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研究成果の概要：恐怖の表明が特定の世界観や自然観を前提にし、特定の歴史認識や宗教信条

に依拠し、また様々な芸術的表象に浸透され、さらにまた政治的主張や社会的不満の原因とな

っていることを解明した。言語圏としては中国語・日本語・英語・フランス語・ドイツ語をカ

ヴァーし地域的多様性を重視し、時代的には 20 世紀を中心に置いて、恐怖の言説にかかる顕在

的あるいは潜在的な多様な文脈を検討して、現代の錯綜した文明状況の総体を考察した。 
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１．研究開始当初の背景 
（１）２１世紀に入り世界中の耳目を引き付
けている言葉に「テロリスト」がある。カタ
カナ書きではあまり意識されないものの、こ
れは「恐怖」を意味するラテン語の「テロル」
terror から派生した言葉であり、テロリスト
とは何よりも恐怖を引き起こす人のことで
ある。従って、現在、地下鉄の乗客も議事堂
の政治家も日々「恐怖」を語っているわけで
ある。ただし、この言葉で指示される当事者
が自分の思想や行為の本質を「恐怖」によっ

て規定することは少なく、「テロリスト」と
いうのはむしろ、外部から批評する言葉と言
えよう。実際この言葉が 初に使われた１８
世紀末のフランス革命においても、ロベスピ
エールの失脚後にその政策や体制に対して
使われており、後の権力者は、「恐怖」とい
う言葉を前面に掲げて過去を清算し、新たな
正当性を打ち立てようとしたのである。 

本共同研究は、このような、恐怖を軸にし
た言説を取り上げた。恐怖を語る人は、ただ
単に自分の心身状態を表明するわけではな



い。その語りは、自分や家族の生命・生活な
ど掛け替えのない存在への愛着、歴史認識や
宗教信条への依拠、文学的表象の影響、政治
的主張、社会的な不満など、顕在的あるいは
潜在的な、いくつもの次元によって構造化さ
れており、一見きわめて個人的にさえ見える
一つの恐怖の表明を掘り進んで行くと、特定
の集団や地域、さらには特定の時代や文明の
総体さえ見えてくる。本共同研究は、恐怖の
言説を表出させているそうした多様な文脈
を解明することを目指した。 
（２）恐怖の言説に着目し、その解明を通し
て特定の時空を考察しようとした研究とし
ては、すでに、コレージュ・ド・フランスの
ジャン・ドリュモーの『恐怖心の歴史』（永
見文雄・西澤文昭訳、新評論、1997 年）があ
る。これは 14 世紀から 18 世紀にかけてのヨ
ーロッパ社会を対象とした研究であり、それ
を受けて、ジュネーヴ大学の研究グループが
『十八世紀の恐怖』（ジャック・ベールシュ
トルド、ミシェル・ポレ編、飯野和夫・田所
光男・中嶋ひかる訳、法政大学出版局、2003
年）という研究を発表している。西欧の過去
の世紀を対象にしたこうした先行の研究に
触発されて、西欧以外の地域をも対象に含め
て地域的多様性を重視しつつ、時代的には 20
世紀を中心に置いて、恐怖の言説を解明する
ことを目指した。 
 
２．研究の目的 
（１）恐怖は心身の特別な状態として心理学
や生理学の研究対象になる。しかし、特定の
人間社会の中で感じられた恐怖は、その発生
からして、その社会の文化状況、政治状況な
どに決定的に条件付けられており、本研究が
対象とする、恐怖を語る言説、とりわけ社会
的、政治的な恐怖を語る言説は、こうした多
様な文脈を反映し、あるいは意図的に顕在化
している。本共同研究は、恐怖の言説の内的
構造と外的な連関性を広範にかつ緻密に分
析することで、恐怖の非心理的、非生理的部
分を解明するのに貢献できる。 
（２）恐怖の言説は多様な領域、多様な地域
で取り出すことができる。本共同研究では、
その領域的多様性に対応するために、小説、
音楽、哲学、政治、ジェンダー、民族の領域
を専門分野とする研究者が共同し、また地域
的な多様性のレベルでも、５つの言語圏をカ
ヴァーする体制を整えている。このように領
域の多様性と地域的な多様性を重視しつつ
２０世紀における恐怖の言説を解明して行
くことで、錯綜した２０世紀の文明状態の総
体を明らかにすることに貢献できる。 
 
