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はじめに 

 

この小冊子は武蔵野学院大学の教員免許状更新講習「身近な英語で教材作成［英語文学］

～文学・映画・アニメ・スピーチ～」の「英語教育にかかわる指導力の向上」の一部とし

て作成したものです。しかし、必ずしも「英語文学」にとらわれず、「異文化理解」にも

係るものです。また、教材研究ともなれば、「教科の指導法」にも充当することになりま

す。この講習が充実したものになるように編集に努めましたので、実際の教育現場で少し

でも役に立てばと思います。なお、講習の内容についてはあとから利用できるようにＨＰ

「佐々木隆研究室」(http://www.econfn.com/ssk/)にも掲載致します。トップ頁のメニュー

より「講義に関すること（武蔵野学院大学）」をクリックして戴くと、「11 免許状更新

講習」がありますので、そこからアクセスして下さい。ホームページ「佐々木隆研究室」

には講師を務める佐々木に関する情報を公開しておりますので、適宜ご覧下さい。私への

コンタクトとしてssk2000takashi@yahoo.co.jpを利用しておりますので、何かございまし

たらご連絡下さい。 

以下は簡単な佐々木のプロフィールです。詳細なものについてはＨＰ「佐々木隆研究室」

(http://www.econfn.com/ssk/)をご覧下さい。 

 

佐々木 隆（ささき たかし）(b.1960) 博士（英文学）（駒澤大学） 

・中学校、高等学校の教育歴あり。定時制高等学校の教育歴あり。（中１～高３まで担当） 

・1991 年 4 月 文部省大学設置・学校法人審議会教員組織資格審査を経て、武蔵野短期大

学国際教養学科専任講師として着任。その後、助教授、教授 

・2004 年 4 月 文部科学省大学設置・学校法人審議会教員組織資格審査を経て、武蔵野学

院大学国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科教授 現在に至る 

・2007 年 4 月 文部科学省大学設置・学校法人審議会教員組織資格審査を経て、武蔵野学

院大学大学院国際コミュニケーション研究科国際コミュニケーション専攻（博士前期

課程）教授 現在に至る 

・2009 年度より 教員免許状更新講習講師 「英語教育にかかわる指導力の向上」（認定番

号：平２１－３０１００－５４３９３号）（平２２－３０１０２－６００４６号）（平

２３－３０１０５－５１７３８号）（平２４－３０１０６－５２０７７号）（平２５－

３０１０６－５１０７７号）（平２６－３０１０６－５０６２８号）（平２７－３０１

０６－５２９１１号）（平２８－３０１５０－５０２３１５）（平２９－３０１０７－

５０２３４８号）（平３０－３０１７０－５０３７０５）現在に至る 

・2010 年 4 月 文部科学省大学設置・学校法人審議会教員組織資格審査を経て、武蔵野学

院大学大学院国際コミュニケーション研究科日中コミュニケーション専攻（博士後期

課程）教授 現在に至る 

・2012 年 3 月 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館招聘研究員 現在に至る 

・2015 年 7 月 狭山市総合計画審議会委員 現在に至る 

・2017 年 4 月 武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科国際コミュニケーシ

ョン専攻（博士後期課程）教授 現在に至る 

 

http://www.ssk.econfn.com/
http://www.econfn.com/
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１ 英国史と英文学史 

 

7 世紀 キャドモン（ケドモン）：宗教詩人 

     Caedmon.   

                   緑文字はカズオ・イシグロ関係 

中世前期（古英語）         ★映画紹介 

                   赤文字は佐々木お薦めの表現  

8 世紀 キネウルフ：宗教詩人           

   Cynewulf             

                   ケルト文化について 

8 世紀 叙事詩『べーオウルフ』    考えてみることも重要 

      Beowulf. 

＊勇士べーオウルフの武勇物語。 

 ★ストゥーラ・ガンナーソン監督『ベーオウルフとグレンデル』(2005) 

  ロバート・ゼメキス監督『べオウルフ』(2007) 

 

中世後期（中英語） 

 

1066 ノルマン公ウィリアムの英国征服            フランスの支配・ 

The Norman Conquest.                影響が始まる 

＊ノルマンディ公ウィリアムがウィリアム一世として即位。 

  これにより、社会機構・風俗習慣・言語が大きく変わる。 

 

1360 ジェフリー・チョーサー『ばら物語』（～1365） 

Geoffrey Chaucer.  The Romaunt of the Rose. 

 

1362  ウィアム・ラングランド『農夫ピアズの夢』（～1395） 

      William Langland.  The Vision of William concerning Pier’s Plowman. 

 

1369 チョーサー『公爵夫人の書』 

Chaucer.  The Book of the Duchesse. 

 

1385 チョーサー『カンタベリー物語』 

Chaucer.  The Canterbury Tales.  

★ペエル・パオロ・パゾリーニ監督『カンタベリー物語』(1972) 

 

1470 トーマス・マロリー『アーサー王の死』            

Thomas Malory.  Le Morte d’Arthur. 

★ジョシュア・ローガン・監督『キャメロット』(1967) 

  ジョン・ブアマン監督『エクスカリバー』(1981) 
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  アントワーン・フークア監督『キング・アーサー』(2004)   

 

1476 キャクストン印刷所の創設 

 

ルネッサンスとエリザベス朝演劇（16 世紀） 

 

1509 ヘンリー八世即位          英国国教会について 

＊英国国教会を設立。         理解することが重要 

 

1539 『グレート・バイブル』 

    The Great Bible. 

 

1551 トーマス・モア『ユートピア』(ラテン語は 1516) 

Thomas More.  Utopia. 

 

1558 エリザベス一世即位 

       Elizabeth I crowned. 

 ★シェカール・カプール監督『エリザベス』（1998）（参考） 

    シェカール・カプール監督『エリザベス ゴールデン・エイジ』（2007）（参考） 

                                 

1561 『ゴーボダック』(戯曲) 

       Gorboduc, or Freex and Porrex. 

＊イギリス最古の悲劇のひとつ。 

 

1579 エドモンド・スペンサー『羊飼いの暦』 

Edmund Spenser.  The Shepheardes Calender. 

 

1579  ジョン・リリー『ユーフェーイーズ』（～1580） 

John Lily.  Euphues, The Anatomy of Wit. 

           Euphues and His England. 

 

1587 クリストファー・マーロウ『タンバレイン大王』 

（戯曲・上演） 

Christopher Marlowe.  Tamburlaine the Great. 

 

1590 スペンサー『妖精の女王』(巻 1～3)          アーサー王物語が題材 

Spenser.  The Faerie Queene. 

 

1590  マーロウ『フォースタス博士』(戯曲)         人間と悪魔との契約 

Marlowe.  The Tragical History of Dr. Faustus.   悪魔：メフィフトフェレス 
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1590 ウィリアム・シェイクスピア[ヘンリー六世第三部]（～1591）(戯曲) 

   William Shakesepare.  Henry VI. Part 3 

   ■Yet hasty marriage seldom proveth well. (IV.i.)     ■名台詞・名言 

        しかし、性急な結婚はうまくいかないのが常です。（第 4 幕第 1 場） 

 

1591  マーロウ『マルタ島のユダヤ人』(戯曲)        

       Marlowe.  The Jew of Malta. 

       

1591  マーロウ『エドワード二世』 

    Marlowe.  Edward Ⅱ. 

   ★デレク・ジャーマン監督『エドワード二世』(1991) 

 

1591  リリー『エンディミオン』 

    Lily.  Endimion.                     

 

1592  マーロウ『パリの虐殺』(戯曲) 

      Marlowe.  The Massacre at Paris. 

 

1593  シェイクスピア『リチャード三世』(～1593)(戯曲) 

   Shakespeare.  Richard Ⅲ. 

  ★ローレンス･オリヴィエ監督『リチャード三世』(1955) 

        リチャード・ロンクレイン監督『リチャード三世』(1995) 

        アル・パチーノ監督『アル・パチーノのリチャードを探して』(1996) 

 

      シェイクスピア(1564-1616)の時代は新しいものと古いものが混在する時代。 

天文学が進むものの、占星術や魔術もまだまだ一般民衆には根深いものが、、、 

 

1593  シェイクスピア『タイタス・アンドロニカス』(～1594)(戯曲)   

Shakespeare.  Titus Andronicus. 

★ジュリー・テイモア監督『タイタス』(1999) 

 

1593  シェイクスピア『じゃじゃ馬ならし』（～1594）（戯曲） 

      Shakespeare.  The Taming of the Shrew. 

   ★サム・テイラー監督『じゃじゃ馬馴らし』(1929) 

        ジョージ・シドニー監督『キス・ミー・ケイト』(1953) 

        フランコ・ゼッフィレッリ監督『じゃじゃ馬ならし』(1966)   

 

1594  シェイクスピア『ロミオとジュリエット』（～1595）（戯曲） 

      Shakespeare.  Romeo and Juliet. 

★ロバート・カステラーニ監督『ロミオとジュリエット』(1954) 
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ロバート・ワイズ、ジェローム・ロビンス監督『ウェスト・サイド物語』(1961) 

フランコ・ゼッフィレッリ監督『ロミオとジュリエット』(1968) 

       ラーマン監督『ロミオとジュリエット』（アメリカ）(1996) 

    井上由美子脚本『ロミオとジュリエット～すれちがい』(2007TV)  

 

■Virtue itself turns vice, being misapplied,               

And vice sometime’s by action dignified. (Ⅱ.ⅲ.) 

美徳そのものが悪徳に転ずるも用法次第、行動次第で悪徳もまた栄誉をうる。（第

2 幕第 3 場) 

 

1595 シェイクスピア『夏の夜の夢』（～1596）（戯曲）        

      Shakespeare.  A Midsummer Night’s Dream. 

   ★イジィ・トルンカ監督『真夏の夜の夢』(1959) 

        セレスティーナ・コロナード監督『真夏の夜の夢』(1983/84) 

        エイドリアン・ノーブル監督『夏の夜の夢』(1996) 

        マイケル・ホフマン監督『真夏の夜の夢』(1998)  

    中江裕司監督『さんかく山のマジル―真夏の夜の夢』(2009) 

■Love looks not with the eyes, but with the mind,  

And therefore is winged Cupid painted blind. （I.i） 

恋は目でものを見るのではない、心で見る、 

だから翼をもつキューピッドは盲に描かれている。（第１幕第１場） 

   ■The course of true love never did run smooth. （I.i） 

   まことの恋が平穏無事に進んだためしはない。（第１幕第１場） 

 

1596 シェイクスピア『ヴェニスの商人』（～1597）（戯曲）    

      Shakespeare.  The Merchant of Venice. 

   ★マイケル・ラドフォード監督『ヴェニスの商人』(2004) 

   ■Love is blind.(Ⅱ.vi.) 

        恋は盲目。（第 2 幕第 6 場） 

■Who chooseth me shall gain what many men desire. 

Who chooseth me shall get as much as he deserves. 

Who chooseth me must give and hazard all he hath.(Ⅱ.ⅶ.)  

われを選ぶものは衆人の求むるものを得べし 

われを選ぶものは分相応のものを得べし 

われを選ぶものは所有するすべてを投げうつべし（第２幕第７場） 

■All that glisters is not gold;   

Often have you heard that old: 

Many a man his life hath sold 

But my outside to behold:      

Gilded tombs do worms infold. (Ⅱ.ⅶ.) 

http://www.econfn.com/ssk/iieigo1/page033.html#lcn008
http://www.econfn.com/ssk/iieigo1/page033.html#lcn008
http://www.econfn.com/ssk/iieigo1/page034.html#lcn009
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輝くもの必ずしも金にあらざるなり、 

このことば汝もしばし耳にせしはずなり、 

目くるめくわが面に心ひかるるあまり、 

そのいのち売るにいたりしものあまたあり、 

金色に輝く墓もその下には蛆虫住めるなり。（第２幕第７場） 

■The fire seven times tries this: 

That did never choose amiss. 

Some there be that shadows kiss; 

Such have but a shadow’s bliss: 

There be fools alive, I wis, 

Silver’d o’ver; and so was this. (Ⅱ.ⅸ.) 

この箱は七たび火もて鍛えられしものなり、 

思慮もまた同じく七たび鍛えられる要あり、   

さすれば選択にあやまちなかりしはずなり。 

かかるものの受くるは影の祝福のみなり、 

この世には銀の面に本性をかくす阿呆あり、 

われもまたそのささやかなる例の一つなり。（第２幕第９場） 

■So may the outward shows be least themselves.: 

This world is still deceived with ornament. 

In a law, plea so tainted and corrput 

But, being season’d with a gracious voice, 

Obscures the show of evil?  In religion, 

What damned error, but some sober brow 

Will bless it and approve it with a text, 

Hiding the grossness with fair ornament? 

There is no vice so simple but assumes 

Some mark of virtue on his outward parts: 

…but thou, thou meager lead, 

Which rather threatenest than dost promise aught, 

Thy paleness moves me more than eloquence; 

And here choose I:  joy be the consequence! (Ⅲ.ⅱ.) 

外見の美しさは中味を裏切るものかもしれぬ、 

世間はつねに虚飾に目をまどわされているのだ。 

裁判だってそうだ、たとえどんな不正不当な訴訟も、 

巧みな弁舌で飾りつければ、うわべをごまかして 

悪とは見えなくなるものだろう。宗教だってそうだ、 

たとえどんな異端邪説も、もっともらしい顔つきで 

祝福したり、聖書の文句を引用して説明したりすれば、 

その忌まわしさも虚飾でかくせるものだろう。 

この世にそのままの姿であらわれる悪徳はない、 
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必ずそのうわべに美徳のしるしをつけている。 

（中略）だが、見すぼらしい鉛よ、  

希望の姿が雄弁以上におれの心を揺り動かす。 

私はこれを選びます。どうかうまくいきますように！（第３幕第２場） 

     ■You that choose not by the view, 

Chance as fair and choose as true! 

Since this fortune falls to you,…( Ⅲ.ⅱ.) 

うわべのみによりて選ぶものとは異なり、 

真実を選びあてし汝にこそさいわいあり。（第３幕第２場） 

 

1598 シェイクスピア『から騒ぎ』（～1599）(戯曲)  

      Shakespeare.  Much Ado About Nothing. 

   ★ケネス・ブラナー監督『から騒ぎ』(1993) 

 

1598 シェイクスピア『ヘンリー五世』(～1599)（戯曲）         

Shakespeare.  Henry V. 

★ローレンス・オリヴィエ監督『ヘンリー五世』(1944) 

    ケネス・ブラナー監督『ヘンリー五世』(1989) 

■Thus may we gather honey from the weed,  

And make a moral of the devil himself. ( Ⅳ. i.) 

悪しきものも底を探ればなんらかの善がふくまれている、 

要は人がそれを心して引き出すか否かなのだ。（第 4 幕第１場） 

 

1599 シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』（～1600）（戯曲）   

Shakespeare.  Julius Caesar. 

★スチュアート・バージ監督『ジュリアス・シーザー』(1969) 

★パオロ・タヴィアーニ／ヴィットリオ・タヴィアーニ監督 

『塀の中のジュリアス・シーザー』(2012) 

■But men may construe things after their fashion, 

Clean from the purpose of the things themselves.( Ⅰ．ⅲ.) 

人間はとかく自分流にものごとを解釈し、本来の意  

味とはかけ離れたとりかたをするものだ。（第１幕第３場） 

   ■It was Greek to me.(I.ii. ) 

        ちんぷんかんぷんだ。（第 1 幕第２場） 

 

1599  シェイクスピア『お気に召すまま』（～1600）(戯曲) 

Shakespeare.  As You Like It. 

★パウル・ツインナー監督『お気に召すまま』(1936) 

★ボブ・ラフェルソン監督『お気にめすまま』(1992) 
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     ■Truly, shepherd, in respect of itself, it is a good Life; but in respect that it is a  

shepherd’s life, it is naught.  In respect that it is solitary, I like it very well; 

but in respect that it is private, it is a very vile life.  Now, in respect it is in  

the fields, it pleaseth me well; but in respect it is not in the court, it is tedious.   

As it is a spare life, look you, it fits my humour well; against my stomach.  

( Ⅲ.ⅱ.) 

そうだな、羊飼い、こういう暮らしであるという点では楽しいが、羊飼いの暮らし

であるという点ではおおいに気にくわん。田園生活であるという点ではおおいに気

に入っているが、わびしいという点ではおおいに気にくわん。田園生活であるとい

う点では快適だが、宮廷生活じゃないという点では退屈だ。この控えめな暮らしは

おれの気性にはピッタリくるが、ぜいたくな暮らしじゃないのでおれのおなかの皮

が背中の皮とピッタリくっつく。（第３幕第２場） 

■Men are April when they woo, December when they wed: 

      maids are May when they are maids, 

      but skychanges when they are wives.(IV.i.) 

   男は口説くのは 4 月、結婚すれば気持ちは冬の 12 月。 

   女も娘のときは 5 月だけど、人妻になると空模様も変化する。（第 4 幕第 1 場） 

 

1599  シェイクスピア『十二夜』（～1600）（戯曲）        

      Shakespeare.  Twelfth Night. 

   ★トレヴァー・ナン監督『十二夜』(1996) 

 

王政復古（17 世紀） 

 

1600 （日本）関が原の戦い 

  

1600  シェイクスピア『ハムレット』(～1601)(戯曲)        

      Shakespeare.  Hamlet. 

   ★ローレンス・オリヴィエ監督『ハムレット』(1948) 

黒澤明監督『悪い奴ほどよく眠る』(1960) 

加藤泰監督『炎の城』(1960) 

グリゴリ・コジンチェフ監督『ハムレット』(1964) 

フランコ・ゼッフィレッリ監督『ハムレット』(1990) 

ケネス・ブラナー監督『ハムレット』(1996) 

マイケル・アルメイダ監督『ハムレット』(2000) 

■There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. (Ⅱ.ⅱ.) 

いいも悪いも本人の考え方次第。（第 2 幕第 2 場） 

   ■What is a man,                 

If his chief good and market of his time 

Be but to sleep and feed?  A beast, no more! 
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Sure be that made us with such large discourse, 

Looking before and after, gave us not 

That capability and godlike reason 

To fuse in us unus’d.  (Hamlet.  Ⅳ.ⅳ.) 

人間とはなんだ？畜生と変わりがないではないか。人間に前後を見きわめる大きな

力を授けた神は、その能力、神にも似た理性を、使わないままかびさようとしてお

与えになったのではあるまい。（『ハムレット』第４幕第 4 場） 

      ■For thou hast been                    

As one, in suffer’ing all, that suffers nothing: 

A man that Fortune’s buffets and rewards 

Hast ta’en with equal thanks; and blest are those 

Whose blood and judgement are so well comedded 

That they are not a pipe for Fortune’s finger 

To sound what stop she please.   Give me that man 

That is not passion’s slave, and I will wear him.(Hamlet. Ⅲ．ⅱ.) 

きみという男はあらゆる苦労に耐えながら、たえてそれを顔に出さない、運命が

罰をくだそうとほうびをくれようと、ひとしく感謝の念をもって受け入れる、理

性と感情がほどよく調和していて、運命の女神の思いのままの音色を出す笛には

ならない、全くうらやましくなる。激情の奴隷ではない男、そういう男がいたら

おれはこの胸に、胸の底に、堅く抱きしめるだろう。（『ハムレット』第３幕第 2

場） 

   ■What a piece of work is a man!  How noble in reason! How infinite in 

faculties!  In form and moving, how express and admirable! in action, how like 

an angel! (Hamlet. Ⅱ．ⅱ.) 

この人間とはなんたる自然の傑作か、理性は気高く、能力はかぎりなく、姿も動

きも多様をきわめ、動作は適切にして優雅、直観力はまさに天使、神さながら、

この世界の美の精髄、生あるものの鑑、それが人間だ。（『ハムレット』第 2 幕第 2

場） 

 

1601 シェイクスピア『終わりよければすべてよし』（～1603）（戯曲） 

      Shakespeare.  All’s Well that Ends Well. 

    ■The web of our life is of a mingled yarn, good and ill together.  Our virtues 

would be proud if our faults whipt them not; and our crimes would despair if  

they were not cherish’d by our virtues.  (Ⅳ.ⅲ.) 

人間の一生は善と悪とをより合わせた糸で編んだのだ。われわれの美点は欠点に

よって鞭打たれることがなければ高慢になるだろうし、われわれの罪悪は美徳に

よって慰められることがなければ絶望するだろう。（第 4 幕第 3 場） 

 

1603 エリザベスー世没、ジェイムズー世即位 
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1604 シェイクスピア『オセロ』（～1605）(戯曲) 

Shakespeare.  Othello. 

★オーソン・ウェルズ監督『オーソン・ウェルズのオセロ』(1952) 

  セルゲイ・ユトゲヴィッチ監督『オセロ』(1955) 

  スチュアート・バージ監督『オセロ』(1965) 

  フランコ・ゼッフィレッリ監督『オテロ』(1986)  

      ■When devils will their blackest sins put on, 

They do suggest at first with heavenly shows, 

As I do now. (Ⅱ.ⅲ.) 

悪魔が最悪の罪に人間を誘いこむときは、まず天使の姿を借りてあらわれるとい

う。（第 2 幕第 3 場） 

  

1605 シェイクスピア『リア王』（～1606）(戯曲)          

Shakespeare.  King Lear. 

★グリゴーリ・コージンツェフ監督『リア王』(1970) 

        マイケル・エリオット監督『リア王』(1983) 

        黒澤明監督『乱』(1985) 

        ジャン・リュック・ゴダール監督『ゴダールのリア』(1987) 

 

1606 シェイクスピア『マクベス』(戯曲) 

Shakespeare.  Macbeth. 

★オーソン・ウェルズ監督『マクベス』(1948)        

黒澤明監督『蜘蛛巣城』(1957) 

ロマン・ポランスキー監督『マクベス』(1971) 

■Fair is foul, and foul is fair.  (Ⅰ.ⅰ.) 

いいは悪いで、悪いはいい。（第 1 幕第１場） 

       

1608 シェイクスピア『コリオレイナス』（戯曲）           

    Shakespeare.  The Tragedy of Coriolanus. 

       ★レイフ・ファインズ監督『英雄の証明』(2011) 

    ■Action is eloquence.(Ⅲ.ⅲ) 

     行動は雄弁である。（第 3 幕第 3 場） 

 

1611 シェイクスピア『あらし』（～1612）(戯曲) 

Shakespeare.  The Tempest. 

★デレク・ジャーマン監督『テンペスト』(1979) 

  ポール・マザスキー監督『テンペスト』(1982) 

  ジャック・ベンダー監督『テンペスト』(1990) 

ピーター・グリーナウェイ監督『プロスペローの本』(1991)   

 ジュリー・テイモア監督『テンペスト』（2011） 
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1611 欽定訳聖書 

The Authorized Version of the Bible. 

 

1612 シェイクスピア『ヘンリー八世』（～1613）(戯曲) 

Shakespeare.  Henry Ⅷ.  

                      トム・フーパー監督『英国王のスピーチ』(2010) 

1642～1660 ピューリタン革命                  King’s Speech 

シェイクスピア戯曲からの台詞がふん 

       劇場封鎖 (1642）   だんに盛り込まれていました。 

       劇場再開 (1660)    アカデミー賞受賞作品 

 

1666   ロンドン大火 

       The Great Fire 

 

1666 ジョン・ドライデン『驚異の年』 

John Dryden. Annus Mirabilis:  The Year of Wonders 1666. 

 

1667  ジョン・ミルトン『失楽園』 

    John Milton.  Paradise Lost.         

 

1668  ドラインデン『劇詩論』 

Dryden.  An Essay of Dramatick Poesie. 

 

1671 ミルトン『楽園回復』 

Milton.  Paradise Regained.       

 

1671  ミルトン『闘士サムソン』 

Milton.  Samson Agonistes.  

  ★セシル・Ｂ・デミル監督『サムソンとデリラ』(1950)  

 ニコラス・ローグ監督『サムソンとデリラ』(1996)  

 

1678 ジョン・バニヤン『天路歴程』(第 1 部) 

John Bunyan.  The Pilgrim’s Progress. 

■I am content with what I have,                  

   Little be it, or much. 

私は自分の持っているもので満足している。  

 それが少なかろうと多かろうと。 

 

1684 バニヤン『天路歴程』(第２部) 

Bunyan.  The Pilgrim’s Progress. 



14 

 

1688 名誉革命 

 

古典主義とロマン主義（18 世紀）           ロマン主義とは？ 

 

1711 アレクサンダー・ポープ『批評論』              

Alexander Pope.  An Essay on Criticism. 

 

1719 ダニエル・デフォー『ロビンソン・クルーソー』（第 1 部） 

Daniel Defoe.  Robinson Crusoe. 

★ジョージ・ミラー監督『ロビンソン・クルーソー』(1996) 

 ティエリー・シャベール監督『ロビンソン・クルーソー』(2003) 

 

1726 ジョナサン・スィフト『ガリヴァ旅行記』（～1727） 

Jonathan Swift.  Gulliver’s Travels. 正式名称→ Travels into Several Remote  

Nations of the World.  In Four Parts.  By Lemuel Gulliver, First a surgeon, 

and then a Captain of Several Ships. 

★ジャック・シャー監督『ガリヴァーの冒険』(1960)  

 ロブ・レターマン監督『ガリバー旅行記』(2010) 

 

1733   ポープ『人間論』（～1734） 

Pope.  An Essay on Man. 

 

1742 ヘンリー・フィールディング『ジョセフ・アンドルーズ』 

Henry Fielding.  Joseph Andrews. 

 

1749 フィールディング『トム・ジョーンズ』 

Fielding.  Tom Jones. 

 

1755 サミュエル・ジョンソン『英語辞典』 

Samuel Johnson.  A Dictionary of the English Language. 

 

1760 ローレンス・スターン『トリストラム・シャンディ』（～1767） 

       Laurence Sterne.  The Life and Opinions of Tristram Shandy. 

■ Desire of knowledge, like the thirst of riches, increases ever with the 

acquisition. 

       知識欲は、金銭欲と同様、ものにすればするだけ増大する。 

 

1775 リチャード・ブリンズリー・シェリダン『恋がたき』（上演） 

Richard Brinsley Sheridan.  The Rivals. 
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1776 (米)独立宣言 

      The Declaration of Independence 

 

1777 シェリダン『悪口学校』 

Sheridan.  The School for Scandal. 

 

1780 メアリー・クーパー『マザー・グースのメロディ』   

       Mary Cooper.  Mother Goose’s Melody.   

 

1789 (仏)フランス革命 

The French Revolution 

 

1789 ウィリアム・ブレイク『無心の歌』 

William Blake.  Songs of Innocence and of Experience. 

 

1789  ウィリアム・ワーズワース、S.T.コールリッジ『叙情歌謡集』 

      William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge.  Lyrical Ballads. 

 

ロマン主義の隆盛（19 世紀前半） 

 

1811 ジェーン・オースティン『分別と多感』 

Jane Austin.  Sense and Sensibility. 

 

1813  オースティン『自負と偏見』              

Austin.  Pride and Prejudice. 

      ★ジョー・ライト監督『プライドと偏見』（2005） 

 

1814   オースティン『マンスフィールド･パーク』          

   Austin.  Mansfield Park. 

 

1816  オースティン『エマ』 

   Austin.  Emma. 

★ダグラス・マクグラス監督『エマ』(1996) 

 

1818 メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』 

      Mary Shelley.  Frankenstein. 

   ★ジェイムズ・ホエ－ル監督『フランケンシュタイン』(1931) 

       ジェイムズ・ホエール監督『フランケンシュタインの花嫁』(1935) 

       ケネス・ブラナー監督『フランケンシュタイン』(1994)  

 



16 

 

 

1819 ウォルター・スコット『アイヴァンホー』 

Walter Scott.  Ivanhoe. 

★ハーバート・ブレノン監督『アイヴァンホー』(1913)  

  スチュアート・オーム監督『アイバンホー』(1997) 

 

1833 トーマス・カーライル『衣服哲学』（～1834） 

Thomas Carlyle.  Sartor Resartus. 

   ■“Speech is silver, Silence is golden”: or, as I might rather express it.  “Speech 

         is of time, Silence is of Eternity.” 

        「弁舌は銀、沈黙は金」とは格言だが、私なりの言葉で言ってみるなら、「弁舌 

     は瞬時のもの、沈黙は永遠のもの」。 

 

1837 チャールズ・ディケンズ『オリヴァー・トゥィスト』（～1839） 

       Charles Dickens.  The Adventures of Oliver Twist. 

★キャロル・リード監督『オリバー！』(1968) 

     ロマン・ポランスキー監督『オリバー・ツイスト』(2005) 

 

1841 カーライル『英雄崇拝論』 

Carlyle.  On Hero-Worship, and the Heroic in History. 

 

1843  ジョン・ラスキン『近代画家論』（～1860） 

       John Ruskin.  Modern Painters. 

   ■I believe the first test of a truly great man is his humility. 

    真に偉大な人間であるかどうかを知るための最初のテストは、その人の謙遜さ 

にあると私は信じる。                    

 

1843 ディケンズ『クリスマス・キャロル』 

Dickens.  Christmas Carol. 

★ロナルド・ニーム監督『クリスマス・キャロル』(1970) 

  ロバート・ゼメキス監督『クリスマス・キャロル』（2009） 

 

ヴィクトリア朝時代(19 世紀中・後半)             ヴィクトリア朝とは？ 

1847 ウィリアム・メイクピース・サッカレー『虚栄の市』 

William Makepeace Thackeray.  Vanity Fair. 

 

1847  シャーロット・ブロンテ『ジェイン・エア』  

    Charlotte Brontë.  Jane Eyre. 

    ★フランコ・ゼッフィレッリ監督『ジェイン・エア』(1996)  
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1847 エミリー・ブロンテ『嵐が丘』 

Emily Brontë.  Wuthering Heights. 

   ★ウィリアム・ワイラー監督『嵐が丘』(1939)      

        ルイス・ブニュエル監督『嵐が丘』(1953) 

        ロバート・フュースト監督『嵐が丘』(1970) 

ジャック・リベット監督『嵐が丘』(1986) 

        吉田喜重監督『嵐が丘』(1988) 

        ピーター・コズミンスキー監督『嵐が丘』(1992) 

 

1859 ダーウィン『種の起源』（キリスト教に大きな影響）       

Charles Darwin.  The Origin of Species. 

 

1859  J.S.ミル『自由論』 

   John Stuart Mill.  On Liberty. 

      ■Liberty consists in doing what one desires.  The liberty of the individual  

must be thus far limited:  he must not make himself a nusance to other people. 

       自由とは、自分の願望を実行することにある。個人の自由はこの程度までに制限 

させねばならぬ。すなわち、人は他人に迷惑をかけないようにしなくてはならな 

い。 

 

1860 ディケンズ『大いなる遺産』 

Dickens.  Great Expectations. 

      ★ディヴィッド・リーン監督『大いなる遺産』(1946)  

 

1863 チャールズ・キングズリー『水の子』            イギリスの代表的 

    Charles Kingsley. The Water-Babies.           なファンタジー 

        

1865 ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』          イギリスの代表的 

Lewis Carroll.  Alice’s Adventures in Wonderland.      なファンタジー 

      （本名 Charles Lutwidge Dodgeson） 

   ★クレイド・ジェロニモ監督『ふしぎの国のアリス』(1951) 

    ティム・バートン監督『アリス・イン・ワンダーランド』（2010） 

   ■Oh, ‘tis love, ‘tis love that makes the world go round! 

       愛です、世界を回転させているのは、愛なのです。 

 

1865  マシュー･アーノルド『批評論』（～1888） 

  Matthew Arnold.  Essays in Criticism. 

 

1868 （日本）明治維新 
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1869 アーノルド『教養と無秩序』 

Arnold.  Culture and Anarchy. 

    

1871 キャロル『鏡の国のアリス』 

Carroll.  Through the Looking-Glass.            

★バートン監督『アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅』(2016) 

 

1872 ウィーダ『フランダースの犬』 

Ouida.  A Dog of Flanders. 

      ★ハウエル・ハンセル監督『フランダースの犬』(1914) 

        シャルル・スローマン監督『フランダースの犬』(1935) 

ジェームズ・B・クラーク監督『フランダースの犬』(1960) 

        ケビン・ブロディ監督『フランダースの犬』(1999) 

   ＊実写版アメリカ映画では「ネロは大聖堂で救われるハッピー 

エンディング」と改変されているため、いずれも映画には死去するシーンは無い。

（未所有）アメリカ特有の改変。 

   ＊日本ではアニメ化されテレビ放映された。（原作通り） 

 

1873 ウォルター・ホレイショー・ペイター『文芸復興』 

Walter Horaito Pater.  The Renaissance Studies in Art And Poetry. 

■All art constantly aspires towards the condition of music. 

あらゆる芸術は、つねに音楽の状態にあこがれる。 

 

1874 ジョン・アディントン・サイモンズ（シモンズ）『イタリアの文芸復興』（～1886） 

John Addington Symonds.  Renaissance in Italy.  

 

1883 ロバート・ルイス・スティーヴンソン『宝島』 

Robert Louis Stevenson.  Treasure Island. 

★バイロン・ハスキン監督『宝島』(1950) 

 

1886 スティーヴンソン『ジキル博士とハイド氏』 

Stevenson.  Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 

   ★ジェラール・キコワース監督『ジキルとハイド』(1988) 

        モーリス・フィリップス監督『ジキル博士とハイド氏』(2002) 

 

   人間の心を科学の力で解き明かそうとした時代の作品です。フロイトの『夢判断』

(1900）によって「無意識」という領域が証明された。 

 

1887 オスカー・ワイルド『幸福の王子』 

Oscar Wilde.  The Happy Prince and Other Tales.  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89/%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E6%97%85
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1889 ウィリアム・バトラー・イエイツ『アシーンの放浪』 

       William Butler Yates.  The Wandering of Oisin. 

 

1889 ワイルド「虚言の衰退」 

   Wilde.   “The Decay of Lying” 

      ■Life imitates Art far more than Art imitates Life.        

       芸術が人生を模倣する以上に、人生が芸術を模倣する。 

 

1891 ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』 

Wilde.  The Picture of Dorian Gray.   

★アルバート・ローイン監督『ドリアン・グレイの肖像』(1959) 

マッシモ・ダラマーノ監督『ドリアン・グレイの肖像』(1971) 

 

1891  ハーディ『ダーバーヴィル家のテス』             

Thomas Hardy.  Tess of the d’Uebervilles 

★ロマン・ポランスキー監督『テス』(1971) 

 

1892 ワイルド『サロメ』（戯曲） 

Wilde.  Salome. 

★ウィリアム・デイター監督『情炎の女 サロメ』(1953) 

ケン・ラッセル監督『サロメ』(1987) 

 

1894 ラドヤード・キプリング『ジャングル・ブック』（～1895） 

Rudyard Kipling.  The Jungle Book. 

       ★ゾルダン・コルダ監督『ジャングル・ブック』(1942) 

        ウォルフガング・ライザーマン監督『ジャングル・ブッ 

ク』(1967) 

        スティーヴン・ソマーズ監督『ジャングル・ブック』(1994) 

ジョン・ファブロー監督『ジャングル・ブック』（2016） 

 

1894 ラフカディオ・ハーン『知られざる日本の面影』       

   Lafcadio Hearn.  Glimpses of Unfamiliar Japan. 

 

1895 ジョージ・バーナード・ショー『武器と人』（戯曲） 

George Barnard Shaw.  Arms and the Man. 

 

1895  ワイルド『理想の夫』（戯曲）                 

   Wilde.  An Ideal Husband. 

   ★オリヴァー・パーカー監督『理想の結婚』(1999) 
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1896 ワイルド『真面目が肝心』（戯曲） 

Wilde.  The Importance of Being Earnest. 

   ★オリヴァー・パーカー監督『アーネスト式プロポース』(2002)  

 

1896  ハーバート・ジョージ・ウェルズ『ドクター･モローの島』 

Herbert George Wells. The Island of Dr. Moreau. 

★ドン・テイラー監督『ドクター・モローの島』(1996) 

  ジョン・フランケンハイマー監督『D.N.A.／ドクター・モローの島』(1996) 

 

1896  ハーン『心』                       

   Hearn.  Kokoro. 

 

1897 ウェルズ『タイム・マシン』 

Wells.  The Time Machine. 

★ジョージ・バル監督『タイム・マシン』(1959) 

    サイモン・ウェルズ、ゴア・ヴァービンスキー監督『タイム・マシン』(2002) 

 

   アインシュタインの「特殊相対理論」が発表されたのは 1905年 

 

1898 ブラム・ストカー『ドラキュラ』              

Bram Stoker.  Dracura. 

★トッド・ブラウニング監督『魔人ドラキュラ』(1931) 

  テレンス・フィッシャー監督『吸血鬼ドラキュラ』(1957) 

フランシス・コッポラ監督『ドラキュラ』(1992) 

 

   ここには、科学 VS宗教の問題が隠されています 

 

1897 ウェルズ『透明人間』                   

       Wells.  Invisible Man. 

    ★ジェームズ・ホエール監督『透明人間』(1933) 

チャールズ・ラモント監督『透明人間』(1951) 

 

1898 ウェルズ『宇宙戦争』 

Wells.  The War of the Worlds. 

★バイロン・ハスキン監督『宇宙戦争』(1953) 

        スティーヴン・スピルバーグ監督『宇宙戦争』(2005)      

        デヴィッド・マイケル・ラット監督『宇宙戦争』(2005) 

 

1899 ジョゼフ・コンラッド『闇の奥』 
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Joseph Conrad.  The Heart of Darkness 

★フランシス・コッポラ監督『地獄の黙示録』(1979)  

 

1900 コンラッド『ロード・ジム』 

Conrad.  Lord Jim. 

 

1901 ビアトリクス・ポター『ピーター・ラビットのおはなし』 誰もが知っている 

   Helen Beatrix Potter.  The Tale of Peter Rabbit.         児童文学 

      ★レジナルド・ミルズ監督『ピーター・ラビットのおはなし』（1971） 

    クリス・ヌーナン監督『ミス・ポター』(2006)［参考映画］ 

    ウィル・グラック監督『ピーター・ラビット』(2018) 

 

1902 アーサー･コナン・ドイル『バスカヴィル家の犬』 

Arthur Conan Doyle.  The Hound of the Baskervilles. 

   ＊コナン・ドイルはシャーロック・ホームズを中心とする探偵小説を次々と発表。 

 

   ★プチ情報 シャーロック・ホームズの映画化 

    ガイ・リッチー監督『シャーロック・ホームズ』(2009)  

    ガイ・リッチー監督『シャーロック・ホームズ シャドウ・ゲーム』(2012) 

 

1903 ショー『人と超人』 

Shaw.  Man and Superman.   

      ■Liberty means responsibility. 

        自由は責任を意味する。 

 

1904 ジェームズ・バリー『ピーター・パン』もともとは戯曲でした 

James Barry.  Peter Pan. 

★ハーバート・ブレノン監督『ピーター･パン』(1924) 

    ハミルトン・ラスケ、クライド・ジェロニミ、ウィルフレッド・ジャクソン監督

『ピーター・パン』(1953)  

  スチーブン・スピルバーク監督『フック』(1991) 

    P.J.ホーガン監督『ピーター・パン』(2003) 

    ブラッドリー・レイモンド監督『ティンカー・ベル』（2008）[参考] 

       クレイ・ホール監督『ティンカー・ベルと月の石』(2009)[参考] 

ジョー・ライト監督『パン～ネバーランドのはじまり』（2015）［参考］ 

 

1904 ハーン『怪談』                     

    Hearn.  Kwaidan. 

 

1905 ワイルド『獄中記』（死後出版） 

http://movie.walkerplus.com/person/190908/
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Wilde.  De Profundis. 

 

1908 フォスター『眺めのいい部屋』 

   Forster.  A Room with a View. 

      ★ジェイムズ・アイヴォリー監督『眺めのいい部屋』(1986) 

 

1908  イズレイル・サングウィル『人種のるつぼ』（戯曲） 

Israel Zangwill. The Melting Pot (1908) 

※アメリカ社会を「人種のるつぼ」と表現したことで知られる。 

    第 1 幕では David Quixano（デヴィッド・キサーノ）が次の 

ような台詞を述べるが、それが「人種のるつぼ」について触 

れる最初の箇所である。 

       Not understand that America is God’s Crucible,  

the great Melting-Pot where all the races of Europe are  

melting and re-forming!  Here you stand, good folk, think  

I, when I see them at Ellis Island, here you stand. 

       [Graphically illustrating it on the table] 

       In you fifty groups, with your fifty languages and histories, and your fifty blood 

hatred and rivalries.  But you won’t be long like that, brothers, for these are the 

fires of God you’ve come to―these are the fire of God.  A fig for your feuds and 

vendettas!  Germans and Frenchmen, Irishmen, and Englishmen, Jews and 

Russians―into the Crucible with you all!  God is making the American. 

 

1913 D.H.ロレンス『息子と恋人』 

      David Herbert Lawrece.  Sons and Lovers. 

   ★ジャック・カーディフ監督『息子と恋人』(1960) 

 

1913  ショー『ピグマリオン』 

   Shaw.  Pygmalion. 

★アンソニー・アスクィス、レスリー・ハワード監督『ピグマリオン』(1938) 

     ジョージ・キューカー監督『マイ・フェア・レディ』(1964)  

 

1914 ジェイムス・ジョイス『ダブリンの人々』 

James Joyce.  Dubliners. 

 

1915 ウィリアム・サマセット・モーム『人間の絆』 

William Somerset Maugham.  Of Human Bondage. 

      ★ケネス・ヒューズ監督『人間の絆』(1961) 

 

1916 ジョイス『若き芸術家の肖像』 
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Joyce.  A Portrait of the Artist as a Young Man. 

■Art is the human disposition of sensible or intelligible matter for an aesthetic 

end. 

芸術とは感覚あるいは知的なものを美的な目的のために人々が処理するものだ。 

 

1919 モーム『月と六ペンス』                  

Maugham.  The Moon and Sixpence. 

 

1921 オルダス・ハックスレー『クローム・イエロー』 

      Aldous Huxley.  Crome Yellow. 

 

1922 キャサリン・マンスフィールド『園遊会』 

Katherine Masfield.  The Garden Party and Other Stories. 

 

1922  T.S.エリオット『荒地』                   

Thomas Stearns Eliot.  The Waste Land. 

