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は じめに
音楽の 日ざす ところは何 だろう｡私たちは どこへ行 こうとしているのか｡真 に良い音楽 を目ざすため
には何が大切であ り､何が問われるべ きであるのだろ うか｡
音楽の現場である､演奏 と教育の場で長年 これ らの ことを､悩み､挑み､考 え続 けて来た｡正確 には､
疑問 と確信､迷い と希望のようなことを繰 り返 しなが ら､未だ明確 な答 えを兄い出 し得てない とい うこ
となのであろうC しか しなが ら､そ こはそれ､音楽の魅力 と力 は私たちを大 きく包み込み､た とえよう
の無い喜 びを与 えて くれるの も常である｡言 うなれば､悩 まされて来た対象である音楽 に逆 に励 まされ
続けて来た とい うことか｡
そんな中､今一つの思いが確 かに私の中で湧 き起 っている｡実は音楽で悩み苦 しんで来たのではな く､
人の関わ りその もののあ り方 に､心 を把 われ続 けて来たのだ ということである｡つ ま り､音楽の実存 は
音楽 自体ではな く､｢人｣が有 (
あ)ることで初めて､認識 されるのだ とい うことの思 い を､新 た に し
たとい うことで もある｡音楽 を知るためには､人 を知 り､その関わ り方 を知 らなければならない｡それ
は決っ して容易 (
たやす )いことではないが､ もし音楽の喜びや悲 しみが人の喜 びや悲 しみ に通 じてい
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るのであれば､道はあ り得ると考える｡
音楽家である前に人は人であ り､音楽家 とい う人はいない｡音楽家 という名称はあって も音楽家 とい
う存在はあ り得ないのである｡つ まり､名称 という衣 自体､抽象的な実体のない架空の存在であること
を認識する必要があ り､人は生 を受けた時か ら全て､｢ヒ ト｣ という裸の ｢
個｣であることを忘 れては
ならないのである｡
この認識の無いところに､真の音楽は育たない｡｢
初めに人あ りき｣で､い くら地位 や名誉 な どの きら
びやかな ｢
衣装｣ をまとい､これを誇示 した ところで､裸の個 を見失なったところには､人 も音楽 も存
在 しない と言える｡
しか し得て して私たちは､人の本意 と音楽の本意を見失ないがちである｡社会が作 ったルールの枠の中
で生 き続けようと腐心する余 り､そのルール自体が重要なことにな り､本当に大切なものを置 きざりに
してい く｡ しか しここで もう一度､初めの裸の私たちに戻 るべ きである｡隠す もの も何 もない弱々 しい
自己を知 り､受け入れることがで きれば､他 と共 にあることの気高 き精神の高みにあることを人は知る
であろう｡ここに､音楽の 目ざす ものの本来の姿が秘め られていると考える｡
これが本論の全編のテーマである｡
とりわけ､ここでは音楽を知 り､語るために一番身近な ｢
私たち｣である日本人に論を絞ってい く.
専門外の分野に立ち入った部分 もあるか も知れないが､跨み人 らざるを得ない状況に突 き当ったか らで
ある｡又､経験的な仮説や考察 もあるが､私たちの多 くがそうであるように､体験か ら得たものは必 ら
ず Lも､誤ちばか りとは限 らない｡直感的な思考は積み重ね られて､芯のある論理へ と発展する可能性
も高い と信 じるか らである｡それで も､この裏付けの為の文献の引用は､極力取 り入れるよう心がけた
つ もりである｡
本論ではその全体 を比較論的に取 り扱 ってい く｡
第‑章では､音楽をとりまく環境 と､ 日本人の音楽 との関わ り方 を考え､第二章では､その考えや行
動の源を､その精神構造を形成 していると思われる､日本人の行動様式やことば､及びその動機の根源
的な事柄 を取 り扱い､考察 してい く｡

第

一

章

音楽環境 と日本人の音楽への関わり方
1.天才 を育 む土壌
天才 とい うよりは､天才的 とか超一流 という言い方が適当か も知れない｡ その ような､他 よ りも抽
(
ぬ き)んでた才能やひらめ き､また先見性 を備えた人は､世界中どの地にも､実質的あるいは潜在的
にも誕生 して きたはずである｡
そのような特殊 な才能を持 った人たちが､その秀れた才能を純粋 に伸ば し､生かせていけるかどうかは､
社会の有 り様 (よう)に深 く関わっている｡それは､その社会の成熟度によっても地域差があ り､時々
の時代の流れや変革などによって も異なって くる｡
いずれに して も､時代の要求が天才 を生み､社会の理解が天才 を育てると言えよう｡
ひるがえって､音楽の世界､ことに日本の状況はどうであろうか｡
明治以来早 くから,洋楽を他の文化や思考 と共に､学校教育に採 り入れ､また同時に､作曲家､演奏家
などの音楽人材の育成にも努めて来た｡
幾多の変遷や曲折はあった ものの､現在では多 くの秀れた音楽家 を輩出 して来ているのである｡これが､
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世界 レヴェルに達 していることは､ことさら言 う必要 もない｡器楽の分野､特に早期教育がより可能だっ
た､弦楽器やピアノなどは秀れて多数だ し､遅れていた声楽 も現在では､世界中のオペ ラハウスに､プ
リマやプリモで立つ人 も珍 らしくはな くなって来ているのである｡
また､世界の名高い国際 コンクールなどにおいて も､日本の才能豊かな若い人たちが常に上位にランク
され､国際舞台での活躍 を約束 されているのである｡
しか し､ここで一つの疑問が湧いて くる｡
この秀れた人たちは日本で も海外で も､相応の其の評価がなされているのだろうか｡それは､一流 と呼
ばれる実力 と名声 を得たが､もう一つ上のランク､言わばその世界 に君臨するほどの意味の､力 と名が
認められ評価 されて来たのだろうか という疑問である｡ どうも世界の ｢
天才｣ と肩 を並べ るには至 って
ないのではないか｡
これには二つの理由が考えられる｡‑つは､西洋 と東洋の "血 "の違い.音楽表現 における根本的な
差異は人種間に大 きいとする考え｡二つ 目は､社会環境 と音楽環境‑の国民性の違い｡
第一の理由を平た く言えば､東洋人に西洋の音楽は理解 し得ない とい うものだ｡歴史 と価値観の違い
は､た易 く同化で きるものではないという風 に言 うこともで きる｡ しか し､本当にそ うだろうか｡例 え
ば､韓国のヴァイオ リニス トのチ ョン ･キ ョンフアヤ､台湾系中国人のチェリス ト､ヨーヨー ･マなど
に代表 されるように､東洋系の音楽家で世界に名を連ねている人たちは多い｡だか ら､その "血 "でそ
の才能を評価する説は､必ず しも的を射てない｡
第二の理由は､前述 したが､音楽家をとりまく状況の国民性や国家意識の相違である｡ これが､真の
理由と言えよう｡
西欧の意識は音楽家に対する処遇にも見て取れる｡彼の地の音楽家は､日本の医師や弁護士などに相当
する､いわゆる地位の高い職業である｡その身分は保証 され､人々の信頼 と尊敬 を受ける職業 とも言え
る｡また､その職場であるコンサー トホールやオペ ラハ ウスなどは､国家や自治体 などの運営によるも
のが多い｡そ して､それは入れ物の ｢
箱｣ を作 り､これを賄 (まかな)うばか りではなかった｡つまり､
箱の中身も大事にしたのであ り､オーケス トラや歌手､或いは舞台制作 に携わる人たちも全て､安定 し
た保証を受けているのである｡
これは､西洋の音楽がこの地で芽生え育った ものであるという点か ら､ある意味で当然 なことか も知
れない｡ しか し､音楽家を擁護 し育成するという､国家や自治体の施策を国民が支持 したからに他な ら
ない｡国民は自らの税金 を投入 してで も､音楽家 とその才能を守ろうと考えたのではないか｡
国民のこの ｢
意識｣の支援の下､音楽家はその才能 と力 を､音楽に捧げることにのみ､専心すること
ができた｡ここに､天才たちがその世界 に名を馳せる理由があると考えるのである｡これを拡げて言 う
と､
<秀れたもの､才能あるものは､それ相応の評価 と価値 を与え､認めるのが本筋である｡>と､彼の
地の人々は明確 にこれを意識 し､同時に自国の同胞の才能を､｢
誇 り｣ として把えていると考えられる｡
返 り見て､日本の公の樵関にこれ と同様の施策やシステムが存在 しないのは､誰の 目にも明 らかであ
る｡ もとより､国民の意識がそ うさせるのであ り､為政者たちはこれに敏感であ り､他の ものに比べ文
化 ･芸術 にこれだけの国家予算 を充てた りは しない｡一つの事業や分野に偏 (
かたよ)るのを好 まない
国民性であ り､ましてや文化 ･芸術はずつ と後の方に廻 されるのが常である｡
ここに日本人の一つの型が伺える｡つ まり､一つの ｢
突出｣ した ものより､多 くの ｢
平均化｣ を望む
思考の型である｡才能について も同 じことが言える｡ どんなに才能豊かであって も､どこかにそれを素
直に認めたが らないところがあ り､まるで､自分たちのく輪の中>か らはみ出すのを嫌 うかのように｡
だから､多 くの才能はその韓 にが まんで きずに､外 に飛びだ して自分の居場所 を探す｡
だが､ひとたびその才能が世界的な成功 を収めると､垢の中に押 し込めようとしたのはす ぐに忘れ､こ
う咳 く｡< 日本人 もやればで きるんだな‑O彼は本当にすごい｡
> と､｢コロンブスの卵｣ と同 じこ と
を言 うのである｡
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日本人の<輪の中>は､ とて も窮葵で才能を伸ばすのには不 自由な場所であると感 じるのだろう｡だか
ら､学者､芸術家､ビジネスマ ン､あるいはスポーツマ ンなど､国外でその才能を開花 させた人は多い｡
仮に今､話語の野茂投手が E
]本で再びプレイを した として､アメリカと同様の脚光を浴び､同様の評
価 を与えられるだろうか｡‑いささか疑問である｡何故なら､この輪の中ではジェラーが頭 をもたげ､
才能を<はみ出 し>と扱い､また､この輪の中では才能は育たず､外で しかその栄光は輝 きを放たない
のだと､人々は信 じているか らである｡
また､今や世界有数の指揮者 となった小沢征爾の､若 き日のN響 との決別 もこの輪の中で起った出来ご
とではなかったか｡N響がこの若 き才能を認めていたか､否かは知る由もないが､少な くともオーケス
トラか ら擁護 されずに外 に飛び出 したのは事実であろう.彼 もまた､アメリカでその栄光を掴 んだ一人
なのである｡
数学者の広中平祐の興味深い弁がある｡日 く､
｢
ヘ ンな言い方ですが､一つの国のそれぞれの人が希望を持っているとして､その希望の量を測っ
て足 し算をするとしますね｡それが国家の希望量だとして､その希望量 をどれだけ高めるか とい
う場合､一つの方法は最低限の量 をで きるだけた くさんの人に保証 しようというや り方｡これが
まあ､日本のや り方 じゃないですか｡アメリカではいろんな人から希望をかっぱらって来て､選
ばれた人に叩 き込むという感 じです｡
｣
これはある対談集 注(1)の中での､梅原猛 とのや りとりの一節である｡これに応えて梅原氏日 く､
｢
形は変わるけど､ソビエ トなんか も似ていますね｡一人の秀才 を造ってそれに最大の能力を発
揮 させる｡社会主義の原則 は希望 を公平に分配するはずなんだが､実際は少数の人に能力 を発揮
させるや り方ですね｡
｣
対談は前後するが梅原氏は､アメリカは才能抜擢型､日本は年功序列型 と前置 きして､
｢‑こと学問や芸術の部門に関する限 りは､どうして も才能抜擢型でないと､オリジナルな思想
は生まれない‑｡中略｡ 日本人の今 までの教育は､集団的な平均点の高い人間を養成するもので
すか ら｡
｣
応えて広中氏､
｢ええ､だか ら平均値 を持 ち上げるのが 目的か､最大値 を持ち上げるのが 目的かで､だいぶ違っ

