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朝さろんの本棚〈25〉 

大江健三郎『人間の羊』について 
 
25th morning：2013 年 7 月 11 日(木)＠渋谷 

参加者: 9 名 

 
「人間の羊」は、 

 理不尽に、加害者と被害者そして傍観者の間に生じる亀裂を、言語の交換不可能な状況

による孤絶と、占領経験という時代状況による孤絶と、二重写しに描いた作品。 

 

【テーマ】 

  〈歴史の中の小さな声（１）〉 
 

【本】 

 大江健三郎「人間の羊」(新潮文庫, 1959 年) 

[初出『新潮』1958 年 2 月号、単行本『死者の奢り』文藝春秋新社(1958)] 

 

【大江健三郎(おおえ けんざぶろう)】 
 1935 年 1 月 31 日 生。日本の小説家。愛媛県喜多郡内子町（旧大瀬村）出身。東京大学

文学部フランス文学科卒。大学在学中の 1958 年、「飼育」により当時 年少の 23 歳で芥

川賞を受賞。サルトルの実存主義の影響を受けた作家として登場し、戦後日本の閉塞感と

恐怖をグロテスクな性のイメージを用いて描き、石原慎太郎、開高健とともに第三の新人

の後を受ける新世代の作家と目される。現代を核に支配される危機的時代として認識し、

その全体表現を志向する小説家。豊富な外国文学の読書経験などにより独特の文体を練り

上げていき、核や国家主義などの人類的な問題と、故郷である四国の森や、知的障害者で

ある長男との交流といった自身の「個人的な体験」、更に豊富な読書から得た多彩な経験

や思想を換骨奪胎して織り込み、それらを多重的に輻輳させた世界観を作り上げた。作品

の根幹にまで関わる先人たちのテクストの援用、限定的な舞台において広く人類的な問題

群を思考するなどの手法も大きな特徴とし挙げられる。1994 年、日本文学史上 2人目のノ

ーベル文学賞受賞者となった。 

 

【ストーリー】 
戦後間もない年の冬、アルバイトから帰る途中の「僕」が、バスの中で外国兵と乗り合

わせる。外国兵は酔っていて女に始終ふざけかかっている。女はうるさがって、外国兵に

さんざん毒づいた挙句、隣に座っていた「僕」に寄りかかって甘えたマネをする。「僕」

は疲れていたこともあって、心中は女がうっとうしくて仕方がない。女を払いのけようと

したとき、たまたまバスが傾いて、その勢いで女の体を突き飛ばしてしまう。外国兵はひ

どく怒りだして、「僕」の胸ぐらを掴んで小突き回す。さらに屈辱を与えるべく、「僕」

にズボンと下着を下げさせ、衆人環視の中で四つんばいにさせる。そして剥き出しの尻を

ナイフでぴたぴた叩き、「羊撃ち、羊撃ち、パン パン」と歌い、笑い興ずる。運転手と

何人かの日本人乗客も同じ目にあう。やがて外国兵が女を連れてバスを降りる。被害にあ

わなかった教員ふうの男が、「僕」に近づいてきてしきりに同情する。他の（被害にあわ

なかった）乗客たちも怒りにみちた声をあげる。教員が「警察に届け出て事情を話せ。証

人になる」と言う。《不意の唖》となった《羊たち》は、誰一人口を開こうとしない。バ

スを降りた「僕」のあとを教員がしつこくついて来る。「僕」は半ば強引に交番へ連れて
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行かれる。義憤に駆られた教員が、熱心に事情を説明する。警官は一応経緯を聞き、同情

もするが、内容が内容だけに薄笑いを隠さない。「被害届を出すか」と問われ、「僕」は

首を横に振る。教員は「泣き寝入りするな。事件を世に知らしめるため、犠牲の羊にな

れ」と言う。結局「僕」は被害届を出さずに交番を後にする。教員はなおも付きまとう。

そしてしまいにこう言う。「俺はお前の名前をつきとめ、お前の名前とお前の受けた屈辱

をみんな明るみに出してやる。そして死ぬほど恥をかかせてやる。お前の名前をつきとめ

るまで、俺は決してお前から離れないぞ」と。 

 