 

1922  ジョイス『ユリシーズ』 

Joyce.  Ulysses. 

 

1922  ジョン・ゴールズワージー『フォーサイト家物語』 

      John Galsworthy.  The Forsyte Saga. 

 

1923 フォスター『インドへの道』 

Forster.  A Passage to India. 

   ★デヴィッド・リーン監督『インドへの道』(1984) 

 

1925  ヴァージニア・ウルフ『ダロウェイ夫人』         

   Virginia Woolf.  Mrs. Dalloway. 

   ★マルレーン・ゴリス監督『ダロウェイ夫人』(1997) 

 

1926 アガサ・クリスティ『アクロイド殺し』 

Agatha Christie.  The Murder of Rover Akloyd. 

 

1926 A.A.ミルン『くまのプーさん』          

Alan Alexander Milne.  Winnie-the-Pooh. 

      ★カール・ゲ―ルズ監督『くまのぷーさん』(1977)（アニメ） 

   ★スティーブン・Ｊ・アンダーソン、ドン・ホール監督『くまのプーさん』(2011) 

                                 

1928 ロレンス『チャタレイ夫人の恋人』 
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Lawrence.  Lady Chaterley’s Lover. 

   ★ケン・ラッセル監督『チャタレイ夫人の恋人』(1995) 

   ■Our is essentially a tragic age, so we refuses to take it tragically.  The  

cataclysm has happened, we are among the ruins, we start to build up new  

little hatitats, to have new little hopes.  It is rather hard work:  there is now 

no smooth road into the future:  but we go round, or scramble over the 

obstacles.  We’re got to live, no matter how many skies have fallen. 

       我々の時代は本質的に悲劇の時代である。だからこそ我々はそれを悲劇的なもの 

として受けとめるのを拒絶するのである。災厄はすでに起こり、我々は廃墟の中

にいる。が、我々は、新しいささやかな生息地をつくり上げ、新しいささやかな

希望もまた抱こうとしている。それはかなり困難な仕事である。今はどこにも未

来へ続く平坦な道はないからだ。だからそれでも我々は、遠回りしたり、障害物

をよじ上って乗り越えたりしている。いかなる災厄が降りかかろうとも、我々は

生きなければならないのである。 

 

1929 エリオット『聖灰水曜日』 

T.S. Eliot.  Ash Wednesday. 

 

1932 ハックスレー『すばらしい新世界』            

Huxley.  Brave New World. 

 

1934  アガサ・クリスティ『オリエント急行殺人事件』 

   Agatha Christie.  Murder on the Orient Express. 

   ★シドニー・ルメット監督『オリエント急行殺人事件』(1974) 

   ★ケネス・ブラナー監督『オリエント急行殺人事件』(2017) 

   ■The impossible cannot have happened, therefore, the 

 impossible must be possible in spite of appearance. 

      不可能なことは起こるはずがなかった。従って、不可能なことは外見上はどうあ 

れ、可能であるにちがいない。        

 

1935 ノエル・カワード『静物』（戯曲） 

      Noel Coward.  Still Life. 

 

1936 アガサ・クリスティ『ＡＢＣ殺人事件』 

Agatha Christie.  The ABC Murders. 

 

1937  アガサ・クリスティ『ナイルに死す』（『ナイル殺人事件』） 

    Agatha Christie.  Death on the Nile. 

      ★ジョン・ギラーミン監督『ナイル殺人事件』(1978) 
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1937 J. R. R.トールキン『ホビット』 

    John Ronald Reuel Tolkien.  The Hobbit. 

   ★ピーター・ジャクソン監督『ホビット 思いがけない冒険』(2012) 

    ピーター・ジャクソン監督『ホビット 竜に奪われた王国』(2013) 

        ピーター・ジャクソン監督『ホビット 決戦のゆくえ』(2014) 

 

1937  アーチボルト・ジョゼフ・クローニン『城砦』 

 Archibold Joseph Cronin.   The Citadel. 

 

1939 ジョイス『フィネガンズ・フェイク』 

Joyce.  Finnegans Wake. 

 

1939  アガサ・クリスティ『そして誰もいなくなった』  

   Agatha Christie.  Ten Little Niggers. 

   ★Ｒ.コリンソン監督『そして誰もいなくなった』(1974) 

 

1940 グレアム・グリーン『権力と栄光』 

Graham Greene.  The Power and the Glory. 

      ★ジョン・フォード、エミリオ・フェルナンデス監督『逃亡者』(1947) 

 

1942 カワード『陽気な幽霊』（戯曲）               

      Coward.  Blithe Spirit. 

 

1945 ジョージ・オーウェル『動物農場』 

George Orwell.  Animal Farm. 

 

1947 ウィスタン・ヒュー・オーデン『不安な時代』 

Wystan Hugh Auden.  The Age of Anxiety. 

 

1948 グリーン『事件の核心』 

Greene.  The Heart of the Matter. 

       ★ジョージ・モレ・オファーラル監督『事件の核心』(1954)  

 

1949 オーウェル『1984』 

Orwell.  Nineteen Eighty-Four. 

   ★マイケル・ラドフォード監督『1984』(1984) 

   ■Who controls the past the future: who controls the present controls the past. 

        過去を支配するものは未来を支配する。現在を支配するものは過去を支配する。 

 

1950 グリーン『第三の男』                      
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Greene.  The Third Man. 

   ★キャロル・リード監督『第三の男』(1949) 

 

1950 クライブ・ステープルス・ルイス『ナルニア国物語』(～1956) 

   Clive Staples Lewis.   

   『ライオンと魔女』(The Lion, the Witch, and the Ward Robe, 1950) 

      『カスピアン王子のつのぶえ』(Prince, Caspian, 1951) 

      『朝びらき丸、東の海へ』(The Voyage of the Dawn Treader, 1952) 

      『銀のいす』(The Silver Chair, 1953) 

   『馬と少年』(The Horse and His Boy, 1954) 

   『魔術師のおい』(The Magician’s Nephew, 1955)  

      『最後の戦い』(The Last Battle, 1956) 

      ★アンドリュー・アダムソン監督『ナルニア国物語／第１章 ライオンと魔女』

(2005) 

    アンドリュー・アダムソン監督『ナルニア国物語／第２章 カスピアン王子のつ

のぶえ』(2007) 

        マイケル・アブテッド監督『ナルニア国物語／第３章 アスラン王と魔法の島』 

(2010) 

 

1951  グリーン『情事の終わり』 

   Greene.  The End of the Affairs. 

   ★ニール・ジョーダン監督『ことの終わり』(1999)  

 

1952 メアリー・ノートン『床下の小人たち』 

   Mary Norton.  The Borrowers. 

 ★米林宏昌監督『借りぐらしのアリエッティ』（2010） 

 

1953 ロアルド・ダール『あなたに似た人』           

   Roald Dahl.  Someone Like You. 

 

1954  ウィリアム・ゴールディング監督『蝿の王』 

   William Golding.  Lord of the Flies. 

      ★ハリー・フック監督『蝿の王』(1990) 

 

1954   トールキン『指輪物語』（～1955） 

      Tolkien.  The Lord of the Rings. 

★ラルフ・バクシ監督『指輪物語』(1978) 

   ピーター･ジャクソン『ロード・オブ・ザ・リング』(2001) 

    ピーター･ジャクソン『ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔』(2002) 

   ピーター･ジャクソン『ロード・オブ・ザ・リング／王の帰還』(2003) 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E6%9E%97%E5%AE%8F%E6%98%8C
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1955  W. H. オーデン『アキレスの盾』 

   Auden.  The Shield of Achilles. 

 

1958 サミュエル・ベケット『勝負の終わり』 

Samuel Beckett.  Endgame. 

 

1958 マイケル・ボンド『クマのパディントン』           

   Michael Bond.  Paddington Bear. 

   ★ポール・キング監督『クマのパディントン』(2014) 

 ★ポール・キング監督『クマのパディントン２』(2017) 

 

1959  アラン・シリトー『長距離走者の孤独』 

   Allan Sillitoe.  The Lonliness of the Long-distance Runner.   

      ★トニ・リチャードソン監督『長距離ランナーの孤独』(1962) 

 

1961  ダール『おばけ桃の冒険』 

      Dahl.  James and the Giant Peach. 

 

1966 ダール『チョコレート工場の秘密』 

   Dahl.  Charlie and the Chocolate Factory. 

      ★メル・スチュアート監督『夢のチョコレート工場』(1971) 

        ティム・バートン監督『チャーリーとチョコレート工場』(2005) 

 

1967 ジョーンズ・Ｇ・ロビンソン『思い出のマーニー』 

   Joan G. Robinson.  When Marnie Was There.  

      ★米林宏昌監督『思い出のマーニー』(2014) 

 

1970  トニ・モリソン『青い眼が欲しい』           

   Toni Morrison.  The Bluest Eye. 

 

1971 メアリ・スチュアート『小さな魔法のほうき』 

   Mary Stewart.  The Little  Broomstick. 

★米林宏昌監督『小さな魔法のほうき』(2017) 

  

1972 ダール『ガラスの大エレベーター』 

    Dahl.  Charlie and the Great Glass Elevator. 

 

1982 カズオ・イシグロ『女たちの遠い夏』（『遠い山なみの光』） 

Kazuo Ishiguro.  A Pale View of Hills. 
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1982 ダール『オ・ヤサシ巨人 BFG』 

Dahl.  The BFG 

      ★スーティブン・スピルバーグ監督『BFG：ビッグ・フレンドリー・ジャイアント』

(2016) 

 

1983  ダール『魔女がいっぱい』                 

    Dahl.  The Witches. 

 

1986  カズオ・イシグロ『浮世の画家』 

    Kazuo Ishiguro.  An Artist of the Floating World.  

 

1988  ダール『マチルダ』 

    Dahl.  Matilda. 

   ★ダニー・デヴィート監督『マチルダ』（1996）      

 

1989 カズオ・イシグロ『日の名残り』 

Kazuo Ishiguro.  The Remains of the Day. 

      ★ジェイムズ・アイボリー監督『日の名残り』(1993) 

 

1995 カズオ・イシグロ『充たされざる者』 

Kazuo Ishiguro.  The Unconsoled. 

 

1995 フィリップ・プルマン『ライラの冒険』 

   第１部『黄金の羅針盤』（1995） The Gold Compass.        

第２部『神秘の短剣』(1997)     The Subtle Knife. 

第３部『琥珀の望遠鏡』(2000)   The Amber Spyglass. 

    ★クリス・ワイツ監督『ライラの冒険 黄金の羅針盤』（2007） 

 

1997 J.K.ローリング『ハリー・ポッターと賢者の石』 

      Joanne Kathleen Rowling.  Harry Potter and Philosopher ’s Stone.  (米表記

Sorcerer’s Stone) 

      ★クリス・コロンバス監督『ハリー･ポッターと賢者の石』(2001) 

 

1997 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ『ハウルの動く城』 

      Diana Wynne Jones.  Howl’s Moving Castle. 

   ★宮崎駿監督『ハウルの動く城』 

 

1998 J.K.ローリング『ハリー・ポッターと秘密の部屋』     

      Rowling.  Harry Potter and the Chamber of Secrets. 
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   ★クリス・コロンバス監督『ハリー･ポッターと秘密の部屋』(2002) 

   ■It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. 

       自分が本当に何者かを示すのは、持っている能力ではなく、自分がどのような 

選択をするかだ。 

 

1999 J.K.ローリング『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』 

      Rowling.  Harry Potter and the Prizoner of Azkaban. 

   ★アルフォンス・キュアロン監督『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』(2004) 

 

2000 J.K.ローリング『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』 

      Rowling.  Harry Potter and the Goblet of Fire. 

   ★マイケル・ニューウェル監督『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』(2005) 

 

2000 カズオ・イシグロ『わたしたちが孤児だったころ』   

Kazuo Ishiguro.  When We Were Orphants.  

 

2000 ダレン・シャン『ダレン・シャン』 

       Darren Shan  The Saga of Darren Shan. 

    シリーズ（～2006） 

   ★ポール・ワイツ監督『ダレン・シャン』（2009）       

 

2003  J.K.ローリング『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』 

      Rowling.  Harry Potter and the Order of the Phenix. 

      ★デヴィッド・イェーツ監督『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』(2007) 

 

2005 J.K.ローリング『ハリー・ポッターと謎のプリンス』  

Rowling.  Harry Potter and the Half-Blood Prince． 

   ★デヴィッド・イェーツ監督『ハリー・ポッターと謎のプリンス』(2009) 

                          

2005  カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』 

   Kazuo Ishiguro.  Never Let Me Go. 

★マーク・ロマネク監督『わたしを離さないで』(2010) 

   ◆蜷川幸雄演出『わたしを離さないで』(2014) 

        ・多部未華子主演（八尋役） 

    ・日本に舞台を移した翻案として上演 

・上演日程（会場） 

2014 年 4 月 29 日- 5 月 15 日：彩の国さいたま芸術劇場大ホール 

2014 年 5 月 23 日- 5 月 24 日：愛知県芸術劇場大ホール 

2014 年 5 月 30 日- 6 月 3 日：シアター・ドラマシティ 

   ◆TV ドラマ『わたしを離さないで』(2016) 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%84&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E8%AC%8E%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/2014%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2014%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A9%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E8%8A%B8%E8%A1%93%E5%8A%87%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8823%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8824%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E8%8A%B8%E8%A1%93%E5%8A%87%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8830%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E6%9C%883%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3


30 

 

        ・放送時間：TBS 金曜日 22：00～22：54  

    ・放送期間：2016 年１月 15 日～3 月 18 日（全 10 回） 

        ・日本に舞台を移した翻案として放映 

    ・綾瀬はるか主演（保科恭子役：幼少期は鈴木梨央が演じる） 

     →原作 キャシー 

 

2007 J.K.ローリング『ハリー・ポッターと死の秘宝』  

Rowling.  Harry Potter and the Deathly Hallows.  

★デヴィッド・イェーツ監督『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』(2010) 

デヴィッド・イェーツ監督『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』(2011) 

 

2015  カズオ・イシグロ『忘れられた巨人』 

   Kazuo Ishiguro.  The Buried Giant. 

 

2016  J.K.ローリング『ハリー・ポッターと呪いの子』 

    Rowling.  Harry Potter and the Cursed Child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E6%AD%BB%E3%81%AE%E7%A7%98%E5%AE%9D
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%84&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%84&action=edit&redlink=1
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２  米国史と米文学史 

 

1603 （英国）エリザベスー世没、ジェイムズー世即位    

 

1607 ヴァージニアのジェイムズ・タウンの建設始まる 

 

1608 ジョン・スミス船長、酋長娘ポカホンタスによって救われたと伝えられる 

 

1611 （英国）欽定訳聖書完成 

 

1614 ジョン・スミス、Penobscot から Cape Cod に至る海岸線をニュー・イングランド

と命名 

 

1620 Mayflower号に乗ったいわゆるPilgrim Fathersたち104名、12月26日に上陸し、 

植民地の建設を始める              

 

1636 ハーバード大学創立 

 

1642～1660 （英国）ピューリタン革命 

     

1664 オランダの植民地ニューアムルテルダム、イギリス軍に降伏しニューヨークと改称 

 

1688 （英国）名誉革命 

 

1692 セイレムで魔女裁判が行われる             

  

1701 イエール大学創立 

 

1776 7 月 4 日、独立宣言 Declaration of Independence を採択、公布 

■We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that 

they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that 

among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. 

     我々はこれらの真理を自明のものと信じる。人は平等に創造されたこと。人は創 

造主よって奪う ことができないある権利を与えられたこと。これらの権利には生 

命、自由、幸福の追求があること。 

 

1776 トマス・ペイン『コモン・センス』 

       Thomas Paine.  Common Sense. 

 

1789 第 1 回大統領選挙で、ジョージ・ワシントン当選 
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フランス革命                                      

 

1791  べンジャミン・フランクリン『自叙伝』 

       Benjamin Franklin.  The Autobiography. 

＊1771 年、65 歳より書き始める。 

  ＊努力と才能次第で誰でも成功者になれる「アメリカン・ドリーム」の考え方の代

表的人物。 

 

1820 ワシントン・アーヴィング『スケッチ・ブック』         

    Washington Irving.  The Sketch Book. 

 

1821 ジェイムズ・フェニモア・クーバー『スパイ』 

       James Fenimore Cooper.  The Spy. 

 

1823 クーパー『水先案内人』 

       Cooper.  The Pilot.                                         

 

1823 クーパー『開拓者』 

       Cooper.  The Pioneers. 

 

1826 クーパー『モヒカン族の最後』 

Cooper.  The Last of the Mohicans. 

★モーリス・トゥルヌール、クレランス・ブラウン監督『モヒカン族の最後』(1920) 

  アルトゥール・ヴェリン監督『モヒカン族の最後』(1920) 

  ジョージ・B・サイツ監督『モヒカン族の最後』(1933) 

 マイケル・マン監督『ラスト・オブ・モヒカン』(1992) 

 

1827 クーパー『草原』                                

Cooper.  The Prairie. 

 

1827  クーパー『赤い海賊』 

    Cooper.  The Red Rover. 

 

1827  ウェブスター『アメリカ英語辞典』  

Noah Webster.  An American Dictionary of the English Dictionary. 

 

1831 エドガー・アラン・ポー『詩集』                              

       Edgar Allan Poe.  Poems. 

 

1836 ラルフ・ワルド・エマソン『自然』 
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       Ralph Waldo Emerson.  Nature. 

 

1837  ナサニエル・ホーソーン『トワイス・トールド・テールズ』 

       Nathaniel Hawthorne.  Twice Told Tales. 

 

1839  ヘンリー・ワズワース・ロングフェロー『夜の声』 

       Henry Wadsworth Longfellow.  Voices of the Night.        

 

1845  ポー『大鴉、その他』 

    Poe.  The Raven. 

 

1846  ジョン・グリーンリーフ・ホイッティア『自由の声』 

       John Greenleaf Whittier.  Voices of Freedom. 

 

1848  カルフォル二アで金が発見され、やがてゴールド・ラッシュの発端となる 

 

1850  ホーソーン『緋文字』 

       Hawthorne.  The Scarlet Letter. 

    ★ロバート・G・ヴィニョーラ監督『緋文字』(1934)   

         ヴィム・ヴェンダース監督『緋文字』(1972) 

         ローランド・ジョフィ監督『緋文字』(1995) 

 

1850  ホイッティア『労働の歌』 

       Whittier.  Songs of Labor. 

 

1851  ハーマン・メルヴィル『白鯨』（『モービー・ディック』） 

       Herman Melville.  Moby-Dick. 

    ★ジョン・ヒューストン監督『白鯨』(1956) 

         ロン・ハワード監督『白鯨との闘い』(2015) 

 

スターバックスコーヒーの由来は、シアトル近くのレーニア山にあったス 

ターボ (Starbo) 採掘場と、ハーマン・メルヴィルの小説『白鯨』に登場す 

るコーヒー好きの一等航海士スターバック （Starbuck） の名に由来する 

と言われています。 

 

1852  ストウ夫人『アンクル・トムの小屋』 

       Harriet Beecher Stowe.  Uncle Tom’s Cabin.  

 

1853  ぺリー、浦賀に来航 

    

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%AF%A8
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1854  ヘンリー・ディヴィッド・ソロー『ウォールデン』     

       Henry David Thoreau.  Walden, or Life in the Woods. 

 

1855  ウォルト・ホイットマン『草の葉』 

       Walt Whitman.  Leaves of Grass. 

 

1859  （英）ダーウィン『種の起源』（キリスト教に大きな影響） 

Charles Darwin.  The Origin of Species. 

    ＊本書の完全な題名は『自然選択の方途による、すなわち生存競争において有利な

レースの存続することによる、種の起源』(On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for 

Life)である。 

 

1861  南北戦争 (～1865)                                      

       Civil War 

 

1863  リンカーン大統領、奴隷解放宣言（ゲチスバーグで演説） 

■Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new 

nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created 

equal.  

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation, 

so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of 

that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for 

those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and 

proper that we should do this.  

But, in a larger sense, we can not dedicate - we can not consecrate - we can not hallow 

- this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated 

it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long 

remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the 

living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here 

have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great 

task remaining before us - that from these honored dead we take increased devotion 

to that cause for which they gave the last full measure of devotion - that we here 

highly resolve that these dead shall not have died in vain - that this nation, under 

God, shall have a new birth of freedom - and that government of the people, by the 

people, for the people, shall not perish from the earth． 

80 年と 7 年前（87 年前）に、われわれの祖先はこの大陸に新たな国を作り上げた。その 

国は自由という理念の上に打ち立てられ、全ての人は生まれながらにして平等であるとい 

う考えに捧げられていた。 

今われわれは大きな内戦のさなかにいる。この国が、というより自由という理念の上 



35 

 

に打ち立てられ、全ての人は生まれながらにして平等であるという考えに捧げられた国 

が、永続するかどうかを試されている。われわれは、この戦争の激戦の戦場に集まってい

るのです。 

われわれは、この国が生き永らえるよう、ここで命を投げ出した人々にとって、この 

戦場の一部を最終的な安息の地として捧げるためにやってきた。われわれがこうすべき 

なのは、まったく正しく適切なのです。 

しかし、より大きな意味でとらえれば、われわれには捧げることはできない、われわ 

れには呈することはできない、つまりわれわれにはこの地を捧げることはできないので 

す。勇敢な者で、生き残ったにせよ、戦死したにせよ、ここで奮闘したものだけが、この

土地を捧げてきたのです。われわれの微力では、それにつけ加えたり減じたりすることは

できないのです。世界はここでわれわれが言ったことには対して注意を払いもしなければ、

後世まで記憶することもないだろう。しかし勇敢なる者がここでなしとげたことは、決し

て忘れられることはない。 

ここで戦ったものがこれまで気高く推し進めてきた未完の仕事に、ここで新たに身を 

捧げるのはむしろ生き残ったわれわれです。ここでわれわれの前に残されている大事業 

に、ここで身を捧げるのはむしろわれわれなのです。その大事業とは、われわれがこれら

の名誉の戦死からいよいよ決意をもって、戦死者が全力をもって身を捧げた大義へと身を

捧げることです。その大事業とは、これらの戦死者の死を無駄にしないようにと固く誓う

こと。その大事業とは、神の庇護のもとにこの国に新たな自由が生まれるようにすること。

その大事業とは、人民の、人民による、人民のための政治をこの地上から滅びないように

することなのです。 

  ★スティーヴン・スピルバーグ監督『リンカーン』(2012)     

 

1865  The Gilded Age「金めっき時代」(～1890 年頃まで） 

  コーネリアス・ヴァンダー  (1794～1877）  鉄道王 

       アンドルー・カーネギー   (1835～1919）  鉄鋼王 

  ピアボント・モーガン     (1837～1913）  金融王 

       ジョン・F・ロックフエラー  (1839～1937)   石油王 

 

1866  公民権法 Civil Rights Act 成立（1868 年 7 月 28 日に発効。人に初めて市民権を認 

   める） 

 

1868  （日本）明治維新 

ルイザ・メイ・オルコット『リトル・ウイメン』（『若草物語』） 

       Louisa May Alcott.  Little Women. 

   ★バディ・ラッセル監督『若草物語』(1970) 

        ジリアン・アームストロング監督『若草物語』(1994)  

  

1868 ホレイショ・アルジャー『ボロ着のディック』 

   Horaito Alger. Jr.  Ragger Dick.            
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1876 マーク・トウェイン『トム・ソーヤーの冒険』 

   Mark Twain.  The Adventures of Tom Sawyer. 

   ★ドン・テイラー監督『トム・ソーヤーの冒険』(1973) 

 

1876 ヘンリー・ジェイムズ『ロドリック・ハドソン』      

      Henry James.  Roderick Hudson. 

 

1877 ジェイムズ『アメリカ人』 

       James.  The American. 

 

1878  ジェイムズ『デイジー・ミラー』 

James.  Daisy Miller. 

    

1881 ジェイムズ『ある婦人の肖像』 

       James.  The Portrait of a Lady.                  

 

1882 トウェイン『王子と乞食』 

       Twain.  The Prince and the Pauper. 

    ★リチャード・フライシャー監督『王子と乞食』(1977) 

 

1884 トウェイン『ハックルベリ・フインの冒険』 

       Twain.  Adventures of Huckleberry Finn. 

 

1885  ウィリアム・ディーン・ハウェルズ『サイラス・ラッパムの出世』 

       William Dean Howells.  The Rise of Silas Lapham. 

 

1885  フランク・リチャード・ストックトン『怪じゅうが町へやってきた』 

    Frank Richard Stock.  The Griffin and the Minor Canon. 

 

1886 アパッチ族酋長ジェロニモが逮捕され、長いインディアンとの闘争も終止符が打

たれる 

 

1886 フランシス・ホジソン・バーネット『小公子』 

    Frances Eliza Hodgson Burnett.  Little Lord Fauntleroy. 

    ★ジャック・ピックフォード，アルフレッド・E・グリーン監督『小公子』(1921) 

ジョン・クロムウェル監督『小公子』(1936) 

         ジャック・ゴールド監督『リトル・プリンス』(1981) 

 

1888  バーネット『セーラー・クルー』（1905 年に『小公女』に改題）） 
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    Burnett.  Sara Crewe.  ( A Little Princess in 1905 ) 

    ★マーシャル・ニーラン監督『小公女』(1917) 

     ウォルター・ラング監督『テンプルちゃんの小公女』(1939) 

     キャロル・ワイズマン監督『小公女』(1986) 

     アルフォンソ・クアロン監督『リトル・プリンセス』(1995) 

 

1890  アイダホ州、ワイオミング州、それぞれ連邦に加入。国勢調査局 12 月 29 日にフ 

   ロンティア・ラインの消滅を報告．ここに西部開拓が終わる 

 

1890  エミリー・ディキンソン『エミリー・ディキンソン詩集』死後出版 

  Emily Dickinson (1830-1886).  Poems. 

 

1893 スティーブン・クレイン『街の女マギー』 

Stephen Crane.  Maggie, A Girl of the Streets.       

 

1895 クレイン『赤い武功章』 

       Crane.  The Red Badge of Courage. 

 

1898 ジェイムズ『ねじの回転』  

       James.  The Turn of the Screw.              

 

1899 フランク・ノリス『マック・ティーグ』 

    Frank Norris.  McTeague. 

 

1900 セオドア・ドライサー『シスター・キャリー』 

       Theodore Dreisser.  Sister Carrie. 

 

1900 ライマン・フランク・ボーム『オズの魔法使い』     アメリカの代表的な 

    Lyman Frank Baum.  The Wonderful Wizard of Oz.   ファンタジー 

       ★『オズの魔法使い』(1910) 

         ラリー・シモン監督『笑国万歳』(1925) 

         テッド・エシュボー監督『オズの魔法使い』(1933) 

     ヴィクター・フレミング監督『オズの魔法使い』(1939)  

     シドニー・ルメット監督『ウィズ』(1974) 

         サム・ライミ監督『オズ はじまりの戦い』(2013) 

     （関連映画）ウォルター・マーチ監督『オズ』(1986) 

 

1901 フランク・ノリス『オクトパス』            

       Norris.  The Octopus. 
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1903 ジャック・ロンドン『野生の叫び声』 

       Jack London.  The Call of the Wild. 

 

1904 ロンドン『海の狼』 

       London.  The Sea-Woolf. 

 

1905 バーネット『秘密の花園』 

    Burnett.  The Secret Garden. 

    ★グスターヴ・クロンボウ監督『秘密の花園』(1921) 

     アニエスカ・ホーランド監督『秘密の花園』(1993) 

(関連映画)マイケル・タックナー監督『バック・トゥ・ザ・シークレット・ガー       

デン』(2001) 

 

1906 トウェイン『人間とは何か』                 

       Twain.  What Is Man? 

 

1906  アンブローズ・ピアス『悪魔の辞書』 

       Ambrose Bierce.  The Cynic’s Word Book. 

 

1906  ウィリアム・シドニー・ポーター（Ｏ.へンリー）『四百万人』 

       William Sydney Porter (O. Henry)  The Four Million. 

 

1907  ロンドン『鉄の踵』 

    London.  The Iron Heel. 

 

1906  アプトン・シンクレア『ジャングル』    

       Upton Sinclair.  The Jungle. 

 

1906 ヘンリー・アダムズ『ヘンリー・アダムズの教育』 

Henry Adams.  The Education of Henry Adams. 

 

1909 ガートルード・スタイン『三人の女』         

       Gertrude Stein.  Three Lives. 

 

1909  ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ『詩集』 

       William Carlos Williams.  Poems. 

 

1912 ジーン・ウェブスター『あしながおじさん』        

    Jean Webster.  Daddy-Long-Legs. 

       マーシャル・ネイラン監督『あしながおじさん』(1910) 
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D.W.グリフィス監督『あしながおじさん』(1919) 

ジーン・ネグレスコ監督『あしながおじさん』(1955) 

       コン・ジョンシク監督『ふたつの恋と砂時計』(2005) 

 

1913 ウィラー・キャザー『おお開拓者よ』     

       Willa Cather.  O Pioneers! 

 

1914  ロバート・フロスト『ボストンの北』 

    Robert Frost.  North of Boston. 

 

1916 カール・サンドバーグ『シカゴ詩集』 

       Carl Sandburg.  Chicago Poems. 

 

1917  エズラ・パウンド『キャントウズ』 

    Ezra Pound.  The Cantos. 

 

1918  キャザー『私のアントニア』 

       Cather.  My Antonioa. 

 

1919  シャーウッド・アンダーソン『オハイオ州ワインズバーグ』 

    Sherwood Anderson.  Winesburg, Ohio. 

 

1920 パウンド『ヒュー・セルウィン・モーバリ』 

Pound.  Hugh Selwyne Mauberley. 

 

1920 ヒュー・ロフティング『ドリトル先生』 

    Hugh Lofting.  The Story of Doctor Dolittle. 

       ＊シリーズは全 12 冊と番外編 1 冊。 

    ★リチャード・フライシャー監督『ドリトル先生不思議な旅』(1967) 

         ベティ・トーマス監督『ドクター・ドリトル』（1998） 

 

1922  シンクレア・ルイス『バビット』            

       Sinclair Lewis.  Babbitt. 

 

1924  ユージン・オニール『楡の木陰の欲望』(戯曲) 

    Eugene O’Neill.  Desire Under the Elms. 

 

1925  ドライサー『アメリカの悲劇』 

       Dreiser.  An American Tragedy. 

       ★ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督『アメリカの悲劇』(1931) 
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1925  キャザー『教授の家』 

       Cather.  The Professor’s House.    

 

1925  アーネスト・へミングウェイ『われらの時代に』 

    Ernest Hemingway.  In Our Time. 

 

1925  スコット・フィッツジェラルド『華麗なるギャッツビー』 

       Scott Fitzgerald.  The Great Gatsby. 

   ★ジャック・クレイトン監督『華麗なるギャッツビー』(1974) 

        バズ・ラーマン監督『華麗なるギャッツビー』(2013) 

    ■Whenever you feel like criticizing anyone, just remember that all the people 

        in this world haven’t had the advantage that you’ve had . 

       誰かを批判したくなったときは、いつでもこの世の人はみんな、あなたのよう 

   に有利な立場にないことをちょっとだけでも思い出すようにしなさい。 

 

1925  ジョン・ドス・パソス『マンハッタン乗換え』        

    John Dos Passos.  Manhattan Transfer. 

 

1926  ヘミングウェイ『陽はまた昇る』 

       Hemingway.  The Sun Also Rises. 

    ★グレゴリー・ラトフ、ヘンリー・キング監督『陽はまた昇る』(1957) 

 

1928  シンクレア『ボストン』                  

       Sinclair.  Boston. 

 

1928  エズラ・パウンド『キャントウズ』 

       Ezra Pound.  A Draft of Cantos 17-27. 

 

1929  ウィリアム・フォークナー『響きと怒り』 

       William Faulkner.  The Sound and the Fury.      

 

1929  へミングウェイ『武器よさらば』 

       Hemingway.  A Farewell to Arms. 

    ★フランク・ボーゼージ監督『武器よさらば』(1932) 

         チャールズ・ヴィダー監督『武器よさらば』(1957) 

 

1929 エラリー・クィーン『ローマ帽子の謎』 

    Ellery Queen.  The Roman Hat Mystery. 
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1930  キャサリン・アン・ポーター『花ひらくユダの木』 

       Katherine Anne Porter.  Flowering Judas. 

 

1931  パール・パック『大地』 

       Pearl Buck.  The Good Earth. 

 

1931  エドマンド・ウィルソン『アクセルの域』 

       Edmund Wilson.  Axel’s Castle. 

 

1931  フイッツジェラルド『雨の朝パリに死す』          

       Fitzgerald.  Babylon Revisited. 

    ★リチャード・ブルックス監督『雨の巴里に死す』(1954) 

 

1931  オニール『喪服の似合うエレクトラ』 

    O’Neill.  Mourning Becomes Electra. 

 

1932  フォークナー『八月の光』 

       Faulkner.  Light in August. 

 

1932  アースキン・コールドウェル『タバコ・ロード』 

       Erskine  Caldwell.  Tobacco Road. 

 

1934  へンリー・ミラー『北回帰線』 

       Henry Miller.  Tropic of Cancer. 

    ★ジョセフ・ストリック監督『ヘンリー･ミラーの北回帰線』(1970) 

 

1934  バック『母』 

       Buck.  The Mother.                   

 

1934  フィッツジェラルド『夜はやさしい』 

       Fitzgerald.  Tender Is the Night. 

 

1935  キャザー『別れの歌』       

       Cather.  Lucy Gayheart. 

 

1936  フォークナー『アブサロム、アブサロム』 

       Faulkner.  Absalom, Absalom! 

 

1936  マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』 
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       Margaret Mitchell.  Gone with the Wind. 

    ★ヴィクター・フレミング監督『風と共に去りぬ』(1939)  

 

1937  ジョン・スタインベック『二十日鼠と人間』 

       John Steinbeck.  Of Mice and Men. 

    ★ゲイリー・シニーズ監督『二十日鼠と人間』(1992) 

 

1938  ドス・パソス『U．S．A』 

       Dos Passos.  U. S. A. 

 

1938  ソートン・ワイルダー『わが町』(戯曲) 

       Thorton Wilder.  Our Town.              

 

1938  リチャード・ライト『アンクル・トムの子供たち』 

       Richard Wright. Uncle Tom’s Children. 

 

1939  スタインベック『怒りの葡萄』 

       Steinbeck.  The Grapes of Wrath. 

    ★ジョン・フォード監督『怒りの葡萄』(1940) 

 

1939  ウィリアム・サローヤン『わが人生の時』 

       William Saroyan.  The Time of Your Life.           

 

1940  ヘミングウェイ『誰が為に鐘は鳴る』 

       Hemingway.  For Whom the Bell Tolls. 

    ★サム・ウッド監督『誰が為に鐘は鳴る』(1943) 

 

1940  カーソン・マッカラーズ『心は孤独な猟人』 

       Carson McCullers.  The Heart is a Lonely Hunter. 

 

1940  サローヤン『わが名はアラム』 

       Saroyan.  My Name is Aram. 

 

1940  ライト『アメリカの息子』 

       Wright.  Native Son. 

 

1941  ユードラ・ウェルティ『禄色のカーテン』 

       Eudora Welty.  A Curtain of Green. 

 

1942  ラングストン・ヒューズ『黒人街のシェイクスピア』 
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       Langston Hughes.  Shakespeare in Harlem. 

 

1943  サローヤン『人間喜劇』                     

       Saroyan.  The Human Comedy.  

 

1944  ソウル・ベロー『宙ぶらりんの男』 

       Saul Bellow.  Dangling Man. 

 

1945  ベテイ・マクドナルド『卵と私』 

       Betty MacDonald.  The Egg and I. 

       ★チェスター・アースキン監督『卵と私』(1947) 

 

1945  テネシー・ウィリアムズ『ガラスの動物園』（戯曲）    

       Tennessee Williams.  The Glass Menagerie. 

    ★アーヴィング・ラバー監督『ガラスの動物園』(1950) 

     ポール・ニューマン監督『ガラスの動物園』(1987) 

 

1946  カーソン・マッカラーズ『結婚式のメンバー』 

       Carson McCullers.  The Member of the Wedding. 

 

1947  ウィリアムズ『欲望という名の電車』(戯曲)         

       Williams.  A Streetcar Named Desire. 

    ★エリア・カザン監督『欲望という名の電車』(1951) 

    ■I have always depended on the kindness of strangers. 

         私はいつも見知らぬ人の親切に寄りかかってきました。 

 

1947  べロー『犠牲者』 

       Bellow.  The Victim.  

 

1947 レイ・ブラッドリ『火星年代記』 

Ray Bradbury.  The Martin Chronicles. 

 

1948  マクドナルド『病気と私』 

       MacDonald.  The Plague and I. 

 

1948  アーウィン・ショー『若い獅子たち』 

    Irwin Shaw.  The Young Lions. 

 

1948  ノーマン・メイラー『裸者と死者』 

    Norman Mailer.  The Naked and the Dead. 
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       ★ラオール・ウォルシュ監督『裸者と死者』(1958) 

 

1948  ルース・スタイルス・ガネット『エルマーのぼうけん』 

   Ruth Stiles Gannett.  My Father’s Dragon. 

      ★波多正美監督『エルマーの冒険』(1999)          

 

1949  ヘンリー・ミラー『セクサス』    

       Henry Miller.  Sexus. 

 

1949  アーサー・ミラー『セールスマンの死』（戯曲） 

       Arthur Miller.  Death of a Salesman. 

    ★ラズロ・ベネデイク監督『セールスマンの死』(1951) 

                                 

1950  アイザック・アシモフ『われはロボット』 

    Issac Asimov.  I, Robot. 

    ★アレックス・プロヤス監督『アイ、ロボット』(2004) 

 

   1920 年にカレル・チャペック(1890-1938)が『R.U.R(Rossum’s Universal Robots』

（エル・ウー・エル）を発表。「ロボット」という言葉が使用される。この時は化学

物質を加工して様々なパーツを作り、それを組み合わせた一種の人造人間。カレ

ル・チャペックはチェコスロヴァキア人。 

 

   アイザック・アシモフ（1920-1992）は『われはロボット』（1950）で「ロボット工

学三原則」(Three Laws of Robotics)が示される。 

 

   第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また何も手を下さずに人間が

危害を受けるのを黙視していてはならない。 

１ A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human 

being to come to harm.  

 

第二条 ロボットは人間の命令に従わなくてはならない。ただし第一条に反する命

令はこの限りではない。 

2 A robot must obey orders given to it by human beings, except where such 

orders would conflict with the First Law.  

 

第三条 ロボットは自らの存在を護らなくてはならない。ただしそれは第一条，第

二条に違反しない場合に限る。 

      3 A robot must protect its own existence as long as such protection does not 

conflict with the First or Second Law. 
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1951  ジェローム・ディヴィッド・サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』 

       Jerome David Salinger.  The Catcher in the Rye. 

    ★（関連映画）マルコム・クラーク監督『ライ麦畑をさがして』(2001) 

    ■...I’m standing on the edge of some crazy cliff.  What I have to do, I have to  

catch everybody if they start to go over the cliff――I mean if they’re running 

and they don’t look where they’re going I have to come out from somewhere 

and catch them.  That's all I’d do all day.  I’d just be the catcher in the rye 

and all. 

        私は危ない崖のふちに立っている。私がしなければならないことは、もし誰か

が 

崖から落ちそうになったら、捕まえなければならないことだ。彼らは走ってい

て、自分がどこへ行こうとしているのかを見ないし、私がどこからか出てきて、

彼らを捕まえなければならい。一日中それだけをしていなければならない。私

は丁度、ライ麦畑の捕まえ役になりたい。          

 

1952  スタイベック『エデンの東』               

    Steinbeck.  The East of Eden. 

       ★エリア・カザン監督『エデンの東』(1954) 

 

1952  ヘミングウェイ『老人と海』 

       Hemingway.  The Old Man and the Sea. 

    ★ジョン・スタージェス監督『老人と海』(1958) 

         アレクサンドル・ペドロフ監督『老人と海』(1999) 

 

1952  エルウィン・ブルックス・ホワイト『シャーロットのおくりもの』 

    Elwye Brooks White.  Charlotte’s Web. 

    ★チャールズ・Ａ・ニコルズ／イワオ・タカモト監督『シャ 

ーロットのおくりもの』(1973) 

         マリオ・ピルソー監督『シャーロットのおくりもの ウィ 

ルバーの大ぼうけん』(2003) 

         ゲイリー・ウイニック監督『シャーロットのおくりもの』 

(2006) 

 

1953  サリンジャー『九つの物語』                

       Salinger.  Nine Stories. 

 

1953  ジェームズ・ボールドウィン『山にのぼりて告げよ』 

       James Baldwin.  Go Tell It on the Mountain. 

 

1953  ベロー『オーギ・マーチの冒険』 
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    Bellow.  The Adventures of Augie March. 

 

1955  ディズニーランド開園（アメリカ．カリフォル二ア州） 

 

1955  ウィリアムズ『やけたトタン屋根の上の猫』（戯曲） 

    Williams.  Cat on a Hot Tin Roof. 

 

1956  オニール『夜への長い旅路』(戯曲)             

       O’Neill.  Long Day’s Journey into Night. 

 

1956  ジェームズ・サーバー『すばらしいＯ』 

       James Thurber.  The Wonderful O. 

 

1956  べロー『この日をつかめ』 

       Bellow.  Seize the Day. 

 

1957  ジョンソン事件（1959 年頃、この事件を発端にマルコムＸが注目を浴びる） 

 

1957  ジャック・ケロアック『路上』           

       Jack.  Kerouac.  On the Road. 

 

1958 E．E．カミングス『95 詩集』 

       E. E. Cummings.  95 Poems. 

 

1958  バーナード・マラマッド『魔法の樽』 

       Bernard Malamud.  The Magic Barrel. 

 

1958 トルーマン・カポーティ『ティファニーで朝食を』 

       Truman Capote.  Breakfast at Tiffany’s. 

    ★ブレイク・エドワーズ監督『ティファニーで朝食を』(1961) 

 

1959  エドワード・オールビー『動物園物語』（戯曲） 

       Edward Albee.  The Zoo Story. 

 

1960  ジョン・アップダイク『走れウサギ』 

    John Updike.  Rabbit, Run. 