｣
てきますね｡
さらに梅原氏､
｢
平均値 を持 ち上げるためには､明治以来の 日本の教育 というのは抜群だった と思 うけど､その
｣(
傍点筆者)
ことによって最大値がかな り落ちて くるという危険性 をいつ も持っていますね｡
日本の年功序例型は ｢たて社会型｣ と言い変え可能であ り､この国では若い才能はこの序列に反する
ことはで きない と言い変えることもで きる｡一方､アメリカ型は ｢
エ リー ト諜美型｣ とも言え､才能は
秀れるものの特権であるとも言えるO例えば､アメリカン ドリームを実現 させるヒーローたちを諾える
国民性 も､これに発すると考えられる｡
また､広中氏､梅原氏の論はこういう見方 もで きる｡ 日本型は､平均値 を高めるために､最大値を上
昇 させ得る才能に､その鷹の爪 を隠す必要をせ まるものであ り､それは決 して傑出すべきものではなく､
あ くまで全体の一月でなければならないとするものであると｡
また､平均値 を望むその国民性は､例えば一国の元首である稔理大臣にさえ､平等で平均的な人間とし
て振るまうよう迫る｡指導者たる君臨のポーズはタブーであ り､あ くまで平身低頭で､資産 も公開 し､
皆 さんと一緒です とい うポーズを要求す るO外国の元首 に比べ我が国の指導者が堂々として見えないの
は､私達が造 り上げた ものであると言えよう｡
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要約すれば､日本 に天才は居ないのではな く､それを育むべ き社会が､これを公然 とは認め難い土壌
ゆえだからである｡この社会の輪のルールを破 ることは絶対 に許 されないことなのであ り､これを破 り､
｢
個｣ を主張 した ものは妬 まれ､恨 まれやがては じき飛ばされるだろう｡この心細 さが天才 たちを小 さ
くさせる｡信頼 されるべ き母国か ら愛を受けずに､どうして国際舞台で音楽という ｢
愛｣を､世界の人々
と分かちあうことがで きるだろうか｡

2.演奏の現場で
私たちは実際の音楽活動の場面で も､この土壌 に裏打 ちされた､この意識や精神的風土 をみることが
で きる｡ここでは実例 を紹介 しなが ら論 を進めるが､断ってお きたいことは､これが決っ して個人的な
非難ではな く､一つの現象から私たち日本人の精神的構造や風土 を考察の中心 に据 (
す)えたい と考え
るからである｡
数年前､東京で活躍 しているある指揮者が沖縄交響楽団で指揮 を執ることになった｡私 もその何度か
の練習に立ち合ったのでその様子 をよく記憶 している｡そこで見た ものに私は大変驚いた｡楽月に対す
る彼の指示の方法や要求の仕方が高圧的に映ったのである｡むろん､指揮者は､自身の音楽を造 り上げ
るためのその主張は明確に しなければならない｡が､開溝はその ｢
方法｣である｡
彼は音の ミスやテンポのずれ､不明瞭なパ ッセージ等､音楽上の不都合が起 きる度に間髪を入れずに､
罵声 とも言える言葉を浴びせる事 しきり｡お よそ､共にコミニュケイ トしなが ら音楽を造 り上げるとい
う雰囲気ではなかった｡約三時間の練習終了時には､楽員たちは くた くたに疲れ きっていたのは言 うま
で もない｡
自身で音 を出すことのない指揮者にとり､オーケス トラが彼の楽器である｡その楽器はよく響 く秀れ
たものであって欲 しい し､技術 も音楽性 も兼ね備えていて､彼の意のままになれるよう､その要求に応
えて欲 しいのである｡だが､この時の沖響はそれにはほど遠い と彼 には感 じられたのであ り､それが怒
りとなったのだと想像がつ く｡
むろん､沖響はプロフェッシ ョナルな集団ではな く､その技術 はそれ と比ぶべ くも無い｡ しか し､40
年
の長 きにわた り着実に積み上げて きた実績は､沖縄の洋楽界に大 きく寄与 して きたの も事実である｡そ
れを支えて来たのは､音楽がたまらな く好 きで､オーケス トラを通 じて多 くの人々と感動 と喜びを分か
ち合いたい､というその ｢
想い｣に外 ならない｡これにプロもアマ も無いはずである｡
存外に､その想いが技術 を越えることがあるのが音楽で､感動の高 さか ら言えばプロとアマの逆点現象
が時によって起 こることを､多 くの人が知っている｡
沖響がアマチュア楽団とは言え､音楽をしたいその願望 を､誰にも奪 う権利は無い し､優位にある指揮
者だからといって､立派な大人である一人一人のその人格 を傷つけるような､発言や態度が許 されるも
のでもないはずである｡
彼は東京のプロフェッシ ョナルのオーケス トラにも同様の対応がで きるのだろうかo
ここに先ほど束の､私たちの意識や感情の ｢
背景｣になっているものを感 じぜずにはい られない｡彼
のこれほどまでに示す強い態度は､彼 自身が社会から受ける強迫的な感情 によって､揺 り動かされてい
るのではないか と考えたのである｡
つまり､輪の中での抑圧 された感情が､地方であることと､専門家 と素人 との間の力の優位差が､彼の
意識の中で働 き､そのス トレスを倍化 させたのではないか と感 じたのである｡別な見方で言えば､彼 も
抑圧 されたその社会の一月であ り､そのルールを守る善良な市民なのである｡それが一般的な日本人の
行動パ ターンと言えよう｡だか ら､その抑圧の ｢たが｣が外れた ときにとる行動 も､程度の差はあれ私
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たちは理解で きない ものではない｡言わば､その時々を<使い分け>ているのであ り､これは既 に社会
の支持 を得た ものなのである｡T･
P･0に合わせ､これを行使することはむ しろ､我が身の安全 と主
張のための最善の道 と､多 くの日本人が考えているのではないか｡
だか ら､かの指揮者の恐 らく使い分けているだろうその行動は､彼にとっては至極当然の関わ り方で
あったのであろう｡私の抱 くこの疑問 も彼にとっては不可思議なことで､これより他に選択の道はない
と恐 らく言い切るだろう｡指揮者がオーケス トラを機能 させるために､彼が力 を誇示で きる場合には､
これを使い切 ることが理に叶っていたはずである｡
しか し､結果､双方に真の信頼関係が､果た して生 まれたのだろうか｡
議論 を成功 させる魔法は､言葉ではな くその人 自身か ら､話 しかたで
グー リー ･スペ ンス 注(2)は､｢
はな く魂から生 まれて くるものだ｡
｣ と言っている｡この ｢
議論｣のことばの意は､ 自己の考 えや主張
を相手に正確 に伝 えるための論争だとしている｡また､だか ら議論が正 しく伝わる為には､必 らず勝つ
べ きものではあるが､相手に傷 を負わせや り込めるというや り方ではないということを前提としている｡
その上で､
｢
効果的な議論 をするための絶対的な鍵は､誠実であることだ｡信頼性 こそが必勝の議論の最 も
強力な要素なのである｡
｣ と述べている｡
議論 とは自分の意図することを一方通行でな く､誠実な心 をもって相手 と言葉を交わ し､互いに信頼を
得ることをめざす ことである｡また議論に勝つ とは､その誠実 さが相手に通 じたのであ り､信頼をかち
得た とい うことなのである｡スペ ンス氏は､そのためにはあ りのままの自分を見せ裸でいられることが
重要であ り､また愛情 をもって接するべ きだとして､
｢一愛情な しに力 を使 うと､その力は災い となって､やがて復讐するために戻 って くる｡中略｡
復隼は正義が生んだ私生児なのだ｡
｣ とも述べている｡
これは大変に示唆に富んだ言葉であると言えよう｡私たちは多 くの場面で､例えば子供たちに ｢しつ
け｣ とか ｢
教育｣の名で､この ｢
力｣ を行使 してはないだろうかO
親や教師は子供たちか らすれば､絶大な ｢
力｣の持ち主である｡弱い彼 らに対 して大人はそれこそ力 ま
かせ に過 ぎていることはないだろうか｡こうなると子供たちの 目には､それは決 して愛情 とは映 らない
だろう｡逆 に､ もしスペ ンス氏の言 う ｢
愛情の伴った力の行使｣が大人の側にあったのなら､子供たち
が成長するにつけ身に付 ける ｢
反抗｣ という名の復讐は起 って来ないだろう｡そ して､その時親 も教師
も子供たちとの議論 に勝てたはずである｡ しか しなが ら､スペ ンス氏の言 う ｢
正義｣は､社会に支持 さ
れた力の行使であったか ら､大人たちには子供たちのこの復掌が､理解 し難い ものに映っているはずで
ある｡
彼 らは何故議論 に勝てなかったかを､未だ知 らない｡彼 らまたはこの正義が､集団という枠の中で作
られた ｢
社会通念｣であ り､その特定の価値観が ｢
個｣ をその枠の中に押 し込めるものだということも
知 らないでいる｡ またさらに､他 と同 じであることに安 ど感を覚える､集団依存の価値観を良 しとする
社会が､いかに人を傷つけてい くかをも末だ知 らずにいるのである｡
愛情 を伴わない正義の力の行使は､弱者に対 して､いや強者に対 してであろうと､その議論が勝てる
はずがない｡子供たちやオーケス トラは､その立場が優位でないが故に､正義の ｢
刃｣ではなく､彼 ら
の 目線に立った真の愛情 を欲求 しているのである｡これを理解することにのみ双方の本来の信頼関係が
生 まれて くるのではないだろうか｡
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3.オーケス トラの集団心理
オーケス トラは､その表現力の強さ､豊かさ､広 さと､多 くの形容のことばで言い表わされる西洋合
理主義が生んだ最大の音楽媒体である｡舞台上で華やかに展開される彼 らの雄姿は､音楽の大 きなうね
りとともに､聴いている人に しば し忘我の時を与 えて くれる｡
指揮者 とオーケス トラはこの芸術空間に､共に手を携 えて､その身を置こうと努力するOそ して生命
の火花 を散 らすが如 く､互いの音楽を競い合い高め合いなが ら､新たな魂の創造‑ と向 う｡両者は､こ
の空間では常に真に音楽の奉仕者たらんとして､この ｢
理想｣ を願望 し､実現せんと努力する｡
現実に両者の魂の結実を果 したような名演 に幾度か出会 った｡推測の域 を出ないが､恐 らく指揮者 と
オーケス トラの関係は大変に友好的で､尊敬 と信頼 を伴なった理想的なものだったに違いない｡だから､
あれだけの音楽が可能だったのである｡一方､その信頼関係が希薄な場合は一体 どうなるのか｡
以前､テレビで見た日本人指揮者 とオーケス トラの､大変に良い間柄 を感 じさせる実例 を紹介 し､こ
の後､これと対比 させてみよう｡
彼は在京のオーケス トラの常任指揮者を務める人だが､この時はイギリスのオーケス トラとの共演であっ
た｡場所 もイギ リスで､むろん聴衆の多 くもイギ リス人であったと思われるが､彼 らが捻立ちにな り指
揮者 とオーケス トラに拍手を送る姿が､大変に印象的であった｡
テレビに映 し出される奏者たちの表情か ら､この指揮者の音楽への信頼に対する､真剣 なまなざ しと
喜びが感 じ取れた｡又指揮者の方 も終始穏やかな表情の中に､生 き生 きとした ものが溢れ､音楽の喜び
に満ちた姿 と同時に､奏者たちとの出合いを心か ら感謝 しているような姿にも心 を打たれたのであった｡
それは､音楽にばか りではな く､日本では感 じ取れなかった彼のその表情の違いにも､一種の驚 きと感
慨を覚えたのだった｡人の心にふれ､自身の心 も解 き放たれた時にはこんなにもすぼらしい表情 をする
んだなと､胸 を打たれたのである｡
と言 うの も､日本での彼は私にとりあまり好 ましい指揮者ではなかったからである｡満面の笑みが どこ
かぎこちな く､体の芯から音楽を感 じ取っている風で もな く､音楽と精神が遊離 しているかに私には映っ
たOコンビである日本のそのオーケス トラも､お よそ生 き生 きとした表情 とは言い難 く､彼 との距難を
感 じざるを得ない演奏が多かったのを記憶 していたか らである｡
先ほどのオーケス トラとは何が違 うのか.
ここでは前項 とは逆に､オーケス トラの側の心理 を考えてみたい｡
これも､日本人社会の輪の中ので きごとと同 じで､平均化志向の社会 とは異なる､西洋発祥の形態 を持
つオーケス トラに､その因が有ると考える｡つ まり､その中では自然発生的に､指揮者 と奏者には<主
と従 >の関係が生 じる｡ しか し､平均化を望む集団では､この関係 は好 ましくない｡ しか し好 ましくな
くともこの関係が無ければオーケス トラは機能 しない｡そこで､自分たちの意志 とは異なる､この満足
できない状況が<妬み>へ と変る｡妬みは<不信感>となる｡この不信感は､例え音楽的に良い状況 を
作ろうとも､心の底にこれを認め難いもの として残ってい く.本来は､音楽でその信頼 を図るべ きなの
だが､この不信感が互いの ｢
ふれ合い｣ を困難に していると言える｡
加藤諦三 注(
3
)
は､｢
現在の自分に満足 してない人ほど､自分 をよく見せ る ことに心理的 に とらわれて
い くO中略.また､心の底で自分をつ まらない人間だと感 じているから､それを他人に悟 られまい と必
｣ と言い､コンプレックスの裏返 しで､自分はこんなに素晴 らしい人間なの だ と､人
死の努力をする｡
は誇示 したがるものであると言 っている｡
しか し､心の内を明かす ことな しには人 と親 しくなれず､また人 とふれあうこともで きない と加藤氏は
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言 う｡そ して､ふれあってないか ら人は傷つ くとして､｢一気持ちのふれあってない間柄 とい うのは､
お互いが劣等意識 を持っている｡だか ら相手がその劣等意識を指摘すれば傷つ く｡
｣ と述べている｡
劣等意識は心がふれあう方向には進 まず､む しろ自分を誇示する方向に進む.オーケス トラでは指揮
者か らの指示には大変敏感であ り､心がふれあってない関係では､互いを傷つけあ うこととなる｡
この誇示 したい気持ちがオーケス トラの中で他 を誘 うように､集団として一つにまとまってい く｡こ
れが ｢
正義｣ という一つの意志 にな り､指揮者 と対時 (じ)してい くこととなる｡これがオーケス トラ
の集団心理であ り､前項 とは逆 に､お互いプロ同士､あるいは 日本 人同士ではオーケス トラの方が､
｢
優位｣になって くると言えよう｡
日本の若い指揮者がおお らかに､そ して大 きく育たないと言われるの も､オーケス トラのこの体質に
あるのではないか｡おおめに見るとかゆった り接するなどとい う心理は持ち得ないのか も知れない｡ し
か し果た してこの関係で､良質な音楽 を私たちに提供で きるのだろうかO信頼関係だけが唯一無二であ
るこの大 きな集合体 こそ､人を大 らかに包み込む優 しさが必要ではないだろうか｡
前出の小沢氏 とN響 も互いに育 (は ぐく)み合 うという望 ましい関係であったならば､互いが世界一流
となった今､計 り知れないほどの秀れた音楽の創造につながったと思われるのである｡ しか し残念なが
ら現在で も､そのわだかまりは解消 されていないように映る｡
指揮者 とオーケス トラの関わ りを､前項は指揮者の側か ら､本項ではオーケス トラの側か ら､という
二つの局面 を心理的側面か らアプローチ して来た｡いずれ も､その ｢
力｣の行使が同 じ土壌に培われた､
同様の精神性 を持つ ものであることが伺われる｡次章では､日本人のこの精神構造が どのように形成さ
れていったかを､その行動様式 と､日本語が語 るもの という二つの視点か らこれを論 じてい く｡