 

【議題】次の問いについて考えてみましょう。 
Q１：「僕」に対峙する「教員」の存在は、どんな役割を持つものとして考えられるか？ 

 

a．日本人が侮辱されるという容認できない事態を、同胞として助けようという素朴な善

意に支えられた義侠心を示す存在 

b．社会的正義を体現するはずの警察が機能しない現実の出来事に対して、「世論に働き

かけること」で真の正義を貫こうとする考えを示す存在 

c．外国兵の行動を前に「黙って見ていたことを、はずかしいと思っているんです」と自

分の卑怯さを反省し、バスに居た人に等しく欠けていた勇気（＝抵抗すべきだった）を見

せることで、「僕」自身にも落ち度があることを暗示する存在 

d．同じ被害者を出さぬために「犠牲の羊」は止むを得ないと考える正義漢だが、個人の

感情に囚われるあまりそこに向き合わない「僕」を糾弾する存在 

e．被害者と傍観者の間には決して理解し合えない断絶があることを示すと同時に、

「僕」に二回目の被害（セカンドレイプ）を与え、誰にも理解されないまま回復しない傷

をずっと背負っていくことを暗示する存在 

f．その他 

 

 

Q２：外国兵と一緒にいる女について適していると考えられるのはどれか？ 

 

a．外国兵に対して唯一怒りを見せた存在として土壇場では女性の方が肝が座っているこ

とを現すと共に、男たちの無抵抗ぶりを糾弾している 

b．「車掌」や「街娼」と同様に、直接登場しない「母親や妹たち」がいとも簡単に、性

に塗り込められた視線に晒される危険性があるということを暗示している 

c．「僕」と「教員」の間で描かれる当事者と非当事者の対立の外に、忘れられている

「本当の被害者」がいるということを示している 

d．外国兵達がやっていることが質の悪いイタズラであることを示しつつも、そのことで

同胞が二つに引き裂かれ争うような構図が生まれることを悲喜劇として見つめている 

e．その他 

 

 

 

【解題】「人間の羊」について 

  
「人間の羊」は占領期の日本を描いた小説の嚆矢です。戦後民主主義が進駐軍の主導によ

ってもたらされたという史実の裏側で、日本の戦後の原点に占領という抑圧された体験が

あったということを今に伝えてもいます。同時に、この物語は必ずしも占領体験に留まら

ない広がりを持つ一篇の寓話としても読めるのではないでしょうか。 
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 60 年前の歴史の声に耳を傾けながら、いまそこに何を聴き取ることができるか、みなさ

んと一緒に考えてみたいと思います。 

 

 