 

1961  J.F.ケネディ大統領就任 

   ■ … ask not what your country can do for you―ask what you can do for your 

         country. 
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あなたの国があなたのために何をしてくれるか問うてはいけない。あなたが、あな 

たの国のために何ができるのかを問うてください。 

 

1961  オールビー『アメリカの夢』（戯曲） 

       Albee.  The American Dream. 

 

1961  ジョゼフ・へラー『キャッチ-22』         

    Joseph Heller.  Catch-22. 

       ★マイク・ニコルズ監督『キャッチ-22』(1970) 

 

1961  サリンジャー『フラニイとズーイ』 

    Salinger.  Franny and Zooey. 

 

1962  オールビー『ヴァージニア・ウルフなんか怖くない』 

    Albee.  Who’s Afraid of Virginia Woolf? 

 

1963 トマス・ピンチョン『V』 

    Thomas Ruggles Pynchon. V. 

 

1963  ワシントン大行進（キング牧師の演説「わたしには夢がある」） 

 

1963  ケネディ大統領暗殺                

 

1963  E．E．カミングス『73 詩集』 

       E. E. Cummings.  73 Poems. 

 

1963  ショー『娘ごころ、フランス風に』 

       Shaw.  In the French Style. 

 

1963  アップダイク『ケンタウロス』 

    Updike.  The Centaur. 

 

1964  ベロー『ハーゾグ』                 

    Bellow.  Herzog. 

 

1964  ノーマン・メイラー『アメリカの夢』 

    Norman Mailer.  An American Dream. 

 

1964  アシモフ『ロボットの時代』 

   Asimov.  The Rest of the Robots.             
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1965 ショー『夜の裏町の恋』 

       Shaw.  Love on a Dark Street. 

 

1966 スタインべック『アメリカとアメリカ人』 

       Steinbeck.  America and Americans. 

 

1966  バーナード・マラマッド『修理屋』             

       Bernard Malamud.  The Fixer.          

 

1966  ピンチョン『競売ナンバー49 の叫び』 

    Pynchon.  The Crying of Lot 49. 

 

1966  カポーティ『冷血』 

       Capote.  In Cold Blood:  A True Account of a Multiple and Its Consequences. 

       ★リチャード・ブルックス監督『冷血』(1967) 

 

1966  アシモフ『ミクロの決死圏』 

   Asimov.  Fantastic Voyage. 

      ★リチャード・フライシャー監督『ミクロの決死圏』(1966) 

    ジョー・ダンテ監督『インナー・スペース』(1987)    

 

1968 アップダイク『カップルズ』 

       Updike.  Couples. 

 

1968  ジョン・アーヴィング『熊を放つ』 

       John Irving.  Setting Free the Bears. 

 

1969 アポロ 11 号の人類初の月着陸．          宇宙＝ニューフロンティア 

 

1970 エリック・シーガル『ある愛の詩』           

       Eric Segal.  Love Story. 

    ★アーサー・ヒラー監督『ある愛の詩』(1970) 

 

1970  ショー『富めるもの貧しきもの』 

    Shaw.  Rich Man, Poor Man. 

 

1970  トニ・モリソン『青い眼が欲しい』 

    Toni Morrison.  The Bluest Eye. 
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1971  アップダイク『帰ってきたウサギ』 

    Updike.  Rabbit Redux. 

                              

1973  ピンチョン『重力の虹』 

    Pynchon.  Gravity’s Rainbow. 

 

1973  エリカ・ジョング『飛ぶのが怖い』 

    Erica Jong.  Fear of Flying. 

 

1974  スティーヴン・エドウィン・キング『キャリー』    

    Stephen Edwin King.  Carrie. 

       ★ブライアン・デ・パルマ監督『キャリー』(1976) 

 

1976 アレツクス・ヘイリー『ルーツ』 

       Alex Haley.  Roots:  The Saga of a American Family. 

       ★デヴィッド・グリーン他監督『ルーツ』(1977) 

 

1976 アシモフ『ポジトロニック・マン』 

    Asimov.  The Positronic Man  

    ★クリス・コロンバス監督『アンドリューNDR114』(1999)   

 

1977  アップル・コンピューター設立 

 

1977 モリソン『ソロモンの歌』 

   Morrison.  Song of Solomon.                

 

1977 キング『シャイニング』 

    King.  The Shining. 

       ★スタンリー・キューブリック監督『シャイニング』(1980) 

         ミック・ギャリス監督『シャイニング』(1997) 

 

1977  ハロルド・グレイ『アニー』              

    Harold Gray.  Annie. 

   →原作は 1920 年代の新聞連載漫画。1977 年に舞台化。1982 年に映画化。 

★ウィル・グラック監督『アニー』(2014) 

 

1978  アーヴィング『ガープの世界』              

       Irving.  The World According to Garp. 

       ★ジョージ・ロイ・ヒル監督『ガープの世界』(1982) 

 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF&action=edit&redlink=1
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1979  キング『デッド・ゾーン』 

    King.  The Dead Zone. 

       ★デヴィッド・コローネンバーグ監督『クロネーンバーグのデッド・ゾーン』(1983) 

 

1981  マイクロ・ソフト社設立（ビル・ゲイツ創立） 

 

1981  アーヴィング『ホテル・ニューハンプシャー』 

    Irving.  The Hotel New Hampshire. 

    ★トニー・リチャードソン監督『ホテル・ニューハンプシャー』(1984) 

 

1982 アリス・ウォーカー『カラーパープル』         

    Alice Walker.  The Color Purple. 

    ★スティーヴン・スピルバーグ監督『カラーパープル』 

 

1984  ピンチョン『スロー・ラーナー』 

    Pynchon.  Slow Learner-Early Stories. 

 

1985  アーヴィング『サイダー・ハウス・ルール』 

    Irving.  The Cider House Rules. 

    ★ラッセ・ハルストレム監督『サイダー・ハウス・ルール』(1999) 

 

1986  キング『IT』 

    King.  IT. 

       ★トミー・リー・ウォーレマ監督『IT／イット』(1990)   

 

1987 キング『ミザリー』 

    King.  Misery. 

    ★ロブ・ライナー監督『ミザリー』(1990) 

 

1990 ピンチョン『ヴァイランド』 

    Pynchon.  Vineland. 

     

1992  ジョン・グリシャム『ペリカン文書』 

    John Grisham.  The Pelican Brief. 

    ★アラン・J・バクラ監督『ペリカン文書』(1993)     

 

1993  グリシャム『依頼人』 

    Grisham.  The Client. 

★ジョエル・シューマカー監督『依頼人』(1994) 
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1996  キング『グリーン・マイル』 

    King.  The Green Mile. 

       ★フランク・ダラボン監督『グリーン・マイル』(1999) 

                               

1966  ニコラス・スパークス『きみに読む物語』 

    Nicholas Charles Sparks.  The Notebook. 

      ★ニック・カサヴェテス監督『きみに読む物語』(2004) 

 

1997 ピンチョン『メイソン＆ディクソン』 

    Pynchon.  Mason & Dixon.                 

 

1998 スパークス『メッセージ・イン・ア・ボトル』 

    Sparks.  Message in a Bottle. 

   ★ルイス・マンドーキ監督『メッセージ・イン・ア・ボトル』(1999) 

 

1999  スパークス『奇跡を信じて』 

    Sparks.  A Walk to Remember. 

      ★アダム・ジャンクマン監督『ウォーク・トゥ・リメンバー』(2002) 

 

2002  スパークス『最後の初恋』                   

    Sparks.  Nights in Rodanthe. 

      ★ジョージ・Ｃ・ウルフ監督『最後の初恋』(2008) 

 

2003 クリストファー・パオリーニ『エラゴン』 

    Christopher Paolin.  Eragon. 

★シュテファン・マイヤー監督『エラゴン』(2006) 

 

2005 リック・リオ―ダン『パーシ―・ジャクソンとオリンポスの神々』 

Rick Riordan.  Percy Jackson & the Olympians. 

   シリーズ（～2009） 

   ★クリス・コロンバス監督『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』(2009) 

   →この映画のなかでペガサスが登場しますが、その中で最も力のあるペガサスが 

black colour でした。何頭もいる white colour のペガサスの頂点に立つのが black 

        ペガサスであった点はこれまでにない演出でした。 

 

2006 リオーダン『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々：魔海の冒険』 

    Riordan.  Percy Jackson: Sea of Monster. 

       ★トール・フロイデンタール監督『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々／魔

の海』(2013) 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8D%E3%81%BF%E3%81%AB%E8%AA%AD%E3%82%80%E7%89%A9%E8%AA%9E
http://en.wikipedia.org/wiki/Eragon
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2006  ピンチョン『アゲインスト・ザ・ディ』 

    Pynchon.  Against the Day.. 

 

2009 バラク・フセイン・オバマ大統領就任（アメリカ、黒人初大統領）1 月 20 日 

       ■For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We 

 are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus - and non-believers. 

 We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this 

 Earth; 

    我々のつぎはぎ細工の遺産は強みであって、弱みではない。我々は、キリスト教 

徒やイスラム教徒、ユダヤ教徒、ヒンズー教徒、それに神を信じない人による国 

家だ。我々は、あらゆる言語や文化で形作られ、地球上のあらゆる場所から集ま 

っている。 

    →なぜ、三大宗教のひとつ仏教がはいっていないのでしょうか。単に忘れていたの

でしょうか。それとも、アメリカ社会での仏教はマイノリティ？ 

     

        ■For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and  

determination of the American people upon which this nation relies. It is the  

kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of  

workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which  

sees us through our darkest hours. It is the firefighter's courage to storm a  

stairway filled with smoke, but also a parent's willingness to nurture a child, 

that finally decides our fate. 

政府はやれること、やらなければならないことをやるが、詰まるところ、わが国 

がよって立つのは国民の信念と決意である。堤防が決壊した時、見知らぬ人をも 

助ける親切心であり、暗黒の時に友人が職を失うのを傍観するより、自らの労働 

時間を削る無私の心である。我々の運命を最終的に決めるのは、煙に覆われた階 

段を突進する消防士の勇気であり、子どもを育てる親の意思である。 

 

2009 オバマ大統領 ノーベル平和賞受賞授与式での演説 12 月 9 日 

   ■But perhaps the most profound issue surrounding my receipt of this prize is the  

fact that I am the Commander-in-Chief of the military of a nation in the midst of  

two wars. One of these wars is winding down. The other is a conflict that  

America did not seek; one in which we are joined by 42 other countries – 

including Norway -- in an effort to defend ourselves and all nations from further 

attacks. 

Still, we are at war, and I'm responsible for the deployment of thousands of 

young Americans to battle in a distant land. Some will kill, and some will be 

killed. And so I come here with an acute sense of the costs of armed conflict – 

filled with difficult questions about the relationship between war and peace, and 

our effort to replace one with the other. 
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       しかし恐らく、私の受賞に関する最も深い問題は、私が二つの戦争のただ中にある 

国の軍最高司令官だという事実だ。これらの戦争の一つは幕を閉じ 

ようとしている。もう一つは米国が望んだのではない紛争であり、 

さらなる攻撃から米国自身、そしてすべての国を守る努力として、 

ノルウェーを含む他の４２カ国が参加している紛争だ。我々はな 

お戦時下にあり、私には、遠い地での戦いに何千人もの米国の若者 

を送り出している責任がある。その中には、殺すことになる者もい 

るだろうし、殺されることになる者もいるだろう。だから私は、 

武力紛争に代償が伴うことを切に感じつつ、ここに来ている。戦争と平和の関係や、

戦争を平和に置き換える努力についての難問を抱えて、だ。  

       

2016 トランプ氏受諾演説（一部紹介） 7 月 23 日 

I have a message for all of you: the crime and violence that today afflicts our 

nation will soon, and I mean very soon, come to an end. Beginning on January 

20th 2017, safety will be restored. 

The most basic duty of government is to defend the lives of its own citizens. Any 

government that fails to do so is a government unworthy to lead. 

It is finally time for a straightforward assessment of the state of our nation. 

I will present the facts plainly and honestly. We cannot afford to be so politically 

correct anymore. 

私は、皆さんにメッセージを送ります。現在、わが国を苦しめている犯罪や暴力はす 

ぐに、本当にすぐに終わりになるでしょう。２０１７年 1 月２０日からは、安全が回復

されるでしょう。政府の最も基本的な義務は、市民の生命を守ることです。それができ

ない政府は、どのような政府であれ、率いるに値しない政府です。ついに、私たちが、

国の現状を率直に評価するときがきたのです。私は、明白に、そして、正直に事実をお

伝えします。私たちには、もはや政治的な正しさだけを言っている余裕はありません。 

 

My pledge reads: “I’M WITH YOU – THE AMERICAN PEOPLE.” 

I am your voice. 

So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their 

future, I say these words to you tonight: I am with you, I will fight for you, and I will 

win for you. 

To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this 

promise: We Will Make America Strong Again. 

Will Make America Proud Again. 

We Will Make America Safe Again. 

And We Will Make America Great Again. 

God bless You And Good Night. I love you 

私が選ぶ誓いのことばは異なります。私の誓いのことばは「私はアメリカ国民と共にあ

る」です。 
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私は皆さんの声です。 

子どもの将来を夢見るすべての親、自分の将来を夢見るすべての子供たちに向かって、

私は今夜、このことばを言います。私は皆さんと共にいます。そして、皆さんのために

戦い、皆さんのために勝利します。 

今夜、すべての都市、すべての町のすべてのアメリカ国民に私はこう約束します。 

私たちはアメリカを再び強くします。 

アメリカの誇りを取り戻します。 

アメリカを再び安全にします。 

そして、アメリカを再び偉大にします。 

皆さんに神のご加護を。おやすみなさい。皆さんを愛しています。 

 

(http://www3.nhk.or.jp/news/special/2016-presidential-election/republic4.html)(2016 

年 12 月 12 日アクセス)（英語） 

(http://www3.nhk.or.jp/news/special/2016-presidential-election/republic3.html)(2016

年 12 月 12 日アクセス）（日本語） 

 

           

 

  

 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/news/special/2016-presidential-election/republic4.html)(2016
http://www3.nhk.or.jp/news/special/2016-presidential-election/republic3.html
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2017 トランプ大統領就任演説（1 月 21 日） 

トランプ新大統領の就任演説全文（英語） 

 Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President 

Obama, fellow Americans, and people of the world: thank you. 

 We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our 

country and to restore its promise for all of our people. 

 Together, we will determine the course of America and the world for years to come. 

 We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done. 

 Every four years, we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful 

transfer of power, and we are grateful to President Obama and First Lady Michelle 

Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. 

 Today’s ceremony, however, has very special meaning. Because today we are not 

merely transferring power from one Administration to another, or from one party to 

another – but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to 

you, the American People. 

 For too long, a small group in our nation’s Capital has reaped the rewards of 

government while the people have borne the cost. 

 Washington flourished – but the people did not share in its wealth. 

 Politicians prospered – but the jobs left, and the factories closed. 

 The establishment protected itself, but not the citizens of our country. 

 Their victories have not been your victories; their triumphs have not been your 

triumphs; and while they celebrated in our nation’s Capital, there was little to celebrate 

for struggling families all across our land. 

 That all changes – starting right here, and right now, because this moment is your 

moment: it belongs to you. 

 It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America. 

 This is your day. This is your celebration. 

 And this, the United States of America, is your country. 

 What truly matters is not which party controls our government, but whether our 

government is controlled by the people. 

 January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of 

this nation again. 

 The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. 

 Everyone is listening to you now. 

 You came by the tens of millions to become part of a historic movement the likes of 

which the world has never seen before. 

At the center of this movement is a crucial conviction: that a nation exists to serve its 

citizens. 

 Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, 
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and good jobs for themselves. 

 These are the just and reasonable demands of a righteous public. 

 But for too many of our citizens, a different reality exists: Mothers and children 

trapped in poverty in our inner cities; rusted-out factories scattered like tombstones 

across the landscape of our nation; an education system, flush with cash, but which 

leaves our young and beautiful students deprived of knowledge; and the crime and 

gangs and drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much 

unrealized potential. 

 This American carnage stops right here and stops right now. 

 We are one nation – and their pain is our pain. Their dreams are our dreams; and 

their success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious 

destiny. 

 The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. 

 For many decades, we’ve enriched foreign industry at the expense of American 

industry; 

 Subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of 

our military; 

 We've defended other nation’s borders while refusing to defend our own; 

 And spent trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into 

disrepair and decay. 

 We’ve made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our 

country has disappeared over the horizon. 

 One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about 

the millions upon millions of American workers left behind. 

 The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then 

redistributed across the entire world. 

 But that is the past. And now we are looking only to the future. 

 We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every 

foreign capital, and in every hall of power. 

 From this day forward, a new vision will govern our land. 

 From this moment on, it’s going to be America First. 

 Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs, will be made to 

benefit American workers and American families. 

 We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, 

stealing our companies, and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity 

and strength. 

 I will fight for you with every breath in my body – and I will never, ever let you down. 

 America will start winning again, winning like never before. 

 We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our 

wealth. And we will bring back our dreams. 
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 We will build new roads, and highways, and bridges, and airports, and tunnels, and 

railways all across our wonderful nation. 

 We will get our people off of welfare and back to work – rebuilding our country with 

American hands and American labor. 

 We will follow two simple rules: Buy American and Hire American. 

 We will seek friendship and goodwill with the nations of the world – but we do so with 

the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. 

We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an 

example for everyone to follow. 

 We will reinforce old alliances and form new ones – and unite the civilized world 

against Radical Islamic Terrorism, which we will eradicate completely from the face of 

the Earth. 

 At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America, 

and through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. 

 When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. 

 The Bible tells us, “how good and pleasant it is when God’s people live together in 

unity.” 

 We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always 

pursue solidarity. 

 When America is united, America is totally unstoppable. 

 There should be no fear – we are protected, and we will always be protected. 

 We will be protected by the great men and women of our military and law 

enforcement and, most importantly, we are protected by God. 

 Finally, we must think big and dream even bigger. 

 In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving. 

 We will no longer accept politicians who are all talk and no action – constantly 

complaining but never doing anything about it. 

 The time for empty talk is over. 

 Now arrives the hour of action. 

 Do not let anyone tell you it cannot be done. No challenge can match the heart and 

fight and spirit of America. 

 We will not fail. Our country will thrive and prosper again. 

 We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to 

free the Earth from the miseries of disease, and to harness the energies, industries and 

technologies of tomorrow. 

 A new national pride will stir our souls, lift our sights, and heal our divisions. 

 It is time to remember that old wisdom our soldiers will never forget: that whether we 

are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots, we all enjoy the 

same glorious freedoms, and we all salute the same great American Flag. 

 And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of 
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Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, 

and they are infused with the breath of life by the same almighty Creator. 

 

 So to all Americans, in every city near and far, small and large, from mountain to 

mountain, and from ocean to ocean, hear these words: 

 You will never be ignored again. 

 Your voice, your hopes, and your dreams, will define our American destiny. And your 

courage and goodness and love will forever guide us along the way. 

 Together, We Will Make America Strong Again. 

 We Will Make America Wealthy Again. 

 We Will Make America Proud Again. 

 We Will Make America Safe Again. 

 And, Yes, Together, We Will Make America Great Again. Thank you, God Bless You, 

And God Bless America. 

（http://diamond.jp/articles/-/115158?page=1）（2017 年 1 月 21 日アクセス） 

（http://diamond.jp/articles/-/115158?page=2）（2017 年 1 月 21 日アクセス） 

（http://diamond.jp/articles/-/115158?page=3）（2017 年 1 月 21 日アクセス） 

（http://diamond.jp/articles/-/115158?page=4）（2017 年 1 月 21 日アクセス） 

（http://diamond.jp/articles/-/115158?page=5）（2017 年 1 月 21 日アクセス） 

（http://diamond.jp/articles/-/115158?page=6）（2017 年 1 月 21 日アクセス） 

 

トランプ大統領就任演説（日本語訳と全文） 

ロバーツ最高裁長官、カーター元大統領、クリントン元大統領、ブッシュ元大統領（子）、

オバマ前大統領、米国民の皆さん、世界の皆さん、ありがとう。 

 米国の市民はいま、大いなる国家的取り組みに向け協力することになった。国家を再建し、

全ての人が希望を取り戻す取り組みだ。われわれは共に、米国や世界が今後何年にもわたっ

て進む針路を決定する。難題や苦難に直面するだろうが、仕事をやり遂げる。 

 ４年ごとにわれわれはここに集まり整然と平和裏に権力を移行する。オバマ前大統領とミ

シェル夫人に感謝する。政権移行を丁重に支援してくれた。彼らは素晴らしかった。ありが

とう。 

 今日の式典には特別な意味がある。今日われわれは単に権力を新旧政府の間で、あるいは

政党の間で移行するだけではないからだ。権力を首都ワシントンからあなた方国民に返還す

るからだ。 

 あまりに長きにわたり、政府から恩恵を享受するのは首都にいる一握りの人々にとどまり、

国民にはしわ寄せが及んできた。ワシントンは繁栄しても、国民が富を共有することはなか

った。政治家が潤う一方で、職は失われ、工場は閉鎖された。支配層は保身に走り、市民を

擁護しようとはしなかった。支配層の勝利や成功は、皆さんの勝利や成功とはならなかった。

支配層が首都で祝杯を挙げていても、懸命に生きる全米の人々に浮かれる理由はなかった。 

 ここから、たった今から、全てが変わる。この瞬間は皆さんのためにある。今日ここに集

まった皆さんと、式典を見守る全米の皆さんのためにある。 

http://diamond.jp/articles/-/115158?page=1
http://diamond.jp/articles/-/115158?page=2
http://diamond.jp/articles/-/115158?page=3
http://diamond.jp/articles/-/115158?page=4
http://diamond.jp/articles/-/115158?page=5
http://diamond.jp/articles/-/115158?page=6
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 今日は皆さんの日、皆さんの祝典だ。そしてこの米国は皆さんの国なのだ。大切なのは、

どの政党が政府を支配するかではない。国民が政府を支配しているかどうかが大切なのだ。

２０１７年１月２０日は、国民が再び国の支配者となった日として記憶されるだろう。忘れ

られてきた人々も、これからは忘れられることはない。皆さんの声に誰もが耳を傾けている。

大勢の皆さんが歴史的なうねりの当事者となるためやって来た。世界がかつて目撃したこと

がないような社会現象だ。 

 その中心には重大な信念がある。国家は国民に仕えるために存在するという信念だ。米国

人は子どもたちのために素晴らしい学校を望んでいる。家族のため安全な環境を欲し、いい

仕事を求めている。善良な市民のごく当たり前の要求だ。 

 しかし、あまりに多くの市民にとって、現実は異なっている。都市の市街地で母子が貧困

にはまり込んでいる。さびついた工場群が墓石のように国内の至る所に散らばっている。教

育システムに金がつぎ込まれても、若く優れた学生たちは知識を得ることができずにいる。

犯罪、悪党、麻薬が多くの命を奪い、可能性の芽を摘んできた。こうした米国の惨状は今こ

こで終わる。 

 われわれは同じ国民だ。彼らの苦悩はわれわれの苦悩だ。彼らの夢はわれわれの夢だ。彼

らの成功はわれわれの成功となる。われわれは一つの心、一つの故郷、そして一つの輝かし

い運命を共にしている。今日の私の大統領就任宣誓は、全ての米国人に対する忠誠の誓いだ。 

 何十年もの間、われわれは米国の産業を犠牲にして、他国の産業を豊かにしてきた。米軍

の嘆かわしい劣化を招いた一方で、他国の軍に資金援助してきた。自国の国境防衛をおろそ

かにする一方で、他国の国境はわれわれが守ってきた。そして海外で何兆ドルも金を費やし

ている間に、米国のインフラは荒廃し、朽ち果ててしまった。 

 われわれの富や強さ、自信が地平線のかなたへと消え去っていく間に、他国を豊かにして

きた。工場は次々と閉鎖され、残された何百万人もの米国人労働者を顧みることなく、国外

へ移転していった。中間層の富が奪われ、世界中にばらまかれた。だがそれは過去のことだ。

今、われわれは未来だけを見据えている。 

 今日ここに集まったわれわれは、全ての町、全ての外国政府、全ての権力機関に向かって、

新たな決意を宣言する。今日から、新たな考え方でわが国を治める。今日からはひたすら「米

国第一」だ。米国が第一だ。貿易、税金、移民、外交など全ての決定は、米国の労働者と家

族の利益となるようになされる。物作り、企業、雇用を奪う外国から、われわれは国境を守

らなければならない。 

 （貿易や雇用の）保護は、大いなる繁栄と強さをもたらす。私は全身全霊で、皆さんのた

めに戦う。そして私は皆さんを決して失望させない。米国は再び勝利し始める。いまだかつ

てないほど勝利していく。 

 われわれの雇用を取り戻す。われわれの国境を取り戻す。われわれの富を取り戻す。そし

てわれわれの夢を取り戻す。 

 われわれの素晴らしい国中に道路を、高速道路を、橋を、空港を、トンネルを、鉄道を造

る。 

 国民に生活保護を受けてもらうのではなく、仕事に戻ってもらう。そしてわれわれの国を、

米国人の手によって、米国人の労働力で再建する。 

 われわれは二つの簡潔な規則を守っていく。米国製品を買おう。米国人を雇おう。 
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 われわれは世界の国々との友好、親善関係を求めていく。ただし、国益を最優先する権利

が全ての国にあるという考えに基づき、実行していく。われわれの流儀を（他国に）押しつ

けたりはしない。むしろ模範として追随されるように、われわれを輝かせよう。 

 古くからの同盟を強化し、新たな同盟関係も築き、文明国をまとめ上げてイスラム過激派

によるテロに対抗し、地球上から完全に根絶する。 

 われわれの政治の根底にあるのは、米国への完全な忠誠だ。そして国への忠誠心を通して、

われわれは国民同士の忠誠心も再発見することになるだろう。もし、心を開いて愛国主義を

受け入れれば、偏見が生まれる余地はない。 

 聖書にこう書かれている。「神の民が一つになって共に生きることは、なんと幸せで楽し

いことか」。率直に自分の考えを語り、相違があれば正直に議論しなければならないが、常

に結束を目指さねばならない。米国が団結すれば、誰にも止めることはできない。 

 恐れることはない。われわれは守られており、これからも常に守られる。軍、法執行機関

がわれわれを守ってくれる。そして、何より重要なことに、われわれは神に守られている。 

 最後に。大きく考え、より大きな夢を見よう。米国では、努力してこそ国は生き延びると

いうことをみんな知っている。口ばかりで行動しない政治家、不平ばかり言って自分では何

もしない政治家はもう認めない。 

 無意味なおしゃべりの時間は終わりだ。これからは行動するときだ。できないというのは

やめにしよう。米国の熱意、闘志、気概をもってすれば打ち勝てない困難などない。失敗す

ることはない。米国は再び繁栄し、成功するのだ。 

 宇宙の謎を解き、地球上から病気の苦痛をなくし、未来のエネルギー、産業、技術を活用

する新たな千年が始まったばかりだ。新たな国家威信がわれわれの魂を揺り動かし、視野を

高め、分断を癒やしてくれるだろう。 

 われわれの戦士たちが決して忘れない、古くからの格言を今こそ思い出そう。肌が黒くて

も、白くても、褐色でも、愛国者が流すのは同じ赤い血だ。同じ輝かしい自由を享受し、同

じ偉大な米国旗に敬礼するのだ。子どもたちはデトロイトの都市部で生まれようとも、ネブ

ラスカの風吹きすさぶ平野で生まれようとも、同じ夜空を見上げ、同じ夢で心を満たし、同

じ全能の創造主により命の息吹を吹き込まれる。 

 

 全ての米国民の皆さん。住んでいる町が近くても遠くても、小さくても大きくても、山々

や海に囲まれていようとも、次の言葉を聞いてほしい。あなたたちが無視されることは金輪

際ない。あなたたちの声、希望、夢が米国の運命を決めるのだ。あなたたちの勇気、優しさ、

愛がわれわれを永遠に導くのだ。 

 みんなで米国を再び強くしよう。米国を再び豊かにしよう。米国を再び誇り高くしよう。

米国を再び安全にしよう。そう、みんなで米国を再び偉大にしよう。 

 ありがとう。皆さんに神のご加護があらんことを。米国に神のご加護があらんことを。あ

りがとう。米国に神のご加護があらんことを。（共同） 

（http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201701/20170121_71022.html）（2017年1月21日

アクセス） 

 

 

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201701/20170121_71022.html）（2017
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３ マンガ／アニメを利用した英語教材研究 

 

アニメが教育現場に登場しで来たのは、まさに「国際化、情報化」（１）の流れからすれ

ば当然のことである。さらにクール・ジャパンの影響も見逃せない。 

 では、どんなアニメが教材としてふさわしいのか、アニメを具体的にどう利用すれば、教

材となりうるのか。ここでは４つのグループに分けてみたい。第１グループは、アニメ作品

のキーワードがすぐに英単語と結びつくもの。第２グループは文学作品として世界中に知ら

れているものがアニメ化されたものである。トーべ・ヤンソン原作『ムーミン』、ヨハンナ・

スピリ原作『アルプスの少女ハイジ』、ウィーダ（マリア・ルイーズ・ド・ラ・ラメー）原

作『フランダースの犬』、マーク・トゥエイン原作『トム・ソーヤの冒険』は内容から言っ

てもすでに国際化を達成していることになる。第３グループは『もののけ姫』、『千と千尋の

神隠し』等に代表されるように、日本だけでなく、国際的にも評価を受けているアニメ映画

である。中にはクール・ジャパンのアイテムとして注目を浴びているものもある。第４グル

ープは日本オリジナルのアニメによる国内外で人気のあるマンガ／アニメである。英語版の

出版により英語教材としての活用が現実的である。 

 

（１）キーワード・名称 

 英語表現を具体的に第１グループより紹介してみよう。第1のグループの代表としては、

『ポケットモンスター』（日本、1997年4月からシリーズとして現在TV放映中：アメリカ、

1998年9月にスタート）と『遊☆戯☆王』（日本、1998年4月からシリーズとしてスタート）：

アメリカ、2001年6月にスタート）を取り上げておきたい。 

 

                    英語表記の例 

 『ポケットモンスター』        Pokémon (Pocket Monster) 

 １ キャタピー           Caterpie 

  ２ トランス                   Metapod 

 ３ バタフリー                 Butterfree 

 ４ ピジョイ                   Pidgey 

 ５ リザードン                 Charizard  

 ６ チコリータ           Chikorita 等 

           

 

 『遊☆戯☆王』           Yu-gi-Oh! 

  １ トラップカード             trap card 

 ２ コンボ                     combo 

 ３ デッキ                     deck 

http://www.lifeshot.jp/files/photos/1201237948/1201592770_o.jpg
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 ４ バトルフィールド           battlefiled 

 ５ ブラックマジシャン         Dark Magician 

 ６ ブルーアイズホワイトドラゴン    Blue-Eyes White Dragon 

 ７ アルティメットドラゴン       Ultimate Dragon 等 

                   

          

 

 『ポケットモンスター』では、文字通りポケモンの名前が英語そのものであったり、あ

るいは、英語を強く連想させる表現が多いことだ。その典型的なものを例として取り上げ

た。キャタピーはキャタピラ（caterpillar）から来ていることはすぐに連想できる。実際、

このポケモンはいもむし型のポケモンである。また、キャタピーが成長すると、トランス

になるが、これはさなぎのことである。いわゆる変態行動をとるポケモンである。「変態」

は英語では“transformation”である。英訳ではMetapodであるが、これも鋼鉄のように硬

いというイメージとpodという形状的なものからaircraftといったことは連想の範囲内で

ある。内容からすれば、さらにトランスから進化したのが、バタフリーである。蝶型のポ

ケモンである。「蝶」の英語、“butterfly”を連想することは容易である。鳩型のポケモン

のピジョイ（pigdey）である。鳩の英語pigeonを連想させるには十分である。また、巨大

なトカゲ型のポケモンはリザードンで、トカゲの英語であるlizardや恐竜などの表現で使

われる-donの合成語であることも言語表現として自然に理解できる。英訳ではCharizard

であるが、charには「焼けてすすける」といった意味があり、char+lizardといったイメ

ージはすぐに思いつくだろう。 

 『遊☆戯☆王』も同様である。特にカードのモンスターの名前が英語そのものであった

り、あるいは、英語を強く連想させる表現が多いことだ。その典型的なものを例として取

り上げた。ブラック・マジシャンがBlack MagicianとならずにDark Magicianと英訳され

ているのは、黒髪をdark hairということを考えればよいであろう。ブルーアイズホワイ

トドラゴン (Blue-Eyes White Dragon)は青い目をした白い龍であり、ドラゴン族が合体

したアルティメットドラゴン (Ultimate Dragon)は、まさしく究極の龍となる。また、ト

ラップカードはまさしく、罠のカードのことであり、カード全体をおさめるものがデッキ

と呼ばれている。似たような作品として『デジモンアドベンチャー』もカードスラッシュ 

(card slash)、エボルーション (evolution)、デリート (delete)などのキーワードがある。 

 『ポケットモンスター』、『遊☆戯☆王』などで、さらに重要なことは、アニメ作品がア

メリカを始め世界中で見られていることだ。また、ポケモン現象とも呼ばれる程、アメリ

カやイギリスでもブームを巻き起こしたことは、英語版『ポケットモンスター』の逆輸入

という形で、英語への興味・関心にもさらに高まる効果があった。実際に日本のTV放映

の最後にも、ポケモンのワンポイント英会話なども組み込まれていた。同様な現象はゲー
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ムソフト『ドラゴンクエスト』、『スーパーマリオ』等にも当てはまることである。英語教

材として活用できそうな他にも事例を見ておきたい。カードバトル系のアニメではネーミ

ングとして英語はよく使用される。 

 

 

①『ドラゴンボール』の場合 

主人公の名前は孫悟空。これは地球人としての名前。もともとは宇宙人（サイヤ人）、惑

星ベジータの住民。月を見ると大猿に変身するのがサイヤ人の特徴。『西遊記』の孫悟空

の設定を少しだけ利用。サイヤ人としての名前はカカロット。 

 

 野菜 → ヤサイ → サイヤ  

 惑星ベジ―タ → 野菜の英語はvegetable 

 カカロット → carrot → 人参 

 

 カカロットの父の名前はバーダック 

 バーダック → burdock → ごぼう 

 

 カカロットの兄の名前はラディッツ 

 ラディッツ → radits（このスペルの英語はない） → radish 

              → ラディッシュ、ハツカダイコン 

 

ヤサイのイメージで統一されている。もちろん、別のグループは別のコンセプトでまとめら

れている。 

 

フュージョン fusion 融合    

メタモル星人の技。孫悟空があの世でメタモル星人から教わった合体技。 

メタモルも「メタモルフォーゼ」(metamorphose)から由来している。「変身する、

変態する」という意味を連想させる。 

 

Merriam-Webster Online の“metamorphose”の定義 

1  a: to change into a different physical form especially by supernatural means  

b: to change strikingly the appearance or character of : TRANSFORM  

2   : to cause (rock) to undergo metamorphism  intransitive verb 

3   : to undergo metamorphosis  

4   : to become transformed  

(http://www.merriam-webster.com/dictionary/metamorphose)(2013年2月24日アクセス) 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%AB%E6%82%9F%E7%A9%BA_(%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB)
http://www.merriam-webster.com/dictionary/transform
http://www.merriam-webster.com/dictionary/metamorphism
http://www.merriam-webster.com/dictionary/metamorphosis
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②『美少女戦士セーラームーン』『プリキュア』の場合 

『美少女戦士セーラームーン』は美少女戦士物の先駆的な役割を果たした。登場人物は西洋

占星術のシンボルである惑星や宇宙といった天体に関するものが名前として付けられてい

る。 

 

 月野うさぎ → セーラームーン       the moon 「月」 

 火野レイ  → セーラーマ―ズ       the Mars 「火星」 

 水野亜美  → セーラーマーキュリー the Mercury 「水星」 

 木野まこと → セーラージュピター   the Jupitar 「木星」 

 愛野美奈子 → セーラーヴィーナス   the Venus「金星」 

 土萌ほたる → セーラーサターン     the Saturn「土星」 

 天王はるか → セーラーウラヌス      the Uranus「天王星」 

 海王みちる → セーラーネプチューン the Neptune「海王星」 

 冥王せつな → セーラープルート     the Pluto「冥王星」 

  

また、セーラ戦士が戦って来た敵組織は以下の通りである。 

 

 ダーク・キングダム      Dark Kingdom →「暗黒王国」 

 ブラック・ムーン       Black Moon  →「黒月」 

 デス・バスターズ       Death Busters 

                  death   →「死」 

                              buster  →「破壊するもの」 

 ヘル・デスティニー      Hell Destiny 

                  hell     →「地獄」 

                              destiny →「運命」 

 

名前が特定のイメージで統一されているので、教材として見ると扱いやすいのではないだろ

うか。 

 『プリキュア』はそのタイトルと英語の関係を見てみよう。プリキュアはプリティ＋キュ

アの造語と考えられる。これは英語で言えば次のようになろう。 

 

 プリティ＋キュア pretty + cure = Precure 
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これは日本では言えば「かわいい＋癒し（治療）」ということになろうか。実は“cure”に

は「主任司祭」という意味もあり、悪の組織と戦う戦士と言うことを考えると意味深さを感

じる。単に“pretty+cure”だけにとどまらず、pureを加えて考えるとさらにマンガ／スト

ーリー上の内容とのマッチングも深まる。セーラー戦士と同様にプリキュア戦士の名前に注

目してみたい。 

 

 美墨なぎさ  → キュアブラック   →  Cureblack 

 雪城ほのか  → キュアホワイト   →  Curewhite 

 九条ひかり  → シャイニールミナス →  Shinylumious 

 日向咲    → キュアブルーム   →  Curebloom 

 日向咲    → キュアブライト   → Curebright 

 美翔舞    → キュアウィンディ    →  Curewindy 

 

変身者とプリキュアの名前がある程度リンクしていることがわかる。ここでは色、光、自

然といったことがイメージされている。 

 

 

③カード・バトル系のアニメ 

 『遊戯王』や『バトルスピリッツ』に代表されるが、もともとはトレーディングカード・

ゲームで、その後マンガ化やアニメ化されているものである。基本的な考え方を象徴する

ものを取り上げておきたい。 

 

 スピリット  プレイヤーの手足となって戦うカード。spiritはもともと「精神」

「魂」の意味。 

 ブレイヴ   スピリットと同様に戦うカード。ただし、スピリット＋ブレイヴの合 

体技がある。spirit+brave「魂＋勇気」ということになる。 

 

他のマンガ／アニメもそうであるが、神話等から名前が取られいる場合が多くあり、各神

話等から神や神獣の名前が活用されることが多い。また、カードバトルが繰り広げられる

戦場を「バトルフィールド」(battlefield)（略：BF）。このBFで互いのライフポイントを

削り合い、先に相手のライフを0にした方が勝ち、というのが決闘の基本的なルールであ

る。ライフポイント(Life Points)の削り合いとなる。自分の番が終わるとturn endとコー

ルする。turnには「順番」の意味がある。 

 

          

http://www29.atwiki.jp/yu-gi-oh-2chdic/pages/346.html
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最近のものとして『バトルスピリッツ ソードアイズ』は2012年9月より放映された。英

語ではBattle Spirits: Sword Eyesとなる。 

 

                                                   

Shining-Sword                             Angelicfeather 

輝きの聖剣シャイニング・ソード              光翼の神剣エンジェリックフェザー 

所有者：ツルギ・タテワキ                    所有者：キザクラ・ククリ 

 

              

Ninetail-Dark                               Dearboric-Mantis                                                                                           

闇皇ナインテイル・ダーク           黒蟲魔王ディアボリカ・マンティス 

所有者：白夜王ヤイバ             所有者：ゴーディ・ダーイン 

 

 

④『仮面ライダー』シリーズ 

 『仮面ライダー』はバッタを模した人造人間のシリーズで、バイクに乗っての登場が印象

的である。月光仮面以来、バイクに乗るヒーロー像が定着している。riderとはバイクに乗

る人ということになる。『仮面ライダー』シリーズのライダー名も大いに気になるところだ

が、代表的なものとして『仮面ライダーディケイド』を取り上げておく。「ディケイド」は

“decade”は「10年」と言う意味であるが、平成仮面ライダーシリーズの10作目というこ

とから、この名前がつけられたようだ。また、仮面ライダーの各悪の組織名等は以下の通り

である。また、『仮面ライダーフォーゼ』の「フォーゼ」は「メタモルフォーゼ」(metamorphose)

から由来している。「変身する、変態する」という意味であるので、ギリシャ神話の『変身

物語』（『転身物語』）がその起源となる。 

 

 アンノウン  Unknown  怪物の組織。もともとは「誰にも知られていない」 

という意味。 

 アンデッド  Undead      怪物の組織。「死んでいない」という味でまさに怪

物。 

 グリード   Greed    欲望という意味。人間の欲望を食い物にする怪物

の名前にはふさわしい。（欧文表記ではGreeedを使用している） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ffxzl3GX6S__0M&tbnid=uLh4Fa1HDpxidM:&ved=0CAUQjRw&url=http://d.hatena.ne.jp/kiriu-nagi/20120911/1347367840&ei=yQYjUfTsFYTumAXgx4GACg&bvm=bv.42553238,d.dGY&psig=AFQjCNHoKKVcHLaVIrTSdtDUJooGt7Wc2A&ust=1361336386220436
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V0OniHioAWOIAM&tbnid=StlL-HiSMGlI2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%84-%E3%80%90%E5%85%89%E7%BF%BC%E3%81%AE%E7%A5%9E%E5%89%A3%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%80%91%E3%80%90X%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%80%91BS20-X08-XR-%E2%89%AA%E5%89%A3%E5%88%83%E7%B7%A8-%E4%B9%B1%E5%89%A3%E6%88%A6%E8%A8%98-%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E2%89%AB/dp/B00AQFAJXM&ei=ewcjUdygMPGUmQX6lYDICA&bvm=bv.42553238,d.dGY&psig=AFQjCNFioY5YvF5TlNrWzBTkOA6hQSFRXQ&ust=1361336521705642
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZTbfF_b3AzBO5M&tbnid=cxI4B4uRRw-GiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zassyokukei.blog91.fc2.com/blog-entry-599.html&ei=bQgjUYa3JafmmAXnz4HABw&bvm=bv.42553238,d.dGY&psig=AFQjCNE54mz1PMY2YR6hssulyW0phvqsjQ&ust=1361336685384011
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JQwSsiTNlnWEBM&tbnid=QOdVfu-_AED7ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zassyokukei.blog91.fc2.com/blog-entry-602.html&ei=NAkjUc_xJOrKmgWCiIHACg&bvm=bv.42553238,d.dGY&psig=AFQjCNFJxUF8B_GpQZczP1dUWsUdc9wolw&ust=1361336989919924
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『仮面ライダーウィザード』はWizardとあるように魔法を使う仮面ライダーとなっ

ている。魔法ということなれば、科学とファンタジーの融合となり、ネオ・ファン

タジーの要素が強くなります。 

 

                        

 フレイム Flame   ウォーター Water  ハリケーン Hurricane    ランド Land 

 

仮面ライダーの変身アイテムもベルトのイメージからベルトを基本にしながら、ド

ライバー(driver)という表現に移行している。 

 

Merriam-Webster Online の“driver”の定義 

a mechanical piece for imparting motion to another piece 

(http://www.merriam-webster.com/dictionary/metamorphose)(2013年2月24日アクセス) 

 

マンガ、アニメに代表される命名や呼名には外国語が使用される、あるいはが外国語風のも

のが利用されることがよくある。これによりそのマンガ、アニメの無国籍化が実現すること

になる。 

 

 

⑤『鋼の錬金術師』 

 ホムンクルスはゲーテ『ファウスト』でワーグナー博士が造った人造人間の名称で、ここ

でも人造人間として登場する。 

 

 ホムンクルスの名前 

 プライド  Pride         「傲慢」の名前をもつ人造人間 

 ラスト   Lust           「色欲」の名前をもつ人造人間 

 グリード  Greed         「強欲」の名前をもつ人造人間 

 エンヴィ  Envy          「嫉妬」の名前をもつ人造人間 

 スロウス  Sloth          「怠惰」の名前をもつ人造人間 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=135o1fnke/EXP=1361338707;_ylt=A3JvdlXTDyNRXi8A1yQdOfx7/*-http:/cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/U/UNOYO/20130205/20130205013740.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12hetfth6/EXP=1361338789;_ylt=A3JvdlokECNR610AuQYdOfx7/*-http:/bandai.hs.llnwd.net/e1/bc/img/model/b/1000078645_1.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11suop9mr/EXP=1361338865;_ylt=A3JvdVdwECNRdW4ARwsdOfx7/*-http:/lohas.nicoseiga.jp/thumb/2559799i
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12hnip06r/EXP=1361338986;_ylt=A3JvdVTpECNRRxUAw0AdOfx7/*-http:/bandai.hs.llnwd.net/e1/bc/img/model/b/1000079310_1.jpg
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 グラトニー Gluttony       「暴食」の名前をもつ人造人間 

 ラース   Wrath         「憤怒」の名前をもつ人造人間 

  

 

       

 

ホムンクルスの７人の名前はキリスト教の七大悪（the Seven Deadly Sins)のことである。

ディヴィッド・フィンチャー監督『セブン』でもこの七大悪の名前は利用されていた。 

 

⑥『聖闘士星矢』（Knights of the Zodiac） 

 1986年10月11日～1989年4月まで朝日系列で放送。ギリシャ神話、北欧神話、『ニーベル

ンゲの指輪』を題材にアテナと青銅聖闘士（ブロンズセイント）を中心に対立する邪悪な心

の持ち主との戦いを描く。 

 

 Zodiac        十二宮      Sanctuary    聖域 

 Bronze Saint   青銅聖闘士    seven senses     セブンセンシズ 

  Silver Saint   白銀聖闘士        eight senses   エイトセンシズ 

  Gold Saint    黄金聖闘士    本来なら seventh sense, eighth sense 

 

     

 

 Pegasus         ペガサス（天馬）   Phoenis     フェニックス（不死鳥） 

 Aries            アリエス（牡羊座） 

 Gemini          ジェミニ（双子座） 

 Cancer     キャンサー（蟹座） 

 Leo             レオ（獅子座） 

 Taurus          タウラス（牡牛座） 

 Virgo      バルゴ（乙女座） 

 Libra            ライブラ（天秤座） 

 Scorpio          スコーピオン（蠍座） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ini35o4/EXP=1362399158;_ylt=A3Jvdlg2PjNR4xYAMumU3uV7/*-http:/24.media.tumblr.com/tumblr_m3oxihEOTS1r00ed5o1_1280.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12n9ho6m9/EXP=1362399232;_ylt=A3JvdkuAPjNR92cAQGeU3uV7/*-http:/ec2.images-amazon.com/images/I/51BH9F9443L._SL500_AA300_.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12n0ji241/EXP=1362399277;_ylt=A3JvdVqtPjNR.XMADAeU3uV7/*-http:/ec2.images-amazon.com/images/I/61g23JSPhbL._SL500_AA300_.jpg
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 Sagitarius     サジタリアス（射手座） 

 Capricorn    カプリコーン（山羊座） 

 Aquarius         アクエリアス（水甕座） 

 Pisces            ピスケス（魚座） 

 

        

 

 

（２）国際化と情報化 

 第2、第3のグループは「国際化」「情報化」の観点からも英語の教材として十分に可能だ

ということだ。しかも現在はDVDにより多言語使用をはじめ、スーパーインポーズも自由

に選択できることにより、教材にも幅が出てくる。ヒアリングをはじめ、簡単な英語の表現

も大いに参考となる。漫画やアニメは概して小中学生がその対象となることが多いが、これ

を見て育った大人でさえも漫画やアニメに心惹かれることがある。ここでは、ベルリン国際

映画祭金熊賞、米アカデミー賞長編アニメ賞受賞した『千と千尋の神隠し』(The Spirited 

Away, 2002)より、英語表現をＤＶＤの英語字幕スーパーより紹介したい。 

 

 「ここどこ」           Where we are? 