第

二

章

日本人の行動様式 とことば
1.集団依存の心理 と背景
私たちは ｢自己｣ とい う存在 に他の何 よりも関心が強い｡自意識に目覚める頃になると､自己は無論
のこと他 との関係 も強 く意識するようになって くる｡それはさらに広が り､自己の ｢
血｣の意識へ と遡
(さかのぼ)ってい く｡この ｢自己探索｣ とも言える作業は､自己を包括する民族的意識 ､つ ま りは 日
本人その ものにたどり着 くのである｡そ うして､日本人を見つめ､問いかけなが ら自己を探 してい く｡
言い直す と､自己を考えると日本人その ものに突 き当 り､日本人全体 を考えると自己に帰って くるとい
うことが言える｡そ して､他には余 り見 られない私たちのこの自己への強い<執着心 >が､一つの民族
性 として形成 されてい くのである｡
それが現在の書物などによる ｢日本人論｣隆盛の源になって来ているのではのないか｡それは生 きる哲
学 を､他ではな く､自己の発露である ｢日本人論｣に求めるというのは､とりもなお きず､自己の ｢
小
宇宙｣ 一矛盾､葛藤､迷い､希望､夢,愛 ､憎悪 ‑などを､同様の宇宙を有する日本人に､照射するこ
となのである｡この照射 し見えた ものを､自己に反映 したいと､多 くの人が考えているか らではないだ
ろうか｡
平た く言えば､日本人同士は ｢共有｣するものが多 く､お互いの考えや行動は手に取るように判る｡だ
か ら､全体 を見ることが､個である自己に多 くのことを教 えて くれることになると考えていると言える｡
では､この共有するもの とは何であ り､そ してそれはどの様な価値観から成 り立っているのであろう
か｡
｢
赤信号､皆で渡れば怖くない｣ とい う､冗談っぼ く交通標語 をもじった ものがある｡これは案外に
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冗談ばか りでな く､私たちの意識や価値基準 を象徴的に物語っているように思えてならない｡一つ一つ
のことばか ら受ける印象を､そのことばの背景にある意識か ら独断的なが ら分析 してみ よう｡
≪赤信号>
o力の象徴 ‑現実的な犯 さざるべ きルール
<皆で>
o集団‑力 に対決 しようとする数のスクラム化
l
｡規範 ‑ 数による新たなルールの決定
1 古いルールの排除への動 き
｡権威化‑新たな力の固定化
l
o正義化‑新たな価値の絶対化
<渡れば>
｡権威 との対決‑犯 さざるべ きルールへの挑戦
｡新たな権威の執行
<怖 くない>
｡勝利宣言‑集団による力の確認
｡罪意識の破棄‑排他意識の高揚
大げさで乱暴な分析か も知れないが､これ らの言葉の意味 していることが実は､これか ら論 じようと
していることの全てを包括 している｡そ してこの標語めいた ものは､ 日本語特有の軽いリズムで語 られ､
ニーモアに溢れて､信号 という規則 に対するささやかな抵抗 という程度の ものであろうo Lか しその表
面上の軽い ｢ノリ｣ とは裏腹に､｢
集団｣の持つ力‑の信頼 と服従の意識が隠されていることも教 えて
くれる｡集団による一つの ｢
意志｣は､大 きな決定権 を持 ち､個人的 レヴェルでは殆んどの場合 これに
依存するしかないのである｡たとえ､これが誤った方向に向っていると判っていて も､私たちはこの大
きな力の前では､無力であることを知っている｡む しろ､これに依存 しようとする気持ちの方が強いの
かも知れない｡
この集団依存 と､これの絶対化はどのように確立 されていったのだろうか｡
古 くから言われる､日本人の思考の源が ｢
村落共同体｣ といういわゆる ｢ムラ｣の集合体の在 り方に
発する､という考え方を私な りに追ってみたい｡
農耕 を主体にした社会では､植付けか ら刈 り入れまで一斉作業が原則である｡それは､時季 に拘束 さ
れるためある限られた時間内に､全ての作業が完了する必要があるか らである｡そ して一人びとりの役
割分担は決め られていて､その任務が遂行 されて初めて､全体の作業がスムーズに進んでい く｡ここで
は､田畑の収穫の ｢
安定的確保｣が大 きな目標になる｡この 目標達成のため全体 と個人の関わ り方の<
ルール>が作 られ､このルールの もと､ある一つの思考の型 を作 ってい く｡
そのルールとは､全体の利益が至上の命であ り､個人はこれの流れに常 に ｢
歩｣ を揃えるものでなけれ
ばならない｡これは､｢
個｣が突出すると ｢
全体｣の維持が困難にな り､その存在 自体 も危 うい もの に
なるという前提に立った ものであ り､個人の<都合>は全体の<意志 >の前では､排除 されなければな
らないと言い変えることもで きる｡
一方でこのルールは､個の価値は低いが､その代わ り個の負担 も軽減 される｡そのため､ルールに順
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じさえしておけば､この社会の ｢
庇護｣ を受けることが出き､安定 した生活 を送ることがで きるという
ことを､人々は感 じ始めたのである｡このことが実は､集団へ依存する方向へその意識 を駆 り立てたと
いう意味で重要である｡言 うなれば､幸福 を掴 むためには個人は余 りに無力であ り､大 きな存在 にその
身を委ねることが最 も確実な道であるという思考が出来上がって来たと言える｡
また､この思考は､このルールの ｢
功罪｣の功の方にも重 きを置いた考え方であるとも言える｡つま
り､た とえ個人の存在価値は弱め られようと､全体の恩恵に預かる方が利口なや り方だと考えたのであ
る｡ここに日本人の典型的な ｢
思考の型｣が完成 された と言えよう｡個人の尊厳 と主張が美徳とされる､
狩猟民族 を祖 に持つ欧米型の思考 と対極の位置にあると言われる所以 (
ゆえん)である｡
また､ 日本人のこの考え方は､個の放棄の代償 として､社会か らの恩恵 と､その取 り分の ｢
公平 さ｣
を常に要求 してい くこととなる｡第一章で述べた ｢
平均化｣願望であ り､同時に多 くを持っているもの
‑の排他的行動 も表われて くる｡そ して個 を主張する異端児の監視のためにも集団の力はますます強化
されてい き､｢
権威｣ という侵 されない絶対的な力 を生み出 してい く｡
一方でこの権威 は､個人を時には代弁 した り､時には擁護 した りする｡これをうまく使い分けられれば
これ以上の心強い味方はいない｡従 って､人々は通常 この権威の傘の下に身を置 くよう努力が払われ､
これに依存する傾向はますます強め られてい くのである｡
ところが忘れてならないのは､切 り捨てられた個の心情だろう｡
全体 を高めるために自らを放棄 させ られた人々の心には､何が残 り､何が培われていったのだろう｡集
団を拠 (よ) りどころとする依存心が強いほど､個は自己に自信の喪失を感 じてい く｡そ して又権威の
恩恵を受け､自らも積極的にこの大樹の陰に隠れようとしているにも関わらず､個人の尊厳 を奪われた
今､言い知れぬ孤独感にも常に怯 えている｡この自信の喪失 と孤独感は､｢
劣等意識｣ とな り､私 たち
の体内に蓄積 され､私たちの行動 と言動､或いは思考の源 となってい くと考えられる｡
権威の絶対化 による集団依存 は､いわゆる ｢
安定志向｣の型にな り､一方劣等意識は､その反動か ら
自己を認めて もらいたい意識を常 に持つ ｢自己誇示欲求｣の型 となる｡この相容れないはずの両者は､
日本人の行動 と言動に時に<矛盾 >を呼びなが ら､これを決定 してい くのである｡
ここでこの ｢ムラ｣か ら出発 した､ 日本人の思考の型の形成過程 を図に整理 してみる｡
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集団依存 と劣等意識､そ してそこから来る排他意識などを伴 う日本人の思考の ｢
構造｣ は､｢精神構
造｣の一つの型を示す ものと言える｡これを総括すると､日本人は全体の利益 を優先する秩序 を生み､
安定 した社会 を望み､実現 させた｡その結果､現在では経済的にも､治安の上で も世界有数の安定国家
となった｡ しか し､その一方で､払った代償 も大 きかったのである.
そ してまた､この精神構造を構成するのは､決 してマイナスの要素ばか りではないことも重要である｡
即ち､集団意識は全体の ｢
調和｣を大切にする､ 日本人独 自の美意識やバ ランス感覚 も生み出 して来､
芸術､文化など様々な分野を開花 させて来た｡この秀れた感性は日本人の大 きな財産であるが敢えてこ
れに触れないのは､この美感や美意識 も同様 に､日本人のこの精神性の土壌の上に形成 されたと考えら
れるからである｡
日本人の精神構造の背景 と形成のプロセスを､私たちは知ることがで きた｡これ らのことを踏 まえた
上で､次項では日本人の行動様式を検証 し､日本社会の現状 と問題 を認識 したいと考える｡

