧ᐇࡢ⋤ᅜ࡛࠘సရ♫
ཧ⪃ࢧࢺ
 &$5/+$00(5*$//(5<
KWWSZZZKDPPHUJDOOHU\FRPDUWLVWVGDUJHUGDUJHUKWP
ཧ↷᪥ࠉ
 &DELQHW,668(:($7+(56800(5
7KH0RUDO6WRUP+HQU\'DUJHU̓V%RRNRI:HDWKHU5HSRUWV
KWWSFDELQHWPDJD]LQHRUJLVVXHVKHQU\GDUJHUSKS
ཧ↷᪥ࠉ
 +HQU\'DUJHU_FORXGV675$1*()/2:(56
KWWSVWUDQJH㸛RZHUVZRUGSUHVVFRPKHQU\GDUJHUFORXGV
ཧ↷᪥ࠉ
$576(',0(176
KWWSZZZDUWVHGLPHQWVFRPPDVWHUSLHFHGDUJHUKWPO
ཧ↷᪥ࠉ
GHYLDQW$57
KWWSPHWDONLZLGHYLDQWDUWFRPDUW+HQU\'DUJHU+DQGVRI)LUH
9LQWDJH3ULQWDEOH
KWWSYLQWDJHSULQWDEOHFRPZRUGSUHVVYLQWDJHSULQWDEOHDUWDQGGHVLJQDUWSDLQWLQJVPLVFHOODQHRXVYLQWDJHSULQWDEOHDUWWKHPDWLFRXWVLGHU
DUWKHQU\GDUJHUVWRUPEUHZLQJ
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࠙㻴㻚㻌䝎䞊䜺䞊ࡢᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᵝ┦ࠚ
㢦䛾䛴䛔䛯㞼䚸 ⾲䛜䛒䜛✵

ࠉࢲ࣮࣮࢞ࡢ⤮ࡢ୰ࡢ✵ࡣ࠸ࡘࡶάືⓗ࡛ࠊᔒࡸ✄ጔࠊᐙ㈈ࡸⰼࠎࡀ⯙࠸㣕ࡪࠋ㖄➹࡛㞼ࡢ⛸⥺ࢆ⣽ࡃᥥࡁࠊࡑࢀࡽࡣࡋࡤࡋࡤ
㢦ࡸᡭࡀࡘ࠸࡚࠸࡚ᨃேࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ࣮࣭࣊ࣥࣜࢲ࣮࣮࢞  ࡣࢩ࢝ࢦࡢ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢ㝔࡛ᤲ㝖ኵࢆࡋ࡚࠸ࡓ⏨࡛࠶ࡿࠋࢀࡓ║㙾ࢆࡘࡅࠊ࣎ࣟࡢࢥ࣮ࢺ
ࢆ㌟ࡲ࠸ࠊேࡣ࠾ࡽࡎࠊヰࡍࡇ࠸࠼ࡤኳẼࡢࡇࡔࡅ࡛ࠊ♫ࡽࡣᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡓࠋᙼࡢṚᚋࠊ㒊ᒇࡽࠗ㠀⌧ᐇࡢ⋤
ᅜ࡛࠘,Q7KH5HDOPVOIWKH8QUHDO ࠸࠺  㡫ࠊ㸯㸳ᕳΏࡿ㛗⦅ࡢ⤮≀ㄒࡀⓎぢࡉࢀࡿࠋ≀ㄒࡢෆᐜࡣࠊࣦࣦ࣮ࣥ࢞
ࣝࢬ࠸࠺㸵ேጜጒࡢᑡዪᡓኈࡀᩛᡓ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⨾⾡ࡢᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࡇࡣ࡞࠸ࢲ࣮࣮࢞ࡢỈᙬ⏬ࡣࠊ㞧ㄅࡢษࡾᢤ
ࡁ࡞ࢆࢺ࣮ࣞࢫࡍࡿ࠸࠺᪉ἲ࡛ᥥࢀࡓࠋ
ࠉࢲ࣮࣮࢞ࡣࡢ୰࡛၏୍ࠊゝⴥ࡛࡞ࡃ⤮࡛▱ぬࢆ⾲⌧ࡋࡓே≀࡛࠶ࡿࠋධᡭ࡛ࡁࡓ㈨ᩱࡢ୰࡛ࠊࠗ㠀⌧ᐇࡢ⋤ᅜ࡛࠘ࡢᩥ❶㒊
ศࢆ᩿∦ⓗㄞࡴࡇࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㒊ศࡣ࡞ࡗࡓࠋ࡛࠶ࡿࡽࠊࢲ࣮࣮࢞ࡀࣔࣀヰࡋࡓ࠺
ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋኳೃ᪥ㄅࡸ⮬ఏࢆཧ↷ࡋࡓࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ڦ㢦㌟యࡢࡘ࠸ࡓ㞼③ࡳࡢ⾲⌧
ࠉ㞼ࡣࡋࡤࡋࡤ㌟యࡸ㢦ࡀ㔜ࡡࡽࢀࠊẀࡽࢀࡿࠊྉࡪ࡞③ࡳࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊูࡢ⤮࡛ࡣ㞼ࡢୖே㛫ࡢᑡዪࡢ㢦ࡀ㔜
ࡡࡽࢀࠊ㞼㤳ࢆ⤠ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦࡛ࡇ࠺ࡋࡓ③ࡳࢆ⾲ࡍ⤮ࡀධࢀࡽࢀࡓࡣࢃࡽ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊኳೃ᪥ㄅ࡛ࡣࠊ
✵ࡢᥥࡣே㛫ࡢឤࡢ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕᏳ࡞ XQVHWWOHG ࠖࠕጾᄐⓗ࡞ WKUHDWHQLQJ ࠖ࠸ࡗࡓ༢ㄒࡣࠊ
ࠕᐮ࠸ࠖ
ࠕᬬ࠸ࠖ࠸࠺༢ㄒྠࡌࡃࡽ࠸㢖ฟࡍࡿ  ࠋࡲࡓࠊὥỈ࡞ࡢ⅏ᐖࡸⅆࡸ⇿↮ࡶ㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࠗ㠀⌧ᐇࡢ⋤ᅜ࡛࠘
ࡣᅜࠎࢆỈᾐࡋࡋࡓὥỈࡢᥥࡀࠊఱⓒ࣮࣌ࢪࡶࢃࡓࡗ࡚ᥥࢀࡿ  ࠋ

ڦኳೃ⅏ᐖࡢ㧗࠸㛵ᚰ
ࠉࢲ࣮࣮࢞ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡰẖ᪥ࡢẼ㇟ࢆ࣏࣮ࣞࢺࡋࡓࣀ࣮ࢺࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥グࡢෆᐜࡣ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࠊࢲ࣮࣮࢞ࡣኳẼணሗኈࡢணሗࡀᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓ࠺࠸ࡕ࠸ࡕ☜ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ࢃ㞷ᙉ㢼ࢆᙼࡣṇࡋࡃணሗࡋࡓࠋࡋࡋࠊ㞷ࡣ࡚ࡶ⣽ࡗࡓࠋᙼࡣẼ
ࡣࡗࡓࡃ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋ᭱పẼ

ࡣ㸶ᗘࠊ᭱㧗Ẽ

ࡣࢇኚࢃࡽ࡞࠸ゝࡗࡓࡅࢀࠊࡑࡢⅬ

ࡣ㸳ᗘ࡛ࠊࡶࡗࡶᬮࡗࡓࠋࡲࡓࠊᙼࡣࠉ ᪥ࡣ㧗ࡃ࡞ࡿゝࡗࡓࠋ

ࡇࢀࡣᙼࡀṇࡋࡗࡓࠊすࡽすࡢ㢼ࡣࡋࡋࠊ ࡽ  ࣐ࣝ  ᙉࡲࡿ࠸࠺ࡢࡣ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇ㝿ࡣ  ࠥ  ࣐
ࣝ  ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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࣮࣭࣊ࣥࣜࢲ࣮࣮࢞ 㸯᭶  ᪥  ᖺ
㸦ኳೃ᪥ㄅࡼࡾࠊ᪥ᮏㄒヂ➹⪅㸧

ڦⓎኌࢆక࠺ࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖ
ࠉࢲ࣮࣮࢞ࡶࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖࡢഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡣⓎ⏕
ࢆకࡗ࡚࠸ࡓࠋᙼࡣࡦࡾࡔࡅࡢ㒊ᒇ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேヰ
ࡋྜࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ࢲ࣮࣮࢞ࡢ⏕Ꮡ୰ࠊᙼࡢ㒊ᒇ㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࡓேࡣࢇ
࠸࡞࠸ࠋࡦࡾࡰࡗࡕ࡛ࠊ⮬ศࡢẆ㛢ࡌࡇࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ࠾
࡞࡞ࡗ࡚ࡽ࠸࠺ࡶࡢࠊேࡣ࡞ࡃࠊイࡡ࡚ࡃࡿேࡶ
࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡞ࡢᐙࡣࠊᙼࡀ⮬ศࡢ㒊ᒇ࡛ࡂࡸ
ヰࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ⪥ࡋࡓ࠸࠺ࠋᐇ㝿ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ゼၥ
⪅ఱ㛫ࡶヰࡋࡇࢇ࡛࠸ࡓࡢࡔࠋ
ࠕ࣮࣊ࣥࣜࡣኌᖏᶍࡀ࠺ࡲࡗࡓࠋㄡヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡛ࠊᙼࡢࡋࢃࡀࢀኌዪࡢኌࡀࢃࡿࡀࢃࡿ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡓࡶ
ࡢࡔࠋࠎḷࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡗࡓࠖ 
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⪷䝔䝺䝆䜰
㼀 㼑 㼞㼑㼟㼍㻌㼐 㻓㻭㼢㼕 㼘㼍
⚄ࡢゝⴥࢆ⪺ࡃ
ࢫ࣌ࣥࠊࣅࣛ┴ฟ㌟ࡢ᐀ᩍᐙ 
࢚ࠗࢬࢫࡢ⪷ࢸࣞࢪ⮬ླྀఏ࠘ࡣࠊ⚄∗ಁࡉࢀ࡚᭩࠸ࡓ୍㐃ࡢ⚄⛎య㦂ࡢ
グ㏙࡛࠶ࡿࠋ⪷ࢸࣞࢪࡢ⚄⛎య㦂ࡣࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢᚰ⌮≧ែ㒊ศⓗ㢮ఝ
ࡍࡿࠋᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢឡࡀࠊ᐀ᩍⓗ࡞ᑐ㇟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ
ࡋ࡚⯆῝࠸ࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸ᮾிዪᏊ࣓࢝ࣝࣝヂ࢚ࠗࢬࢫࡢ⪷ࢸࣞࢪ⮬ླྀఏ࠘ ୰ኸ
ฟ∧♫
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ࠉ⪷ࢸࣞࢪࡣ⮬㌟ࡀయ㦂ࡋࡓ⚄⛎య㦂ࢆ⮬ླྀఏࡋ࡚ṧࡋ࡚࠸ࡿࠋᜌᝮయ㦂ࡢᥥࡽᑐ≀ᑐヰ⪅࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀឤࡌࡽࢀࡓࡢ
࡛ࠊㄪ࡚ࡳࡓࡀࠊࣔࣀヰࡍ㒊ศࡣ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ⚄⛎య㦂ࡢླྀ㏙㛵ࡋ࡚ࡣᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢドゝఝ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࡾࠊᑐ
↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⌧㇟ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛ᙺ❧ࡘᛮࢃࢀࡿࡓࡵཧ↷ࡍࡿࠋ

࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺ڦ᫂░ࡉ࡛ࠊ┤᥋ᝅᛶ้ࡳ㎸ࡲࢀࡿ⚄ࡢኌ
ࠉ⪷ࢸࣞࢪࡼࢀࡤࠊᙼዪࡣ⫗యࡢ⪥ࡸ┠࡛࢟ࣜࢫࢺࢆ▱ぬࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ㟋㨦ࡢ⪥ࡸ㟋㨦ࡢ┠࡛㌟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᝅᛶ┤᥋้ࡳ
㎸ࡲࢀࠊࡋࡶࡑࢀࡣࠊ⫈ぬࢆ㏻ࡋ࡚ࡼࡾࡶࡎࡗ᫂░⪺ࡁྲྀࢀࡿ࠸࠺ࠋ
⚄ࡢኌࢆ⪺ࡃ࠸࠺ࡇ
ࡇࢀࡽࡢゝⴥࡣࡓ࠸ࢇࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ⫗యࡢ⪥⪺ࡇ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡣ࠸࠼ࠊ⫈ぬࢆ㏻ࡋ࡚ࡼࡾࡶࡗࡎࡗ
᫂░⪺ࡁࢀࡲࡍࠋࡑࢀࡽࢆ⪺ࡃࡲ࠸ࡢ࠶ࡽࡺࡿດຊࡶࡴ࡞ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡶࡋࡶ⚾ࡓࡕࡀே㛫ࡢゝⴥࢆ⪺ࡁࡓࡃ࡞ࡅࢀࡤࠊ
⪥ࢆࡩࡉࡄࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡢࡶࡢࡢ࠺ὀពࢆྥࡅ࡚ࠊኌࡣ⪺ࡇ࠼࡚ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡽࡠࡼ࠺ࡍ
ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࢁࡀࡇࡢ⚄ࡢ࠾ゝⴥ࡞ࡾࡲࡍࠊ࠺ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ⚾ࡓࡕࡀḧࡶ࠺ḧࡴࡲ࠸ࠊᝅᛶࡣ⚄
ࡀ⪺ࡏࡓ࠸࠾ࡰࡋࡵࡉࢀࡿࡇὀពࢆྥࡅࡿࡼ࠺ࡉࡏࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ 

⚄ࢆぢࡿ࠸࠺ࡇ
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TA-1

T-8

数々の軽佻なことによって霊魂を堕落させてしまうようになりまし

おお、わが神よ、霊魂が、この状態にあります時、どんなことを感

たので、神に近づき、念祷の、あのように特別な親密さのうちに神

じるのでしょうか？ 彼は、主をたたえるために、すっかり舌になっ

と語らうことが恥ずかしくなりました。(65)

てしまいたいと望みます。彼は、無数の聖なる愚かなことを言いま
すが、これをもって、自分をこのお恵みに高められるおかたをお喜

TA-2

ばせすることに、いつも成功いたします。私の知っているある人は、

私は肉眼で見るよりも、いっそうはっきりと、霊魂の目で主を見

詩人でもないのに、情緒に満ちた詩を即座につくり、そのなかで自

奉りました。主のみ姿は、私のうちにあまりにも強く印刻され、

分の悩みを、人の心を感動させるような言葉で言い表していました。

二十六年以上を過ぎた今でも、それはまるで眼前にあるかのように

そこには彼の理智の働きは少しもありませんでした。しかし、これ

思われます。(71)

ほどの楽しさに満ちた苦しみのなかに、彼を沈めた光栄をよりよく
楽しむために、彼はこのように神に向かって嘆声を発していたので

TA-3

した。彼は、この苦しみが自分にもたらす内密な喜びを表すために、

私は病気の時がいちばん、神様と仲よしでした。(88)

身も魂も全部粉砕されてしまえばとさえ思うでしょう。(180)

TA-4
ああわが神の御慈しみよ！ 私は、確かに、このようにあなたを見、

TA-9《一致》

また自分を見ているように思えます。おお天使らの楽しみよ！ 私は、

私が説明したいと思うこと、それは、この神的一致にある時、霊魂

こうして、あなたに対する愛にまったく灼きつくされとうございま

が何を感じるかということです。一致ということの意味は、ご承知

す。(90)

でしょう、それは、別々な二つのものが、一つとなった状態です。
おおわが神よ、あなたはなんとよいおかたなのでしょう！ あなたは

TA-5

とこしえに祝せられ給え！ おおわが神よ、すべての被造物があなた

ある日、祈祷所にはいりました、修道院で行われるはずの、ある祝

の賛美を歌いますように！ 私たちに対するあなたの愛は、この流謫

典のために持って来られ、その日を待ってそこに置かれていた一つ

の地において、もはや、あなたが霊魂たちとともになし給うこの交

の聖像が目につきました。（中略）私は、これを見て、魂の奥底か

流について、真実に語ることができるほど、すばらしいものなので

らゆり動かされるほどの強い敬虔の情熱を感じました。(97)

す。(196)

TA-6

TA-10

私がお話ししたような方法で、聖主のおそばにとどまるよう努めて

時として、霊の高揚、または天的愛との一致と呼ばれることが生じ

おりました間、あるいは時としては読書をしておりました時、突然、

ます。私の考えでは、一致それ自身において、単なる一致は霊の高

神の現存の内的感じが起こり、神が私のうちにおいでになる、また

揚とは異なります。このあとのものを、経験したことのない人は、

は、私が神のうちにまったく沈められているということを、少しも

相違はないと想像します。けれども私の考えでは、この二つの恩寵

疑うことができませんでした。この恩寵は一種の幻視ではありませ

は、本質的には同じであっても、聖主はそこで異なった様式でお働

ん。それは神秘神学と呼ばれるものだと思います。霊魂は、まった

きになります。(198)

く無我夢中となったかのようで停止状態となります。意志は愛しま
す。記憶は失われてしまったかのように見え、悟性は私の考えでは

TA-11

働きませんが、失われているわけでもなく、ただ、推理の様式で働

このように霊魂は、自分の神を求めている間に、最も深い、最も快

きません。それは自分の見ているすべてに驚いているかのようです。

い楽しみの真中にはほとんど完全に気を失ってしまうのを感じま

なぜならば主は、悟性に、主がお見せになるものが何もわからない

す。それは、だんだんに呼吸と肉体のすべての力を奪ってしまう一

ことを、お示しになりたいのですから。(105)

種の失神です。それで最大の努力をしなければ、ちょっと手を動か
すことさえできません。目は別にそうしようと思わなくても自然に

TA-6

閉じてしまいます。あけていてもほとんど何も見えません。ものを

いま、一つのよいたとえを思いつきました。念祷のこういう喜びは

読んでも、文字を発音することができず、文字を見分けるとしても、

天国の喜びに似ているに違いありません。(106)

やっとのことです。文字があるということはよくわかりますが、悟
性が協力しませんので、いくら読みたいと思っても、読めないので

T-7

す。聞こえても聞こえることがわかりません。このように、感覚は

私たちは精神的にキリストの尊前に身をおき、その聖なるご人性に

霊魂がすっかり喜びにひたり切らぬようにする以外、霊魂にとって

対する最大の愛に少しずつ燃え立ち、常に彼のおそばに侍り、彼に

なんの役にも立ちません。それでむしろ妨げとなります。いくら話

語り、私たちの必要とすることをお願いし、悲しみにあっては彼に

したいと思っても、言葉を形づくることができず、たとえできたと

向かって嘆き、慰めにあっては彼とともに喜び、幸運にあっては彼

してもそれを発音する力さえありません。なぜなら、外的なすべて

を忘れないように警戒し、複雑な祈祷文など求めず、自分の望みや、

の力は停止しますから。でも内的力は大きくなり、このように、霊

必要を打ち明ける単純な言葉でお話するようにしましょう。これこ

魂はおのが “ 光栄 ” をよりよく楽しむことができます。外的に感じ

そ短時日で進歩させるすぐれた方法です。このように、とうとい伴

る楽しみも、きわめて大きく著しいものです。(201-202)

侶とともに生活することに専心し、
（中略）そこからくみだす者こそ、
念祷の道に進歩した者であると私は断言します。(130)
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TA-12

を開いているか、むすんでいるか、いずれにせよ、恍惚がきた時の

私が言えることはただ、霊魂は自分が神に一致しているのを見ると

ままでおります。感覚の働きを失うことはまれであるとはいえ、時

いうことと、この恩寵のあまりにも強い確実性が霊魂に残るため、

として、私は、すっかりそれを奪われたことがあります。しかしこ

霊魂はそれについて少しの疑いも持つことができないということで

ういうことはまれで、ちょっとの間しか続きません。(233)

す。(204)
TA-17
TA-13

主はご自分を愛する者をお愛しになります。しかもなんという愛人

霊魂はこの念祷と、この一致から、神に対する極度の愛情に満たさ

でしょう！ なんと忠実な友でしょう！ (268)

れて出ますので、悩みによってではなく、喜びの涙によっておのが
身を消滅したく思います。涙の流れるのを感じもせず、自分がいつ、

TA-18

どのように流したかも知らないのに、涙にすっかりぬれている自分

さてある日長い間お祈りをし、万事についてあなたをお喜ばせする

を見いだします。この水が、自分を焼き尽す火の激しさを静め、し

ことができるように私をお助けくださいと主に懇願してから、賛美

かもまた、それを増大させるのを見る時の彼の喜びはこの上もあり

歌を唱えはじめました。私がこれを唱えている間に急激な恍惚にお

ません。(206)

そわれ、私はいわば自分の外に引きだされてしまいました。この恍
惚はあまりにもはっきりしていて私は少しもそれを疑うことができ

TA-14

ません。これは主が私に恍惚のお恵みをくださった最初でした。私

繰り返して申しますが、信仰については、もっとも小さい疑いさえ

は、次の言葉を聞きました「私はもはや、おまえが人間と語ること

も私は決していだいたことがありませんでした。そこで、私は、こ

を欲まない、ただ天使らとのみ語れ」と。私は非常な恐怖に捕われ

のようにふさわしくない私に賜わった悦楽や恩寵を、さきほど申し

ました。なぜなら、脱魂は急激に感じられ、これらの言葉は霊の最

ましたとおり、あなたのきわめて忠実な婢女であるこれらの修道女

も深いところで言われましたから。そのために私に恐れをいだかせ

の大多数に対して、正義によってお拒みになるのはどうしてかと考

たのでした。とはいえ、いっぽうでは大きな慰めを感じました。そ

えておりますと、あなたはこうお答えになりました「おまえは私に

して、このようなお恵みの経験が初めてのことであったために、た

仕えるがよい、そんなことを気にしてはならない」と。これは、あ

ぶん、ひき起こされたこの恐怖が去りました時、慰めは残りました。

なたが私に向かっておおせられるのを、私が聞いた最初のお言葉で

(289-290)

した。それで私はすっかり驚いてしまいました。(214)
TA-19
TA-15

さて私は、心を乱すかくも多くの憂慮のたねを胸にいだいて悲しみ

私が恍惚に抵抗しようといたしました時、何に比べてよいかわから

に沈んでおりますと、聖主はこうおっしゃいました。「何を恐れて

ぬほど強大な力が、私を足もとから持ち上げるように思われました。

いるのか？ おまえは私が全能であることを知らないのか？ 私はお

その力は、私がお話しした霊のほかの事柄におけるよりも、もっ

まえに約束したことを果たすであろう」と。（そして実際、のちに

とずっと大きな激烈さで私を捕らえました。それで私はそのために

このお言葉は立派に果たされました）。（中略）また、たびたび主は

すっかり疲れ果ててしまいました。なぜなら、それこそ恐ろしい戦

私をお叱りくださいました。またいまでも私が何か不完全なことを

闘ですから。
（中略）こういう恵みを受ける霊魂のうちに表れる効

いたしますと、そうなさいます。(311)