  「こっちだ」           This way. 

  「誰もいないね」         Where is everybody? 

  「スミマセーン、どなたかいませんか――」Hello, anybody here? 

  「ここで働かせて下さい」     Please let me work here! 

  「ここで働きたいんです」     I want to work here! 

  「またどこかで会えるの？」    Can we meet again? 

 「ウン、きっと」         I’m sure. Promise. 

  「きっと」            Promise.（２） 

 

 影浦攻編著『小学校英語教育の手引』によれば、教材開発の留意点として8項目をあげて

いる。 

 

 ①音声を中心としていること。 

 ②日常の中から話題を見つけること。 

 ③楽しい内容であること。 

 ④子供が動作に現しやすいこと。 

 ⑤子供の発達段階に適していること。 

 ⑥指導事項を限定し、教えすぎないこと。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=133n9avme/EXP=1362399805;_ylt=A3JvdlG9QDNRBXAAjm6U3uV7/*-http:/sulotorendo.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_b31/sulotorendo/1aa00d55.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=126qm8ea0/EXP=1362399872;_ylt=A3JvdksAQTNR22QALgiU3uV7/*-http:/item.shopping.c.yimg.jp/i/j/goo-box_sso-aql
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=130vfjcra/EXP=1362399992;_ylt=A3Jvdkx4QTNRPB0AlICU3uV7/*-http:/neoapo.com/images/character/1711/451c353fdc0e6a0ded4d35e710017e49.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12uhg19ui/EXP=1362400236;_ylt=A3JvdkxrQjNRWm4A726U3uV7/*-http:/www.bandaivisual.co.jp/product_images/big/BCBA/p_BCBA-4404-00-1.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=145r1n2nn/EXP=1362400326;_ylt=A3JvdlLGQjNRDnsAlTSU3uV7/*-http:/thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/toysbox-webshop/cabinet/22/4970381174088_001.jpg?_ex=300x300&s=2&r=1


70 

 

 ⑦新しい発見に結びつくもの。 

 ⑧子供の創造性を認めるもの。（３） 

 

ＤＶＤを利用したアニメとなれば、上記の①～⑧は自然に含まれることとなろう。さらに、

“Please let me work here!”という表現も、“Let me try it.”「私にやらせてください」（４）と

いう表現に通じるものがある。“Let me try it.”は影浦攻『小学校教師の基本教室英語96選』

に紹介されているものである。 また、 同様に、“I want to work here!”という表現も、“I want 

to eat apples.”（５）の表現に通じるものである。このように、内容や英語表現を精選すれば、

前述の①～⑧の項目を満たすことができるだろう。ここでは“let”が使役動詞であるとか、“to 

work”が不定詞であるとかいったことよりも、コミュニケーション上、こうしたものを利用

した表現を重要視したのである。影浦攻は2000年3月の「小学校英語活動実践手引作成手引

協議協力者会議」の座長を務めた。 

 

 

（３）マンガの英語版 

 第４グループは国内外で人気のあるマンガ／アニメで、英語版が出版されていることから、

英語教材としての活用が期待できることだ。ここでは事例として二ノ宮知子『のだめカンタ

ービレ』（第１巻）を取り上げておきたい。この英語版マンガの最大の特徴はHonorifics 

Explainedを冒頭に設けていることだ。人称代名詞等は日本独特のもので、英語版のマンガ

でも日本語がそのまま使用されている。 

 

 Throughout the Del Rey Manga books, you will find Japanese honorifics 

left intact in the translations.  For those not familiar with how the 

Japanese use honorifics and, more important, how they differ from 

American honorifics, we present this brief overview.（６） 

 

その後は具体的には次のようなものを取り上げている。 

 

 -kun:  This suffix is used at the end of boys’ names to express familiarity or 

 endearment.  It is also sometimes used by men among friends, or when 

 addressing someone younger or of a lower station. 

  -chan:  This is used to express endearment, mostly toward girls.  It is also used 

  for little boys, pets, and even among lovers.  It gives a sense of childish cuteness. 

  Bozu:  This is an informal way to refer to a boy, similar to the English term

“kid”or “squirt.” 

  Sempai:  This title suggests that the addresses is one’s senior in a group or 

 organization.  It is not often ued in a school setting, where underclassmen refer 

to their upperclassmen as“semapi.”It can also be used in the workplace, such 

as when a newer employee addresses an employee who has senioritiy in the company. 

  Kohai:  This is the opposite of“semapi”and is used toward underlcassmen in 
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  school or newcomers in the workplace.  It connotes that the addressee is of a 

  lower station. 

  Sensei:  Literally meaning “one who has come before,”this title used for 

 teachers, doctors, or masters of any profession or art.（７） 

 

さらに実際のマンガの会話の部分を幾つかオリジナルと英語版を併記してみたい。 

 

 なんでボクは日本いなければいけないんでしょうか。 

 Why do I have to stay in Japan? 

 

  へたくそ！  Horrible. 

   

  どへたくそ！ Atrocious! 

 

  なんと わたし 今日はデパ近の限定20食スペシャル弁･･･ 

  I bought a lunch box in the grocery section of the department store today.  

It’s a special limited lunch and they only made 20 of them.（８） 

   

      

 

１グループから第４グループに共通して言えることは、生徒側に興味・関心が強いというこ

とが大きなポイントとなろう。さらに、国際的な評価が高ければ高いほど、海外での評価を

英語を通して知ることも可能なのである。インターネットを利用すれば、こうしたことはリ

アルタイムに可能であろう。また、海外では、それぞれのアニメファンが、独自のホームペ

ージを開設している場合も少なくない。こうした英語圏のホームページへのアクセスは、「国

際化、情報化」を旗印に掲げる文部科学省の教育目標に合致するものである。 

 教材にもそれぞれの段階がある。第1グループがまさにその導入部分ということになろう。

日本オリジナルのアニメは世界各国で相当数放送されている。なかでも『ドラゴンボール』

シリーズなどはその代表的なものである。CODに掲載された“manga”の定義において、“a 

science ficion or fantasy theme”（９）の表現が大きな意味を持ちそうである。さらに“anime”

の定義によれば、1980年代というところが大きな鍵となろう。CODにはこれ以上のことは

書かれていないが、おそらくは宮崎駿監督『風の谷のナウシカ』（1984）、『天空の城 ラピ

ュタ』(1986)、大友克洋監督『アキラ』(1988)などが高く評価されたと思われる。 

 アニメを英語教材として活用する上でもうひとつ重要なのが対象とする学年とその教材

の活用の組み合わせである。英単語の連想等からすれば、英語の導入としては小学生の英語
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教材としてふさわしいかもしれない。ポケモン、カードバトル（デュエルモンスター）は小

学生に人気のあるものだけに、日常的な教材と言えるだろう。ストーリーの上での会話は、

内容的にも友情を感じさせるものも多く、日常の友人とのコミュニケーションでよく使われ

る表現も多いことから、小学生から中学生が対象としては適当だろう。文学作品のアニメ化

や日本オリジナルのアニメ作品ともなれば、中学生から高校生あたりがよいかもしれない。

ただ単にアニメを利用しても、対象とする生徒の年齢、英語力をよく考慮しなければならな

い。日本アニメの海外での評価などを英語で読解するのは高校生以上、国際文化交流、比較

文化的な内容に踏み込む内容であれば、大学生が読んでも十分に教材としても活用できると

思われる。また、教職を目指す学生には、生徒にとって身近なアニメをどう教材として開発

するかなどを考えると、教材研究のひとつとして検討の余地がありそうである。もちろん、

アニメだけに限定するわけではないが、国際化、情報化した現代社会に広く眼を向けて教材

研究をしなければならないだろう。 

 さらに重要なことは、こうしたアニメを活用した教授者が、単に英語の理解にとどまるの

ではなく、異文化理解、国際理解の一助になるような日本独特なものを英語ではどう表現す

るかといった語学的なことから、外国人が何を評価しているのかをどう盛り込んでいくかと

いうことになろう。このような経緯を辿れば、宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』の何が外

国で高く評価されているのかがわかり、日本人の理解との相違を知ることができ、まさに国

際理解が生まれることとなろう。ディズニー映画はじめとする世界中のアニメを視野に入れ

れば、可能性はさらに広がってくるのだ。 

 

 

（４）世界を駆け巡る日本のマンガ／アニメ 

2009年8月1日～2日に世界15カ国からコスプレヤー代表が集い、愛知県で「世界コスプレ

サミット2009」が開催され、オリコンが「世界に通用していると思う〝日本のアニメ〟」

についてアンケートが実施され、その順位が発表された。（１０） 

 

 第１位  『ドラゴンボール』 

 第２位  『ドラえもん』 

 第３位 『ポケットモンスター』 

 第４位  スタジオジブリの作品 

 第５位 『新世紀エヴァンゲリオン』 

 第６位 『機動戦士ガンダム』 

 第７位  『ONE PIECE』 

 第８位  『千と千尋の神隠し』 

 第９位 『NARUTO―ナルト』 

 第10位  『となりのトトロ』 
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アンケート方法の詳細はわからないが、宮崎駿監督の作品は個別にランクインしているもの

もあれば、一作品だけを選べずにスタジオジブリを回答した人も多かったようだ。また、世

界各国で合計1000人にアンケートした「世界に進出した日本の人気アニメベスト100」では

次のような結果も出ている。（１１） 

 

 第１位  『ドラゴンボール』 

 第２位  『ポケットモンスター』 

 第３位 『美少女戦士セーラームーン』 

 第４位  『ドラえもん』 

 第５位 『キャプテン翼』 

 第６位 『とっとこハム太郎』 

 第７位  『アルプスの少女ハイジ』 

 第８位  『クレヨンしんちゃん』 

 第９位 『鉄腕アトム』 

 第10位  『デジモンアドベンチャー』 

 

     

 

また、2010年6月には東京工芸大学が実施した「クール・ジャパンに関する調査の結果が

発表されている。（１２） 

 

 テレビアニメ 

 『ドラゴンボール』シリーズ、『ドラえもん』 47.7％ 

 『機動戦士ガンダム』シリーズ        47.6％ 

 

 マンガ 

 『ドラゴンボール』シリーズ         61.5％ 
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さらに文化庁メディア芸術祭10周年を記念して「日本のメディア芸術100選」を2006年7月

13日~8月31日の50日間に実施されたアンケート結果を紹介しておこう。（１３） 

 

 マンガ部門 

 第 １位  『スラムダンク』                

 第 ２位  『ジョジョの奇妙な冒険』 

 第 ３位 『ドラゴンボール』 

 第 ４位  『鋼の錬金術師』 

 第 ５位 『ドラえもん』 

 第 ６位 『火の鳥』 

 第 ７位  『ブラック・ジャック』 

 第 ８位  『風の谷のナウシカ』 

 第 ９位 『蟲師』 

 第 10位  『DEATH NOTE』 

 第 11位 『ONE PIECE』 

 以下省略 

 

         

 

 アニメーション部門 

 第１位  『新世紀エヴァンゲリオン』 

 第２位  『風の谷のナウシカ』 

 第３位 『天空の城ラピュタ』 

 第４位  『機動戦士ガンダム』 

 第５位 『ルパン三世カリオストロの城』 

 第６位 『蟲師』 

 第７位  『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』 

 第８位  『となりのトトロ』 

 第９位 『鋼の錬金術師』 

 第10位  『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊』 

 第11位 『ドラゴンボールシリーズ』 

 以下省略 
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（５）教材としての可能性 

 今や日本のアニメは、国際化社会において文化アイテムとして地位を獲得した。 

 

 Japan has become the world leader in comics.  Japanese Manga, as comics are 

called here, but has been publicized the world over on television and in 

newspapers and the most popular works have been introduced abroad both 

through legal and pirate translations.（１４） 

 

日本のアニメだけではないが、アニメを大きく評価した例として米アカデミー賞を取り上げ

ておきたい。アカデミー賞は1929年より始まったが、当時はまだアニメを評価する部門は

設けられていなかった。1932年の第5回より短編アニメーション部門が導入され、ウォル

ト・ディズニーによる『花と木』(Flowers and Trees)が受賞した。また、2002年（第74回）

よりは長編アニメーション部門が新たに設けられ、『シュレック』が受賞した。その後、2003

年（第75回）には宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』、2004年（第76回）には『ファインデイ

ング・ニモ』、2005年（第77回）には『Mr.インクレディブル』、2006年（第78回）には『ウ

ォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ！』がそれぞれ受賞したことも背景として取り上げ

ておきたい。 

  さて、日本のアニメを教材として活用することについて、 

 

 英語のポップソングを聞かせたり、あるいは英語のアニメなどを見せるとよい。特に 

  日本のアニメの英語版は、内容的に理解しやすいので推奨したい（１５） 

 

と、新しい時代の英語教員の教材研究を促しているものもすでにある。芸術メディアの一つ

であるアニメは、まさに「時代に対して鏡を掲げた」結果、教育現場では教材のひとつとし

て、新しい可能性が広がってきたのである。教員の多忙化は言うまでもないが、さらに重要

なことは教員の意識ということになる。英語科教員自身も周囲の英語表現に広く関心を持つ、

教材としての可能性をさぐるアンテナを張っておくことが求められる。 

 マンガやアニメはすでにグローバルなアイテムになっており、こうしたものをトピックに

すれば、会話もしやすくなるのではないだろうか。あなたはどう思いますか。 
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 教員をめざして』（三修社、2001年１月）、p.82. 

 

＊「５ マンガ／アニメを利用した英語教材研究」については拙著『英語教育の行方』（イ

ーコン、2011年4月）が基になっている。 

 

＊マンガ／アニメを利用した英語教材については講習中のパワーポイントで詳しく紹介い

たします。 

＊この内容については子ども大学さやま、子ども大学かわごえで小学生４～６年生向けの講

義で大好評を博しました。 
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４ 英語になった日本語 

 

ポップカルチャーからの視点 

 
                       3 rd  (August, 2010) 

 

以下の日本語が英語として掲載されています。 

（抜粋）anime, bento, cosplay, hikikomori, karaoke, kawaii, manga, otaku 

なお、この時初めて掲載されたのは、“hikikomori”です。 

       気になるものを取り上げました。 
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次のようなものも見出し語として掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 



80 
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津波はいわゆる big wave とは異なります。この定義ではしっかりと by an earthquake と

津波の起きるメカニズムが定義されています。ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）が英語

として伝え、定着されたとも言われています。 

 

Longman Dictionary of Contemporary English.  6th edition.  Pearson Educiton 

Limited、2014． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵文字 emoji がようやく紙媒体の辞書にも入りました。絵文字も実は、日本が世界に広げ

た emotion を表現する表現方法です。 
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５ マララ・ユフスザイ（１） 

 

The Day My World Changed from I Am Malala (2013) 

マララ・ユフザイ／金原瑞人＋西田佳子訳『わたしはマララ』 

（学研パブリッシング、2013 年 12 月）  

 

I come from a country that was created at midnight.  When I almost died it was just 

after midday. 

   One year ago I left my home for school and never returned.  I was shot by a Taliban  

bullet and was flown out of Pakistan unconscious.  Some people say I will never return 

home, but I believe firmly in my heart that I will.  To be torn from the country that you 

love is not something to wish on anyone. (p.3) 

 

わたしは、真夜中につくられた国生まれ育った。瀕死の重傷を負ったのは、正午をほんの

少しすぎた頃。 

 一年前のある日、私は学校に行って、それから家に帰っていない。 

タリバンの銃弾を頭に受けて、意識を失ったまま、パキスタンからイ 

ギリスに運ばれた。私が生きて故郷に帰ることはないだろうという人 

もいるけど、わたし自身は、いつかきっと帰れる日が来ると信じてい 

る。愛する祖国から引き離されたまま生きていかなければならないな 

んて、だれにとっても耐えがたいことだ。（12 頁）補足して「イギリスに」が加わっている。 

Peace in every home, every street, every village, every country―this is my dream.  

Education for every boy and every girl in the world.  To sit down on a chair and read 

my 

books with all my friends at school is my right.  To see each and every human being 

with a smile of happiness is my wish. 

   I am Malala.  My world has changed but I have not. (p.293) 

 すべての家庭に、すべての村に、すべての町に、すべての国に、平和が訪れること―そ

れがわたしの夢。世界じゅうのすべての男の子とすべての女の子が教育を受けられますよ

うに。わたしには、学校の椅子に座って、クラスメートたちといっしょに教科書を読む権

利がある。すべての人間がにこにこしながらしあわせに暮らせる日が、いつか来てほしい。 

 わたしはマララ。わたしを取り巻く世界は変わったけれど、わたしは変わっていない。

（407 頁） 

   

 

マララさんの国連演説スピーチ(2013年 7月 12日 

Dear brothers and sisters, we must not forget that 

millions of people are suffering from poverty,  

injustice and ignorance. We must not forget that millions of children are out of schools. 

We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright peaceful 
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future. 

親愛なる少年少女のみなさん、私たちは今もなお何百万人もの人たちが貧困、不当な扱い、

そして無学に苦しめられていることを忘れてはいけません。何百万人もの子どもたちが学

校に行っていないことを忘れてはいけません。少女たち、少年たちが明るい、平和な未来

を待ち望んでいることを忘れてはいけません。 

 

So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty and terrorism and let us pick 

up our books and pens. They are our most powerful weapons. 

無学、貧困、そしてテロリズムと闘いましょう。本を手に取り、ペンを握りましょう。そ

れが私たちにとってもっとも強力な武器なのです。 

 

One child, one teacher, one pen and one book can change the world.  Education is the 

only solution.  Education First. 

1 人の子ども、1 人の教師、1 冊の本、そして 1 本のペン、それで世界を変えられます。教

育こそがただ一つの解決策です。エデュケーション・ファースト（教育を第一に）。ありが

とうございました。 

http://www.msn.com/ja-jp?pc=UP97&ocid=UP97DHP(2015 年 1 月 31 日アクセス) 

 

 

マララさん「子どものため行動を」  

ノーベル賞受賞演説 2014年 12月 10日 

 

As we are living in the modern age, the 21st century and we all 

believe that nothing is impossible. We can reach the moon and 

maybe soon will land on Mars. Then, in this, the 21st century, we 

must be determined that our dream of quality education for all will 

also come true.  

So let us bring equality, justice and peace for all. Not just the politicians and the world 

leaders, we all need to contribute. Me.  You.  It is our duty.  

So we must work…and not wait.  

I call upon my fellow children to stand up around the world.  

Dear sisters and brothers, let us become the first generation to decide to be the last.  

The empty classrooms, the lost childhoods, wasted potential?let these things end with 

us.  

Let this be the last time that a boy or a girl spends their childhood in a factory.  

Let this be the last time that a girl gets forced into early child marriage.  

Let this be the last time that an innocent child loses their life in war.  

Let this be the last time that a classroom remains empty.  

Let this be the last time that a girl is told education is a crime and not a right.  

Let this be the last time that a child remains out of school.  
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Let us begin this ending.  

Let this end with us.  

And let us build a better future right here, right now.  

Thank you. 

21 世紀の現代に生きる私たちは、不可能なことはないと信じています。月にだって行け

るし、火星にもそのうち着陸するかもしれない。ですから、この２１世紀に、誰もが良質

な教育を受けられるという夢もかなうのだとの決意を持たなければならないのです。 

 平等と正義、そして平和をみんなにもたらしましょう。政治家や世界の指導者たちだけ

でなく、全員が貢献する必要があります。私も、あなたも。それが私たちの義務なのです。 

 だから、立ち止まらず、努力しなければなりません。 

 私の仲間である子どもたちに、世界中で立ち上がるよう求めます。 

 親愛なる姉妹、兄弟たちよ。最後になることを決める最初の世代になりましょう。 

 空っぽの教室、失われた子ども時代、生かされなかった可能性。これらを私たちでもう

終わりにしましょう。 

 少年や少女が子ども時代を工場で過ごすのは、もう終わりにしましょう。 

 少女が児童婚を強いられるのは、もう終わりにしましょう。 

 純真な子どもが戦争で命を落とすのは、もう終わりにしましょう。 

 教室が空っぽのままであり続けるのは、もう終わりにしましょう。 

 教育は権利ではなく犯罪だと少女が言われるのは、もう終わりにしましょう。 

 子どもが学校に行けない状況は、もう終わりにしましょう。 

 終わりにすることを始めましょう。 

 私たちで終わりにしましょう。 

 今ここで、より良い未来を築きましょう。 

 ありがとうございました。 

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201412/20141211_73024.html（2015 年 1 月 31 日

アクセス） 

 

 

マララの演説と文章の特徴 

・繰り返しの手法 

 演説の場合には、one～、one～／Let this be～ 

 文章の場合には every～、every～ 

 

 

注 

(1) 「７ マララ・ユフザイ」の項目は 2015 年度の免許状更新講習で取り扱いはじめ、拙

著「教員免許状更新講習と英語教材研究」（『武蔵野教育研究』武蔵野教育研究会、2016

年 2 月）で取りまとめた。「７ 英語になった日本語」の一部も取り扱っている。その後、

拙著『大学教育の行方』（武蔵野学院大学佐々木隆研究室、2016 年 8 月）にも転載した。 

 

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201412/20141211_73024.html（2015年1月31
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６ ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞スピーチ         2016/12/11 15:47     

 

Good evening, everyone. I extend my warmest greetings to the members of the Swedish 

Academy and to all of the other distinguished guests in attendance tonight. 

I'm sorry I can't be with you in person, but please know that I am most definitely with 

you in spirit and honored to be receiving such a prestigious prize. Being awarded the 

Nobel Prize for Literature is something I never could have imagined or seen coming. 

From an early age, I've been familiar with and reading and absorbing the works of those 

who were deemed worthy of such a distinction: Kipling, Shaw, Thomas Mann, Pearl 

Buck, Albert Camus, Hemingway. These giants of literature whose works are taught in 

the schoolroom, housed in libraries around the world and spoken of in reverent tones 

have always made a deep impression. That I now join the names on such a list is truly 

beyond words.  

I don't know if these men 

and women ever thought 

of the Nobel honor for  

themselves, but I suppose 

that anyone writing a  

book, or a poem, or a play 

anywhere in the world  

might harbor that secret 

dream deep down inside.  

It's probably buried so  

deep that they don't even know it's there. 

If someone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, I 

would have to think that I'd have about the same odds as standing on the moon. In fact, 

during the year I was born and for a few years after, there wasn't anyone in the world 

who was considered good enough to win this Nobel Prize. So, I recognize that I am in 

very rare company, to say the least. 

I was out on the road when I received this surprising news, and it took me more than a 

few minutes to properly process it. I began to think about William Shakespeare, the 

great literary figure. I would reckon he thought of himself as a dramatist. The thought 

that he was writing literature couldn't have entered his head. His words were written 

for the stage. Meant to be spoken not read. When he was writing Hamlet, I'm sure he 

was thinking about a lot of different things: "Who're the right actors for these roles?" 

"How should this be staged?" "Do I really want to set this in Denmark?" His creative 

vision and ambitions were no doubt at the forefront of his mind, but there were also 

more mundane matters to consider and deal with. "Is the financing in place?" "Are there 

enough good seats for my patrons?" "Where am I going to get a human skull?" I would 

bet that the farthest thing from Shakespeare's mind was the question "Is this 
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literature?" 

When I started writing songs as a teenager, and even as I started to achieve some 

renown for my abilities, my aspirations for these songs only went so far. I thought they 

could be heard in coffee houses or bars, maybe later in places like Carnegie Hall, the 

London Palladium. If I was really dreaming big, maybe I could imagine getting to make 

a record and then hearing my songs on the radio. That was really the big prize in my 

mind. Making records and hearing your songs on the radio meant that you were 

reaching a big audience and that you might get to keep doing what you had set out to 

do. 

Well, I've been doing what I set out to do for a long time, now. I've made dozens of 

records and played thousands of concerts all around the world. But it's my songs that 

are at the vital center of almost everything I do. They seemed to have found a place in 

the lives of many people throughout many different cultures and I'm grateful for that. 

But there's one thing I must say. As a performer I've played for 50,000 people and I've 

played for 50 people and I can tell you that it is harder to play for 50 people. 50,000 

people have a singular persona, not so with 50. Each person has an individual, separate 

identity, a world unto themselves. They can perceive things more clearly. Your honesty 

and how it relates to the depth of your talent is tried. The fact that the Nobel committee 

is so small is not lost on me. 

But, like Shakespeare, I too am often occupied with the pursuit of my creative 

endeavors and dealing with all aspects of life's mundane matters. "Who are the best 

musicians for these songs?" "Am I recording in the right studio?" "Is this song in the 

right key?" Some things never change, even in 400 years. 

Not once have I ever had the time to ask myself, "Are my songs literature?" 

So, I do thank the Swedish Academy, both for taking the time to consider that very 

question, and, ultimately, for providing such a wonderful answer. 

My best wishes to you all, 

Bob Dylan 

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO10538020R11C16A2I00000/（2017 年 1 月 4 日ア 

クセス） 

 

 

全訳掲載｜ボブ・ディランのノーベル文学賞の受賞スピーチ 

 

皆さん、こんばんは。スウェーデン・アカデミーのメンバーとご来賓の皆さまにご挨拶申

し上げます。本日は出席できず残念に思います。しかし私の気持ちは皆さまと共にあり、

この栄誉ある賞を受賞できることはとても光栄です。ノーベル文学賞が私に授与されるこ

となど、夢にも思っていませんでした。私は幼い頃から、（ラドヤード）キップリング、（バ 

ーナード）ショー、トーマス・マン、パール・バック、アルベール・カミュ、（アーネスト）

ヘミングウェイなど素晴らしい作家の作品に触れ、夢中になっ 

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO10538020R11C16A2I00000/（2017年1月4
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てのめり込みました。いつも深い感銘を与えてくれ 

る文学の巨匠の作品は、学校の授業で取り上げられ、 

世界中の図書室に並び、賞賛されています。それら 

の偉大な人々と共に私が名を連ねることは、言葉で 

は言い表せないほど光栄なことです。 

その文学の巨匠たちが自ら「ノーベル賞を受賞した 

い」と思っていたかどうかはわかりませんが、本や 

詩や脚本を書く人は誰でも、心のどこかでは密かな 

夢を抱いていると思います。それは心のとても深い 

所にあるため、自分自身でも気づかないかもしれま 

せん。 

ノーベル文学賞を貰えるチャンスは誰にでもある、 

といっても、それは月面に降り立つぐらいのわずか 

な確率でしかないのです。実際、私が生まれた前後 

数年間は、ノーベル文学賞の対象者がいませんでした。私はとても貴重な人たちの仲間入

りをすることができたと言えます。 

ノーベル賞受賞の知らせを受けた時、私はツアーに出ている最中でした。そして暫くの間、

私は状況をよく飲み込めませんでした。その時私の頭に浮かんだのは、偉大なる文学の巨

匠ウィリアム・シェイクスピアでした。彼は自分自身のことを劇作家だと考え、「自分は文

学作品を書いている」という意識はなかったはずです。彼の言葉は舞台上で表現するため

のものでした。つまり読みものではなく語られるものです。彼がハムレットを執筆中は、「ふ

さわしい配役は？ 舞台演出は？ デンマークが舞台でよいのだろうか？」などさまざま

な考えが頭に浮かんだと思います。もちろん、彼にはクリエイティヴなヴィジョンと大い

なる志がまず念頭にあったのは間違いないでしょうが、同時に「資金は足りているか？ ス

ポンサーのためのよい席は用意できているか？（舞台で使う）人間の頭蓋骨はどこで手配

しようか？」といったもっと現実的な問題も抱えていたと思います。それでも「自分のや

っていることは文学か否か」という自問はシェイクスピアの中には微塵もなかったと言え

るでしょう。 

ティーンエイジャーで曲を書き始めた頃や、その後名前が売れ始めた頃でさえ、「自分の曲

は喫茶店かバーで流れる程度のもので、あわよくばカーネギー・ホールやロンドン・パラ

ディアムで演奏されるようになればいいな」、という程度の希望しか持っていませんでした。

もしも私がもっと大胆な野望を抱いていたなら、「アルバムを制作して、ラジオでオンエア

されるようになりたい」と思っていたでしょう。それが私の考えうる最も大きな栄誉でし

た。レコードを作ってラジオで自分の曲が流された時、それは大観衆の前に立ち、自分の

やり始めたことを続けられるという夢に近づいた瞬間でした。 

そうして私は自分のやり始めたことを、ここまで長きに渡って続けてきました。何枚もの

レコードを作り、世界中で何千回ものコンサートを行いました。しかし何をするにしても

常に中心にあるのは私の楽曲です。多種多様な文化の多くの人々の間で私の作品が生き続

けていると思うと、感謝の気持ちでいっぱいです。 

ぜひお伝えしておきたいことがあります。ミュージシャンとして私は 5 万人の前でプレイ
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したこともありますが、50 人の前でプレイする方がもっと難しいのです。5 万人の観衆は

ひとつの人格として扱うことができますが、50 人の場合はそうはいきません。個々人が独

立したアイデンティティを持ち、自分自身の世界を持ち、こちらの物事に向き合う態度や

才能の高さ低さを見抜かれてしまうのです。ノーベル委員会が少人数で構成されている意

義を、私はよく理解できます。 

私もシェイクスピアのようにクリエイティヴな試みを追求しながらも、「この曲にはどのミ

ュージシャンが合っているか？ レコーディングはこのスタジオでいいのか？ この曲は

このキーでいいのか？」などという、避けて通れぬ人生のあらゆる俗的な問題と向き合っ

ています。400 年経っても変わらないものはあるのです。 

「私の楽曲は文学なのか？」と何度も自問しました。 

この難題に時間をかけて取り組み、最終的に素晴らしい結論を導き出してくれたスウェー

デン・アカデミーに本当に感謝しています。 

 

ありがとうございました。 

                                         

                           ボブ・ディラン 

 

http://rollingstonejapan.com/articles/detail/27267/2/1/1（2017 年 1 月 4 日アクセス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rollingstonejapan.com/articles/detail/27267/2/1/1（2017年1月4
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７ ノーベル文学賞受賞 カズオ・イシグロ 

 

ISHIGURO, Kazuo (1954- ), British novelist, born in Nagasaki, Japan, of ‘middle-class 

saumurai parents’; he moved with his family to England at the age of six where he was 

educated at the universities of Kent and East Anglia.  Ishiguro has written short 

stories and television plays but it was his first three dazzling short novels that brought 

him recognition.  Though he did not return to Japan until a brief visit in 1989, these 

novels have a Japanese setting or atmosphere.  In A Pale View of Hills (1982) Esuko, a 

Japanese widow, living alone in an English village, being visited by the Westernized 

daughter of her second, English marriage, is haunted by the suicide of her older 

daughter Keiko.  An Artist of the Floating World (1986; Whitbread Prize) is also a 

retrospective novel this time set entirely in post-war Japan.  Masuji Ono, a 

once-distinguished painter, who is trying to get his younger daughter married, and is 

being visited by his older daughter and her little boy, looks back on a career which now 

seems to him discredited.  His move from the ‘floating world’ of traditionally sensual 

Japanese art to imperialist propaganda is tainted, retrospectively, by his country’s 

shame and defeat.  The comedy of the family relationships is held in balance with 

Ono’s self-decepton and despair.  The Remains of the Day (1989; Booker Prize) is set in 

England at the time of Suez, 1956, but keeps the Japanese theme of the loyal servant. 

Stevens, butler at Darlington Hall, sacrificed his emotional life for the sake of ‘great- 

ness’ in his profession.  But the later Lord Darlington is a disgraced figure who was a 

dupe of the Nazis, and Stevens’s life of service is revealed as a catastrophic self-betrayal.  

In all three books, the self-deceptions and evasions of the central figure are presented 

through a cryptic, formal narrative which seems to pick its way through landscapes of  

lost opportunities and stifled emotions.  The Unconsoled (1995), his most experimental 

work, is set in an unnamed Eastern European city, where the central character, a 

pianist named Mr Ryder, arrives in order to perform at some unspecified cultural event.  

He is then involved in a series of no less vague and frustrating encounters―a reception 

in his honor at which he is oblieged to appear in his dressing-gown; a photo-call for 

which he is equally unprepared―in the course of which he meets people from his past, 

including his wife and stepson, his parents, and various old school friends, all of whom 

relate their stories.  The enigmatic mood of the novel, with its conscious echoes of Joyce, 

Kafka, Borges, Calvino, and other practitioners of the all-encompassing fable, is 

sustained to the end. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

イギリスの小説家。長崎で、武家の血を引く中流階級の家庭に生まれる。6 歳のときに

家族とともにイングランドに移住し、ケント大学、イースト•アングリア大学に学ぶ。短編

小説やテレビ向けの脚本も執筆しているが、大きな評価をもたらしたのは輝かしい最初の

小説 3 作品である。彼は 1989 年に短期訪問するまで日本に 1 度も帰国しなかったが、これ

らの小説では日本が舞台となっているか、または日本情緒があふれている。『女たちの遠

い夏』A Pale of View Hills (1982)では、イングランドの村に独りで暮らす未亡人の日本女 
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性エツコのもとに、2 度目のイギリス人との結婚でもうけた西欧化した娘が訪れるが、エツ

コは上の娘ケイコの自殺が頭から離れずに苦しむ。『浮世の画家』An Artist of the Floating 

World (1986，ウィットブレッド賞)も回顧的な小説で、今度は全体にわたって戦後の日本が

舞台となっている。かつては名高い画家だったオノ•マスジが下の娘を結婚させようとして

いるところへ、上の娘が小さな息子を連れて訪れる。オノは、もう評判を失ったように思

える画家としての人生をふり返り、日本の官能的伝統芸術が描く「浮世」の世界から、帝

国主義プロパガンダをおこなう身へと転身したことが、自国の恥辱的な敗北によって汚さ

れてしまったと感じる。喜劇的な家族関係と、オノの自己欺瞞と絶望とがほどよくバラン

スを保っている。『日の名残り』The Remains of the Day (1989, ブッカー賞) は 1956 年

のスエズ動乱時代のイングランドが 舞台だが、忠実な召使いという日本的な主題は維持さ

れている。ダーリントン・ホールの執事スティーヴンズは、自分の職業の「崇高さ」のた

め、感情的な生き方を犠牲にしていた。だがやがて、ナチスの協力者だったダーリントン

卿が名誉を失った形で描かれ、スティーヴンズの執事としての人生がとうとうと語られる。

これら 3 作では、中心人物の自己欺瞞と責任回避が、格式的で謎めいた語りで描出され、

失われた機会や殺した感情を意識しながら少しずつ展開していくようにもみえる。『充た

されざる者』 The Unclosed (1995) はイシグロの最も実験的な作品で、東ヨーロッパの不

特定の町が舞台.中心人物であるピアニスト、ミスター•ライダーは、ある文化的なイベン

トで演奏するためにその町を訪れる。すると、彼のために開かれるレセプションにガウン

のまま出席せざるを得なくなったり、カメラマンとの会見の際にも準備する間がなかった

りするなど、じつにあいまいでいらだたしいできごとに次々と遭遇する。その中で彼は、

妻、義理の息子、両親、古い学友など過去に関わった人々と出会い、その誰もが自らの話

を語る。*ジョイス、カフカ、ボルヘス、カルヴィーノなど、作品全体が寓話めいた小説を

描いた作家たちを意識的に模倣したこの小説の不可解な雰囲気は、結末まで変わることは

ない。 

 

     

      Oxford: Oxford University Press         DHC、2000 年 9 月、pp.61-62 

   1996   p.333. 

  

＊上記の事典はカズオ・イシグロがノーベル文学賞を受賞する以前のものである。 

 

 



91 

 

Kazuo Ishiguro - Nobel Lecture 

7 December, 2017 

My Twentieth Century Evening – and Other Small Breakthroughs 

 

If you'd come across me in the autumn of 1979, you might have had some difficulty 

placing me, socially or even racially. I was then 24 years old. My features would have 

looked Japanese, but unlike most Japanese men seen in Britain in those days, I had 

hair down to my shoulders, and a drooping bandit-style moustache. The only accent 

discernible in my speech was that of someone brought up in the southern counties of 

England, inflected at times by the languid, already dated vernacular of the Hippie era. 

If we'd got talking, we might have discussed the Total Footballers of Holland, or Bob 

Dylan's latest album, or perhaps the year I'd just spent working with homeless people in 

London. Had you mentioned Japan, asked me about its culture, you might even have 

detected a trace of impatience enter my manner as I declared my ignorance on the 

grounds that I hadn't set foot in that country – not even for a holiday – since leaving it 

at the age of five. 

That autumn I'd arrived with a rucksack, a guitar and a portable typewriter in Buxton, 

Norfolk – a small English village with an old water mill and flat farm fields all around it. 