2.特異な行動様式 と唾味な表現
D.C.バーラン ドはその著書

｢日本人の表現構造｣注(
4
)
の中で､多 くの示 唆 を与 える論述 を行 なっ

ている｡これはアメ リカと日本の､文化的 ･歴史的差異に基づ く入念 なデータ検証などによる､極めて
客観性に満ちた論述である｡一部を引用する｡
｢日本人とアメリカ人の集団が話 し合っているのを観察すると､それぞれの話 し方に特有の も
のがあることにす ぐ気がつ く｡一方のグループでは､お辞儀 をして名刺 を交換 している｡そ して
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話す ときは静かに話 し､多 くの場合控 えめに表現 している｡つんけんした り､あからさまな rノ‑1
はめったに開けない｡話 も互いの地位 の上下や関係の微妙 な違いに合わせ るように している｡何
か とい うとす ぐ謝る｡中略｡
他方のグループでは撞手 しなが ら話 し始める｡rj‑j とい う単語は rイエ スl と少 な くとも
同回数かそれ以上多 く聞こえて くる｡身分の区別に少 しで もこだわることに対 してはが まんが出
来ない｡ またた くまに互いに姓のかわ りに名前 を呼び捨てにする｡中略｡大いに議論 をたたかわ
せ､争点 は しば しば真 っ向か ら対立す る｡
｣(
傍点筆者 )
当然､前者 は日本人であ り､後者 はアメリカ人のグループである｡恐 らく前者はよく目にする商談な
どの場面であろ うが､私たちには日常的なことで も､外 国人には奇異 に映るようである｡ しか し､バー
ラン ドはこの不思議 な光景 に､ 日本人の物の考 え方の構造やその表現方法 を解 く鍵があ りそうだとして､
続 いて､
｢どの文化 においてであれ交換 される無数のメ ッセージのなかか ら方向性 を発見 し､一見乱雑で
矛盾す る日常の意思伝達行為の様相 を理解する何 らかの方策が必要である｡
｣ とも述べている｡
人は何げない行為や発言の中に､民族が長い歴史の間に積み上げて来た意思伝達の方法が隠 されてい
る と彼は言 う｡そ こで この引用文の中の表現方法の意味の私の認識 を述べ､関連づけてみたい.
日本人のお辞儀 は､礼 を ｢
尽す｣若 しくは礼 を ｢
失っ しない｣ための､最低限度のそ して最善の行為
なのである｡人 とはまず距離 を置 くことが肝要であ り､お辞儀 を しない ことは失礼 な こ とで､従 って
(
相手 は自分が軽視 された と取 るか ら)傷 つけ られた と感 じさせてはいけないのである｡
ところで､このお辞儀 をよく観察すると､頭 を下げるの と同時に 目線 も下向 きにな り､相手 と決 して
目を合わす ことはない｡欧米人 もお辞儀 はするが 日本人 とはだいぶ異 なる｡私 は この違 い を､一方 は
｢
服従｣の､他方は ｢
敵意のない｣ ことの意思の違いによることと考 える｡
乱暴 な推論か も知れないが､ 日本人の ｢
頭 (こうべ )を垂れる｣行為は戦国時代 における､主君に対す
る臣下の ｢
忠誠｣ を誓 う最上の行為 だったのではないか｡つ ま り､事あ らば私 はいつで も命 を掛 デます
とい う意である｡ これは<頭 >を下げるのではな く､む しろ<首 >を差 し出す ように見える形が､土下
座 を伴い服従 を誓 う行為 となった と思 われるのである｡ これは､権威 を有す るもの と､権威 を受容する
ものの関係が､封建時代のその制度 に組み込 まれ､その結果 ｢
序列｣ を明確 にす る ｢たて型社会｣の構
造 を作 っていった と考 えられる｡
一方欧米の王族や貴族 な どの 目上 に対するお辞儀は､土下座 はあ り得ない し､これが似て非なるは一
目瞭然のことである｡ また､同等の関係や ビジネスなどにおける行為 も､ 日本 とは全 く異なる｡握手は
その典型で､必ず利 き腕 を差 し出 し､ 目もそ らさず､互いに敵意のない意志 を確認 し合 うのであ り､そ
れ以上の ことは必要 ないことなのである｡ また､例 えばわずかな違いで も､年の ｢
上下｣ を考慮するこ
とや､｢主従｣の関係 を明確 に意識 しなが ら対処する 日本人 と､欧米人 とでは明 らか に行動 の様式が異
なる｡一方は､序列 に沿った権威 と個の､対等 にな り得 ない関係 ､他方は個 と個の対等 な関係 と言えよ
う｡

次 に ｢イエス｣､｢ノー｣の問題 に触 れるが､その前 に森本哲郎氏 に登場 して もらう｡森本氏 はその
著書 ｢日本語

表 と裏｣ it(5)の中でポル トガルの宣教師フロイスの言葉 を引用 している｡日 く､

｢‑ヨーロッパでは言葉の明瞭であることを求め､暖味 な言葉 を避けるO 日本では暖味な言葉が
一番優れた言葉で､ もっ とも重 んぜ られている｡
｣ (フロイス r日欧文化比較j 岡田章雄訳 )
これはまさに､｢イエス｣､｢ノー｣の問題 について語 るとき､非常 に適切 な指摘 だ と思 われ るOバ ー ラ
ン ドが見た 日米双方のグループ間の ｢イエス｣､｢ノー｣の割合の違いを､フロイスの言 う ｢
明瞭 さ｣ と
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｢
暖昧 さ｣で裏付けすることがで きる｡
英語の ｢ノー｣の強さに値することばは､日本語では ｢いいえ｣ではな く､｢
違います｣であろう｡従っ
て､会話の中では殆んど ｢
違います｣は聞こえてこない し､せいぜい ｢はい,それはそ うですけど｣ と
いう程度である｡｢はい｣は通常､肯定だが私たちにはこの場合否定である｡ 日本人 には これのニュア
ンスはす ぐ読み取れるが､外国人には絶対 に ｢ノー｣には聞こえないはずである｡これ も､相手を傷つ
けないための優 しさと同時に､相手か ら身を守るための暖昧さの両面 を含んでいると思われるのである｡
再び､森本氏は前述の著書の中で､相手を気づか う積 りで自己の意志 は明確 にせず､逆に相手に委ね､
負担をかけて しまう言葉 として､｢よろ しく｣ を取 り上げている｡日 く､
｢‑知人に何か頼む時にも､rよろ しくJ といって頼む.中略.そ ういわれて誠実 に相手の依頼
にこたえようとすると Fよろ しくjの意味がわか らな くなる｡rよろ しく] とい うのは rよろ し
く心を配って欲 しいJ とい うことであろうO
｣
相手に具体的な要求をするのは迷惑だろうか ら､そ うならない様 に､その頼んでいる範囲を相手に任せ
ているわけであると述べ､続けて､
｢‑どの程度協力すべ きか思い悩 まねばならない｡相手に判断を強い､思い悩 ませるのは､考え
てみれば､ずいぶん失礼 な話 しではないか｡
｣
と､このことばに疑問を投げている｡これ もたて社会の産物で､頼みごとといえど､具体的な要求は､
相手を見 くだ した様に感 じられるか らであ り､そ うするよりは何 も言わず ｢よろ しく｣ と言って､相手
に寮 して欲 しいのである｡ しか し､森本氏はさらに､