果は大きなものです。第一のものは神の至高の権能を示すことで、
御稜威高き神がそれを欲し給う時、私どもは、霊魂と同様、からだ

TA-20

をおさえることもまったくできず、私どもはもはや、この両者の主

その時、霊魂の諸能力は、まったく神に専念するということ以外の

ではないということを悟らされます。欲もうと欲むまいと、私ども

何もなし得ず、そのいずれもあえて動こうといたしません。それら

は、自分より強いだれかがいて、これらのお恵みはそのみ手のたま

を動かすことは不可能でさえあります。そして気晴らしをしようと、

ものであり、私たち自らは何もできない、絶対に何もできないこと

いくらくふうしたところで、その時はそれに完全に成功することは

がわかり、霊魂に深い謙遜が刻印されます。打ち明けて申しますが、

できないように思われます。その時、神を賛美する多くの言葉を発

私は、自分のからだがこのように地から上げられるのを見て、たい

しますが、それらの言葉には秩序がありません。神が秩序づけられ

へん恐ろしく、特に初めのころは、最も激しい恐怖に捕われました。

るなら別ですが、悟性にとって、そうすることは不可能です。霊魂

なぜなら抵抗しなければ、霊魂は、肉体を最大の快味のうちに引き

は神の栄光を、いと高らかに宣言したいのです。霊魂はもう無我夢

上げるとはいえ、人は感覚の働きを失いませんから。少なくとも私

中で、最も快い熱狂に捕われております。

は、自分が地から上げられたということがわかる程度にこれを保っ
ていました。こういう現象を生じうる御者の御稜威を見て、髪の毛

TA-21

は頭上に逆立ち、このように偉大な神にそむくことをたいへん恐ろ

さて、私は金の長い矢を手にした天使を見ました。その矢の先に少

しく思います。しかし、この恐れは、最も熱烈な愛に包まれていて、

し火がついていたように思われます。彼は、時々それを私の心臓に

そしてこの愛は、聖主が、このように腐った虫にすぎない者に、こ

通して臓腑にまで刺しこみました、そして矢をぬく時、いっしょに

れほど過ぎた愛をお持ちになるのを見て、さらに増大します。(224-

私の臓腑も持ち去ったかのようで、私を神の大いなる愛にすっかり

225)

燃え上がらせて行きました。痛みは激しくて、先に申しましたあの
うめき声を私に発しさせました。しかし、この苦しみのもたらす快

TA-16

さはあまりにも強度なので、霊魂は、もうこの苦しみが終わること

では、ただいまから、恍惚と、通常そこで起こることにもどりましょ

も欲まなければ、神以下のもので満足することも欲しません。これ

う。たびたび、私のからだはたいへん軽くなって、その重量をすっ

は肉体的な苦しみではありません。霊的のものです。とはいえ、肉

かり失ったかのように思え、時としては、自分の足が地についてい

体もいくぶん、時には相当多くさえ、これにあずかります。これは

ることをもう感じなくなるほどでした。事実、恍惚がある時、肉体

神と霊魂との間のきわめて快い愛の交換で、私は、私の言葉に信を

は死んだもののようになり、たびたびまったく何もできなくなり、

おかぬ人々に、このお恵みを味わわせてくださるよう、主の御憐れ

いつも恍惚に捕われた時のままの姿勢でいます。座しているか、手

みに接岸しております。(359-360)
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 ⫋ᴗ !
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ྡ๓⮬యࡢࡣࡗࡁࡾࡋࡓ㛵ᚰࡣド࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡢ୍࡛ᛂ㝖࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡋ࡚ࡶ  ே୰㸳ே࠸
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࠙ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢ⾜ືࡢ≉ᚩࠚ
 㞟Ⓑẖ᪥⧞ࡾ㏉ࡍ⩦័ !

 ክ࡛య㦂ࡋࡓࡶࡢᇳ╔ࡍࡿ !

 ዿ⢭ࡸዪ⚄ࡣ࠸ࡿࡀᗃ㟋ࡣ࠸࡞࠸ !

ࠉయࡢ㸱ศࡢ㸯࠶ࡓࡿ㸴ேࡀ࡞ࡋࡽࡢ㞟ᐙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᩥ⊩㈨ᩱࡽぢࡘࡗࡓ

ࠉ❧ཎࠊᒾᓮࠊࢩࣗࣂࣝࠊࣇࣛࣥࢡࡣࠊክ࡛ぢࡓࡇᑐࡋ࡚⇕Ⅿ࡞ᇳ╔ࢆぢࡏࡿࠋ

ᡭሯࣔࣥࢦ࣓ࣜࡢグ㏙ࡢ୰ࡣࠊዿ⢭ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡸࠊ⋇ࡶே≀ࡶࡣࡗࡁࡾࢃࡽ࡞࠸ࡶ

ࡔࡅ࡛ࠊᐇ㝿ࡣࡇࢀ௨ୖࡢ್࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㸵ேࡣ௨እ࡛ࡰẖ᪥⧞ࡾ㏉ࡍ⩦័ࡀ࠶ࡿࠋࡑ

ࠉࢩࣗࣂࣝࡢ⌮ᐑࡣክ╔ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊࣇࣛࣥࢡࡶክ࡛ஂࡋࡪࡾᛮ࠸ࡔࡋࡓேࠊἽࡁ

ࡢࡢゝཬࡀᑡࡋ࠶ࡗࡓࠋᗃ㟋㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ
ࠗ㉥ẟࡢࣥ࠘ࡢ୰࡛ᗃ㟋ࡢ᳃ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ࠶ࡗ

ࢀࡶࠊᛶ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ⇕ᚰྲྀࡾ⤌ࡴࡁ⩦័࡛࠶ࡿࠋ

ฟࡉࢇࡤࡾࡢྠࢆ⥛ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡓࡀࠊࡑࢀࡣീࡢ㐟ࡧࡋ࡚ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࣇࣛࣥࢡࢩࣗࣂࣝࡣ⚄ࡢゝཬࡀ࠶ࡗࡓࠋ

 ⪅ࡢࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖ!

 ேࡢᴟ➃࡞⌮⃭ࡋ࠸ឡࠊዶ !

ᡭሯࠊ❧ཎࠊᐑἑࠊࢩࣗࣂࣝࠊࣇࣛࣥࢡࠊࢲ࣮࣮࢞ࡢ⪅ࡢࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖࡣⴭࡋ࠸ࠋ

ࠉᡭሯ❧ཎࡢ㸰ேࡣࠊࡓࡔぢࡅࡓࡔࡅࡢ㏻ࡾࡍࡀࡾࡢேࡸࠊゝࠊ୕ゝヰࡋࡓࡔࡅࡢே

ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢ᐀ᩍほࡸୡ⏺ほࡣࠊࡇࡢ◊✲࡛ࢃࡗࡓ⠊ᅖ࡛ࡣࠊࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖࡣࠊேࡢྎモࢆ⮬ศࡀヰࡍࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ≉ᚩࡣࠊᑐ㇟ࡢே≀ࡢྎモࢆ࡞

ᑐࡋ࡚ࠊ⃭ࡋ࠸ឡࡸᑛᩗࡸඹឤࢆᢪࡃ࠸࠺ླྀ㏙ࡀ࠶ࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢡࡶࠊஸࡃ࡞ࡗࡓ♽ẕࡸึ

ࡾ⣽ࡃゝ࠺࠸࠺ࡇࡔࠋࡑࡋ࡚ࠊࡋࡤࡋࡤ⮬ศࡀே࡞ࡾࢃࡗ࡚ゝࡗࡓࡇࡓ࠸ࡋ࡚ࠊ

ᜊࡢே࡞ࠊࡶ࠺࠺ྍ⬟ᛶࡀ࡞࠸ேᑐࡋ࡚ࠊ⃭ࡋࡃឡࢆ⇞࠼❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࣇࣛࣥࢡ

⮬ศࡀ⟅࠼ࡿࠋ㸯ே࡛ேヰࢆࡍࡿゝ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⬻ෆࡢᑐヰࡣࠊᙼࡽࡢ୰࡛

㛵ࡋ࡚ࡣ∗ぶࢆ⎍࡞⌮ゎ⪅⪃࠼ࡓࡾࠊ㞃ࢀᐙ୍࡛⥴ఫࢇ࡛࠸ࡓ㟷ᖺࢆ⃭ࡋࡃឡࡋࡓࡾࡍ

ࡣ⌧ᐇቑࡋ࡚ᙉ࠸༳㇟ࢆṧࡍࠋᡭሯࡢࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖࢆక࠺⬻ෆࡢᑐヰࡣ⇕Ⅿ࡛ࠊࡋࡶឤື

ࡿࡢ࡛ࠊ⃭ࡋ࠸ឡࡢⓎసࡣ㌟㏆࡞Ꮡᅾࡶὀࡀࢀࡿࠋ

ⓗ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡑࢀࡣ⌧ᐇ㉳ࡇࡗࡓࡇࡣ㐪࠺ࡅࢀࡶࠊᡭሯࡸࣇࣛࣥ
ࢡࡣ⌧ᐇ࠸ࡿࡼࡾࡶẼ㧗ࡃᛮ៖῝࠸ே≀ࡸඃࡋ࠸ᚰࢆᣢࡘே≀ࢆࡘࡃࡾฟࡋࠊࡑࢀࡽᙳ㡪ࢆ

ࠉᑐ≀ᛶឡ⪅ࡣࠊே㛫ࡢ㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ⤖࡞࠸ࡓࡵࠊ⮬ศࡀ୍᪉ⓗ㝈ࡾ࡞ࡃឡࡍࡿࡇࡀ

ཷࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡽࠊࡼࡾ㧗࠸ࡶࡢࢆ┠ᣦࡍࡇᙺ❧ࡘゝ࠺Ⅼ࡛ࠊࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖࡸ

࡛ࡁࠊษࡿࡇࡢ࡞࠸ࣔࣀ㛵ಀࢆ⤖ࡪࡢࡔ࠸࠺ࡩ࠺ゎ㔘ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ༙

ேࡢᴟ➃࡞⌮ࡣᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡶゝ࠼ࡿࠋᑐ≀ᑐヰ⪅ࡀ୍⯡ⓗᣢࡗ࡚࠸ࡿ⇕Ⅿ࡞㞺ᅖẼ

ศṇࡋࡃ༙ศ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑐ≀ᛶឡ⪅ࡀࣔࣀࢆឡࡍࡿࡇࡢጞࡲࡾࡣࠊ⇕Ⅿ࡞ෆⓗయ㦂ࡀ࠶ࡾࠊ

ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ⬻ෆࡢே≀ບࡲࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

ே㛫ࡢ௦᭰≀ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⇕Ⅿ࡞ឡࡢⓎసࡣࠊே㛫ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝ㉳ࡇࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊே㛫ࡣኚࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀ㏿ࡃࠊ≧ἣࡼࡗ࡚࠸ࡘࡶ㐪࠺⾜ືࢆࡿࠊࡘࡲࡾ⌮ࢆษ

 ᜌᝮయ㦂㛵ࡍࡿグ㏙ !

ࡿࡢᑐࡋࠊࣔࣀࡣ୍㈏ࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿࡢ࡛⌮ࡀ㛗⥆ࡁࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋయࡋ࡚ࠊᑐ≀ᑐヰ

ࠉࡢ࠺ࡕ㸷ேࡣᜌᝮయ㦂ࡲࡘࢃࡿグ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠺ࡗࡾࡍࡿࠖᯘࡢ୰ࢆṌ࠸࡚࠸࡚

⪅ࡣឡࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋ

ࠕ㓉ࡗࡥࡽࡗࡓࡼ࠺࡞ࡿࠖ࠸࠺㍍ࡵࡢ⾲⌧ࡽࠊ▂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡿࠊཱྀࡶ⪺ࡅ࡞
ࡃ࡞ࡿࠊ࠸ࡗࡓࡶࡢࡲ࡛ࠊࡑࡢᙉࡉࡣ㸯ேࡢே≀ࡢ୰࡛ࡶࡲࡕࡲࡕࡔࠋ
ࠉᜌᝮయ㦂ࡢグ㏙ࡣ㸷ேࡔࡗࡓࡀࠊࢩࣗࣂࣝࠊ࣮ࣛࣥ࣎ࠊࢲ࣮࣮࢞ࡣࠊࠕ⮬ศࡣ࠺ࡗࡾࡋࡓࠖ࡞
ࡢᐈほⓗ࡞⾲⌧ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢసရࡣ㓖㓁ࡢవ㡩ࡀ࠶ࡿࠋ

࠙ࣔࣀࡢᛶ㉁ࠚ
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࠙ᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㉳ࡇࡿ≧ἣࠚ

 ⏣⯋㒔 !