I'd come to this place because I'd been accepted on a one-year postgraduate Creative 

Writing course at the University of East Anglia. The university was ten miles away, in 

the cathedral town of Norwich, but I had no car and my only way of getting there was by 

means of a bus service that operated just once in the morning, once at lunch-time and 

once in the evening. But this, I was soon to discover, was no great hardship: I was rarely 

required at the university more than twice a week. I'd rented a room in a small house 

owned by a man in his thirties whose wife had just left him. No doubt, for him, the 

house was filled with the ghosts of his wrecked dreams – or perhaps he just wanted to 

avoid me; in any case, I didn't set eyes on him for days on end. In other words, after the 

frenetic life I'd been leading in London, here I was, faced with an unusual amount of 

quiet and solitude in which to transform myself into a writer. 

In fact, my little room was not unlike the classic writer's garret. The ceilings sloped 

claustrophobically – though if I stood on tip-toes I had a view, from my one window, of 

ploughed fields stretching away into the distance. There was a small table, the surface 

of which my typewriter and a desk lamp took up almost entirely. On the floor, instead of 

a bed, there was a large rectangular piece of industrial foam that would cause me to 

sweat in my sleep, even during the bitterly cold Norfolk nights. 

It was in this room that I carefully examined the two short stories I'd written over the 

summer, wondering if they were good enough to submit to my new classmates. (We were, 

I knew, a class of six, meeting once every two weeks.) At that point in my life I'd written 

little else of note in the way of prose fiction, having earned my place on the course with 

a radio play rejected by the BBC. In fact, having previously made firm plans to become a 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2016/dylan-facts.html
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rock star by the time I was twenty, my literary ambitions had only recently made 

themselves known to me. The two stories I was now scrutinising had been written in 

something of a panic, in response to the news that I'd been accepted on the university 

course. One was about a macabre suicide pact, the other about street fights in Scotland, 

where I'd spent some time as a community worker. They were not so good. I started 

another story, about an adolescent who poisons his cat, set like the others in present day 

Britain. Then one night, during my third or fourth week in that little room, I found 

myself writing, with a new and urgent intensity, about Japan – about Nagasaki, the city 

of my birth, during the last days of the Second World War. 

This, I should point out, came as something of a surprise to me. Today, the prevailing 

atmosphere is such that it's virtually an instinct for an aspiring young writer with a 

mixed cultural heritage to explore his 'roots' in his work. But that was far from the case 

then. We were still a few years away from the explosion of 'multicultural' literature in 

Britain. Salman Rushdie was an unknown with one out-of-print novel to his name. 

Asked to name the leading young British novelist of the day, people might have 

mentioned Margaret Drabble; of older writers, Iris Murdoch, Kingsley Amis, William 

Golding, Anthony Burgess, John Fowles. Foreigners like Gabriel García Márquez, 

Milan Kundera or Borges were read only in tiny numbers, their names meaningless 

even to keen readers. 

Such was the literary climate of the day that when I finished that first Japanese story, 

for all my sense of having discovered an important new direction, I began immediately 

to wonder if this departure shouldn't be viewed as a self-indulgence; if I shouldn't 

quickly return to more 'normal' subject matter. It was only after considerable hesitation 

I began to show the story around, and I remain to this day profoundly grateful to my 

fellow students, to my tutors, Malcolm Bradbury and Angela Carter, and to the novelist 

Paul Bailey – that year the university's writer-in-residence – for their determinedly 

encouraging response. Had they been less positive, I would probably never again have 

written about Japan. As it was, I returned to my room and wrote and wrote. Throughout 

the winter of 1979-80, and well into the spring, I spoke to virtually no-one aside from 

the other five students in my class, the village grocer from whom I bought the breakfast 

cereals and lamb kidneys on which I existed, and my girlfriend, Lorna, (today my wife) 

who'd come to visit me every second weekend. It wasn't a balanced life, but in those four 

or five months I managed to complete one half of my first novel, A Pale View of Hills – 

set also in Nagasaki, in the years of recovery after the dropping of the atomic bomb. I 

can remember occasionally during this period tinkering with some ideas for short 

stories not set in Japan, only to find my interest waning rapidly. 

Those months were crucial for me, in so far as without them I'd probably never have 

become a writer. Since then, I've often looked back and asked: what was going on with 

me? What was all this peculiar energy? My conclusion has been that just at that point in 

my life, I'd become engaged in an urgent act of preservation. To explain this, I'll need to 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1983/golding-facts.html
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go back a little. 

* 

I had come to England, aged five, with my parents and sister in April 1960, to the town 

of Guildford, Surrey, in the affluent 'stockbroker belt' thirty miles south of London. My 

father was a research scientist, an oceanographer who'd come to work for the British 

government. The machine he went on to invent, incidentally, is today part of the 

permanent collection at the Science Museum in London.  

The photographs taken shortly after our arrival show an England from a vanished era. 

Men wear woollen V-neck pullovers with ties, cars still have running boards and a spare 

wheel on the back. The Beatles, the sexual revolution, student protests, 

'multiculturalism' were all round the corner, but it's hard to believe the England our 

family first encountered even suspected it. To meet a foreigner from France or Italy was 

remarkable enough – never mind one from Japan.  

Our family lived in a cul-de-sac of twelve houses just where the paved roads ended and 

the countryside began. It was less than a five minute stroll to the local farm and the 

lane down which rows of cows trudged back and forth between fields. Milk was 

delivered by horse and cart. A common sight I remember vividly from my first days in 

England was that of hedgehogs – the cute, spiky, nocturnal creatures then numerous in 

that country – squashed by car wheels during the night, left in the morning dew, tucked 

neatly by the roadside, awaiting collection by the refuse men.  

All our neighbours went to church, and when I went to play with their children, I 

noticed they said a small prayer before eating.  

I attended Sunday school, and before long was singing in the church choir, becoming, 

aged ten, the first Japanese Head Chorister seen in Guildford. I went to the local 

primary school – where I was the only non-English child, quite possibly in the entire 

history of that school – and from when I was eleven, I travelled by train to my grammar 

school in a neighbouring town, sharing the carriage each morning with ranks of men in 

pinstripe suits and bowler hats, on their way to their offices in London.  

By this stage, I'd become thoroughly trained in the manners expected of English 

middle-class boys in those days. When visiting a friend's house, I knew I should stand to 

attention the instant an adult wandered into the room; I learned that during a meal I 

had to ask permission before getting down from the table. As the only foreign boy in the 

neighbourhood, a kind of local fame followed me around. Other children knew who I was 

before I met them. Adults who were total strangers to me sometimes addressed me by 

name in the street or in the local store. 

When I look back to this period, and remember it was less than twenty years from the 

end of a world war in which the Japanese had been their bitter enemies, I'm amazed by 

the openness and instinctive generosity with which our family was accepted by this 

ordinary English community. The affection, respect and curiosity I retain to this day for 

that generation of Britons who came through the Second World War, and built a 
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remarkable new welfare state in its aftermath, derive significantly from my personal 

experiences from those years. 

But all this time, I was leading another life at home with my Japanese parents. At home 

there were different rules, different expectations, a different language. My parents' 

original intention had been that we return to Japan after a year, perhaps two. In fact, 

for our first eleven years in England, we were in a perpetual state of going back 'next 

year'. As a result, my parents' outlook remained that of visitors, not of immigrants. 

They'd often exchange observations about the curious customs of the natives without 

feeling any onus to adopt them. And for a long time the assumption remained that I 

would return to live my adult life in Japan, and efforts were made to keep up the 

Japanese side of my education. Each month a parcel arrived from Japan, containing the 

previous month's comics, magazines and educational digests, all of which I devoured 

eagerly. These parcels stopped arriving some time in my teens – perhaps after my 

grandfather's death – but my parents' talk of old friends, relatives, episodes from their 

lives in Japan all kept up a steady supply of images and impressions. And then I always 

had my own store of memories – surprisingly vast and clear: of my grandparents, of 

favourite toys I'd left behind, the traditional Japanese house we'd lived in (which I can 

even today reconstruct in my mind room by room), my kindergarten, the local tram stop, 

the fierce dog that lived by the bridge, the chair in the barber's shop specially adapted 

for small boys with a car steering wheel fixed in front of the big mirror. 

What this all amounted to was that as I was growing up, long before I'd ever thought to 

create fictional worlds in prose, I was busily constructing in my mind a richly detailed 

place called 'Japan' – a place to which I in some way belonged, and from which I drew a 

certain sense of my identity and my confidence. The fact that I'd never physically 

returned to Japan during that time only served to make my own vision of the country 

more vivid and personal. 

Hence the need for preservation. For by the time I reached my mid-twenties – though I 

never clearly articulated this at the time – I was coming to realise certain key things. I 

was starting to accept that 'my' Japan perhaps didn't much correspond to any place I 

could go to on a plane; that the way of life of which my parents talked, that I 

remembered from my early childhood, had largely vanished during the 1960s and 

1970s; that in any case, the Japan that existed in my head might always have been an 

emotional construct put together by a child out of memory, imagination and speculation. 

And perhaps most significantly, I'd come to realise that with each year I grew older, this 

Japan of mine – this precious place I'd grown up with – was getting fainter and fainter. 

I'm now sure that it was this feeling, that 'my' Japan was unique and at the same time 

terribly fragile – something not open to verification from outside – that drove me on to 

work in that small room in Norfolk. What I was doing was getting down on paper that 

world's special colours, mores, etiquettes, its dignity, its shortcomings, everything I'd 

ever thought about the place, before they faded forever from my mind. It was my wish to 
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re-build my Japan in fiction, to make it safe, so that I could thereafter point to a book 

and say: 'Yes, there's my Japan, inside there.' 

* 

Spring 1983, three and a half years later. Lorna and I were now in London, lodging in 

two rooms at the top of a tall narrow house, which itself stood on a hill at one of the 

highest points of the city. There was a television mast nearby and when we tried to 

listen to records on our turntable, ghostly broadcasting voices would intermittently 

invade our speakers. Our living room had no sofa or armchair, but two mattresses on 

the floor covered with cushions. There was also a large table on which I wrote during 

the day, and where we had dinner at night. It wasn't luxurious, but we liked living there. 

I'd published my first novel the year before, and I'd also written a screenplay for a short 

film soon to be broadcast on British television. 

I'd been for a time reasonably proud of my first novel, but by that spring, a niggling 

sense of dissatisfaction had set in. Here was the problem. My first novel and my first TV 

screenplay were too similar. Not in subject matter, but in method and style. The more I 

looked at it, the more my novel resembled a screenplay – dialogue plus directions. This 

was okay up to a point, but my wish now was to write fiction that could work properly 

only on the page. Why write a novel if it was going to offer more or less the same 

experience someone could get by turning on a television? How could written fiction hope 

to survive against the might of cinema and television if it didn't offer something unique, 

something the other forms couldn't do? 

Around this time, I came down with a virus and spent a few days in bed. When I came 

out of the worst of it, and I didn't feel like sleeping all the time, I discovered that the 

heavy object, whose presence amidst my bedclothes had been annoying me for some 

time, was in fact a copy of the first volume of Marcel Proust's Remembrance of Things 

Past (as the title was then translated). There it was, so I started to read it. My still 

fevered condition was perhaps a factor, but I became completely riveted by the Overture 

and Combray sections. I read them over and over. Quite aside from the sheer beauty of 

these passages, I became thrilled by the means by which Proust got one episode to lead 

into the next. The ordering of events and scenes didn't follow the usual demands of 

chronology, nor those of a linear plot. Instead, tangential thought associations, or the 

vagaries of memory seemed to move the writing from one episode to the next. 

Sometimes I found myself wondering: why had these two seemingly unrelated moments 

been placed side by side in the narrator's mind? I could suddenly see an exciting, freer 

way of composing my second novel; one that could produce richness on the page and 

offer inner movements impossible to capture on any screen. If I could go from one 

passage to the next according to the narrator's thought associations and drifting 

memories, I could compose in something like the way an abstract painter might choose 

to place shapes and colours around a canvas. I could place a scene from two days ago 

right beside one from twenty years earlier, and ask the reader to ponder the 
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relationship between the two. In such a way, I began to think, I might suggest the many 

layers of self-deception and denial that shrouded any person's view of their own self and 

of their past. 

* 

March 1988. I was 33 years old. We now had a sofa and I was lying across it, listening to 

a Tom Waits album. The previous year, Lorna and I had bought our own house in an 

unfashionable but pleasant part of South London, and in this house, for the first time, I 

had my own study. It was small, and didn't have a door, but I was thrilled to spread my 

papers around and not have to clear them away at the end of each day. And in that 

study – or so I believed – I'd just finished my third novel. It was my first not to have a 

Japanese setting – my personal Japan having been made less fragile by the writing of 

my previous novels. In fact my new book, to be called The Remains of the Day, seemed 

English in the extreme – though not, I hoped, in the manner of many British authors of 

the older generation. I'd been careful not to assume, as I felt many of them did, that my 

readers were all English, with native familiarity of English nuances and preoccupations. 

By then, writers like Salman Rushdie and V.S. Naipaul had forged the way for a more 

international, outward-looking British literature, one that didn't claim any centrality or 

automatic importance for Britain. Their writing was post-colonial in the widest sense. I 

wanted, like them, to write 'international' fiction that could easily cross cultural and 

linguistic boundaries, even while writing a story set in what seemed a peculiarly 

English world. My version of England would be a kind of mythical one, whose outlines, I 

believed, were already present in the imaginations of many people around the world, 

including those who had never visited the country.  

The story I'd just finished was about an English butler who realises, too late in his life, 

that he has lived his life by the wrong values; and that he's given his best years to 

serving a Nazi sympa-thizer; that by failing to take moral and political responsibility for 

his life, he has in some profound sense wasted that life. And more: that in his bid to 

become the perfect servant, he has forbidden himself to love, or be loved by, the one 

woman he cares for. 

I'd read through my manuscript several times, and I'd been reasonably satisfied. Still, 

there was a niggling feeling that something was missing. 

Then, as I say, there I was, in our house one evening, on our sofa, listening to Tom Waits. 

And Tom Waits began to sing a song called 'Ruby's Arms'. Perhaps some of you know it. 

(I even thought about singing it to you at this point, but I've changed my mind.) It's a 

ballad about a man, possibly a soldier, leaving his lover asleep in bed. It's the early 

morning, he goes down the road, gets on a train. Nothing unusual in that. But the song 

is delivered in the voice of a gruff American hobo utterly unaccustomed to revealing his 

deeper emotions. And there comes a moment, midway through the song, when the 

singer tells us that his heart is breaking. The moment is almost unbearably moving 

because of the tension between the sentiment itself and the huge resistance that's 
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obviously been overcome to declare it. Tom Waits sings the line with cathartic 

magnificence, and you feel a lifetime of tough-guy stoicism crumbling in the face of 

overwhelming sadness.  

As I listened to Tom Waits, I realised what I'd still left to do. I'd unthinkingly made the 

decision, somewhere way back, that my English butler would maintain his emotional 

defences, that he'd manage to hide behind them, from himself and his reader, to the 

very end. Now I saw I had to reverse that decision. Just for one moment, towards the 

end of my story, a moment I'd have to choose carefully, I had to make his armour crack. I 

had to allow a vast and tragic yearning to be glimpsed underneath. 

I should say here that I have, on a number of other occasions, learned crucial lessons 

from the voices of singers. I refer here less to the lyrics being sung, and more to the 

actual singing. As we know, a human voice in song is capable of expressing an 

unfathomably complex blend of feelings. Over the years, specific aspects of my writing 

have been influenced by, among others, Bob Dylan, Nina Simone, Emmylou Harris, Ray 

Charles, Bruce Springsteen, Gillian Welch and my friend and collaborator Stacey Kent. 

Catching something in their voices, I've said to myself: 'Ah yes, that's it. That's what I 

need to capture in that scene. Something very close to that.' Often it's an emotion I can't 

quite put into words, but there it is, in the singer's voice, and now I've been given 

something to aim for.  

* 

In October 1999 I was invited by the German poet Christoph Heubner on behalf of the 

International Auschwitz Committee to spend a few days visiting the former 

concentration camp. My accommodation was at the Auschwitz Youth Meeting Centre on 

the road between the first Auschwitz camp and the Birkenau death camp two miles 

away. I was shown around these sites and met, informally, three survivors. I felt I'd 

come close, geographically at least, to the heart of the dark force under whose shadow 

my generation had grown up. At Birkenau, on a wet afternoon, I stood before the 

rubbled remains of the gas chambers – now strangely neglected and unattended – left 

much as the Germans had left them after blowing them up and fleeing the Red Army. 

They were now just damp, broken slabs, exposed to the harsh Polish climate, 

deteriorating year by year. My hosts talked about their dilemma. Should these remains 

be protected? Should perspex domes be built to cover them over, to preserve them for the 

eyes of succeeding generations? Or should they be allowed, slowly and naturally, to rot 

away to nothing? It seemed to me a powerful metaphor for a larger dilemma. How were 

such memories to be preserved? Would the glass domes transform these relics of evil 

and suffering into tame museum exhibits? What should we choose to remember? When 

is it better to forget and move on? 

I was 44 years old. Until then I'd considered the Second World War, its horrors and its 

triumphs, as belonging to my parents' generation. But now it occurred to me that before 

too long, many who had witnessed those huge events at first hand would not be alive. 
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And what then? Did the burden of remembering fall to my own generation? We hadn't 

experienced the war years, but we'd at least been brought up by parents whose lives had 

been indelibly shaped by them. Did I, now, as a public teller of stories, have a duty I'd 

hitherto been unaware of? A duty to pass on, as best I could, these memories and lessons 

from our parents' generation to the one after our own? 

A little while later, I was speaking before an audience in Tokyo, and a questioner from 

the floor asked, as is common, what I might work on next. More specifically, the 

questioner pointed out that my books had often concerned individuals who'd lived 

through times of great social and political upheaval, and who then looked back over 

their lives and struggled to come to terms with their darker, more shameful memories. 

Would my future books, she asked, continue to cover a similar territory? 

I found myself giving a quite unprepared answer. Yes, I said, I'd often written about 

such individuals struggling between forgetting and remembering. But in the future, 

what I really wished to do was to write a story about how a nation or a community faced 

these same questions. Does a nation remember and forget in much the same way as an 

individual does? Or are there important differences? What exactly are the memories of a 

nation? Where are they kept? How are they shaped and controlled? Are there times 

when forgetting is the only way to stop cycles of violence, or to stop a society 

disintegrating into chaos or war? On the other hand, can stable, free nations really be 

built on foundations of wilful amnesia and frustrated justice? I heard myself telling the 

questioner that I wanted to find a way to write about these things, but that for the 

moment, unfortunately, I couldn't think how I'd do it. 

* 

One evening in early 2001, in the darkened front room of our house in North London 

(where we were by then living), Lorna and I began to watch, on a reasonable quality 

VHS tape, a 1934 Howard Hawks film called Twentieth Century. The film's title, we 

soon discovered, referred not to the century we'd then just left behind, but to a famous 

luxury train of the era connecting New York and Chicago. As some of you will know, the 

film is a fast-paced comedy, set largely on the train, concerning a Broadway producer 

who, with increasing desperation, tries to prevent his leading actress going to 

Hollywood to become a movie star. The film is built around a huge comic performance by 

John Barrymore, one of the great actors of his day. His facial expressions, his gestures, 

almost every line he utters come layered with ironies, contradictions, the grotesqueries 

of a man drowning in egocentricity and self-dramatisation. It is in many ways a brilliant 

performance. Yet, as the film continued to unfold, I found myself curiously uninvolved. 

This puzzled me at first. I usually liked Barrymore, and was a big enthusiast for 

Howard Hawks's other films from this period – such as His Girl Friday and Only Angels 

Have Wings. Then, around the film's one hour mark, a simple, striking idea came into 

my head. The reason why so many vivid, undeniably convincing characters in novels, 

films and plays so often failed to touch me was because these characters didn't connect 
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to any of the other characters in an interesting human relationship. And immediately, 

this next thought came regarding my own work: What if I stopped worrying about my 

characters and worried instead about my relationships? 

As the train rattled farther west and John Barrymore became ever more hysterical, I 

thought about E.M. Forster's famous distinction between three-dimensional and 

two-dimensional characters. A character in a story became three-dimensional, he'd said, 

by virtue of the fact that they 'surprised us convincingly'. It was in so doing they became 

'rounded'. But what, I now wondered, if a character was three-dimensional, while all his 

or her relationships were not? Elsewhere in that same lecture series, Forster had used a 

humorous image, of extracting the storyline out of a novel with a pair of forceps and 

holding it up, like a wriggling worm, for examination under the light. Couldn't I perform 

a similar exercise and hold up to the light the various relationships that criss-cross any 

story? Could I do this with my own work – to stories I'd completed and ones I was 

planning? I could look at, say, this mentor-pupil relationship. Does it say something 

insightful and fresh? Or now that I was staring at it, does it become obvious it's a tired 

stereotype, identical to those found in hundreds of mediocre stories? Or this 

relationship between two competitive friends: is it dynamic? Does it have emotional 

resonance? Does it evolve? Does it surprise convincingly? Is it three-dimensional? I 

suddenly felt I understood better why in the past various aspects of my work had failed, 

despite my applying desperate remedies. The thought came to me – as I continued to 

stare at John Barrymore – that all good stories, never mind how radical or traditional 

their mode of telling, had to contain relationships that are important to us; that move us, 

amuse us, anger us, surprise us. Perhaps in future, if I attended more to my 

relationships, my characters would take care of themselves. 

It occurs to me as I say this that I might be making a point here that has always been 

plainly obvious to you. But all I can say is that it was an idea that came to me 

surprisingly late in my writing life, and I see it now as a turning point, comparable with 

the others I've been describing to you today. From then on, I began to build my stories in 

a different way. When writing my novel Never Let Me Go, for instance, I set off from the 

start by thinking about its central relationships triangle, and then the other 

relationships that fanned out from it. 

* 

Important turning points in a writer's career – perhaps in many kinds of career – are 

like these. Often, they are small, scruffy moments. They are quiet, private sparks of 

revelation. They don't come often, and when they do, they may well come without 

fanfare, unendorsed by mentors or colleagues. They must often compete for attention 

with louder, seemingly more urgent demands. Sometimes what they reveal may go 

against the grain of prevailing wisdom. But when they come, it's important to be able to 

recognise them for what they are. Or they'll slip through your hands. 

I've been emphasising here the small and the private, because essentially that's what 
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my work is about. One person writing in a quiet room, trying to connect with another 

person, reading in another quiet – or maybe not so quiet – room. Stories can entertain, 

sometimes teach or argue a point. But for me the essential thing is that they 

communicate feelings. That they appeal to what we share as human beings across our 

borders and divides. There are large glamorous industries around stories; the book 

industry, the movie industry, the television industry, the theatre industry. But in the 

end, stories are about one person saying to another: This is the way it feels to me. Can 

you understand what I'm saying? Does it also feel this way to you?  

* 

So we come to the present. I woke up recently to the realisation I'd been living for some 

years in a bubble. That I'd failed to notice the frustration and anxieties of many people 

around me. I realised that my world – a civilised, stimulating place filled with ironic, 

liberal-minded people – was in fact much smaller than I'd ever imagined. 2016, a year of 

surprising – and for me depressing – political events in Europe and in America, and of 

sickening acts of terrorism all around the globe, forced me to acknowledge that the 

unstoppable advance of liberal-humanist values I'd taken for granted since childhood 

may have been an illusion. 

I'm part of a generation inclined to optimism, and why not? We watched our elders 

successfully transform Europe from a place of totalitarian regimes, genocide and 

historically unprecedented carnage to a much-envied region of liberal democracies 

living in near-borderless friendship. We watched the old colonial empires crumble 

around the world together with the reprehensible assumptions that underpinned them. 

We saw significant progress in feminism, gay rights and the battles on several fronts 

against racism. We grew up against a backdrop of the great clash – ideological and 

military – between capitalism and communism, and witnessed what many of us 

believed to be a happy conclusion. 

But now, looking back, the era since the fall of the Berlin Wall seems like one of 

complacency, of opportunities lost. Enormous inequalities – of wealth and opportunity – 

have been allowed to grow, between nations and within nations. In particular, the 

disastrous invasion of Iraq in 2003, and the long years of austerity policies imposed on 

ordinary people following the scandalous economic crash of 2008, have brought us to a 

present in which Far Right ideologies and tribal nationalisms proliferate. Racism, in its 

traditional forms and in its modernised, better-marketed versions, is once again on the 

rise, stirring beneath our civilised streets like a buried monster awakening. For the 

moment we seem to lack any progressive cause to unite us. Instead, even in the wealthy 

democracies of the West, we're fracturing into rival camps from which to compete 

bitterly for resources or power.  

And around the corner – or have we already turned this corner? – lie the challenges 

posed by stunning breakthroughs in science, technology and medicine. New genetic 

technologies – such as the gene-editing technique CRISPR – and advances in Artificial 
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Intelligence and robotics will bring us amazing, life-saving benefits, but may also create 

savage meritocracies that resemble apartheid, and massive unemployment, including to 

those in the current professional elites. 

So here I am, a man in my sixties, rubbing my eyes and trying to discern the outlines, 

out there in the mist, to this world I didn't suspect even existed until yesterday. Can I, a 

tired author, from an intellectually tired generation, now find the energy to look at this 

unfamiliar place? Do I have something left that might help to provide perspective, to 

bring emotional layers to the arguments, fights and wars that will come as societies 

struggle to adjust to huge changes? 

I'll have to carry on and do the best I can. Because I still believe that literature is 

important, and will be particularly so as we cross this difficult terrain. But I'll be 

looking to the writers from the younger generations to inspire and lead us. This is their 

era, and they will have the knowledge and instinct about it that I will lack. In the 

worlds of books, cinema, TV and theatre I see today adventurous, exciting talents: 

women and men in their forties, thirties and twenties. So I am optimistic. Why 

shouldn't I be? 

But let me finish by making an appeal – if you like, my Nobel appeal! It's hard to put 

the whole world to rights, but let us at least think about how we can prepare our own 

small corner of it, this corner of 'literature', where we read, write, publish, recommend, 

denounce and give awards to books. If we are to play an important role in this uncertain 

future, if we are to get the best from the writers of today and tomorrow, I believe we 

must become more diverse. I mean this in two particular senses. 

Firstly, we must widen our common literary world to include many more voices from 

beyond our comfort zones of the elite first world cultures. We must search more 

energetically to discover the gems from what remain today unknown literary cultures, 

whether the writers live in far away countries or within our own communities. Second: 

we must take great care not to set too narrowly or conservatively our definitions of what 

constitutes good literature. The next generation will come with all sorts of new, 

sometimes bewildering ways to tell important and wonderful stories. We must keep our 

minds open to them, especially regarding genre and form, so that we can nurture and 

celebrate the best of them. In a time of dangerously increasing division, we must listen. 

Good writing and good reading will break down barriers. We may even find a new idea, 

a great humane vision, around which to rally. 

To the Swedish Academy, the Nobel Foundation, and to the people of Sweden who down 

the years have made the Nobel Prize a shining symbol for the good we human beings 

strive for – I give my thanks. 

(https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2017/ishiguro-lecture_en.

html)(2017 年 12 月 31 日アクセス) 

＊動画については https://1ovely.com/ishiguro-speech/を参照。 

 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2017/ishiguro-lecture_en.html)(2017
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2017/ishiguro-lecture_en.html)(2017
https://1ovely.com/ishiguro-speech/
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２０１７年ノーベル文学賞を受賞した 

日系英国人作家カズオ・イシグロ氏の記念晩餐会でのスピーチ 

（１０日夜ス トックホルム市庁舎） 

pic.Financial Tribune（以下スピーチ日本語訳全文） 

  

「私の２０世紀の夜、そしてその他のささやかな突破口の数々」  

 あなたがもし、１９７９年の秋に私に出くわしたとしたら、私が何者なのか、人種は何

なのか、判断するのが難しかったかもしれません。私はその時２４歳でした。容姿は日本

人に見えたでしょうが、あのころ英国にいた日本の男性とは違って、髪を肩まで伸ばし、

垂れ下がった強盗のような口ひげを生やしていました。私が話す英語には、イングランド

の南部で育った人特有のアクセントがあり、時代遅れのヒッピー時代の言い方が混じると

きもあったでしょう。私たちが話をすることになったら、話題はオランダのトータルフッ

トボーラーズやボブ・ディランの最新アルバム、あるいは私がロンドンでホームレスの人

たちと過ごした１年間などについてだったかもしれません。あなたが日本を話題にし、日

本の文化について質問すれば、私は５歳の時に日本を離れて以来、休暇を含めて一度も日

本へ帰っていないので日本についてはよく知らないといって、多少のいらだちを見せたか

もしれません。  

 この秋、私はリュックサックを背負い、ギターとポータブル・タイプライターを持って、

英国ノーフォークのバクストンという、古い水車があり、畑に囲まれた小さな村に着きま

した。イースト・アングリア大学大学院の１年間の創作コースに入学を認められたからで

す。大学はバクストンから約１６キロ離れたノーウッチという大聖堂で有名な町にありま

した。車はなかったので、朝、昼、夕の３便しかないバスで大学へ行かなければなりませ

んでした。すぐに分かったのですが、これは大した問題ではありませんでした。大学には

多くても週に２度ほど行くだけでよかったからです。妻に逃げられたばかりという３０代

の男が住む小さな家に部屋を借りました。男からすれば、その家はきっと壊れた夢の亡霊

でいっぱいだったのでしょう。あるいは、単に私を避けようとしたのかもしれません。と

もかく私は何日も、男と目を合わせませんでした。言ってみれば、ロンドンでの騒々しい

生活の後、私はここで、自分を作家にしてくれることになる、とてつもない静けさと誰に

も邪魔されない孤独に身を置くことになりました。  

 実際、私の小さな部屋は作家が使いそうな、古典的な屋根裏部屋でした。天井は閉所恐

http://livedoor.blogimg.jp/sagittariun/imgs/9/b/9b29db26.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/sagittariun/imgs/9/b/9b29db26.jpg
https://financialtribune.com/articles/art-and-culture/77622/nobel-laureate-ishiguro-describes-longing-for-imagined-home
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怖症になりそうに傾斜し、背伸びすれば、窓から耕された畑が遠くまでなだらかに続くの

が見えました。部屋には小さな机があり、タイプライターと電気スタンドを載せるといっ

ぱいでした。床にはベッドではなく、工業用の四角い発泡スチロール状の物が置かれ、ひ

どく寒いノーフォークの冬の夜でも寝汗をかいていました。私はこの部屋で、夏の間に執

筆した短編２本を新しいクラスメートに見せられるほどのものか、注意深く検討しました

（私たちのクラスは総勢６人で２週間に１度、授業で顔を合わせていました）。その時点で

私が書いていたのは、せいぜい散文の草稿と、入学願書として提出したラジオドラマの脚

本ぐらいで、その脚本もＢＢＣ放送から却下されたものです。実を言うと、私は２０歳ま

でにロックスターになるつもりで、作家になろうと考えたのはつい最近でした。その時読

み返していた２本の短編は、入学が許可された後にあわてて書いたもので、ひとつはうす

気味悪い自殺の取り決め、もうひとつは、私がコミュニティー・ワーカーとしてしばらく

住んでいたスコットランドの路上でのけんかについてでした。いずれもよい出来ではあり

ませんでした。思春期の青年が飼いネコに毒を盛るという、ほかの２編と同じく当時の英

国を舞台にした話も書き始めました。小さな部屋で暮らし始めて３、４週間たったある晩、

私は、新たに湧き起こった、急かされるような激しい思いで、日本のこと、自分が生まれ

た長崎の、第二次世界大戦末期のことについて書いている自分に気づきました。  

 これには驚きました。今なら、複数の文化的伝統を持つ意欲的な若い作家が自分のルー

ツを探る作品を書くことはほとんど本能のようなもの、という雰囲気が広く行き渡ってい

ます。でも、それよりずっと前でした。英国で「多文化主義」の文学が開花するのはまだ

先でした。サルマン・ラシュディは、絶版となった本を１冊出しただけで、知られてはい

ませんでした。当時の指導的な若手作家は誰かと聞かれたら、人々はマーガレット・ドラ

ブル、上の世代ではアイリス・マードック、キングズリー・エイミス、ウィリアム・ゴー

ルディング、アンソニー・バージェス、ジョン・ファウルズを挙げたかもしれません。ガ

ブリエル・ガルシア＝マルケス、ミラン・クンデラ、ボルヘスといった外国人作家は限ら

れた人々に読まれていただけで、読者家にとってもあまり意味のない名前でした。  

 これが、私が初めての日本を舞台にした小説を書き上げ、新しい重要な方向を発見した

という気持ちになったころの文学的な雰囲気です。私はすぐに、日本の作品を書くという

方向転換が、自分を甘やかしていると見られないだろうか、すぐにでも「正常な」主題に

戻るべきではないのかと考え始めました。しばらく迷った末に私は自分の小説をみんなに

見せて回り、そのとき、クラスメートたち、マルコム・ブラッドベリ、アンジェラ・カー

ターなどの教師たち、作家、ポール・ベイリーらが確信をもって励ましてくれたことを、

今も感謝しています。あれほど肯定的に反応してくれなかったら、私は二度と日本を題材

にした小説は書いていなかったでしょう。そんなわけで、私は部屋に戻って、書いて、書

いて、書きまくりました。１９７９年から８０年の冬から春にかけ、私は５人の同級生、

朝食用のシリアルとラムキドニーなど命の糧を買う食料品店の店員、２週間に１度、週末

に訪ねて来る当時のガールフレンドのローナ（現在の妻です）を除いて、ほとんど誰とも

口をききませんでした。バランスのとれた暮らしではありませんでしたが、この数カ月間

で、原爆投下後の復興期にあった長崎を舞台にした最初の長編小説「遠い山なみの光」の

半分を何とか完成させます。そういえば、この頃、舞台が日本ではない短編小説を考え、

すぐに興味を失ったこともありました。  
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 私にとって決定的な数カ月でした。あの時がなければ、私は作家になっていなかったで

しょう。あれ以来、当時を思い出して、たびたび自分に尋ねました。あの時の自分に何が

起きていたのだろう？ あの奇妙な情熱は何だったのか？ 私はあの時、急いで残さなく

てはならないという気持ちから、あんなふうに行動したというのが、私の結論です。その

説明をするには少し時間を戻さなくてはなりません。 

１９６０年４月、私が５歳の時、両親とともに英国に渡り、サリー州ギルフォードに移り

住みました。ロンドンの南、約４８キロにあって「ストックブローカー・ベルト（株式仲

買人が多く住む地域）」と呼ばれる裕福な町でした。海洋学者の父が英国政府の招きで働く

ことになったからです。ちなみに、父が後に発明した機械は今、ロンドンの科学博物館の

常設展示品になっています。 

 

 私たちが英国に着いて間もなくの頃に撮影した写真には、既に失われた英国が写ってい

ます。男性はＶネックセーターの下にネクタイを締め、自動車にはステップがあり、後方

にはスペアタイヤが取りつけてありました。ビートルズをはじめ、性革命、学園闘争など、

英国で「多文化主義」が始まろうとしていましたが、私たちが初めて出会った英国でそれ

を想像するのは難しいことでした。フランス人やイタリア人と顔を合わせるのでさえ十分

に珍しいのですから、日本人に会うことなどほとんどあり得ませんでした。 

 

 私たちは、舗装道路と原っぱの境の袋小路に建つ１２軒の家のひとつに住みました。近

くの農場へは５分足らずで行けました。道の先にはたくさんの乳牛がいて、牧草地から牧

草地へとのろのろ歩きまわっていました。牛乳を配達したのは馬車でした。英国へ来て最

初のころの鮮明な記憶はハリネズミです。トゲがあって、夜行性の可愛らしい動物で、田

舎でよく見ました。夜の間に自動車にひかれたハリネズミが朝露のなか、きちんと道路脇

に重ねられ、ゴミ回収を待つ光景を覚えています。 

 

 近所の人はみな教会へ行っていました。私がその人たちの子どもと遊んでいる時、子ど

もたちが食事前にお祈りを唱えるのに気づきました。私は教会の日曜学校に通い、しばら

くして教会の聖歌隊で歌うようになり、１０歳になるとギルフォードで初の日本人のヘッ

ド聖歌隊員となりました。私は地元の小学校に通い、そこではたったひとりの、おそらく

学校史上初の英国人ではない生徒でした。１１歳になると、近くの町のグラマースクール

に入学し、毎朝、ロンドンのオフィスへ向かう大勢のピンストライプの背広姿の男性たち

と同じ列車で通学しました。 

 

 この頃までに、私は英国の中産階級の男子に当時、必要とされた行儀作法をすっかり身

につけていました。友人の家に行った時に大人が部屋に入って来たらすぐに立ち上がらな

いといけないと知っていました。食事中にテーブルを離れる前に許可を求めなくてはなら

ない、ということも学んでいました。近所でたったひとりの外国人少年だったので、ある

意味で地元の有名人のように扱われました。子どもたちは、知り合う前から私のことを知

っていました。道路や商店などで見ず知らずの大人に名前で話しかけられたりしました。 
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 あの頃を振り返り、日本を宿敵とした戦いが終結して２０年もたっていないことを思う

時、英国の普通の共同体が私たち一家に心を開き、寛容な心づかいで接してくれたことに

驚かされます。第二次世界大戦を切り抜け、戦後の英国を見事な福祉国家につくり上げた

何世代にもわたる英国人に対し、今日まで愛情と敬意と関心を持ち続けてきたのは、この

頃の個人的体験があるからです。 

 

 その一方で、日本人の両親と暮らす自分の家では別の人生を送っていました。家にはよ

そとは違う規則があり、期待されることも言葉も違いました。両親の当初の考えは、１年

後あるいは２年後には日本に帰るだろうということでした。実際、英国へ来てからの最初

の１１年間、私たちはずっと「来年に」帰国すると言い続けてきました。両親はそのため、

自分たちは移住者ではなく訪問者だと考えていたようです。土地の人々の奇妙な風習など

を話題にするとき、自分たちには、それに従う義務はないというような口ぶりでした。そ

れから長い間、いつか帰国して日本人として暮らすのだからという理由で、日本の教育に

遅れないように、さまざまな努力がなされました。毎月、日本からマンガや雑誌、学習書

などを詰めた小包が届くのが待ち遠しく、私はその全部をむさぼるように読みました。祖

父が亡くなったからでしょう、１０代のある時期から小包は来なくなりましたが、両親が

昔の友人や親戚の話、日本でのさまざまな出来事を話してくれたので、日本のイメージや

印象は途絶えませんでした。そして、私にはいつも記憶の倉庫がありました。祖父母のこ

と、日本に置いてきた大好きなおもちゃのこと、一家が住んでいた昔ながらの日本の家（今

でも、ひと部屋ごとに思い出せます）、幼稚園、路面電車の停留所、橋のそばにいた怖いイ

ヌ、床屋の大きな鏡の前の自動車のハンドルが付いた男の子用の椅子まで、不思議なほど

たくさんのことをはっきりと記憶しています。 

 

 つまり、虚構の世界を創造する作家になるずっと以前から、私が何らかの形で属した日

本という土地を、ある意味でアイデンティティーや自尊心を得ていた場所を、頭の中で一

生懸命につくりながら育ったということになります。この時期に日本に帰らなかったこと

で、私が思い描く日本はより鮮明で個人的なものになりました。 

 

 そこで必要になったのが保存することだったのです。というのも、その時はしっかりと

は意識していませんでしたが、２０代半ばにいくつかの重要なことに気づきました。「私の」

日本は、飛行機に乗って行ける現実の場所ではないこと、両親が話したり、幼い頃に私が

記憶したりしていた「私の」日本の暮らしは１９６０年代から７０年代にかけて大半が失

われてしまったこと、私の頭の中にあった日本は、子どもが自分の記憶、想像、推測をも

とに作った感情の産物である－－と認め始めていたのです。何よりも重要だったのは、年

を取れば取るほど、私が育った日本という「私の日本」がぼやけてくるのを認識したこと

でしょう。 

 

 「私の」日本はかけがえのないものであると同時にとても壊れやすく、ほかのだれも検

証はできないのだ－－という気持ちが、ノーフォークの小さな部屋で私を突き動かしたと、

今なら分かります。私がやったのは、私が覚えていることが消えてしまう前に、私が知っ
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ている日本の特別な色彩や習慣、礼儀作法、尊厳、欠点などすべてを書き残しておくこと

でした。小説を書いて「私の」日本をつくろう、安全なところにしまっておこう。そうす

れば、本を指さして「そう、この中に『私の』日本がある」と言えるのではないかと思っ

たのでした。 

     ◇ 

 それから３年半たった１９８３年の春、妻のローナと二人でロンドンの最も高い丘のひ

とつに建つアパート最上階の２部屋だけの家に住んでいました。近くにテレビ塔があって、

家でレコードを聴こうとすると、幽霊のようなラジオ放送の声が散発的にステレオを侵略

します。ソファやひじかけ椅子はありませんでしたが、マットレスふたつを床に置いて、

その上にクッションを置いていました。大きなテーブルがあり、日中は私がそこで原稿を

書き、夜はそこで夕食をとりました。豪華な住まいではありませんでしたが、ふたりとも

気に入っていました。その前の年に私は最初の小説を出版し、短編ドラマの脚本も書いて

いて、英国のテレビ局での放送も間近でした。 

 

 初めて書いた小説にはそれなりの誇りを感じていましたが、この年の春になって、納得

できない気持ちに悩まされていました。問題はこうです。初めての小説と初めてのテレビ

脚本が似すぎているのです。内容ではなく、方法やスタイルが、です。見れば見るほど、

私が書いた小説が、会話とト書きで作られている脚本にそっくりでした。ある程度なら似

ていても構わないでしょうが、私は小説という形でしかできないフィクションを書きたか

ったのです。テレビで小説と同じようなことが経験できるなら、なぜ小説を書くのか？ 書

き言葉という形の小説が、小説だけができること、ほかのメディアではできないことを提

供しないで、映画やテレビに対抗して生き残れるのか？ 

 

