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人々が新しい暮らしの場を創ってゆく過程に著者が興味を抱くようになったきっかけ
は，1997年に，キリスト教プロテスタントの一派であるモラヴィアン（モラヴィア教徒）
によって拓かれたアメリカ合衆国ノースカロライナ州のコミュニティ「オールドセーラ
ム」を訪ねたことである。
「オールドセーラム」は，18世紀にこの地にやってきたモラヴ
ィアンが築いたコミュニティの建造物，薬草園や農地などを保存したものである。墓地
や大学は使われ続けており，周りに多くのモラヴィアンが居住していることから，
「リビ
ング・ミュージアム」とも表現されてきた。
モラヴィアンは，宗教改革の先駆者の一人と目される，ジョン・フス焚刑後，15世紀
に組織されたフス派に遡る。宗教的迫害を逃れ信教の自由を求めて，モラヴィア（現チ
ェコ共和国）から米国ペンシルヴェニア州，さらに南部ノースカロライナ州を目指した。
モラヴィアンは，信教に基づくウェルビーイング（良い生）を共に十全に実践できる場
を希求して，水，風，気候，地形などの情報を集めるなど「健康によい場所」を慎重に
探索し，コミュニティにとって必要だと思われるものを，教会を中心に議論して一つず
つ創り上げた（鈴木 2006; 2010a）
。コミュニティを構想する核となる信念や，刻々と変
化する状況における対処・調整は『セーラム日誌』にも記されており，開拓の軌跡に関
する情報が豊かに残されている。
「オールドセーラム」を開拓した人々が最初にやってきたペンシルヴェニアは，宗教的
寛容で知られており，ヨーロッパから様々な宗教集団がやってきていた。優れた印刷技
術などで知られたエフラータ・クロイスターのように，宗教的信念から結婚や家族生活
に積極的ではなく，短命であったコミュニティもある。多くのモラヴィアンは，家の入
口に「モラヴィアン・スター」を吊り下げてはいるが，日常生活において現代的な生活
を送っている。他方，アーミッシュのように，18世紀の生活を保持しているように見え
る特徴的なグループもある。
そもそもアメリカ合衆国は，生きる場に関する実験場とも呼ばれる場所であった。信
条や宗教などそれぞれの考え方を実践する生活を目指す人々は，アメリカという地で協
働することによって，それを実現しようとしてきたのである。たとえば，R. オウエンが
中西部に開いた社会主義者の「ニューハーモニー」
，超越主義者の「ブルックファーム」
，
コミュニティを家族と捉えた「オナイダ」などが知られている（鈴木 2014）
。しかしな
がら，現代まで続いているコミュニティは決して多くはない。本書でとりあげる再洗礼
派アーミッシュたちが築いてきたものは，その例である。
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初期のモラヴィアンやハッタライト（フッター派）を含め多くのコミュニティにおい
て，その充実や存続を念頭に，人々が個々の家族に執着することを諫め，教育や食事な
ど生活全般における共同生活が重視された。他方，アーミッシュの場合は，核家族や親
族を重視しつつ多様な関係性を醸成し，コミュニティを生かし続けてきた。
「中世の家は
現代の核家族の家庭とちがって，それ自体公的な性格を帯びていた」
（阿部 1981: 31）と
いう家の公的な性格への言及もみられるが，人々が包摂感をもち安心して暮らし，かつ
異なる文化を背景とする者にも開かれている場は，どのように築かれるのだろうか。そ
うした場のありかたを問い直し，議論を続けながら模索してきたアーミッシュの人々は，
何故それほどまでにコミュニティを必要としたのか。
著者は，アーミッシュが，いかなる信念をもとにコミュニティ形成を行ってきたのか，
何故そこまで伝統的な暮らしに拘るのか，そしてコミュニティをどのように保ってきた
のかについて興味を持ち始めた。以下では，著者が出会った人々と歩いた道を辿り，共
に生きることによって，信仰に基づくウェルビーイングを問い直し紡いできた人々の軌
跡を照射する。本書のテーマは，遥かなユートピアに暮らしているのではなく，私たち
とともに悩み続ける者としてのアーミッシュたち1）の生き方について考察することであ
る。制度としての教会を否定し，個々人が自律的に選択した信仰に基づく生活を互いに
支える信者の集まり（会衆）としての教会コミュニティを生かし続けようとする，アー
ミッシュたちの協働の試みの数々は，変化する現代社会において，私たち一人一人のウ
ェルビーイングへの問いに資する要素を豊かに提示するに違いない。
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Ⅰ 現代社会におけるコミュニティへの関心
現代に生きる私たちは，いかにして，安心できる拠りどころを持ち満足感を得て暮ら
せるのかという問いかけを繰り返している。グローバル化や少子高齢化などが新しいリ
スクとして浮上している現状で，安心や安全の確保には，包摂する対象を限定せざるを
得ない。たとえば，ケアを取りこぼしなく行き届かせようとする試みが，新たな境界を
作ることになり，公助の充実を図ってきた福祉国家においても，増加する移民など多様
な人々を包摂する社会構想が問い直されてきた。
こうした状況で，近年，互いに助け合う関係のありかたに多くの人が関心を寄せてお
り，共助，互助，自助2）に関わる中間団体やボランティアなど様々なアクターが活動し
ている。21世紀には，パリのアパートで高齢者が孤独死したことをきっかけとして，隣
人が顔見知りとなるために食べ物を持ち寄って語り合う機会をもうけようとした「隣人
祭り」が，様々な緩やかな集まりの場の提案とともに世界各地で実践され続けてきた（ペ
リファン 2008）
。実際，高齢化する現代日本では，認知症者などに配慮した地域の見守
りボランティア3）の育成もなされている。包摂の現場として，地域やコミュニティは，ま
すます注目される言葉となっている。
コミュニティに関しては膨大な研究が蓄積されてきたが，その特徴の一つは，国家な
ど明確な枠の中で制度に関する議論に基づき構想される社会4）と対比的に，信条やアイ
デンティティとその表現に基づくつながりを有する人々から構成されるという意味あい
で使われてきたことである（バウマン 2008; 伊豫谷他 2013）
。信条やアイデンティティ
は，居住地域や血縁と重なることもあり，コミュニティは，価値観に基づく生活様式を
共有する者によって構成されているという印象がある。とはいえ，個々人の信条やアイ
デンティティは，変化することもある。したがって，コミュニティが拠りどころとして
共有され続けるためには，そのありかたや目的が，常に問い直されなければならない。
拠りどころとしてのコミュニティは，どんな生き方をしたいのかという生活様式の選択
と密接に結びついている。
本書は，信教に基づいたコミュニティに生きる人々として知られるオールドオーダー・
アーミッシュをはじめとする再洗礼派の人々 ― アーミッシュたち ― に注目する。コミ
ュニティのありかたについて議論し，分離や協働を実践してきたアーミッシュたちは，
なぜ決して諦めずに共に生きようとするのだろうか。アーミッシュたちが辿ってきた道
を辿り語りを聴くことを通して，かれらが大切にしている事柄，様々な調整の方途を照
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射してゆく。コミュニティに生きることはどういうことを意味するのか，その価値観の
基盤となる良い生き方はどのように捉えられているのか。すなわちアーミッシュたちは，
生きる意味をどのように捉えているのだろうかというテーマを，アーミッシュたちの日
常生活に焦点をあてて検討してゆく。

Ⅱ 多様なコミュニティの創出者アーミッシュたち
アーミッシュは，信教に基づく生活を実現するためにヨーロッパからアメリカ合衆国
へ移民した，キリスト教プロテスタント再洗礼派（アナバプティスト（Anabaptists）
）の
一派である5）。アーミッシュのなかでも，保守的とされる「オールドオーダー・アーミ
ッシュ（Old Order Amish）
」は，現代文明の適用に慎重で，信教に基づき，日常生活に
関するきまり「オルドヌング（ordnung）
」
（オルドヌングは「規律」を意味するドイツ
語）を守っている。かれらは，電気，テレビ，コンピュータなどを使わず，バギー
（buggy）と呼ばれる馬車で移動して集まり礼拝ができる程度の距離に住み，教会コミュ
ニティのメンバーが信仰や生活における時空間を共有することを重視している。
再洗礼派の歴史は一般に，宗教改革急進派の一つ「スイス兄弟団 Swiss Brethren」が，
6）
。再洗礼派は，マル
互いに洗礼しあったことに始まるとされている（Kraybill 2003a）

チン・ルター（Martin Luther 1483 1546 ）やフルドリヒ・ツヴィングリ（Huldrych
Zwingli 1484 1531）に率いられた宗教改革は不徹底であるとし，真のキリスト者は，
個々の信者が自分で聖書を読み信仰を確信したときのみ洗礼を受けるべきだ，と強調し
た。初期の信者は，キリスト教の幼児洗礼を受けていたが，個人の意志による信仰を表
現して再び洗礼を受けたことから再洗礼派と呼ばれた。
再洗礼派は，大きく四つの系譜をもつグループ，ハッタライト
（フッター派（Hutterite）
）
，
メノナイト
（メノー派（Mennonite）
）
，
アーミッシュ，
そしてブレズレン（兄弟団（Brethren）
）
として展開してきた（Kraybill 2003a, 2003b）
（図 1 ）
。共通点は，聖書に基づく生活を
実践することである。だが，聖書の解釈の違いや実践に関する考え方の相違によって，
メノナイトからはアーミッシュという新しい教派が分離してきた。メノ・シモンズ（Menno
Simons 1496 1561）に率いられたメノナイトの宗教実践をさらに徹底するべきだとして
分離したのが，ヤーコブ・アマン（Jacob Amman（Jakob Ammann）1644 1712〜1730）
に従うアーミッシュである。
世俗権力と教会双方にとって，神に関する個人の精神に基づいた行動に価値を置くこ
とは危険視され，再洗礼派は，激しく迫害された。1700年代には，再洗礼派のアーミッ
シュ，ブレズレン，そしてメノナイトは，信教の自由を求めて移動し，宗教的寛容で知
られるアメリカ合衆国ペンシルヴェニア州をはじめとする新しい地で生きる道を探った。
信教を共にする人々のコミュニティは，かれらの生活の基盤をなしていた。アメリカへ
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図1
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急進的敬虔主義

ヨーロッパにおけるハッタライト（Hutterite）
， メノナイト（Mennonite）
， アーミッシュ（Amish）
，
ブレズレン（Brethren）の起源
Who
Are
the
Anabaptists?.
（出典：Kraybill,
Scottdale: Herald Press, 2003a: 6）

の移住後もかれらは，信教に基づく生活実践を守り表現する仲間として，コミュニティ
を形成していた。
だが，信念に基づく生活実践に関する人々の考え方は，固定的なものではない。アー
ミッシュたちも一般の人々と同様に，常に新しい技術の開発や環境の変化など生活の変
動に晒されてきた。かれらは，一方で，社会の近代化に疑問を投げかけてきたが，他方
で，コミュニティ全体として，生活実践に関するきまりであるオルドヌングを常に問い
直してきた。次章以降で詳述するように，オルドヌングは書かれたものではないが，人々
がいかなる暮らしを選択するのかに関する共同見解を示す指標である。
アーミッシュたちは，聖書を様々に解釈し議論を続けてきた。そもそも，聖書に基づ
いたきまりといっても，現代社会における状況については聖書に記されてはいない。た
とえば，自然との関わりを問うことは，次世代に残す環境，未来を考えることである。
そこでは，幼い子どもたちや，これから生まれてくる人々という，同じ言葉を話して議
論に加わることにできない人々のウェルビーイングにも配慮することが課題となる。議
論の結果ただ一つの真理に到達するわけではないので，生活実践に関する考え方の違い
から，新たなグループを形成することが選択されたこともある。一つのコミュニティか
ら離れて別なコミュニティ，あるいは一般社会に移動することを選ぶ者もいる。人々は，
厳しい規律を守る「オールドオーダー」から自動車を所有し畑でトラクターを使う，ア
ーミッシュ・メノナイトなどのより現代的な生活を選択するグループまで，それぞれが
ライフスタイルを注意深く選びとってきたのである。こうして生まれてきたいくつもの
グループに属する人々 ― アーミッシュたち ― は，対立するばかりではなく違いを生か
して協働し，全体として存続してきた。
現代にいたるまで，アーミッシュたちは，国家の境界や制度に縛られず，教育や非暴
力に関わる主張や伝統的なライフスタイルを続けることによって，一般社会との齟齬・
軋轢を経験してきた。とりわけオールドオーダー・アーミッシュの生き方は，アメリカ
社会における様々な価値観を問い直す具体的な問題提起であった。かれらは高等教育に
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反対し，学年の異なる子どもたちが一つの教室で勉強する形態の学校ワンルームスクー
ルでの 8 年制教育に限定していることから，国や州との激しい対立を経験してきた。ま
た，オールドオーダー・アーミッシュのみならず，再洗礼派全体として，非暴力を主張
し戦争や軍隊を否定していることから，一般社会に波紋を投げかけてきた（Kraybill ed.
7）
。
2003; 鈴木 2003c, 2003e）

聖書に基づく生活をこの世で実践するために，アーミッシュたちは，変化のなかで信
条を保ちつつ生きる調整方法を探ってきた。すべてのグループに共通なのは，非暴力主
義を貫き，相互扶助（mutual aid）を重視していることだ。信条を保持しつつ世界各地
の被災地や紛争地への援助活動を実現するために，かつては対立し分離してきた様々な
グループが，協働してきた。オールドオーダーとして洗礼を受けた後，グループの生活
実践のきまりに従わないメンバーに対して行われる「シャニング（shunning・英語）
（meidung・独語）
」すなわち社会的忌避（shun）に苦しむ元アーミッシュへの支援にも，
様々なグループが関わっていた。これらの共生の軌跡に関しては，対面の対話のみなら
ず，遠く離れた者とのコミュニケーションもみられる。このように再洗礼派の人々は，
生活実践における違いを生かして，現代社会の中で生き延びてきた。
再洗礼派が辿ってきた歴史に関しては，詳細な研究が蓄積されてきた（Nolt 1992, Nolt
and Meyers 2007など）
。とりわけ，現代においても伝統的なライフスタイルを続けてい
るオールドオーダーの人々の暮らしのきまりに関しては，文化人類学者ホステトラーの
研究をはじめとして精力的に説明がなされてきた（Hostetler 1964, 1980（1963）
, 1992;
Hostetler ed. 1992; Johnson-Weiner 2007; Kraybill et al. 2013など）
。また，近年，現代的
な生活様式を適用してきたメノナイトなどが中心となって開発してきた，世界各地への
伝道の経験を生かした紛争の調停や支援の展開も，和解の術の実践として注目されてい
る（Driedger 2000; Driedger and Kraybill 1994; 石田 2011; Ishida 2012; Lippy ed. 2006;
Naka 2008; 鈴木 2005; Suzuki 2012など）
。とはいえ，とくにオールドオーダー・アーミ
ッシュは善悪の二元論を堅持していると一面的に捉えられる傾向もみられる（たとえば
大河原 2014: 56）
。本報告書の特徴は，現代社会への距離のとりかたを異にする様々な
アーミッシュたちの活動を別々に記述するのではなく，かれらが共通の関心を抱いてき
た事柄へのアプローチに注目し，語り合いや議論，そして生活実践を素材として，生き
るスタイルについて検討することである。

Ⅲ ライフコースにおけるウェルビーイングへの問い
共に生きる場，皆が共有する場について議論する際の基盤は，再洗礼派としての良い
生きかたである。良い生（ウェルビーイング well-being）の英語の用法は，ウェルフェ
ア（welfare）と同様に14世紀に遡り，ともに人間やコミュニティが良好な状態を意味し
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ていた。そもそも，ウェルビーイングは，個人に関わるものばかりではなく，人々が生
活するコミュニティをも念頭におくものだったのである。17世紀以降，ウェルフェアは，
もっぱら国民国家の制度としての福祉を意味するようになる。他方，ウェルビーイング
は，20世紀後半に，病気に罹患したり貧困にあえいでいたりしないということに留まら
ず 8），人間の良好な状態として，人間らしい生き方を探求できることなどを含む言葉と
して，世界保健機関の憲章などに表現されるようになった（寺崎 2000; 鈴木他編著
2010）
。ウェルビーイングが子どもの権利条約においても使われたことは，言葉を発す
9）
。ウェルビー
ることが困難な人々を視野に収めていることを表している（木村 2005）