｢r

よろ しくJ とい う言葉は一見､相手の意志や判断を尊重する言い方の ように思える｡しか し､
よく考えてみると､それは責任 を相手に転嫁 させることによって､自分の責任 をのがれようとす
る呪文ではないか｡中略｡すなわち､表向 きは丁寧で､じつはこの上 ない厚かましさに通 じてい
るのだ｡後略｡
｣
と､語気 を強めている｡
元来は､相手を立て､自らは一歩下った､へ りくだ りの表現 として出たことばが､実はことさら相手に
強いる結果 となることを､森本氏は自己の体験 を交 えなが ら､日本語のあいまいさ､不思議 さを説いて
いる｡
ことばというものは､心の内を代弁するものであるが､暖昧 さが美徳 とされる日本語 を考えるために
もうーっ抜 き出 してみたい｡このことばか ら, 日本人の心理状態の ｢あや｣ を感 じ取って欲 しい｡
出典は定かでないが､以前 ｢
すみ ません｣は ｢
澄 (
す)まない｣ に通 じるとい う書物を読んだ記憶が
ある｡これの語源である ｢
澄 (
す)む｣は例 えば水が清 らかであること｡｢
澄 まない｣ は､水 が清 らか
でないこと､濁った り､波立った状態であ り､決 して澄んではない状態 なのである｡何 らかの原因で水
に変化が起 き､安定 した良い状況にはないということを意味 している｡
そこから､私が原因であなたの心 を乱 して しまった｡澄んだ清 らかな状態 ではな くして しまった｡‑
｢
澄まない｣‑ ｢
すみません｣ となった というのである｡
これを頼 りにすれば､｢
すみ ません｣は本来 ｢
謝罪｣のみの意味だったのであろう｡ しか し､現在 で

ankyou や Exc
us
eの意味にもひんぽんに使われる｡例えば､〔人か ら何か もらい物を した時 ､ 〕
は Th
‑
T <あ りが とう>が (
‑私 にあげなければな らない とい う気遣い をさせ て しまった)丁 < どうも､
すみません>とな り､〔人を呼びかける時 〕‑ <ちょっとボーイさん>が (
･
･
呼 んで申 し訳あ りま壱ん)
‑くすみません>となるのである｡
この表現は臨機応変で広が りがあ り､大変便利なことばである｡そ して よく見ると､一つのすみ ませ
んで､三つの意味を言お うとしている.本来全 く別の意味である､謝罪､感謝､呼びかけを一つで済ま
す｡結局これは､感謝 も呼びかけも､｢あやまる｣ ことか ら出発すべ きだとい う意志が働 いてい ると読
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み取れる｡ しか し､これ もまた暖昧 さに通 じるもので､｢あ りが とう｣ も ｢ちょっと｣も余 りにス トレー
トで横柄 にな り兼ねない｡そこで､相手を思いやることば ｢
すみ ません｣に統一されて くる｡それがた
とえ意味不明瞭で も､いかなる場合 も ｢
すみ ません｣ と引 き下がっておけば､無難に事が収 まることを
知っているか らであ り､常 にその選択 を良 しとするか らである｡
しか しなが らここまで くると､集団に依存するとい うのは､個人が卑屈になっていかざるを得ないと
いう感がある｡あま りに悲 しいことではないか｡そ して､その結果 日本人は自己の心の内は見せ まいと
努力 し､表面は常に穏やかであることを余儀な くさせ られる｡そ うして､形や型を大事 に し､む しろ内
面を押 えることを美徳 とする精神構造がで きあがって くる｡ しか し､これとて心か ら望んだことではな
く､集団の輪か ら外れた くない必死の思いのことだから､当然そのス トレスの うっ積は大 きいはずであ
る｡ それは､劣等意識の持つ ｢自己誇示欲求｣ とからんで､輪の中に入れない弱者や､あるいはまっ
た く輪の外 にいる人たち一自己に全 く被害を及ぼさない遠い距離 にある人たち一に対 して､いわゆる
｢い じめ｣ となって吐 き出されて行 く｡

3.い じめの構造
このたで社会の厳 しい ｢
綻｣の下､不本意なが らも自己を隠す ことに奔走 しして来た私たちは､抑圧
された意識 を常に抱 くことになる｡それは劣等感を生み出 し､そのはけ口を自分 より弱い者､下の者へ
と向けられてい く｡それはそのたでの順 に従い際限な く続けられてい く｡これが ｢
いじめ｣である｡従っ
てこれは盛んに言われている子供の世界のことだけではな く､大人社会にも当然あるはずである｡何故
なら､この社会に産み落 とされた瞬間か ら､このルールを植 え付けられ一生 これか ら逃れられないから
である｡
事実､会社で起 きる トラブルに対 し､電話による ｢い じめ相談｣ という部署が設けられ､これを受け付
ける旨の広報が､テ レビに映 し出されたことにも伺い知ることがで きる｡
大人社会のい じめが子供のそれよりも注 呂されないのは､弱 くはない完成された個人だと考えられて
いるか らであろう｡ しか しなが ら現実は､この社会構造からも理解で きるように､あ らゆる ｢
組織｣ と
いう名のグループでは常 に起 きている現象ではないだろうか｡｢
苦労 ･努力｣ を賞讃す る社会風潮の追
い風 に乗 り､これか ら脱落 した者に対 し､その美名の下､陰湿かつ巧妙ない じめが蔓延 していると思わ
れるのである｡
しか し果 して､このい じめを受けた人たちは上に立った時､これを改め､自らと同 じ苦痛を味わせた
くない と考えるだろうか｡否｡それ どころか､｢
仕返 し｣ という名で､受けた損失 を取 り返すかの よう
に､い じめを受けた当人ではな く､他の､力を誇示で きる弱者にその矛先を向けるのである｡この矛盾
がい じめの構造たる所以 (ゆえん)だろうが､ここに一つの行動論理が見える｡
即ち､力 を誇示で きる ｢
権力｣の座 に就 くことが 目標 となってい く論理である｡言 わば､力 を持つ こ
とが､圧力､即 ちい じめか らの唯一の自己防衛 となると考えられてい くのであるO‑刻 も早 くこれを手
に入れ､秩序 を行使で きる地位 を目指すのを良 しとする考えができあがってい く｡そ して､この秩序は
｢
命令系統｣の名に変わ り､上から下への一方通行の方法で伝達 されてい くから､権力者 には大変 に都
合の良いシステムとなる｡
ところで､この伝達 される過程で起る最大の問題は､この論理が全て ｢
正義｣ と化 してい くことであ
る｡白で も黒にな り､右 も左 にな り､過ちさえ過ちでな くなって くるのである｡このように自己防衛の
為 に得たその力は､手に入れた瞬間か ら ｢自己誇示｣の為 に､その うっ積 を晴 らすかのように､下へ流
れ出 してい く｡
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現在騒がれている薬害問題なども､まさしく人の命 を何 とも思わない権力者たちの自己誇示の顛末 (
て
んまつ)と言えるだろう｡これをい じめ という名の悪業 と呼ばず何 と呼ぶのだろうか｡
又､このように繰 り返 されるい じめのシステムは心の機能を麻痔 させてい く｡下にいるものは､力 さ
え持てば全て解決 し自分は救われると考え､力 を持ったものは､その居心地の良 さか ら､これの保持に
固執 してい く｡その結果､力のないものは切 り捨て られて当然 とする ｢
強者｣の論理 と､長い ものには
まかれろとい う ｢
弱者｣の論理がで き上る｡そうして､人間関係 を自己の利益の有無で しか､その判断
材料 を持たない ｢
利己主義｣が､権力 を ｢
隠れ蓑｣にして横行 してい くのである｡
この利己主義による悪業は､国内であれば相当の批判や刑罰が科 されるだろうが､これが国外 に向け
られた場合はどうであろうか｡
一般に､日本人の礼儀やマナーは､チェック機能の働 く集団の枠の中だけで行 なわれれば良い と意識
されている｡たとえば､あいさつは顔見知 りとは慎重にひんぽんに交わされるが､そうでない人や異な
る集団ではそれほど気 を使 う必要はない｡人に対するマナーや公衆道徳なども然 りである｡要するにこ
れの基準は､人 (
知 り合い)が見ているか否かが大事で､良心が とがめるの も他の 目が無ければ､それ
ほど重要なことではないのである｡
これが 日本人の持つ ｢
恥｣の文化 と言われる所以 (
ゆえん)である｡集団の 日ほど恐い ものはな く､こ
れに晒 (さら)されたらどんな恥 をかかされるか判 らない｡だか ら罪は自分にあるのではな く､他の意
志一つで決定 されると考えられてい くのであ り､人に見 られてなければ良いのであるOか くして ｢
旅の
恥はかき捨て｣ と､恥 をかかない国外では､マナーの欠落 した日本人が横行 してい くのである｡
自らの罪を他ではな く､これを自ら認め神 に俄悔 (ざんげ)する､欧米の ｢
罪｣の文化のその精神性 と
は大 きく異にする｡
｣がはずれた時の所業 を､国外､特 に東南 アジアに対 して向
日本人のこの精神的な枠の ｢
薙 (
たが )
けられていることを多 く見聞 きする｡これは､政治家や企業などの､昨今の東南アジアとの関わ りの増
大 と比例するように湧 き起って来ている｡外国の多 くの学者やジャーナリス トたちが､日本人のこの有
り方に疑問 と替鐘 を発 しているのである.
その一つを紹介 しよう｡
シンガポールの在 日記者､陸培春 (ル ペイ チュン)はその著書 注(6) ｢磨 る 日本人 一日本 は東南 アジ
アの友人か｣で､日本人の自信が過信になることを憂慮 し自戒 を呼びかけている｡(この著書 は 1
987年
に発刊 された ものである｡)その中で､｢
南 ドイツ新聞｣(
西独 )極東特派月､ヒール シヤー氏 の著書 ､
｢自信 と過信｣の一部を紹介 している｡
日 く､｢
7
0
年代後半 まで､多 くの日本人は自分たちを控 えめに評価 していた｡8
0
年代 にはいる とそれが
反対になって きた｡初めの評価 を私は不 自然､後からの傾向を私は危険だ と感 じている｡
｣(
傍点筆者 )
と､引用 し､｢しか し､倣慢な日本人がます ます多 くなっている点は､衆 E
]の一致する事実 らしいO｣ と
陸氏は述べている｡
その具体例 として､当時の中曽根首相の米国の有色人種の猛反発 を招いた とい う ｢アメリカ人には黒
人､プエル トリコ､メキシカンが相当多 くて､平均的に見たら (
知識水準が)まだ非常 に低 い｡
｣ とい
う発言を紹介 しているOまた､｢日本民族優越論｣が､日本で広いマーケ ッ トを依然 と して持 っている
こ̲
とが見てとれるとして､｢
実際のところ､中曽根氏が得意になって民族 と知識水準 の関係論 を披露 し
たのは本心か らのことばと言えようし､同時に大勢の一般 日本人 も心のなかでそ う考えているのではな
｣(
傍点筆者)と､中曽根氏の発言が 日本人の本心 を代弁 した ものであるととらえている｡
いか｡

