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『フリーダ』 は2003年のアカデミー賞で２部門

(作曲賞､ メークアップ賞) を受賞し､ フリーダ

を演じる ｢サルマ・ハエック｣ は製作も担当し､

主演女優賞にノミネートされた｡ 監督はミュージ

カル 『ライオンキング』 の演出や､ シェイクスピ

アの名作戯曲 ｢タイタン・アンドロニカス｣ を映

像化した 『タイタス』 で衝撃的な印象を与えた

｢ジュリー・テイモア｣ である｡

映画はタイトルとなっているメキシコの女性画

家 ｢フリーダ・カーロ｣ の一生を､ その夫で1922

年に始まったメキシコ壁画運動の３巨匠の１人で

ある ｢ディエゴ・リベラ｣ との愛の変遷を通じて

描いている (メキシコ壁画運動に関して詳細は､

加藤薫 『メキシコ壁画運動』 現代図書､ 2003年を

参照)｡

主人公フリーダは1907年に生まれ､ お転婆な少

女だったが､ 18歳で遭遇したバスの大事故によっ

て全身を骨折し､ 棍棒が子宮を貫通し､ 一生を肉

体的な痛みの中で過ごした｡ そして､ ディエゴと

の結婚生活は､ 彼女に精神的な痛みを一生与え続

けることになった｡ ディエゴはロシアからの亡命

者トロツキーをはじめ多くの文化人を受け入れて

いた当時のメキシコサロンの中心であり､ 際限な

い浮気を続け､ フリーダの実妹との浮気は決定的

な痛みを与えた｡ しかし､ 彼の与えた痛みが皮肉

にも彼女の中の才能を具現化することになった｡

映画の中でも､ 彼女の自画像を中心とする多くの

作品が彼女の心情を象徴的に示すのに用いられて

いる｡

この映画は､ ｢フリーダ初心者への入門｣ 的位

置づけでみると非常に興味深い｡ 多くのメキシコ

を題材としたハリウッド映画は､ 非常に表面的な

メキシコのイメージを描いてきた｡ この映画も一

部に工夫がこらされているとはいえ､ 非常に表面

的であり､ 解説的である｡ フリーダの絵画を見た

ときに受ける ｢痛さ｣ はほとんど感じられないし､

この映画が描くメキシコのイメージも観光ガイド

の域を出ない｡ ロシアから亡命したトロツキーが

フリーダとともに､ メキシコシティ郊外のティオ

ティワカンのピラミッドを登るシーンにおいて､

トロツキーがティオティワカンのピラミッドの上

から平原をみて､ メキシコ全体を語っているシー

ンがあるのだが､ メキシコ初心者トロツキーの語

りは､ この映画の対象であるメキシコ初心者のメ

キシコに対するフロンティアとしてのイメージを

代弁しているように感じられた｡

私はこうしたメキシコに対する多くのアメリカ

映画の描き方に嫌悪感を覚えてきた｡ しかし､ こ

の映画の入門書的な表現をなぜか心地よく見てし

まった｡ おそらく､ この心地よさの源泉は､ 映画

の中に現れた製作者達のメキシコへの思いにある

のだろう｡ フリーダを演じる ｢サルマ・ハエック｣

は自身をフリーダに酷似させ (写真参照)､ ディ

エゴを演じる ｢アルフレッド・モリーナ｣ も体重

2

映画 『フリーダ』 のメキシ
コ文化入門としての役割

経営学部

丸谷雄一郎
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フリーダに酷似する主演女優サルマ・
ハエック
(写真はアスミック・エース エンタテイン
メント株式会社より提供していただきました｡)
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を増やした上に詰め物までして､ ディエゴの象の

ようなイメージを醸し出した｡ スタッフにもメキ

シコ出身者を多く配し､ 特に､ 撮影の ｢ロドリゴ・

プリエト (語研ニュース第７号で紹介した ｢アモー

レス・ペロス｣ でメキシコの現在を描き出した)｣

は､ アメリカ人に理解できるメキシコのイメージ

を素直に伝えようとしている｡

当時のメキシコ文化は､ この映画の描く表面的

なイメージとはかけ離れ､ 古代文明の中心として

のメキシコ､ 植民地時代のメキシコ､ 革命後のナ

ショナリズムが台頭したメキシコが融合した非常

に複雑なものであった｡ しかし､ メキシコ初心者

にとって､ ２時間余といった時間でこうした複雑

な構図を理解し､ 独特の世界観に入っていくこと

は難しい｡

この映画は複雑な構図を持ち､ 欧米と異なる世

界観を持つメキシコ文化を､ 初心者にとってわか

りやすく示している｡ この映画を見た後､ 実際に

フリーダの作品やディエゴの壁画をみれば､ メキ

シコ文化に対する理解が深まるだろう｡ 特に､ フ

リーダの作品の多くは､ 彼女の肉体的精神的痛み

を理解することで始めて感動を与える作品であり､

そういった意味でも､ この映画は彼女の作品を理

解するための入門書的な役割を十分果たしうる力

を持っている｡

こうした映画のメキシコ入門的役割は製作され

たアメリカだけではなく､ 日本でも変わらない｡

この映画公開にあわせて､ フリーダ関連の展覧会

(東京､ 大阪の後､ 名古屋では名古屋市美術館で

11月１日より12月21日まで ｢フリーダ・カーロと

その時代｣ として開催後､ 高知へ) が開催され､

雑誌での特集なども組まれた｡ ぜひ､ 映画を先に

みて､ 展覧会を訪れることをおすすめする (もち

ろんメキシコを訪れる際にも､ 事前にみておくこ

とをおすすめする)｡ この展覧会では､ 映画でも

登場した多くのメキシコの芸術家達の作品も多く

紹介されている｡

また､ 岡本太郎がこの度メキシコで制作した壁

画が発見され､ メキシコの壁画芸術が注目されて

いるが､ フリーダの夫ディエゴ・リベラに代表さ

れるメキシコ壁画運動時の作品もスケールが大き

く独特の色彩感覚がすばらしいので､ メキシコを

訪れる機会があればぜひ鑑賞して欲しい｡

カラーテレビ､ 冷蔵庫､ 洗濯機｡ この三つの電

気製品を､ かつて日本では ｢三種の神器｣ と呼ん

だそうですね｡ 日本が敗戦から立ち直り､ たくま

しい経済成長を始めた一九五〇年代から六〇年代

にかけて､ 市民にとって ｢おかねがあれば買いた

い製品｣ が､ この三つだったと聞いています｡

テレビや冷蔵庫がすでに普及してしまった現在

の ｢三種の神器｣ とはなんでしょうか｡

先日､ 大学で新聞を読んでいたら ｢プラズマテ

レビとデジタルカメラ､ ＤＶＤレコーダーが新し

い三種の神器と呼ばれる｣ とありました｡

量販店ではこの三つが大人気だとか｡ 洗濯機や

冷蔵庫などは家事を楽にしてくれる電気製品とし

て普及しましたが､ 現代は生活をより楽しく､ 充

実させてくれる製品が売れるようです｡ みなさん

にとっても ｢おかねがあれば買いたい製品｣ はこ

の三つではないでしょうか｡

ところで､ 中国でも市民に人気がある製品を

｢三種の神器｣ と似た言葉で呼ぶことがあります｡

中国語で ｢三件｣ と言います｡

十年くらい前までは､ 中国の大学生のあこがれ

の ｢三件｣ は ｢ラジオ､ ウォークマン､ ポケベル｣

でした｡ 日本とちょっと似てますね｡

3

中国の携帯電話

法学部

鄭 高�
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では､ 現在はなんでしょうか｡ 知人から聞いた