 その頃私はインフルエンザで２、３日、寝込んでいました。最悪の時期を過ぎ、一日中

寝ているような気分でなくなったとき、ベッドの間に挟まって、しばらくの間、体に当た

っていた重い物を見つけます。それがマルセル・プルーストの「失われた時を求めて」の

第１巻でした。そうか、と思って読み始めました。熱がまだ残っていたせいでしょうか、

序章と第１部「コンブレー」を読んだころには目がくぎ付けになりました。いくども読み

返しました。文章そのものの美しさはともかく、私はプルーストがひとつのエピソードを

次につなげる方法にぞくぞくしました。出来事や場面の順番は、一般的な時系列や筋では

ありませんでした。関係のない連想や記憶の気まぐれによって、エピソードからエピソー

ドへと展開する。どうして、ふたつのまったく違った瞬間が語り手の頭の中で隣り合って

いるんだろう、と不思議に思うことがよくありました。私はそこで突然、この自由でわく

わくする方法を２作目の小説の構成に使えることに気づきました。ページの流れを豊かに

してくれ、画面では決してとらえられない人間の内面の動きを見せることができる方法で

す。もし語り手の連想や記憶によって話をつなげていけるなら、抽象画の画家のようにキ

ャンバスにさまざまな形や色を置いていけるのではないか。２日前のことを２０年前と並

べ、読者にふたつの関係を考えてもらえるのではないか。そういう方法なら、自分や自分

の過去に対する見方を覆っている何層もの自己欺瞞（ぎまん）を読者に見せることができ

るかもしれない、と考え始めました。  
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 １９８８年３月、私は３３歳でした。今や自宅にはソファがあり、私はそこに寝転んで

トム・ウェイツのアルバムを聴いていました。その前の年、ローナと私はロンドンの南の

おしゃれとはいえないけれど住みやすい所に家を買っていました。私は初めて自分の書斎

をもちました。小さくてドアもない書斎でしたが、書類を広げても夜に片付けなくて済む

のをうれしく思っていました。その書斎で私は３作目を書き終えたと思っていました。日

本を舞台に２本の小説を書いたことで、私にとっての個人的な日本は以前よりは壊れにく

くなっていました。実際、「日の名残り」と呼ばれることになる新作は極端に英国的だとみ

なされました。しかし、古い世代の英国人作家が英国を題材に書いてきた手法とは明らか

に違います、私もそう望んでいました。こうした英国作家たちの多くが、英国的なニュア

ンスや関心事に親近感をもつ英国人を読者に推定していたようですが、私の方はそう考え

ないよう注意しました。その頃になると、サルマン・ラシュディやＶ・Ｓ・ナイポールの

ように、英国中心の考えや英国に特有の重要性などを意識しないで、より国際的で前向き

な作家が登場していました。広い意味で彼らの作品はポスト・コロニアルといわれるもの

です。私もこうした作家のように、英国独特の世界を舞台にしながら、文化や言語の障壁

をやすやすと越えられる、国際的に通じるフィクションを書きたいと思いました。私が書

いた英国はある意味の神話的世界で、英国に来たことがない人をふくめ世界中の人々の想

像の中に存在しているもの、と信じていました。  

  

「日の名残り」は、晩年を迎えた英国人の執事が、これまで誤った価値観を守って生きて

きたこと、人生の最も大切な年月をナチス支持者の主人に仕えてきたこと、倫理的そして

政治的に責任を取らなかったことに気づき、人生を無駄にしたという思いに至る物語です。

さらに、この主人公は完全な執事になろうとして、人を愛することと、ひとりの好きな女

性に愛されることを、自分に禁じてもいました。  

 何度も原稿を読み返し、そこそこには満足していました。しかし、何かが足りないので

す。  

 ソファに横になってトム・ウェイツの歌を聴いていたのはそんな時でした。「ルビーズ・

アームズ」という歌でした。皆さんの中に知っている方がいるかもしれません（ここで私

が歌ってみようかとも考えていたのですが、やめました）。これは、愛する女性がベッドで

寝ているうちに去って行こうとする兵士の気持ちを歌ったバラードです。早朝、駅まで行

って列車に乗る。何も特別なことはありません。それなのに、胸の奥の感情を表すことに

不慣れな、いかにも無愛想なアメリカ人の男の声で歌われます。曲の半ばまできて、男が

自分の胸が張り裂けそうだと歌います。聴いている方は、ここで耐え難いほどに感情が高

ぶります。男の感情そのものと、感情を表に出すまいとしてきた彼の強い抵抗力がぶつか

り合って、ついに感情があふれ出る－－という緊張感のためです。トム・ウェイツは、み

ごとなカタルシスをこめて歌い、男がずっと一生かけて守ってきたタフガイとしての禁欲

主義が、あまりにも大きな悲しみのために崩れてしまったのだ－－と聴いている人に感じ

させます。  

 トム・ウェイツの歌を聴いて、私にはまだやるべき仕事があると気づきました。あまり

考えないままに、前から決めていたのは、私が書く英国人執事は、自分の感情を出さない
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よう自分を防衛し、最後の最後まで、自分からも読者からも感情を隠し切るということで

した。でも、その決心を変えなくてはなりません。物語の最後のほんの一瞬、それもどこ

がよいのか慎重に選んだうえで、執事の心のヨロイにひびを入れ、その下にとてつもなく

悲劇的な感情があることを見せなくてはならないと思いました。  

 今回に限らず、私は、歌い手たちの声から何度も重要なことを学んできました。歌詞と

いうより、歌っている人の実際の声からです。人間の歌う声は、極めて複雑に混じり合う

感情を表現できます。私の書くものはここ何年もの間、いくつもの面で、ボブ・ディラン、

ニーナ・シモン、エミルー・ハリス、レイ・チャールズ、ブルース・スプリングスティー

ン、ジリアン・ウェルチ、そして友人で共同作業者のステイシー・ケントをはじめとする

ミュージシャンから、影響を受けてきました。歌を聴きながら、「そう、これだ、あの場面

はこういうものにしよう、こんな感じに近いものに」と、独り言を言っていました。それ

はしばしば、私がうまく文章にできないような感情でした。でも、そこに歌があり、歌う

声を聞いて、自分が目指すべきものを教えられたのです。  

     ◇  

 １９９９年１０月、ドイツの詩人、クリストフ・ホイプナーが、国際アウシュビッツ委

員会を代表して、ポーランドにある強制収容所跡を２、３日かけて訪問する旅に招待して

くれました。アウシュビッツ・ユース・ミーティング・センターというのが私の宿舎で、

それは最初に訪問したアウシュビッツの収容所とそこから３キロほど離れたビルケナウの

収容所の間にありました。近くを案内してもらい、かつてその場所に収容されたことがあ

る生存者３人にも非公式に会いました。私はその時、少なくとも地理的には、これまで私

たちの世代に影を落としていた暗く暴力的なものの核心の近くに来ている、と感じました。

ある雨の日の午後、ビルケナウへ行って、ガレキになったガス室跡の前に立ちました。不

思議なことに、そこはだれも注意を払わず、面倒をみる人もいない場所で、赤軍の進軍を

前にドイツ軍が爆破したまま放置されていました。ガス室跡は今や湿って壊れた板切れと

なり、ポーランドの厳しい気候にさらされ、年ごとにさらに傷んでいくようでした。私を

呼んでくれた人たちは、自分たちはジレンマを抱えているのです、と言いました。収容所

跡は保存されるべきなのか？ 次世代の人々に見てもらうため、アクリルのカバーなどで

覆って保存すべきなのか？ あるいはゆっくりと自然のまま朽ち果てさせてよいものか？ 

これは、もっと大きなジレンマのメタファー（隠喩）に思えました。こうした記憶はどう

保存すべきなのか？ ガラスのドームをかぶせれば、悪と苦痛を象徴する遺跡を、博物館

にあるようなおとなしい展示物に変えることができるのか？ 私たちは何を記憶すべきな

のか？ いつになったら、忘れて先へ進んだ方がいいと言えるのか？  

 私は４４歳でした。その時まで私は、第二次世界大戦というもの、その恐怖や勝利など

は両親の世代に属していると考えていました。ところが、そこで思ったのは、もうしばら

くたてば、とてつもない大戦を実際に経験した人々がいなくなるということでした。そう

すればどうなるのだろう？ 私たちの世代が記憶という責任を負うことになるのか？ 私

たちは戦時中には生まれていませんでしたが、少なくとも戦争によって自分たちの人生が

影響された両親に育てられました。物語を書く者として、今まで気づいていなかった義務

があるのではないか？ 私たちには、両親の世代の記憶や教訓を、できる限り次の世代に

伝えるという義務があるのではないか。  
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 それからしばらくして東京で講演をする機会があり、そこでフロアから、次はどんなも

のを書くかという、いつも聞かれるような質問を受けました。具体的に言うと、この質問

者から、私の小説には社会的、政治的な激動の時期を生きてきて、後に人生を振り返り、

自分の暗い恥ずかしい過去と折り合いをつけられなくて悩むような人たちがしばしば登場

する。これからも同じ領域を扱うのか、と聞かれたのです。  

 まったく用意していなかった答えを口にしていました。「そうです。私はこれまで、忘れ

ることと記憶することの間で葛藤する個人を書いてきました。でも、これから本当に書き

たいのは国家や共同体が同じ問題にどう向き合うかというテーマです」。国家は、個人と同

じように記憶したり、忘れたりするのだろうか？ 個人と国家で、重要な違いはあるのだ

ろうか？ 国家の記憶とは一体、何なのか？ どこに保存されるのか？ どういう形で記

憶され、どういう形で管理されるのか？ 忘れることでしか暴力の連鎖を止めたり、大混

乱や戦争を招きかねない分裂を止めたりができない時もあるのではないか？ その一方で、

意図的に記憶を喪失し、公正さが守られない地盤に、安定した自由な国家をつくれるのか？ 

私は質問した人に、こうしたことを書く方法を見つけたいのだが、残念ながら今のところ

見つかっていない、と答えていました。  

 

 ２００１年初めのある晩、ローナと私は（当時、住んでいた）ロンドンの北にある家の

明かりを落とした居間で、まあまあの画質のビデオテープで「特急二十世紀」という１９

３４年のハワード・ホークスの映画を見ていました。まもなく分かったのですが、題名の

「２０世紀」はちょっと前に過去のものとなった「２０世紀」ではなくて、映画製作当時、

シカゴとニューヨークを結んでいた有名な豪華列車の名前でした。ご存じのように、これ

は列車を舞台に、ブロードウェーのプロデューサーが、自分のところの売れっ子女優が映

画スターになるべくハリウッドへ向かうのを阻止しようとして四苦八苦するドタバタ喜劇

です。映画は、当時の偉大な俳優の一人、ジョン・バリモアの演技を中心に展開します。

彼の表情、ジェスチャー、せりふには、皮肉や矛盾、自己中心性と一人芝居におぼれる男

の醜悪さが表れていました。バリモアの演技はさまざまな点で見事なものでした。それな

のに、物語が進むにつれ、不思議なくらい映画に入っていけなくなりました。初めは疑問

でした。バリモアは好きな俳優ですし、ホークス監督の「ヒズ・ガール・フライデー」や

「コンドル」など、他の作品も大好きでした。そして１時間くらいたった時、シンプルな

がら衝撃的な考えが浮かびました。  

 

小説や映画や演劇の多くの登場人物たちが、どんなに生々しく、どんなに否定しがたいほ

どの説得力があっても、感動できないことがたびたびあったのは、登場人物たちがほかの

登場人物と結びついて、面白い人間関係をつくっていないからでした。次に思ったのは、

自分の仕事についてでした。人物設定を気にするのはやめて、それぞれの関係にもっと目

を向けるべきではないのか。  

 列車はさらに西へ走り、ジョン・バリモアがますますヒステリックになったとき、私は

Ｅ・Ｍ・フォースターが語った、有名な人物設定の二次元と三次元の違いについて考えて

いました。ある登場人物は、私たちを説得力をもって驚かせてくれるという事実によって、

三次元の登場人物となる、とフォースターはいいます。そうすれば「丸く」なる、と。し
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かし、今思っているのは、もし登場人物のひとりが三次元で、ほかの人物がすべてそうで

なかったらということです。フォースターはまた同じ講演で、小説の中から筋の一部を、

まるでくねくねした虫のようにピンセットで抜き取り、そこに明るい光をあてて詳しく調

べるというユーモラスなイメージで説明を試みました。私もそれと同じように、物語を交

差する人間関係に、明るい光を当てられないだろうか？ 書き終えた小説やこれから書こ

うとする小説などの仕事で同じことができないだろうか？ たとえば寄宿舎の指導者と生

徒との人間関係を考えてみるとする。ふたりの関係は十分に洞察力に富み、新鮮だろうか？ 

あるいは、じっくり見ていれば、ほかの何百という良くも悪くもない小説と同じように、

使い古されたステレオタイプの関係だとわかるかもしれない？ ライバルでもあるふたり

の友人たちの関係はどうか？ ダイナミックか？ 感情の共鳴はあるか？ 発展していく

か？ 説得力をもって驚かせることができているか？ 三次元になっているか？ 私はこ

こで突然、これまでの仕事のさまざまな場面で、どんなに修正してもうまくいかなかった

理由が分かったと感じました。ジョン・バリモアをじっと見つめながら、語り口が革新的

か伝統的かを問わず、良い小説には、私たちを感動させ、楽しませ、怒らせ、そして驚か

せるような人間関係が入っていなければならない。もしかすると、これからは登場人物た

ちの関係に力をもっと注げば、登場人物が自分で人物設定をしてくれるのだろうかと思い

ました。  

 いまここで話しことは、皆さんがご存じだったかもしれません。ただ、申し上げたかっ

たのは、これは、作家人生のだいぶ後になって思い至ったものだということです。きょう

披露してきたほかの例と同じく、今思えば私の転換点でした。その時から私は小説の作り

方を変えました。例えば「わたしを離さないで」では、登場人物３人の関係を中心に据え

よう、そうすればほかの関係もそこからおのずと展開していくだろう、と考えて書き始め

ました。  

     ◇  

 作家人生にとっての重要な転換点は、ほかのさまざまな職業と同じく、こんなふうにし

てもたらされます。多くの場合、ささやかなみすぼらしいものです。その人だけに起きる

新発見という静かな火花です。転換点はめったにやって来ません。来たとしても、たいて

いはファンファーレを鳴らしたりしないし、指導者や同僚が推奨してくれることもありま

せん。多くの場合、もっと大きな音をたてる、もっと緊急の要請のように見えるものと、

どちらが注意を向けてもらえるか、競わなくてはなりません。時には、広く行き渡ってい

る知恵に反することを言ってくるかもしれません。でも、それが来た時には、大事なもの

なのだと認識できることが重要です。そうでないと、あなたの手のひらからこぼれ落ちて

しまいます。  

 私はここまで、ごくささいな個人的なことに重点をおいて語ってきました。というのも、

それが私の仕事だからです。静かな部屋で文章を書き、別の静かな部屋、あるいはそれほ

ど静かではない部屋でそれを読むだろう、ひとりとの関係をつくる。物語は人を楽しませ

ることができます。時には教訓を与えたり、議論を提起したりできます。でも私にとって

本質的に重要なのは、感情を伝えることです。感情こそが境界線や溝を超え、同じ人間と

して共有できるものだからです。物語の周囲を、出版産業、映画産業、テレビ産業、演劇

産業など巨大な産業が、取り巻いています。しかし、物語とは結局、ひとりがもうひとり
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に語るものです。私にはそんなふうに感じています。分かってもらえるでしょうか？ 皆

さんも同じように感じておられますか？  

 

さて、現在のことです。最近になって私は、ここ何年もの間、泡の中で生きていたのでは

ないかという考えに目覚めました。周りにいた大勢の人々がいらだったり、不安を感じた

りしていたことに気が付いていませんでした。「私の世界」つまり、皮肉が好きでリベラル

な精神をもった人々でいっぱいの、文化的で刺激的な世界は、実際にはこれまで想像して

いたものよりずっと小さかったことが分かりました。２０１６年は驚きの、私にとっては

気がめいる年でした。欧州や米国での政治状況、世界中で起きた気分が悪くなるようなテ

ロ行為の数々によって、子どもの頃から当たり前とみなしていたリベラルで人道主義的な

価値が、実は幻想だったかもしれない、と思わざるを得なくなりました。  

 私は楽観主義を信じる世代の一員で、それには理由があります。私たちは、上の世代の

人たちが、全体主義的な政権と大量虐殺と歴史上例のない殺りくの地だった欧州を、人が

うらやむような、ほとんど国境を越えたといえる友情でつないだ、自由で民主的な地域へ

と変身させるのに成功したところを見てきました。世界のあちこちでかつての植民地帝国

が、その体制を支えていた非難されるべき思い上がりとともに崩壊するのを目撃しました。

フェミニズムや同性愛者の権利、人種差別に反対するいくつもの戦線で著しい進歩があっ

たことも知っています。私たちは、資本主義と共産主義の間で繰り広げられたイデオロギ

ーや武力の大きな対立を背景にして育ち、そしてハッピーエンドと多くの人が考える結果

になったところを目撃しました。  

 しかし、今振り返ってみると、ベルリンの壁崩壊以降は、自己満足の時代、機会喪失の

時代だったように思えます。富や機会を巡る大きな不平等が、国と国の間で、またひとつ

の国のなかで拡大するのを見ています。中でも２００３年のイラク侵攻、２００８年に起

きたスキャンダラスな経済危機に続いて普通の人々に対して何年も施行された緊縮政策は、

さまざまな極右イデオロギーと民族ナショナリズムが拡散する現在をもたらしました。人

種差別－－伝統的な形の、そしてより売り込みにたけた現代的な形態の－－が再び深刻さ

を増し、地中に埋められていた怪物が目覚めたかのように、私たちの文明化された街の地

盤を揺り動かしています。今はまだ、私たちを結びつけるような進歩主義的な運動が見つ

かっていません。それに代わって、裕福な西側の民主主義国家でさえ、対立する集団に分

裂し、富や権力を巡って激しい競争を繰り広げています。  

 もうそこに、いやもう既に峠を越えたかもしれませんが、科学、技術、医学の分野で驚

くべき突破口が開かれたことで、いくつもの挑戦に直面しています。ＣＲＩＳＰＲ（クリ

スパー）といったゲノム編集などの新世代技術、人工知能やロボット技術の進歩は、命を

救う素晴らしい利益をもたらしてくれる一方で、アパルトヘイト（南アフリカなどの人種

隔離政策）にも似た容赦ない能力主義社会や、エリート専門家とされる人たちも含めた大

量の失業者を生み出すかもしれません。  

 そうして、６０代のひとりの男である私は目をこすって、霧の向こうにあるいくつかの

ことがらをより分け、昨日まで存在していることすら考えていなかった、この世界に持っ

て来ようと試みています。知的な意味で疲れた世代の出身である、疲れた作家の私に、今

この見知らぬ世界を診断するエネルギーを見つけることができるでしょうか？ 社会がこ
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の大きな変化に適応しようとするにあたって、私に、物の見方を提供するのを助けたり、

さまざまな議論や闘いや戦争といったものに感情の層を重ねることに手を貸したりする、

いくばくかのエネルギーは残っているでしょうか。  

 このまま頑張り続け、できるだけのことをしなければなりません。というのも、私は今

も文学は重要で、この困難な領域を越える時にはより重要だからです。でも私は、私たち

を刺激し導いてくれる若い世代の作家たちに期待しています。今は彼らの時代です。彼ら

こそ私に欠けている知識や直感を持つことになるでしょう。本や映画、テレビ、演劇など

の世界には今日、冒険好きでわくわくさせてくれる、４０代、３０代、２０代の才能ある

女性と男性がいます。だから私は楽観的です。そうでない理由はありません。  

 でも、最後に私の訴えを聞いてください。もしよければ、これが私のノーベル賞アピー

ルです！ 世界中で解決策を議論することは難しいでしょうが、少なくとも片隅にある私

たちの世界、私たちが読み、書き、出版し、推薦し、批判し、本に対して賞を与えるとい

った「文学」という片隅の世界で、どう準備すればよいか考えてみましょう。不透明な将

来で重要な役割を果たそうとするなら、今日のそして明日の作家たちから最良のものを引

き出そうとするなら、私たちはもっと多様になるべきです。とくにこれからお話しするふ

たつの点においてです。  

 第一に、私たちはエリート優先の文化世界という居心地のいい領域を超えて、もっとた

くさんの新しい声を取り込み、私たちが共有するこの文学世界を広げなくてはなりません。

私たちは情熱を込めて、遠方の国に住んでいる作家であるか、自分たちの共同体にいる作

家であるかを問わず、今もって知られていない文学の文化の中から貴石を見つけなくては

なりません。第二に、優れた文学を定義するにあたって、あまりにも狭く保守的な縛りを

かけないよう細心の注意を払わなければなりません。次世代の作家たちは、重要で素晴ら

しい物語を語るために新しく、時には私たちを惑わすような手法を携えてやって来るでし

ょう。私たちは、特にジャンルや形態について、彼らに心を開かなくてはなりません。そ

うすれば、彼らの最も優れた部分を育て愛（め）でることができるでしょう。分断が危険

なほど深まっている時だからこそ、私たちは耳を澄ませて聞かなくてはなりません。良い

ものを書き、良いものを読めば、障壁を打ち破ることができます。そこで新しい考えや、

私たちをつなぐ人間的で偉大な視点も見つかるかもしれません。  

 スウェーデン・アカデミーの皆さま、ノーベル財団の皆さま、そしてこれまで何年にも

わたって、ノーベル賞を人類が目指すべき善なるものの輝かしい象徴にしてくださったス

ウェーデンの皆さまに、感謝申し上げます。  

（毎日新聞 2017 年 12 月 11 日より） 

(http://blog.livedoor.jp/sagittariun/archives/5786892.html)(2017 年 12 月 31 日) 

 

イシグロカズオは『広辞苑』（2018、第 7 版）に見出し語に入りました。 

長崎生まれのイギリスの小説家。記憶や過去にまつわる不安や違和感を精緻で端正な文体

で描く。作「日の名残り」「私を離さないで」など。（1954～） 

 

 

 

https://mainichi.jp/articles/20171211/mog/00m/040/002000c
http://blog.livedoor.jp/sagittariun/archives/5786892.html)(2017年12月31
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佐々木の推薦するカズオ・イシグロ作品 

 

1996 年に出版された The Oxford Companion to Tweneith Century Literature in English

以後に発表された『私をはなさいで』(Never Let Me Go, 2005)は映画化され、日本では舞

台化、さらには TV ドラマ化されています。 

 

★マーク・ロマネク監督『わたしを離さないで』(2010)  

 ◆蜷川幸雄演出『わたしを離さないで』(2014) 

    ・多部未華子主演（八尋役） 

  ・日本に舞台を移した翻案として上演 

・上演日程（会場） 

2014 年 4 月 29 日- 5 月 15 日：彩の国さいたま芸術劇場大ホール 

2014 年 5 月 23 日- 5 月 24 日：愛知県芸術劇場大ホール 

2014 年 5 月 30 日- 6 月 3 日：シアター・ドラマシティ 

  ◆TV ドラマ『わたしを離さないで』(2016)   DVD あり 

     ・放送時間：TBS 金曜日 22：00～22：54    

   ・放送期間：2016 年１月 15 日～3 月 18 日（全 10 回） 

     ・日本に舞台を移した翻案として放映 

   ・綾瀬はるか主演（保科恭子役：幼少期は鈴木梨央が演じる） 

     

1. #1 ドラマ史上最も哀しい運命…衝撃の結末へ愛しく儚い命の果ての希望とは  

陽光学苑の寄宿舎で生活を共にする恭子(子ども時代･鈴木梨央/大人時代･綾瀬はるか)たち

は､ある日､校長の神川(麻生祐未)から､とある使命を教えられる｡ (C)TBS 

 

2. #2 因縁の再会…20 年前の嘘が今､3 人の運命を動かす  

校長から"特別な使命"を聞かされた恭子(幼少期:鈴木梨央)たちは､それぞれに事実を受け止

める｡一方､現代の恭子(綾瀬はるか)は美和(水川あさみ)と再会する｡ (C)TBS 

 

3. #3 初恋の行方は…閉ざされた未来に見た儚い夢と希望  

陽光学苑を卒業しコテージに移ることになった恭子(綾瀬はるか)たちは､閉ざされた中で希

望を夢見る｡そんな中､龍子(伊藤歩)からショッキングな話を聞かされる｡ (C)TBS 

 

4. #4 今夜第２章開かれた扉!!…新たな恋は希望か絶望か  

学苑を卒業しコテージへと移った恭子(綾瀬はるか)､友彦(三浦春馬)､美和(水川あさみ)の 3

人｡そこで恭子たちは陽光出身者には知らされていなかったある事実を知る｡ (C)TBS 

 

5. #5 ついに見えた希望!!"提供"の猶予が導く波乱の恋  

恭子(綾瀬はるか)の支えとなっていた浩介(井上芳雄)がコテージを旅立った｡そんな中､美和

(水川あさみ)は自分の｢ルーツ｣かもしれない人を見かけたと聞く｡ (C)TBS 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2014%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2014%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A9%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E8%8A%B8%E8%A1%93%E5%8A%87%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8823%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8824%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E8%8A%B8%E8%A1%93%E5%8A%87%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8830%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E6%9C%883%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3
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6. #6 第 2 章完結!!求めた愛と希望の行末は…永遠の別れ  

友彦(三浦春馬)に好きだと言ってしまった恭子(綾瀬はるか)｡そんな中､真実(中井ノエミ)が

恭子のもとへやって来た｡普段と様子が違うため､恭子は不安を覚える｡ (C)TBS 

 

7. #7 最終章へ…再会の夢近づく終末に望むのは許しと愛  

美和(水川あさみ)に"3 種同時提供"の知らせが来て､恭子(綾瀬はるか)は衝撃を受ける｡一方､

美和は最後に､友彦(三浦春馬)と 3 人で陽光に行きたいと言い出す｡ (C)TBS 

 

8. #8 友との別れ…解ける因縁､託されたのは最期の希望  

美和(水川あさみ)の希望で､陽光があった場所を訪れた恭子(綾瀬はるか)たち 3 人｡生気がな

い子どもを見かける中､昔の恭子とうり二つな女の子(鈴木梨央)を目撃する｡ (C)TBS 

 

9. #9 未来を取り戻す!!最後の希望…真実が明かされる時  

唯一の希望"猶予"を目指して､恵美子(麻生祐未)の居場所を探す恭子(綾瀬はるか)と友彦(三

浦春馬)｡何とか探し出した 2 人は恵美子に猶予を願い出るが･･･｡ (C)TBS 

 

10. #10 愛と希望の結末は…生きること､愛することの意味  

唯一の希望だった猶予がないと知り塞ぎ込んでしまった友彦(三浦春馬)に､3 度目の提供通

知が届く｡恭子(綾瀬はるか)は､何とか友彦を鼓舞できないかと考えるが･･･｡ (C)TBS 

 

https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%

B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B

%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%

9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84

%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6

%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=15111

33794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%8

1%AA%E3%81%84%E3%81%A7 (2017 年 11 月 20 日アクセス)より 

 

内容紹介 

自他共に認める優秀な介護人キャシー・H は、提供者と呼ばれる人々を世話している。キ

ャシーが生まれ育った施設ヘールシャムの仲間も提供者だ。共に青春 の日々を送り、かた

い絆で結ばれた親友のルースとトミーも彼女が介護した。キャシーは病室のベッドに座り、

あるいは病院へ車を走らせながら、施設での奇 妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に極

端に力をいれた授業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちの不思議な態度、そし

て、キャシーと愛する人々 がたどった数奇で皮肉な運命に……。彼女の回想はヘールシャ

ムの驚くべき真実を明かしていく――英米で絶賛の嵐を巻き起こし、代表作『日の名残り』

を凌駕すると評されたイシグロ文学の最高到達点。解説/柴田元幸。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%81%97%E3%82%92%E9%9B

%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7-%E3%83%8F%E3%83%A4%

https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%20(2017
https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%20(2017
https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%20(2017
https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%20(2017
https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%20(2017
https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%20(2017
https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%20(2017
https://www.amazon.co.jp/1-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E3%82%82%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%8B%E5%91%BD%E2%80%A6%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9C%AB%E3%81%B8%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%8F%E5%84%9A%E3%81%84%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%A8%E3%81%AF/dp/B01AR5QHT0/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-7&keywords=%E7%A7%81%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%20(2017
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E3%82%AB%E3%83%AFepi%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%82%AB%E3%82%BA%E

3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%AD/dp/41512

00517/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1511133794&sr=8-1&keywords=%E7%A7%81%E3%8

2%92%E9%9B%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7 

（2017 年 11 月 20 日アクセス） 

 

佐々木コメント 

これが 200 年くらい前であれば、シェリー『フランケンシュタイン』と同様、怪奇小説、

SF 小説として取り上げられたかもしれない。しかし、クローン、臓器移植は今や現実的だ。

さらに、iPS 細胞など生命科学の目覚ましい発展を目の当たりする時、この作品を単に SF

小説として片付けることはできないだろう。また、クローンとして誕生した子どもたちが

自分の置かれた立場を知ってからの心の葛藤は図り知れないものがあります。臓器提供を

するために生まれた子どもたち。彼らは「自分達の臓器を提供するためだけに意図的に誕

生させられたクローン人間」でした。その事実を小学生の時に知らされます。 

マーク・ロマネク監督『わたしを離さないで』(2010)はもちろんのこと、これを翻案した

TV ドラマ『わたしを離さないで』(2016) （DVD あり）はより人間描写を鮮明にしている

ため、より深くこの作品の核心を理解できるのではないでしょうか。カズオ・イシグロ作

品は初期の３作品がよく紹介されることがありますが、佐々木は問題作として是非この『私

を離さないで』をご覧いただきたいと考えています。『日の名残り』とは異なり、イギリス

の階級社会がわからなくても、臓器移植、生命科学の問題として取られることができます。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐々木のコレクション 
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８ 2018 年は人造人間 200 年 

 

 2018 年は人造人間 200 年、日本のサイボーグ 50 年という記念すべき年である。具体的

に言えば、メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』(1818)と石森章太郎『サイボーグ

009』(1968, TV アニメ放映開始)ということである。 

 ギリシャ神話の神がかり的なもの、ユダヤ教の神秘主義によるもの、魔法のようなもの

を除き、いわゆる産業革命を迎え、人間が科学を目の当たりした 1818 年という時代にシェ

リー『フランケンシュタイン』は世に送り出された。この作品を SF の原点ととられるもの

あれば、ロボットやサイボーグの原点と見るものもある。 

石森章太郎『サイボーグ 009』(1968, TV 放映開始)は 1964 年にはすでにマンガとして連

載が開始され、1966 年には映画化もされていたが、TV アニメとして 1968 年 4 月 5 日から

9 月 27 日まで NET 系で放映。その後シリーズとしても放映された。日本でアニメとして

爆発的な人気を博した『サイボーグ 009』のあと、石森章太郎は現在まで継続している不滅

の『仮面ライダー』は代表的な作品である。石森章太郎はマンガでは「改造人間」のとこ

ろに「サイボーグ」とルビを振っていたが、改造人間（カイゾウニンゲン）で定着した。

なお、「サイボーグ」は『サイボーグ 009』以前にも使われていた表現であるが、石森章太

郎により定着したと言ってもいだろう。 

 

 石森章太郎『仮面ライダー』(1971, TV 放映開始) 

1971 年 4 月 3 日から 1973 年 2 月 10 日まで毎日放送で放映。変身ヒーローものの元祖。

現在でもそのシリーズは続いている。改造人間という概念も以降定着してくる。脳手術の

寸前に救出されたことで体は改造されたもののこころは以前のままということから、悪の

組織ショッカーと戦うこととなる。仮面ライダーは当初変身ポーズもなかったが、藤岡弘

のアイディアにより変身ポーズが加わり、変身アイテム、決め台詞の３点セットが揃うこ

とになる。 

 「アニメ・映画に見るロボット」を考える前に大きなテーマとして「科学と文学」を考

える必要があるだろう。 

「科学と文学」は想像力と実証を基礎に創造力によって現実化される科学と微妙な関係

を保ちながら今日に至っている。特に 19世紀以後の英米文学を中心に見て行けば、メアリ

ー・シェリー『フランケンシュタイン』（1818）、ロバート・スチーヴンソン『ジキル博士

とハイド氏』（1886）、H. G. ウェルズ『タイム・マシン』（1895）、ブラム・ストーカー

『ドラキュラ』（1897）、“robot”「ロボット」という言葉の誕生で知られるカレル・チ

ャペック『R.U.R.』(1920，チェコソロバキア)、アイザック・アシモフ『われはロボット』

（1950）など枚挙に暇がない。「科学と文学」を考えるにあたり、人造人間、機械人間、

アンドロイドといった「ロボット」を中心に取り上げてみたい。 

 

 

1 「科学」・「文学」とは何か 

「科学とは何か」「文学とは何か」といったまず一般的な定義を紹介しておこう。まず「科

学」の一般的な定義として『広辞苑』（第 6 版、2008）のものを紹介しておきたい。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1971%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1971%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1973%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1973%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/MBS%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93


117 

 

 

 ①観察や実験など経験的手続きによって実証された法則的・体系的知識。また、個別の  

専門分野に分かれた学問の総称。物理学・化学・生物学などの自然科学が科学の典型で

あるとされるが、経済学・法学などの社会科学、心理学・言語学などの人間科学もある。

②狭義では自然科学と同義。（１） 

 

次に「文学」の定義も紹介しておきたい。『広辞苑』（第 6 版、2008）には「文学」には４

つの定義があるが、ここでは①と②を紹介しておきたい。 

 

 ①学問。学芸。詩文に関する学術。②(literature)言語によって人間の外界および内界を 

 表現する芸術作品。詩歌・小説・物語・戯曲・評論・随筆などから成る。文芸。（２） 

 

「科学」と「文学」に共通するものは一見するところないように思える。しかし、本当に 

そうであろうか。「文学」にとって重要なものは想像力であり、科学は発想や想像力から 

生まれたものを観察や実験など経験的手続きによって実証していくものではないだろう 

か。発想や想像力から生まれた見通しを「仮説」と呼ぶとすれば、「仮説」を実証してい 

くことが「科学」ということになろう。そうなれば、「文学」も「科学」の根底にあるも 

のは「想像力」ということになろう。  

 

 

２ 用語の整理 

（１） 「ロボット」とは何か 

「科学」と言ってもその分野は多岐に渡る。「科学と文学」と同様に「ファンタジーと

ＳＦ小説」などとの関係も科学の発達により、非現実的なものが現実になっていく現代に

おいては、ファンタジーの概念も変容せざるをないのではないかという現状がある。ここ

では科学全般を扱うことは到底できることではないので、「ロボット」をキーワードにし

て進めていきたい。  

「ロボット」に注目するとなれば、「ロボット」とは何かということを定義しなければな

らないだろう。一般的なものとして『広辞苑』（第 6 版、2008）には以下のようにある。 

 

 ロボット【robot】（チェコの作家チャペックの造語。チェコ語で「労働」の意の robota 

から）①複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形。人造人間。→オートマン．

②一般に、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械または装置。③他人に

操縦されて動く人。傀儡。（３） 

 

以降はロボットを専門的に扱っているものをいくつか取り上げておきたい。まず比較的

早い時期にまとめられた石原藤夫『SF ロボット学入門』(1981)を取り上げておきたい。本

書は『SF ロボット学入門』（1971）を一部改稿し、転載したもので、文庫化されたもので

ある。構成は以下の通りである。なお、今後の引用はすべて 1981 年版を使用する。 
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まえがき 

第 １章 ロボットの時代 

第 ２章 脳は魔法のコンピュータ 

第 ３章 ロボットの頭脳とコンピュータ 

第 ４章 生物の秘密をさぐる 

第 ５章 文字を読むロボットの話 

第 ６章 システムという名の怪物 

第 ７章 サイボーグ 

第 ８章 サイバネティックスとは・・・？ 

第 ９章 工場の中から宇宙の涯まで 

第 10 章 巨大ロボット・小人ロボット 

第 11 章 ロボットは進化する 

第 12 章 遠い遠い未来に・・・ 

付録 古典ロボット SF 解説年表 

あとがき 

 

第 1 章の下位項目の「ロボット類語辞典」より少し長くなるが引用しておきたい。 

 

  筆者はかつて、新しいロボット・テーマの SF を昭和 42 年の＜日本 SF 大会 TOKON

Ⅲ＞のシンポジウムで論じた際、ロボットの定義として、つぎのものを採用してみたこ

とがあった 

  『ロボットとは、人間を連想させるにたる外観を有し、すくなくても見かけは人間と

類似の動作をなし、かつある分野においては、人間と同等もしくはそれ以上の知的能力

を、それ自身独立して有する自動機械である』 

  この定義は一見もっともらしいが、よく考えてみると、比較的範囲がせまく、しかも 

あいまいな所が多い。 

  とくに、人間に近い顔やからだを持つことに特徴のある自動人形と、機能的とが重な 

りあっている。 

  このような定義を筆者が試みたのは、ロボットのイメージを限定しようとしたためで

はなく、議論を発散させないための一種の戦略としてであり、議論の結末においては、

SF におけるロボットもまた、この種の定義では律しきれるものではないことを主張した

のだった。 

  いずれにせよ、〝ロボット〟という言葉でけについての議論を、はじめからくりかえ

すのは、われわれにとって、あまり得策であるとは思えない。 

  まず、つぎのようなロボットの類語を思いだす程度にして、現物にあたってみること

にしよう。 

  つまり、地図の上での評定は簡単にすませて、おおらかな気持ちで、現地探索におも

むこうというわけである。 

  外来語をそのままカタカナにしたロボットの類語の中で、比較的ポピュラーなものを

あげると― 



119 

 

  ヒューマノイド・ロボット (Humanoid Robot) 

     人型のロボットを指す。 

  アンドロイド (Android) 

      人間そっくりのロボット（ラテン語） 

  メカニカル・マン (Mecanical Man) 

      アメリカ SF でよくつかわれる用語。 

  オートマトン (Automaton) 

   ギリシア語からきた用語。自動人形。 

  サイボーグ (Cyborg) 

      サイバネティックス・オーガニズムの略で、アメリカの医学者が提案した宇宙時代

の改造人間。 

  ―といったところだろうか。前二者は SF によくあらわれる。つぎのメカニカル・マン

は、そのものずばりの言葉で、あちらでよく使われているようだ。オートマトンは自働

人形といった意味の古い言葉だが、日本では、学問のひとつの体系を指すことの方が多

い。サイボーグの語源はアメリカの医学者の主張にあるが、わが国では SF 用語に近くな

っている。光瀬龍氏、平井和正氏の作品をはじめ、サイボーグ・テーマの SF が非常に多

いからだ。（最近ではアメリカｄめおサイボーグ・テーマがふえてきたようだが・・・）。 

  学術用語としては―コンピュータ、サイバネティックス、オートメーション―などが、

これにつけ加えられるだろう。（４）  

 

Issac Asimov“Introduction: Robots”(1989)ではまず古典文学等とロボットについて次の

ように述べている。 

 

  Folk tales and legends of all nations tell of objects, usually considered inanimate, 

that through magic of one kind or another, achieve human or even superhuman 

intelligence.  These can vary from the“golem,”a giant made of clay, supposedly given 

matical life by a rabbi in sixteenth-century Bohemia, down to the magic mirror in

“Snow White” who could tell“who is the fariest of them all.” Various medieval 

scholars, such as Albertus Magnus, Roger Bacon, and Pope Sylvester II were 

supposed to have fashioned talking heads that gave them needed information. 

    Human beings, of course, tried to devise“automata”(singula“automaton”―from 

Greek words meaing“self-moving”) that would work through springs, levers, and 

compressed air rather than through magic, and give the illusion of possessing purpose 

and intelligence.  Even among the ancients were those who possessed of sufficient 

ingenuity who could make use of the primitive technologies of those days to construct 

such devices.（５） 

 

魔術の時代を経ると、ロボットは産業革命の時代に入ると科学との関係を無視することが 

できなった。 
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  The Indsutrial Revolution, which had its beginnings as the golden age of automata 

came to an end, was therefore a continuation of the notion of the mechanical 

production of apparently purposive behavior.  As machines grew more and more 

elaborate, the notion that human beings could eventually construct devices that had 

some medicum of human intelligence grew stronger. 

    In 1818 a book by Mary Shelley was published that was entitled Frankenstein and 

that dealt with the construction of a human body that was given life by a inventor.  It 

was subtitled“The New Prometheus” and has been popular ever sicne its appearance.  

In the book, the created life-form (called“the Monster”) took vengeance on being 

neglected by killing Frankenstein and his family. 

    That is considered by some to have initiated modern“science fiction,” in which the 

possibility of manufacturing“mechanical men”remained a frequently recurring 

subject.   

    In 1920 Karel Capek, a Czeck playwright, wrote R.U.R., a play in which automata 

were mass-produced by an Englishman named Rossum.  The automata were meant 

to do the world’s work and to make a better life for human beings.  In the end though, 

the automata rebelled wiped out humanity, and started a new race of intelligent 

beings themselves.  It was Frankenstein again on a much more grandiose scale. 