イングが注目されるなかでその指標を定める動きが，デンマークなど福祉国家において
活発になった（野村 2010）
。それは，すべての人が平等に良い状態を享受できるように，
アクセシビリティに配慮して環境を整えるノーマライゼーションの試みである。こうし
て，ウェルビーイングへの問いは，社会の周縁にあって十分に声を出せない人々の存在
とその多様性に配慮し，社会福祉のありかたを再構成することに繋がってきた。
だが，ウェルビーイングの復権には，いくつかの問題点が指摘できる。第一は，西洋
先進諸国中心のウェルビーイングの考え方が支配的となる傾向である（鈴木他編著
2010）
。国境を越えて移動する人々に対し，ホスト社会のウェルビーイング観に基づく
生活様式に従うことを促すことにみられるように，画一的なウェルビーイング観に基づ
く活動は，ウェルビーイングを求めるすべての人を包摂する社会構想にむけて，十分に
有効とはいえない（Suzuki ed. 2014）
。
第二の問題は，画一的なウェルビーイング観は，それに慣れ親しんできた人々の考え
方や生活をも一つの型に閉じ込めてしまう危険があることである（Kiørholt 2014）
。たと
えば，近年，高齢期の暮らしについて望むこととして「自律・自立」という言葉がしば
しば言及されるが，その意味として，一人で生活できることなのか，それとも，相互依
存（インターディペンデント）できる関係性を築くことなのかが議論されている（Jeppsson
Grassman 2014）
。
高齢期のウェルビーイングに関する議論は，なによりも，人間は，誕生から死まで，
他者の支えがなければ生きられない人生を歩む存在であることを，私たちに思い出させ
る。さらに，心身をもつ存在としての人間とその身体性が，唯一の正解をもって解決に
至ることがない領域について，私たちが検討し続ける必要があることを示している。私
たちがよい生を構想するには，共生を目指して個々人の多様なウェルビーイングを調整
するばかりではなく，自他のウェルビーイングを推し量るために寄り集まり10），知恵を
絞り想像して，その実現の道を模索することが必要である。
本書は，日常生活においてアーミッシュたちのウェルビーイングを支えるいくつもの
実践，すなわち生きる意味を問い，コミュニケーションを続け協働する方途を探る。そ
れは，生き方に関し，自分たちにも，一般社会にも，生き方を貫く価値観への問い ―
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なにがウェルビーイング（幸福・良き生）なのか ― を具体的なかたちで表現し続ける
ことだった。本書は，その過程を，信じる生き方を全うできる生きる場を慈しむ歩みと
して辿り，人々の生活の広がりについても，現地調査に基づき検討する。本書では，と
くに高齢化する社会におけるウェルビーイングを表現する言葉として注目されている「エ
11）
を念頭に，ウェルビーイングを探っていく。
イジング・イン・プレイス aging-in-place」

「エイジング・イン・プレイス」とは，居場所を得て安心して年を重ねる，という意味で
使われている言葉である。社会の高齢化という状況のもとで，高齢者が，慣れ親しんだ
環境で安心して暮らし続けられることや，気に入った場所を選択して生活できる社会デ
ザインに関連し，ウェルビーイングを考える一つの参照項となっている（鈴木 2016）
。
アーミッシュたちの言葉や実践において表現されるコミュニティやケアを見つめるこ
とは，すべての人が生を慈しみ養いつつ年を重ねられる生きる場としての多様なエイジ・
フレンドリー・コミュニティ（age-friendly community）について考えることに他ならな
い。
「エイジ・フレンドリー・コミュニティ」とは，現代の少子高齢化する社会のあり方の
一つとして，近年提示されきたキーワードである（鈴木 2015, 2016）
。高齢者が住みや
すい環境への関心から，年を重ねる（エイジ）すべての人が住みやすい場所を考える，
多様な機関が連携した草の根の運動が活発に進められている。それは，地域や文化に配
慮した共生の場を構想することに，人々が参加することによって，少しずつ丹念に創り
続けられるものであり，人々の実践の中に応用可能な貴重なヒントが詰まっているとみ
られる。本書では，信教に基づく生活をめぐるアーミッシュたちの議論や，生活の仕方
などに関する聴き取りや参与観察を通して，かれらが大切に考えていること，異なる考
えかたや意見をもつ人々が語り合い協働することの意味について検討する。

Ⅳ 現地調査と本書の構成
1 現地調査
本書は，大学学部生たちが米国の宗教に基づくコミュニティに関し現地で学ぶ研修プ
ログラムを起点としており，学生や同僚と共にアーミッシュたちを繰り返し訪ねる過程
で析出してきたテーマを，長年追い続けてまとめたものである。
現地調査で新たに気づいた特徴は，アーミッシュたちが「紹介」と「旅」
，そして「歓
待（ホスピタリティ）
」を，再洗礼派の伝統として重視し実施していることであった。か
れらは，同じグループではあるが離れた場所にある教会に属している場合，婚姻などに
際して協力しあう。また，アーミッシュ・メノナイトとメノナイトのように異なる教会
であっても，協働して様々な実践を可能としてきた。具体的には，人と会うときには紹
介を受けて面会し，初めて出会う場合でも滞在や食事を含めて手厚く遇される。そうし
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た習慣は，かつて宗教上の理由から迫害を受けて移動しなければならなかったこととも
関係し，その後かれらの生活で重視されている旅を実行するにあたって，見知らぬ人同
士が安心して出会い共に過ごす道を拓いてきた。第 2 章Ⅳで述べるように，著者が初め
てペンシルヴェニア州のメノナイトに紹介を受けてカンザス州のアーミッシュ・メノナ
イトの人々を訪問した時には，アーミッシュ・メノナイトの人々からその習慣を詳しく
聞くことができ，実践してくれた（写真 1 ・写真 2 ）
。
不思議なもので，アーミッシュたちとのミーティングは，二人だけという経験がない。

写真 1

アーミッシュたちのホスピタリティの習慣に関し説明してくれたアーミッシュ・メノナイト，
ジョウル・イワシゲ（序章Ⅳ 1 ⑧も参照）とヒルダ・イワシゲの家（カンザス州ハッチンソン，
2009年）
。

写真 2

朝食を用意するヒルダ・イワシゲ。ヒルダ・イワシゲは，アーミッシュ・メノナイトの中でも，
伝統的な服装を守っている（カンザス州ハッチンソン， 2009年）
（国立民族学博物館アメリカ
展示「着る」のコーナーのパネルも参照）
。
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かれらはまた，面会の機会をできるだけ多くの人が享受するよう計らう。一人にアポイ
ントをとっても，より多くの人にさらに紹介されることが常である。会うときは，いつ
も家族や親族，知り合いなどが顔を見せ，何人もの語り合いの時間となった（写真 3 ・
写真 4 ）
。したがって，著者もアーミッシュたちの活動に興味を有する実践者，研究者，
そして家族として夫とかれらを訪ねるよう調整をしてきた。
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写真 3

ケン・センセニッグ（序章Ⅳ 1 ⑤参照）に紹介を受けて訪ねたジョウル・イワシゲの母親
ミリアム・イワシゲの親族たちと夕食とビデオ鑑賞の晩（カンザス州パートリッジ，2009年）
。

写真 4

父親ヒロミ・イワシゲたちが用意したポットラック（持ち寄り）形式の食事（カンザス州パー
トリッジ，2009年）
。
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著者にとって現地調査は，同じ教会に属するとは限らない，アーミッシュたちのつな
がりや交流を追う過程でもあった。こうした経験のなかで見出されたテーマは，かれら
が日常生活において教会に関わる人々が近くにいて共に働き食事をし語り合うこと，ま
た異なる教会や世界に属しているとみられる者との交流を開拓することを，何故大切に
しているのか，どのように実践してきたのかということである。どの教会に属する人々
も，忙しい仕事の合間であっても，時間をとってその時々の会話につきあってくれた。
今ここでできる語り合いに対して誰もが準備ができているかのようである。アーミッシ
ュたちにとっては，人生の目的が話すことや交流であるように感じられ，その意味を考
えたいと思うようになったのである。
本書は，聴き取りと参与観察，及び収集した第一次資料・第二次資料に基づき編まれ
ている。米国におけるウェルビーイングの思想とコミュニティ創出に関する調査に1989
年に着手し，アーミッシュたちをはじめとする宗教コミュニティに関するフィールドワ
ークは，1997年より継続的に実施した。内容は各章においても適宜記載するが，時期と
場所は以下のとおりである（表 1 ・図 2 ）
。本書の写真は，第 4 章の国立民族学博物館
所蔵品（国立民族学博物館撮影）以外は，著者（一部は現地調査協力者）が撮影したも
のである。
表1

現地調査の時期・場所・内容
時期

1989年3 月8 日〜
1990年6 月30日

場所
米国コネチカット州：エール大学

内容
米国におけるウェルビーイングの思想とコミュニ
ティ創出に関する資料収集・現地調査（ポピュラ
ー・ヘルス・ムーヴメント，宗教コミュニティ）

1997年
米国ノースカロライナ州：デューク大 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
7 月22日〜8 月5 日 学・ノースカロライナ大学，オールドセ 集・現地調査（モラヴィアン）
ーラム
米国ノースカロライナ州：ノースカロラ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
1997年
11月29日〜12月7 日 イナ州立大学，オールドセーラム
集・現地調査（モラヴィアン）
1998年
米国ノースカロライナ州：ノースカロラ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
5 月31日〜6 月9 日 イナ州立大学，オールドセーラム
集・現地調査（モラヴィアン）
米国ペンシルヴェニア州：ベスレヘム
1998年
12月2 日〜12月12日

宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
集・現地調査（モラヴィアン）

米国ノースカロライナ州：ノースカロラ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
1999年
5 月16日〜5 月26日 イナ州立大学，オールドセーラム，
集・現地調査（モラヴィアン，アーミッシュ，
ペンシルヴェニア州：ランカスター
メノナイト）
2000年
米国ペンシルヴェニア州：ベスレヘム， 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
6 月22日〜7 月2 日 ランカスター
集・現地調査（モラヴィアン，アーミッシュ，
メノナイト）
2001年
米国ペンシルヴェニア州：ベスレヘム， 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
6 月21日〜7 月1 日 ランカスター
集・現地調査（モラヴィアン，アーミッシュ，
メノナイト）
2002年
6 月18日〜28日

カナダオンタリオ州：キッチナー，ウォ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
ータールー，セントジェイコブズ
集・現地調査（アーミッシュ，メノナイト）
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2003年
カナダケベック州：マギル大学
宗教コミュニティの歴史と現在，及びウェルビー
4 月1 日〜9 月30日 オンタリオ州：キッチナー，ウォーター ングの思想とコミュニティ創出に関する資料収
ルー，セントジェイコブズ
集・現地調査（ポピュラー・ヘルス・ムーヴメン
ト，アーミッシュ，メノナイト）
2004年
カナダケベック州：マギル大学
宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
6 月26日〜7 月6 日 オンタリオ州：ウォータールー，キッチ 集・現地調査（アーミッシュ，メノナイト）
ナー，セントジェイコブズ
2004年
カナダオンタリオ州：キッチナー
宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
8 月5 日〜8 月20日 米国オハイオ州：ベルリン，ペンシルヴ 集・現地調査（アーミッシュ，メノナイト，シェ
ェニア州 : エフラータ
ーカー）
2007年
米国ペンシルヴェニア州：ランカスタ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
6 月5 日〜6 月21日 ー，エリザベスタウン
集・現地調査（アーミッシュ，メノナイト）
，及
び国際会議「アメリカのアーミッシュ ― 新しい
アイデンティティと多様性」参加
米国ペンシルヴェニア州：ランカスター 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
2008年
11月11日〜11月26日
集・現地調査（アーミッシュ，メノナイト）
米国カンザス州：ハッチンソン，ヨーダー
2009年
10月24日〜11月26日 ペンシルヴェニア州：ランカスター，ベル
ヴュー
インディアナ州：ゴーシェン，シプシェワナ

宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
集・現地調査（アーミッシュ，メノナイトアーミ
ッシュ，メノナイトが利用する精神疾患対象及び
高齢者対象生活施設を含む）

米国ペンシルヴェニア州：ランカスタ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
2010年
11月11日〜12月7 日 ー，マウントジョイ
集・現地調査（アーミッシュ，メノナイト：アー
インディアナ州：ゴーシェン，シプシェ ミッシュ，メノナイトが利用するホスピス等施設
ワナ
を含む）
米国ペンシルヴェニア州：チェリーヒ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
2011年
9 月16日〜10月17日 ル，ランカスター，ギャップ
集・現地調査（平成23年度文化資源プロジェクト
オハイオ州：アクロン
「20・21世紀アメリカ合衆国におけるキルト標本
インディアナ州：ゴーシェン，シプシェ 資料収集」
）
ワナ
米国インディアナ州：ココモ，インディ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
2012年
9 月22日〜10月11日 アナポリス，シプシェワナ，ラグレンジ 集・現地調査（ネブラスカ大学キルトスタディセ
カンザス州：ハッチンソン，ウィチタ ンター，キルトスタディグループ研究集会，テン
ネブラスカ州：リンカーン，ニュートン サウザンド・ヴィレッジズ，モルモン教徒，アン
アイオワ州
ダーグランウンド・レイルロード）
米国ペンシルヴェニア州：ランカスタ 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
2013年
5 月23日〜6 月17日 ー，ギャップ，エリザベスタウン
集・現地調査（平成25年度文化資源プロジェクト
インディアナ州：ココモ，インディアナ 「19〜21世紀アメリカ合衆国におけるキルト標本
ポリス，シプシェワナ，ラグレンジ
資料収集」
）
，及び国際会議「アーミッシュのアメ
リカ ―サイバー世界のプレーン・テクノロジー」
参加
米国カリフォルニア州：ロスアンゼルス 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
2013年
11月22日〜12月8 日
集・現地調査（プレスビテリアン・チャーチ，
テンサウザンド・ヴィレッジズ）
米国ペンシルヴェニア州：ランカスター 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
2014年
10月16日〜11月12日
集・現地調査（アーミッシュ，メノナイト）
米国ペンシルヴェニア州：ランカスター 宗教コミュニティの歴史と現在に関する資料収
2016年
7 月29日〜8 月30日 インディアナ州：ココモ，インディアナ 集・現地調査（平成28年度文化資源プロジェクト
ポリス，シプシェワナ，ラグレンジ
「現代アメリカのパッチワークキルトおよび関連
）
資料の収集 ― アーミッシュキルトを中心に」

下記に，紹介を受けつつ現地調査を行ってきた経緯を記載する。人々の名前は，本人
に確認したうえ，必要に応じて，本名を示さず，適宜ファーストネーム，愛称，略称を
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②
①
③
④

図2

アメリカ合衆国における主な現地調査地

① ペンシルヴェニア州ランカスター
② インディアナ州シプシェワナ

③ インディアナ州ココモ
④ カンザス州ハッチンソン

用いている。
前述したように，アーミッシュたちとの出会いは，大学学部 2 回生・ 3 回生のために
企画した北米研修であった。ノースカロライナ州オールドセーラム及びペンシルヴェニ
ア州ベスレヘムにおいてモラヴィアン・コミュニティを訪ね，かれらとは対照的に伝統
的な生活を続けている人々として，オールドオーダー・アーミッシュをペンシルヴェニ
ア州，カナダ，オンタリオ州に訪ねた（鈴木編 2000, 2001, 2002, 2003）
。

，ローズ・キング（メノナイト）
① エイダ・フィッシャー（アーミッシュ・メノナイト）
初めてオールドオーダーの人々と語り合う機会を得たのは，1999年に遡る。学生たち
が希望した研修を実現するために，ペンシルヴェニア州のアーミッシュたちの集住地ラ
ンカスター郡のメノナイト歴史協会に支援を受けた。インタビューをしたいと希望した
著者らをオールドオーダー・アーミッシュと引き合わせてくれたのは，メノナイト歴史
協会で紹介されたアーミッシュ・メノナイトのエイダ・フィッシャー（Ada S. Fisher
1926 2013）であった。
「第 1 章Ⅳ 5 シャニング ― アーミッシュ・メノナイトのエイ
ダ・フィッシャーの経験」に記載したように，エイダは，オールドオーダー・アーミッ
シュになることを選択した後，オールドオーダー教会を離れたことによるシャニングを
経験している（第 1 章Ⅰ 3 ，Ⅳ 2 も参照）
。境界的存在として常に生き方と教会やコミ
ュニティについて考えてきたエイダのおかげで，著者は，オールドオーダーの人々にも，
より現代的な生活を適用しているアーミッシュ・メノナイトや，メノナイトの人々にも
出会うことになり，生活実践に関する考え方の違いはもちろんだが，共通点や交流，協
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働していることに興味を抱くようになった。
エイダから紹介を受けたおかげで，オールドオーダー・アーミッシュのサム・リール
（Sam Riehl）や，オールドオーダー・メノナイトのベン（Ben）が語ってくれたことに
より，オールドオーダーの生活実践の複雑さや意外な側面も明らかとなり，調査テーマ
も明確化した（第 1 章Ⅲ，Ⅳ）
。エイダに伴われて訪ねたアーミッシュ・メノナイト教
会，オールドオーダー・アーミッシュとアーミッシュ・メノナイトが共に活動している
支援組織 CAM
（クリスチャン・エイド・ミニストリーズ（Christian Aid Ministries）
）
，ペ
ンシルヴェニア州ホスピスなどの経験によって，生活やライフコースの考え方と支え合
いについて，多くの知見を得ることができた。
エイダとメノナイトの姪のローズ・キング（Rose King 1959 ）は，異なる教会に属
するが，グロースドーディ・ハウスというアーミッシュたちが利用している住まいを作
り生活している（第 3 章Ⅲ 1 ）
。オールドオーダー・アーミッシュとして育った親たち
がメノナイトとなる道を選択したため，ローズはメノナイトとして成長したが，子ども
時代は親たちと同様に馬車で移動する経験もしている。ローズとエイダの生活から，車
を使うなど現代的な生活様式を適用していても，伝統的な生活様式や考え方をどのよう
に考え実践し続けているのかという情報を豊かに得ることができた（第 3 章Ⅲ 2 ）
。
オールドオーダー・アーミッシュのワンルームスクールの教師を務めた経験を有する
ローズの姉の協力によって，ワンルームスクールで子どもたちや教師から直接話を聞き
資料を得ることができた（第 2 章Ⅲ）
。ローズ自身はメノナイトやアーミッシュ・メノナ
イトの多くが実践するホームスクールを適用しており，後にカンザス州でホームスクー
ルを集中的に調査することに繋げることができた。
2006年にワンルームスクールでオールドオーダー・アーミッシュの子どもたちが銃撃
された事件に関し，犠牲となった子どもたちの家を訪ねる際には，すでにお悔やみに訪
れたローズの紹介によって，エイダと共に子どもたちの母親や祖父から話を聞く経験を
した（第 3 章Ⅲ 2 ，鈴木 2007）
。