３．研究の方法 
（１）時空の限定 

恐怖は人間の歴史のあらゆる時代に発現

し、そして恐怖を表明することも絶えず行わ
れてきた。しかし日食や彗星などの恐怖はか
つて広まっていたものの、近代自然科学の説
明体系によって、少なくとも集団的恐怖の原
因とはならなくなったし、また反対に、核兵
器や環境汚染、鳥インフルエンザなどの恐怖
のように、現代に生きる人間しか知らないも
のも少なくない。本共同研究は、こうした時
間的な変遷を視野に入れつつも、２０世紀に
焦点をあて、新しい文明状況の中に生じた恐
怖についての言説を検討する。 
一方、地域的特性も重視する。もちろん２

０世紀における恐怖の言説としては、核戦争
の恐怖のように、地球全体に共通する恐怖を
語る言説も無視し得ないが、しかし恐怖の言
説には、女子割礼や植民地支配、ホロコース
トのように、特定地域の文化的、社会的、経
済的、政治的状況に密接に結びついているも
のが少なくない。本共同研究には、言語圏で
は、中国語圏、英語圏、フランス語圏、ドイ
ツ語圏、日本語圏を専門とする研究者が参加
して、東アジア地域（とくに中国・日本）、
欧米地域（とくにイギリス・アメリカ・フラ
ンス・ドイツ・スイス）、北アフリカ地域（と
くに、チュニジア・アルジェリア）を取り上
げ、地域的な特殊性と多様性を解明する。 
（２）領域の限定 
恐怖の言説は人間の生活のあらゆる局面

に現れ、その多様性はきわめて大きいが、今
回の共同研究では、主に社会的ないし政治的
な場面における恐怖の言説を、以下の四領域
で検討する。 
①芸術家の表象：テロリズムとホロコースト
の恐怖の表象を中心テーマにして、それを文
学ばかりではなく、音楽、映画、写真など、
多様なジャンルの中に検討する。 
②哲学者の考察：哲学史の中で、とくに情念
論の分野で恐怖の問題は長く重要なテーマ
であった。本共同研究ではそうした歴史全体
を視野に入れつつ、言語と政治との関連で恐
怖を主題化する現代思想を検討する。 
③政治家あるいは権力者の主張：すでに言及
したテロリスムの問題が中心課題である。支
配権力が、反体制運動を抑え込む目的で恐怖
を喧伝するという、恐怖言説のイデオロギー
的側面を解明する。 
④弱者あるいは被抑圧者の声：③の場合とは
対照的に、何らかの秩序、体制の中で下部に
置かれた人々からの恐怖の表明を検討する。
とりわけ、女性、母、子供、被植民者、民族
的マイノリティなどによる恐怖の語りの、弱
いが、意味の重い声に焦点をあてる。 
 
４．研究成果 
（１）恐怖言説研究分野における、これまで
の先行研究、ジャン・ドリュモー『西欧にお
ける恐怖（１４－１８世紀）』やジャック・



ベールシュトルドとミシェル・ポレらの『十
八世紀の恐怖』は、時代的にも地域的にも限
定されているものであった。本共同研究は、
20 世紀における恐怖の言説について、地域的
な差異と地球規模での共通性を重要視して
研究を進めて、恐怖言説研究の分野で新たな
貢献をできたと判断している。 
（２）ミレーユ・カル＝グルーバー氏（パリ
第 3大学教授、カナダ・ロイヤル・ソサエテ
ィ会員）、エベラルト・グルーバー氏（パリ
第三大学研究員）、川崎惣一氏（北海道教育
大学釧路校准教授）、アレクサンドル・グラ
氏（岩手大学准教授）を招聘して、国際シン
ポジウム「恐怖からの思考―現代世界を解明
する」を、2008 年 9 月 30 日、名古屋大学で
開催した。小説、哲学、精神分析、政治、歴
史、音楽、民族、犯罪、など多様な領域での
恐怖の言説を検討して、それにかかる多様な
文脈を解明した。 