話ですが､ 浙江省の有名な大学､ 浙江大学 (中国

では最難関の大学の一つと言われています) では､

合格した子供に ｢パソコン､ 携帯電話､ ＭＰ３プ

レーヤー｣ の三つをプレゼントする親が目立つそ

うです｡

例えばパソコンですが､ 授業などに利用するた

め､ 持ち運びが便利なノートブック型に人気があ

ります｡ 一クラス五十人の生徒がいれば十人前後

が持っているほどで､ おかねに余裕がない学生も

友人と共同で購入したり､ 先輩の使ったパソコン

を安く譲ってもらったりしています｡

パソコンほど高価ではなく､ 比較的購入しやす

い製品は携帯電話でしょう｡ 浙江大学では約八割

の学生が自分の携帯電話を所有しているといいま

す｡

ここで､ 中国の携帯電話事情を紹介したいと思

います｡

私も今夏､ 北京に里帰りした際に､ 携帯電話を

購入しました｡ 十年前に買った ｢三星｣ ブランド

の携帯が古くなったためで､ 市内の量販店へ出か

けたのですが､ 店内に展示されている製品の種類

の多さに驚かされました｡

｢摩托羅拉 (モトローラ)｣ ｢諾基亜 (ノキア)｣

｢西門子 (シーメンス)｣ といった外国ブランドの

ほか､ ｢波導 (バード)｣ ｢ＴＣＬ｣ ｢東信｣ など中

国の企業の製品もよく売れています｡ 松下など日

本のブランドはあまり人気がありませんでした｡

店員によると ｢価格が高いのが人気がない理由｣

とのことでした｡

中国の携帯はいくらくらいするのでしょうか｡

私が買ったのは中国のメーカーが生産しているも

ので､ 二千五百八十元でした｡ 一元は日本円で約

十四円ですから､ 三万六千円くらいでしょうか｡

手のひらに収まる､ 可愛いらしい形で､ 色がとて

も気に入ったのですが､ 中国の一般に市民にして

みるとちょっと高いですね｡ もちろん､ 店では千

元を下回る製品も販売しています｡ 最も安いもの

で五百元程度でしょうか｡

政府の統計によると､ 中国全体の携帯電話の利

用者は今年四月末までに二億二千六百万人にまで

増えました｡ いまや中国は ｢世界最大の携帯利用

国｣ になっています｡ 十年くらい前は､ ビール瓶

のような大きくて重たいモトローラの携帯が一台

一万元以上もしたものですが､ いまでは国産品で

も小型で使いやすいものがたくさん出ています｡

カメラ付き携帯も販売され､ 若者らの間で流行

し始めています｡ 価格は四千元前後と高額なので､

日本のように普及はまだしていませんが､ 観光地

などに行くと､ カメラの代わりに携帯で記念写真

をとっている風景を目にします｡

携帯を使ったメールのやりとりは日常化してい

ます｡ ｢短信息｣ と呼ぶメールはインターネット

経由ではなくて､ 相手の電話番号あてに発信する

ものです｡

電話機のボタンにＡからＺまでの文字が印刷さ

れており､ ピンインで漢字を探して入力します｡

街角で携帯の画面をにらみながら､ 一生懸命､ 親

指を動かしている姿は中国でも珍しくありません｡

最近ではＰＨＳも利用され始めました｡ 日本の

技術をもとにしたもので､ 中国での呼び名は ｢小

霊通｣｡ ｢霊通｣ はもともと ｢耳が早い｣ といった

意味があります｡ ＰＨＳを使うとニュースがいち

早くキャッチできる､ といったＰＲの気持ちが込

められているのかも知れませんね｡

携帯に比べて利用料金は半分程度といいます｡

中国では携帯電話をかけると､ かけた方も受けた

方も､ 双方が通話料を払う必要があります｡ ｢小

霊通｣ は日本と同様にかけた側だけに料金がかか

るため､ 割安なのだそうです｡

もっとも､ 通常の携帯と違ってこちらは利用で

きる地域が限定されています｡ 北京､ 上海､ 広州

の三大都市では一部の地域でしか使えません｡ ま

た､ 例えば北京の利用者は北京市内にしか､ かけ

ることができません｡ このため､ 地方に住んでい

る人が同じ地域に住む友人や親せきを相手に使う､

といった利用が一般的なようです｡

日本で携帯電話が生活に欠かせない道具である

ように､ 中国人にとっても携帯は､ すでに大切な

情報伝達の手段になっています｡

4
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広大な面積を持つ中国では､ これまで都市部と

農村部､ あるいは東部と西部の距離があまりに遠

く､ 互いのコミュニケーションが十分ではない面

がありました｡

このため､ 国内に無数の方言を生んだともいわ

れています｡ ｢北京語｣ と ｢上海語｣､ ｢広東語｣

がまったく異なるように､ 地方によって話されて

いる言葉は千差万別｡ 一つ山を越えただけで､ 方

言が変わってしまうケースもよくあります｡

携帯電話の普及は今後､ 中国の国内のコミュニ

ケーションをより円滑にしてくれるはずです｡ 地

域間の情報の格差も減るのではないでしょうか｡

そうすれば､ 内陸部などの経済発展が促されるか

も知れません｡ 何気なく使っている携帯を眺めて

いると､ そんな明るい将来が想像されてくるので

す｡

剣や刀の立ち回りアクションを主とする ｢チャ

ンバラ映画｣ は､ 中国語で�武�片�といわれ､

少林寺などの素手による拳法を主とする ｢カンフー

映画｣ は�功夫片�といわれる｡ これらの映画ジャ

ンルは､ 1970年代の�李小龍�(リ・シアオロン；

ブルース・リー)､ �成龍�(チャン・ロン；ジャッ

キー・チェン) の出現により香港映画の代名詞と

なってきた｡ 80年代以降､ 中国大陸でも �武術

片�､ �武打片�､ �動作片�などと呼ばれるカンフー･

武�映画が数多く制作されるようになり､ 2002年､

張芸謀 (ジャン・イーモウ) 監督による 『����』

が生まれた｡

『女�李飛飛』

香港の武�映画は､ いわゆる ｢任侠映画｣ に武

術アクションの要素を加えたものであり､ 1925年

の 『女�李飛飛』 がそのルーツであるといわれて

いる｡ 邵酔翁ら４兄弟からなる�邵氏兄弟�(ショ

ウ・ブラザース) が経営する天一影業公司によっ

て制作が行われた｡ また49年に 『黄飛鴻伝』 が制

作され､ 以後50年代には､ 映画とテレビにおいて

｢黄飛鴻｣ ものがヒットし､ わが国の 『水戸黄門』・

銭形平次』 などに匹敵する長寿番組・シリーズ映

画となった｡

またショウ・ブラザースからは､ 胡金銓 (フー・

ジンチュエン；キン・フー) 監督が64年 『大地児

童女』､ 66年 『大酔�』 をはじめとする武�映画

の話題作を次々と送り出し､ 60年代から80年代に

かけての香港武�映画のブームを支えた｡

一方中国大陸では､ �第一代導演�(第一世代監

督) である張石川 (ジャン・シーチュアン) 監督

によって､ 1928年 『火焼紅蓮寺』 が撮られ､ いわ

ゆる ｢武�小説｣ を原作として武�映画を制作す

る作品の模範となった｡ しかし49年の新中国成立

後は､ 武�映画の制作の中心は香港へと移り､

1982年の香港映画 『少林寺』 の公開まで､ 中国大

陸の映画観衆が武�映画を見る機会はなかったと

いえる｡

『龍争虎門』

香港のカンフー映画の台頭は､ 1971年の 『唐山

大兄』 (ドラゴン危機一発) のヒットに始まる｡

アメリカ生まれの李小龍が香港の�嘉禾�(ゴー

ルデン・ハーベスト) に移り､ 以後の香港カンフー

映画ブームに火をつけた｡ わが国においては､ 73

年の李小龍の急逝前後に公開された72年 『精武門』

(ドラゴン怒りの鉄拳)､ 73年 『龍争虎門』 (燃え

よドラゴン) などの作品で､ 空前のカンフー映画

ブームが起こった｡

78年 『酔拳』 (ドランク・モンキー／酔拳) が

5

中国のカンフー・武�映画

現代中国学部

藤森 猛
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ヒットし､ 香港生まれの成龍がカンフー映画の新

しいスターとなる｡ �喜劇片�(コメディ映画) の

要素を多用した娯楽作品は､ わが国においても80

年代からブームを呼び､ 95年 『紅番区』 (レッド・

ブロンクス) などにより､ アメリカにおける本格

的な進出に成功した｡ 2000年 『龍旋風』 (シャン

ハイ・ヌーン) のヒットは記憶に新しい｡

また80～90年代にかけ､ �香港新浪潮電影�(香

港ニューウェーブ) の中心的な存在となった徐克

(シュー・カー；ツイ・ハーク) 監督や呉宇森

(ウー・ユィーセン；ジョン・ウー) 監督が台頭

し､ 犯罪・アクション・刑事もの映画の中でカン

フー映画の手法が多用された｡

『英雄』

中国大陸における本格的なカンフー・武�映画

制作の再開は90年 『双旗鎮刀客』 (そうきちんと

うきゃく) であり､ �西部片�(西部劇)､ �面条西

部片�(マカロニウエスタン) や黒澤明の影響を

受けた映画作りが話題を呼んだ｡ 制作は�第五代

導演�(第五世代監督) に属する何平 (ハー・ピ

ン) 監督によっておこなわれた｡

94年には､ 香港で最も売れっ子となった王家衛

(ワン・ジアウェイ；ウォン・カーウァイ) 監督

によって､ 『東邪西毒』 (楽園の瑕) が制作された｡

2002年４月１日に自らの命を絶った香港のトップ

スター張国栄 (ジャン・グオロン；レスリー・チャ

ン) と梁家輝 (リャン・ジアフイ；レオン・カー

ファイ) が侠客を演じた｡

2002年12月に中国において公開が開始された

『英雄』 (����) は､ 2003年のアカデミー外国作

品賞にノミネートされ､ わが国においても2003年

の夏からロードショー公開が続いている｡ 第五世

代である張芸謀監督の初のカンフー・武�映画の

娯楽大作であり､ 香港の人気スターの李連傑 (リ・

リエンジエ；ジェット・リー)､ 梁朝偉 (リャン・

チャオウェイ；トニー・レオン)､ 張曼玉 (ジャ

ン・マンユィ；マギー・チャン)､ 中国大陸の章

子怡 (ジャン・ズーイー) が剣客として登場した｡

また陳道明 (チェン・ダオミン) の始皇帝役も見

逃せない｡ 『����』 は中国の�歴史片�(歴史も

の映画)､ �愛情片�(恋愛映画) に香港の�武�

片�(武�映画) �功夫片�(カンフー映画) の要

素をとりいれた娯楽大作であるといえる｡

これらの作品はビデオ・��	・	�	で市販さ

れているので､ 是非観賞をすすめたい｡ なお中国

映画をもっと知りたい人は､ 愛知大学現代中国学

部編 『ハンドブック 現代中国』 あるむ・2003年､

愛知大学現代中国学会編 『中国21 �
��11 現代

中国映画研究』 風媒社・2001年の２冊を参照して

ください｡

イギリスの首相
�������は国の政策の第１

優先事項として ｢教育｣､ 第２第３の重要事項も

｢教育｣､ ｢教育｣ を挙げている｡ 1999年���
��

大学 �����
���� ������の年次講演において

｢21世紀の教育と人的資本｣ というタイトルで､
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次のように声明した｡