，ステフェン・スコッ
② ドナルド・クレイビル，スティーヴン・ノルト（メノナイト）
ト
（オールドオーダー・リヴァー・ブレズレン）
その後，ペンシルヴェニア州エリザベスタウンカレッジの附置研究所であるヤング再
洗礼派敬虔派研究センターで行われる研究集会やアーミッシュに関する国際会議にも参
加するようになった。ヤング再洗礼派敬虔派研究センターは，インディアナ州ゴーシェ
ンカレッジ，カンザス州ヘストンカレッジ，コンラッド・グレーベル・ユニヴァーシテ
ィカレッジ（カナダオンタリオ州）などとともに，再洗礼派の研究拠点の一つである。
インディアナ州やカンザス州にある再洗礼派の大学やセミナリウムとともに再洗礼派と
アメリカ社会・宗教に関する研究を推進してきた。
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この研究センターを舞台として行われる集会を含め，アーミッシュたちが企画する集
会の特徴は，研究者，実践者，そしてアーミッシュたち自身が参加して議論を戦わせる
ことである。著者はパネルやシンポジウムでも発表するなかで（“Diversity, Transition
and Communication among the Amish People: The Discovery of the Amish by Japanese
University Students.” International Conference. The Amish in America: New Identities and
Diversities［The Young Center for Anabaptist and Pietist Studies at Elizabethtown College,
June 8, 2007 ］
; “A Reﬂection on the Meanings of Lifelong Learning: Focusing on Amish
Mennonite People’s Values and Methods for Homeschooling in Rural Kansas.” International Conference Amish America: Plain Technology in A Cyber World ［The Young
Center for Anabaptist and Pietist Studies at Elizabethtown College, June 6, 2013］
; Panel:
International Perspectives on the Amish. International Conference Amish America: Plain
Technology in A Cyber World［The Young Center for Anabaptist and Pietist Studies at
Elizabethtown College June 7, 2013］
，研究センターを率いてきた宗教社会学者ドナル
ド・B・クレイビル（Donald B. Kraybill 1946 ）や，再洗礼派研究者スティーヴン・M・
ノルト（Steven M. Nolt 1968

ゴーシェン大学歴史学教授）
，オールドオーダー・アー

ミッシュたちからもコメントや意見を得ることができた。オールドオーダー・アーミッ
シュの発表や経験は，第 2 章Ⅱ「ライフコースと若者期」
・Ⅴ「ライフロング・ラーニン
グ ― 語り合い共に考える」などに生かされている。これらオールドオーダー・アーミ
ッシュの中には，外の世界から飛び込んでアーミッシュとなった経験をもつ人々も含ま
れている。オールドオーダー・アーミッシュの歴史と現代における実践を研究してきた
ノルトは，国立民族学博物館機関研究プロジェクト「ケアと育みの人類学」2011 2013
年（代表者：鈴木七美）の国際共同研究者として，資料・情報提供を行った。第 1 章Ⅳ
2, 3 におけるアーミッシュの分離の歴史に関しては，ノルトの研究書を中心的資料とし
て参照している。
ヤング再洗礼派敬虔派研究センターで，長年オールドオーダー・アーミッシュに関す
る現地調査を行ってきた研究員ステフェン・スコット（Stephen Scott 1948 2011）は，
著者がセンターを訪ねる度に調査の具体的な計画についてクレイビルとともに議論して
くれた。自分自身がオールドオーダー・リヴァー・ブレズレンで伝統的な生活を送って
きたスコットは，機関研究プロジェクト「ケアと育みの人類学」の海外研究協力者とし
て，ヤング再洗礼派敬虔派研究センター，及び国立民族学博物館において，専門的知識
の提供を行った。国立民族学博物館の国際フォーラム「21世紀を生きるアーミッシュ ―
日々の助け合いから国際協力へ」において講演「The Amish Way of Life in Modern
American Society」を行い，論文を発表した（Scott 2012）
。その内容は，第 1 章Ⅲに生
かされている。
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③ ハーマン・ボントラーガー（メノナイト）
異なる教会に属する人々の協力や交流に関してさらに著者に注目させる転機となった
のは，ペンシルヴェニア州のアーミッシュのワンルームスクールで起きたアーミッシュ
の子どもたちの銃撃事件後の国際会議「アメリカのアーミッシュ ― 新しいアイデンテ
ィティと多様性」
（ヤング再洗礼派敬虔派研究センター 2007年 6 月）で，ハーマン・ボ
ントラーガー（Herman Bontrager）と出会ったことである。ハーマンは，シンポジウム
で，銃撃後，一般社会とオールドオーダー・アーミッシュたちを繋いだ経験を語り，著
者は初めて「繋ぐ人」として具体的な活動を行っている人を発見したのである。彼は，
アーミッシュの考え方を外部に伝えるスポークスマンを務め，その後も世界各地から寄
せられる手紙や見舞の品を被害者たちに届ける架け橋の役割を果たしてきた。
インディアナ州ミドルベリーのアーミッシュ・メノナイトの家庭に生まれたハーマン
は，メノナイトとなることを選択し，大学を卒業後ペンシルヴェニア州ニューホーラン
ドで保険会社を経営してきた。彼が常にアーミッシュたちの世界と一般社会との関係を
考えて調整に加わってきた過程は，論文にも発表されている（Bontrager 2003［1993］
）
。
ペンシルヴェニア州を訪れる度に語り合ってきたハーマンには，非暴力を実践する再
洗礼派の人々が代替活動として開拓してきた CCRCs（継続ケア退職者コミュニティ
Continuing Care Retirement Communities ライフケア・コミュニティ）をはじめとする
ケア施設の経営者たちや，インディアナ州のメノナイトの人々と会うきっかけをつくっ
てもらった。ペンシルヴェニア州リティツ，インディアナ州ゴーシェン，イリノイ州シ
カゴなどで展開したケア空間に関する調査でも，メノナイトと他の教会との協働につい
て新たな知見を得ることができた。詳細は，第 3 章Ⅳ・Ⅴに記載している。

，ジョー・スプリンガー（メノナイト）
④ ジョン・D・ロス（メノナイト）
ゴーシェン大学教授・メノナイト歴史図書館館長のジョン・D・ロス（John D. Roth）
，
司書のジョー・スプリンガー（Joe Springer）からは，中西部のアーミッシュたちに関す
る情報とともに，かれら二人がそれぞれ実践者としてゴーシェン市の草の根の改革に加
わっている状況から，アーミッシュたちの人生時間，ライフロング・ラーニング，エイ
ジ・フレンドリー・コミュニティに関する考え方と実践に関する視点を明確にすること
ができた（第 5 章Ⅱ，Ⅲ）
。
こうして，著者は，アーミッシュたちの一つの特徴である，遠く離れていても信条を
同じくする人々が信頼し合い，紹介し合うことで，人々を繋いでいくという習慣に触れ
ることになったのである。シカゴの大学と高齢者ケアの複合施設調査を経て，初めて再
洗礼派のみならず，アメリカにおいて宗教を基盤とするケアの考え方への視点を広げる
ことができた。
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⑤ ケネス・センセニッグ（メノナイト）
異なる教会の協働という点で重要な情報を与え，多様な人々に繋いでくれたのは，ハ
ーマンから紹介を受けたケネス・センセニッグ（Kenneth Sensenig）
（ケン）である。ケ
ンは，MCC（メノナイト中央委員会（Mennonite Central Committee）
）を拠点として世
界各地の平和維持・支援活動を推進してきた。その軌跡は，研究書（Weaver ed. 1984）
においても提示されている。

⑥ ゾル・ストルツフス，ナンシー・ストルツフス（オールドオーダー・アーミッシュ）
著者はケンによって，様々なアーミッシュたちが，一般社会の支援活動に関わってい
る実情に触れることができた。ケンの紹介によって，ケンが勤務する MCC と連携し，文
房具が不足している国の子どもたちのために布で文房具を手作りするアーミッシュの活
動を組織していたペンシルヴェニア州のオールドオーダー・アーミッシュ，ゾル・スト
ルツフス（Sol Stoltzfus 1951 ）や妻のナンシー（Nancy Stoltzfus 1955 ）と何度もかれ
らの家で話したり食事をすることができた。ゾルは，ランカスターのなかでは，より観
光地化の程度が少ない保守的な北東部の教区に住んでいるが，農業のみではなく主とし
て機械整備士として働いてきた。オールドオーダーとしてのきまりに従う一方で，MCC
と協力してアーミッシュの立場で支援事業に加わってきたゾルたちとの出会いによって，
著者はアーミッシュの生き方への関心をより深めることになったのである。そこで得ら
れた情報は，第 3 章Ⅲ 2 に記述した。また，ゾルからは結婚の際に母から贈られたブラ
イダル・キルトを譲ってもらい，キルト収集に貴重な一枚を加えることができた（第 4
章Ⅱ 2 ）
。

⑦ テンサウザンド・ヴィレッジズとマルレーヌ・エップ（メノナイト）
ケンの紹介で，MCC と深いかかわりのある TTV（テンサウザンド・ヴィレッジズ Ten
Thousand Villages）のストアの多様性に関する内容について，米国の拠点となっている
エフラータのストアで MCC と TTV 運営に関することがらについて，集中的にインタビ
ューを行ことができた。
TTV が MCC と関わりつつ，メノナイトという宗教とは関わらないボランティアやア
ルチザンに開かれていることについて最初に目を向けさせてくれたのは，カナダのコン
ラッド・グレーベル・ユニヴァーシティカレッジ教授のマルレーヌ・エップ（Marlene
Epp）である（Epp 1994）
。エップによって，初めて TTV を訪ね，またウォータールー
のオールドオーダー・アーミッシュの男性教師の家族と，教師が自ら作った教材に触れ
ることができて，人生に関することを幼い頃から教材とするアーミッシュの学びに関す
る考え方への理解を深めることができた（第 2 章Ⅲ）
。
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⑧ デヴィッド・ミラー，ジョウル・イワシゲ，ヒルダ・イワシゲ，ヒロミ・イワシゲ，
ミリアム・イワシゲ（アーミッシュ・メノナイト）
また，ケンは，オールドオーダーから離れ新しいアーミッシュ・メノナイトの教会を
カンザス州で立ち上げたデヴィッド・L・ミラー（David L. Miller 1927 2016）をはじめ
とするカンザスの人々に，著者を繋げてくれた。ミラーは，1958年にビーチー・アーミ
ッシュとなって，新しい教会としてセンター・アーミッシュ・メノナイト教会の創立を
リードしてきた。生活実践について異なる考えをもつようになったアーミッシュたちが，
実際どのように悩み議論し，分離するのかということについて，ミラーにインタビュー
する機会が得られた。それは，ケンから紹介を受けたミラーの孫夫婦ジョウル・イワシ
ゲとヒルダ・イワシゲ，ミラーの娘夫婦ヒロミ・イワシゲとミリアム・イワシゲの尽力
によって実現した（第 1 章Ⅳ 2 ）
。
さらに，ホームスクールについては，ジョウルとその両親ヒロミとミリアムをはじめ
としてホームスクールを実践してきた家族へのインタビューと参与観察，教会学校につ
いて，教師であったミリアム・イワシゲの協力によってカンザス州の学校で集中的に調
査をすることができた（第 2 章Ⅳ 3 ）
。
また，ジョウルとヒルダとともにニューオーダー・アーミッシュのミラー夫婦（Miller
and Miller）の自宅を訪ね，アーミッシュとしての信念と現代社会における実践のバラ
ンスの考えかたについて，聴き取ることができ，アーミッシュたちのライフスタイルに
関する考え方のヴァリエーションについて理解を深めることができた（第 1 章Ⅳ 4，
Miller and Miller eds. 2004も参照）
。

（オールドオーダー・アーミッシュからメノナイト）とアデラ・カナ
⑨ リー・カナギー
ギー
（メノナイト）
また，イワシゲらはペンシルヴェニア州の CCRC で老後を過ごすカナギー夫妻に著者
を紹介してくれた。著者はペンシルヴェニア州から出発していくつかの州を旅した後再
度ペンシルヴェニア州に戻ってきたような気がしたものである。リー・H・カナギー（Lee
（Levi）Hartzler Kanagy 1915 2012）は，とくに保守的なことで知られているペンシル
ヴェニア州ミフリン郡のオールドオーダー・アーミッシュの農場で育った。メノナイト
となることを選び，インディアナ州ゴーシェン大学で学び牧師となって，ゴーシェンの
メノナイトの家庭で育ったアデラと結婚し，戦後日本の北海道で長きにわたって宣教し
た（Kanagy, L. H. 2009; Kanagy, A. B. 2009）
。
オールドオーダー・アーミッシュの家庭で過ごしてからメノナイトになったリーから
は，異なる教会に属する人々が交流すること，助け合って旅をして世界への視野を広げ
ることについて，深い印象を受けた。
米国に帰国後，ミフリン郡にほど近いペンシルヴェニア州ベルビューの CCRC で暮ら
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していたリーとアデラのもとを訪れるうちに，高齢者同士の交流と語り合い，本の読み
聞かせなど，かれらのエイジング・イン・プレイス（気に入りの場所で満足して年を重
ねる）ことに関わる活動という新たなテーマを見出すことができた。

⑩ ゼニア・コードとレベッカ・ハーラー（メノナイト）
アーミッシュ・キルトの収集に関しては，今まで紹介した多くの人々の支援を受けて
いる。ケン・センセニッグは，ペンシルヴェニア州エフラータのメノナイト・リソース
センターにおいて，支援品のキルト作りを進めているアーミッシュたち，そしてその活
動を統括しているメノナイトのコニー・ラップ（Cony Rapp）を紹介してくれた。キル
ト作りを大切にしてきたコニーは，アーミッシュたちが様々な支援活動を行うことによ
って，新たな仕事を得ることができたという。
ハーマン・ボントラーガーは，ペンシルヴェニア州で長年キルトの研究と博物館にお
ける展示をしてきたぺルマン夫妻を紹介してくれた。プレーン（簡素）を信条とするオ
ールドオーダー・アーミッシュは実用に資するモノ作りにおいて，色や形を楽しむとい
う経験に基づいたぺルマン夫妻からの情報をもとに，オールドオーダー・アーミッシュ
のガレージセールなどをまわり，ペンシルヴェニア州のアーミッシュのものとして知ら
れる裁縫セット「アーミッシュ・チキン」
（第 4 章 写真120）を収集することができた。
また，前述したように，オールドオーダー・アーミッシュであるゾルの協力も得て，か
れらの人生のみちゆきを表現するキルトを収集することができた（第 4 章 写真137）
さらに，ハーマンの紹介にて，ヤング再洗礼派敬虔派研究センターの研究集会で野村
奈央さん（埼玉大学教養学部准教授，国立民族学博物館平成25年度・28年度文化資源プ
ロジェクト共同研究員，ネブラスカ大学キルトスタディセンター元学芸員）と出会い，
彼女の紹介で，アメリカン・キルトに造詣の深い研究者・実践者ゼニア・コード（Xenia
Cord）を知り，キルト収集とその意味に関し考察を深めることができた。ノルウェーか
らの移民であるゼニアは，アメリカ社会におけるキルト作りについて，著者の視野を広
げてくれた。例えば，カンザス州で，ジョウルとヒルダの紹介によって参加することが
できたキルティング・ビー（quilting bee キルトをする人々の集まり）
（第 4 章Ⅲ）は，
実際，オールドオーダー・アーミッシュに特徴的なものであるが，同じ一つのキルトで
はなくそれぞれがキルトを定期的に持ち寄って縫い物と語り合いを行うという緩やかな
集会の習慣の存在に目を向けさせてくれた。キルトスタディセンターや，インディアナ
州立博物館など，アメリカにおけるキルト研究と収集の拠点において，熟覧や研究の会
にゼニアと共に参加することが可能となった。
インディアナ州のキルト及び情報収集に関しては，下記の人々の協力を得て行った。
ゴーシェン大学のメノナイト歴史図書館館長のジョン・ロスは，自ら車を運転して，キ
ルトの材料となる布地を販売するオールドオーダー・アーミッシュの店に伴ってくれた。
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司書のジョー・スプリンガーは，図書館に併設されている貴重なキルトコレクションと
関連文献，それから図書館附属の小さな博物館を案内してくれた。
そしてジョーの紹介によって，インディアナ州シプシェワナのキルト収集家であるレ
ベッカ・ハーラー（Rebecca Haarer 1952 ）に会うことができた。メノナイトとしてイ
ンディアナ州で育ったレベッカは，アーミッシュが長らく居住してきたインディアナ州
シプシェワナでコレクター，ディーラー，そして研究者としてゴーシェン大学メノナイ
ト歴史図書館と協働して展示企画・展示などを行ってきた。レベッカからは，ゼニアと
同様に，キルトをめぐるストーリーや「神話」と呼ばれるものについて，多くの情報を
得た。たとえば，解放奴隷を北部に逃がすための宗教の違いを越えた「アンダーグラウ
ンド・レイルロード」とキルトの関係をあげることができる（第 4 章Ⅱ）
。オールドオー
ダー・アーミッシュと長らく交流してきたレベッカのおかげで，かれらがしばしば利用
する様々なヒーリングやオルターナティヴ・メディスンに実際に触れることができ，ア
ーミッシュの考え方に関する理解を深めることができた。