また、このシンポジウムでの研究発表と討
議を踏まえて、論文集『恐怖からの思考―現
代世界を解明する』（2009 年 2 月）を刊行し
た。 
（３）日本学術振興会とフランス国立科学研
究センター（CRNS）の助成を受けて、ストラ
スブール大学のアラン・ビール教授を中心と
するフランスの研究グループと、棚沢直子・
松本伊瑳子（本共同研究の研究分担者）を中
心にした日本の研究者グループ（本共同研究
の研究代表者田所光男、研究分担者布施哲も
メンバー）が共同で、日仏二国間セミナー「グ
ローバル化で変化する日仏の国家アイデン
ティ、ジェンダー関係、社会格差」を、2007
年 11 月、名古屋大学において開催した。グ
ローバル化という一元化、均質化が進行する
現代世界において、西欧世界と非西欧世界双
方が相互に相手に対し恐怖意識を持ってい
る現状なども、発表と討議の重要な柱となっ
た。 

また、このシンポジウムの成果は同名の論
文集（2008 年 2 月発行）に結実している。 
（４）本共同研究の一つの意義は、研究対象
の領域の多様性にあるが、それをいっそう確
実にするために、岡真理氏（京都大学准教授）
にはイスラエル－パレスチナ紛争の中での
恐怖言説を、玉田敦子氏（中部大学中部高等
学術研究所常任研究員）には恐怖のポジティ
ヴな側面に焦点をあてるセミナーを依頼し
た。 
 また、こうした研究協力者の論文も収録し
て、研究成果報告書を 2009 年 3 月に発行し
た。 
（５）名古屋大学大学院国際言語文化研究科
の教員の研究協力も得て、2006 年 6 月から 7
月にかけて、１０回にわたる公開講座「恐怖
を読み解く―日々の生活から国際政治まで
―」を開催した。社会人・大学院生など、多

数の受講者があった。 
また、公開講座の参加者を中心に、論文集

『恐怖を読み解く』を刊行した（2007年3月）。 
（６）恐怖言説を表明する主体が権力者や支
配層、また多数派であることは決して稀な現
象ではないが、切実な恐怖意識はやはり少数
者、弱者の側に顕著であり、本共同研究は、
現代世界の多様な領域においてこのことを
広く解明してきた。今後の展望としては、私
たちはこの方向を進むことにより、マイノリ
ティ研究に新しい貢献をできるのではない
かと考えている。一般にマノリティ研究と言
うと、少数民族研究に偏りがちであるが、
共同体意識の明確な少数民族ばかりではな
く、例えば、個人個人は孤立しているもの
の外部からは一つのカテゴリーに入れられ
てしまう障害者や高齢者のような存在も、
同じ視野のもとに置いて、その共通のマイ
ノリティ状況を解明できるであろう。現代
社会において多かれ少なかれ二級的な構成
員とみなされてしまう少数者の差異意識、
被差別意識、連帯意識、また多数者や他の
少数者に対する意識を、人文学・社会科学
の専門家が共同して検討する。これが私た
ちの今後の研究展望であり、すでに具体的
に動き出している。「20 世紀における多様
なマイノリティ状況の解明と共生言説の検
討」という総合テーマの下、本共同研究の
大部分の分担者に、中国・マレーシア・フ
ランスの研究者、および大学院学生が加わ
って、平成 21 年度から 4 年の予定で、科
学研究費補助金研究基盤研究（Ｂ）に応募
し、平成 21 年 4 月、内定通知を受けた。 
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