英語は､ 新しい時代のリンガ・フランカであ

る｡ これはイギリス国民にとって有利なこと

である｡ 特に､ 教育の上で大きな利点となる｡

しかし､ その利点は我々１人ひとりが新しい

ヨーロッパ､ そして､ より広い世界に踏み出

していく能力如何にかかっている｡ 言語学習

は､ 早く始めれば早いほど､ 容易であること

は､ だれでも知っている｡ イギリスで､ 現在､

外国語が､ 中等学校から必修となっているの

はよいことである｡ しかし､ もっと早く始め

れば､ 優位なスタートがきれる｡ すでにいく

つかの小学校では､ この早期学習に関して優

れた実績をあげている｡ どの学校も､ 読み・

書き､ ・計算の基礎学力を重視する傾向があ

るが､ 公立小学校における､ 外国語教育の導

入の重要性を真剣に考えているところである｡

��(ヨーロッパ連合)においては�������	
���

���	����������2001�の提唱以来 ｢1＋2｣

の言語政策のもと､ 小学校から外国語教育が導入

されている｡ すなわち ｢母語｣ を習得し ｢外国語

を２ヶ国語｣ 以上学習する｡ ｢多様な言語はヨー

ロッパの文化遺産である｣ という理念のもと､

��は多言語・多文化・多民族の共存と発展を目

指している｡ ��の2000年度統計によれば､ ��

の小学校の90�5％が外国語を学習している｡ また､

ヨーロッパの小学生３人中２人は､ すでに英語を

学んでいる｡ ��加盟国15ヵ国中､ 公立小学校で

外国語学習が必修になっていないのは､ イギリス

だけである｡

実際に､ 今年８月15日付､ イギリスの最大新聞

タイムズ紙に､ 学生の外国語離れが報じられた｡

大学進学に必要とされる���・�レベル試験に

おいて､ フランス語､ ドイツ語の選択率が過去７

年間で､ それぞれ 23％､ 16％下降している｡ 代

わって､ コンピュータや､ ��� (���	�����	�

�	���������	������	�	��) を選択する傾向

がある｡ この明確な事実をふまえて､ イギリスは､

従来の ｢英語・単一言語主義｣ とも言える施策の

継続は､ もはやできない事態となっていることは､

ブレア首相の講演からも明らかである｡

2002年12月､ 教育改革の政府プランが打ち出さ

れた｡ 今後10年間の展望のもとに､ 外国語教育改

革の達成をめざしていく国家戦略である｡

筆者は､ 2003年３月バース大学で開催された

���(���	�����	�	�������������) 学会で､

最新の動向に関する講演を聞く機会に恵まれた｡

早期外国語教育のパイロット・スクールも訪問し､

関係の参考資料を得ることができた｡ イギリスに

おける外国語 (�	���� 	��������������

現代外国語) 教育が､ 現在､ 大きく変貌しつつあ

ることを実感した｡

イングランドの学校教育制度

イギリスは､ イングランド､ ウエールズ､ スコッ

トランド､ (以上３地域をグレート・ブリテンと

言う) および北アイルランドの４地域からなる｡

総称して�! (������!����	�) と称する｡ 前

２者はほぼ同様の教育制度であるが､ 後の２地域

はやや異なっている｡ 本稿では､ イギリスの全人

口の約90％を占めるイングランド・ウエールズの

学校教育制度を中心として述べる｡ 以下､ イング

ランドと記述する｡
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イングランドにおける教育改革の経緯

｢1994年の改革教育法｣

＊初等教育から中等教育へ進学する年令は､ 11歳

とされた｡ いわゆる�11��������	
��	����と

呼ばれる ｢11歳テスト｣ を行い､ 成績順位によっ

て３タイプの中等学校に振り分けた｡

１) グラマー・スクール (大学への進学を目指

す者のための７年制の中等学校)､

２) テクニカル・スクール (特に技術系の教科

に重点を置いた７年制の学校)､

３) モダーン・スクール (グラマー・スクール

に進学しない生徒の学校で５年制)

結果､ 約20％の児童がグラマー・スクールへ､

約75％は､ テクニカル・スクール､ またはモダー

ン・スクールへ進学した｡ 11歳の時点で､ 能力別

選別により､ 子どもの将来がほぼ決定されてしま

う制度に批判が生じ､ 労働党政権となった1965年

以降､ 11��������	
は廃止され､ 無試験で受け

入れるコンプレヘンシブ・スクール (総合制中等

学校) が､ 全国的に導入された｡

｢1988教育改革法｣

サッチャー首相の英断により､ イングランドと

ウェールズの教育制度が劇的変革を遂げた｡

＊５歳から16歳の義務教育において､ 全国共通カ

リキュラムを導入｡

＊７歳､ 11歳､ 14歳､ 16歳の時点で､ その学習到

達度を図る国家統一テストを導入｡

＊学習到達目標を､ 英語､ 数学､ 科学の������

��������｢中核教科｣ で設定｡

学習到達目標

全国共通カリキュラムの教科の内容は､ 教育大

臣が省令によって定め､ 学習計画､ および学習の

到達目標が､ 英語 (国語)､ 数学､ 科学の３教科､

いわゆる��������������｢中核教科｣ に対して設

定される｡ これらの ��������������に､ 技術､

歴史､ 地理､ 芸術､ 音楽､ 体育を加え､

������	�����������：｢基礎教科｣ とし必修で

ある｡ 中等学校においては､ 現代外国語が１ヶ国

語必修である｡

到達度評価

｢1998年教育改革法｣ では全国共通カリキュラ

ムの導入と併せて､ 生徒の到達度評価を実施する

こととされている｡ すなわち､ 小学校の､ ７歳時､

11歳時､ 14歳時に､ 全国統一試験を受け､ 到達度

を評価される｡

中等教育における国家統一の資格試験

���� (�����	� �������	� �� ������	��

����	���)：｢中等教育修了証｣ は､����	��4

(16歳) で受験する国家共通資格試験である｡

����試験は､ 義務教育の最終段階における試験

で､ 生徒は多数の試験科目の中から将来の進路な

どに応じて､ 通常５科目以上を選んで受験する｡

その評価は､ 科目ごとに最高�から最低�まで

の７段階で示され､ �に達しない者は､ 不合格と

される｡

��� (�����	��������	� ������	���)

�� 	����!� ��(���� ��)：｢教育修了一般資

格｣ 上級 (���・�レベル) 試験は､ 中等教育の

最終段階において､ 主として､ 大学進学希望者が

受験する｡ その評価は､ �～�"#"$の順に７段

階で行われ､ �～�が合格となっている｡ 大学入

学にあたっては､ 一般に３科目において､ �～�

の成績が要求される｡ ���･�� (�� �������

����
��	��)＝準上級レベル試験が1989年から

実施されている｡ ��レベルは､ �レベルの半分

の履修時間で学習できる内容で､ 大学への入学選

抜にあたっては､ ��レベル２科目が､ �レベル

１科目に相当する｡

����および���は､ 受験した科目について

の成績証明書の性格をもち､ 大学進学や､ 就職に
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あたって重要な資格の一つである｡ 日本と大きく