    R.U.R. stood for Rossum’s Universal Robots.  Rossum seems to be form a Czech 

word meaning“reason,”while“robot”is from a Czech word meaning“slave.” The 

popularity of the play threw the old term, “automaton,”out ot use.  The expression

“robot”replaced it in every language, so that now a robot is any artificial device 

(often metallic and often pictured in vaguely human form, though neither is 

absolutely necessary) that will perform functions ordinarily thought to be appropriate 

only for human beings.（６） 

 

安積邦編『ロボットヒーロー 鋼鉄列伝』(1994)では次のようにも紹介されている。 

 

  〝ロボット(robot)〟といえば、よく引き合いに出されるのが、チェコスロバキアの劇

作家カレル・チャペックと、アメリカの作家アイザック・アジモフの二人である。カレ

ル・チャペックは、〝ロボット〟の命名者として、アジモフは、〝ロボット工学の三原

則〟の発案者として、ロボット関連書籍の常連に位置する。 

  〝ロボット〟なる言葉は、1920 年（大正 9 年）にカレル・チェペックが発表した戯曲

『R・U・R』に登場した科学用語だ。 

  『R・U・R』のストーリーは、人間に造られたロボットたちが労働や戦争を強要され

て反旗をひるがえすという『新造人間キャシャーン』ばりのものである。人間が造り出

したモノが人間を滅ぼす〝フランシュタイン・シンドローム〟の一変種として、この後、

多くの作品に引き継がれてゆ  く。（７） 

 

ここでさらにはっきりさせなければならいことは、ロボットと機械との違いということに
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なろう。自動販売機、自動車は機械と言ってもロボットとは言わない。ではロボットと機

械の違いはなんであろうか。新星出版社編集部編『徹底図解 ロボットのしくみ』（2009）

によれば、「人の代わりに自立（もしくは自律）的に作業を行う装置、または人のような動

作を行う装置」（８）というのが一応の結論となろう。しかし、これが絶対というわけではな

い。これに形状が加わると判断がより難しいものとなる。一般的に人型のロボットはヒュ

ーマノイドロボットを呼ばれ、人型ではなく機能を重視したものを機械型ロボットと呼ば

れる。ここでは前者の人型ロボットのヒューマノイドを中心にふれるものとしたい。さら

に、1972 年に日本産業用ロボット工業会として設立され、現在は日本ロボット工業会とな

っているが、同工業会のホームページ(http://www.jara.jp/)に掲載されている「21 世紀を切

り開く日本のロボット産業」に産業用ロボットの定義（JIS）が示されている。 

 

 自動制御によるマニュピュレーション機能または移動機能を持ち、各種の作業をプログ 

 ラムによって実行でき、産業に使用される機械 

 

ここでは産業用という限定があるが、「自動制御」という用語がポイントになりそうである。 

 

 自らのセンサー機能で、環境情報を知覚認識し、それに基づきＣＰＵで判断、推論、計

画をして、アクチュエーターによりその環境と相互作用する知覚機械（９） 

 

アシモフはロボット工学三原則を発表したが、現代のロボット工学にも影響を与えてい

ると言われている。 

  

第１条 ロボットは人間と協調し人間を守らなければならない。 

第２条 ロボットはロボット同士協調せねばならない。 

第３条 ロボットはロボット権に基づき、自らを守る義務がある。（１０） 

 

第２条及び第３条が特に注目すべき点かもしれない。第２条はチャペック『R.U.R』のロ

ボットの反乱を思い出させる。第 3 条ではロボット権という点が新たな着想であろうか。

ロボット権は、かつて、黒人が様々な権利を獲得していく歴史を考えると、ダブってくる

ものを感じさせるものがある。ロボットがいわゆる主従関係の上に成り立っているのか、

人間と同等の存在なのかというさらに難しい次元の話となろう。これはアシモフの

Bicentennial Man (1976)があり、1999 年にクリス・コロンバス監督による映画『アンドリ

ューNDR－114』（1999）で扱われたテーマである。ロボットについて安積邦編『ロボット

ヒーロー 鋼鉄列伝』(1994)には以下のように取り上げられている。 

 

 ロボットとよく比較対照されるものとして、〝サイボーグ（cyborg）〟と〝アンドロイ

ド(android)〟〝ヒューマノイド(humanoid)〟がある。 

 蛇足ながら、ロボットとサイボーグは科学用語、アンドロイドとヒューマノイドは SF

用語だ。ロボットとサイボーグには研究対象としての科学論文があるが、アンドロイドと

ヒューマノイドについてはそういったものがあるということは寡聞にして聞かないから
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である。当然、ロボットとサイボーグはある程度の定義がされており、事典にも載ってい

るが、アンドロイドとヒューマノイドは見あたらない場合が多い。 

 ロボットが〝機械感〟が強い存在であるのに対して、人型をしたロボットがアンドロイ

ドだ。（１１） 

 

また、ロボット、アンドロイド、サイボーグ、改造人間など、さらに細分化されている。

後述するが、人間が強化装備スーツを着用したり、変身タイプのものはやがて戦隊物へと

発展している場合が多い。また、この場合には巨大化しないこともひとつの特徴である。 

 自分自身のアンドロイドを作った石黒浩の『ロボットと何か』(講談社、2009 年 11 月)

を紹介しておきたい。その内容は以下の通りである。 

 

 プロローグ ロボットは人の心の鏡 

第１章  なぜ人間型ロボットを作るのか 

第２章  人間とロボットの基本問題 

第３章  子どもと女性のアンドロイド―人間らしい見かけと仕事 

第４章  自分のアンドロイドを作る―＜人間らしい存在＞とは 

第５章  ジェノミノイドに人々はどう反応し、適応してきたか―心と体の分離 

 第６章 「ロボット演劇」―人間らしい心 

 第７章 ロボットと情動 

 第８章 発達する子供ロボットと生体の原理 

 第９章 ロボットと人間の未来 

 エピローグ ロボット研究者の悩み 

 謝辞 

 

ロボットもいろいろあるが、人間と関わるロボットについて、石黒は次のように述べてい

る。 

 

  人間と関わるロボットの研究は、従来のロボット研究と異なり、根本的な難しさを持

つ。それは、人間が予測不能な存在だからだ。 

  人間の行動は実は多様である。その多様な行動をすべてあらかじめ想定して、行動の 1

つ 1つに対するロボットの動作を決定しておくことは不可能である。 

  工場で働くロボットでは、まわりの人間など不確定な要素をすべて取り去ったころで、

ロボットが活動する環境を整え、ロボットのタスクを決める。一方で、日常生活におい

て、まわりの人間を排除することはできない。日常生活とは、人間が活動する場であり、

そこで働くものはロボットでも人間でも、人間を意識する必要がある。すなわち、「人間

と関わる機能」を作ることが、研究の中心的な課題になる。この研究を、人間とロボッ

トの相互作用（ヒューマン-ロボットインターラクションと呼ぶ。（１２） 

 

さらにロボットを人間がどう見るかということについて次の様な話題にも石黒は触れてい

る。 
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 見かけと動きとのアンバランスは、森征弘氏（元東京工業大学）が指摘した「不気味の

谷」という現象に起因するものである。（一部省略） 

  ロボットが複雑になればなるほど、人間は親近感を高めていくが、ある程度人間らし

くなると、突然不気味な感覚を持つのである。また、動くロボットと動かないロボット

では、その不気味さの度合いは異なり、動くロボットの方が強い不気味感をもたらす。（一

部省略） 

 見かけが非常に人間らしいと、我々の脳は、人間だという前提で対象をみるようになる。

ゆえに、動きも人間らしいはずだと思って見るのであるが、その動きが人間と異なる場

合に、急に判断を翻すように、強烈に人間ではないという感覚に襲われる。 

  どうしてこのような不気味の谷が存在するかは、まだ明確になっておらず、認知科学

や脳科学の研究テーマの 1つになっている。（１３） 

 

SFや空想小説上のものであったロボットが、すでに日常生活にも入り込んでいる現状では、

ヒト型ロボットが今後も多く登場することになるだろうが、それに伴う「不気味の谷現象」

は解明すべき大きな課題であろう。 

 

 

（２）人造人間                  

  広い意味で言えば、人工的に人間製造をすることとでもなろうか。「人が造り出す人間、

人間のようなもの、人間のような外見をしているもの」ということになる。ヒト型ロボッ

トであれば、ロボット、人造人間、アンドロイド、サイボーグというイメージが強くなろ

う。日本語では類似した表現として改造人間、新造人間といったものある。一般的に人造

人間と言えば、メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』（1818）に登場するフランケ

ンシュタイン博士が生み出した怪物のイメージがあるだろう。しかし、それ以前にゲーテ

『ファウスト』(1808)にはホムンクルスが登場する。 

後述するが、ロボットという言葉の語源ともなる「ロボータ」(robota)からロボットとい

う言葉を生み出したカレル・チェペック『R・U・R』(1920)でもいわゆる人造人間のこと

をロボットと呼んでいる。インターネット上の定義では以下のようなものがある。 

 

歴史的には人間に近い外観をもち、機械や電動装置で人間と同じような作業ができるもの

をさしていた。漫画やアニメーション、また SF の中で活躍しているロボットがそれで、

人工的につくられるので人造人間 artificial man、人間に似たものであることからアンド

ロイド、ヒューマノイド humanoid などとも呼ばれる。有機体と機械を合成したサイボ

ーグも広義のロボットといえ、さらにからくり人形(自動人形 automata)の類もロボット

の先駆形態と考えることができよう。（１４） 

 

人造人間はロボットと同義として使用されることも多いが、「人間」との表現があることか

ら、「人型」「人間に近い外観」というところが大きなポイントだろう。 

人造人間と言えるかどうかはわからないが、いわゆる死体を蘇えらせるという伝説もあ

https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89-188394#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89-188394#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%B0-68244#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%B0-68244#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
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る。そこに科学的な要素が入る場合もあれば、呪術・妖術によって操り人間として蘇る場

合もある。特に後者の場合を人造人間として呼んでいいものかどうか、疑問も残る。しか

し、まだ、科学が発達する前はロボットや人造人間と言った言葉がない時代にあっては、

人間ではないものを自分の意思通りに支配する、動かす、人間を助けるものといったこと

は現代のロボットにつながる考え方であるだけに、無視もできないところだ。 

 

 

（３）アンドロイド                

 「アンドロイド」とは何かをまず一般的な事典類で確認しておきたい。『日本国語大辞典』

（第 2 版）（2000）には次のように定義されている。 

 

 （英 android）SF などに登場する人間そっくりに造られたロボット。人造人間。（１５） 

 

下中直人編『世界大百科事典』（改訂新版）（2007）を見ておこう。柴野拓美「アンドロイ

ド」には以下のように定義されている。 

 

 ＜人間に似たもの＞の意から転じて、SF では人間そっくりに作られた  ロボットを指

す語。最初にこの言葉が使われたビリエ・ド・リラダン《未来のイブ》(1886)に登場する

のはアダリーという精密な機械仕掛けの美  女アンドロイドだが、金属製の労働ロボ

ット特別して有機的合成人間をアンドロイドと呼ぶ向きもあり、定義は明確でない。F.

ラングの映画化で有名な《メトロポリス》をはじめ、現代社会の高度の技術的合理性と

柔軟な人間性との両立に起因する矛盾と悲劇性をアンドロイドに託した作品が多い。（１６） 

 

新村出編『広辞苑』(2008)では以下の通りである。 

 

 SF に登場する人間そっくりのロボット。（１７） 

 

次に英語辞典を見ておきたい。J.A. Simpson and E.S.C.Weiner.  Oxford English 

Dictionary (2nd, 1989)では次の通りである。 

 

 An automaton resembling a human being.（１８） 

 

初出の出典として以下のようなものが紹介されている。 

 

 1727-51  CHAMBERS  Cycl. s.v.,  Albertus  Mangus is recorded as having made a 

famous androides.（１９） 

 

OED の初出として紹介されているのは、Ephraim Chambers. Cyclopaedia or, An 

Universal Dictionary of Arts and Sciences (Vol.1)(1728)の“Androids”であった。 
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 an Automaton, in figure of a Man; which by virtue of certain Spring Albertus Magnus, 

is recorded as having made an Androides.（２０） 

 

 

 

 

 

（２１） 

 

“Androides”と複数形で用いている。 

インターネット上の“ANDROID OF ALBERTUS MAGNUS January 19, 2013 by 

languagehat”には以下のようにある。 

 

Of course I wanted to know how far back it went in English, so I went to the OED, 

where I found (in an unrevised entry from 1884) the first citation “1728 E. Chambers 

Cycl. (at cited word), Albertus Magnus, is recorded as having made an Androides.”（２２） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

There are various sites saying things like “the term ‘android’ was probably invented 

by Albertus Magnus,” but I suspect they’re just extrapolating from the fact that it 

seems to have been first used to describe his creation. Does anybody have any 

information that would shed light on this?（２３） 

 

アルベルトゥス・マグヌス（Albertus Magnus, 1193 頃-1280）とはドイツのキリスト教神

学者であり、錬金術を実践した。こうなると人造人間、アンドロイドとも関係がしてくる

ことになろう。インターネット上のブリタニカでの「アルベルトゥス・マグヌス」の説明

は以下の通りである。 

 

St. Albertus Magnus 

German theologian, scientist, and philosopher 

Written By: The Editors of Encyclopædia Britannica  

See Article History 

St. Albertus Magnus, English Saint Albert the Great, German Sankt Albert der 

Grosse, byname Albert of Cologne or Albert of Lauingen (born c. 1200, Lauingen an 

der Donau, Swabia [Germany]—died November 15, 1280, Cologne; canonized 

December 16, 1931; feast day November 15), Dominican bishop and philosopher best 

known as a teacher of St. Thomas Aquinas and as a proponent of Aristotelianism at 

the University of Paris. He established the study of nature as a legitimate science 

within the Christian tradition. By papal decree in 1941, he was declared the patron 

saint of all who cultivate the natural sciences. He was the most prolific writer of his 

century and was the only scholar of his age to be called “the Great”; this title was used 

http://languagehat.com/author/languagehat/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclopaedia,_or_an_Universal_Dictionary_of_Arts_and_Sciences
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%AD%A6%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AC%E9%87%91%E8%A1%93
https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopdia-Britannica/4419
https://www.britannica.com/biography/Saint-Albertus-Magnus#Article-History
https://www.britannica.com/biography/Saint-Thomas-Aquinas
https://www.britannica.com/topic/Aristotelianism
https://www.britannica.com/topic/Universities-of-Paris-I-XIII
https://www.merriam-webster.com/dictionary/legitimate
https://www.britannica.com/topic/science
https://www.britannica.com/topic/patron-saint
https://www.britannica.com/topic/patron-saint
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultivate
https://www.merriam-webster.com/dictionary/prolific
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even before his death.（２４） 

 

説明はさらに続くが、「アンドロイド」についての説明や記載はない。ちなみに Cyclopaedia or, 

An Universal Dictionary of Arts and Sciences (1728)には“robot”と“cyborg”の項目はな

い。インターネット上の定義では以下のようなものもある。 

 

本来は〈人造人間〉を意味する言葉で、初出はフランス象徴派の作家ビリエ・ド・リラダ

ンの長編《未来のイヴ》と言われる。2007 年、アメリカのグーグル社が開発した携帯電

話のプラットフォームにこの名称をつけたことで、世界的に広まった。（２５） 

 

  アンドロイド（android）は SF で誕生した言葉である。インターネット上の

Dictionary.com には以下のような定義がある。 

 

noun  

1. an automaton in the form of a human being.  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

noun  

1. (in science fiction) a robot resembling a human being adjective  

2. resembling a human being（２６） 

 

音節は[an-droid]とある。前半の andro はギリシャ語で人を意味するάνθρωπος 

(anthropos)から来ていて、人、男性といったような意味があり、後半の droid の意味をイ

ンターネット上で調べてみると次の通りである。 

 

アメリカの SF 映画「スター・ウォーズ」シリーズに登場する人工知能を持つロボット。

名称は「アンドロイド」の略から。人間にかわり、医療行為から単純労働まで能力に応じ

たさまざまな作業に従事する。（２７） 

 

ちなみに接尾辞の-oid には「～似たもの」という意味がある。ビリエ・ド・リラダン『未来

のイヴ』（Tomorrow’s Eve, 1886）と年代も 130 年以上前である。『スター・ウォーズ』（Star 

Wars, 1997）に出てくるドロイドはアンドロイドという言葉が一定の定着があったからこ

そ、短縮語として登場していることになる。 

 「アンドロイド」という言葉はビリエ・ド・リラダン『未来のイヴ』（Tomorrow’s Eve, 1886）

からさらに遡り、Ephraim Chambers. Cyclopaedia or, An Universal Dictionary of Arts 

and Sciences (Vol.1)(1728) 

に辿りつくことになる。 

 

 

（４）サイボーグ  

 「サイボーグ」についてまずその定義を見ておきたい。『日本国語大辞典』（第 2 版）（2001）

https://kotobank.jp/word/%E3%83%93%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%B3-121665#E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E3.83.9E.E3.82.A4.E3.83.9A.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.A2
https://kotobank.jp/word/%E3%83%93%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%B3-121665#E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E3.83.9E.E3.82.A4.E3.83.9A.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.A2
https://ja.wiktionary.org/wiki/%E4%BA%BA
https://ja.wiktionary.org/wiki/%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://kotobank.jp/word/SF%E6%98%A0%E7%94%BB-54886
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BA-189762
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD-4702
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88-10089
https://kotobank.jp/word/%E5%90%8D%E7%A7%B0-643031
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89-188394
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%A1%8C%E7%82%BA-436496
https://kotobank.jp/word/%E5%8D%98%E7%B4%94%E5%8A%B4%E5%83%8D-323605
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には次のように定義されている。 

 

 (英 cyborg(= cybernetic organisim の短縮形)特殊な環境に順応できるように、人工臓器

などで体の一部を改造された生物。完全な機械人形でありながら、人間や動物とそっく

りの外見を持つものについてもいう。SF 小説などに登場する。また、感情を持たない機

械のような人間や、人間技とは思えない能力を発揮する人間をたとえてもいう。＊凍っ

た時間(1966)（星新一）ゼロの感覚、「ムントは高度のサイボーグなのだった。ロボット

とは人間のような機械のことだが、サイボーグとは機械のような人間のことだ」語誌（１）

原語の cyborg は米国の科学者 M=クラインズが 1960 年に提唱した言葉で、宇宙空間や

深海等の異環境の世界で活動できるように、医学的に器官の一部を人工物に置き換えた

生物を指す。（２）日本では、ほぼ同時期に漫画家や SF 作家の間で使われるようになり、

手塚治虫の「鉄腕アトム」(1951-68)や石森章太郎の「サイボーグ 009」(1966～)などの

漫画で、広く知られるようになった。（２８） 

 

下中直人編『世界大百科事典』（改訂新版）（2007）を見ておこう。柴野拓美「サイボーグ」

には以下のように定義されている。 

 

 サイバネティック・オーガニズム cybernetic organism を縮めた名称。身体器官の一部

を人工物に置きかえることにより、宇宙空間や深海底など異質の環境下で活動できるよ

う医学的に改造された生物を指す。この名称は 1960 年にクラインズ M. Crynes により

提唱され、＜意識せずとも完全な平衡調節系として働く体外的に拡張敷衍された有機的

複合体＞と定義される。現実には、生物の機能拡大という当初の積極的な意図は薄れ、

主として人間の機能欠損を補てんする義股や人工器官など医療サイボーグが研究の主流

となっている。また SF 的空想の世界では、これがスーパーマンと身体障害者の二面性を

持つ新たなキャラクターとしてうけとめられ、それをテーマとする物語が数多く書かれ

ている。日本では光瀬竜《落陽 2217 年》をはじめとする宇宙史シリーズが、代表的作品

である。（２９） 

 

また、新村出編『広辞苑』(2008)では次のように定義されている。 

 

 (cybernetic organism から)動物、特に人間の生態機能の重要な部分を電子機器などに代

行させたもの。（３０） 

 

石原藤夫『SF ロボット学入門』(1981)では生態機能の代行について次のように具体的に述

べている。 

 

  人間のからだの一部分を、他のものと交換したり、おぎなったりするという、新しい

医学の方向について話をきくとき、われわれがまず連想するのは、最近になって登場し

はじめた電子義手や、モラルの面からも話題をなげかけた心臓移植手術などであろう。 

  しかし、サイボーグにつながるこのような人間と機械の結合、また肉体のうつしかえ
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は、なにも、この数年に急にはじまったことではない。また、大病院の閉ざされた手術

室の中でしか見られないものでもない。 

  実例は、意外に昔からあり、また意外に身じかにみられるものである。 

  常識的なところからゆくと、〝入れ歯〟などがそうであろう。人々は、自然の歯を抜

いて人工の歯を装着することに、それほど奇異な感はいだかない。だれでも歯科医をお

とずれるのは（たぶん！）好きではないが、それが人間を加工するものである―といっ

た深刻な感情をいだく人はすくないだろう。 

  だが、義歯が人間の肉体の一部をとりはらい、人工物をそのかわりにとりつけたもの

であることは、だれしも否定できない。そしてそれは、古代から存在していた―といわ

れる。 

  同じように、常識化している、人体の加工や交換は、他にもたくさんある。（３１） 

 

石原は日本でサイボーグをテーマにした作品が多いことについて次のように述べている。 

 

  日本の SF にはサイボーグ・テーマの作品がかなり多い。また、サイボーグが主要登場

人物（？）となっている作品も数多くみうけられる。 

  サイボーグがふつうの SF にもひんぱんに登場するというこの現象は、世界的というよ

りむしろ、日本に独特のものであるらしい。 

  SF 研究家の方々の話を総合すると、アメリカでサイボーグ・テーマが比較的すくない

のは、身体障害者の人格を重んずる社会的環境のせいであり、日本に多いのは、人間と

他のものとを峻別しないおおらかな精神的風土にあるかららしい。 

  日本人はサイボーグの活躍を読んでも、拒絶反応がすくないのである。（３２） 

 

石原は特に触れていないが、1963 年にはテレビアニメとして『鉄腕アトム』がはじまり、 

それ以前にはマンガとしてロボット（サイボーグを含む）といったようなものがすでに登 

場し、ロボットが科学の象徴、未来の象徴のようなシンボルになっていたことも大きな理 

由の１つになるだろう。 

次に英語辞典を見ておきたい。J.A. Simpson and E.S.C.Weiner.  The Oxford English 

Dictionary (2nd, 1989)では次の通りである。 

 

 [Blend of CYB(ERNTIC a. and ORG(ANISM).)]  A person whose physical tolerances 

or capabilities are extended beyond normal human limitations by a machine or other 

external agency that modifies the body’s functioning; an integrated man-machine 

system.（３３） 

 

なお、初出紹介では 1960 年として 2 つのものが取り上げられている。 

 

   1960  N.Y. Times 22 May 31/1  A cyborg is essentially a man-machine system in 

which the control mechanisms of the human portion are modified externally by drugs 

or regulatory devices so that the being can live in an environment different from the 
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normal one.  1960  CLYNES & KLINE in Astronautics  Sept. 27/1  For the 

exogenously extended organizational complex funcationing as an integrated 

homeostatic system unconsciously, we propose the term ‘Cyborg’.  The Cyborg 

deliberately incorporates exogenous components extending the self-regulatory control 

function of the organism in order to adapt it to new environments.（３４） 

 

 

（５）ロボットの研究 

 ここでは特に「文学と科学」への言及を中心に取り上げたい。また、科学的な言及の中

にはマンガ／アニメへの大きな刺激を生み出しているものもある。 

 

 

［１］D.S.Halacy, Jr. Cyborg: The Evolution of the Superman (1965) 

Daniel Stephen Halacy (1919-2002)の簡単なプロフィールは以下の通りである。インタ

ーネット上に公開されている“DANIEL S. HALACY, JR. PAPERS  de Grummond 

Children's Literature Collection The University of Southern Mississippi”によれば以下の

通りである。 

 

Biographical Note  

Daniel S. Halacy, Jr. was born in Charleston, South Carolina, on May 16, 1919, to 

Daniel Stephen and Pearl (Edwards) Halacy. The son of a sailor in the U.S. Navy, 

Halacy grew up in Charleston, South Carolina; Newport, Rhode Island; and San Diego, 

California. He became interested in both writing and aviation as a boy--two interests 

he would pursue for the rest of his life. Halacy worked at a variety of jobs after 

graduating from San Diego High School, including a position in an airplane 

manufacturing company. He enlisted in the U.S. Army Air Corps in 1943, where he 

served as a navigator until his discharge in March 1946. Halacy found work in the 

field of aircraft construction after the war, and married Beth Ann DeBolt in June 1947. 

Around this time, he also began selling short stories and light verse to magazines.  

Halacy was drafted for the Korean War in 1951, and flew 31 combat missions with a 

B-29 crew as an electronics specialist. Upon returning from Korea, he and his family 

moved to Phoenix, Arizona, where he received an A.A. degree in English from Phoenix 

College in 1956. Halacy published his first children's book, Star for a Compass, while 

still in school. He earned a B.A. degree in English from Arizona State College in 1957 

and worked as a technical writer for aerospace companies after his graduation. 

Halacy gained enough success as an author to become a freelance writer in 1962. In 

all, he wrote 78 nonfiction books on aviation, computers, and other subjects in science 

and technology, as well as adventure fiction for boys. Halacy was an Arizona state 

senator from 1967 to 1970, and worked for the Solar Energy Research Institute in 

Golden, Colorado, from 1979 to 1984. He had become interested in solar energy while 

http://www.lib.usm.edu/degrummond
http://www.lib.usm.edu/degrummond
https://www.usm.edu/
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living in Phoenix, and was a fervent activist for the technology.（３５） 

 

Daniel Stephen Halacy, Jr. Cyborg: The Evolution of the Superman (1965)については、

現段階で原書を入手することができなかったため、翻訳を利用して、その構成を紹介し、

そのあと定義について取り上げる。 

 

 マンフレッド・クラインズ, 序文 

 １ 人類の進化とサイボーグ革命 

 ２ 人間という機械とサイボーグへの歴史 

 ３ 外部的な人工人間 

 ４ 内部的な人造人間 

 ５ 大脳 

 ６ 節電制御 

 ７ 化学薬品 

 ８ 低体温 

 ９ 軍事用サイボーグ 

 10 宇宙旅行におけるサイボーグ 

 11 組織培養 

 12 遺伝子工学 

 13 サイボーグの倫理 

 14 サイボーグの未来 

 訳者あとがき 

 

マンフレッド・クラインズによる「序文」には次のような定義が示されている。 

 

  サイボーグというのは、人間の遺伝子的性質を変えずに、人間を宇宙に適合させよう

という考えである。他方、われわれの望みどおりに遺伝子的性質を変えようとする大胆

かつ向こう見ずな試みもある。サイボーグは人間と機械との結合物だから、また元にも

どすこともできるが、遺伝によって変えられた人間は一生そのままの形からのがれられ

ない。（３６） 

 

あとは本文より紹介しておきたい。 

 

  名前は事物や存在の便利な荷札である。サイボーグということばには、人間の進化の

最新面を劇的に盛り上げるに必要な鐘の音の響きがある。この語はマンフレッド・クラ

インズ博士のつくったもので、サイバネティックス・オーガニズムの略である。博士の

定義によると「意識をせずとも完全な平衡調節系として働く、対外的に拡延された有機

的複合体」である。簡単にいうと、サイボーグとは生物と生命のない装置との結合であ

る。このような雑種人間は、将来の人類の先駆者になりうるかもしれない。（３７） 
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［２］Issac Asimov and Karen A. Frankel.  ROBOTS, Machines in Man’s Image (1985) 

Issac Asimov and Karen A. Frankel. ROBOTS, Machines in Man’s Image (Harmony 

Books, 1985)の原書が入手できなかったため、ここでは加藤一郎監修／仙名紀訳『ロボット

の世界』（東急エージェンシー出版部、1986 年 10 月）より紹介しておきたい。その内容は

以下の通りである。 

 

１ ロボットの誕生 

２ 産業ロボットの開拓者たち 

３ 新しい産業革命 

４ ロボットの仕組み 

５ ロボットの新しい活用法 

６ 世界におけるロボットの現状 

７ 知能を持ったロボット開発 

８ 未来を創る 

 ロボット文化雑考―あとがきに代えて 

 

ここでは特に「１ ロボットの誕生」よりギリシャ神話、神秘主義・魔術、メアリー・シ

ェリー『フランケンシュタイン』に関連する内容を取り上げておきたい。 

 

  メアリー・シェリーの本は、1818 年に出版された。文体には未熟さが感じられ、今日

の基準からみれば、メロドラマ的すぎるが、以後、200 年あまりにわたって人気を保ち続

けている。 

  『フランケンシュタイン』は、確かに初めての本格的 SF 小説だといえる。これは生命

の創造をテーマにしており、メアリーは「現代のプロメテウス」という副題をつけてい

る。ギリシャ神話のなかで、泥から最初の人間を作ったタイタンにちなんだものである。

しかし、プロメテウスは神であり、超人的な力を持っていた。それに対して、ヴィクタ

ー・フランケンシュタインは、ただの人間で、科学上の新発見（本のなかではくわしく

説明されていないが）を使って、生命を創造するのである。 

  本が出版された時期は、まさにタイミングがよかった。大英帝国は産業革命の黎明期

にあり、科学技術は飛躍的な進歩をとげつつあった。それまでの人類の歴史には見られ

ないことだったが、社会がこれから驚嘆すべき道をたどっていくことは、だれの目にも

明らかだった。 

  フランケンシュタインは、彼を創り出した人物が手抜きをしたために苦しみ、恐ろし

げで残酷な復讐を試みる「怪物」（とくに名前はない）の物語である。メアリー・シェリ

ーが意図したかどうかはわからないが、結果的には、技術の進歩は危険なものとして描

かれている。そうした感情は、当時の一般的な先入観念とも合致していた。フランケン

シュタインの現代版ともいえるロボットも、同じように現代社会で、一部の人びとにな

んとなく不安を抱かせている。 

  メアリー・シェリーが執筆していた当時、イギリスは経済不況のどん底にあった。職
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を失うことを恐れた労働者たちは暴動を起こし、新しい機械を破壊して回った。「フラン

ケンシュタイン」の本は、技術進歩に対する、このように野蛮ではあるが、いくぶんは

納得のいく反感気分を反映した ものであった。人造人間や人工知能の技術発展史を見

ると、創造に対する賛美と結果に対する恐れという二律背反の感情が、常について回っ

ている。（３８） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 この神［へパイトス 追加］は、クレタ島にミロス王の銅像を作って、これに生命を与

えたのである。この生きた像は常に島を巡回し、敵が侵入しないように監視していた。

もっとロマンチックな話もある。ギリシャ神話に出てくるキプロスのピグマリオン王は、

自分が作ったすばらしく美しい乙女像に恋をした。王の熱心な祈りに応えた愛の女神ア

フロディーテは、この像に生命を与えた。ピグマリオンは生命を与えられたこの乙女と

結婚し、末長く幸せに暮らしたという。 

  このような創造物は、いわば神の手になる作品として認められていた。神の力による

ものだというので、だれもが是認したのである。（３９） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  古代末期から中世にかけて、神以外の者が生命を創造することは神を冒 

 瀆するものだ、という考え方が強くあった。ときに争い合ったりする人間くさい古代の

多神たちと違って、ユダヤ教やキリスト教に見られる神は、はるかに崇高なものになっ

ていたからである。神に対する挑戦は、無断で模倣するだけでも、かなり罪深いことだ

った。さまざまな神秘主義や魔法を用いて、キリスト教の教えにそむいていたグノーシ

ス派の人びとが、紀元 250 年ごろ、「人工小人」を創ったという伝説がある。またユダヤ

教の神秘主義者が、神の名を秘かに語った魔法の儀式で、泥から人造人間を創ったとい

う話もある。「形づけられていないもの」、すなわち材料の泥を意味するヘブライ語から

とって、このユダヤ教の小人は「ゴーレム」と呼ばれた。このジャンルのものとしては、

16 世紀のプラハに住むユダヤ僧ラビ・ローが作ったゴーレムが最も有名で、ユダヤ教徒

がキリスト教徒の子どもを血祭りにあげているという非難を防ぐ目的で作られたといわ

れる。 

  りっぱな目的を掲げ、神への敬虔な祈りをこめて人造人間を作っても、神の役割を侵

害したという不安感はぬぐい切れなかった。人工小人もゴーレムも、ただちにすべてが

破壊された。ピグマリオンの像の話とは違って、作られた疑似人間が存在する余地は、

地球上にはなかったのである。（４０） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  『R・U・R』とは、「ロッサムのユニバーサル・ロボット」の頭文字である。ロッサム

はチェコ語で「理性」を意味する rozum に由来している。ロボットはチョコ語の「労働

者」に当たるが、強制的に働かされているという意味があるので、「奴隷」と訳すべきか

もしれない。この戯曲が人気が呼んだため、オートマトンという古いことばは使われな

くなり、ロボットという新語がいろいろな言語で使われるようになった。現在「ロボッ

ト」というと、人類に固有だと考えられているような機能を遂行できる人工の装置（お

おむね人間に近い姿であることが多い）を意味する。（４１） 
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［３］Chris Hables Gray, editor.  The Cyborg Handbook (1995) 

Chris Hables Gray, editor.  The Cyborg Handbook (1995)の構成は以下の通り。 

 

 Foreword   Donna J. Haraway.  Cyborgs and Symbionts:  Living Together in the 

New World Order 

  Introdcution Chris Hables Gray, Steven Mentor, Heidi J. Figueroa-Sarriera. 

Cyborgology: Constructing the Knowledge of Cybenetic Organisms 

  Part 1:  The Genesis of Cyborg 

  The Proliferation of Cyborg 

  Part 2:  In Science and Engineering/In Space and War 

  Part 3:  In Medicine 

  Part 4:  In the Imagination 

  The Futures Of Cyborgs 

  Part 5:  Cyborg Anthropology 

  Part 6:  The Politics of Cyborgs 

 

下位項目は省略したが、“Part 1:  The Genesis of Cyborg”には以下の２つ 

が含まれていることは興味深い。 

 

 Manfred E.Clynes and Nathan S.Kline.  Cyborgs and Space 

  Manfred E.Clynes.  Cyborg II:  Sentic Space Travel 

 

サイボーグについてその歴史を遡れば、科学分野では必ずマンフレッド・クラインズ博士

にたどり着く。 

 筆者は科学というよりは文学的な観点からアプローチしているため、Chris Hables Gray, 

Steven Mentor, Heidi J. Figueroa-Sarriera “Cyborgology: Constructing the Knowledge 

of Cybenetic Organisms” の中の文学作品への言及として次のような説明があることに注

目したい。 

 

  Long before Manfred Clynes conjured “cyborg” from cybernetic organism at the behest 

of his friend.  Nathan Kline, the idea of the human-machine living system was 

spreading.  Many see Mary Shelley’s monster, Frankenstein’s creature, as the first 

cyborg; certainly he is among the most powerful.  L. Frank Baum’s Tin Man was also 

a true cyborg, as well as metaphor for the effect the merchanization of work was 

having on workers.（４２） 

  

フランケンシュタインは改造人間、ブリキのきこりはロボットということになるのではな

いかと思われるが、ブリキのきこりも“a true cyborg”とあるところがここではポイント

になっているように思える。 
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［４］Bruce Grenville, editor. The Uncanny: Experiments in Cyborg Culture (2003) 

  Bruce Grenville, editor. The Uncanny: Experiments in Cyborg Culture (2003)は 2002

年 4 月の VANCOUVER ART GALLERY における“The Uncanny Experiments Cyborg 

Culture”の展示・調査についてまとめたものである。日本からは小林宏が顔ロボットで参

加している。その内容な以下の通りである。 

  

 Foreword 

  Preface 

  Bruce Genville.  The Uucanny: Experiments in Cyborg Culture 

  Sigmund Freud.  The Uncanny 

  Jenne Randolph.  Transgressed Boundaries, Potent Fusion and Dangerous 

Possibilities 

  Allan Antliff.  Egoist Cyborgs 

  Bruo Bettelheim.  Joey:  A Mechanical Boy 

  Jeanne Randolph.  Dead Eyes: a one-act play with two suburban Americans and 

three dead geniuses 

  Donna Haraway.  A Manifesto for Cyborgs:  Science, Technology, and  

    Socialist Feminism in the 1990s 

  Jeanne Randolph.  Looking Back at Cyborgs  

  Randy Lee Cutler.  Warning:  Sheborgs/Cyberfems  Rupture Image-Stream! 

  William Gibson.  Excerpt from Neuromancer 

  Jeanne Randolph.  Neuromancer:  the uncanny as décor 

  Ueno Toshiya.  Japanimation and Techo-Orientalism 

  Ueno Toshiya.  The Shock Projected onto the Other:  Notes on Japanimation and 

Techno-Orientalism 

  Hara Makiko.  Others in the Third Millennium 

  Oda Masaori.  Welcoming the Libido of the Technoids Who Haunt the 

    Junkyard of the Techno-Orient, or The Uncanny Experience of the 

Post-Techno-Orientalist Moment 

  Catalogue 

  Contrubutors 

   

ここではカタログのタイトルにもなっている Bruce Grenville“The Uncanny:  

Experiments in Cyborg Culture”(2003)に注目し、サイボーグについての説明を取り上げ

ておきたい。 

 

 The first use of the term cyborg―a neologism of cybernetics and organism― was 

proposed by Manfred Clynes and Nathan Kline at New York’s Rockland State 
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Hospital in conjunction with their efforts to engineer a mouse that could withstand 

the harshness of an environment similar to that encountered in space travel.  Their 

ultimate goal was to produce an astronaut who could adapt to that atmosphere.（４３） 

 

インターネット上の「サイボーグ」の定義では以下のようなものがある。 

 

サイバネティック･オーガニズム cybernetic organism を縮めた名称。身体器官の一部を

人工物に置きかえることにより，宇宙空間や深海底など異質の環境下で活動できるよう医

学的に改造された生物を指す。この名称は 1960 年にクラインズ M.Crynes により提唱さ

れ，〈意識せずとも完全な平衡調節系として働く体外的に拡張敷衍された有機的複合体〉

と定義される。現実には，生物の機能拡大という当初の積極的な意図は薄れ，主として人

間の機能欠損を補てんする義肢や人工器官など医療サイボーグが研究の主流となってい

る。（４４） 

 

“cybernetic”について Bruce Grenville“The Uncanny:  Experiments in Cyborg 

Culture”(2003)では次のように述べている。 

 

  The conceptualization of the term cybernetics is generally attritubed to Norbert 

Weiner and a group of scientists and theorists who gathered in Boston in 1946 for a 

series of meetings dedicated to a new interdisciplinary study on the role of 

information in systems.  Along with John on Neumann, Gregory Bateson, Magaret 

Mead, and others, Weiner conceived of a new science called cybernetics, which had its 

etymological origin in the Greek, kubernetes, meaning“pilot”or“steersman,”and the 

Latin equivalent that refers to governance.（４５） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  With the development of the model of cybernetics, Weiner and his colleagues were 

responsible for articulating the significant role of feedback in the production of a 

thinking machine, but they also firmly established the possibility of a human 

machine, a human body enhanced and corrected by a machine that responds both to 

incoming and outgoing feebback.  Weiner’s research was widely accepted and even 

entered the public realm in the form of a book published in 1948 entitlted Cybernetics, 

or Control and Communication in the Animal and the Machine.（４６） 

 

 

［５］1960 年代の日本のサイボーグ・マンガ 

言葉だけを見れば、アンドロイドの方が SF の世界で先行して登場し、実際の科学では、

サイボーグという言葉が後から生まれたことになる。アンドロイドとサイボーグは混在す

るようになる。初期の人造人間に関するマンガ／アニメ等を整理してみよう。特に、福田

淳一編『サイボーグ 009 研究叙説』（Vol.1）(2001,2003 改訂)によるものについては後ろに

（福）と印をつけた。 

https://kotobank.jp/word/cybernetic%20organism-1228185
https://kotobank.jp/word/%E5%90%8D%E7%A7%B0-643031
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%89%A9-1343402
https://kotobank.jp/word/%E6%B7%B1%E6%B5%B7%E5%BA%95-81370
https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E7%89%A9-546254
https://kotobank.jp/word/%E8%A4%87%E5%90%88%E4%BD%93-617208
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E5%99%A8%E5%AE%98-1343286
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 1961 年 ３月～10 月 手塚治虫「鉄腕アトム・ホットドッグ兵団」 

 1961 年       水木しげる「サイボーグ」（『貸本マンガ恐怖マガジン』第２巻）

（福） 

             ＊発表時期詳細不明 

             ＊『朝日新聞』（1960 年 10 月 17 日）に「宇宙人間サイボーグ」

についての記載があるため、それ以降の発表と言う見方が有

力。 

 1961 年 ６月～９月 横山光輝「超人人間ケリー」 

             ＊『鉄人 28 号』の中でサイボーグとして登場する。（福） 

 1963 年  1 月  1 日  手塚治虫『鉄腕アトム』フジテレビ系列放映開始。 

            ＊ロボット 

            ＊マンガ『鉄腕アトム』は 1952 年 4 月から『少年』に連載開始。 

それ以前は『アトム大使』のタイトル。 

 1963 年 11 月 8 日 平井和正『エイトマン』TBS 系列放映開始。 

            ＊電子頭脳を移植され、スーパーロボットになる設定。 

            ＊サイボーグマン（28 号、29 号、30 号）の 3 人が登場する。 

 1964 年 ７月 19 日 石森章太郎「サイボーグ 009」、『週刊少年キング』で連載開始。 

  1965 年 1 月号～10 月号（発行は 1 ヶ月前） 

石森章太郎「アンドロイド V」、『冒険王』で連載開始。 

 1966 年 7 月 21 日 芹川有吾監督『サイボーグ 009』（東映動画）封切。 

 1967 年 3 月 19 日 芹川有吾監督『サイボーグ 009 怪獣戦争』（東映動画）封切。 

 1968 年 4 月 5 日  石森章太郎『サイボーグ 009』NET 系列放映開始。 

 

なお、福田によれば、日本のマンガにおいて、『サイボーグ 009』以前にサイボーグとの名

称は使用されていないが（水木しげるの「サイボーグ」の発表との時期の問題はあるが、

日本マンガ史上初めてサイボーグが登場するのは手塚治虫『大空魔王』（1948）ではないか

と述べている。 

 

  その“サイボーグ”がマンガの世界で描かれたのは、残念ながら「サイボーグ 009」が

初めてではない。 

  私の知るところでは（まだ他にもあるのかも知れないが）、“サイボーグ”と分かる人

物が最初に登場したマンガ作品は、手塚治虫が描いた「大空魔王」という書き下ろし単

行本である。 

  「大空魔王」は、1948（昭和 23）8 月 5 日不二書房から発行されたもので、陰謀団の

首領“大空魔王”が、脳外以外はすべて機械の“サイボーグ”として登場している。（図

１） 

  次に同じ手塚治虫が描いた「鉄腕アトム」『少年』連載の「人工太陽球」（原題：火の

壺島）」がある。 

  この作品は、1959（昭和 34）年 12 月号から 1960（昭和 35）年 2 月号まで連載され、 
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その中に登場する、アトムとコンビを組むことになった探偵のホームスパンが、事故によ 

り頭以外は義足、義手、義胴になってしまったという設定になっている。（図２）ここで 

は頭は人間のままであるという“サイボーグ”と、ロボットとの決定的な違いを描いてい 

る。   

ただし、両方とも作品中には“サイボーグ”という呼称は使われていない。（４７） 

 

ここでは（図 1）（図２）は省略したので、福田淳一編『サイボーグ 009 研究叙説』（Vol.1）

(2001,2003 改訂)の原典にあたっていただきたい。福田は石森章太郎がサイボーグの着想を

得たことについて以下のように述べている。 

 