0
年代は､まだ自信 を持ち得なかった不 自然 さが､気が付いたら世界の一等
経済水準が低かった頃の7
国になっていた8
0
年代には､｢自信｣ を通 り超 え ｢
過信｣ に至 った危険を季 (はら) む ようになって来
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た とい うことだろ うか｡
さらに陸氏 は､言 う｡｢
西洋人 に対 しては卑下 し､盲 目的に崇拝す る 日本が､い まや 同 じ肌 の色 の ア
ジアの友 人をい よい よ見下す ようになっている｡ 日本在住 の6
0
万韓 国 ･朝鮮人 に自分の姓名を便わせず､
国籍 や出身 を人 に知 られた くない と思 わせ るような風潮 をつ くり出 している｡本 当に理解 に苦 しむ｡ こ

｣
う した 日本人の態度 は､いつ になった ら改め られ るのだろ うか｡
さらに陸氏 は､ この論調 の延長線 にある 日本人の思考へ の深 い危供 を感 じる もの として､ もっ と積極
的 に西洋崇拝 ､アジア蔑視主義 を主張す る ｢さよな らアジア｣ とい う著書 を取 り上げている｡著者の長
谷川慶太郎氏 は経済 ･軍事評論家で鳴 り響 いた人で､彼が ｢
題名の とお り､氏の この近著 は､い まや経
済力世界 ナ ンバ ーワンの 日本が､早 い うちに貧 しく遅 れたアジアに Fさよな らJす ることを極力主張 し
｣ と陸氏 は言 うのである｡
ている｡
そ して長谷川氏 のい くつかの経済問題 に関す る具体 的 な文例か ら､｢
長谷川氏 は､アジ アは もはや世界
経済の中心 をにな う存在 ではあ り得 ない｡だか ら､ 日本 は発展途上国か ら全面撤退 し､アメ リカ､欧州
｣ と述べ ているので あ る｡ しか しな
な ど先進工業 国に進 出の重点 を移 さなければな らない と主張す る｡
が ら､当時のA
S
EAN諸 国は世界経済不況の打撃 をたっぷ り受 けているので､外 国か らの投 資 を必要 と
しているその時期 に､｢
長谷川氏の経済 F
理論』 は､ まるで 日本 に F
見殺 し』せ よ と奨励 してい る よ う
な ものだ｡ この ままではい よい よもって利 己的 にな らないだろ うか｡
｣ と彼 はこの主張 に強 い危機 感 を
募 らせている｡
日本が利 己的 になって きている とい う主張 の前提 には､陸氏の次 の一文が適切であろ う｡
｢
戦後 は同 じように米国が支援 し､アジアの国々が低廉 な原料 ､労働力 とかな りの消費市場 を大量 に捷
供 したか らこそ､ 日本経済 は順風満帆で伸 び､長い間の念願 だった r
一等 国』 になれたのであるO
｣
戦前 や戦後 の貧 しい時代 ､多 くの国民が海外 に移住 を余儀 な くされたあの時代 に､今の 日本 と同 じ態
度 を当時の先進国が取 ったな らば どうだろ う｡それで も､ 日本 は現在 の貧 しいアジアに､職場 を与 え､
雇用拡大 を図ったのだ､お前 たちは感謝 して当 り前 だ と言 い切 れ るのだろ うか｡陸氏の言 う利己主義は､
日本が今 のアジア と同 じ状 況だった らと､置 き変 えて考 えることで も理解で きる｡
陸氏 は こうも警告 している｡
｢
人 を見殺 しに し､橋 を渡 って横板 を取 って しまう日本人の こう した利己的態度は､最後 は人 を
誤 らせ るだけで な く自分 をも誤 って しまうに違いない｡ アジアにさよな らを告 げることは､ 自分
の髪の毛 を抜 いて空 に飛 びた とうとす る と同 じように笑 うべ きことだ｡ 日本 はで きますか ?
｣

4.日本語のゆ くえ
(
1
) ことばの喪失
まった く視点 を変 えて 日本人の深層心理 を純粋 にことばの立場 か ら､ またその変遷 と歴史 を､ヤマ ト
言葉 と他 の言葉 との関わ りか ら考 えてみたい｡
大変 に身近で､ しか も殆 ん どの 日本人が抱 き続 けているだろ う疑問が私 に もある｡それは､外 国人､
特 に欧米人 と出会 った時 に感 じる､あの気後 れす る感情 である｡会話が即座 に出て来ないのはもちろん､
対面す るだけで臆 して しまうのは どこか ら来 るのだろ う｡相手が 日本 人だ と､ この ような妙 な異和感 と
不安 を覚 える とい うことは殆 ん どないはずである｡遠 い太古 の昔 の祖先の血が､共同体以外 の他人に出
会 うことの恐怖 を教 えて くれてるのだろ うか｡いや､その生活形態 は 日本 だけではな くどの国に もあっ
たはずだか ら､私 たちだけにこれが残 る とは思 えない｡ しか し､殆 ん どの人がその答 えを､おぼろげな
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がらも実感は している｡そ う､外人コンプレックスにあることは間違いないのである｡ではどこか らこ
のコンプレックスが来たのだろう｡
私たちは外国人 と会 うと､まず英語で話そ うとする｡外国人は全て英語で通 じるという､大いなる錯
覚が私たちにはある｡無理 もないことで､日本では外国語 と言えば圧倒的に英語だか らであろう｡
それはともか く､言い直すならば､出会った人のその国の言葉で話そ うする ｢
癖｣のようなものが､反
射的に出て くるということである｡ 日本に居る訳だか ら､自国の 日本語で話せばよい ものを､そ うはで
きない｡外国に行ってまず こういうことはない｡皆､自国の言葉で失つ ぎ早にまくしたてて くるのがオ
チである｡日本語で話 しかけて くるのは､すっか り観光化 された､ツアーシ ョップの店貞たち くらいだ
ろう｡
相手に合わす､相手の立場になるという日本的美感からの行為か らも知れないが､だとしたら何故そ
の時､すがすが しい満足感は残 らないのだろう｡む しろ､相手が立ち去ると大変に安堵するものである｡
この答えは､恐 らく先ほどの 日本語で対応で きないあの感覚 にあるのだと考える｡つ ま り､｢日本語｣
そのものに不安を感 じているのではないだろうか｡正確 には日本語を話す 自分その もの と言った方が良
いだろう｡外国人に対する自分が､いつ も自信なげで とて も危 うい存在 に思えて くるか らである｡
同 じ感覚 を､初めて英語に出合ったあの時間を思い出す｡その頃はもちろん､初めて耳にする聞 き慣
れない言葉に､新鮮な響 きと初 々 しさを強 く感 じた ものである｡ と､同時にやは り面映ゆきか ら来る､
多少の ｢
異和感｣ を覚 えたの も事実である｡そんな中､英語の時間､わ くわ くする一方で､いつ も ｢
気
後れ｣する自分を鮮明に記憶 している｡
だからと言って､決っ して英語が嫌いであった訳ではない｡新 しい単語を覚えるのは大変楽 しい作業だっ
た し､Rや L或いはThの舌のコン トロール､BとVの唇の使い方等々､その響 きの微妙 な違い を聴 い
た り､試 した りした りするのはこの上ない新鮮 な楽 しみだった｡
だいぶ前置きが長 くなったが､ここで言いたいのは言葉 に関わる私たちの意識や心理 を､私たちの経
験からそのきっかけを掴みたいが為である｡
この英語に関する結論は次の通 りである｡つま り､英語が好 きであろうとなかろうと､また話せ ようと
話せまいと､あの ｢
気後れ｣ と ｢ためらい｣は､私達 日本人の中に厳然 と生 き続けているということで
ある｡日本には今､英語を自由自在に操つ り､話せる人は大変な数であろう｡そ ういう人たちで も､私
たちと同様 に外国に対する ｢
気後れ｣ と ｢ため らい｣は､真か ら断ち切れてはないと思 うのである｡そ
の元がコンプレックスにあるのは判っている｡ しか し､その民族 としての劣等意識の もっと深いところ
の源が知 りたいのである｡これまで論 じたの とは別の ところにも､それがある様に思われてならない｡
長期間にわたって抱いていた私の疑問は､ある一冊の本 との出会いで､光明を見た思いだった｡それ
は､北朝鮮 (
朝鮮民主主義人民共和国)の言語学者 ､朴柄植 (
バク

ピョング シク)の著書 ､｢日本

7
)である｡その大意は､｢日本語が元来持っていた母音 を減 らしたことに元凶があ り､その
語の悲劇｣注(
ことにより日本語 と日本人に一大悲劇 を持たらした｣ ということなのである｡

ここの論旨は､日本人の深層心理の解明であるので､この朴氏の論の多 くを引用 し､考察 してい きた
い｡そこで､悲劇を持たらしたとする母音の減少のい きさつ と､彼の言 う日本語の変遷を要約 してみる｡
日本語は奈良朝以前 と平安朝以降に明確 に区分 される｡奈良時代 までは自国の固有の文字を持たな
かった日本は､中国の漢字の昔で言葉を表記 した｡その頃の日本語 (
いわゆるヤマ ト言葉 :筆者)
は 8つの母音を持っていた｡その母音はおそ らく､ア ･イ ･ウ ･エ ･オの 5つのほかに､ ∂､Eu､
2
eの三つがあったであろう｡
平安時代からは､万葉仮名の発明により五十音図を作成 し､その結果母音が現代 と同 じ5つ まで減
少 した｡難解な漢字にかわる仮名によって､日本文学 をもいっせいに開花せ しめた五十音図は､同
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時に日本語に一大悲劇 をもた らしたのを今になって気づいたのであった｡つ まり､あの数多い漢字
には少な くともあの 3つの母音の使い分けが可能であったが､その少数化 ･簡略化により日本人か
ら多 くの言葉を永久に奪い去って しまったのである｡

YA･Yト
さらに昭和の大戦後 に入ると､五十音図作成当時 9つあった重母音 ･三重母音､ヤ行 (
YU･YE･YO)とワ符 (
WA･WI･WE･WO)の うち 5つ (
YI･YE･Wト WE･WO)を捨 て