異なって､ イギリスでは､ 学校卒業時に卒業証書

を授与するという制度になっていない｡ ����お

よび���試験に合格しなければ､ 学校を出ても､

何の資格も得られないのである｡ ����および

���試験の結果は､ ����	
�������｢リーグ・

テーブル｣ と呼ばれ､ 全国一斉に公表され､ 全国

主要新聞にも大々的に報道される｡

2003年度����および���･�レベルの結果

インデペンデント紙は､ ｢����合格率10年間で

最低｣ という見出しを掲げ､ 次のように記した｡

60万人の受験者中､ 17万人を超える不合格者が

出た｡ 特に､ フランス語､ ドイツ語における不

合格者は､ 昨年の倍以上にのぼる｡ 昨年は､ ３

万人であったが､ 今年は､ ６万人もの若者が11

年間の学校教育に対して何の資格も得ずに､ 学

校を去ることになる｡

政府は､ 小学校における外国語教育の推進を図

り､ 10年後までには､ 全ての７歳の児童に､ 外

国語を１カ国語を学習させる｡ 教育省は､ ｢本

格的に改革を進める｣ との声明を出した｡

｢イングランドの外国語教育・国家戦略2003｣とは

イングランドにおける外国語の運用能力を向上

させるために､ 学校教育およびその後の語学学習

の多様な機会を広げ､ より充実させる国家プラン

である｡ ��� (現代外国語教育) についての政

府のビジョンが次のように述べられている｡

今日グローバルな社会で英語以外の言語を理解

し､ コミュニケーションをする能力は極めて重要

である｡ 多様な言語は､ 社会の文化的言語的豊か

さをもたらし､ 人間性の涵養､ 相互理解､ 経済上

の成功､ 国際貿易､ 地球市民へ貢献する｡

＊早期言語教育の機会を提供し､ 子どもたちの学

習に対する可能性と熱意を促進する

＊質の高い教育と学習の機会を提供し､ 職業上お

よび旅行等で必要とされる技能を養成する

＊生涯学習の機会を提供する

＊言語運用技能は､ 国内､ 他の国家間との障壁を

取り除く中心的役割を果たすものと認識する

＊イングランドの言語運用能力を向上させ､ 国際

的信頼を獲得する

	
��������������
���������
����の目的

＊あらゆる言語を､ すべての人､ あらゆる年令層

対象に語学教育・語学学習を推進する

＊小学校の������	�2 (７歳) からの早期外国

語学習を積極的に導入する

＊��������などの資格試験制度の中に���

の位置付けを確実にする

＊到達度評価を�����������	
�	�����������

お よ び ��
������ ��  �� ���	
�	�

��� �!��"�(ヨーロッパ共通言語基準) のレ

ベルとリンクさせる

＊語学学習人口を増やす

イングランドの早期外国語教育：

小学校における ��� (������ �����	�

���	
�	�) 現代外国語教育 ｢イングランドの外

国語教育・国家戦略｣ は次の事項を10年後までに

達成すると表明している｡

＊小学校の������	�2 (７歳－11歳) で､ 外国

語を少なくとも１カ国語履修する

＊外国の文化に対する興味・関心を高める

＊ネイティブ・スピーカーの教員や �#������	

などを活用できる質の高い学習の機会をもつ

＊11 歳 ま で に ､ �$� ��  �� �
������

9

オックスフォード大学・サマヴィル・カレッジ



����� ���� 2004年１月

��������� (ヨーロッパ言語共通基準) に示

されている運用能力の基準レベルに到達する

＊イングランドのナショナル基準レベルの能力を

培う

＊	
�(	���������
����������������������)

を有効に活用する

早期外国語教育の先導的パイロット・プロジェクト

1999年 から2003年､ 早期外国語教育のパイロッ

ト・プロジェクトが､ 政府機関､ および地方教育

当局が参加し､ ��������������の実践模範校の

開発および普及を図っている｡

ロンドン､ リバープール､ バーミングハム､ ノッ

ティングハム､ ランカスター､ バース､ ヨーク､

シェフィールド､ リトン各市､ ケント､ ヨークシャー

州などでは､ ７才からの外国語教育の実践校の活

躍がめざましい｡

イングランドにおける最近の動向

｢外国語教育・国家戦略｣ 推進のため､ 年間

1�000 万ポンド (約20億円) の予算措置がされた｡

また､ ��を視野に入れた外国語教育のため､ 下

記の��教育プログラムへの積極的参加がある｡

１) ｢ソクラテス｣ (��������)：総合的教育計画

２) ｢コメニウス｣ (
�������)：初等・中等教

育計画

３) ｢リンガ｣ ( �����)：外国語教育計画

４) ｢エラスムス｣ (�������) 大学生・教員・

研究者の��15ヵ国加盟国間の相互交流推進計画

｢エラスムス｣ 計画では単位互換制､ および登録

料免除のシステムのもと､ 2010年には参加者300

万人を目標としている｡

｢イングランド国家戦略｣ と ｢『英語が話せる日

本人』 育成のための戦略構想｣

イングランド ｢外国語教育改革・国家戦略｣ は､

� ����������!��： ���������� ���の

理念のもとに21世紀における地球市民として多言

語運用能力と異文化理解が､ 必要不可欠であるこ

とを強調し､ 小学校"�������2 (７歳) から､

大学教育､ 生涯学習に至までの外国語教育の推進

を図ろうとしている｡ ��加盟国15カ国は､ 小学

校から必修科目として外国語教育を実施している｡

日本では､ 2002年､ 小学校 ｢総合的学習｣ の時

間に､ 国際理解教育の一環として英会話活動が導

入されたが､ イギリスや��諸国のように､ 教科
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としての外国語教育にはなっていない｡