 アメリカのグラフ雑誌『LIFE』の記事からだった。集英社の『日の丸』という月刊誌の

編集者に話したのだが、ムズカシスギルと断られ、代わりに「テレビ小僧」が生まれた。 

  それから数年後（1964 年）、やっと週刊誌『少年キング』（少年画報社）を、“説得”し、

連載開始。 

  石ノ森章太郎は、旧小学館文庫版「サイボーグ 009」第 1 巻第 1976（昭和 51）年 6 月

20 日発行の“あとがき”に「サイボーグ 009」の誕生秘話を以上にように書いている。 

  「テレビ小僧」は 1959（昭和 34）年 6 月号から連載を開始していることから、“サイ

ボーグ”の記事が掲載された『LIFE』は、その少し前に発行されたものと思われる。 

（４８） 

 

手塚治虫「鉄腕アトム ホットドッグ兵団」」(1961)には次のような台詞がある。お茶の水

博士とひげおやじの会話である。（「お茶の水博士」＝お茶、「ひげおやじ」＝ひげ、と略す） 

 

 お茶  44 号のからだを調べたらこれだけの部分に生きた神経と脳がはいっていたので

す。 

 ひげ  ウッへッへへロボットのからだの中にほんものの神経が？ ウッへッへッへッ

ごじょうだんでしょう 

 お茶  ヒゲオヤジくん笑いごとじゃないよ まじめな話だ 

 お茶  これはきょくたんなサイボーグなのじゃ サイボーグというの 

  は人間のからだの一部をロボット装置とかえたものじゃ なぜ こんなサイボー

グなんかが 必要なのか？宇宙の生活は なまみの人間のからだで はいくら宇

宙服を着ていても  とてもたえられないくらい  きびしい世界が多

い ・・・・・・・・・・ 

   だから からだの一部 たとえば 心臓とか 肺とかを 人工のものと とりか

えて 生活できる ようにする のじゃ（４９） 

 

水木しげる「サイボーグ」（1961）には人間が宇宙で活動するためとして、中谷博士の次の 

ような台詞がある。 

 

 それは機械と人間との中間のもの いわば新しい人間  
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仮に名づけて「サイボーグ」に 

なってもらわねばならなぬからだもちろん鼻だとか 目だとか いろいろな器官も 

改造され 加工されるから 並々ならぬ 忍耐が必要だ 

 しかしそれに耐え宇宙にたどり ついた 

 あかつきには その人の名誉は 人類の歴史に 

 サンと輝く でしょうし ノーベル賞の 一ダースは 

 まちがいない ところでしょう（５０） 

 

水木しげるのサイボーグは改造されることを具体的に表現し、恐怖といったものを全面に 

押し出している。実際のマンガで描かれるその姿は顔、体、手足はあるが、それは人間と 

いうよりは怪物に近い。 

 サイボーグを世間一般に広めたのは石森章太郎「サイボーグ 009」（1964）であろう。そ 

の冒頭で次のようなコマ外のナレーションとコマ中の台詞がある。 

 

 現在は、原水爆やミサイルをはじめとする、核兵器の開発によって、もし、それを使用 

すれば、たちまち地球全土が滅亡することがわかり、うかつには、戦争をおこせなくなっ 

ています。しかし、それでは、兵器の製造によって、利益を得ている、あなた方、兵器製 

造会社の社長さんが、おこまりのこととおもいます。そこで、どうしても、戦争をやって 

もらう必要がある。さいわい、人間には、永久になくならない闘争本能があるので、これ 

を利用して戦争をおこす・・・。 

 ここに、わたしの「未来戦計画」が生まれたのです。この未来戦争は、かならず成層圏 

が舞台になります。 

 

そのためにいくまでとはまったくちがった兵器と兵士が 必要になります・・・ 

 兵器についてはこの前の会議の時に説明しましたので・・・ 

 今日は成層圏戦争用兵士・・・つまり真空の宇宙間でも自由にうごきまわれる改造人 

間・・・サイボーグについて説明しましょう！ 

  

 サイボーグの利点はロボットとちがって・・・（５１） 

 

「サイボーグの利点はロボットとちがって」と続きが明らかにされていない。 

 

 

［６］柴田崇「サイボーグの原型：“extension”の系譜学に基づく J.D.バナールの読解」

(2015) 

 最近発表された柴田崇「サイボーグの原型：“extension”の系譜学に基づく J.D.バナー 

ルの読解」(2015)を紹介しておきたい。柴田は論文冒頭で次のように述べている。 

 

  身体の加工をサイボーグ化と呼ぶならば、その起源は古く、義股による補綴や化学物

質の投与等、治療の始まりにまで遡ることができる。実はサイボーグも、「サイボーグ
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cyborg」という語が誕生した 1960 年時点では治療のための技術だった。これに対し、今

日のサイボーグは、治療目的の技術として以上に、治療を増強、すなわちエンハンスメ

ントの技術として脚光を浴びている。（５２） 

 

1960 年とは CLYNERs & KLINE のことである。「サイボーグ」の語の誕生について以下の

ように説明している。 

 

  サイボーグの語は、1960 年 5 月 26 日、テキサス州サン・アントニオのブルックス空

軍基地内のアメリカ空軍航空医学校 (Air force School of aviation Medicine:現在の Air 

Force School of Aerospace Medicine)で開かれた「宇宙航行の心理・生理学的側面いつい

てのシンポジウム」(Symosium on psychophysiological aspects of space fight)の壇上で

誕生した。1957 年にソ連が人工衛星スプートニック１号の打ち上げに成功して以来、ア

メリカ政府は軍事的均衡を取り戻すために宇宙への進出を模索していた。当時、空軍大

佐として同医学学校に勤務していた B・フラハーティ（Bernald E. Flaherty 生没年不詳）

は宇宙進出に伴う課題を洗い出すシンポジウムを企画し、ニューヨーク州オレンジバー

グのロックランド州立病院（Rockland State Hospital:現在の Rockland Psychiatric 

Center)で精神薬理学の研究に従事していた N・クライン (Nathan S. Kline 1916～1983)

に発表原稿の執筆を依頼した。クラインは、サイバネティクスを研究していた同僚の M・

クラインズ (Manfred E.Clynes 1925～)に声をかけ、薬物の使用、および人工装置の移

植による宇宙環境への適応を考察した予稿原稿“Drugs, Space, and Cybernetics”を準

備した。そこで２人は、宇宙環境への適応を心理、生理学的観点から検討した上で、身

体の機能が宇宙空間で低下し、正常な精神活動の足かせになるという予測を導き出した。

循環器系や内分泌系統の自律神経系の恒常性（ホメオスタシオ）が損なわれることで高

次の精神活動に悪影響が出ると考えたのである。地球環境にいるのと同じ正常な状態を

恒常的に保つため、２人は低次の身体の人工装置を接続する案を提唱するに至った。こ

の提案の背景には、身体と人工装置が情報のフィードバックによって定常状態をつくり

出す共通するとの認識がある。ここに、サイバネティクスを公分母に人工装置と接続し

た有機体 cybernetic organism、すなわち cyb-org が誕生した。 

  ２人の予稿原稿は加筆、修正され、翌年、クラインを第１著者に“Cyborgs and Space”

の題で Astronauntics 誌に掲載された。同論文では「サイボーグ」の語がクラインズの

発案によることが明記された。（５３） 

 

柴田は現代のサイボーグ論の原型がバナール(John Desmond Bernal、1901 –1971）にあ

ると述べている。 

 

 1929 年、バナールは『トゥーディ・アンド・トゥーモロウ』シリーズのために『宇宙・

肉体・悪魔』（The World, the Flesh and the Devil）を著した。同書には、人間を進化さ

せる直接的な方法として、化学反応による身体の恒久的改造と人工器官の外科的な移植

による身体加工の２つがあがり、前者の時代を経て後者によって人為的に進化を実現す

る未来が描き出されている。 
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  バナールによる人間の進化は、「精神活動の最大化」と同義である。バナールが人工物

の移植による身体の改造を語るには、生物由来の身体が精神活動の足枷だからに他なら

ない。（５４） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  「拡張」を重ねた人間は、最終的に次のような姿になる。本来の人間の身体は、骨格

の代わりに、既存の金属より頑丈な新繊維物質の外骨格で覆われ、脳は衝撃を防ぐ丈夫

な短い円筒に収まっている。円筒の外には、生物由来の器官が配置されており、脳は、

人工心臓を始めとする精巧な装置によって絶えず新鮮な血液を供給されている。円筒に

収まった脳は、電気的な連結によって他の脳と連結し、「群体脳 compound brain」を形

成する。群体化することで個々の脳が持つ記憶や感情は共通は貯蔵庫にストックされ、

１つの脳が死滅したとしても、その記憶は群体脳の記憶として永遠に保存される。（５５） 

 

バナールの拡張についての考え方を柴田は次のようにまとめている。 

 

 バナールによれば、類人猿は、石を道具として使うことで外部の物質を取り込みは一時

的でしかない。これに対し、人間は、衣服を身に着けることで一連の恒常的な付加を開

始した。バナールにとって、恒常的な人工物の付着こそ、自らの進化を直接的に達成す

る人間の条件なのである。この恒常的な付着の延長に、人工物を体内に取り込むサイボ

ーグ化が位置づけられるのだ。（５６） 

 

 

［７］John Desmond Bernal. The World, the Flesh and the Devil (1929) 

バナール自身は“cyborg”という語は用いていないが、鎮目恭夫訳『宇宙・肉体・悪魔』

（みすず書房、1972 年 5 月）では、原書（原文）にはない小項目を設けている。中でも「肉

体」の小見出しとして「サイボーグ人間ヘ向かって」があり（５７）、原書（原文）を読んで

いない場合には、バナール自身が“cyborg”という用語を使っているような誤解をするか

もしれない。ここで原書の翻訳書を簡単に比較してみよう。 

 

The World, the Flesh and the Devil (1929)   

 1  The future 

 2  The World 

 3  The Flesh 

 4  The Devil 

 5  Synthesis 

 6  Possibility 

 

『宇宙・肉体・悪魔』(1972) 

    第一章 未来（The Future） 

            二つの未来―願望と宿命 

       未来を扱う科学 
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       幻想の排除と既成観念からの脱出 

       科学的予測の指針 

       偶然と必然性 

       本書で試みる予測の方針 

       合理的精神に対する三つの敵 

  第二章 宇宙（The World） 

            物性物理学の応用 

      産業と生活の近代化 

      宇宙の進出 

     宇宙基地の効用 

     宇宙植民地の建設 

     球殻植民島の外殻 

     植民島の内部 

     無重力下の生活 

     一種の生物としての宇宙島 

     宇宙島の乗務員と住民 

     宇宙島の未来―太陽系からの脱出 

     大宇宙への生命の挑戦 

  第三章 肉体(The Flesh) 

           自然の進化に頼っていた段階 

      道具の採用 

      既成器官の転用 

      人体諸器官の非能率さ 

      不死を求めて 

      ホールデンの改造人間 

      サイボーグ人間へ向かって 

      脳のカン詰への進化 

      感覚器と運動器の延長 

      複合頭脳の形成 

      進化の終極 

  第四章 悪魔(The Devil) 

            内なる悪魔 

      専門分化の克服 

      自然界の複雑さ 

      科学への幻滅 

      天才と大衆 

      政治的要因と歴史の循環 

      田園牧歌か、知的進化か 

      科学と芸術と宗教の新しい総合へ向かって 

      進歩に抵抗する諸力 
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      人類の二形分裂の可能性 

  第五章 総合(Synthesis) 

            宇宙へ進出する機械化人間 

      脱肉体人の心理的発展 

      セックスの昇華を超えて 

      感情の意識的抑制 

      無限の闘い―生命の本質 

  第六章 可能性(Possibility) 

            人類の目的は？―人間社会と昆虫社会のちがい 

      生物の進化との類比 

      科学者が人類を置き去りにする可能性 

      科学者の分離を抑えている要因 

      宇宙の科学人と地上の人間動物園の共存 

      われわれはどんな道を選ぶだろうか？ 

 

日本語の翻訳書として読む場合にはこの小見出しはわかりやすい。「サイボーグ人間へ向か

って」の小見出し以後の文章は確かに現在で言う、サイボーグの内容を述べている。1972

年ではすでにサイボーグという言葉も定着しているため、読み手の理解を助けることにな

る。しかし、「サイボーグ」(cyborg)という言葉自体を問題にする場合には大きな混乱の基

にもなるかもしれない。前述の通りバナール自身は“cyborg”という語は使用していない。

しかし、内容的にまさに“cyborg”のことを述べている表現がある。 

 

 原文 the alteration of the species（５８） 翻訳 人間という種の改造（５９） 

原文 mechanized humanity（６０）    翻訳 機械化人類（６１） 

原文 person mechanized（６２）         翻訳 機械化された人間（６３） 

 原文 transformed men（６４）       翻訳 改造人間（６５） 

 原文 mechanized man（６６）      翻訳 機械化された人間（６７） 

 

以降は内容的にも注目しておきたい個所を原文と翻訳共に紹介しておきたい。 

 

3  The Flesh（第３章 肉体）より 

In the alteration of himself man has a great deal further to go than in the alteration of 

his inorganic environment. He has been doing the latter more or less unconsciously 

and empirically for several thousand years, ever since he cased being parasitic on his 

environment like any other animal, and consciously and intelligently for at least 

hundreds of years; whereas he has not been able to change himself at all and has had 

only fifty years or so to begin to understand how he works.（６８） 

 人間は自分自身の改造については、無機的環境の改造についてよりはるかに多くのこと

を今後に残している。後者のほうは、これまで数千年にわたり多かれ少なかれ無意識的か

つ経験的に行なってきてのであり、それは人間が他の動物ともちがって環境に寄生するこ
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とをやめて以来のことであるし、すでに少なくとも数百年前からは意識的かつ知的に無機

的環境の改造を行ってきた。これに反し、人間はこれまで自分自身を変えることはまった

くできなかったのであり、五十年前ほど前からやっと自分の身体の働きを理解しはじめた

にすぎない。（６９） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

The eugenists and apostles of healthy life, may, in a very considerable course of time, 

realize the full potentialities of the species: we may count on beautiful, healthy and 

long-lived men and women, but they do not touch the alteration of the species. To do 

this we must alter either the germ plasm or the living structure of the body, or both 

together.（７０） 

 優生学者と健康生活の唱道者たちは、非常に長い時間を経て、人類の潜在能力を全面的

に実現することができるかもしれない。すなわち、それによってわれわれは美して健康

で長寿な男女を実現できるかもしれない。しかしそのやり方は、人間という種の改造に

は関係しない。（７１） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 Sooner or later some eminent physiologist will have his neck broken in a 

super-civilized accident or find his body cells worn beyond capacity for repair. He will 

then be forced to decide whether to abandon his body or his life. After all it is brain 

that counts, and to have a brain suffused by fresh and correctly prescribed blood is to 

be alive - to think. The experiment is not impossible; it has already been performed on 

a dog and that is three-quarters of the way towards achieving it with a human subject.

（７２） 

 早かれおそかれ次のようなことが起こるだろう。すなわち、ある優れた生理学者が超文

明的な事故で首の骨を折るとか身体の細胞がとうてい修理できないほど損傷してしまう。

そこで彼は自分の肉体を捨てるか自分の生命を捨てるかのどちらかを選ぶことを強いら

れる。こういう場合、結局のところ大切ななのは脳であり、新鮮な適切に処方された血

液を供給された脳を持っているといことは生きていること―考えるということ―である。

こういう実験は不可能ではなく、犬についてはすでにこのような実験が成功し、人間の

場合にもそれが成功する同ていの四分の三のところまできている。（７３） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  The next stage might be compared to that of a chrysalis, a complicated and rather 

unpleasant process of transforming the already existing organs and grafting on all 

the new sensory and motor mechanisms. There would follow a period of re-education 

in which he would grow to understand the functioning of his new sensory organs and 

practise the manipulation of his new motor mechanism. Finally, he would emerge as a 

completely effective, mentally-directed mechanism, and set about the tasks 

appropriate to his new capacities. But this is by no means the end of his development, 

although it marks his last great metamorphosis. Apart from such mental 

development as his increased faculties will demand from him, he will be physically 

plastic in a way quite transcending the capacities of untransformed humanity. Should 
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he need a new sense organ or have a new mechanism to operate, he will have 

undifferentiated nerve connections to attach to them, and will be able to extend 

indefinitely his possible sensations and actions by using successively different 

end-organs.（７４） 

  第二の段階は、蛹の段階に比較することができよう。それは、既存の諸 器官を改造

して新しい感覚と運動の機構を植えつけるという複雑でかなり不快な過程である。それ

に続いて再教育の期間があり、その中では彼は自分の新しい感覚器の機能を知るように

なり、また自分の新しい運動機構の操作を練吸うする。そして遂には彼は一個の完全に

能率的な頭脳が支配する機械となり、この新しい能力にふさわしい仕事に着手するだろ

う。これは人間の最後の大変態ではあるが、進化は決してこれで終わるわけではない。

増大した能力が彼に要求するであろうような精神的発達とは別に、彼は肉艇的にも改造

前の人類の能力をはるかにこえた可塑性を獲得しているだろう。もし彼にとって新しい

感覚器官やそれをや操る新しい機構が必要になったら、彼はまだ分化していない神経を

それに連結すればいいのであり、こうして次々に新しい末端器官を利用することによっ

て自分の感覚と行動能力を無限に延長することができるだろう。（７５） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 If we confine ourselves to what might be called the first stage of mechanized  

humanity and to a person mechanized for scientific rathe than æsthetic purposes ― 

for to predict even the shapes that men would adopt if they would make of themselves  

a harmony of form and sensation must be beyond imagination - then the description 

might run roughly as follows.                                                                                                

Instead of the present body structure we should have the whole framework of some  

very rigid material, probably not metal but one of the new fibrous substances.（７６） 

 もし議論を機械化人類と呼ぶべき最初の段階に限り、しかも美的な目的ではなく科学的

な目的のまてに機械化された人間のみを考えるとすれば―と 

 いうのは人間がもし自分自身を改造しようとするんらどんな体形を選ぶかを予言しよう

とすれば、形態と美観と調和をどうすべきかはとうてい想像できないからだが―、そう

すれば未来の状況はおよそ次のようになるだろう。 

  現在の骨格の代わりに、われわれは何か非常に硬い物質ですっぽり被われた枠を持つ

ことになろう。その枠はおそらく金属ではなく何らからの新しい繊維物質からなるだろ

う。（７７） 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  The new man must appear to those who have not contemplated him before as a 

strange, monstrous and inhuman creature, but he is only the logical outcome of the 

type of humanity that exists at present. It may be argued that this tampering with 

bodily mechanisms is as unnecessary as it is difficult, that all the increase of control 

needed may be obtained by extremely responsive mechanisms outside the unaltered 

human body.（７８） 

  この新しい人間は、そういうものをまだよく考えたことのない人によっては奇妙な怪

物のような非人間的生物のように見えるにちがいないが、この新人間は現存存在する人
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類の型の論理的な産物にすぎない。人体の仕組みをこのようにみだりに改造することは、

困難であるばかりでなく不必要であるという主張、必要な制御の増大はすべて現在のま

まの人体の外部にきわめて敏感な機械仕掛を加えることによって達成できるだろうとい

う主張がでてくるかもしれない。（７９） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

5  Synthesis（第五章 総合)より 

…but the man of the future will probably have discovered that happiness is not an 

end of life. This is as far as we may go even in guessing. The psychology of the 

completely mechanized organism must remain a mystery.（８０） 

 しかし、未来の人間は、おそらく幸福は人生の目的ではないとういことを発見している

だろう。それ以上のことは、わわわれには推測さえもすることができない。完全に機械

化された生物の心理は神秘の領域に属するといわねばならない。（８１） 

 

バナールの新しい人間の外見は非人間的生物に見えるかもしれないという指摘は、まさに

水木しげる「サイボーグ」（1961）そのものである。 

  バナールは J.B.S.ホールデン（John Burdon Sanderson Halddane, 1892-1964）の『ダ

イダロス、あるいは科学と未来』(Daedalus or Science and the Future, 1923)に言及して

いる。ホールデンはトランスヒューマニズム （Transhumanism）の先駆者と言われてい

る。トランスヒューマニズムは、新しい科学技術により、人間の身体と認知能力を進化さ

せ、人間の状況をこれまでにない形で向上させようという思想である。言ってみれば、拡

張機能により超人を作り出すということになる。 

  D.S.Halacy, Jr. Cyborg: The Evolution of the Superman (1965)には一連のサイボーグ論

を次のように概観している。 

 

  宇宙は人間に対してあらわな害意に満ちた環境を提出している。1929 年に著書を出し

たバナールはよくこのことに気づいていた。彼は宇宙の状態は、有機生物的な人間より

も機械化された人間にとってよりましなものであろうと指摘し、「宇宙の植民地化と肉体

の機械化とは明らかにお互いに補い合うものである」と予言している。30 年たって、マ

ンフレッド・クラインズとネイザン・Ｓ・クラインがサイボーグという名を使った時に

は、彼らは主に宇宙のことを心に浮かべていた。クラインは精神賦活剤や他の薬の仕事

で注目され、1964 年にその医学研究に対してアルバート・ラスカー賞を授けられた。マ

ンフレッド・クラインズはニューヨーク州オレンジブルグにあるロックランド州立病院

の生物サイバネティックス研究所の所長である。1960 年 5 月にこの 2 人の科学者は、テ

キサス州サンアントニオにある空軍医学校がスポンサーになった宇宙飛行における精神

生理面のシンポジウムに論文を提出した。（８２） 

 

 

［８］Donna J. Haraway. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and  

Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”(1984) 

 最後にダナ・ハラウェイ(Donna J. Haraway, b.1944)の“A Cyborg Manifesto: Science, 
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Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”(1984)を紹介してお

きたい。なお、この論文は Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (New 

York: Routledge, 1991)に収録されたため、そこから紹介しておきたい。 

 

A cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of 

social reality as well as a creature of fiction.（８３） 

    サイボーグ―サイバネティックな有機体―とは、機械と生体の複合体 であり、社会

のリアリティと同時にフィクションを生き抜く生き物である。（８４） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Contemporary science fiction is full of cyborgs - creatures simultaneously animal and 

machine, who populate worlds ambiguously natural and crafted. Modern medicine is 

also full of cyborgs, of couplings between organism and machine, each conceived as 

coded devices, in an intimacy and with a power that was not generated in the history 

of sexuality. Cyborg 'sex' restores some of the lovely replicative baroque of ferns and 

invertebrates (such nice organic prophylactics against heterosexism). Cyborg 

replication is uncoupled from organic reproduction. Modern production seems like a 

dream of cyborg colonization work, a dream that makes the nightmare of Taylorism 

seem idyllic.（８５） 

  今日のサイエンス・フィクションには、サイボーグが溢れている。このサイボーグは、

動物であると同時に機械であって、さまざまな世界に、自然と人工ともつかぬ様相で棲

んでいる。現代医学にもサイボーグが充満している。現代医学のサイボーグは、生体と

機械とが接合したもので、そのそれぞれが暗号によって記述された装置として把握され、

その接合は緊密で、セクシュアリティの歴史ではついぞ生成することのなかったような

力を持っている。サイボーグの「性」は、かわいらしくて複製も可能なシダや無脊椎動

物のバロックを、いくつも復原する（なんとすてきなヘテロセクシズムの予防薬か）。サ

イボーグの複製は、有機的な生殖とは切断されている。現代の生産は、あたかもサイボ

ーグたちが植民地の開発にいそしむ夢のようである。（８６） 

 

Cyborg Manifesto について Bruce Grenville“The Uncanny:  Experiments in Cyborg 

Culture”(2003)に次のように述べている。 

 

  The publication of Donna Haraway’s Cyborg Manifesto (1985), and her proposition 

that“We are all cyborgs,”marks yet another shift in Wesetern culture’s conception of 

the cyborg body.  Haraway’s proposition is a rejection of the fear and anxiety that 

informed many of the contemporary critiques of technology and an acknowledgement 

that contemporary medicine, tele-communications, biotechnology, expert systems, 

even simple labour-saving devices have already made us into cyborgs.  Haraway 

calls on readers to conventional models of being formed in patriarchal notions of 

capital gender, sexuality, biological evolution, etc. 

    Haraway’s manifesto was quickly seized (albeit selectively) by those who desired a 
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new model for technology, unencumbered by the patriarchy and its reductive binaries 

of human and machine, fear and fascination, good and evil.（８７） 

 

 

(10）メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』（1818） 

標題のフランケンシュタインは天才科者ヴィクター・フランケンシュタインのことであ

り、彼が造り出した人造人間は名もない怪物である。ここではまずフランケンシュタイン

が生命の誕生に関わる源、エネルギーとの出会いについて触れておきたい。 

 

わたしが十五のころ、一家はベルリーヴの近くの家にひっこんでいましたが、そこで、そ

れは凄まじい大雷雨を目撃しました。ジュラ山脈のむこうから近づいてきて、雷が大音響

とともに天の四方からいちどきに炸裂しました。嵐が続いているあいだじゅう、わたしは

その進み具合を興味でわくわくしながら見ていました。戸口に立っていると突然、家から

二十ヤードばかりのところに立つ美しいオークの古木から、流れるような炎がありました。

まばゆい光が失せたとみるや、オークは書き消え、打ち砕かれた根もとだけが残っており

ました。翌朝みんなで見にゆくと、木は不思議なやられかたをしているのがわかりました。

衝撃でまっぷたつになったのではなく、全体が薄くずたずたにひき裂かれてしまっている

のです。これほど徹底して破壊されたものを見るのは初めてでした。（８８） 

 

雷が電気であることはすでにフランケンシュタインも知っていた。フランケンシュタイの

電気への関心がさらに高まることとなる。怪物は人間の死体から構成された人造人間であ

る。そして、その生命のエネルギーが命のない物体に吹き込まれることとなる。 

 

わたしが労苦の完成を見たのは、十一月のとあるわびしい夜のことでした。苦しいほど

の熱意に駆られ、わたしは足もとに横たわる命のない物体に生命の火花を吹き込むべく、

生命の器械をまわりに集めました。すでに午前一時。雨がばらばらと陰気に窓を打ち、蝋

燭は今にも燃え尽きようとする、そのとき、なかば消えかけた微かな光に、わたしは生き 

物のどんより黄色い目がひらくのを見たのです。それは重く息をつき、痙攣が手足を走り

ました。（８９） 

 

怪物の誕生。しかし、この怪物はフランケンシュタインの必ずしも言う通りには行動をせ

ず、自身の意思を持つ怪物。しかし、そんな怪物も最後は自ら命を絶つこととなる。 

 

  「だがすぐに」と彼は悲しくもおごそかな情熱をこめて叫びました。「自分は死に、今

感じることももう感じはしなくなる。燃えるようなことの苦悩ももうすぐ終わる。自分

は意気揚々と火葬の山に登ってゆき、劫火の苦しみに凱歌をあげよう。大火の明かりは

うすれゆき、自分の灰は風に乗り海へとさらわれてゆくだろう。わが魂は安らかに眠る、

よしたとえものを思うとも、今のように思いはすまい。さらばだ」 

  そう言うと彼は船室の窓から身をおどらせ、船のすぐそばに浮かぶ氷の塊におりたち

ました。そうしてやがて波に運ばれ、はるかなる闇のなかへと消えていってしまいまし
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た。（９０） 

 

フランケンシュタインの孤独と怪物の孤独が交錯する場面である。怪物に哀愁さえ感じる

のは、科学の進歩と同時に残酷さが同居していることを科学者フランケンシュタインと怪

物が示しているとも言えよう。 
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おわりに 

 

本冊子はこれまで筆者自身が発表してきものや大学院や大学・短期大学での教材を再構

成したものが中心である。その初出並びに参考一覧の一部を最後に列挙しておきたい。 

 

著書・共著・翻訳（英米文学・日本英学史関係） 

１ 『北米文化事典』（共著）（日本英語文化学会、2012 年 3 月） 

２ 『シェイクスピア名セリフ集』(共著)（朝日出版社、2013 年 1 月） 

３ 『英語文化研究』（共著）（成美堂、2013 年 9 月） 

４ 『江戸時代のシェイクスピア受容』（イーコン、2013 年 10 月） 

５  『書誌から見た日本ワイルド受容研究（現代編）』（イーコン、2013 年 12 月） 

６  『日本ワイルド研究書誌（増補版）』（イーコン、2014 年 9 月） 

７ 『日本シェイクスピア研究書誌（平成編)(増補版）』（イーコン、2014 年 10 月） 

８ 『日本オスカー・ワイルド受容研究』（上下２冊）（多生堂、2015 年 7 月） 

９ 『日本シェイクスピア劇上演年表』（多生堂、2015 年 9 月） 

10 『日本シェイクスピア劇上演年表（増補改訂版）』（多生堂、2016 年 4 月） 

11 『英語学論説資料』（第 48 号）（第４分冊）（共著）（論説資料保存会、2016 年 6 月） 

12 『日本の沙翁劇と英国のシェイクスピア劇 受容を通して見る日本文化』（武蔵野学院

大学佐々木隆研究室、2016 年 7 月） 

13 『第 5 回国際シェイクスピア学会が残したもの』（武蔵野学院大学佐々木隆研究室、 

2016 年 9 月） 

14 『イギリスの歴史を知るための 50 章』（共著）（明石書店、2016 年 12 月） 

15  『国際文化交流の行方』（前編）（後編）（多生堂、2017 年 10 月） 

16  『ロボット 200 年 文学・マンガ・アニメ・映像』（武蔵野学院大学佐々木隆研究室、 

   2018 年 4 月） 

 

著書・共著（教育・英語教材・語学関係） 

１ 『新しい教職課程と英語教育』（イーコン、2009 年 4 月） 

２ 『「こども学」を考える』（武蔵野学院大学佐々木隆研究室、2010 年 5 月） 

３ 『英語教育の行方』（イーコン、2011 年 4 月） 

４ 『ネイティブ英会話フレーズ集 3240』（監修）（西東社、2011 年 8 月） 

５ 『大学教育の行方』（武蔵野学院大学佐々木隆研究室、2016 年 8 月） 

６ 『保育者のための英語』（武蔵野学院大学佐々木隆研究室、2017 年 2 月） 

７ 『平成 28 年度教員免許状更新講習録』（共著）(武蔵野学院大学・武蔵野短期大学、2017

年 5 月) 

８ 『平成 29 年度教員免許状更新講習録』（共著）(武蔵野学院大学・武蔵野短期大学、2018

年 1 月) 

 

論文（教育関係） 

１ 「改正教育基本法に関する一考察」（『武蔵野英語教育研究』第２巻第１号、武蔵野英 

http://www.econfn.com/ssk/newpage1.html
http://www.econfn.com/ssk/newpage1.html
http://ssk.econfn.com/tyosaku/tyosaku50.pdf
http://ssk.econfn.com/tyosaku/tyosaku51.pdf
http://www.econfn.com/ssk/newpage1.html
http://www.econfn.com/ssk/newpage1.html
http://www.econfn.com/ssk/newpage1.html
http://www.econfn.com/ssk/ronkyo/ronkyo7.pdf
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語教育研究会、2008 年 10 月） 

２ 「新しい学習指導要領と小学校英語について」（『武蔵野英語教育研究』第２巻第２号、 

武蔵野英語教育研究会、2008 年 11 月） 

３ 「教員免許更新制度について」（『武蔵野教育研究』第２巻第３号、武蔵野教育研究会、 

2008 年 12 月） 

４ 「小学校英語と児童英検について」（『武蔵野教育研究』第２巻第４号、武蔵野教育研究 

会、2009 年 1 月） 

５ 「武蔵野学院大学の教育課程と人材認証制度」（『武蔵野教育研究』第３巻第１号、武蔵 

野教育研究会、2014 年 2 月） 

６ 「デジタルネィティヴと教育」（『むらおさ』第 21 号、2015 年 1 月） 

７ 「教員免許状更新講習と英語教材研究」（『武蔵野教育研究』第 3 巻第 2 号、武蔵野教育    

研究会、2016 年 2 月） 

８ 「幼児教育学科の英語教育」（『武蔵野教育研究』第 3 巻第 3 号、武蔵野教育研究会、2017 

年 1 月） 

９ 「英語教育の現状報告―授業の実践例から―」（『武蔵野教育研究』第 3 巻第 4 号、武蔵  

野教育研究会、2017 年 2 月） 

10 「教職課程の英語学に関する一考察」（『武蔵野教育研究』第 3 巻第 5 号、武蔵野教育研 

究会、2017 年 3 月） 

11 「英語科教育法に関する一考察―実践例と今後の展開―」（『武蔵野教育研究』第 3 巻第 6 

号、武蔵野教育研究会、2017 年 4 月） 

12 「教育実践例 教材に関する学生の反応と指導―英書講読―」（『武蔵野教育研究』第 3

巻第 8 号、武蔵野教育研究会、2017 年 6 月） 

13 「教育実践例 教材に関する学生の反応と指導―英米文学史―」（『武蔵野教育研究』第 3

巻第 10 号、武蔵野教育研究会、2017 年 8 月） 

14 「『英語文学』に関する一考察―実践例と今後の展開―」（『武蔵野教育研究』第 3 巻第 14

号、武蔵野教育研究会、2017 年 12 月） 

 

学術論文等（英米文学・国際文化交流・ポップカルチャー論） 

１ 「ファンタジー文学の行方―文学と科学―」（『日本英語文化学会会報』第４号、日本  

英語文化学会、2010 年 6 月） 

２ 「時代を映す『ロミオとジュリエット』の上演」（『ＶＩＳＡ』通巻 468 号、ＶＩＳＡ 

編集室、2012 年 8 月） 

３ 「シェイクスピア狂言の初演を巡って」（『むらおさ』第 17 号、2013 年 1 月） 

４ 「日本におけるシェイクスピア原語上演の一考察―大学の果たした役割―」（『武蔵野

学院大学大学院研究紀要』第 6 輯、武蔵野学院大学、2013 年４月） 

５ 「狂言の多様化―シェイクスピア狂言について」（『武蔵野学院大学日本総合研究所研究

紀要』第 9 輯、武蔵野学院大学日本総合研究所、2013 年４月） 

４ 「能楽事典から見たシェイクスピア能・狂言」（『むらおさ』第 18 号、2013 年 7 月） 

６ 「シェイクスピア狂言・片山博通『二人女房』に関する一考察」（『日欧比較文化研究』

第 17 号、2013 年 10 月） 

http://www.econfn.com/ssk/ronkyo/ronkyo8.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkyo/ronkyo9.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkyo/ronkyo10.pdf
http://ssk.econfn.com/ronta/ronta47.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkyo/ronkyo20.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkyo/ronkyo22.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku14.pdf
http://ssk.econfn.com/ronta/ronta42.pdf
http://ssk.econfn.com/ronta/ronta43.pdf
http://ssk.econfn.com/ronshe/ronshe38.pdf
http://ssk.econfn.com/ronshe/ronshe39.pdf
http://ssk.econfn.com/ronta/ronta44.pdf
http://ssk.econfn.com/ronshe/ronshe40.pdf
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７ 「ハムレット映画『炎の城』について」（『むらおさ』第 19 号、2014 年 1 月） 

８ 「Shakespeare Reception Studies in Japan: A Brief Historical Survey」（『武蔵野学

院大学大学院研究紀要』第 7 輯、武蔵野学院大学、2014 年 3 月） 

９ 「日本におけるシェイクスピア映画研究に関する一考察―『炎の城』を巡って」『武蔵

野学院大学大学院研究紀要』第 8 輯、武蔵野学院大学、2015 年 3 月） 

10 「朗読シェイクスピア」（『むらおさ』第 22 号、2015 年 7 月） 

11 「『近松会雑誌』とシェイクスピア」（『むらおさ』第 23 号、2016 年 1 月） 

12 「シェイクスピア映画としての『炎の城』に関する研究―『ハムレット』とのストー

リー展開の比較―」（『武蔵野学院大学大学院研究紀要』第 8 輯、武蔵野学院大学、

2016 年 3 月） 

13  「講談とシェイクスピア」（『むらおさ』第 24 号、2017 年 1 月） 

14  「シェイクスピア翻案映画としての『豪傑一代男』原作から脚本へ」（『武蔵野学院大

学大学院研究紀要』第 9 輯、武蔵野学院大学、2017 年 3 月） 

15 「坪内逍遙のシェイクスピア受容―戯曲と台詞を巡って」（『日欧比較文化研究』第 21

号、日欧比較文化研究会、2017 年 10 月） 

16 「坪内逍遙『該撒奇談自由太刀餘波鋭鋒』―翻訳の姿勢」（『日本英語文化学会会報』第

8 号、日本英語文化学会、2017 年 11 月） 

17 「人形劇によるシェイクスピア劇上演記録」（『むらおさ』第 26 号 2018 年 1 月） 

18 「『炎の城』における劇中劇に関する研究」（『武蔵野学院大学大学院研究紀要』第 11 輯、

武蔵野学院大学、2018 年 3 月） 

19 「イギリス文化の源流・ケルト文化の取り扱いについて―高等学校から大学へ―」（『新

教育課程研究』第 3 号、武蔵野教育研究会、2018 年 5 月）                                

20 「アメリカ文化の根底：「人種のるつぼ」から「サラダボウル論」―高等学校から大学へ」

（『新教育課程研究』第 4 号、武蔵野教育研究会、2018 年 6 月） 

21 「シェイクスピア文楽」（『むらおさ』第 27 号 2018 年 7 月） 

 

講演・研究発表等（模擬授業・特別授業含む） 

１ 「子どものための外国文学」（武蔵野学院大学・武蔵野短期大学 シニア・カレッジ子 

育て支援学科、2010 年 1 月 9 日） 

２ 「文学と科学―ロボットを中心に―」（模擬授業、2010 年 1 月 14 日） 

３ 「外国文学とロボット」（武蔵野学院大学・武蔵野短期大学 コラボレーション講座、 

2010 年 6 月 12 日） 

４  「マンガで学ぶ英語」（模擬授業、2010 年 8 月 28 日） 

５ 「教材としての英米文学の行方」（日本英語文化学会、シンポジウム「大学における一 

般教養科目としての『英語』を考える」、2010 年 9 月 4 日）（パワーポイント資料） 

６ 「マンガとアニメと教育」（模擬授業、2010 年 12 月 20 日） 

７ 「マンガ／アニメと文学」（模擬授業［埼玉県立桶川高等学校］、2011 年 1 月 20 日） 

８ 「メディア芸術の行方―教育・研究とデジタルコンテンツ―」（比較文化史学会、研究 

発表大会、2011 年 1 月 22 日） 

９ 「マンガとアニメで知る国際コミュニケーション」（模擬授業、2011 年 1 月 27 日） 

http://ssk.econfn.com/ronta/ronta45.pdf
http://ssk.econfn.com/ronshe/ronshe41.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen43.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen44.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen46.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen48-1.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen48-2.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen49.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen50.pdf


155 

 

10 「オタク文化で英語」（模擬授業［埼玉県立滑川総合高等学校］、2011 年 11 月 17 日） 

11 「アニメ、スーパー戦隊シリーズからこんなことがわかる！」（子ども大学さやま 武

蔵野学院大学・武蔵野短期大学、2014 年 1 月 18 日）（子ども大学さやま） 

12 「ポップカルチャーとオタク文化」（入間市教育研究所 特別授業、2014 年 2 月 20 日

～21 日、24 日～25 日）  

13 「英語の教材研究事例～ポップカルチャーの活用：アニメ・マンガを中心に～」（日本 

英語文化学会第 129 回月例会、昭和女子大学研究館６S02、2014 年 12 月 13 日） 

14  「日本のシェイクスピア―受容を通して見る日本―」（阿佐ヶ谷ワークショップ、2015

年 3 月 7 日） 

15 「第 5 回国際シェイクスピア学会東京大会が残したもの」（阿佐ヶ谷ワークショップ、

2015 年 11 月 21 日） 

16 「アニメに見る英語」（模擬授業［埼玉県立緑陽高等学校］、2016 年 10 月 13 日） 

17 「スーパー戦隊シリーズ、ドラゴンボール、ポケモン大集合！ マンガ・アニメでも勉

強するぞ！？」（子ども大学さやま、武蔵野学院大学、2016 年 10 月 15 日） 

18 「日本のシェイクスピア―坪内逍遙を超えて」（日本英語文化学会第 20 回全国大会、昭

和女子大学、2017 年 9 月 8 日） 

19 「スーパー戦隊、ドラゴンボール、ポケモンで勉強!?」（ＮＰＯ法人子ども大学かわごえ、 

会場：東京国際大学第１キャンパス 3 号館 314 教室、2017 年 11 月 25 日） 

20 「ロボット 100 年―文学・マンガ・アニメ・映像―」（武蔵野学院大学・武蔵野短期大学 

コラボレーション講座、2018 年 7 月 7 日） 

 

おもな授業担当 

「国際文化交流」「英米文学史」（武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部国際コミュ

ニケーション学科、2004 年度～現在に至る） 

「英語科教育法Ⅰ～Ⅱ」「（武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部国際コミュニケー

ション学科、2010 年度～現在に至る）／「英語科教育法Ⅲ」「2010 年度～2017 年度） 

「英語講読」（武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科、

2006 年度～2017 年度） 

「英書講読」（武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科、

2013 年度～現在に至る）（英語講読の名称変更） 

「国際文化交流特殊講義」（武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科国際コミ

ュニケーション専攻博士前期課程、2007 年度～現在に至る） 

「国際文化交流特殊演習」（武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科国際コミ

ュニケーション専攻修士課程、2007 年度～2012 年度） 

「国際文化交流特殊研究」（武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科日中コミ

ュニケーション専攻博士後期課程、2012 年度～現在に至る） 

「英語圏文化研究」（駒澤大学学部共通科目、2015 年度） 

 

上記以外のものはＨＰ「佐々木隆研究室」(http://www.econfn.com/ssk/)で公開しているの

でご覧戴きたい。講習用データは 9 月頃までは掲載しますが、その後は削除致します。 

http://ssk.econfn.com/kouen/koued53-1.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/606481.pdf
http://ssk.econfn.com/kouen/kouen63.pdf
http://ssk.econfn.com/kouen/kouen70.pdf
http://ssk.econfn.com/kouen/kouen74.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen90.pdf
http://www/
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上記のものはすべて原作が、英米文学で映像化・ドラマ化されたものです。 

 

 

教員免許状更新講習 

身近な英語で教材作成［英語文学］～文学・映画・スピーチ・アニメ～ 

（平 30－30170－503705 号） 
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