7
パーセン ト以上にものぼる発音を､
て､現在は 4つに減った｡その結果､奈良朝 に比べると､実に4
自らの手で捨てて しまったのである｡
これと関連 させるために､私論 を提示 してみる｡
｢
文字の前 にことばあ りき｣ と､いずれの民族 もが巡った道である｡古代人には意志伝達の方法は､
言 (こと)の葉 (は)という ｢
音｣のみで十分だったろうが､行動範囲の拡大や､人口増加など社会環
境の変化に対応するため､ことばを書 き残す ｢
文字｣が必要になって来たと考えられる｡ 日本 も例外で
な く､｢
ヤマ ト言葉｣が固有の ものとしてあった｡その後､漢字の導入により､ことばの昔 を表記す る
ようになった｡
朴氏の論は､この後か ら始 まっているが､これとは別に､私はこの漢字の導入にも日本語が失なったも
のがあると考えるOそれは､ヤマ ト言葉の語嚢が､漢字を当てたために著 しく減少 したのではないかと
いう推論である｡
これを､本来のヤマ ト言葉の音や訓を漢字から借 りた ｢当て字｣ による､表記法から考えてみる｡例
｣､汝(8) ｢出無 目 (
でた らめ )
｣､訓 を借 りた もの ｢天晴
えば､音だけを借 りたもの ｢目出度 (
めでたい )
｣などがある｡これ らは､日本語の昔 を最優先 して当てられたもので､昔だけで日本語､
れ (
あっぱれ)
つまりヤマ ト言葉 と理解で きる｡
この他にも､漢字の意味 と日本語の意味が合放 し､ しか も読み方は ｢ヤマ ト読み｣ を選択 したものがあ
る｡例えば､｢白羽の矢 を立てる｣の白羽である｡これを ｢ビャクバ｣ とは読 まない｡色のシロを表わ
す 日本語の意 と､漢字の意が同 じである ｢白｣の文字を選び､｢
ハ ク｣ではな く ｢シロ｣‑ ｢シラ｣ と
読 ませたのである｡羽 も同様であ り､結果 ｢シロイハネ｣‑ ｢シラハ｣ と､みごとに音だけで意味の通

｣

じる､有 るべ き姿の 日本語がで きる｡縦糸､折紙 などもこの類いで､｢ジュウシ ｢セ ッシ｣ と読むと､
昔だけでは全 く理解で きないであろう｡
元来 ことばというものは､｢もとの昔｣ を維持 しなが ら､変化 ･転化 してい くもの と思われる｡例 え
ば英語の 〔t
hi
nk〕注(9)は､日本語の (
考える)であるが､この頭脳作業の ことばの もとの音 は 〔t
h〕
だと思われるOこれか ら派生 していってで きた言葉には､〔t
ho
ug
h t〕(
考え､思考)
､〔t
he
o
r
y〕(
理論)
､

〔t
he
or
e
m 〕(
原理 )
､〔t
he
r
apy〕(
心理的な､療法)などが挙げられるだろう｡ もちろん､〔t
h〕の語幹
によるものはこれだけではないのだが､(
考える､思 う)を語源 としているだろうものを取 りあげてみ
た｡この説明を判 りやす くするためにこれを並べてみ よう｡

i
nk

一 考える

ou
ght 一 考え､思考
e
o
r
y 一 理論
e
or
e
m 一 原理､定理

※英語の同語幹に対し､
日本語の漢字熟語では､

[
ka
nga
e
]の音は残って
ない｡

e
r
a
py ‑ (
心理)療法､治療

h:♂〕の語幹の音が全ての語に残っているのに比較 して､ 日本語の 〔カ ンガエ :Ka
n
ga
e〕
英語は 〔t
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の昔は消えてい き､漢字による別の音が表に出て きて､全 く意味の違 う言葉かと思わせる｡これは明白
なことで､それぞれの概念だけを漢字で当てた結果､意味は説明で きたが､音は別の ものになったので
ある｡いわゆる ｢
音読み｣の全 く別の響 きの譜がで きたのである｡

､

訓読｣は､ヤマ ト言葉が漢字 を上手 く取 り入れた もの と言 え､対
先ほどの ｢当て字｣によるものや ｢
して ｢
音読｣の熟語類は､ヤマ ト言葉 とは別の言葉 とは言えないか｡現 に､この熟語類例えば ｢自由｣
｢
文化｣などを敢えて､｢
漢語｣ と呼び､あるいは他の ものを ｢
和製漢語の抽象名詞｣ と呼び､ヤマ ト言
葉 とは明 らかに区別 している人 もいるのであるO軸o
)
現在､日本語の中のその割合 は､相 当数 占めてい
ると思われる｡この ｢
音読｣による語は､当然 ｢
功｣ もある し､｢
罪｣ もあると思 うが ここでは敢 えて
触れないこととする｡
初めの私の推論に戻って､この漢字の採用によって､ヤマ ト言葉の数の減少はある程度裏付け られた
のではないか｡そ して何 よりも見逃 してはならないのは､ことばの発達途中で 日本語がその成育を止め
られたということではないだろうか｡先ほどの例で言えば､もし漢字が入って来な く､他の 日本独 自の
文字が発明されていたら､｢カンガエ｣は､その昔 を残 したまま､成熟 していったか も知れ ない と考 え
るのである｡
さて､最初の朴氏の母音の減少による言葉の減少論 と私の漢字導入によるヤマ ト言葉減少論は､いず
れも日本人が ことばを捨てたものであ り､言わば ｢ことばの喪失｣が 日本語の歴史にはあった というこ
7
パーセ ン トの発音の減少の代わ りに､日本語 を
とだろう｡そ してまた､朴氏の言 う奈良朝に比較 して4
補なったのは膨大な数の ｢
音読熟語｣だったとい うことも言える｡
このことばの喪失は､純粋な日本語の成熟には至 らず､その事が民族 を真 に語るテーゼの確立には至
らなかったという意味では､日本語の悲劇 と言えるか も知れない｡ しか し､冒頭の外国に対する私たち
が持つあの ｢
意識｣の説明には不十分である｡そこで､朴氏が語る日本語の悲劇 とは何であるかを､今
一度検証 してみる｡
(
2) 日本語の悲崩 とは

難解な漢字に替わる文字 として仮名が作 られ､そ して五十音図が作成 された｡その結果 3つの母音が
消え､多 くの言葉を日本人は捨て去った｡朴柄植氏が言 うには､この母音の少数化 ･簡略化は､言葉の
変遷の歴史の中では他には見 られない日本語に特有の ものであるとしている｡そ してこれは､ 日本人の
｢
何事 も簡略化せずにはおれない日本人の "縮み志向性 "の影響があることを見逃す ことはできない｡
｣
と述べている｡
その上で､日本人は子供の頃か らの成長過程で､小学校では簡略化 された五十音 を押 しつけられ､中学
に入るとまった く異なる言語､英語 と､二度にわたる不 自然な形での言語習得 を押 しつけられていると
言っている｡ しか もそれは大 きなハ ンディを背負わされなが らである｡その論 を詳細 に見てみる｡
まだ生まれたばか りの赤ん坊は､母音 も何 も関係な く､どんな音で もしゃべれる可能性の時期である
とし､次のように述べている｡
｢しか し､だんだん言葉 を覚 え始めてから実質的な言語習性が形成 される小学校時代にかけて､
何が行なわれるか｡私はこれをあえて､"五十音図の拷問 "とす ら呼びたいのだが､子供 たちは
自然に覚えた言葉 ･発音 を無理矢理に忘れさせるために教育を受けるのである｡つま り"正 しい
日本語 "という ｢
五十音図Jの 5つの母音のなかに閉 じ込め られ､それ以外の発音は正 しくない
ものとして否定 され､捨て させ られる訳である｡
｣
言われて思い出すのは､小学校での急な変化であるoみんな一緒 にが とて も大事 なことで､｢整列｣､
｢
起立｣､｢
着席｣など､堅苦 しい聞 き慣れないことば､いわゆる抽象名詞の洪水である｡ しばらくの間､
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｢
劣等生｣ を ｢
列島生｣か と思い､意味が判 らずそれこそ ｢
劣等感｣ を持っていた｡
考えてみると､幼児語は元来のヤマ ト言葉 と同様で､それは殆んど意味の通る､優 しい言葉である｡
｢おんぶ｣ とか ｢だっこ｣などは､｢おぶ さる｣､｢だ く｣の愛情の込 もった判 り易い言葉である｡それを
｢もうお兄 ちゃんだか らやめなさい｣ と言 うのは､自ら与えた愛情 を否定 しているような ものではない
か｡
朴氏の言 う､否定 され､捨てさせ られるというのはこれ と全 く同 じ感覚であろう｡言 うなれば､幼児の
ころに覚 えたことばは､例えば愛情その ものが音 として伝わったのであ り､これを否定するのは､こと
ばではな く愛情が否定 されたのである｡つ まり､五十音図の拷問は､信 じていたものか らの ｢
拒絶｣を
言い渡 されたようなものである､という読み方 もで きる｡ここで､最初のハ ンディを小学校で負わされ､
屈折 した感情 を意識するようになる｡
｢しか し､この同 じ子供たちがある日突然､中学校 に進んだというだけの理由で､自分たちがそ
れまで使 っていた 5つの母音の何倍 もの開いたこともない母音 を習わされ､発音するように強制
｣(
傍点筆者)
されるのである｡
と､英語教育の突然の出現が持たらす裏切 りとも言える､二度 日の ｢
拒絶｣ を強調するのである｡ここ
で思い起 こされるのは､先ほどの英語 に対する､新鮮なが ら一種の異和感をも覚 えた私たちのあの感情
である｡子供のころは､朴氏の言 うような強い憤 りの感情は意識で きるものではないが､ しか し確実に
私たちの体内に､不信感 と自分たちの言葉に対する自信の喪失による ｢
劣等意識｣が定着 して くるO
そ して､さらに
｢日本の英語教育の矛盾はまさしくここにある｡読めて も書けて も話せないといういびつな教育
成果の原因は､教育制度や方法の間違いというよりも､この 日本語その ものの在 り方にあると私