2002年７月 ｢『英語が使える日本人』 育成のた

めの戦略構想｣ が文部科学省から公表された｡ 国

際社会に活躍する人材の育成を目標としているが､

外国語教育が ｢英語｣ 主導であり､ 外国語教育の

理念､ 内容が乏しい｡ また､ 英語教員養成施策と

して､ 現職教育の長期海外研修が全国で年間28名

では､ 不十分と考えざるを得ない｡

愛知大学研究助成を受けてイングランドにおける

調査研究を行ったものである｡

紅茶を飲むときに､ ティーカップに紅茶を注い

でからミルクを加えるべきか､ あるいはミルクを

ティーカップに入れておいてからその上に紅茶を

注ぐべきか｡ これは長年にわたって英国で議論さ

れ続けてきた (この部分を英語で言えば時制は現

在完了) 重大な問題である｡ 先日その論争につい

に一応の終止符が打たれたようだ｡ 王立化学協会

の発表では､ ミルクを先に入れておくことが ｢科

学的に正しい｣ 方法とのことである｡ これはジョー

ジ・オーウェルの紅茶道に反することなのだが｡

いずれにせよ ｢ミルク後派｣ もこれから反論を試

みるであろうから､ 論争はまだまだ続くであろう｡

だから現在完了なのである｡

ジョージ・オーウェル (1903～50) は20世紀の

英文学を代表する作家のひとりである｡ 本名をエ

リック・アーサー・ブレアというが､ 一説による

とイングランドを自分の故郷と認識し､ ブレアと

いうスコットランド的な姓を嫌ってジョージ・オー

ウェルというきわめてイングランド的な筆名を使っ

たという｡ 小説家としては政治的寓話 『動物農場』

	�
������ (1945) や近未来小説 『1984年』

�
�������
���������(1949)､ ジャーナリスト

としては 『パリ､ ロンドンどん底生活』 ����

������
����
���������� (1933)､ 『ウィ

ガン波止場への道』 ����������
����
��

(1937)､ あるいは 『カタロニア賛歌』  �������

!�����
�(1938) などを著し､ またエッセイス

ト､ コラムニストとしても活躍した｡ 有名なオー

ウェルの紅茶論は1946年１月12日に夕刊紙 『イヴ

ニング・スタンダード』 に掲載されたコラム｢一

杯の美味なる紅茶｣ �� ������	
����に詳

しく述べられている｡ 今回の王立化学協会の発表

も､ オーウェルの生誕100周年を記念して行なわ

れたものであった｡

オーウェルの紅茶道には ｢黄金の掟｣ と称され

る11箇条がある｡ 原文を引用しながらこれらの黄

金の掟を検討しよう｡

� �����
����
����
�����������
�

����
�������

茶葉の産地はインドかセイロン (現在のスリラ

ンカ) に限るのだそうだ｡ この箇所でオーウェル

は､ ｢中国茶にも... 多くの美点があるが､ しか

し中国茶には刺激が足りない｣ と付け加えている｡

ここでこの作家が言う中国茶とは､ 中国原産の紅

茶ではなく普�茶や茉莉花茶､ あるいは烏龍茶の

ようなもののことらしい｡ しかしキーマンとかアー

ル・グレイとかラプサン・スーチョンとか､ 中国

原産の茶葉を使った｢英国式｣紅茶も数多くあるし､

かつて英国が中国の紅茶をしきりに欲しがった結

果が阿片戦争である｡ インド､ セイロンに良質な

茶葉があることは事実だが､ 中国産の茶葉でいけ

ない理由はない｡ ｢茶｣ と����は元来同じ語であ

り (フランス語の ｢テ｣ とかドイツ語の ｢テー｣

とかインドあたりの ｢チャイ｣ とか､ 茶を表わす

11
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語彙はきわめて広い範囲で同根である)､ また紅

茶も緑茶も黒茶も白茶も青茶も､ 茶葉を発酵させ

るプロセスや度合いが異なるだけで､ 葉の種類が

それほど大きく異なるわけではない｡ したがって

この第１条は､ 単にオーウェル個人の嗜好の問題

と考えた方が良さそうだ｡

� ��������	
��������������������

����
�
���― 
�
��	���
����
�

ティーポット以外のティーポットより大きいも

の (薬缶､ 洗面器､ バケツ､ ドラム缶など) で紅

茶を入れてはいけないということである｡ ここで

オーウェルは､ ティーポットも陶器や磁器でなけ

ればならず､ 銀器やブリタニア器はあまり好まし

くなく､ エナメルは問題外だと述べている｡ 因み

に日本の喫茶店でときどき見かける円筒形のガラ

スの ｢茶器｣ は､ 英国では珈琲を入れるための道

具である｡ オーウェルはピューター (白目錫) の

ティーポットを理想としているが､ これはこのコ

ラムが書かれた当時でさえすでに稀少品 (�

����
�) であったという｡ 私たちが日本で紅茶を

入れて飲む場合には､ 大きめの急須を使えばよい

のである｡

� ������	
� ��
����� �� ������

����������

これは常識中の常識と言ってよい｡ ティーポッ

トが冷えていると湯を注いだときに湯の温度が少

し下がるため､ のちの第６条で詳しく述べること

になるが､ 茶が充分に濃くならないのである｡ オー

ウェルはまた､ ポットを暖めるに際しても､ 湯を

注いで捨てる方法よりも炉棚にポットを置く方法

を推奨している｡ この理由はここでは述べられて

いないが､ おそらくは湯で温めるとポットの底に

水分が残り､ その温度がすぐに下がってしまうば

かりでなく､ 茶葉を入れたときに茶葉があらかじ

め水分を帯びてしまうからであろう｡

� ����
��	
�
����������
�����

これは好みの問題であろうが､ 英国では一般に

濃い紅茶が好まれる｡ 日本の水質には緑茶が､ 英

国の水質には紅茶が適していることは言うまでも

ないが､ 英国の水道水にはカルシウム分が多く含

まれるため (何しろドゥヴァーの白い断崖を見れ

ば､ ブリテン島の特に南東部がいかに石灰質を多

く含んだ地質であるかがわかる)､ 紅茶の色と味

は濃く出るが苦味はあまり出ないのである｡ 日本

で紅茶をあまり濃くしすぎると苦くなってしまう

が､ 英国ではそのようなことはない｡ 英国から紅

茶を買って帰ってきて､ 日本で入れて飲んでも現

地で飲むのと同じ味がしないのは､ もちろん気分

の問題もあるが､ このように科学的にも根拠があ

ることなのだ｡ しかしありがたいことに､ 日本の

水質に適した紅茶もちゃんとある｡ 英国のスーパー

ならどこにでもある ｢ヨークシャー｣ という紅茶

(リーフティーとティーバッグの両方がある) が

それである｡ これはヨークシャー州のハロゲイト

という温泉町で､ そこの水質に合うようにブレン

ドされているものだが､ この土地の水は日本の水

に割と近い｡ ただし､ ヨークシャー紅茶にはロン

ドンの水質に合わせたブレンドもあるので､ 間違

えてこれを買わないように｡

� ���
��	
�
�����������
�
����


��
�
���
�

つまりティーバッグや茶漉しなどの ｢茶葉を牢

獄に閉じこめるような仕掛け｣ (������� 
�

��������
�
��) は一切無用だということだ｡

ただし今日では通常の英国の一般家庭で消費され

る紅茶のほとんどはティーバッグであり､ また余

程高級な喫茶店でない限り､ 店で出される紅茶の

圧倒的多数もティーバッグである｡ 確かにリーフ

ティーでしかも茶漉しなしの方が葉が十分に攪拌

されるので､ より濃く味も香りも優れた紅茶が入

れられることは事実であるが､ カップに注ぐとき

にはストレイナーが必要であるし (オーウェルは

これも不要だと主張しているようだが)､ 後始末

も面倒である｡ 前項で述べたとおり水質が紅茶に

適しているため､ 英国ではティーバッグの紅茶で

も充分に美味なのだが｡

� �����	��������
���
�
����

�
�

��

�������

��
���������
�

この第６条こそが､ オーウェル的紅茶道の最も

注目すべき点である｡ このセンテンスだけを引用

12
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すると何を言っているのかよくわからないという

印象を禁じ得ないが､ オーウェルは続けて次のよ

うに言う｡ ���������	�
�� ����������

�
����� ����� �
����
�������������

����	����
��	�
��������
���������

�����
���
��	��つまりこの項目は､ 確実に濃

く美味で香り高い紅茶を作るために､ 茶葉と湯の

｢衝撃の出逢い｣ (������) の瞬間に湯は文字通

り沸騰して (���������
�����) いなければなら

ないと主張しているのであり､ それ故に ｢ティー

ポットを薬缶のところまで持って行かなければな

らないのであり､ その逆すなわち薬缶を持ってティー

ポットのところまで来ては絶対にいけない｣ (そ

の間にほんの少しだが湯の温度が下がるので) と

いうことなのである｡

� ��������������������� �������
��

	�
��	������
����������������
���



	�������������	 ���
���� ��� �����	 �


	������

ティーポットに湯を注いだのち､ より濃く出す

ために少し攪拌するかポットを振り､ そののちに

茶葉を落ち着かせる｡ オーウェルはこの箇所でティー

ポットの形態については言及していないが､ 茶葉

をポットの中でより効率よく ｢踊らせる｣ ために

は､ なるべく球形に近いポットが望ましいという

ことを付け加えておきたい｡

� ���������
��	�
�� ���� 
��
��

�������	����― �����	�����������������


������
��������	����
� �����

要するにいわゆるティーカップではなく､ マグ

カップで飲めということだ｡ 理由はマグカップの

方が冷めにくいから｡ 念のため､ �
��
��が

���
��と同じ意味だということは知っているね？

� ��������
��	�
���
���������� 
��

����������
���	������
�����

昔ながらの牛乳は､ しばらく時間が経つと脂肪

分が上の方に浮いてくるものである｡ この浮かび

上がった脂肪分が固まりかけたものを ｢クリーム｣

と呼んでいる｡ 紅茶に使う場合はこれを取り除い

ておかなければならないということである｡ 日本

の喫茶店の中には､ 紅茶用のミルクを温めて持っ

てくるところがあるが､ 加熱した牛乳は独特の臭

いを放つので､ 紅茶の味と芳香を著しく損なう｡

それから､ オーウェルの紅茶論においては､ ミル

クを入れずに飲むという選択肢は前提として存在

していない｡ ついでながら､ ｢あいぼく牛乳｣ は

紅茶に入れると極めて美味であることを付け加え

ておきたい｡

� ��������
��	�
���
��������
���

������	��

この項目が最も論争を呼んでいる点であり､ オー

ウェルも����	�	
��
�����
	��
���
���	���

�
���	
�����と続けている｡ オーウェルの論拠

は､ ミルクを後に入れる方が入れるべきミルクの

量を間違えずに済むということである｡ 先頃の王

立化学協会の見解ではしかしながら､ 熱い紅茶の

上にミルクを注ぐとミルクの中の蛋白質が紅茶の

熱で変性して風味が落ちる､ とのことである｡

｢ミルク後派｣ は上流階級に多く､ 労働者階級に

は ｢ミルク先派｣ が多いという風説もあるがかな

り眉唾ものである｡ 自炊生活が長かった私は､ 王

立化学協会とはまったく異なった理由で長年 ｢ミ

ルク先派｣ である｡ つまり､ ミルクを先に入れて

おけば後でかき混ぜる必要がなく､ したがってティー

スプーンを洗う手間が省けるということである｡

� ��	�������― ����		
���	���������

�� ��� �		��� 	����― 	�
�� ������

�	
���
�����(斜字体原文)

オーウェルは�!��
� ������������!��

������
����������と続けているが､ 一方で

｢砂糖を入れるくらいなら胡椒か塩を入れても大

差ない｣ とまで言っている｡ 紅茶に砂糖を入れて

飲むような｢間違った人々｣(��	�����
�
���)

に対してこの作家は次のように語りかけている｡

������������������
��	�����
��	����

�
������������	�����������������
�

���� ���� ���� �
 ���� �
�� ��� ��

	������������������これは ｢命令文＋��｣

の構文ですね｡ ｢～しなさい､ そうすれば...｣ と

いう意味です｡ 途中に挿入されている �	���は

13
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｢たとえば｣､ ｢まあ言ってみれば｣ くらいの意味､

��������	�
は ｢二週間｣ で語源は ���������

���	�
でしょう｡ それから�����
は ｢廃墟｣ と

いう名詞としての意味を知っていれば､ ここで使

われているような動詞としての意味も文脈から推

測出来るでしょう｡

オーウェルがこのコラムを書いたのは第二次世

界大戦後間もない頃であり､ 当時は紅茶の葉もも

ちろん配給制だった｡ したがってそこに述べられ

ている紅茶道もまた､ 限られた貴重な茶葉からい

かに濃い美味な紅茶を出すか､ という一点にその

主な関心が集中しているのである｡ なお､ このコ

ラムはペンギンのペイパーバック	
���������

����������������� ��� ������� �� ������

������の第３巻に収録されている｡ 岩波文庫か

平凡社ライブラリーのいずれかに邦訳があったと

思う｡

前号と前々号の ｢海外最新事情｣ の欄で､ フラ

ンスの学校教員たちのストライキを紹介した｡ フ

ランスでは学校関係をはじめ交通関係などあらゆ

る職種のストライキやデモがしょっちゅうと言っ

てよいほどあり､ 珍しいものではない｡ しかし､

2003年10月20日に､ 前代未聞､ 史上初と言われる

ストライキがあった｡ それはたばこ屋店主たちの

ストライキである｡

ことの発端は､ 2003年１月にたばこの価格が８

％ないし16％値上げされたが､ 10月20日にさらに

20％値上げされた上で､ 2004年１月にも20％の値

上げが予定されていることにある｡ この値上げは､

たばこ税の引き上げに連動したものであるが､ こ

の増税の中心的な目的は癌対策にある｡

フランスでは１年間に15万人が癌で死んでいる

がそのうち３万人が肺癌によるものであり､ この

３万人という数は交通事故による死者の４倍に当

たるという｡ 1999年にとられた統計によると､ と

くに男性の癌 (肺癌だけではなく､ すべての癌)