〈歴史の中の小さな声〉 

        ⇒  戦後日本の占領期(1945-52)について 

1945 年（昭和 20 年） 
8 月 28 日 テンチアメリカ陸軍大佐以下 150 名が横浜に初上陸し、連合国軍本部を設 

置。 

8 月 30 日 マッカーサー厚木飛行場に降り立つ。横浜税関の建物を接収して太平洋陸軍 

総司令部（AFPAC）を設置。降伏文書に調印 

9 月 8 日 連合国軍、東京を占領する。以後、都内の建物 600 箇所以上を接収。 

10 月 2 日 連合国軍 高司令官総本部（GHQ/SCAP）設置。 

1946 年（昭和 21 年） 
2 月 3日 マッカーサー、民政局長コートニー・ホイットニーに自作の憲法案のメモを渡 

し、憲法モデルを作成するよう命じる。 

2 月 13 日 ホイットニー局長、新憲法モデル文章を吉田茂らに見せる。 

3 月 6 日 日本政府、「憲法改正草案要綱」（戦争の放棄、象徴天皇、主権在民）を 

公表。 

5 月 3 日 極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷。 

11 月 3 日 日本国憲法公布。 

1947 年（昭和 22 年） 
5 月 3日 日本国憲法施行。 

1951 年（昭和 26 年） 
9 月 8日 サンフランシスコ講和会議で日本国との平和条約を調印（ソ連は未署名）。続 

いて日米安全保障条約に調印。 

1952 年（昭和 27 年） 
2 月 28 日 日米地位協定締結。 

4 月 28 日 日本国との平和条約が発効、日本の主権回復。GHQ/SCAP の占領が終わるが、 

占領軍のうちアメリカ軍部隊は条約第 6条 a項但し書き、及びこれを口実に 

締結された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき在日米軍 

に衣替え。 

 

 

①本作への批評 

 
「（略）一貫した主題は、「監禁されている状態、閉ざされた壁のなかに生きる状態を考

えること」であったという。ここでいう「監禁状態」とは、時代的にいえば一種の閉塞状

態であり、存在論的にいえば「社会的正義」の仮構をみぬいたものの一種の断絶感であ

る。この二つが二重写しになっているところに、いわば大江健三郎の作品の独創性があ

る。（略）主人公のアルバイト学生は、社会正義を楯にとって、彼がバスの中で米兵から

うけた屈辱を公開するように迫る教員と決定的に対立している。この対立の鮮明さは、寓

話的な印象をこの作品にあたえているが、これをたとえば原爆の被爆者と原水爆禁止運動

との関係にひきなおして考えてみることも可能だろう。この佳作をつらぬいているのは、

作者の傍観者に対する嫌悪と侮蔑である」           

  （「解説」） 
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「（この作品に登場した兵士たちの国籍が指し示されていないことを）政治的な側面が淡

い薄暗がりに覆われ、光は小説家の関心を惹く主要な謎、すなわち実存の謎に集束され

る。（略）というのも、〈歴史〉それ自体はその様々な運行、戦争、革命や反革命、国民

的な屈辱をふくめて、描き、暴き、解釈すべき対象として小説家の関心を惹かないから

だ。小説家は歴史家たちの下僕ではない。小説家が〈歴史〉に魅惑されることがあるとす

れば、それは〈歴史〉が投光器のようなものとなって、人間の実存のまわりを回り、人間

の実存に、平穏な時代にあって〈歴史〉が不動であるときには現実化せず、眼に見えずに

未知のままとどまっている、人間の実存の予期せぬ可能性に光を投げかけるからなのだ」        

 （『カーテン 7 部構成の小説論』） 

 

 

「「人間の羊」はずっと占領下の日本人の屈辱感を描く作品として読まれてきたが、かつ

て黒人兵を「飼育」した傲慢な日本人が、今度はアメリカ占領軍に「羊」に貶められると

いう設定、そして、日本人の多くがアメリカ軍の前では弱者でありながら、同胞の前では

いかにも強者のように振舞うという設定は、意味深長である。それによって、強権に屈し

やすい日本人の国民性への不満ないし批判を表明したのであろう」           

  （「初期大江の文学世界」） 

 

 

「（前記した江藤淳の「解説」に対して）それは少し違うのではないか。なぜなら、教員

が言おうとしていることは、教員自身の恥だけではなく、「僕」自身の心の中に隠されて

いる恥でもあるからなのである。（略）更に言えば、「若い教員」がやろうとしているこ

とは、「僕」の心の中にいるもう一人の自分がやりたいことである。あの「教員」も確か

に卑怯者である。外国兵の前で、みんなと同じように黙っていたのに、外国兵がバスを降

りてから、正義を主張する。それは、確かに教員の人間としての弱さではあるが、アメリ

カ占領軍に支配されている日本国民の一般的な心理をも表しているのではないか。「若い

教員」がみんなと違うのは、「卑怯」に対する反省である。この「教員」の反省の響き

は、まさに「僕」、いや、バスの中で侮辱を受けた人のすべてと、黙って見過ごした人々

に等しく欠けていた勇気ではないのか」           

  （「大江文学における「孔乙己」像についての考察」） 

 

 