2 本書の構成
「第 1 章 様々なアーミッシュたちの登場 ― 信仰表現としての生活実践の選択」では，
ヨーロッパにおいて信教とは聖書にしたがって生活することを自律的に選択することで
あるとして，互いに洗礼しあった再洗礼派が登場した経緯，再洗礼派のうちのメノナイ
トからアーミッシュが分離していく過程，迫害の中で北米へ移住し，変化する社会の中
で信教に基づく生活実践のありかたを問い続ける状況を追った。再洗礼派として共に迫
害をくぐり抜けてきた人々の間で，宗教実践に関する考え方のずれが見出され時，メノ
ナイトもアーミッシュも，より純粋なグループとしてそれぞれ生きる道を選択した。異
なると思われる者と決別し，信仰を同じくする者たちのみから構成される純粋な教会に
生きることにウェルビーイングを見出したこの時期の再洗礼派の人々にとって，信仰と
教会コミュニティが意味するものを考える。
本章では，アーミッシュたちの中でも最も保守的と言われるオールドオーダーの人々
の生活に注目し，彼らが手放すことなく大切にしている伝統，アーミッシュたちの議論
と分離，さらには，外部からオールドオーダーとなる選択をした人々の経験などに注目
し，アーミッシュたちがウェルビーイングと考えてきたことの多様性とその変化，生活
実践が異なるグループに属する人々におけるウェルビーイング観の違いと共通点を検討
する。オールドオーダーの多様性と考え方を照らし出す試みとして，より伝統的な生活
を志向する超保守的なグループや，外部からオールドオーダー・アーミッシュのコミュ
ニティに参加する者にも注目する。さらにアーミッシュから離れたためシャニングされ
てきたアーミッシュ，エイダ・フィッシャーの経験についても検討する。エイダの人生
経験や，エイダと多様なアーミッシュたちとの関わりから，生活実践が異なるグループ
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に属する人々におけるウェルビーイング観の違いと共通点を検討する。
アーミッシュたちは，学びの場について，確固たる意見をもっている。一方で，オー
ルドオーダー・アーミッシュは，子どもたちの学校における学びの時間と内容について
は制限をもうけ高等教育に疑問を唱えてきた。だが，他方で，大人も参加する学びの時
間についてアーミッシュの人々は，夕方の時間や休みの日に様々な集会に参加している。
アーミッシュたちは，生涯にわたる学びや教育をどのように考えているのだろうか。
「第
2 章 学びの意味の探求」では，アメリカ合衆国における公教育の変化のなかでアーミ
ッシュたちが守ろうとしてきた子どもの教育実践を辿り，かれらが世代を越えて継承し
てゆきたい価値観や生き方について問う姿勢について検討する。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでは，家庭
とコミュニティにおける生活が子どもたちの教育に重要であると考えて，公教育におけ
る義務教育との年限に従わないオールドオーダー・アーミッシュの主張のゆくえに注目
した。Ⅳでは，アーミッシュ・メノナイトを中心とするホームスクールの経験に注目し，
経験者たちが学びの意味を問う過程を照射する。ホームスクールに関しては，アメリカ
合衆国全体として，教育の自由や信教の自由との関わりで，多くの人々が関心を寄せ，
研究も提示されてきたが，ホームスクールを経験した子どもたちからの視点に関する報
告はほとんどなく，課題とされている。ホームスクール体験者からの聴き取りと合わせ
て書簡の交換により，長期に渡って，経験と考え方を聴き取り読み取ることができたの
で，貴重な資料として，提示している。Ⅴでは，全ての世代に開かれたライフロング・
ラーニングの場に焦点をあてる。
アーミッシュたちに共通する特徴として，聖書に基づき互いに助け合う者たちの集ま
りとして教会を構想する点がある。現代においても，アーミッシュたちは，制度として
の社会福祉によって生活することは適切ではない，あるいは十分ではないと考えて，自
分たちのあいだの相互扶助のかたちを工夫し実践している。互いに助け合って共に生き
ることや，そのための方法を考えることは，アーミッシュたちのとってどのような意味
をもつのか。
「第 3 章 エイジング・イン・プレイスの実践 ― 生きる場を慈しむ時間」
では，多様なグループに属するアーミッシュたちが，頼り合う（インターディペンデン
ト interdependent）関係を築き，相互扶助しながら暮らすことに見出してきた意味を，か
れらが，働き，楽しみ，語り合い，子どもや高齢者をケアし，関わり続ける意味と方法
を考えるコミュニケーションの場に注目して検討する。Ⅳ，Ⅴでは，とくに高齢期の生
活の場に焦点をあてて検討する。高齢者などのケアにあたる専門職や専門的な施設の開
発について，アーミッシュたちは非暴力の主張から良心的兵役拒否を行ってきたことに
基づき，特徴的な経験を蓄積してきた。その過程で開発された代替活動は，精神疾患を
抱える患者のケア，高齢者のケアなど，人生において必要とされるケアの領域に参加す
ることとして実践されてきた。代替活動として多くの人々が経験したことは，施設で暮
らす人々が孤立していることや，生活全体における満足に十分な配慮がなされていない
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ことなどであった。代替活動を終えた人々のなかでも，とりわけ多くのメノナイトは，
その経験を生かし合衆国におけるケアの新たなモデルの創出に奔走することになる。こ
こでとりあげる例は，20世紀半ばから，より同化したグループが中心となって推進して
きたケアの実践である。
アーミッシュたちは，対面で助け合う相互扶助やケアを大切にしている一方で，より
遠くの人々にも影響を与え交流する事業にも，参加している。第 4 章，第 5 章では，ア
ーミッシュたちが，対面で出会えるとは限らない遠くにいる人々とコミュニケーション
しケアを広げる実践について，検討を加えた。
「第 4 章 ケアと楽しみと居場所 ― パッ
チワーク・キルトのある生活」では，アーミッシュたちがアメリカの一般社会と共有し
てきた，余り布の端切れを繋ぎ合わせて作る生活用品パッチワーク・キルトが，人々の
生活や信条をどのように表現してきたのかに注目する。また，多くの人々が集まって表
布・中身・裏布を合わせて仕上げるキルティングという過程をもつキルト作りが，人々
に居場所やコミュニケーションの機会を与えてきた状況について検討する。
「第 5 章 遙かな人々とのコモンズへ ―テンサウザンド・ヴィレッジズの物語」では，
メノナイトの一女性が始めた第三世界の工芸品のフェアトレードをとりあげて，アーミ
ッシュたちがより広い世界との関わりをどのように捉えてきたのかについて考える。と
くに，北米でフェアトレードを展開する三種のストアの方針と実践に注目することによ
って，目的を遂げるためのいくつもの方法と，アーミッシュたちに留まらない多様な人々
が関わる場について，考察する。
「終章 ― ウェルビーイングとエイジ・フレンドリー・コミュニティ」では，第 1 章か
ら第 5 章でとりあげた，アーミッシュたちが議論の遡上に挙げてきた内容の分析に基づ
き，人間同士，そして人間と自然環境の関係やコミュニケーションのありかたが変化を
遂げる中で，アーミッシュたちがどのような事柄をウェルビーイングと捉え，これを手
放さないようにいかなる方法を見出してきたのか，また，そうした活動の舞台となる場
をどのように工夫してきたのかについて考察する。再洗礼派の出発点であった，信じる
生き方を選ぶ個人の自律を重視しながらも，信じる生き方 ― ウェルビーイング ― を問
いつつ実践するため共に生きる人々の関係と場を創出してきたアーミッシュたちの暮ら
しから，同時代に生きる私たちが応用可能な，生涯にわたって生きることを慈しむいく
つもの方途を考える。
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鈴木七美『アーミッシュたちの生き方 ― エイジ・フレンドリー・コミュニティの探求』
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第 1 章 様々なアーミッシュたちの登場
― 信仰表現としての生活実践の選択

はじめに
本章では，個人が自律的に信仰を持つことを重視した人々が，共に創る教会をどのよ
うに考えていたのか，また，いかなる考え方の違いが再洗礼派の人々が互いに決別する
ことを決意させたのかを辿る。
Ⅰ，Ⅱでは，ヨーロッパの宗教改革の時代に，急進派とされる再洗礼派がどのような
構想をもって現れたのか，再洗礼派の人々の間でどのような議論があって新しいアーミ
ッシュたちのグループが生まれたのか，また，全体として激しい迫害を受けた再洗礼派
が主として北米に移住するまでについて，検討する。
初期の再洗礼派の信念について，再洗礼派に関し研究を蓄積してきた研究者の文献（出
村1986, 2004, 2005; 踊 2009, 2012など）を参照するとともに，再洗礼派が同時代の他の
急進派と異なる特徴を自ら確認したものである「シュライトハイム信仰告白」
（ザトラー
1992［1527］
）を一次資料として分析する。この「シュライトハイム信仰告白」には，信
者の集まりとしての教会のありかたが提示され，現代においてもとくにオールドオーダ
ー・アーミッシュにおいて続けられている生活実践の意味を考える上で重要な内容が提
示されているからである。
再洗礼派のなかでメノナイトからアーミッシュが分かれていく状況については，アー
ミッシュの歴史研究を蓄積してきたノルトの文献（Nolt 1992）を中心として検討する。
ヨーロッパでキリスト教のカトリック，プロテスタント双方から，そして一般社会か
らも激しい迫害を受けた再洗礼派の人々は，宗教的信条を守ること，とりわけ，軍事活
動に加わらないことを重視して，多くは北米に移動した。Ⅲ，Ⅳでは，北米におけるグ
ループの変化，分離，そして協働の足跡を，とくにアーミッシュの多様化に注目し検討
する。それは，同じ信念をもとうとする人々の繋がりを保ちつつ，異なる文化のなかで
生き延びる方法を模索するいくつもの試みの歴史を辿ることである。
米国において再洗礼派は，社会の急速な変化のもとで，聖書に基づく平和に関する実
践や現代文明の適用などについて，変化を遂げてきた。新しいグループが誕生する過程
で特に問題となったのは，礼拝の場所，移動・通信手段など現代文明の適用，そして「シ
ャニング」など，生活実践のきまりであるオルドヌングに関するものであった。
Ⅲでは，馬車を使うことや，信者の家における礼拝を重視してきたオールドオーダー
の実践とその意味に関し検討する。この節では，主として最初にアーミッシュたちがア
メリカ合衆国に移動したペンシルヴェニア州のオールドオーダー・アーミッシュやオー
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ルドオーダー・メノナイトからの聴き取りなどを資料として用いる。
アーミッシュたちは，伝統的，過渡的，転換的という三つの傾向をもつグループに分
かれてきたとされている。Ⅳでは，オールドオーダー・アーミッシュの歴史と現代にお
ける実践を研究してきた S. ノルト（Steven Nolt 序章Ⅳ 1 も参照）の研究に基づき，
オルドヌングを変更したり新しいグループが形成される過程と人々の議論について検討
する。
また，オールドオーダーの考え方について，特にペンシルヴェニア州において聴き取
りや参与観察した内容を提示する。さらに，オルドヌングを変更したグループを率いて，
カンザス州に新たな教会をもうけたアーミッシュ・メノナイトのリーダーであった，D.
ミラー（David L. Miller 序章Ⅳ 1 も参照）への聴き取りを資料とする。
この節では，さらに，オールドオーダーの多様性と考え方を照らし出す試みとして，
より伝統的な生活を志向する超保守的なグループや，外部からオールドオーダー・アー
ミッシュのコミュニティに参加する者にも注目する。アーミッシュたち自身から直接経
験と意見を聞くことができたのは，ペンシルヴェニア州エリザベスタウン大学ヤング再
洗礼派敬虔派研究センターにおける国際会議においてである（序章Ⅳ 1 も参照）
。
さらにオールドオーダー・アーミッシュから離れたためシャニングされてきたアーミ
ッシュ，エイダ・フィッシャー（Ada Fisher 序章Ⅳ 1 も参照）の経験についても検討
する。最初に大学の学生たちとともにアーミッシュの人々を訪ねた時，オールドオーダ
ー・アーミッシュに著者たちを引き合わせてくれたのは，オールドオーダーの家庭で育
ちオールドオーダーとなることを選んだ後，アーミッシュ・メノナイトに信条を変更し
たエイダ・フィッシャーであった。シャニングをされ続けてきたエイダの人生経験や，
エイダと多様なアーミッシュたちとの関わりから，生活実践が異なるグループに属する
人々におけるウェルビーイング観の違いと共通点を検討する。

Ⅰ 教会 ― 共にウェルビーイングを問い続ける人々
1 再洗礼派の起源 ― 信教の自由と信者の交流としての教会
スイス兄弟団は，真のキリスト者は，聖書に基づき，個々の信者が自らの意志でキリ
ストの教えに従う，信仰を確信したときのみ洗礼を受けるべきだと主張し，1525年に秘
密の集会「シュライトハイム信仰告白」で互いに洗礼しあった12）。再洗礼派は自覚的に
信仰告白を行うことのできる成人だけに洗礼を施した（踊 2009: 43）
。
再洗礼派とみなされてきたグループとして，他にも，ツヴィングリを起源としない，
神秘主義者トーマス・ミュンツァー（Thomas Müntzer 1489 1525）に率いられ暴力も辞
さないミュンスター派13），フートの再臨思想（絶対無抵抗主義）を色濃く示すグループ
など，いくつもの宗教改革推進派が存在した（Stayer, et al. 1975; 出村 1986: 365）
。こ
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れらに対し，福音主義的再洗礼派であるスイス兄弟教会は，トーマス・ミュンツァーの
神秘主義を否定し，力による社会変革に対しては，絶対平和主義を主張していた（出村
2005［1970］
: 154）
。主として東スイスおよびオーストリア支配下のドイツの再洗礼派の
代表がシュライトハイムに集まって「シュライトハイム信仰告白」を採択した14）ことは，
再洗礼派としてのありかたを具体的に示し，この人々を他の再洗礼主義の人々から明確
に区別しようとしたものであった（出村 2005［1970］
: 131 132; 踊 2012）
。
再洗礼派の特徴の一つは，ラテン語ではなくギリシャ語で書かれるようになった聖書
をそれぞれが読み，信仰を確信した者が信者となることである。自由意志による信仰と
いう，個人の判断と責任を重視し信仰の自律を訴えたことである。初期の宗教改革にお
いては，成人が自由意志によってキリストに従うことを決めるという考え方は，規範に
挑戦することだった。それは，地域共同体と信仰共同体を同一視するキリスト教社会と
は異なる，信仰のみによって結ばれる人々の共同体を生み出すことであった。個人の自
覚的信仰，すなわち信仰の自由を主張する再洗礼主義者と呼ばれる人々の運動は，この
信仰を抱く人々が共に生きる場である教会を創出することに向かった15）。
再洗礼派の運動は，生まれたときからキリスト教に基づき決められた共同体に属する
者とみなされた人々とは異なり，世俗権力からも宗教集団からも管理が難しい者たちを
生み出すことになった。幼児洗礼は，教会メンバーとなる儀礼であり，税金や徴兵など
に関する情報を与えるという意味で世俗権力にとっても同様に重要な機会であった16）。
再洗礼派は，聖書と精霊のみが最高の権威であると考えており，腐敗した教会と世俗権
力双方から分離することを主張し，急進改革派とみなされた。世俗権力と教会双方にと
って，神に関する個人の精神に基づいた行動に価値を置くことは危険視され，再洗礼派
は，キリスト教カトリック，プロテスタント，そして世俗的権力すべてから，激しく迫
害された。
プロテスタントによるプロテスタントの迫害という事態に至るまでには，
「スイス兄弟
団」が，聖書の解釈や世俗権力との関わりにおいて，チューリヒで宗教改革を進めてき
たツヴィングリと，次第に考え方に齟齬を来たしてきた経過がある（出村 1986: 360
17）
。1519年，ツヴィングリは，おそらくは， 3 年前にエラスムスがバーゼルで校
365）

訂・出版したばかりのギリシャ語新約聖書をもって，チューリッヒ教会改革を訴えた。
カトリックの聖書日課を無視したマタイの連続講解説教，聖書研究を目的とする私的集
会（プロフェツァイ）は，大きな反響を引き起こした。
「元に戻れ Ad fontem」を掲げた16世紀のルネサンスと宗教改革のもとで，キリスト教
については，スイスの宗教改革も，ドイツにおけるそれと同様に，源泉として聖書に描
かれている教会のありかたを目標としていた。ルターもツヴィングリも，偶像礼拝やミ
サのように聖書本文が禁じているものを廃絶し，命じていることを守ることについては
一致していた。だが，ツヴィングリは，ルターより限定的に，命じられていないことは
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禁じられていると解釈し，礼拝堂内の聖画や聖像，礼拝の際のオルガン奏楽や歌唱につ
いても，廃棄することがキリスト教の復元と考えた。また，新約聖書を旧約聖書に優先
すべきとしていた18）。新約聖書には，聖書の位置づけ，聖書に基づき生きる目的が，次
のように記されている。
「聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって，人を教
え，戒め，正しくし，義に導くのに有益である。それによって，神の人が，あらゆる良
いわざに対して十分な準備ができて，完全にととのえられた者になるのである」
（
「テモ
テへの第二の手紙」
（2.16 17）
）結果として，ミサ聖祭，マリアや諸聖人への祈願，聖職
者や修道士の独身制，断食規定など，中世以来教会のなかで作られてきた慣行が見直さ
れることになった。
ツヴィングリを支持する者たちは自らを福音派と呼んで改革の推進を求めた。だが，
地域共同体とその信仰が一致するという中世キリスト教世界を揺さぶる信仰分裂が市民
分裂に発展することをおそれたチューリヒ市政府（参事会）が介入し，スイスの伝統的
な公開討論として1523年に第一，第二チューリヒ討論を行った。その結果，商工都市チ
ューリヒは，ローマ・カトリック教と手を切り，1525年にはミサを廃止し，聖画像を取
19）
。
り除き福音主義となった（出村 1986: 362 363）