による死亡率は��諸国の中でも最高に位置し､

スウェーデンを50％､ ドイツとイギリスを20％上

回っている｡ 他方､ 女性の癌による死亡率は��

平均を10％下回っており､ 男性に比べればはるか

にましな状況にある｡ とはいえ､ 1960年代以降女

性の喫煙者が増え続けており､ 女性の肺癌による

死亡率が1994年から1999年の間に40％増加してい

るという現実があるので､ 楽観視することは出来

ない｡ こうしたことを背景に､ フランス政府は向

こう５年間で現在1400万人いる喫煙者を大幅に減

少させる目標を2003年３月に立てたのである｡ 具

体的には未成年の喫煙者 (17歳から19歳までの層

の40％が喫煙している：ただし､ 違法ではない)

を30％､ 成人の喫煙者 (36％が喫煙している) を

20％それぞれ減らそうというのである｡ 矢継ぎ早

のたばこ税の引き上げ､ それにともなうたばこの

値段の高騰はその一環としてある｡

しかし､ たばこ屋店主からすれば､ この値上が

りによって収入が減ることは確実である｡ これま

でフランスでは３万4000人のたばこ屋店主が年間

145億5000万ユーロ (10月21日のレート､ １ユー

ロ＝129�21円で計算―以下同じ―すると１兆8735

億円) を売り上げ､ 12万人の従業員を雇い､ １日

に1100万人の客を相手にしていた｡ しかし､ １月

の値上げ以降たばこの販売量がすでに９％落ち込

んでいると､ たばこ屋の団体が指摘している｡ そ

のうえ､ 10月20日､ さらに2004年１月に値上がり

すれば､ たばこ屋店主たちにとって死活問題とな

る｡

ところで､ たばこ屋店主たちが恐れているのは､

14
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単に喫煙者が減って売り上げが少なくなるという

ことだけではない｡ 次の数字を見ていただきたい｡

１月の値上げ以降､ フランス全体では売上高が２

％減､ 客数が５％ないし10％減であるのに対し､

国境に接する諸県では売上高が10％ないし20％減､

客数が25％減となっているのである｡ これは顧客

の国外流出を意味している｡ つまり国外にたばこ

を買いに出るのである｡ すでに､ 国境近くの地域

では喫煙者の11％が１週間に最低１回は国外でた

ばこを入手しているという｡ この傾向がさらなる

値上げによって加速することは目に見えている｡

ちなみに､ 10月20日の値上がりによって､ フラン

スのたばこの値段は1箱平均4�60ユーロ (594円)

となる｡ この時点でのヨーロッパ諸国のたばこ１

箱の平均価格は次の通りである (高い順に)｡

イギリス：6�70ユーロ (4�70ポンド､ 866円)

アイルランド：5�90ユーロ (762円)

スウェーデン：4�35ユーロ (39�50クローネ､ 563円)

ベルギー：3�70ユーロ (478円)

スイス：3�30ユーロ (5�10スイスフラン､ 426円)

ドイツ：3�20ユーロ (413円)

イタリア：３ユーロ (388円)

ルクセンブルク：2�85ユーロ (368円)

ギリシア：2�70ユーロ (349円)

スペイン：1�85ユーロ (239円)

イギリスとアイルランド以外の国はすべてフラ

ンスよりも安いことになり､ しかも､ ベルギー､

スイス､ ドイツ､ イタリア､ ルクセンブルク､ ス

ペインはフランスと地続きで国境を接している｡

とりわけイタリア､ ルクセンブルク､ スペインの

たばこは安く､ 国境まで車で１～２時間の所に住

んでいる住民なら当然国外に買いに行くであろう

し､ それら安い国のたばこの密売がフランスで横

行する恐れもあるのである｡

フランス政府もたばこの値上げがたばこ屋に打

撃を与えることは十分に分かっている｡ そこで､

10月20日の値上げの1週間ほど前に､ たばこ屋店

主たちに補助金を出すことを発表している｡ 総額

は１億3000万ユーロ (168億円) で､ その支給方

法は次の通りである｡ 売上高が年間15万2000ユー

ロ (1964万円) 以下のたばこ屋については手数料

を現行６％から８％へ引き上げ､ 売上高が15万

2000ユーロから30万ユーロ (3876万円) までのた

ばこ屋については同じく６％から6�7％に引き上

げる｡ また､ 2003年度の売上高が2002年度比で５

％以上の減があったたばこ屋にも補助金を出す､

というものである｡

しかし､ たばこ屋店主たちはこれでは不十分で

あるとして､ 10月20日､ 全国３万4000人の90％が

ストライキに入ったのである｡ 店を閉め､ 全国80

ケ所以上で集会・デモが行われた｡ この史上初の

ストライキに対する国民一般の評価はといえば､

あまりかんばしいものではない｡ インターネット

上で行われたある調査によると､ 10月22日現在で

たばこ屋店主たちの運動を支持する人は28％にす

ぎず､ 支持しない人の57％を大きく下回っている｡

また､ 公衆の健康のための値上げを支持するとい

う人が50％､ 支持しないという人が29％となって

いるのである｡

付記：この文章は､ 主として ��､ ���､ �����	


などの通信社が2003年10月20日前後に配信した記事を

土台にしたものである｡
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ロアルド・ダールの未発表作品が発見された｡
それも海辺の小さな町の小学校教師の自宅から｡
それはわずか10行からなる短い詩だが､ 書かれて
から14年ものあいだ､ 他の書類に紛れて放置され
ていたという｡ ニューズソースは2003年10月18日
付の 『インディペンデント』 紙である｡
ロアルド・ダール (1916～90) は今なお英語圏
で最も人気のある童話作家のひとりである｡ ウェ
イルズの首都カーディフに近いサンダフ
(��������) でノルウェイ人の両親のもとに生ま
れ､ 地元のグラマー・スクールを卒業して18歳で
シェル石油に就職､ 第二次大戦では空軍のパイロッ
トを勤めた後､ 専業作家として成功した｡ 代表作
として長編童話 『チョコレート工場の秘密』
	
��������
�	
�������������､ 『マチルダ
は小さな大天才』 ������､ 『魔女がいっぱい』
�
�����
��の他に大人向け ｢童話｣ といわれ
る 『オズワルド叔父さん』 �����������､
短編小説集 『あなたに似た人』 �����������

���､ また自伝 『少年』 �
����などがある｡
平易な英語で書かれた奇想天外な物語は､ 英語学
習者が原文で読破するのにも適している｡ ほとん
どの作品がパフィン､ ペンギンいずれかのペイパー
バックで入手可能である｡
発見された原稿はイングランド南海岸のドーセッ
ト州クライストチャーチにある小学校の生徒たち
のために書かれたものだった｡ 内容は生徒の耳を
ひねるという体罰を繰り返す残虐な教師を諷刺し
たものである｡ この教師は歴史の授業で年号を暗
記できない生徒の耳をちぎれるまでひねり続ける
ので､ そのクラスには耳が片方しかない生徒が大
勢いる｡ そして最後に､ 君たちの先生はこんなに
ひどい先生でなくてよかったね､ という結論に至

る｡ いかにもダールらしい作品である｡ ついでな
がら一部の想像力が欠落した愚かな親や教師は､
この種の ｢残虐性｣ を理由にダールの作品を子供
に読ませたくないと主張する｡
クライストチャーチのこの小学校の教師ジェニー・
シボールドは､ 生徒たちが送ったファンレターに
対する返事としてダールから届いた手紙に添えら
れたこの詩を､ 未発表の作品だとは夢にも思って
いなかったらしい｡ 今回校長のマーク・ロヴィー
がロアルド・ダール基金協会に問い合わせて初め
て､ 幻の未発表作品であることが判明した｡
それにしてもダールから手紙が来るとは､ 何と
羨ましい小学校であることかと思っていたら､ 今
度はマドンナが小学校に自作の童話 『イングリッ
シュ・ローズ』 を朗読に来るという企画があるら
しい｡ 10月24日付の 『タイムズ』 紙によると､ タ
イムズとペンギンの共催で英国全土の７歳から11
歳の小学生を対象に1000語以内の短編童話を募集
し､ その優勝者の学校にマドンナが朗読に行くと
のことだ｡ 最近マドンナは何かとアメリカ合衆国
に対して批判的であり､ ロンドン郊外に居を構え
て普段は英国で生活しているらしいが､ ともあれ
ダールからの手紙とマドンナの来訪では､ 後者の
方がより羨ましい気がする｡ (安藤 聡)