 ࣔࣀࡢ㊥㞳 !

ᅇࡢ◊✲࡛ࡣࠊ⫱ࡗࡓሙᡤᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㉳ࡇࡾࡸࡍࡉࡢ㛵ಀࡣࢃࡽ࡞ࡗ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᑐ㇟ࡢ㊥㞳ࡣࠊ

どっちが良い悪いではなく、古い物の宿命のようなものである。古い物の過去の生き方で骨董と

ࡓࠋᙜึࡣࠊ⏣⯋⫱ࡕ㒔⫱ࡕ࡛ࡑ࠺ࡋࡓឤᛶࡢ⫱ࡲࢀࡸࡍࡉࡀࢃࡿணࡋ࡚࠸ࡓࡢ

㌟㏆࡞ゐࢀࡽࢀࡿࣔࣀࡢ⮳㏆㊥㞳ࡢࢱࣉࠊᒣࡸ✵࡞┤᥋ゐࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢ

生活骨董は分かれる。（I-1）

ࡔࡀࠊᑐ㇟ࡢ༙ศ௨ୖࡀ㏆௦ࡢே࡛࠶ࡾࠊࡘࡲࡾࠊ ୡ⣖࠾࠸࡚ࡣ⌧௦ẚࢀࡤࠊࡇࡶ⏣

㐲㊥㞳ࡢࢱࣉࡀ࠶ࡿࠋせ⣙ࡍࡿࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣࡰဨࠊ⮳㏆㊥㞳࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ

⯋ࡔࡗࡓࡣࡎࡔࡽࠊẚࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㒔⫱ࡕ࠸ࡗ࡚ࡶࠊಶேࡀぢ࡚ࡁࡓලయⓗ࡞

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢ࠺ࡕ༙ศࡣ㐲㊥㞳࡛ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿࠋ

㢼ᬒࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࢀࢆㄪࡿࡓࡵࡣಶࠎࡢே≀ࢆࡼࡾ῝ࡃㄪ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᩥ⊩ㄪ

⮳㏆㊥㞳࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࢇࢆࡿ  ே࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡰဨࠋ

ᰝ࡛࡞ࡃᐇ㝿ࡢே≀ࢆㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㐲㊥㞳࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࢇࢆࡿࡢࡣ  ே࡛ࠊࡰ༙ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮳㏆㊥㞳ࡽ㐲㊥㞳ࡲ࡛ࠊ
ࡢ㊥㞳࡛ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿࢱࣉ  ேࠋḟከ࠸ࡢࡀ⮳㏆㊥㞳ࡢࡳ࡛ࢥ࣑ࣗࢽ

 ᒇእᒇෆ !

ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿࢱࣉࡣ  ேࠋ㐲㊥㞳ࡢࡳ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿࢱࣉࡣ 㸦ࢲ࣮

ᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣᒇෆ࡛ࡶᒇእ࡛ࡶⓎ⏕ࡍࡿࠋ

࣮࢞㸧ࡔࡗࡓࠋ

㏆⸨ࠊᡭሯࠊ❧ཎࠊ▼ཎࠊᒾᓮࠊᫍ㔝ࠊ࣮࢝࢘ࠊ࣮ࣛࣥ࣎ࡣᒇෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
ぢࡽࢀࡿࠋᑐ㇟ࡣᐙࡢ୰ࡢࣔࣀࡸቨ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᑐ㇟ࠚ

ᒇእࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊᡭሯࠊ❧ཎࠊ▼ཎࠊᐑἑࠊ୕㐟ீࠊ࢚ࢵࣇ࢙ࣝࠊࣂ࣮ࢺࣥࠊ࣮ࣛࣥ࣎ࠊ

ᡭሯࠊᐑἑࠊࣔࣥࢦ࣓ࣜࠊ࣮ࣛࣥ࣎ࡣࠊࣔࣀࡀ≀ㄒࢆㄒࡾࡅ࡚ࡃࡿࠊ࡞࠸࠺⾲⌧ࢆࡋࠊ࢚ࢵ
ࣇ࢙ࣝࡣࠊ࣋ࣝࣜࣥࡢቨࡀࡓࡗ࡚ࡁࡓⱞ㞴ࡢṔྐ⮬ศࡢ㐣ཤࢆ㔜ࡡ࠶ࢃࡏࡿࠋ
᪂ရࡢࣔࣀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗࡓࡢࡣࠊࣇࣛࣥࢡࡀㄌ⏕᪥ࡶࡽࡗࡓ᪥グᑐࡋ࡚ࡢࢣ࣮
ࢫࡔࡅࡔࡗࡓࠋ࣮࢝࢘ࡣࠊࠗᜊࡍࡿᝨᫍ࠘ࡢ୰࡛࣎ࣟ࣎ࣟࡔࡗࡓࢱ࢜ࣝࡀ▱ࡽ࡞࠸࠺ࡕ᪂ရ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇᑐࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ྎモ࡛⾲⌧ࡋࡓࠋ
「お前もずいぶん変わったもんだ

個性がなくなった

彼女がいないからって変わることはない

反省しろ」（W-8）
㏆⸨ࡣ࠾ᗑࡽࢀ࡚࠸ࡿࣔࣀᐙ࠶ࡿࡶࡢࡣฟࡋ࡚࠸ࡿ✵Ẽࡀ㐪࠺ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

ࢲ࣮࣮࢞ࡑࡢᥥࡀぢࡽࢀࡓࠋᑐ㇟ࡣࠊ✵ࠊ㢼ࠊᮌࠊ㕲ᶫࠊᐙࠊⰼࠊࢲ࣒ࠊேᕤ≀⮬↛≀

 ⮬↛≀ேᕤ≀ !

ࢆศࡅ࡞࠸ࠋᑐ㇟ࡢࡁࡉࡶⰼࡽࢲ࣒ࠊ✵ࡲ࡛ࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ

ேᕤ≀ヰࡍࢣ࣮ࢫࡀࡶࡗࡶࡼࡃぢࡽࢀࡓࠋ

ᒇෆእ୧᪉࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᡭሯࠊ❧ཎࠊ▼ཎࠊࣔࣥࢦ࣓ࣜࠊ࣮࡛ࣛࣥ࣎࠶ࡗ

ၟရࡋ࡚࠾ᗑࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࣔࣀࡣࠊᐙࡢࢡࣟࢮࢵࢺࡢ࣏࣮ࣝࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࣔࣀẚ

 ே୰  ேࡀேᕤ≀ࡢࡳヰࡍࠋ

ࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊᡭሯࠊ❧ཎࠊࣔࣥࢦ࣓ࣜࠊ࣮ࣛࣥ࣎ࡢ㸲ேࡣࠊᩥ❶⾲⌧ࡀࡃリⓗ࡞ே≀࡛࠶ࡿࠋ

࡚᫂ࡽࠕࢶࣥࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋၟရࡋ࡚ࡢࣔࣀࠊᐙ࡛ಶேࡢࣔࣀࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿ

 ே୰㸷ேࡀ⮬↛≀ヰࡍࠋ

ࡓࡔࡋࠊᒇෆᒇእࡕࡽࡋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᥥࡀぢࡽࢀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞

ࣔࣀ࡛ࡣࠊฟࡋ࡚࠸ࡿ✵Ẽࡀ㐪࠸ࡲࡍ㸬್ᮐࡀࡘ࠸ࡓࡲࡲࡢ᭹ࡣࠊ
ࡑࡢࠕࢶࣥࠖࡋࡓឤࡌࡀṧࡗ

 ே୰㸴ேࡀேᕤ≀࣭⮬↛≀ࡢ୧᪉ヰࡍࠋ

࠸ࡔࡅ࡛ࠊᐇ㝿ࡣࡇ࡛ࡶᑐヰࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ

࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࠋ .0

ேᕤ≀ࡢ୰࡛ࡶࠊࡃ᪥⏝ရࡸ㐨ලࡀᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐙࡸ❆ࡸቨࡶឤࢆᣢࡕ࠺ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡇࢀࡽࡢࢇࡣ㟼≀࡛࠶ࡿࠋ

 ᑐ㇟ࡢࡁࡉ !
ᑐ㇟ࡢࣔࣀࡢࡁࡉ㛵ࡋ࡚ࠊே≀ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀ㛵ᚰࡢᑐ㇟ࡀ㐪࠺ࡢẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡓࡀࠊ

 ࣔࣀࡢྂࡉࡢ㛵㐃 !

࠸ࡲࡦࡘ୍㈏ᛶࡀぢᙜࡓࡽ࡞ࡗࡓࠋ

ࣔࣀṔྐࡀグ㘓ࡉࢀࡿ࠸࠺ឤぬࢆᣢࡘഴྥࡀ࠶ࡿࠋ࣮࢝ࣥࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ࡢࡿࠋ

 ᑐ㇟ࡢᩘ !

岩の中には岩の記録があります。

ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣ㏻ᖖ」ᩘࡢᑐ㇟ᑐヰࡍࡿࡀࠊࡍ࡚ࡢࣔࣀᑐヰࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࡞ࡃࠊ≉ឡ╔

人の中には、その人がいかにつくられたかの記録があります。(K-3)

ࡢ࠶ࡿ࠸ࡃࡘࡢࣔࣀᑐヰࡍࡿࠋ
ᒾᓮࡣࣔࣀࡢ㐣ཤࡢᢅࢃࢀ᪉ࢆࠕ⏕ࡁ᪉ࠖ⾲⌧ࡍࡿࠋ
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࠙ᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᵝ┦ࠚ

 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㸱ࡘࡢࡸࡾ᪉ !

 ୍᪉ⓗࠊ┦ !

㏙࡚࠸ࡿࡀࠊᣢࡕࡀࣔࣀᑐࡋ࡚↓ឤື࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣔࣀẼࡀ⾜࡞࠸ᛁࡋࡃⲨࢇࡔ

ࠉᑐ≀ᑐヰ⪅ࡓࡕࡀᐇ㝿ࡢࡼ࠺࡞ࡸࡾ᪉࡛ࣔࣀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺

ࠉࡰဨࡀࣔࣀࡽ⮬ศࡢാࡁࡅࢆᥥࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᩘࡣ  ேࠋ⮬ศࡽࣔࣀࡢ

⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊᑐࡋ࡚ࡏࡘ࡞࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࣔࣀࡢឤࡣᑐ㇟ࡢࣔࣀࢆぢ

ࠊ௨ୗࡢ㸱ࡘࡢᙧࡀ࠶ࡿࠋ

ാࡁࡅࢆᥥࡋࡓࡢࡣ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ

⥆ࡅࡓேࡔࡅࢃࡿ⣽࡞ほᐹ║ࡼࡗ࡚ࡢࡳㄞࡲࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

ࠉ⮬ศࡀヰࡋࡅࠊྥ࠺ࡶヰࡋࡅ࡚ࡃࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣឤࢆ⾲ࡋ࡚ࡃࡿࠊ࠸࠺┦ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ゝㄒࡼࡿὶ

ࢩࣙࣥࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣ  ே࡛ࠊ࠾ࡼࡑ༙ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ࣔࣀࡢ㛵ಀᛶࡣࠕேࠖ
ࠊ
ࠕᜊேࠖ
ࠊ
ࠕ༠ຊ⪅ࠖ!