「自らが正しいと思い、自らの言葉を相手にどうしても承伏させようとするとき、敵対が

生じる。対立は何らかの共通基盤の上でしか成りたたない関係である。そうすると、たし

かに外国（人）と日本（人）という区分に則った反撥を契機としながらも、より持続的な

敵対関係は、自らの言葉をどうしても承伏しない眼前の日本人同士との間に形成される。

このように敵対関係から生じる憎悪は、コミュニケーションを共有する近くの対象に向け

られることへと容易に転じる。このように非対称なコミュニケーションが持つ必然的な構

造によって、「僕」と「教員」という個々人の間に出口のない闘争が引き起こされるので

ある。（略）強調したいのは、ある言葉が発せられることによってそれまでの関係を支え

ていた序列が組み替えられ、その関係性の組み替えが物語の展開を導いていることであ

る。（略）「人間の羊」は、見えやすい暴力ではなく、むしろ言葉の力学によって、対立

や序列が生み出されることで人物関係が組み替えられていくことに力点を置くテクストと

して捉えることができ、言葉によって主体化する地点、あるいは失語によって主体たりえ

ない地点を濃やかに描き出すテクストである」          

  （「「人間の羊」における沈黙を囲む饒舌） 
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②主題分析 

 
「かりにだね、鉄の部屋があるとするよ。窓は一つもないし、こわすことも絶対にできん

のだ。なかには熟睡している人間がおおぜいいる。まもなく窒息してしまうだろう。だが

昏睡状態で死へ移行するのだから、死ぬ前の悲しみは感じないんだ。いま君が、大声を出

して、やや意識のはっきりしている数人のものを起こしたとすると、この不幸な少数のも

のに、どうせ助かりっこない臨終の苦しみを与えることになるが、それでも君は彼らに済

まぬと思わぬかね」「しかし、数人が起きたとすれば、その鉄の部屋をこわす希望が、絶

対にないとは言えないじゃないか」           

  （「吶喊」原序／『阿 Q 正伝・狂人日記』） 

 

 

「言葉こそがわれわれを形づくり、われわれを動かすという言葉と主体のあり方。破滅と

か屈辱とかの絶望的な状態のイメージを呼び起こす「敗戦」という語か、終結とか安息と

かの静かなイメージをもたらす「終戦」という語の方かという選択は、「現実」を吟味し

た上で決定されるのでは決してなく、都合の良いときに都合のよい方が用いられるのであ

った。（略）現実の一つにたいして、正確に一つきりの言葉があるわけではない。言葉に

あらわすこと、表現することは、現実にたいして一つの解釈をこころみることである。表

現者にしたがって、現実はそれぞれちがった顔をしめす。また、故意にちがった顔をあた

えるために、ちがった表現を、むりやり現実におしつけることも不可能ではないのであ

る」       

  （「敗けと終り」／『厳粛な綱渡り』） 

 

 

 

 

③作品解釈 

 

「僕」と「教員」の関係について 
「僕」はアルバイトで「家庭教師」（＝教師）として「フランス語」を教えている。「教

員」は「小学生の答案の束」を持っている「若い教員風」の男で、両者には職業的共通性

（＝知識階級的共通性）があるように読める。 

出会いの場面で「僕」は「教員」の「レインコートの垂れた端を踏みつけてよろめ」く

が、「疲れきっていて睡く、躰の安定を保ちにく」かったので、「あいまいに頭をさげ」

ただけで謝罪はしなかった。しかし「僕」バス車中で被害にあった際に「躰をちぢめ、レ

インコートの襟を立てた教員に、被害者のほほえみ、弱よわしい軽い微笑をおくろうとし

た」が「教員は非難にみちた眼で僕を見かえす」ことになる。 

だが事件後には、「教員はあきらかに僕に話しかけたがっていると感じられる」。その

後、「僕らは、僕の心のなかの苛立たしい反撥にもかかわらず、親しい友人同士のように

見える腕のくみかた」をしている。 

 