今､ あることばが����	
���	
�	�を席巻しよ
うとしています｡ まさにその綴りに代表されるよ
うに､ ��������と呼ばれるスペイン語綴りの英
語のことです｡ といってもその形式はまちまちで､
(１) 英語とスペイン語を交互に織り交ぜたコー
ド変換 (���
���	�����) と呼ばれるものから､
(２) スペイン語の母体 (文法) に英語表現の直
訳をちりばめた形､ (３) スペイン語表現を英語
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の文法に沿って表したもの､ (４) そして英語表
現をスペイン語の (あるいはその起源であるラテ
ン語式の) 音声表記に置き換えた類のものまであ
ります｡ このままではわかりにくいでしょうから､
(雑誌の見出し風に) 日本語と英語で同じことを
してみるとこんな感じでしょうか｡ (１) ｢2004
�������男を磨く �	�
�
�	�｣､ (２) ｢��摩
天楼 (����
�	���より) と聖林 (ハリウッド：
��������との誤解から) の生活術｣､ (３) うー
ん､ むつかしいけど､ ｢彼が知っているとは思わ
ない｣ みたいな､ いわゆる直訳調日本語､ (４)
そして ｢この冬､ 亜

ア

米
メ

利
リ

加
カ

で暮らす！｣ となるで
しょうか｡ 上記の��	�����������はこの最後の
例です｡
このような社会現象に目を向けるきっかけ (あ
るいはその火付け役) となったのが､ 名門
��������������でスペイン語と作文術を教え
る ��	� ��	�	��教授です｡ ��	������ !��
"	�����#� ��� �����
	�������� (2003)
という本を出版し､ 4500語 (現在はそれ以上) か
らなる ��	������$�������の対応表を組み込ん
だ画期的なものです｡ メキシコ系ユダヤ人でイディッ
シュ語 (おもに欧米のユダヤ人が用いる言語で絶
滅が危ぶまれる) を母語とするこの方､ イディッ
シュ語の轍は踏ませまいとスペイン語と英語に引
き裂かれたアイデンティティー救済のため､
��	������を一つの社会方言として定着させ､ 米
国におけるこれからのヒスパニック系の若者の社
会進出や教育に役立てるという崇高な目的を掲げ
ています｡ また､ (悪名高き) 英語の音声と綴り
字の不一致もこの動きに加担しています｡ (古英
語では綴り字と発音が90%以上一致していました
が､ 現代英語ではほんの40%に過ぎません｡) も
ちろんこのような発想は多くの敵を生みました｡
純粋なスペイン語擁護論者や英語を合衆国の国語
に制定したがっている層からは破壊者呼ばわりさ
れ､ 一部の社会団体からは､ ヒスパニックへの偏
見を助長し社会進出への弊害だとして糾弾される
など､ ��	������の認知はイバラの道です｡
2000年の全米国勢調査において､ いまやヒスパ
ニック (12&5%) は､ 黒人 (12&1%) を抜いて米国
最大のマイノリティ集団となりました｡ 増加率は
どの民族集団よりもずば抜けています｡ しかし､
一口にヒスパニックといってもその出自はさまざ

まです｡ 最大のメキシコ系 (約60％) を筆頭に､
プエルト・リコ系 (約10％)､ キューバ系 (3&5％)､
ドミニカ系 (2&2％) などが続きます｡ また彼ら
の主な居住地も��ブロンクス､ カリフォルニア､
アリゾナ､ テキサス､ フロリダなど全米に渡って
います｡ そしてこのそれぞれに特有の��	������
があるわけです｡ 私がかつて住んでいたアリゾナ
州のツーソンでも､ 至る所でスペイン語が聞かれ
ました｡ そして1998年当時でさえも､ スペイン語
の!'番組に加えて ��	������の ()()放送な
どがありました｡ 当時は驚きとともに受け止めた
��	������ですが､ 上記のような本が出版される
現状から推測するところ､ 全米的に (幾分の) 市
民権を得始めているということでしょう｡ また､
このような混交言語は世界的な趨勢ともいえます｡
�������� (シンガポール・イングリッシュ)�
)	������ (ジャパニーズ・イングリッシュ)�
*�	���	��(フラングレ：英語多用のフランス語)�
(������� (デングリッシュ：ドイツ語・英語混
用) など､ 数え上げたらきりがありません｡ 良く
も悪くも､ 文化的・民族的価値を代表する母語と､
グローバル化の権化たる英語との折り合いを付け
ようとする民衆の欲求と知恵の産物なのでしょう｡

(片岡邦好)

ドイツの女性映画監督レニ・リーフェンシュター
ルさんが､ 2003年９月８日ドイツ南部ペッキング
の自宅で亡くなった｡ 彼女は1902年生れで､ 前月
の８月22日に101歳の誕生日を祝ったばかりだっ
た｡ 20世紀のほとんどを覆う彼女の生涯は､ あま
りにも華々しく､ そして苛酷だった｡
20歳代のはじめモダンダンスの世界でデビュー
し､ 伝説のダンサー､ イサドラ・ダンカンやアン
ナ・パブロワの後継者と目されていたが､ 膝を痛
めて挫折する｡ その後映画の世界に転身し､ 名女
優マレーネ・ディートリヒとほぼ同時期に女優と
しての活動を開始した｡ その後彼女は一連の山岳
映画で主演をつとめ､ 『青の光』 (1932) では監督・
主演・編集を独力で成し遂げ､ 映画監督としての
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才能を開花させた｡
そんな彼女の才能に目をつけたのが､ 権力を掌
握したばかりのヒトラーであった｡ 『青の光』 を
見た彼は首相官邸から直々に党大会の記録映画を
依頼してきたのだった｡ 彼女は最初は断ったとい
うが､ はたして当時いったい誰がその誘惑を断る
ことが出来ただろうか､ そもそも断ったとしても
それが許されたのだろうか｡ しかし当時は多くの
才能ある若い人たちがそうやってチャンスをつか
んでいったのは事実だった｡
ナチス党大会の記録映画 『意思の勝利』 (1934)
は､ 権力者の期待に見事に応えたものだった｡ 彼
女はさらに､ ナチスが威信をかけた一大祭典ベル
リン・オリンピックの記録映画を任されることに
なった｡ これが傑作 『オリンピア』 (『民族の祭典』
と 『美の祭典』 の２部作､ 1938) である｡ この作
品はヴェネチア国際映画祭で最高賞を受賞した､
その後の記録映画にあたえたこの作品の影響は計
り知れない｡ このとき彼女は36歳､ 人生の絶頂期
だった｡
その後の彼女の人生は暗転する､ 戦後ナチスの
協力者として約４年間収監された｡ 映画の世界の
表舞台からは姿を消していた｡
しかし彼女は芸術の世界､ 映画の世界を信じ続
けていた､ みずからが信じる美を辛抱強く求め続
けていたのだ｡ 彼女は71歳のときアフリカのヌバ
族を題材にした写真集を発表し､ 写真家として人々
の前に姿をあらわした｡ そして80歳代でみずから
海に潜り海中撮影をこなし､ 100歳のとき映画
『原色の海』 を発表するなど積極的な活動は死の
直前までおとろえることがなかった｡
まさに彼女は映像の世紀とよばれた20世紀の申
し子だった｡ そして時代はその子に才能を与えは
したが､ 決して甘やかすことはしなかったのであ
る｡ (島田 了)

フランス一の歓楽街といえば､ パリのピガール
地区�������だ｡ ���	
����������	�������

�����(夜遊び好き) などその数50ほどのゴー
ゴー・バー��	�����やキャバレ����	��が

集まるピガール広場で､ 最近また､ この街の評判
を悪くする出来事があった｡ 世界的に名を知られ
たキャバレ､ ムーラン・ルージュ�����������
(赤い風車) が人種差別の罪で巨額の罰金に処せ
られたのだ｡
話は２年前に遡る｡ セネガル国籍のマレガ氏は
この店に職を求めたが､ 表向きスペイン語が話せ
ないとの理由で採用されなかった｡ 応募資格には
要求されていなかったことだ｡ そこで､ ｢人種差
別���｣ に事情を話し､ この団体とともに､ こ
の店と店の人事担当秘書ミシュリーヌ・ブジを訴
え出た｡ 2002年11月22日の初審判決で､ 原告マレ
ガは損害賠償金と利子4�500ユーロ､ ｢���｣ は
2�300ユーロを得た｡ また､ ブジには3�000ユーロ
の罰金が言い渡された｡ 訴訟費用900ユーロは敗
訴側持ちになった｡ キャバレと彼女はただちに控
訴したが､ 今年10月18日の判決で､ ムーラン・ルー
ジュに10�000ユーロ (126万円)､ 採用担当者には
1�500ユーロの罰金が言い渡された｡ ｢勝つとは思っ
ていたが､ こんなに完璧にとは！｣ と､ ｢���｣
の副会長は驚いている｡
｢このキャバレでは､ 採用時に黒人をはずして