再洗礼派として活動した人々（コンラート・グレーベル，フェーリクス・マンツ，ゲ
オルク・ブラウロック，バルターザル・フープマイアなど）は，福音派の台頭期には，
ツヴィングリが進めてきたこうした路線を熱心に支持していた。だが，次第に，チュー
リヒ共和国で進める改革権の所在を巡って，ツヴィングリに疑念を抱き対立するように
なる。再洗礼派の人々には，ツヴィングリが，市政府（参事会）が改革を主導すること
を容認していると感じられたのである（出村 1986: 363）
。こうした問題点への意識が，
幼児洗礼の否定と自覚的信仰告白に基づく成人洗礼をシンボルとした運動を発展させて
ゆく。
第二回チューリヒ討論は，ローマ教会，ツヴィングリの福音主義教会，そしてこれと
決別した，再洗礼派として活動した人々による新たな教会に向かう流れの契機となった。
ローマ・カトリック教会の現状を批判する人々の改革の方向性として，地域共同体と密
着した国家教会とは異なる，政治権力から独立した自発的成員から成る自由教会のあり
かたが明確に提起されたのである。これは「非政治主義」
（apolitism）とも呼ばれてお
り，再洗礼派主義者は，政治に積極的に関わることを拒否したのである（出村 2004
: 335）
。
［1971］

聖書に基づく信仰と，それを自ら選び取る信者から構成される「自由な教会」におけ
る実践の意味は，どのように提示されていたのか。次節では，
「シュライトハイム信仰告
白」からその意味を探ってゆく。
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2 聖書に基づく新しい共同体 ― 教会の実践
再洗礼派は聖書に基づき，絶対平和主義，国家と教会の分離などを主張し，兵役，官
職につくこと，宣誓などを拒否することで知られている。初期再洗礼派の神学的理解
（1527年）は，新約聖書に基づきキリストの教えに従う，信者の洗礼，教会は契約的な
コミュニティ，悪徳の世界からの社会的分離，逸脱した者を宗派から除く，暴力拒否と
無抵抗，宣誓拒否，華美に反対し清貧を守る，神や人を偶像として表現し祈ることを拒
否することなどである。その意味するところは，
「七箇条信条」という別名をもつ「シュ
ライトハイム信仰告白」
（ミヒャエル・ザトラー 1527年）の 7 つの項目（1 洗礼，2 破
門，3 パン裂き，4 この世からの隔離，5 牧会職，6 剣，7 宣誓）に表現されている（出
村 2005［1970］
: 131 132; ザトラー 1992［1527］
）
。
「第 1 項，洗礼について」では，洗礼の条件と，聖書における根拠が示されている。
…洗礼は，悔い改めと生活の改変，および真理への信仰を教えられ，自分の罪がキリスト
によって取り除かれていることを知っているすべての者，そしてイエス・キリストの復活の
中を歩み，彼と甦るために，彼と共に死んで葬られることを願うすべての者，そして私たち
と同じような考えを抱き，
〔洗礼を〕熱望し，自らも〔これを〕求める，すべての者に，施
されるべきである。それ故に，幼児洗礼は，いっさい除かれる。…あなたがたは，このよう
なことについての論拠と証言，聖書および使徒たちの慣習を有している〔マタ28章，マコ16
章，使 2，8，16，19章〕
。…（ザトラー 1992［1527］
: 89）

教会は，個々の信仰者の回心と新生によって存在するものであり，決して強制されるこ
となく自由に信仰を選び取る個々人の信仰と信者の交流によって保持される。再洗礼主
義者は，自発性をもつ人々に支えられる会衆としての教会を求めるゆえに，幼児洗礼を
否定し，国家や政治権力と教会の関係を認めなかったのである。再洗礼派にとっては，
この世において新しい共同体を生かしてゆくことがテーマであった。
「第 2 項，放逐について」では，破門の手順，根拠と意味が明示されている。
…放逐は，
〔ひとたび〕主の戒めに従って歩むべく，主に身を捧げたすべての者，および
キリストのからだへと洗礼を受けて〔加えられ〕
，兄弟あるいは姉妹と呼ばれるようになっ
て，しかも時折道を踏み外し，誤りと罪とに陥り，知らずに不意を打たれるような者すべて
に適用されるべきである。このような者は，二度までは個人的に戒告を受け，三度目には全
会衆の前で公に，キリストの命令に従って〔マタ18章20）〕
，処罰を受ける〔あるいは放逐さ
る〕べきである。このようなことは，霊〔あるいは神〕の定めに従って，パン裂きの前にな
されるべきである。それは私たちが心を合わせ，一つの愛から同じパンを裂き，同じ杯から
飲むことができるためである。
（ザトラー 1992［1527］
: 89 90）

破門の目的は信仰共同体の聖潔保持のためであるとされる21）
（出村 2005［1970］
: 140）
。
だからこそ，信者の気持ちの一致を確認するパン裂き＝聖餐式（コミュニオン）の前に
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なされるべきだとされている。
「第 3 項 パン裂きについて」では，聖餐式で共に飲食する者の条件が明示されてい
る。
…すべてキリストの裂かれたからだを記念するため同じパンを裂こうと願う者，またすべ
て，キリストの流された血を記念するために，同じ飲み物にあずかろうと願う者は，まずキ
リストのからだ，すなわち神の教会の中にあって，一つとなっていなければならない。…パ
ウロも言うとおり〔Ⅰコリ10・21〕
，私たちは主の食卓と悪魔の食卓とに，同時にあずかる
ことは許されないからである。…すべての神の子らと共通に，同じ信仰，同じ洗礼，同じ霊
へと，ひとりの神によって召されない者は，神の子らと一つパンとなって，真理のうちにキ
リストの命令に従い，パンを裂こうとする席に連なってはならない。
（ザトラー 1992［1527］
:
90）

再洗礼派の決意を示したツォリコンの村の最初のパン裂き以来，パン裂きは，聖餐共同
体を表現するものであった（出村 2005［1970］
: 144）
。パン裂きに先立って，
「一つとな
っている」ことの重要性が提示されている。
「第 5 項 牧者について」は，牧会職の条件，職責，そして，選出方法について説明し
ている。
…神の教会の牧者は，徹頭徹尾パウロの定めに従って，
〔Ⅰテモ 3 ・722）〕
，信仰の外側に
ある者たちにとっても，良きあかしを持つものでなければならない。その職責とは，
〔聖書〕
朗読，訓戒，教化，勧告，教会での懲罰，あるいは放逐，すべての兄弟・姉妹たちの向上の
ための祈り，
〔パン裂き〕その他すべてキリストのからだの中の事に注意を払い，それが建
てられ改善され，…るようになることである。…牧者は何か不足がある場合には，彼を選び
出した教会によって支えられるべきである。なぜならば，主の定められたとおり〔Ⅰコリ
9 ・1423）〕
，福音に使える者は，またそれによって生活すべきだからである。
（ザトラー 1992
［1527］
: 92）

聖書に基づき，牧者は，
「信仰の外側にある者たちにとっても，良きあかしを持つもの」
であることが条件として示され，職責として，教会メンバーたちと教会そのものがよい
状態にあるよう注意を払うことが「すべてキリストのからだの中の事に注意を払い，そ
れが建てられ改善され」という言葉で表現されている。そうした役割をもつ牧者は教会
メンバーによって選び出され24），また教会メンバーも牧者の生活を慮るという相互扶助
の考え方が表現されている。
第 4 項，第 6 項，第 7 項は，この世からの分離について，具体的に提示されている。
「第 4 項 隔離について」では，悪しきものから隔離に関する具体的な指南，そして，暴
力の否定が示されている。
…この世のすべての被造物のうちには，善と悪，信と不信，暗闇と光，この世とこの世の
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外にあるもの，神の宮と偶像の宮，キリストとベリアル〔の対比〕以外のものは存在せず，
どれも他と関わり合いを持たないわけにはいかないのである。…主は私たちが悪しき者らか
ら隔離されているように，と命じておられる。そうすれば，主は私たちの神となり，私たち
はその息子・娘となるであろう〔Ⅱコリ 6 ・16 18〕
。…すべての教皇派，また反教皇派の行
いと神礼拝，集会，教会通い，居酒屋，不信者の保証人となったり盟約を結んだりするこ
と，その他，この世が高く評価するが，端的に神の命令に背反し，この世にあるあらゆる不
義にふさわしいものは，いっさいこれを回避すべきである。…暴力という悪魔の武器は，剣
であれ，胸当て，その類であれ，また友のために用いるにせよ，敵に対して用いるにせよ，
「悪しき者に手向かってはならない」というキリストの御言葉の力によって，崩れ落ちるこ
とを疑ってはならない。
（ザトラー 1992［1527］
: 91 92）

さらに，
「第 6 項 剣について」では，暴力ではなく，赦しを行うことの理由が，聖書
に即して，説明されている。
…律法においては，剣は悪しき者の処罰と処刑のために定められているが，その使用は世
俗の支配者に委ねられるべきである。しかしながら，キリストの完全の内側においては，放
逐のみが訓戒と除外のために用いられる。罪を犯した者は肉体の死を抜きにして，ただ訓戒
と「もはや罪を犯してはならない」という命令をもって〔扱われるべきである〕
。…ところ
で，キリストは姦淫の場で捕えられた〔異邦の〕女に向かってその父の律法に従って石で打
たるべきでなく ― もっとも，キリストは「父が私たちに命じられたように，私は行うので
ある」
〔ヨハ12・50〕と言われた ― ，慈愛と赦しと，
「もはや罪を犯してはならない」とい
う訓戒をもって，
「行きなさい。もはや罪を犯してはならない」と言われた。私たちもまた，
放逐の掟に従ってこのように考えるべきである。
…キリストはまた剣の権力を禁じて，
「世俗的な支配者の君侯らは…，しかし，あなたが
たはそうではあってならない」
〔マタ20・25〕とも言われた。…キリスト者の紋章は，神の
甲冑，真理，義，平和，信仰，救い，そして神の言葉である〔エペ 6 ・14 17〕
。…（ザトラ
ー 1992［1527］
: 93 94）

聖書には，
「キリスト・イエスにあって信心深く生きようとする者は，みな，迫害を受け
る。しかし，あなたは，自分が学んで確信しているところに，いつもとどまっていなさ
い。
」
（
「テモテへの第二の手紙」
（2.12, 14）
（日本聖書協会 1998: 335 336）と記されて
いる。暴力を用いず，慈愛と赦しを実践することは，
「キリスト者の紋章は，神の甲冑，
真理，義，平和，信仰，救い，そして神の言葉である」という言葉から，人々の生き方
が明示されている。

最後に「第 7 項 誓いについて」は，やはり聖書に基づき，誓いを否定している。
…キリストは，…その弟子たちに対しいっさいの誓いを禁じられた。それは…「あなたが
たは髪の毛一すじでさえも，白くしたり黒くしたりすることができない」からである〔マタ
5 ・36〕
。…キリストの言われたとおり，私たちには誓いを守り，これを果たすことができ
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ない。それゆえに，私たちはいっさい誓うべきではない。…（ザトラー 1992［1527］
: 95
96）

シュライトハイム信仰告白の最後は，
「赦し」について，以下の文章で結ばれている。
あなたがたが知らずに行ったことは，
〔もしも〕正しく振る舞わなかったと告白するなら
ば，信仰深い祈りによって赦される。赦しは神の恵みによる赦罪と，イエス・キリストの血
によって，私たちのいっさいの欠陥と負い目にもかかわらず，私たちの交わりのなかで完成
される。
（ザトラー 1992［1527］
: 97）

「神の恵みによる赦罪」
，
「イエス・キリストの血によって」与えられる「赦し」が，
「私
たちの交わりのなかで完成される」という言葉には，信仰をもつ生き方は教会メンバー
の交流と協働において行うことができるものであることが示されている。

3 聖書の解釈と再洗礼派の系譜
「シュライトハイム信仰告白」には，再洗礼派の人々が重視してきた生き方の指針が具
体的に示されていた。非暴力と赦し，人々が交流し創る教会という側面は，現代社会に
おいても，再洗礼派の生き方の重要な方針であり続けている。だが，聖書の解釈と実践
に関する考え方の違いから，時代と共に，人々はいくつもの異なる実践の道を選択して
ゆく。序章Ⅱで示したように，再洗礼派は，大きく四つの系譜をもつグループ，ハッタ
ライト，メノナイト，アーミッシュ，そしてブレズレンとして展開してきた。
ヤコブ・フッター（Jacob Hutter 1500 1536）を支持するハッタライトは，再洗礼派
初期の1528年に現れ，非暴力をはじめとして，聖書に基づく生活を実践しようとした。
ハッタライトは，個人所有を否定し，聖書の使徒行伝（the Acts of the Apostles）に基
づき，生活必需品や雑貨を共有した。その意味で，ハッタライトは，最もコミューンと
しての性格が強いとみなされている。1535年に，ヤコブ・フッターは，捕らえられ生き
たまま焼き殺され，2000人以上が殉教した。
ジャーマン・バプティストのブレズレンは，1708年にドイツの中心地域で結成された。
ブレズレンは，16世紀の再洗礼派の系譜を直接に受け継いでいるわけではないが，成人
洗礼，世俗権力からの分離，そして非暴力の信念を，初期の再洗礼派と共有している25）。
1520年代後半以降，多様な再洗礼派が迫害のなかで活動を続けていたが，1536年には，
低地方（北部ドイツ）の再洗礼派とみなされ，暴力をも辞さないミュンスター派がミュ
ンスター司教の軍勢との戦いの末，壊滅した。再洗礼派全体が問題視される状況にあっ
て，聖書に基づく，福音主義，平和主義の原初の再洗礼主義の新生を試みたのが，メノ・
シモンズである。
メノ・シモンズは，1469年，オランダの西フリジアのウィトマルスム村に生まれた。
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生家は牧畜業を営んでいたとみられるが，彼は，修道院で神学教育を施され，28歳でカ
トリック教会の司祭に任ぜられた。1531年に再洗礼主義者の殉教について聞き及んだこ
とから再洗礼主義に注目するようになり，1536年から再洗礼派の活動に参加した。メノ・
シモンズも，スイス兄弟教会の再洗礼主義者と同様に宗教改革の徹底を主張し，純粋な
キリスト者は，世俗権力および教会と離れることを要求し，宣誓と偶像崇拝を拒否した。
政府関連の職や軍事活動への参加を拒否することは，平和主義（paciﬁsm）を意味した。
1600年代後期にはスイスのメノナイト急進派がライン川とボージュ山脈の間のアルザ
スに移動し，再洗礼派の活動が始まってから170年後の1693年，メノナイト急進派のヤ
26）
。
ーコブ・アマンに従うアーミッシュが生まれた（図 3 ）

スイスのベルン州27）エルレンバッハのメンバーの指導的役割を果たすエルダー（長老
elder）であったアマンは，教会の刷新を訴え，聖餐式（コミュニオン）を年二回に増や
し，洗足を儀式化するなど厳格なきまりをもうけた。聖餐式は，教会メンバーが，すべ
て考え方を統一し調和に至っていることを確認する機会であった。それまでスイスでは
年一度のみ行われていた聖餐式を増やすことは，教会員への監督を強めることを意味し
た。また，洗足は，もともとスイス・メノナイトにおいては，行われていなかった。こ
れら二つに関しても，アマンの考えは，多くのメンバーに直ちに受け入れられることは
なかった。
アマンは，服装や身だしなみについても，メンバーの服装が統一されていること，す

図 3 17世紀後期から18世紀の南ライン渓谷のアー
ミッシュの活動地域
S.
M. A History of the Amish, Intercourse: Good Books, 1992.）
（出典：Nolt,
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なわち，帽子，服，靴下や靴のスタイルなどが同じであるべきだという厳格なきまりを
提示した。口ひげは軍人を連想させるのでこれをもたないこと，結婚後の男性は顎鬚を
剃らないこと，そして，ボタンは軍服を連想させると否定した。こうした経緯から，ア
ーミッシュは「かぎホックの人々」
（hook-and-eye）
，これに対してメノナイトは「ボタン
の人々」と呼ばれる。
さらにアマンは，きまりを守らないメンバーに対する社会的忌避を行う「シャニング」
の徹底を主張した。アマンは，破門は宗派からの追放のみならず社会的追放であると解
釈して，メノナイトと対立したのである。メノナイトにおいては，破門は，陪餐停止す
なわち聖餐式に加わらないことに限定されていたが，アマンは，社会と家庭の日常生活
すべてにおける忌避を重視したのである（Smith 1996: 4）
。
シャニングについては，長きにわたった議論に関し，1632年にいったん合意がなされ
ていた。オランダのドルドレヒト（ドルト）で行われた歴史的会合で，オランダと北部
地方のメノナイトのリーダーが教会の統合の証として「ドルドレヒト信仰告白（基準）
」
（Dordrecht Confession）を提示したのである。それによれば，教会を離れたメンバーに
対する忌避は，取引や社会的関係を停止させることであった。しかし，ドルドレヒト信
仰告白は，忌避の実践に関しては「キリスト教徒の寛容」を求めており，
「愛に関するキ
リストと使徒の教えに従って」
，教会は破門されたメンバーが必要とするときはこれを助
け，着させ食べさせることとしていた。信仰告白おいて，教会は忌避された者を敵と捉
えてはならず，その者が生活態度を改め，神と教会と和解することを求めなければなら
ないと注意を喚起していた。このように，信仰告白はキリスト教徒の倫理を明解にする
ことと，教会を離れたメンバーを呼び戻す願いとの均衡を保つため，シャニングの適度
な形を整えたとみられる（Nolt 1992: 18）
。忌避に関するメノナイトのドルドレヒト信仰
告白は，アメリカに移住した後のアーミッシュにも参照される重要な基準であり続けた。
だが，アーミッシュを誕生させたアマンは，適度ではなく，厳しいシャニングと主張
したのである。牧師や信者たちは，アマンに対し性急な破門を考え直すよう説得し，ま
たアマンと反対者との調停を試みたが両者は同意せず，スイス及びドイツ南部のアマン
に従うアーミッシュは，メノナイトから分離するに至った。ドイツ西部のパラティネー
ト（プファルツ）とスイスの教会の大多数はアマンに反対であったが，アルザスのすべ
ての教会はアマンに従った。