㌟యࡼࡿὶ

ࠉࣔࣀࡢឤࢆே㛫ࡀឤࡌࠊࡑࢀࢆసࡸ⏕άࡢ᪉ἲࡍࡿࡢࡣ㏆⸨ࠊᡭሯࠊ࣮࢝ࣥࠋ

ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡗ࡚ࣔࣀࡣ㐩ࠊ㐃ࢀࠊ༠ຊ⪅࠸ࡗࡓ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ࠾࠾ࡴࡡࡢ㛵ಀ

⬻ෆࡢ㌟యࡼࡿὶ

ࠉே㛫ࡢឤࢆࣔࣀࡀឤࡌྲྀࡿᥥࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࣔࣥࢦ࣓࣮ࣜ࢝࢘ࡢ㸰ே࡛ࠊලయⓗ

ࡣẼࡉࡃ࡛ᖹ➼ࡔࠋ㏆⸨ࢩࣗࣂࣝࡣ⮬ศࡢάືࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡿᛅᐇ࡞㐃ࢀࠊ༠ຊ⪅࠸࠺ࡼ࠺

ࡣࠊே㛫ࡢᝒࡋࡳ⮬ศࡢ㒊ᒇࡢቨࡸࣔࣀࡀඹ㬆ࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࡞ᤊ࠼᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᡭሯࡗ࡚ࡢᒣࠊ❧ཎࡗ࡚ࡢᮏࠊ࢚ࢵࣇ࢙ࣝࡗ࡚ࡢ࢚ࢵࣇ࢙

ࠉゝㄒࡼࡿὶࡣࠊከࡃࡢሙྜ㢌ࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ㌟యࡼࡿὶࡣࠊᡭ࡛ゐࡗࡓࡾࠊ࢟ࢫࡋࡓࡾࠊ

ࠉே㛫ࡢ࣏ࢪࢸࣈ࡞ឤࣔࣀࡀඹ㬆ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡢᥥࡣࠊࢩࣗࣂࣝࡢᡭᢲࡋ㌴ࡀ⮬ศࡢ

ࣝሪࡣࠊ༢࡞ࡿࢆ㉺࠼ࡓ࣐ࣟࣥࢸࢵࢡ࡞㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓࠋ

∦࡙ࡅࡸᐙࢆࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡛⾜ࢃࢀࠊゝㄒࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶక࠺ࠋ㸱ࡘࡵࡢ⬻ෆࡢ㌟య

ࢆࡽࡋࡃᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊࢩࣗࣂࣝࡢẼᣢࡕඹ㬆ࡋ࡚࠸ࡿㄞࡵࡿࠋ

ࡼࡿὶࡣࠊ❧ཎࡣࠕᮏࡢ⩌ࢀᡭࢆྲྀࡾ࠶࠺ࠖࠊᐇ㝿ࡣᡭࡢ࡞࠸ᮏࡢὶࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠉࡲࡓࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣ୍⯡ⓗࠊࣔࣀࡣே⏕ࡀ࠶ࡾࡑࢀࡀグ㘓ࡉࢀࡿ࠸࠺ឤぬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ

࢚ࢵࣇ࢙ࣝࢆࡣࡌࡵࡍࡿᑐ≀ᛶឡ⪅ࡣࠊᐇ㝿ᛶḧࢆ‶ࡓࡍ᪉ἲ࡛࡞ࡃࠊࡘࢭࢡࢩ࡛ࣗࣝ

ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࣔࣀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᣢࡕࡢᝒࡋ࠸グ᠈ࢆࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡀㄞࡳࡗ࡚࠸

ᐁ⬟ⓗ࡞ὶࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ࠋ

ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡛ࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ࢚ࢵࣇ࢙ࣝࡣ࣋ࣝࣜࣥࡢቨࡢⱞ㞴ࡢṔྐࢆ
ឤࡌࡾࠊࡑࡇඹឤࡍࡿࠋࡲࡓ㏆⸨ࡣࠊࠕᡬࢆ㛤ࡅࡿ↝ࡁࡑࡤࡢࡼ࠺᭹ࡀࡇࢇࡶࡾ✚ࡶࡗ࡚
࠸ࡿᵝᏊࡣࠊࡶࡣࡸࢦ࣑ᤞ࡚ሙࡢࡼ࠺࡛ࠊ᭹ࡓࡕࡀࡏࡘ࡞ࡑ࠺࡞ࡇࡇࡢ࠺࠼࡞࠸ࠋ .0 ࠖ
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 ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡀὀ┠ࡍࡿ㸱ࡘࡢⅬ !

ࠕ࠺ࡘࡴࡁᆺࠖࠕࡢࡅࡒࡾᆺࠖ!

ᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠊே㛫ࡀࣔࣀࡢఱὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼࢆࡲࡵࡿࠊ௨ୗ

ࠉᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࡁࡃศࡅࡿࠕ࠺ࡘࡴࡁᆺࠖࠕࡢࡅࡒࡾᆺࠖࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
㸯ࠉࣔࣀࡀᴦࡋ࠸Ẽศ࠺㸦࣭࣭࣭ࣔࣀࡢ≧ែࡀṇࡋ࠸࠺㸧

 ࠺ࡘࡴࡁᆺ㸦ᒇෆᆺ㸧!

㸰ࠉࣔࣀࡢே⏕ࡸṔྐ㸦࣭࣭࣭ࣔࣀࡀࡑࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓ㸧

ࠉ࠺ࡘࡴࡁᆺࡣࠊ㐨ලࡸ㌟ࡢᅇࡾࡢ⏕ά⏝ရ㛵ᚰࢆ♧ࡋࠊࡑࢀࡽࡀᡭᣢ࡚ࡿࢧࢬ

㸱ࠉࣔࣀࡢ┦ࡢឡࠊ㛵ಀᛶࠉ㸦࣭࣭࣭ࣔࣀࡢឡ╔ぶࡋࡳ㸧

࡛࠶ࡿࡇࡀከࡃࠊᑐヰࡢࡁ㤳ࢆ๓࠺ࡘࡴࡁࡢ≧ែࡍࡿࠋᅇㄪࡓ୰࡛௦⾲ⓗ࡞ࡢࡣࠊ
㏆⸨࣮࡛࢝ࣥ࠶ࡿࠋ࠺ࡘࡴࡁᆺࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉ᚩࡣࠊࣔࣀࡢពᚿࢆ⣽ࡃឤࡌྲྀࡾࠊ

ࠉࣔࣀࡀᴦࡋ࠸Ẽศ࠺ࡣࠊࣔࣀࡀࠕᏳᚰࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕ➗ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠕࡈࡁࡆࢇࠖ࡞࠸࠺
ゝⴥ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࡣࠊࣔࣀࡀṇࡋࡃᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࢆ⾲ࡍᩥ⬦ࡸࠊᮌࡸỈ
㠃ࡢ⨾ࡋࡉࢆ⾲ࡍᩥ⬦࡛⌧ࢀࡿࠋࣔࣀࡢᝒࡋࡳࡣࠊࠕἽࡃࠖࠕࡏࡘ࡞ࡑ࠺ࠖ࡞ࡢゝⴥ࡛⾲ࡉࢀࠊ

ࢭࣜࣇࢆ௦ᘚࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊࣔࣀぶࡋ࠸᪥ᖖⓗ࡞ヰࢆࢃࡍࡇ࡛࠶ࡿࠋ
㸦࠺ࡘࡴࡁᆺࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀぢࡽࢀࡓࡢே≀㸸ᡭሯࠊ▼ཎࠊ❧ཎࠊࢩࣗࣂࣝࠊ࣮ࣛࣥ࣎ࠊ
ࣇࣛࣥࢡࠊすᒸࠊ࣮࢝࢘ࠊᒾᓮࠊࣔࣥࢦ࣓ࣜ

ࣔࣀࡀ⢒ᮎᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡢᥥࢃࢀࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ㏆⸨࡞ࡣࡇ࠺ࡋࡓࢿ࢞ࢸ
ࣈ࡞ឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࣔࣀࢆᩆฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ṇ⩏₎ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣔࣀே㛫

 ࡢࡅࡒࡾᆺ㸦ᒇእᆺ㸧!

ࡢẼᣢࡕࡀᢞᙳࡉࢀࡿሙ㠃࡛ࡶࢿ࢞ࢸࣈ࡞ឤࡢ⾲⌧ࡀࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

ࠉࡢࡅࡒࡾᆺࡣࠊኊ࡞ᬒほࡸኳẼ㛵ᚰࢆ♧ࡋࠊᑐヰࡢࡁ㤳ࢆࡢࡅࡒࡽࡏࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋᑐ

ࠉࣔࣀࡢே⏕ࡸṔྐࡣࡘ࠸࡚ࡣࡋࡤࡋࡤࠊ
ࠕࣔࣀࡀ⮬ศࡢṔྐࢆㄒࡾࡅ࡚ࡃࡿࠖ⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ

㇟ࡣࡼࡾ₍↛ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣔࣀࡢᣢࡘពᚿࡶࡼࡾᢳ㇟ⓗ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠊ࠸

ࡇࢀࡣࠊே㛫ࡀᑐ㇟ࢆほᐹࡋࠊࣔࣀࡀ㐣ཤࡢࡼ࠺ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࠊࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࠶ࡗ

࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆゝࢃ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ୍ࡘࡢᑐ㇟ࢆぢࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ┠㢼ᬒయࡢሗࡀධࡗ࡚࠸

ࡓࡢࠊࡑࡢ࿘㎶ࡢ⫼ᬒࢆணࡍࡿࡁࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࡽࡔࠋ

ࣔࣀࡢ┦ࡢឡࡣࠊᑐ㇟ࡢࣔࣀࡢᥥࡢ⣽ࡸࡉࡸᇳᣉࡉ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࠉᅇㄪࡓ୰୍࡛㈏ࡋ࡚ࡢࡅࡒࡾᆺࡢ⾲⌧ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᡭሯࠊ▼ཎࠊᐑἑࠊ࢚ࢵࣇ࢙ࣝࠊ

ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡗ࡚ࣔࣀࡣ༢ࠕᴦࡋ࠸ࠖ
ࠕᝒࡋ࠸ࠖ࠸࠺₍↛ࡋࡓឤࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕࡎࡋ࠸ࠖ

ࣔࣥࢦ࣓࡛ࣜ࠶ࡿࠋ

ࠕࡵࢇࡰࡃࡘࡪࢀࠖ
ࠕ࠺ࢇࡊࡾࡍࡿࠖ
ࠕࣖࢣ࡞ࡿࠖ࡞⧄⣽࡛㇏࡞ឤ⾲⌧࡛⾲ࡉࢀࡿ

ࠉᙼࡽࡗ࡚ࠊࣔࣀࡢᑐヰࡣࡋࡤࡋࡤ⾪ᧁⓗ࡞య㦂࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⾲⌧ࡶࡆࡉ࡞ࡾࠊ

⾲

㸶㸧

ࣔࣀᑐࡋ࡚ࢻ࣐ࣛࢳࢵࢡ࡞ឡࢆᢪࡃࠋࡢࡅࡒࡾᆺࡣከࡃࡢሙྜࠊࣔࣀࡣᖹ‶࡞ࡢឤ
ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡢࡅࡒࡾᆺࡢẚ㔜ࡀ㧗࠸ே≀ࡣࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖ࡞ࡼࡾዶⓗ࡞ഴྥࡀ