いる｣ というのが､ 勝訴側の言い分だった｡ ミシュ
リーヌは､ ｢調理室では黒人は採用しています｣
と反論していた｡ 調査の結果､ この店では､ 40年
余りも前から客席担当者には一人の有色人も採用
したことがないのがわかった｡
革命以来､ 自由 ����	��､ 博愛 �	���	����と
ともに平等�������を国政の理念に掲げる国フラ
ンス｡ 政治亡命者を積極的に受け入れ､ 人権尊重
については大ぴらに発言が繰り返されてきた｡ 民
間でも平等は尊重されて差別はなかったはずだ｡
(実際には､ どこにでも差別はある｡ 人は差別好
きだ｡ 差別して自己の弱みを隠そうとする｡)
首都パリは､ ニューヨークとともに世界の人類
の見本市のような場所だ｡ ピガール広場へ行けば､
あらゆる国の人々に会うことができる｡ 旅行者は､
シャンゼリゼ ���� 
��!��､ エッフェル塔
���	��""��､ ルーブル����#����$	�と見
てまわった後､ 必ずこのネオン輝く夜の町を訪ね
る｡ ミニスカート����
%� �の女の子"����は路
上で客引きができる｡ だが､ これはもう昔の話だ｡
取り締まりが厳しくなり､ パクられる �"��	�
 �&��	ことをこわがって､ ウィンク������#�も
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派手な姿もバーの奥か､ どこか遠くに消えた｡ 人々
は寄りつかなくなり､ モンマルトルのサクレ・クー
ルの方へ流れるようになった｡ ｢ピガールはもう
ピガールではない｣､ と広場を知る人は言う｡
これまでたんまり���������	
�儲けていた
バー､ キャバレのオーナーたち��
�	��は､ あ
わてだし､ 無理するようになった｡ 80年代以降こ
の町は物騒になった｡ 詐欺､ 背信､ 現金強奪がひ
どくなった｡ 放埒 ���	����
�､ 不法行為
���
����が増えたのだ｡ すり�����	��
�が待
ち伏せているから､ かっぱらわれに �����
�������､ 行くようなものだ､ との評判が立つ｡
客引き����

���､ ぽん引き��	����
�の数は
増えに増えて､ ショーはタダだ���
��
と言われ
て喜んだ不用心なかも�	�	は､ 連れ込まれた店
で､ 女たちから寄って集って飲まされる｡ もうい
いと言って出ようものなら､ 客が少ないことに腹
でも立てたかのようにふっかけてきて ������
�	
�������
�	�)､ 1�500ユーロ以上にもなる勘
定書 ���	
(������
�	�) を突きつける｡ 客が
つべこべ言おうものなら､ 入れ墨をした荒くれ者
��	�����が腕組みして待ちかまえている｡ 客は､
金ばかりか､ キャッシュカード���
���､ 時
には後々圧力をかけるためか身分証明書 ���

�����
�
�のコピーまでとられる始末｡ 身ぐるみ
はがれて����������放り出されるという仕
掛けだ｡ ｢ピガールは旅行客が破滅しに行く����
�����街だよ｣ と､ ある警官は言っている｡
苦情の多さに､ パリ警察はピガール浄化
��������に乗り出した｡ パトロンたちを監視し､
同じ施設で３回苦情があれば９日間の閉鎖など
(特に厳しい場合半年にわたることもある) 言い
渡してはいるが､ ごろつきども �����
�はどこ
の国でも手強いものだ､ 同じ犯罪 ����
�を繰り
返す｡ ｢外国人にパリの悪いイメージを与えてし
まう｣ と､ 専門家は嘆いている｡ 落ちた評判は回
復が難しい｡
ともあれ､ 今度の裁判は､ フランス司法の健全
さを示す一方､ ますますこの歓楽街の将来が怪し
くなったことを証明した｡ (河原誠三郎)

����� ｢中国互聯網絡信息中心｣ (�����
��
��
�
�	�����	���
�	���
�) が公
表した2003年７月の統計によれば､ 中国では､ ユー
ザの１週あたりの平均利用時間は13時間､ １週あ
たり平均4�1日､ インターネットにアクセスして
います｡ ユーザ総数は6�800万人､ 接続方式別で
は､ 専用線接続で2�342万人､ ダイアルアップ接
続で4�501万人､ ����回線接続が490万人､  ��!
やケーブルモデムといったブロードバンド接続が
980万人です｡ 接続別ユーザ数には複数の接続方
式をとるユーザが含まれています｡ これらの方式
に加え､ モバイル端末や情報家電を利用してアク
セスするユーザが180万人となっています｡ "�
サイトもおよそ473�900あり､ 中国から発信され
る情報もますます増加しています｡ このことから､
視点を少し移動させ､ オンラインによる最新情報
の集め方に注目してみました｡
さて､ 学生のみなさんは､ 中国に関する情報を､
どのように入手しているでしょうか｡ "�サイ
トの検索､ メールマガジンやメーリングリストを
利用するというのが基本的な方法ですが､ 中国語
のサイトを見るには､ まだ力不足だと感じている
場合でも､ 日本語で書かれた ｢日文版｣ サイトを
通じて､ 中国の最新情報を入手できます｡
人民日報"�版である ｢人民網｣ には､ 日本
のトピックを主とする ｢日本版｣ と日本語の ｢日
文版｣ サイトがあります｡ 毎日 ｢日文版｣ をチェッ
クするだけでも､ 中国の現在の動向を把握できる
でしょう｡ ｢北京週報"�版｣ にも ｢日文版｣ が
ありますし､ さらに､ 月刊誌 ｢人民中国｣ のサイ
トも参考になります｡
中国国際放送局の北京放送"�サイトも内容
が豊富で､ 定期的にチェックすることを勧めます｡
中国国際放送局では"�ラジオとして日本語や
中国語放送のサービスも提供しているので､ ニュー
スを聞くこともできます｡ ストリーミング放送と
しては､ 中央電視台��#$では､ インターネッ
トでテレビ放送のライブ配信をしています｡ また､
オンデマンド方式で､ 動画データを見ることも可
能です｡
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これ以外にも､ いろいろなサイトがありますが､
例えば日経��社が提供する ｢�������｣ の中
国チャンネルもビジネス関連の最新動向速報を配
信しています｡ このサイトは､ さまざまなニュー
スソースから､ 記事が集められています｡
	�
サイトを毎日チェックしていたのでは､
時間がいくらあっても足りません｡ ｢人民網日文
版｣ はメールマガジンを発行しています｡ 配信さ
れたメールから､ トピックと概要を読んで､ サイ
トにアクセスするかどうかの判断をするのに役立っ
ています｡
ここで注意しておきたいのが､ どのメールアド
レスに配信させるかということです｡ 一つのアド
レスだけで処理する場合､ メールソフトで仕分け
設定をするなど､ 受信したメールを整理､ 管理し
ないと､ すぐに､ メールがたまってしまいます｡
特に､ 日刊ペースで配信されてくるタイプのもの
は､ 読まなくなる､ 読む気がなくなることもある
ので､ 要注意です｡ メールマガジンをたくさん登
録しても､ 多くのメーリングリストに参加しても､
結局は､ 未読のままでは意味がありません｡
筆者の場合､ 複数のメールアドレスを活用して
います｡ 無料の	�
メールを利用し､ メールマ
ガジンの配信先アドレスとして登録しておきます
(場合によっては､ 無料の	�
メールを配信先に
指定できないこともあります)｡ こうすることで､
どこからでも情報を見ることができるようにして
います｡ 	�
メールは容量が限られているので､
必要なものは､ 個人用のメールアドレスに転送し､
それ以外はどんどん削除しています｡
最後になりましたが､ メールマガジンにしろ､
	�
メールにしろ､ 有料無料の区別は当然とし
ても､ しっかりと内容を吟味し､ 注意書きや但し
書きを確認して､ 使用することを忘れないで下さ
い｡

���� ������������������������

人民網日文版 �������������������������������

人民網日本版 ���������������������������

人民網 �������������������������

北京週報日文版 ��������������������������

北京週報 �����������
��������������������

人民中国 �������������������������� �!������

�������中国チャンネル

�������
�������������
��������
�������������

中国国際放送局北京放送
���������������������������

"� ��4#日本語放送
��������������������������� ��4���������������
"� ��4 #中国語放送
��������������������������� ��4������ �� �����
中国中央電視台 �������������������

(吉川 剛)

20

〈編集後記〉
｢語研ニュース｣ 第10号をお届けします｡

21世紀になっても明るい未来は見えず､ 2003
年もまたイラク戦争ではじまり､ 戦争後も情
勢は悪化するばかりです｡ ｢力｣ の論理では
平和がもたらされないことは明らかです｡ 何
よりも重要なのはコミュニケーションであり､
｢力｣ の論理はそのコミュニケーションの放
棄であると言えるでしょう｡ コミュニケーショ
ンを支えるのは言葉です｡ 外国語学習の目標
は当該外国語の運用能力を身に付けることで
すが､ それはコミュニケーションによる相互
理解の可能性を広げることであると言えるの
ではないでしょうか｡ 以上は､ まもなく2003
年を終えるに当たっての雑感です｡ (MT)
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