Ⅱ 迫害とマイグレーション
一人一人が聖書を読み信心を確信することを重視し，急進改革派とみなされた再洗礼
派は，世俗権力や教会権力から，二世紀にわたって激しい迫害に遭った。思想に関わる
重い罪を犯した人々に適用される焚刑や水に沈めることがしばしば行われた。人々は，
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居所を変え各地を転々として，山中の洞穴で隠れて集会し礼拝を続けた。捉えられた者
28）
は非暴力の信念に基づき無抵抗の姿勢で殉教していった（図 4 ・図 5 ）
。迫害の経験

は，千ページ以上に及ぶ『殉教者の鏡』
（Martyrs’ Mirror）
（van Braght 1685; Oyer and
Kreider 1990）に描かれ，世代を越えて伝えられた。
『殉教者の鏡』は，聖書と同様に，
再洗礼派の人々が身近に備えるものとなっている。迫害の記憶はアーミッシュの賛美歌
集「アウスブント Ausbund（Auss Bundt）
」にも刻まれている。
多くの人々が，信仰を守るために，モラヴィア，アルザス，ライン川両岸のパラティ
ネート（プファルツ）
，オランダ，ポーランド，ウクライナ，そして北米に逃れた29）。
1700年代には，アーミッシュ，ブレズレン，そしてメノナイトたちは，信教の自由を求

図 4 『殉教者の鏡』に描かれた「火刑」
（出典：Oyer, J. S. and R. S. Kreider, Mirror of the Martyrs: Stories of Courage, Inspiringly Retold, of 16th
Century Anabaptists Who Gave Their Lives for Their Faith. Intercourse: Good Books, 1990: 30）

図 5 『殉教者の鏡』の中の図。 ダーク・ウィレムス（ Dirk
Willems）
（左）は， 湖に落ちた追っ手を助け， 結果と
して1569年に火刑となった。
「敵を愛せ」という教えに
従う生活を示す図として， 再洗礼派に関連する多くの
場所に掲げられている
（出典：Oyer, J. S. and R. S. Kreider, Mirror of the Martyrs: Stories of Courage, Inspiringly Retold, of 16th
Century Anabaptists Who Gave Their Lives for Their Faith. Intercourse: Good Books, 1990: 36）
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めて移動し，アメリカ合衆国をはじめとする新しい地で生きる道を探った（Kraybill 2003a;
2010; Kraybill and Bowman 2001; 鈴木 2003a）
。
北米を目指した人々のアメリカへの入り口は，主として，アメリカのペンシルヴェニ
ア州であった。ペンシルヴェニア州は「ペンの森」として知られ，宗教的寛容を掲げ信
教の自由を保障したクエーカー（Quaker）教徒ウィリアム・ペン（William Penn 1644
1718）を頼って，様々な宗派の人々がこの地を目指した。ペンは，ヨーロッパから人々
がやってくる前に，森林地帯に居住する先住民と話し合い，平和的な移住者を迎えるこ
とを実現したとされている（図 6 ）
。ペンは入植者と先住民の平等を強調したとされ，先
住民を害さなかったということが，ドイツ系移民たちを大西洋を渡り「ペンの森」を目
指すことを前向きにさせた30）。
移民の多くは，スイス，オーストリア，ドイツなどドイツ語圏からやってきたのでペ
ンシルヴェニア・ジャーマンと総称されてきた。17世紀から18世紀にかけて宗教的迫害
や30年戦争による荒廃など生活状況，信念，世界観に関わる問題から人々が新天地を目
指し，新たな宗教的コミュニティとして，再洗礼派をはじめ，クエーカー，エフラータ・
クロイスター（Ephrata Cloister）
，シェーカー（Shaker）
，モラヴィアン（Moravian）な
どが組織された（鈴木 2010a）
。ヨーロッパにおける宗教的迫害を逃れ北米に移民した再
洗礼派は，60ほどのグループが5500以上の教区を形成し，およそ57万 8 千人のメンバー
を擁している（2011年）
（Kraybill 2010: xii）
。
メノナイトは，プロシア，ロシア，そして北米に移動し，世界中に多くの教会を展開
している。スイスやドイツ南部から北米に移動したグループ，オランダやドイツ北部か
らロシアやプロシアを経て，北米に到達したグループなどがある。カナダのオンタリオ
では，ロシアやメキシコを経て移動してきたグループもみられる。1683年，オランダか
らメノナイトの13家族がやってきて，フィラデルフィア近郊に居住地を拓き，1717年か

図6

ペンの条約（Penn’s Treaty）
（ベンジャミン・ウェス
トの絵画をもとにしてジョージ・ギルバートが製作し
た木版画 1849年）
（出典：Aurand, A. M., Early Life of the Pennsylvania Germans, p.1. Lancaster: Aurand Press, 1996（1966）
）
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ら1732年にランカスター地域に落ち着いた。1810年代に，スイスのベルンからオハイオ
州，インディアナ州に向かったメノナイトは，アメリカメノナイト系最大教派「メノナ
イト教会」を形成している。1880年代には，プロシアのメノナイトが合衆国カンザス州
へ移動した。
ブレズレンは，18世紀前半期に，二つのグループがペンシルヴェニアに移動した。一
つは，1715年に，ドイツのクレフェルドに移動し，そこで，メノナイトと緊密にコンタ
クトをとった後，1719年に，ピーター・ベッカーに率いられて移動したグループである。
1729年には，アレクサンダー・マックが，より大きなグループをオランダから率いてき
た。彼らは，1720年にドイツのシュワルツェナウから，迫害を逃れてオランダにやって
きていた。両方のグループは，ジャーマンタウンに落ち着き，その後ランカスター郡に
居住地を広げた（図 7 ）
。これらのグループの人々は219人を数えるほどだったが，かれ
らが構成する最初の組織がジャーマンタウンのメノナイト教会に設けられた31）。
最初のアーミッシュ居住地は，ペンシルヴェニア州バークス郡の北中部である。1736
年に，ディートヴァイラーとジーバーの二家族が到着した。彼らが，その後18世紀にア
メリカにやってくる500人のアーミッシュの最初だと考えられている。ヤコブ・バイラ
ーが，バークス郡のノースキルクリークとアイリッシュクリークの土地を購入し，おそ
らく200人ほどの人が居住するセトルメントに成長した32）。次に，数家族が，ランカス
ター郡にやってきて，ランカスター市北東数マイルのオールド・コネストガ・セトルメ
ントと呼ばれる居住地を拓いた。さらに，1767年までにやってきたアーミッシュは，ペ
ンシルヴェニア州サマセット郡を目指し，18世紀には， 3 つの教区が形成された。1791
年からは，北東部のミフリン郡にもアーミッシュ居住地が開かれた（Nolt 1992: 56 58）
。
ハッタライトは激しい迫害を逃れ，その多くはモラヴィア（チェコ共和国）に移動し
（Hostetler 1983b）
，さらに1770年にはロシアに移動，100年後にアメリカ合衆国にやって

図 7 18世紀のアーミッシュ居住区
（出典：Nolt, S. M. A History of the Amish, p.62. Intercourse: Good Books, 1992）
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きた。ハッタライトは，コミュナリズム（共同体主義 communalism）に基づき，財産を
共有し，多くが，地方の広大な農場で共同生活を続けている。1870年代にアメリカ合衆
国にやってきて以来，ハッタライトは，コミューンとしての性格を強くもっており，最
も長期にわたって，共同生活（communal living）
（Kraybill 2010: 111）を続け，コロニ
ーを 3 から460に増加させてきた。コミュニティでは，家族の生活の場が確保されてい
る一方で，食事は共同の食堂で摂り，子どもの教育は専任の者があたっている。ハッタ
ライトの人々は，個人所有を，利己的な考え方，合理主義，虚栄心，そして他の様々な
悪の種の象徴と考えている。共同所有を続けることによってメンバー間の平等を確保す
ることは，コミュニティを存続させる上で重要視されてきた。服装についてもきまりに
従い，特徴ある装いをしている（写真 5 ）
。共同所有に基づく生活様式を守るために，人
里離れた内陸部で大規模な農業を展開してきた。だが，彼らは，機械を使用することを
とくに問題とは考えておらず，巨大なトラクターが広大な農地を耕している。
非暴力主義という伝統を守ることも，ハッタライトの人々が移動を続けてきた大きな
要因となっている。第一次世界大戦時に，アメリカ合衆国で良心的兵役拒否に関する非

写真 5
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ハッタライトの人々の服装に多く使われる水玉模様の女性用
ボンネット（ゴーシェン大学メノナイト歴史図書館 インディ
アナ州ゴーシェン 2009年）
。
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難を受けて，多くがカナダへ移住することを選択した（Epp 1994: 17）
。だが，カナダに
おいて，ハッタライトの農業における影響力拡大が問題視されたこともあり，アメリカ
合衆国で生活を再開したグループもある。

Ⅲ オルドヌング ― 検討され続ける規律
2015年 5 月に北米（合衆国の31の州，カナダの 2 州）のオールドオーダー・アーミッ
シュは30万人で，人口は増加傾向にある。全体のおよそ63％がオハイオ州，ペンシルヴ
33）
。
ェニア州，そしてインディアナ州で暮らしている（図 8 ）

オールドオーダー・アーミッシュは，服装やふるまいなど生活実践に関し細かく定め
たオルドヌングに従って生活している。オルドヌングは文書化されていない特定の教区
の規則集で，考え抜かれたうえ少しずつ変化してきたものである（Beiler 1982; Nolt 1992:
126）
。
オルドヌングは，謙虚と質素という一般的な方針を含む。それは例えば聖書において
「あなたがたは，神に選ばれた者，聖なる，愛されている者であるから，憐れみの心，慈
愛，謙そん，柔和，寛容を身につけなさい」
，と表現されている（コロサイ人への手紙 3.
12: 日本聖書協会 1998: 317）
。オルドヌングで禁じられていることは，自動車の所有，公
共の電線から電気を引くこと，テレビやパーソナル・コンピュータの所有，高校や大学
など高等教育機関への通学，軍隊への入隊，離婚などである。オールドオーダー・アー
ミッシュとして生きることを選択し洗礼を受ける者は，所属しようとする教会のオルド

図8

北アメリカにおけるアーミッシュ教会（Congregation）の
分布34）
（出典：Kraybill, Concise Encyclopedia of Amish, Brethren, Hutterites, and Mennonites. Baltimore: The Johns
Hopkins University Press, 2010: 8）
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ヌングに従うことを誓う。誓いを破った者は破門される（Kraybill, Nolt and WeaverZercher 2007: 195 196）
。
馬車の使用や電線を引かないという生活スタイルから，アーミッシュは1800年代から，
まったく変わらない生活をしているように感じられる。だが，実際にオールドオーダー・
アーミッシュを訪ねると，その生活実践は，それぞれの解釈によって多様性がある。オ
ルドヌングは，聖書の解釈，および信教に相応しい生活実践を考えて，創られてきたも
のである。オルドヌングのなかには，比較的明確なものと，流動的なものがみられる。
聖書の解釈が明確な部分については，シンボルとしても重要視されている。
オルドヌングは，教会コミュニティごとに，変更される可能性に開かれている。オル
ドヌングの変更を検討する際に重要な点は，外の世界からもたらされる物や習慣が，人々
に「差」や優越感を生じさせないか，教会コミュニティを乱さないか，ということだ。
オルドヌングの決定に関わるのは，新しい物や生活様式が，コミュニティ・メンバーを
互いに近づけ，そして神に近い者とするか，あるいは，メンバーを互いから引き離し，
神からも遠い者とするかということである。革新や発明の一つ一つについて，受け入れ
られるものかどうか検討が加えられる。
したがって，習慣や「伝統」は必ずしも古くから継承されたものとは限らず，各々の
教会の考え方を表明する役割を担う。そのため，オルドヌングは年二回開かれるコミュ
ニオン（聖餐式）前の教区民会議で確認され，合意に至れば修正され新しい規則として
採用されることもあれば，新しい教会が形成され分離してゆくこともある。聖餐式は，
年一回のみこれを行っていたスイスの再洗礼派（スイス・アナバプティスト）から，年
二回に増やすことを主張したアマンに従うアーミッシュが分離した論点の一つであった。
聖餐式は，教会コミュニティの会衆が規律に関して一致した意見をもち，悪意を抱いた
り不満をもつ者がなく，その後も共に生きる決意をして共に食事をする重要な機会と捉
えられている35）。
オルドヌングの生活における適用については，個々人の解釈や意見も重要である。た
とえば，ペンシルヴェニア州ランカスター郡レオラで農業をしているサム・リール（序
章Ⅳ 1 も参照）は，農場の端に店をもっていて外部との交渉がある一方で，小さな子ど
36）
が近づくことを好
もたちへの影響に配慮して，農場や家に「イングリッシュ English」

まない。学生と著者37）と話をするときは，著者たちが家を訪ねるのではなく，こちらの
車に乗り込んでくるほどである。もちろん写真撮影には応じない。だが，意外なことに，
臓器移植など現代の医療技術を認めるかと質問すると，子どものためなら適用する可能
性があるという。聖書に明記されていないことについては，一人一人の価値観に照らし
て考え，コミュニティのメンバーと話し合って決定してゆくのである。
サムは，1999年に初めて著者と学生たちが訪ねたオールドオーダー・アーミッシュで
ある。オールドオーダー・アーミッシュから離れ，今はアーミッシュ・メノナイトとな

38

第 1 章 様々なアーミッシュたちの登場 ― 信仰表現としての生活実践の選択

っているエイダの紹介で，かれは著者たちに，自分の生活について話してくれた。サム
は，ニューヨークやワシントン D. C. に比較的近く観光地化され土地が高騰しているラン
カスターという地で，自分と家族が信じる生き方を続けられるように，農業や店を続け
る生活を模索していた。それは著者たちが想像していた保守的な態度とも，観光地化さ
れたアーミッシュのイメージとも異なっていた。また，エイダは，異なるグループに属
することを選択したとしても，オールドオーダーのオルドヌングを尊重し，サムから信
頼されつきあいを続けているように見えた。オルドヌングや様々のきまりは，実際，人々
の生活をどのように規定しているのだろうか。またそれらは，人々のコミュニケーショ
ン，時間や価値観の共有にいかなる意味を与えているのか。著者は，そうした観点から
アーミッシュの生活に注目するようになった。

1 馬車で行ける距離にいること
オールドオーダー・アーミッシュが多く居住する地域では，日曜日には蹄の音が響き
わたり人々が忙しく移動する。現代文明と距離を置くアーミッシュの特徴として，コミ
ュニケーションのとりかたがある。アスファルト道路に蹄の音が響いて馬車が走ること
は，オールドオーダーの人々の存在を知らせている（写真 6 ）
。馬車を使用することは，
常に10マイル程度の近隣で生活することを意味する。自動車を利用することは，人々の
関係性や時間の使い方に変化をもたらすと憂慮されてきた38）。車の使用は，人々が家か
ら遠くへ，そして行くべきではない場所に行くことを可能とする変化をもたらすに違い
ないとみなされている（Scott 2012: 40）
。
馬車は，グループによって異なり，ペンシルヴェニア州ランカスターでは灰色が多く，

写真 6

日曜日に礼拝に参加するために馬車を走らせているアーミッシュ（ペンシルヴェニア州ランカ
スター 2007年）
。
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オハイオ州やインディアナ州では黒がみられるというように，多様な色とスタイルがあ
る39）。それによって，一般社会の人々にも，また，同じアーミッシュの人々の間でも，
自分たちが何者であるか知らせているかのようである。現代の一般道を走るので，交通
事故の危険も多く，馬車の後ろに反射表示板をつけることを義務付けている地域も多い。
だが，このことを，世の中の変化を一方的に押し付けるとして，従おうとしないアーミ
ッシュ・コミュニティもある。

2 礼拝とフェローシップ・ミール
礼拝は，二週間ごとにメンバーの家でドイツ語の方言を用いて行われる。オールドオ
ーダー・アーミッシュは，およそ20から40家族で教区40）を構成しているが，そのメンバ
ーが集まるのである（写真 7 ）
。メンバーたちは，道や小川で区切られた近隣の地域，教
区に暮らしている。平均して25家族，大人75人（子どもを含めると150人を超えること
もある）が一つの教区をつくる（Kraybill 1990: 21）
。
礼拝は約 3 時間持続する。礼拝の方法は，聖書に示されている方法を引き継いでいる
とされている（鈴木 2003b）
。人々は，背もたれのないベンチに座る。始めと終わりに古
いドイツ語の本に従って歌う41）。曲は非常にゆっくりしたテンポで，聖歌のようである。
楽器による伴奏はない42）。みずからもオールドオーダー・ブレズレン（オールドオーダ
ー・リヴァー・ブレズレン）に属する研究者，ステフェン・スコット（序章Ⅳ 1 参照）
は，ペンシルヴェニア州を中心にオールドオーダー・アーミッシュの生活について情報