⇒仲違いし相容れないふたりの人物のうちに、当初は親近感を覚えるような感情があり、

<人間>と<羊>と断絶訪れてもなお、両者に友愛の表象を読み取れるかのように描かれてい

る。このことをどう作品全体へ敷衍し解釈するか。           
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「バス」を取り巻く世界について 
「自動車が何台も僕らのバスの横をすりぬけて行った。霧にとざされた窓ガラスを覗きこ

もうとしながら行く自転車の男たちもいた。それはきわめて日常的な冬の夜ふけにすぎな

かった。ただ、僕らはその冷たい空気の中へ裸の尻をさらしていたのだ。僕らは実に長い

間、そのままの姿勢でいた」 

 

⇒バスの中に、後部の被害者と前部の非被害者がいると同時に、そうしたバス内世界の外

側に「日常的」に、「自動車」や「自転車に乗った男たち」という非関与者、つまり関心

を払わない存在がいることを示している。この点から考えると、バス前部の非被害者たち

も、バス車中において間接的に恐怖や屈辱を受けた被害者とも考えられ、バスという枠の

外側にきちんと設定されている真の傍観者の存在をどう考えるかが重要になる。 

 

 

 

 
 

 

【まとめ】 

 

今シーズンのテーマは当初、〈植民〜暴力と被暴力のあいだ〜〉というものでした。戦

後民主主義体制に端を発するさまざまな“植民”の構造を、短編小説に刻まれたさまざま

な歴史の断片から拾っていきたいと考えていました。 

思えば東日本大震災で明らかになったのも、首都圏と東北地方との格差、中心と周縁と

いう構造できあがった国内における植民体制（のようなもの）だったのではないでしょう

か。このような構造が、非常に暴力的なものであることは言を俟ちません。しかし問題

は、そのように暴力的な構造がどのようにでき上がるのか、という発生についてでしょ

う。淵源に遡って、それを考えてみたい、そんなことを漠然と思っていました。 

ところが今シーズンで取り上げる短編群を読むとわかるように、そこには人の数だけ思

いや考えがあり、正義の数はかならずしも一つではありません。私たちは小さな歴史の一

断片に響く多声的な意見に耳を傾け、共に葛藤しながら、そうして自身の考えを検証して

いくしかありません。今シーズンとりあげる歴史の声は、中心ではなく周縁にあるものば

かりですが、そのことでかえって気付くことも多いのではないでしょうか。 

 
次回は、今作で主題となったものを引き継ぎながら、さらに周縁へと視線を伸ばし、私

たちの生活を相対化する視点に想いを馳せてみたいと思います。 

 

⇒ 〈歴史の中の小さな声（２）〉  

「カクテル・パーティー」大城立裕 

（『カクテル・パーティー』(岩波現代文庫)所収） 
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２０１３参院選:憲法を考える／１ 歴史学者・色川大吉さん 
毎日新聞 2013 年 06 月 30 日  

 

◇改正案は発想が逆 本来は「権力を縛る法」－－色川大吉さん（８７） 

  

－－昨年４月に自民党が発表した改正草案。国防軍の保持、集団的自衛権の明示など９条改

正のほか、「公益・秩序に反しない」国民の責務規定などが盛り込まれた。 

  

日本国憲法に限らず憲法の存在意義は、国民が「私たちはこういう権利を持つ。（権力を持

つ）あなたたちはここまでやっていい」と権力側を縛ることにあります。自民党の改正草案は

「国が国民に限定した権利を与える」という逆の発想に基づいています。「国民主権」「平和

主義」「基本的人権の尊重」。憲法の３本柱は、近代史で 大の戦争を経て日本が国を再建す

る際に掲げた信念。私が国際学会に参加した際、フランスやアメリカなど憲法を先駆けて作っ

た国の学者から「日本国憲法ほど人類の理想を率直に掲げた憲法はない」とよく言われまし

た。 

  

－－現憲法は、戦勝国側の「押しつけ」という意見があるが、色川氏は「正確ではない」と

批判する。 

  