 㸯ே࡛ఱࢆぢ࡚࠸ࡿࡁࣔࣀࡢᑐヰࡀ㉳ࡇࡿ !
ࠉᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㉳ࡇࡿሙ㠃ࡢᥥࢆぢࡿࠊ㏆⸨ࡣ∦࡙ࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿࡁ࡛ࠊ
ᡭሯࡣࢫࢺ࣮ࣈࡢⅆࢆぢ࡚࠸ࡿࡁࠊ▼ཎࡣᆅᅗࢆぢ࡚࠸ࡿࡁࠊ࢚ࢵࣇ࢙ࣝࡣኤ㝧ࡢ୰ࡢ㕲ᶫ

࠶ࡿࠋ
㸦ࡢࡅࡒࡾᆺࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀぢࡽࢀࡓࡢே≀㸸▼ཎࠊᡭሯࠊࢲ࣮࣮࢞ࠊᐑἑࠊ࢚ࢵࣇ࢙
ࣝࠊ࣮ࣛࣥ࣎ࠊࣔࣥࢦ࣓ࣜࠊ୕㐟ீ

ࢆぢ࡚࠸ࡿࡁࠊ࣮࢝࢘ࡣ㒊ᒇࡢࣔࣀࢆぢ࡚࠸ࡿࡁࠊ࡞ࠊ㸯ே࡛ఱࢆぢ࡚࠸ࡿࡇࡀ
ᚲせ࡞᮲௳࡛࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ

ࡓࡔࡋࠊᐇ㝿ࡣ㸰ࡘࡢࢱࣉ୧᪉ࡢᙧែ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿᑐ≀ᑐヰ⪅ࡀከࡃࠊࡘ

ࡃከ࠸ࡢࡀࠊ

ࡕࡽࡶุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࢱࣉࡢ⾲⌧ࡶ࠶ࡿࠋ

࣭ᩓṌࢆࡋ࡚࠸ࡿࡁ
࣭㒊ᒇ࡛ࡰࢇࡸࡾࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡞ࡢసᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿࡁ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᡭሯࡀᜊࡋ࠸ᒣࡢࡇࢆᛮࡗ࡚ษ࡞࠸Ẽᣢࡕ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᑐ㇟ࡢࣔࣀࡀ┠

 ᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᰿ᮏࡣࠊᑐ㇟ࢆ▱ࡿࡇ !

ࡢ๓࡞࠸ࡁࠊᐢࡋࡉࡸᜊࡋࡉࢆぬ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡣ࠶ࡿࠋ

ࠉᑐ≀ᛶឡ⪅ࡽࡼࡿࠊࣔࣀࢆឡࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊᑐ㇟ࡢࣔࣀࡢ▱㆑ࢆ㞟ࡵࠊࡑࢀࢆ⮬ᕫࡢ

ࠉࡲࡓࠊᑐ㇟ࡢὶࡣࠊࠕࡃពࠖゼࢀࡿሙྜࠊᑐ㇟ࡢ▱㆑ࢆᚓࡿ୰࡛ᚎࠎ㛤ⰼࡋ࡚࠸

୰ෆᅾࡉࡏࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋᛶឡࡢ㛵ಀࢆᣢࡓ࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊࡇࢀࡣᑐ≀ᑐヰ⪅୍⯡ᙜ

ࡿࡽࡋࡁሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ

࡚ࡣࡲࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᡭሯࡀ୍ࡘࡢ⸆⨁ࡢᙧ≧ࢆ㝮ࠎࡲ࡛ほᐹࡋ࡚グ㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ࣇࣛࣥࢡࡀᖺ➹ࡀࡢࡼ࠺࡞㐣ཤࢆࡓࡗ࡚ࡁࡓࠊᡭධࢀࡓࡽㄗࡗ࡚ᬮ⅔࡛↝࠸࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡲ࡛㸯ᖺ༢࡛グ㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠋࡑࡢᑐ㇟ࡢࡍ࡚ࢆ▱ࡾࡓ࠸࠸࠺⇕ࠊ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍ
ࡿヨࡳࡢ⤒㐣ࡇࡑࡀᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᰿ᖿࢆⅭࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⾲⌧᪉ἲࠚ
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 ඹ㏻ࡢ⾲⌧ !
ࠕ➗࠺ࠖ
ࠕ࠺ࢀࡋ࠸ࠖ
ࠕἽࡃࠖ
ࠕᝒࡋ࠸ࠖ
ࠕ╀ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕఇࡴࠖ࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡀ」ᩘࡢ࡛ぢࡽࢀࡓࠋ
ᡭሯࣔࣥࢦ࣓ࣜࡣࠊᑐ㇟ࡢࣔࣀࢆึࡵ࡚ぢࡿࡇࢆࠕึᑐ㠃ࠖ⾲ࡍࠋࡑࢀࡣࠊึࡵ࡚ぢࡿ
࠸࠺ࡇࢆ⾲ࡋࠊࠕ▱ࡾྜ࠸࡞ࡿࠖ⾲⌧ࡍࡿࡢࡣࠊࡓ࠸ࢇẼධࡗࡓ࠸࠺ព࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᑐ㇟ࡢᥥ⏝࠸ࡽࢀࡿゝⴥࠚ
⾲㸶ࡣࠊᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㛵ࢃࡿ⾲⌧ࡢㄒᑿࢆࡍ࡚ᢤࡁฟࡋࠊศ㢮ࡋࡓࠋୖẁ
ࡢࠕ≧ែᥥࠖࡣࣔࣀࡢ≧ែࡢᨃேࡋࡓ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ୰᩿ࡢࠕឤ⾲⌧ࠖࡣࡑࡢ࡞࡛ࡶ㢦ࡢ
⾲࡛⾲⌧ࡋࡓࡶࡢࠋࡇࢀࡽࡣே㛫ࡢ᪉ࡀㄞࡳࡾุ᩿ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊୗẁࡢࠕືⓗ⾲⌧ࠖ
ࡣࣔࣀࡀ⬟ືⓗࠕㄒࡾࡅ࡚ࡃࡿࠖࠕヰࡍࠖࠕぢࡿࠖ࡞ࡢ⾜Ⅽࢆࡋ࡚࠸ࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋᑐ≀ᑐ
ヰࡢᑐ㇟ࡢࢇࡣ㟼≀࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊࡇ࠺ࡋࡓ⬟ືⓗ࡞⾲⌧ࢆࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀ⯆
῝࠸ࠋࠕືⓗ⾲⌧ࠖࡣⓎㄒࡲࡘࢃࡿ⾜ືࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚どぬࢆࡗࡓ⾜ືࡀከ࠸ࠋࣇࣛࣥࢡ
ࡣࠕࢃࡿࠖࠕヰࢆ⪺ࡃࠖ࠸ࡗࡓ⫈ぬࡲࡘࢃࡿ⾲⌧ࢆࡍࡿࠋ

ࠕẼ࡞ࡿࠖࠕࡘࡽ࠸ࠖ࠸࠺㌟యឤぬ࡚ࡁ⾲⌧ࡣࠊࣔࣀࡀ㏻ᖖࡢ≧ែࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐺ษ࡞≧ែ
࡞࠸ࡇࢆពࡍࡿࠋ
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࠙ㄒᑿࡢ⾲⌧⮬ᕫ⌮ゎࠚ
ࠉ⾲㸷ࡣㄒᑿ⾲⌧ࢆࡍ࡚ᢤࡁฟࡋࡓࠋ
ࠉ㏆⸨ࠊᒾᓮࠊࣔࣥࢦ࣓ࣜࡣࠕᛮ࠺ࠖࠕឤࡌࡿࠖ࠸࠺ㄒᑿ⾲⌧ࢆ࠺ྜࡀ㧗࠸ࠋࡋࡋࠊ
ࡢᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢከࡃࡣࠊࣔࣀࡀࠕ࣭࣭࣭ࡋࡓࠖࠊࠕ࣭࣭࣭ゝࡗࡓࠖࠊ࡞ࢇࡢṍ᭤ࡶㄝ᫂ࡶࡏࡎ
᩿ᐃࡍࡿࠋ᩿ᐃ࡛⾲⌧ࡍࡿே≀ࡢྜࡣ᭱ึணࡋ࡚࠸ࡓࡼࡾࡣࡿ㧗ࡗࡓࠋࡇࢀࡣෆⓗ
య㦂ࡢ࠸ࡼ࠺ࡢ࡞ࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ㏫ẚ႘ࡔࡾษࡗ࡚࠾ࡾࠊほ࡛࠶
ࡿࡇࡣㄝ᫂ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞࠸࠸࠺ែᗘゝ࠺ࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬ศࡢᚰ㇟ࢆᥥࡃࡇ
ࡔࡅ⯆ࡀ࠶ࡾࠊேఏࢃࡿ࠺ࡣ࠺࡛ࡶ࠸࠸࠸࠺ᢞࡆࡸࡾ࡞ែᗘ࡞ࡢࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ
ࠉ⚾ࡀㄪࡓᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣ⮬ศࡀࣔࣀヰࡋࡓࡾࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ⮬
ศࡢ࡞࡛ࡔࡅ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬ศࡀࣔࣀࡢኌࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࠊ
ࣔࣀࡀ➗ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⫗║ࡸᐇ㝿⪥࡛⪺࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺
ࡇࡶ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡢᨃேࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧ࡣษᐇ࡞ᵝᏊࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊ⮬ศࡢ୰ࡢឤぬࢆ
⪅ఏ࠼ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸⮬ぬࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾ࠊࡑࢀ⾲⌧௨እ࡛ఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡽࡔࠋ

gM`lji

➨䠏❶

ゎ㔘䛸 ⪃ᐹ
䛺䛬 ᑐ ↓ ⏕ ≀ 䝁䝭䝳䝙䜿 䞊䝅 䝵 䞁䛜 ㉳ 䛝䜛䛛
࿘㎶⎔ቃ 䛸⒵ ╔ 䛧䛯 ே య 䜲 䝯䞊䝆
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ࡲࡵ
ᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣఱ
 ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢ≉ᚩ▱ぬయ⣔ !
ࠉᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣ≉ᐃࡢᑐ㇟ࡸ࣓࣮ࢪᅛᇳࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡦࡘࡢ≀㞟୰ࡋ࡚⣽㒊ࡲ࡛ほᐹࡋࠊほᐹἐ㢌ࡋ࡞ࡀࡽᵝࠎ
࡞ᛮ࠸ࢆᕠࡽࡏࡿࠋᐑἑࠊ❧ཎࠊࣔࣥࢦ࣓ࣜࠊ࣮࢝࢘ࡢస㢼ࡣࠊ≉ᐃࡢ࣓࣮ࢪࡸࣔࢳ࣮ࣇࠊሙ㠃ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋసရࡢ୰࡛Ⓩሙ
ࡉࡏࠊሙ㠃ࡢᒎ㛤ࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡾࠊ㸯ࡘࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣ㸯ࡘ㸰ࡘࡢ࣓࣮ࢪࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡶࡢࡶࡢࡢ㛵ಀᛶࢆ⣔ิࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣಠ▔ⓗぢ࡚⤌ࡳ❧࡚ࡿࡇࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࢲ࣮࣮࢞ࡣ㛗⦅ࡢ≀ㄒࢆ᭩࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡣ࠸ࡘࡶఱࡽ㏨ࡆࡿᑡዪ
ࡓࡕࠊᔒࡸ㞼ࡢ࠶ࡿዟ⾜ࡁࡢ῝࠸㢼ᬒࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑡዪࡓࡕࡀ㏨ࡆࡿ࠸࠺ࡇࡔࡅࢆᥥࡃࡓࡵࡔࡅ⫼ᬒࢆ᭰࠼࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊࡶࡢࡈࡢㄝ᫂ࡣ࠸ࡘࡶ࣓࣮ࢪヰㄪࡢゝⴥ࡛ヰࡉࢀࡿࠋᑐ≀ᑐヰ⪅ࡽࡣᴫᛕ࡛ㄽ⌮ࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࡇࢆࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ࡶࡢࢆㄽ⌮ⓗㄝ᫂ࡍࡿࡇࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡇࢀࡣࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡽࡀࡳ࡞┤ឤⓗุ᩿ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡗࡓࡃㄽ⌮ⓗ࡛࡞࠸
࠸࠺ࡇࢆពࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣࣔࣀࡢእほࢆ⣽㒊ࡲ࡛ࡼࡃほᐹࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ┠࡛ぢࡓሗࢆᴫᛕኚࡏࡎࠊ
ࢃࡾឤኚࡍࡿࠋᑐ≀ᑐヰ⪅ࡽࡣᖖ㢌ࡢ୰࡛ᑐヰࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᑐヰࡣࡑࡢࡲࡲ⌮ㄽࡢ⤌ࡳ❧࡚సᴗ࡛࠶ࡿࠋㄽ⌮ࡢ⤌
❧࡚ࡢせ⣲ࡀࠊᑐ㇟ࡢෆᅾࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿෆⓗయឤヰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢ⬻ࡢሗฎ⌮ !
ࠉ⚾ࡓࡕࡣࠊ┦ᡭࡢཱྀࡢືࡁࡸ⾲ࡢどぬሗࠊ⫈ぬሗࢆྜᡂࡋࠊࡑࡢゝㄒࡢពࢆ⮬ศࡢ▱㆑↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽㄞࡳゎ
ࡁࠊ┦ᡭࡀ⮬ศఱࢆヰࡋ࡚࠸ࡿࡢ⌮ゎࡋࠊ⮬ศࡢពぢࡸឤࢆᣢࡘࠋ
ࠉᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣே㛫ヰࡋ࡚࠸ࡿࡁࡽࡋ࡚ࠊࡑࡶࡑࡶࡑࡢෆᐜࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ⫈ぬࡢሗࢆ༑ศฎ⌮
ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⌮ゎࡢ࡞ࡾࡢ㒊ศࢆどぬሗ㢗ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎
ࡢࡽ┦ᡭࡢ㐣ཤࢆㄞࡳ㎸ࡳࠊ┦ᡭࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇࡢෆᐜࢆ᥎

ࡍࡿࠋどぬሗࡣࠊ┦ᡭࡢ⾲ࡸ㌟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࡶ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┦ᡭࡀゝⴥࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊኌࡢࢺ࣮ࣥࢆㄞࡳゎࡃ

ሗࡋ࡚ฎ⌮ࡉࢀࠊヰࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡣࡑࢀὀពࢆᡶࢃࢀ࡞࠸ࠋ
ࠉࡲࡓࠊ㢌ࡢ୰࡛ࡣᑐヰࡋ࡞ࡀࡽᛮ⪃ࡍࡿⒷࡀࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡁࡓࡲࡓࡲ┠ᫎࡗࡓࡶࡢࡼࡗ࡚ࠕᑐヰࡢ┦ᡭࠖࢆ↓ព㆑
⿵ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐑἑࡢᑐヰᘧࡢリࡣࡑࢀࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ࣮࢝࢘ࡸࣔࣥࢦ࣓ࣜࡀࠕ㒊ᒇࡀᝒࡋࢇ࡛࠸ࡿࠖླྀ㏙ࡋࡓࡢࡣࠊឤ
ࡀඛࢃ࠸࡚ࡁ࡚ࠊᚋࡽ⫈ぬࡸどぬࡸゝⴥࢆ⿵ࡍࡿࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ
ࠉᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥᑐ㇟ࡢෆᅾࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁࠊ⬻ෆ࡛ࡣࠕᑐ㇟ࡢሗࡢㄞࡳ㎸ࡳ

どぬ▱㆑㸧ࠖࠊ
ࠕ⬻ෆࡢᑐヰࠖࠊ

ࠕどぬࡢྜᡂࠖࡀྠ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

ࠉ௨ୗࡣࠊ
ࠕ┦ᡭࡀࠥゝࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ㄆ㆑ࢆᣢࡘ࠾࠸࡚ࠊᬑ㏻⾜ࢃࢀࡿ⬻ࡢሗฎ⌮ࡢ㐣⛬ẚ㍑ࡋࡓࠊᑐ≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࠾ࡅࡿ⬻ࡢሗฎ⌮ࡢᅗ࡛࠶ࡿࠋ

声のトーン
聴覚情報

一般的な
情報処理

言葉の内容

視覚情報

ࠕ┦ᡭࡀࠥゝࡗ࡚࠸ࡿࠖ

相手の容貌
知識との
照らし合わせ
言葉の内容

聴覚情報

対物対話者の
情報処理

脳

内

の

対

話

声のトーン

視覚情報

脳

内

の

ࠕ┦ᡭࡀࠥゝࡗ࡚࠸ࡿࠖ

相手の容貌
対

話

脳

内

の

対

話

知識との
照らし合わせ

脳

内

の

対

話

脳

内

の

対

話

ࠉ୍⯡ⓗ࡞ሗฎ⌮ࡢࣂࣛࣥࢫẚ㍑ࡍࡿࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡓࡕࡣࠊどぬሗࡢ㔜せᛶࡀ♧ࡍྜࡀࡁࡃࠊࡘࠕゝⴥࡢෆᐜࠖࡣࠊ
ຍⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ⤯࠼ࡎ⬻ෆ࡛⮬ၥ⮬⟅ࡸࠊ㢌ࡢ୰ᐃࡋࡓ┦ᡭࡢᑐヰࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࠕሗࡢㄞࡳ㎸ࡳࠖࠕ⬻ෆࡢᑐヰࠖࠕどぬࡢྜᡂࠖࡢ㸱ࡘࡢാࡁࡀ㐃ືࡋ࡚㉳ࡁࡿ⌧㇟࡛ࠊࠕ⬻ෆ
ࡢᑐヰࠖࡢᗘྜ࠸ࡀᙉࡃࠕሗࡢㄞࡳ㎸ࡳࠖࡢᗘྜ࠸ࡀᙅ࠸ࡢࡀࡢࡅࡒࡾᆺࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞ࡾࠊࠕሗࡢㄞࡳ㎸ࡳࠖࡢ
ᗘྜ࠸ࡀᙉࡃࠕ⬻ෆࡢᑐヰࠖࡢᗘྜ࠸ࡶᙉࡃࠊࡘࡑࢀࡽࡢᑐ㇟ࡀ┠ࡢ๓ࡢࣔࣀὀࡀࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ࠺ࡘࡴࡁᆺࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
࡛ࣥ࠶ࡿࠋ
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ࠕࣔࣀࡀヰࡍࠖ࠸࠺⌧㇟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ࡲࡵࡽࢀࡿࠋ

ࠕሗࡢㄞࡳ㎸ࡳ どぬ㸩▱㆑ ࠖ㸩ࠕ⬻ෆࡢᑐヰࠖ㸩ࠕどぬࡢྜᡂࠖ ࠕᑐ㇟ࡢෆᅾࠖ
ࠉࡇࡢሗฎ⌮ࡣᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣ⬻ࡢ୰࡛ᖖ⩦ⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࠺ࡇࡀ㞴ࡋ࠸ᐇ࡞ࡿࠋ
ᑐ≀ᑐヰ⪅ࡗ࡚ᑐヰࡸヰࡣࠊどぬࡔࡅ࡛࡞ࡾࡢ㒊ศࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ⤒㦂࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛࠶ࡿࡽࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡀࠕࣔࣀ
ᑐヰࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊᙼࡽࡢ⤒㦂ࡽ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠊᐇ࡞ࡢࡔࠋ

 㢮⦕㛵ಀ࠶ࡿ⌧㇟ !
ࠉ㢮⦕㛵ಀ࠶ࡿ⌧㇟ࡋ࡚ࡣࠊࣆࢪ࢙ࡢࠕᗂඣࡢࢽ࣑ࢬ࣒ࠖࠕࢩ࣮࣐ࣕࢽࢬ࣒ࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ඣ❺ᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢࣆࢪ࢙ࡣࣔࣀࡀືࡃࡇࢆࣔࣀពᚿࡀ࠶ࡿࡋ࡚⪃࠼ࡿᗂඣࡢࢽ࣑ࢬ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᚰ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ≀⌮ⓗ࡞
ࡶࡢࡢ㛫ࡢᮍศཎᅉࡀ࠶ࡿ㏙࡚࠸ࡿࠋᗂඣࡣ⢭⚄ࡢⓎ㐩ࡶ⮬ศእ⏺ࡢ⊂❧ᛶࢆᏛࢇ࡛ࡺࡃࠋࡺ࠼ࠊᏊࡶࡢ
ᛮ⪃ࡣ┤ឤⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠋࡇࡢ◊✲࡛ㄪࡓேࠎࡣࠊᑐ㇟⮬ศࡀศࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᏊࡶࡢᛮ⪃ࢆࡶࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᑐ㇟ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣᑐ㇟ࡢ▱㆑ࢆᚓࠊᑐ㇟ࢆෆᅾࡍࡿ࠸࠺㐣⛬ࢆ㋃ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊศࡉࢀࡓ≧ែࡽࠊ
ᮍศࡢ≧ែᡠࡗ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࠉࡲࡓࠊࢩ࣮࣐ࣕࢽࢬ࣒㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ㏻ᖖព㆑ࡢపୗࡋࡓ  ᜌᝮ≧ែࡀ࠶ࡿࡇࠊ៰౫ᑐᛂࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖ
ࡀᑐ≀ᑐヰ⪅ࡽ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࢩ࣮࣐ࣕࢽࢬ࣒࠾ࡅࡿᜌᝮࡸ⬺㨦ࡢእⓗ⾲⌧ࡣࠊ࠺ࡗࡾࡋࡓ⾲࡞ࡿ࡞ẚ㍑ⓗ㍍ᗘࡢ
ࡶࡢࡽࠊ㢦㠃⣚₻ࠊ㌟ࡅ࠸ࢀࢇࡋ࡚ᭀࢀᅇࡗࡓࡾࡍࡿ⃭ࡋ࠸ࡶࡢࡲ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡛ࠊ⬺㨦ࡋࡓ㌟య⢭㟋ࡸṚ⪅ࡢ㟋ࡀ៰౫ࡋ࡚
ࡑࡢゝⴥࢆ௦ᘚࡍࡿࡢࡀࢩ࣮࣐࡛ࣕࣥ࠶ࡿࡀࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢሙྜࡣࠊഴྥศᯒ࡛ࡳࡓࡼ࠺ࠊ༙ᩘࡀ㍍ᗘࡢᜌᝮయ㦂ࡢླྀ㏙ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐑἑࡣࠕಟ⨶ࠖࡢ࡞࡛ࠊṚࢇࡔጒࡢྎモࢆリࡢ୰࡛᭩࠸ࡓࡾࠊ㸯ࡘࡢリࡢ୰㸰ேࡢே≀ࡀ࠸ࡿࡼ࠺࡞リࢆከ
ᩘ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋᡭሯࡸࣇࣛࣥࢡࡣேࡢᚰࢆ௦ᘚࡍࡿࠕ࡞ࡾࢃࡾࠖࡢⒷࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆⸨ࡸ࣮࢝ࣥࡣࠊṚ⪅࡛࡞ࡃࠊࣔࣀࡢ
Ẽᣢࡕࢆ௦ᘚࡍࡿࠋࡑࢀࡀ㏆⸨ࡢ∦ࡅ⾡࡞ࡋ࡚ேࠎࡢ⏕άࢆᨵၿࡋࡓࡾྥୖࡋࡓࡾࡉࡏࠊ࿚་ࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆࡣࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ⌧௦࠾ࡅࡿࢩ࣮࣐ࣕࢽࢬ࣒ࡢ⌧ࢃࢀ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ

 ேཱྀࡢ୰ࡢᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢྜ !
ࠉࢩࣗࣂࣝࡸࢲ࣮࣮࢞ࡢࡼ࠺ࠊ⏣⯋ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࡾ༢⣧࡞ࢆࡋ࡚࠸࡚⏕๓ࡣୡ▱ࡽࢀࡎ୍⯡ே㐣ࡂ࡞ࡗࡓࡼ࠺ࠊ
↓ྡ࡞ேࡢ୰ࡶᑐ↓⏕≀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡣᏑᅾࡍࡿࠋ⚾ࡢ▱ேࡀ⪺ࡏ࡚ࡃࢀࡓヰࡼࡿࠊᙼዪࡢ▱ே࡛
ᩱ⌮ேࡢ༸ࡢேࡀࠊࣘࢬヰࡋ࡚࠸ࡓࡑ࠺ࡔࠋࠕ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓࣘࢬࡣ࡚ࡶ⣲┤࡞Ꮚࡓࡕ࡛ࠊ↻ࡽࢀࡓࡀࡗ࡚࠸ࡓࡽࢪ࣒ࣕࡋࡓࠖ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊ፬ࡢ୰ࡶࡓࡲࡑ࠺ࡋࡓேࡀ࠸ࡿࠋᡃࠎࡢ♽ẕࡓࡕࡣࠊ࠸ࡘࡶᐙࢆࡁࢀ࠸ಖࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࢀࡣ⮬ศࡢ㌟య
ᐙࢆ୍యࡋ࡚࠸ࡿࡽࡔࠋࡲࡓࠊᛮ࠼ࡤࠊ⚾ࡢᆅඖࡢᑠࡉ࡞⏫ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡢ  ᘚᙜࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡓேࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃᑐ
≀ᑐヰ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㢖ᗘࡸᙉࡉࡢᕪࡣ࠶ࢀࠊᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣ㌟㏆࠸ࡿࠋ

 ᑐ㇟ࡢ⒵╔ࡲࡓࡣ㌟యࡢ࿘㎶⎔ቃࡢᣑᙇ !
ࠉᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢᥥࡃࣔࣀࡣࠊே㛫ࡽࡋ࠸ᛶ᱁ࡀ࠶ࡿࠋࡎࡋࡀࡾࡸ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊᶒጾ࠾࠾ࡋࡓࡾࠊ⨥ᝏឤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ
ࡾࠊே㛫ྠࡌࡃࡽ࠸ឤᛶࡀ㇏࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࡑࡢࡲࡲࠊᑐ≀ᑐヰ⪅⮬㌟ࡢே㛫ᛶࢆᢞᙳࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏫ゝ࠺ࠊ⚾ࡓ
ࡕࡢே㛫ᛶࡀᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢ࿘㎶⎔ቃࡀࠊ↓ឤぬࠊ↓ឤ࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋ
ࠉᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣࠊᑐ㇟ࡢࣔࣀࡢ㌟యࡸᚰࡢ③ࡳࢆᩄឤឤࡌྲྀࡿࠋࡲࡓࠊᑐ㇟ࡢࣔࣀࡶே㛫ഃࡢẼᣢࡕࢆᩄឤឤࡌࡾࠊඹ㬆ࡍ
ࡿࡼ࠺⾲⌧ࡉࢀࡿࠋᑐ≀ᛶឡ⪅ࡽࡣࣔࣀࡢ▱㆑ࢆ㞟ࡵ࡚ᑐ㇟ࢆෆᅾࡍࡿࡇ࡛ࣔࣀឡࡋྜ࠺ࡢࡔ࠸࠺ࠋᑐ≀ᑐヰ⪅ࡣࠊᑐ
㇟ࡢ῝࠸ほᐹࡼࡗ࡚ᑐ㇟ࢆෆᅾࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⮬ศࣔࣀࡢ㛫┠ぢ࠼࡞࠸⚄⤒⣔ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋࡇࢀࡣ◊✲
ࡢ୰࡛⤂ࡋࡓᑐ≀ᑐヰ⪅ࡔࡅࡢయ㦂࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡔࢀࡋࡶࣔࣀࡢឡ╔ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ≧ែࡢኚࡀே㛫ࡢឤᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡍ࠸࠺ព࡛ࡣࠊࡔࢀ࡛ࡶࡀࣔࣀᑐヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᡃࠎࡀ⏕ࡁ࡚࠸࡚࠺࠼࡛ࠊᮃࡲ࡞ࡃ࡚ࡶ᪂ࡋ࠸ሙᡤࢆ▱ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ேࢆ▱ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࡽࡢ᪂ࡋ࠸ഃ㠃ࢆ⤯࠼ࡎⓎぢࡋ࡚▱
㆑ࢆᚓ࡚࠸ࡃྠࠊ࿘㎶⎔ቃࢆ⤯࠼ࡎෆᅾࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊෆᅾࡉࢀࡓᑐ㇟ࡣࡑࡢᗘྜ࠸ࡀ῝ࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿࠊኻࡗ
ࡓࡁࡢ③ࡳࡀᙉ࠸ࠋࡇࡢព࠾࠸࡚ࠊே㛫ᑐ㇟ࡣඹ㏻ࡢ⚄⤒⣔ࢆࡓࡋᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ⚄⤒ࡣ㙾ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࡢឤᛂࡋ࡚᪉ࡢឤࡀാࡁࠊࡲࡓࠊ୍᪉ࡢ③ࡳᛂࡋ࡚ࠊࡶ࠺୍᪉ࡶ③ࡴࠋࣔࣀࡀ࡞ࡃ࡞ࢀࡤࠊࡑࡢ
ࣔࣀࡲࡘࢃࡿグ᠈ࡣࡣࡀࢀⴠࡕࡿࠋ∦᪉ࡀṚࢇࡔࡽࠊࡶ࠺∦᪉ࡶṚࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡢࡔࠋேయࡣ࿘㎶⎔ቃࡽ⊂❧ࡋ࡚ࡣᏑᅾࡋᚓࡎࠊ
ศࡕࡀࡓࡃ⒵╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖖ⎔ቃᑐᛂࡋࡓ୍ᑐࡢᏑᅾ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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⤖ㄽ࠼࡚
 ᬒほࡸᘓ⠏ࢆಖᏑࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ !
ࠉᡃࠎࡢࡲࢃࡾ࠶ࡿࣔࣀࡣᡃࠎࡢᏑᅾࡢ୍㒊࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊᡃࠎࡢᏑᅾࡢ᰿ᣐ࡛࠶ࡾࠊᡃࠎࡀࡢࡼ࠺࡞ᏑᅾỴᐃࡍࡿࡢࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⚾ࡓࡕࡢάືࡣ⚾ࡓࡕࡢእ㒊⎔ቃ࠶ࡿࡑࢀࡽࡢࣔࣀࡽᘬࡁࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᡃࠎࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࿘㎶⎔ቃࡸࣔࣀࡀኻࢃࢀࠊᛀࢀࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢᏑᅾࡢ୍㒊ࡀኻࢃࢀࠊᛀࢀࡽࢀࡿࡇࢆព
ࡍࡿࠋၥ㢟ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢグ᠈Ꮡᅾ㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࣔࣀࡢ࠺ࡕࠊࢀࢆṧࡋ࡚ࢀࢆᤞ࡚ࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⤯࠼
ࡊࡿ⏕⏘ᾘ㈝ࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡘ⌧௦㒔ᕷ࠾࠸࡚ࡣ⪃࠼ࡿᬤࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇࡔࠋ
ࠉᅵᆅࢆ㈨※ぢࠊᘓ⠏ࢆᾘ⪖ရぢ࡚ࡑࢀࡽࢆᢅ࠺㐣⛬࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡣ㐩ࡸᜊேࢆࠊࡍ࡞ࢃࡕ⮬ศ⮬㌟ࢆ▱ࡽࡠ࠺ࡕኻ࠸ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣኻࢃࢀࡿࡢࡀࢃࡗ࡚࠸࡚ࡶ࡞ࡍ⾡ࡀ࡞࠸ሙྜࡶከ࠸ࠋ
ࠉࡋࡋᮏᙜࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓឡ╔ឡࡢၥ㢟ࢆ↓どࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ⚾ࡓࡕ㛫ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡣࡎࡔࠋࣔࣀࡀ࡞
ࡃ࡚ᛴ㏿࡞ᡂ㛗ࡀᚲせࡔࡗࡓ௦ࡣ⤊ࢃࡾࠊ⌧ᅾࡣ⾰㣗ఫࡀศࡍࡂࡿ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔࡽࠊ⚾ࡓࡕࡣࡇ࠺ࡋࡓ」㞧࡞ၥ
㢟࠶࡚ࡿ㛫ࢆศᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᅵᆅࡸᘓ⠏ࡢឡ╔ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ⪃࠼ࡓࠋ

ⓒᖺ௨ୖཷࡅ⥅ࡀࢀࡓᅵᆅᘓ≀ேᶒࢆㄆࡵࡿ
ࠉᑐ≀ᑐヰ⪅ࡢ▱ぬࡽࠊࢀࡽࡀྂ࠸ࣔࣀࡸࢃࢀࡓࡶࡢࠊṔྐࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࣔࣀࡼࡾ῝ࡃ⧅ࡀࡿ࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࡇࢆ๓
❶࡛㏙ࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊྂ࠸ࣔࣀࡣ୍⯡ே㛫⤖ࡧࡘࡁࡸࡍࡃࠊࡑࢀࡽࡢ࿘㎶ఫࡴேࠎࡢ㌟యࡢ୍㒊ࡍ࡛ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᘓ⠏ࡶᅵᆅࡀ⚾ࡓࡕࡢ㌟యࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡽࡶேᶒࡀ࠶ࡗ࡚ࡋࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ἲᚊ࡛ே
ᶒࢆ࠼ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊே㛫ࡢ୍㒊ࡋ࡚ᑛཝࢆᣢࡗ࡚ᢅࢃࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᅵᆅࡢ⢭㟋⪷ᆅࢆேᕤⓗࡘࡃࡿ
ࠉࡶࡗ㌟㏆࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᑐ㇟ࡢෆᅾࢆ⪅ࡢ୰ࡶ㉳ࡇࡉࡏࡿࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ⓗࡣࠊࡑࡢᘓ≀ࡸᅵᆅࡲࡘࢃࡿリࢆ
ャࡳࠊ≀ㄒࢆ᭩ࡁࠊ⏕ࢆࡍࡿࡇࡔࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡶࡗ༢⣧ࠊᡭࡸ㢋ࢆࡃࡗࡘࡅ࡚ࡶࡼ࠸ࠋᑐ㇟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆᚓࠊ⥴ⓗ
ࡶࡘ࡞ࡆࡉࡏࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࠊᅵᆅࡢ⢭㟋ࡸ⪷ᆅࡣேᕤⓗࡘࡃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⢭㟋ࡸ⪷ᆅࢆឤࡌࡿ▱
ぬࢆࡘࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᅵᆅࡸᬒほࡢኚ㛵ࢃࡿᘓ⠏ᐙࡸᘓタᴗ⪅ࠊ㒔ᕷィ⏬ࣉࣛࣥࢼ࣮ࡶ⋡ඛࡋ࡚ࡑ࠺ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ
ࡢࡃࡽ࠸ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢド᫂ࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊᅵᆅࡘ࡞ࡀࢁ࠺ࡋࡓ࠸࠺ດຊࡔࡅ࡛ࡶࠊఫẸࡢ៘ࡵ࡞ࡿࠋ
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