写真 7

40

礼拝が行われる家にやってきた人々とバギー（ペンシルヴェニア州ランカスター 2007年）
。
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を蓄積してきた。スコットによると，礼拝の形式は，アーミッシュの生活において最も
変更のない部分であり，様々なコミュニティやグループの慣行はほとんど均一である
（Scott 2012: 36）
。
監督（ビショップ bishop）やミニスター（説教者 minister）
，ディーコン（執事 deacon）
は会衆から選ばれる。かれらは，無報酬で専門職としての訓練を受けてはいない。専門
職としての牧師を持たず，男性メンバーが説教を行うことは，聖職者の条件として，謙
遜，良き農夫，家庭をまとめられることが重視され，また，すべての人が聖書に基づく
信仰において平等であることを表現している43）。ディーコンなどの聖職者は，投票と神
の御心を表現すると考えられている「くじ（lot）
」によって決定される44）。
礼拝の後には必ず教会メンバーが共に食事するフェローシップ・ミール（fellowship
meal）で親睦を深める。食事をともにし，午後まで，話をしたり歌をうたったりして過
ごすのである。食事のメニューは，鶏や豚などの肉料理，マッシュポテトとグレイヴィ
（肉汁で作ったソース）
，温野菜，サラダ，たくさんの種類のパイなどのデザート，レモ
ネード，コーヒーから構成され，大皿に用意された料理を回してサービスされる。礼拝
後の時間は，メンバーの状況について情報を定期的に交換できる機会でもある。天気の
よい秋の午後に，近くの家で催された礼拝と食事から歩いて帰ってきたランカスターの
アーミッシュの友人夫妻（ゾルとナンシー）は，二人ともリラックスした雰囲気で友人
を訪問してきたという風情であった45）。ゾル夫妻は，著者が，自身がメノナイトであり
MCC で各地の支援事業をリードするケン（ケネス）
・センセニッグ（序章Ⅳ 1 を参照）
の紹介で会うことができたオールドオーダー・アーミッシュである。ランカスターのな
かでは，より観光地化の程度が少ない保守的な北東部の教区に住んでいるが，農業のみ
ではなく主として機械整備士として働いてきた。オールドオーダーとしてのきまりに従
う一方で，MCC と協力してアーミッシュの立場で支援事業に加わってきたゾルたちとの
出会いによって，著者はアーミッシュの生き方への謎と関心をより深めることになった
のである。
アーミッシュの人々は，礼拝のない日曜日には互いに訪問しあう「サンデー・ビジテ
ィング」を行う。一週間に一度仕事を休むことは，聖書にも書かれている重要な生活の
きまりである。ポーチやリビングに置かれた椅子に座って，家族や友人との語りあいを
太陽のもとでゆったり楽しむことが，信仰に叶う大切な暮らし方なのである46）。それゆ
えに，日曜学校を行うことも，アーミッシュにとっては変更であり受け入れることので
きない点として，グループの分離の原因となった。
このように教会はアーミッシュたちの生活の重要な部分を構成している。アーミッシ
ュにとって，教会とは建物ではなく，信仰を共にする会衆のことである。再洗礼派の起
源を重視するアマンに遡るアーミッシュにとって，教会メンバーの家における礼拝は，
イエス・キリストの初期教会のありかたに従うという重要な信仰形式だった。それはま
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た，迫害のさなかに山中で密かに礼拝を続けることによって保ってきた教会のかたちそ
のものである。また，財産を共有するコミューンを形成することなく，家族を基盤とし
て教会コミュニティを維持しているアーミッシュにとって，各家庭で礼拝を開くことは，
メンバーの状況を知り助け合うための情報を得るためにも重要である。定期的な礼拝の
ほか，結婚式や葬式といった個人の人生とコミュニティのありかたに影響を与えるイベ
ントも，家で行われる。だからこそ，礼拝の形式を変更したり，礼拝のためのミーティ
ングハウスを建てることは，アーミッシュから分離するグループを生み出す大きな問題
となったのである。

Ⅳ 教会と様々なグループの登場
1 三つのカテゴリー
きまりと変化に関する異なる見方は，アーミッシュ教会の分離と深く関わっている。
ヨーロッパからやってきたアーミッシュは，アメリカにおいても，一般社会の影響をど
のようにとらえるのか選択を迫られてきた。
「個人の選択の自由」というアメリカの重要
な文化的価値観は，アーミッシュが重視してきた教会コミュニティに従うという態度と
は緊張関係にあった47）。アメリカでは一般に，社会の進歩を達成するために，教育やテ
クノロジーの革新の重要性が信じられてきた。他方，アーミッシュは，世俗との分離と
いう考え方や簡素で謙虚であるという価値観から，より新しいものを警戒してきたので
ある（Nolt 1992: 125）
。
だが，一般社会の変化を見据えつつ，変化してゆくことを考慮するアーミッシュも現
れた。1850年以降は，異なる考え方をもつグループの間で緊張関係が高まり，教会地区
が二つのグループに分かれることも見られた48）。この時期には分離が各地で進行した。
たとえば，インディアナ州北部では，1860年までに「伝統を重視する tradition-minded」
派と「変化を考慮する change-minded」派の存在が顕著となった（Nolt 1992: 125 126）
。
分離を理解するうえで重要なのは，オルドヌングに関する議論である（Beiler 1982）
。
前述のように，オルドヌングは，書かれた規範や規則本ではなく，考え抜かれたうえ変
化を遂げてきたものである。伝統を重視するアーミッシュにとってオルドヌングは，聖
書の教えと価値観をきまりに従った服装をすることなどによって変わることのない守る
べきものとして表現するものであるのに対し，改革を志向するアーミッシュにとってオ
ルドヌングは，これらの教えと価値観は，常に変化する世界の中で多くの異なる方法で
表現されうるものであった（Nolt 1992: 126）
。
1850年頃，いくつかの避けられない問題が様々なアーミッシュ・コミュニティで現れ
た。インディアナ州北部，オハイオ州東部，そしてペンシルヴェニア州中部の不調和は，
他のコミュニティにも影響を与えた。すでに1840年代には，インディアナ州北部では，

42

第 1 章 様々なアーミッシュたちの登場 ― 信仰表現としての生活実践の選択

オハイオ州とインディアナ州から1841年にやってきた，最初のアーミッシュ居住者の間
の違いが際立ってきていた。オハイオ州から来てその多くがエルクハート郡に居住した
アーミッシュは，ペンシルヴェニア州から来てその多くがラグランジュに居住した人々
に比べると，伝統を重んじるタイプではなかったのである。革新的な監督のアイザック・
シューマッカーとジョーナス・トロイヤーに率いられた，エルクハート郡のアーミッシ
ュは，高価な美しい服を着て，より長い期間公的機関で教育を受けることも，政治機関
の事務所で働くことにも寛容であった。彼らは，一般社会に適合して生きることも認め
ていたのである。伝統的なラグランジュの人たちから見れば，このような変化は看過で
きるものではなく，結局この教会は，一つの家で礼拝できないほど人数が膨れ上がった
のを機に，二つの教会地域に分離した（Nolt 1992: 127 129）
。
洗礼に関する問題も浮上していた。オハイオ州やペンシルヴェニア州では，伝統的な
教会における洗礼ではなく，小川で行う洗礼を主張する者が現れた。いずれも認められ
たが，小川の洗礼は，改革派が提示する象徴的な実践であった（Nolt 1992: 129）
。
1850年代の三州においては，議論における主張の違いにもかかわらず，人々は，まだ
互いに「アーミッシュ」であると認め合っており，完全に分かれてしまったわけではな
かった。高まる緊張の中で，アメリカ全体からアーミッシュのリーダーが集まり，オル
ドヌングを確認するという，アーミッシュの将来を考える，
「ミニスターズ・ミーティン
グ」
（サーバンツ・ミーティング Diener-Versammlungen）が1862年から1878年まで実施
された。なかでも，1865年は，伝統を重んじるアーミッシュと変化を受け入れるアーミ
ッシュの分離の画期となった。変化を受け入れるアーミッシュたちがリードしてきた「ミ
ニスターズ・ミーティング」において，保守的なグループのミニスターたちは，変化に
関し妥協できない点を共同で明示し，およそ三分の一の保守的グループは，このミーテ
ィングから脱退した。妥協できない点とは，たとえば，華美な服装，派手な家や馬車，
世俗的なビジネスを行うことなどである（Nolt 1992: 131 139）
。
保守的なアーミッシュは，
「オールドオーダー」を意味する「オルドヌング」の伝統的
な理解に従っていたので，変化を受け入れる者たちは，保守的なアーミッシュを，
「オー
ルドオーダー・アーミッシュ」と呼んだ 49）。変化を受け入れるアーミッシュは，より世
俗的な生活をしているメノナイトに近いという意味で，
「アーミッシュ・メノナイト」と
呼ばれるようになった。1865年の「ミニスターズ・ミーティング」の後，
「オールドオ
ーダー・アーミッシュ」と「アーミッシュ・メノナイト」という呼称が，二つの主たる
アーミッシュ・グループが選択した異なる道を示すものとなったのである。1877年には，
ペンシルヴェニア州ランカスター郡でも，アーミッシュ・コミュニティは分離を経験し
たが，ほとんどのアーミッシュは，伝統的な道を選んだ（Nolt 1992: 139）
。
こうしてアーミッシュたちは，聖書の解釈に基づく生活実践に関する考え方の違いに
よっていくつものグループに分かれてきた。アーミッシュのみならず，再洗礼派全体に
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関しても，聖書の解釈とそれに基づく生活実践は多彩である。近年，再洗礼派は，日常
生活における実践に基づき，便宜的に，
「トラディショナル traditional」
（伝統的）
，
「ト
ランジショナル transitional」
（過渡的）
，そして，
「トランスフォメーショナル transformational」
（転換的）のカテゴリーに分けて把握されている（Kraybill and Hostetter 2001:
55 57）
。
「トラディショナル」は，主として，伝統を重んじるオールドオーダーと呼ばれるグル
ープや人々が保持しようとしている態度を指す。トラディショナルな人々は，
「プレイ
ン・ピープル plain people」
（簡素な人々）と呼ばれてきた。聖書に基づく質素な生活を
するという価値観をもち，それを簡素な服装などに表現しているからである。トラディ
ショナルな姿勢をもつ人々は，一般的な伝道は行わず，自分たちが生活していることそ
のものが，生活様式を表現することであり，自分たちの伝道のかたちであると考えてい
る。
「トランジショナル」と呼ばれる人々は，環境や社会の変化に応じて，生活スタイルを変
化させることを考慮する姿勢を有している（Nolt and Meyers 2007; Hurst and McConnell
2010）
。かれらは，他のメンバーの宗教に関する経験や考え方，そしてテレビを除くテ
クノロジーの使用については，寛容である。また，シャニングは行わない。トランジシ
ョナルなグループのほとんどは，伝統的な生活様式の一部とその意味に疑問を抱いた人々
が，新たに創り出してきたものである。トランジショナルなグループの人々が，利用す
るようになった車やミーティングハウスは，聖書に従うという人々の信仰の出発点に関
し大きな問題であった。
「トランスフォメーショナル」なグループは，自分たちの宗教的信念に基づき，一般社
会に影響を与え，変化させることに積極的な姿勢を示している。かれらは，高等教育を
支持し，現代的な服装を受け入れている。伝統的なグループとは異なり，男女の性別役
割分担を主張しない。専門職としての聖職者を雇用し，大規模な教会を組織している。
通信手段をはじめとして，テクノロジーを広く使用している。個人主義を認め，様々な
政治的活動に関わっており，社会正義を守り，紛争を調停する活動にも積極的に参加す
る。
生活実践に関する多様な考え方の存在は，アーミッシュたちの生き方の把握と人々の
アイデンティティに関する論点を照らし出す。生活実践の変化を取り入れる人々が現れ
たことは，すべての人にアイデンティティの再考を迫り，伝統的な色合いを強めたより
トラディショナルな姿勢をもつグループをも誕生させることになった。
「オールドオーダ
ー・アーミッシュ」や「ハウス・アーミッシュ」という呼び名も，新たに登場したテク
ノロジーや教会の建物としてミーティングハウスを利用するグループと区別するために
用いられるようになったものである。1850年以前は「オールドオーダー」という区分は
明確ではなかった。
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2 ミーティングハウス・アーミッシュ ― アーミッシュ・メノナイト
礼拝専用のミーティングハウスを設けることは，新たなグループが分離する原因とな
ってきた。1853年には，イリノイ州ロック・クリークのアーミッシュが，継続的に使用
する目的で最初のミーティングハウスを建設した。1855年には，オハイオ州でもいくつ
かのミーティングハウスが建設された。また，インディアナ州では，1856年から，ミー
ティングハウスでの礼拝が始まった。数年のうちに，より多くの変化を受け入れるアー
ミッシュが，ミーティングハウスを建てたのである（Nolt 1992: 109）
。分離したグルー
プは，オールドオーダーとの様々な違いを表現していたが，共通であったのはミーティ
ングハウスにおける礼拝をとりいれ，最初のアーミッシュであるスイス・ブレズレンに
よって使用された最も古い賛美歌集「アウスブント」ではなくよりモダンな賛美歌集を
使用するようになったことである。また，一般に厳しいシャニングに疑問を抱いていた。
伝統的なグループから分離したグループは，ミーティングハウス・アーミッシュ，チ
ャーチ・アーミッシュ，ビーチー・アーミッシュ，アーミッシュ・メノナイトなど多様
な名称で呼ばれる（図 9 ）
。
「アーミッシュ・メノナイト」という呼び方は，オールドオ
ーダーよりも寛容なグループを包括して用いられることが多い。
その後，19世紀後半には，変化を受け入れる態度を有するアーミッシュ・メノナイト
は，さらに改革的な二つのグループが分離するという変動を経験した。1865年には，エ
グリー・アーミッシュ（Egly Amish）が，アーミッシュ・メノナイトから分かれた。リ
ーダーのエグリーは，重い病の折に回心を経験したことから，教会メンバーの洗礼にお
いて，そうした経験の有無を問うようになった。他のアーミッシュ教会から，個人的な
回心の経験は，神を信じることによってのみ救われるという信仰とは異なると批判され
た。だが，エグリーは，そもそも再洗礼派は，個人の信教の決意を重視するのではない
かと反論し，このグループは分離した（Nolt 1992: 143 146）
。個人の信教や神に従うこ
との意味と実践に関する考え方の違いが，分離の原因となったのである。
1871年から1872年にかけて，イリノイ州マクリーン郡のジョゼフ・スタッキー（1862

図 9 アーミッシュ教会の変化
（出典：Nolt, A History of the Amish. Intercourse: Good Books 1992: 140）
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1902）に率いられた，スタッキー・アーミッシュが分離した。彼らは，写真撮影や日
曜学校を受け入れ，また，服装に関する決まりをゆるやかにし，礼拝で歌う讃美歌も，
最初のアーミッシュであるスイス・ブレズレンによって使用された最も古い賛美歌集「ア
ウスブント」のものではない曲を選びオルガン伴奏をつけることもあった。さらに，シ
ャニングについて寛容な態度を示し，より変化を認める態度を示す教会に移った元メン
バーとのつきあいを続けることを認めた。
多くのアーミッシュ・メノナイトは，一般に伝統的な服装の着用を続けていた。19世
紀後半からは，アーミッシュ・メノナイトとメノナイトの教会が合併して一つの教会と
なる状況がみられたが，一般には，メノナイトのなかでも，比較的伝統的な傾向のオー
ルド・メノナイト教会との合併であった（図10）
（Nolt 1992: 155）
。

図10 変化を受け入れるアーミッシュ教会の系譜
（出典：Nolt, A History of the Amish. Intercourse: Good Books 1992: 140）