日本国憲法には国民の中から生まれた考え方が多分に盛り込まれています。例えば「健康で

文化的な 低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を定めた現憲法２５条。大急ぎで原案

を作成した連合国軍総司令部（ＧＨＱ）に対し、研究者や政党などが１５の草案を提出しまし

た。そのうち、鈴木安蔵ら憲法学者でつくる「憲法研究会」の草案に全く同じ条文がある。誰

でもまっとうな生活を保障される。これってすごい。社会福祉は恩恵や情けなどではなく、明

確な権利というＧＨＱにない発想でした。今の憲法は明確に日本人の手で作られています。 

  

－－自民党は公約発表に先立つ今月１３日、憲法改正推進本部を設置。改憲発議要件を緩和

する９６条改正に強い意欲を示す。施行から６６年たち「時代に合わない」との意見もあり、

公明党は環境権導入など「加憲」の立場だ。 

  

私は全面的な「護憲」ではない。足りない部分の改正は必要かもしれません。ただ、繰り返

しますが、憲法は国民が国に与えるもの。権力側にある政府・与党が、自らを縛るルールを変

えようと持ちかけるのは間違いです。ルールを変えやすくする９６条改正の考えを私は危惧し

ます。もっと国民からの自発的な議論の高まりが必要です。「何をどう変えるか」の議論なし

に取り組むべきではない。明治期の自由民権運動では全国で２００ほどの憲法私案が作られ、

終戦直後も盛んな憲法論議がありました。まずは、国民の間で憲法への理解と考えを深めるべ

きです。 

  

－－改正発議に必要な３分の２以上の参院勢力は１６２議席（非改選含む）。維新の失速な

どで改憲派が今夏の参院選で一気に達するのは難しい情勢だが、安倍首相は選挙後、民主の一

部も含めた勢力結集を明言した。色川さんは国民不在の現状を懸念する。 

  

参院選は見ものです。アベノミクスが盛んに言われるが、その時々の雰囲気や何となくの自

分の懐具合でコロコロと投票先を変えるのはどうか。自分たちの生活の根幹にある憲法の行く

末をよく考え、票を投じてほしい。【聞き手・春増翔太】 
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西修委員「国家を縛る」だけが意義か  
【産經新聞『国民の憲法』要項】2013.4.26  
 

 「憲法とは、国家権力を縛る法である」といわれることがある。しかし、これは絶対王制か

らの解放を目指した初期立憲主義の古い憲法観だ。現代の憲法は、「この国のかたち」を形成

するために、一方で国家に権力を授権し、その権力を制約するとともに、他方で国民がいかに

参画するかを定める基本法といえる。国家と国民を対立関係として捉えるのではなく、国家と

国民は、多少の緊張関係をはらみつつ、よりよき国家作りを目標に、ともに力を合わせて行動

する協働関係にあると見るべきである。 

 ここに２０００年１月１日から施行されているスイスの新憲法第６条を引いておこう。 

「すべての人は、自己自身に対して責任を負い、その能力に応じて、国家および社会における

任務の遂行に寄与する」 

■ ■ ■ 

 起草委員会は、こうした憲法観を共有し、それに基づいて『要綱』が作成された。それゆ

え、例えば「自由および権利は、国政上、 大限尊重されなければならない」と規定する一方

で、「権利は義務を伴う。国民は、互いに自由および権利を尊重し、これを濫用（らんよう）

してはならない」と定め、バランスを保っている。 

 新しい権利では、環境権はもとより、私生活および個人情報の保護、知る権利、犯罪被害者

の権利、国民の司法参画の機会の保障などが取り入れられており、世界の憲法動向にそった規

定がなされている。 

 現行憲法が、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の占領政策の一環のもとで作成されたことは、ま

ぎれもない事実である。日本国民自身の視点と手で、新たな憲法の制定作業がなされなければ

ならない。『国民の憲法』は、まさに「国民」にみずからの憲法を考える一つの羅針盤を提供

しているという点で、大きな意義をもつと信ずる。 

 
 