｣
は考 えるのである｡後略｡
と述べている｡つ まり､英語の導入が悪いというのではな く､すでに自分たちの言葉に自信を失なって
いるのに､どうして素直に他の言葉が受け入れ られようか ということであろう｡
劣等意識は､異なるものを旺 (まばゆ) く遠いものに感 じさせると同時に､妬みを生み､他人を決 し
て受け付けようとせず､自らを虚勢 させ続ける存在にさせてい く｡傷ついた心は他 も自分 も､素直に認
め られな くなって来た屈折 した感情 を抱 き続 けてい く｡
彼はこれ も日本語その ものの在 り方にあると言っているのである｡
そ して､これからの時代は国際的な視点が必須であ り､語学はそのための大 きな窓である と し､｢な
のに､日本人はそこで最初か ら大 きなハ ンデを背負っているのである｡それ もこれ も r
五十音図Jにこ
だわるか らだ｡
｣ と､再び失なわれたことばに対する猛省 を促 している｡そ して最後にこう結んでいる｡
｢もし､日本政府や学会がなんらかの対策 も講ぜず､従来 どうり五十音図による日本語教育をつ
づけてい くとしたら､小学校 までは国民か ら母音 を奪 うために莫大な税金 を費や し､そのあとか
らは､失 くした母音 を回復 させ去ために気の遠 くなるほどの予算 を一度ならず永久に消費 しなけ
ればならないのは明白である｡
これを悲劇 と呼ばず､何 と呼ぼう｡この悲劇から脱け出すためには､早急に現在の 5母音の五
十音図を捨て､新 しい音表を制定 しなおす ことである｡その時期 に来ていると､外国人である私
｣(
傍点筆者)
は外か ら見ていて切実に感 じているのだ｡
朴氏が終始一貫 して論 じているのは､日本人の間違った言語教育の原因は､五十音制定 によることば
の喪失 を持たらした､日本語その ものだというこの一点である｡言語学者 らしく､あ くまで言葉の立ち
場か ら人 との関わ りを考え､言葉が持た らした日本語 と日本人の行 く末を憂い､警鐘 を発 っしているの
である｡
この意味で､本論の主旨である日本人の精神構造を考える上で､大 きな一歩を踏み出させて くれたと

‑6
4‑

感 じるものである｡その中で､私な りの推論 と朴理論への解釈 を生むことがで きた｡
ここでそれを整理 してみる｡
私

朴 理 論
l漢字の採用 ト

論

ヤマ ト言葉の減少

8つの母音の保持
(ア･イ･
ウ.
エ･
オ ･a･Eu･a
e) ｣

漢字熟語の増大
J

ヤマ ト言葉の未発達 ‑ ｢日本語への
l仮名の発明 l‑
1

自信喪失の芽ばえ｣

日本文学の創始 ･開花

i5
0
昔図作成 上 ･ 母音の減少 (a･Eu･記の削除)
1
｢
発音 ･言葉の減少｣

巨o
音図教育

一 ヽ
変情の否定
.
′
■
ヽ
J
…

上 ･ 自然な言葉の否定

1
〔ヽ
第一の拒絶
〕
〉
/
ヽ
.
/
…

‑ 日華声 と日本人への ｢
不信感｣･｢
劣等感｣の
宣言. 芽ばえ (
傷心による屈折 した感情 )

･

‑ ｢
不信感｣ ｢
劣等感｣の増大 ･定着

異文化の突然の出現
垣 亘 重 責二
]‑

‑

i
膨大な数の新たな母音の強制
1

〔＼
第二の拒絶
〕
ノ
ヽ
ノ
…

日本語の悲劇

‑

日本人の精神構造の確立

1
日本人への督鐘
(
新音表の作成)
言わんとしていることは同 じだと思 うが､私の場合は折々の現象 を､主に心理的側面に立って考察 して
来た｡その違いはあるにせ よ､日本語のあ り方が これほどまでに､日本人の人格形成に大 きく影響 を与
えていたことは､駕 きであると同時に､潜在的には意識 されていたことであったから､十分納得のい く
ことであった｡
これまで様々な立場 と視点から見て来た､私たち日本人の心の有 り樵 (よう)が､劣等意識か ら発 っ
せ られて来たことは伺い知ることが出来た｡前項の集団の中で形成されることや､本項のことばから発っ
せ られたことなど､いずれ も日本人がこの世 に生 を受けた時からすでに大 きな抑圧の洗礼の中で､人格
形成が果た されて来たということが一つのまとめ として言えるのである｡
結論 として､逆説的にこれを述べる｡
仮に､私たちの社会が ｢
個｣の価値基準の高い社会であったのな ら､或 いはことば を失 うこと無 しに
｢
拒絶｣ も受けなかったとしたら､私たちの ｢
劣等意識｣ も ｢
不信感｣ も､或いは ｢気後 れ｣ さえ も私
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たちの体内に､これほど大 きく留 まってはいなかっただろう｡そ して私たちはもっと素直に､日本語 と
日本人を受け入れることが出来ただろう｡そ してその時､この ｢日本｣に対 して大 きな自信を感 じ､こ
れを誇 りに思 うことであろう｡そこか らきっと､異文化に対 して も臆することな く､対等に受け入れ､
堂々と立ち向か う事がで きてい くであろう｡
私たちに出来ることは､私たち日本人のこの ｢
現実｣ を歴史から学び､これを把握 し見つめ直 して､
愛情豊かな日本社会 を目ざしてい くことである｡

あわ りに
音楽の世界で疑問を持ち､考え続けて来た人の関わ りの大切 さ､難 しさを､絡 まった糸を一つ一つ解
きほ ぐす ように､本論で試みて来た｡これを進めてい くうちに､さまざまな想いが浮んでは消え､消え
ては浮ぶ ような､論の一貫性が危 うい状況に陥いることもしば しばであった｡一つの側面に片寄 りす ぎ
てないか､他の側面の客観的情報 に欠けてないかなど｡例えば､本論の 日本人論に関 して も､その良 し
悪 Lや､功罪のバ ランスの取れた主張にな り得ているだろうかということも､大いに検討 したのである｡
しか しなが ら､結局 これの問題点の追求や解明に論の多 くを割 (さ) くことを選んだ｡それは､私や私
たちが強 く感 じている､ 日本社会の歪 (
いびつ)さや屈折 した状況の理不尽 さを､津々見ることへの関
心 と必要性の高 まりを押 えきれなかったか らである｡
つ まり､この事は避けて通れるものではな く､人を知ることのみ､私たちの ｢
音楽のゆ くえ｣を見定め
ることがで きる､唯一無二の選択 と思えたか らで もある｡そ して第二章では､言語学の分野に立ち入る
ことにな り､専門外のことで浅学は もとより承知の上で､私な りの純粋 な疑問への試論を企て､考察 し
てみた｡ これが どれだけ説得力 を持つかは予想 もつかない｡が､もとより言葉の解明が 目的でな く､私
の知 り得る範囲を提示することにより､あ くまでことばの裏にあるそのメッセージを読み取ることが 目
的であったか ら､ある程度の手がか りに成 り得たのではないか と考えている｡
本論では日本人の全体 を見ることに終始 したが､それは取 りも直 さず､個人の追求である｡日本人の
精神構造の ｢
負｣の部分は私 自身の ｢
負い 目｣で もあ り､決 して距離 を置いた他人事では無 く､それを
全体 に投影することか ら､自身の疑問の解明 をみたかったことも付け加えておきたい｡いずれにしても､
このテーマが大 きく､底が深い ものであることは間違いない｡その意味で言い足 りないこと､言い尽 く
せないこと､或いは検証の方法や方向など再考の余地があるのは当然のことと考える｡
個人的にも大いに興味深いこのテーマを､今後 も機会あるごとに考えてみたいと思 うものである｡
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注

釈

(
1) 広中平祐著 ｢
私の生 き方論｣の中での梅原猛 との対談の部分｡両氏の 日本 とアメリカの比較文化論

がその中心である｡他の対談者は､学者､作家､芸術家､俳優 など1
2
名で構成 されている｡
(
2) 著者のグーリー ･スペ ンスは､アメリカ第一級の弁護士 と言われる人で､元 フィリピン大統領の未

亡人イメルダ ･マルコスの弁護 を務め､圧倒的劣勢から勝訴 した話は余 りに有名である｡著書 ｢
議論
に絶対負けない法｣は､自己の経験 をもとに書かれ､タイ トルか らは想像 し難い内容で､む しろ人間
への愛情に満ち溢れ､人の生 きる道､人生 に勝利すること‑の願いを､ したためた感動的な書物 と言
える｡
(
3) ｢
人を気に して頑張 りす ぎる心理｣ と副題 を持つこの著書は､加藤諦三が主張する､"幸せになる "

努力をする人､"幸せに見える "努力する人 という､二つの型の比較論がそのベース になってい る｡
自己をかた くなにせず､心 を開 くことから真の信頼関係が生 まれると説 く｡
(
4) D. C.バーラン ドは､人間の行動様式は､子 どものそれ と似ていて､殆んど無意識に行 なわれる

のが普通であ り､その規則性 を､検討するのはめったにない としている｡それが民族特有の様式 とし
て残ってい くと言 う｡ここの 日本人 とアメリカ人の比較 も､その論点を基本 に している｡
(
5) 日本語が特にあいまいさを好んだのは､それが持つ長所 を巧みに利用 し､衝突 を避けて来たのでは

ないかという仮説に立っている｡その上で森本哲郎は､漢語 よりは日常 ひんぽんに使われる､ヤマ ト
言葉の方が日本人の心性 を語るとして､これを多 く取 りあげている0
(
6) 陸氏は前書 きの中で､日本の ｢
国際化｣は ｢
西洋化｣を意味 している｡中略｡一部の日本人の眼中

には､アジアとアジア人が まるで存在 しない｡われわれに学ぼうとする姿は見たことがない｡アジア
近隣諸国を視野に入れないで､｢
国際化｣を語れるだろうか と述べているO 日本の この西洋崇拝 ､ ア
ジア蔑視思想を痛烈に批判すると共に､日本の将来に対する憂慮が､綴 られている｡
(
7) 朴氏のこの著書は､彼の前提､｢日本のルーツは古代朝鮮語である｣か ら成 り立 ってお り､ これ を

もとに､数詞 ｢ヒフミ｣や五十音図､そ して､｢日本書記｣､｢
古事記｣､｢
万葉集｣ なども読み直 して､
その其の意味に迫っているo Lか し日本の学者は殆んどが､日本語のルーツが朝鮮語であるとい うこ
とを認めたが らないとも述べている｡
(
8) 〔当て字 〕〔宛字 〕とあ り､語の意味に関係な く､その昔 ･訓を借 りて､当てて使 う漢字 とある｡

目出度 (
めでたい)
､天晴 (
あっぱれ)の類いと掲載 されているo出磐 目 (
でた らめ ) も同様 に音 を
当てたものである｡また､考え､考える､さらに､漢語の思考､理論､なども同辞典からの引用であ
る｡(
角川新版実用辞典 より)
｡尚､(
心理的な)療法はアプローチ英和辞典 よりの引用である｡

(
9
)t
hi
n
k､t
ho
u
ht
g
､t
he
o
r
y､t
he
o
r
e
m､t
he
r
apy､はすべて ｢アプローチ英和事典｣ か らの引用であ
る｡尚､t
h
e
o
r
e
t
i
c
al(
理論上)
､t
he
o
r
i
s
t(
評論家)などの類いはすべ て ､t
h
e
o
r
y (理論 )か ら派生
したものであると思われ割愛 した｡
8
0
) 森本哲郎はこの区分 を明確 に､著書 ｢日本語

表 と裏｣で述べている.
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