ビーチー・アーミッシュの登場
1920年代から1930年代にかけて，アーミッシュは，教育，軍事活動への参加など外の
世界との関係に関する問題のみならず，自らの内部の多様な見解に向かわざるを得なか
った。
1927年代以降，
「ビーチー・アーミッシュ Beachy Amish」
（ビーチー・アーミッシュ・
メノナイト，アーミッシュ・メノナイトと呼ばれることもある）という，新しいアーミ
ッシュ・グループが登場した。この新しいグループも，1890年代以降の「厳しいシャニ
ング」に関する論争に，影響を受けている。ペンシルヴェニア州サマセット郡のアーミ
ッシュ教会は，すぐ南のメリーランド州ガレット郡にある，保守派のアーミッシュ・メ
ノナイト教会に移りたいという一部のメンバーの申し出に，どのように対処するのか判
断を迫られていた。1895年以前は，サマセットとガレットの人々は，一つの教会の会衆
であり，友好的で親戚関係にある者も多かった。ガレットに移りたいと申し出た人々は，
メンバーシップの移動を望んだのである。
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サマセットのアーミッシュ教会の監督モーゼス・D・ヨーダー（1847 1927）は，
「厳し
いシャニング」の主張者だった。だが，1916年に，准ビショップとなったモーゼス・M・
ビーチー（1874 1946）は，アーミッシュ・メノナイト教会に移った人々にシャニング
を適用しないと明言した。他のアーミッシュ教会から調停にやってきたリーダーたちの
説得にもかかわらず，1927年 6 月，ヨーダーとビーチーの支持者は別れることを選び，
それぞれ礼拝と聖餐式を行うようになったのである。大多数は，ビーチーに従った。
変化を受け入れるビーチー教会のありかたは，同じような考えをもつ北米の他のアー
ミッシュたちを惹きつけた。1930年以降，ビーチー教会とほぼ同時に自動車を受け入れ
たランカスター郡の革新的アーミッシュ・グループは，非公式にサマセットのビーチー・
グループと提携した（Nolt 1992: 235）
。監督ジョン・A・シュトルツフス（1870 1957）
に率いられた，これらランカスター郡の人々は，1909年から1919年の「厳しいシャニン
グ」論争を機に，ランカスター郡のオールドオーダー・アーミッシュから離れたほとん
どすべてのピーチェイ教会のメンバーであった。このシュトルツフスの教会メンバーは，
教会の建物，すなわちミーティングハウスを用いて礼拝を始め，伝統的なアーミッシュ
であることをやめたのである（Nolt 1992: 233 234）
。
このように，礼拝専用のミーティングハウスを設けることは，新たなグループが分離
する原因となってきた。教会メンバーの家における礼拝は，聖書に記されているイエス・
キリストの初期教会のありかたに従うという重要な形式だったからである。二週間に一
度の礼拝の後，共に食事をすることも，コミュニティ・メンバーの懇親の機会として重
視されてきた。
1853年には，イリノイ州ロック・クリークのアーミッシュが，継続的に使用する目的
で最初のミーティングハウスを建設した。翌年には，隣のパートリッジのアーミッシュ・
コミュニティでミーティングハウスを建設した。1855年には，オハイオ州ローガンやシ
ャンペーン郡でもいくつかのミーティングハウスが建設された。また，インディアナ州
ハウパッチでは，1856年から，ミーティングハウスでの礼拝が始まった。数年のうちに，
より多くの変化を受け入れるアーミッシュが，ミーティングハウスを建てたのである
（Nolt 1992: 109）
。分離したグループは，オールドオーダーとの様々な違いを表現してい
たが，共通であったのは，ミーティングハウスにおける礼拝をとりいれ，アウスブント
から離れてよりモダンな賛美歌集を使用するようになったことである。また，一般に厳
しいシャニングに疑問をもっていた。

カンザス州のビーチー教会
以上のように，オールドオーダー・アーミッシュから離れ，新しい教会を創るにあた
っては，様々な理由が示されてきた。下記では，新しいビーチー・アーミッシュ教会の
リーダーを務めてきたデヴィッド・L・ミラー（序章Ⅳ 1 も参照）への聴き取り（2009
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年10月29日）や，新聞記事（カンザス州ハッチンソンの日刊新聞 The Hutchinson News,
Saturday, August 9, 2008）に基づいて，新しい教会を選択した理由を探っていきたい。
カンザス州のデヴィッド・L・ミラーは，1958年にビーチー・アーミッシュとなって，
新しい教会としてセンター・アーミッシュ・メノナイト教会の創立をリードしてきた。
この教会は，カンザス州ハッチンソンにあり，創立年は1958年，メンバーは169（2014
50）
。デヴィッド・L・ミラーとの面会は，ペンシルヴ
年現在）である（写真 8 ・写真 9 ）

ェニア州エフラータの MCC で勤務するメノナイトのケン・センセニッグ（序章Ⅳ 1 も
参照）から得た情報から訪問したミラーの娘および孫の紹介によって実現した。
デヴィッドは，かれらがオールドオーダー・アーミッシュから離れた理由として，よ
り外部に開かれた（more visitor friendly）教会を持ちたかったことをあげている。
ミーティングハウスをもつことは，外部の者が参加しやすい環境を作ることでもあっ
た。彼は，ペンシルヴェニア・ジャーマン（より伝統を重視するオールドオーダーの人々
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写真 8

自宅にて，アーミッシュ・メノナイト教会の分離の経緯について語る，デヴィッド・ミラーと
妻（カンザス州パートリッジ 2009年）
。

写真 9

アーミッシュ・メノナイトのミーティングハウス「センター・アーミッシュ教会」
（カンザス
州ハッチンソン 2009年）
。
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が使い続けてきたペンシルヴェニアなまりのドイツ語，しばしば，ペンシルヴェニア・
ダッチと呼ばれる）で行われる礼拝の内容を，理解することが難しいという経験もして
いた。ミラーは，
「分離は痛みを伴うもので誇れることではないが，避けられないもので
ある場合にはどのように対処する（handle）か」が重要だと述べている。今では，教会
は，シーダー・クレスト・アーミッシュ・メノナイト教会（第 2 章参照）など二つのシ
スター教会（同じ信念を持つ人々が，別な地域で発展させる教会）をもつまでになった。
シーダー・クレスト・アーミッシュ・メノナイト教会もカンザス州ハッチンソンにあり，
創立年は1978年，メンバーは145（2014年現在）である51）。
実際，礼拝は，誰もが参加できて声をあげられる雰囲気である52）。アーミッシュ教会
のメンバーはすべての者が平等という精神を受け継いでいる。小さな子どもたちも親た
ちと参加する（写真10・11）
。伝道や支援のため遠隔地にいる者や病気で礼拝に参加で
きないメンバーの状況は，必ず報告され共有される。
2000年代初めに，オールドオーダー教会を離れてシーダー・クレスト・アーミッシュ・
メノナイト教会のメンバーになったイーシュは，ビーチー・アーミッシュとなって，ミ
ーティングハウスを使用するようになり，むしろ礼拝に集中できるようになったと述べ

写真10・11 アーミッシュ・メノナイトの礼拝。男女は左右に分かれて腰掛ける。小さな子どもたちも
参加する（センター・アーミッシュ教会 カンザス州ハッチンソン 2009年）
。
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ている。オールドオーダー・アーミッシュが多く住むカンザス州ヨーダーで育ったイー
シュは，家庭で順番に行う礼拝の準備として家中の掃除を行う負担が重いものであった
ことや，ドイツ語で行われる礼拝の内容をすべて理解することが難しかったことを報告
している。ここ 6 年間（2008年現在）
，多くの若い人々が新しい教会に参加している。彼
らが属していたヨーダーのオールドオーダー・アーミッシュ教会もこうした若い人々に
理解を示したおかげで，かれらは厳しいシャニングを経験せず穏やかにメンバーシップ
を変更することができたという。
20世紀を通じて，ビーチー教会はオールドオーダー・アーミッシュ教会から移動する
多くのメンバーを受け入れてきたが，同時に，アーミッシュや再洗礼派とは関わりがな
かった人々が福音主義の信仰と日常実践に魅力を感じて参加する道も開いてきた（Nolt
53）
。多様な生活習慣に寛容であるビーチー教会は，アーミッシュとメノナイ
1992: 235）

トの中間的な教会としてユニークな位置を占めてきた。オールドオーダー・アーミッシ
ュ教会と異なる点の一つは，礼拝後の教会員の共食は通常は行われず，教会員は三々五々
昼食を食べることである。別々に暮らしている親と子ども世代が共に食事を摂る機会と
なっていることも多い。こうした傾向は，メノナイト教会の礼拝に関しても同様である。
アーミッシュ・メノナイトは，服装，生業，そして教育に関し様々な選択を行ってき
た。農業を行い，ホームスクールで子どもを育てている者もいれば，カレッジの卒業資
格を取得し都市でサラリーマンとして働いている者もいる（第 2 章Ⅳ参照）
。かれらは，
伝道やミッション活動にも積極的である（写真12）
。だが，聖書に基づく個人の信仰を出

写真12 アーミッシュ・メノナイトの家族
中南米で伝道や孤児院の運営を行ってきた家族の食事は，今でも滞在した地域のメニューが多
い。中南米からの養子も育ててきた（カンザス州 2009年 写真撮影：鈴木公二）
。
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発点とする点で，自分たちを「アーミッシュ」であると表現する場合もある54）。

3 現代文明の適用に関する議論
ビーチー教会の分離においても，生活実践に関する考え方の違いは，シャニングの問
題だけではなかった。ビーチー教会は，革新的とされていた日曜学校（サンデー・スク
ール）を受け入れ，電線をひき公共の電気を使うようになったのである。

日曜学校
日曜学校は，1800年代にオハイオ州ローガン郡のアーミッシュが最初のプログラムを
始めた時から，保守的なアーミッシュが常に問題視してきたことである。1800年代初期
にアメリカのプロテスタントの間で，聖書に関する統制のとれた教育を行うという目的
で，日曜学校が広まった。1850年代には，ローガン郡やシャンペーン郡のアーミッシュ
の子どもや若者たちのなかには，地域の教会が共同で運営する合同日曜学校に参加する
者が現れた。1863年に，監督のジェイコブ・ケナジーと説教者デイヴィド・プランクが，
最初の継続的な日曜学校をミーティングハウスで始めた55）。だが，これに反対する人々
は，宗教教育は家庭で行われるべきものなのに，日曜学校は親と子どもを引き離してそ
の教育機会を奪い，様々な宗派の著者が書いた画一的な教本を使用することによって，
子どもたちに誇りやステイタスを植え付け世俗的な競争に向かわせる，と批判したので
ある。日曜日の午後に行われる日曜学校は，礼拝後の教会コミュニティの「コミュニテ
ィ・フェローシップ community fellowship」
（懇親）や互いに訪問しあうことを阻害する
との反対もなされた（Nolt 1992: 109）
。
アーミッシュの実践とは相いれないと問題視されてきた日曜学校を受け入れ，電気を
使うようになったビーチー教会のグループは，さらに，一年半以内に，自動車の所有と
使用に対し寛容な態度を示すことで合意が成立した。服装のきまりも緩和され，農業に
おいても機械化が進んだ。ビーチー・アーミッシュは，礼拝の方法や服装に関して，比
較的伝統的な形式を保持してはいたが，自動車とその他の新しい技術の適用が，オール
ドオーダー・アーミッシュからかれらを明確に分かつものとなった。

電気や電話
電気は，不要なものを人々の生活や家庭にもたらし，テレビ，ラジオ，インターネッ
トは人々に悪い影響を与える原因になりうると考えられている（写真13）
。電動器具は仕
事を容易にするだろうが，共に働くことは互いに助け合い親しくつきあうことであると
考えているアーミッシュにとって，便利なものはそうした機会を減じる不要なものであ
る。家中を隅々まで温める暖房セントラル・ヒーティングは，子どもたちが個室で過ご
すことを可能とするので，家族が居間のストーブの周りに集まることを阻害すると憂慮
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写真13 アーミッシュのランプ。 ホワイトガ
ソリンが使われる。
（国立民族学博物館所蔵 H0269534A 収集56）：インディアナ州シプシェワナ 2011年）

されてきた（Scott 2012: 40）
。
現代社会の生活について聖書には直接記載されていないことも多い。外からの影響の
大きさが予想されにくく，また対面による関係性を阻害する恐れがあるコンピュータに
よる通信については，利用しない姿勢を保持している。ビデオカメラやビデオカセット・
レコーダーは，テレビやパソコンと同様，長期的に見て外の世界との関係性を変容させ
る可能性があると禁止されてきた。
電話は，現代文明の象徴であり現代社会に繋がるものであるとして，基本的には認め
られていない。また，個人間の会話を増やし，コミュニティ全体の関わりを阻害する可
能性も，問題視されてきた。とはいえ，緊急の場合に備えて，数家族が共同使用できる
ように，農場の端の目立たないところに電話ボックスが設置されている（写真14）
。
1890年代の不景気ののち，1910年から1914年には，アメリカの農業において大きな収
益を記録した時期が到来した（Nolt 1992: 216）
。全体としての経済の好調が背景にある
が，新しい機械が現れたこともこれと大きく関係している。新しい機械は，アーミッシ
ュ・コミュニティにおいておおいに問題となるものだった。たとえば，農業用トラクタ
ーを導入して単独で農作業が効率的にできるようになると，近隣者や大家族が協力して
仕事を行う，
「集まって陽気に仕事を楽しむ（work frolics）
」ことを大切にする価値観に
影響を与えるおそれがあった。
もう一つの便利なものとして，20世紀の最初の四半世紀に一般に普及した自動車があ
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写真14 数家族が緊急の場合共同使用するために農場の端に設置されている電話ボックス。電話をする
約束を交わした上で，電話を待っている人もいる（ペンシルヴェニア州ランカスター 2007年）
。

る。互いに行動がわかる近隣に暮らし，シンプルな生活を重視する人々にとって，車は
世俗的なアメリカ文化の最も悪い面を象徴していた。自動車で人々が一人で遠くへ出か
けるようになると，家や家の近くで過ごす時間も減ってしまう。高価でステイタス・シ
ンボルでもあった車は，信者の務めや謙虚であることとは相いれない。したがって，伝
統的な立場を貫くオールドオーダー・アーミッシュには，どうしても必要の場合に利用
することはやむを得ないが，常に利用できるかたちで自動車を所有することは認めらな
かった。
（Nolt 1992: 216）
1910年には，ピーチェイ・アーミッシュ（Peachey Amish）が，オールドオーダー・
アーミッシュから分離した。外見はオールドオーダーと大きくは変わらないが，かれら
は，服装に関し厳格なきまりに従うことや，シャニングを行使することに，疑問をもっ
ていた。かれらは，1950年にビーチー・アーミッシュの教会と合併した。これらのグル
ープの人々は，多様な服装をすることに寛容で，ミーティングハウスで礼拝し，車を運
転し，電気や電話を利用する。また，彼らは，伝道やミッション活動にも積極的だ。
1909年から1914年には，いくつものアーミッシュ・コミュニティで生活実践に関する
不一致が表面化した。1909年秋から1910年冬にかけて，ペンシルヴェニア州ランカスタ
ー郡では，五分の一ものオールドオーダー・アーミッシュが，彼らの教会から離れた。
ピーチェイ・アーミッシュと呼ばれるこの分離したグループは，新しい共同体をペンシ
ルヴェニア州ミフリン郡の監督ジョン・P・ズック（1855 1942）のもとで組織した。分
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離した人々の説明によれば，中心的な争点は，
「厳しいシャニング strict shunning」だっ
たという。教会から離れた者の多くが，1909年の秋，元メンバーであるモーゼス・ハー
ツへのシャニングの実践をより寛大なものとする嘆願に関わっていた。だが，ランカス
ター郡の監督たちはその願いを退けたので，1910年 2 月までには，厳しいシャニングに
同意しないメンバーは教会を離れ，自分たちだけで礼拝するようになった。とはいえ，
分離の原因は，破門の実践に関する不一致だけではなかった。新しいグループは，家に
電話を持つことや，公共の電気を，家，納屋，そして店で使うことを認めた。
分離したグループが，短期間に，農用トラクターや自動車，そして電話を次々と適用
したことにより，オールドオーダー教会は，断固として新しい機械を否定する態度を固
めた。実は，1910年以前には，ランカスター郡のこのオールドオーダー・アーミッシュ
は，20世紀の新しい道具をどの程度受け入れていくのか，決定してはいなかった。1900
年代には，ランカスター郡のオールドオーダー・アーミッシュは，電話を限定的に使用
していた。1910年までには，彼らは，家のなかに電話を備えるという便利さを否定して
いただけであり，電話を利用すること自体は，禁じられたことはなかった。だが，分離
に関わる問題が，電話回線上でやりとりされた情報やゴシップによって拡大したとみた
教会は，電話を禁止することを決定した。現代的なコミュニケーション方法によって，
個人的な会話が容易に行えることは教会コミュニティにとってトラブルのもとであると，
オールドオーダー教会は確信したのである（Nolt 1992: 217）
。結局，分離せずオールド
オーダーとして生活を続けることを選んだ者たちのうち，すでに電話を買い備えていた
家族は，それを取り外すことになった。1910年に，ピーチェイ教会が突如として家に電
話を設置することを認めたことは，オールドオーダー・アーミッシュがこの道具に対す
る反対への確信を強めたのである。ランカスター郡のマイノリティであった新しいもの
をとりいれようとする改革派が離れていったことは，保守的な道を選択する多数派のオ
ールドオーダーの結束を高めることになった（Nolt 1992: 220）
。
ランカスター郡を含めたオールドオーダー・アーミッシュ教会は，それぞれオルドヌ
ングの検討を続けてきている。電話を家の中に備えることはタブーであり続けているが，
電話の設置場所について緩やかな判断をしているグループもある。たとえば，仕事やボ
ランティアに関わる「イングリッシュ」との連絡のために電話を必要とするというオー
ルドオーダー・アーミッシュのゾルは，一般のアーミッシュが農場の端に電話を有して
いる状況とは異なり，家のすぐ外に電話を備えることを，彼が属する教会コミュニティ
から認められている（写真15・16）
。ゾルの電話は留守番設定がなされており，日に何
度か，彼はメッセージを確認して返事の電話をする。ゾルは煩雑さや電話代がかかるこ
とは気にせずに，個人的な会話を容易には行えない状態を保つ姿勢を表現している。だ
が，著者は電話の前で返信を待つことができず，いつも直接ゾルの家を訪ねる。会えれ
ばうれしいし，会えないときは手紙や渡したいものをドアノブにかけてくるのである。
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写真15・16 家のすぐ外に設置された電話室（ペンシルヴェニア州ランカスター郡ギャップ 2011年）
。
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1900年以降，最も保守的なグループにおいても，テクノロジーの採用については変化
がみられる。アーミッシュは大家族なので，洗濯は女性たちの大仕事である。そこで，電
気ではなくガソリン・エンジンを使用し，ゴムローラーで洗濯物をしぼる様式の洗濯機
は，受け入れられ使用されている。ホンダやカワサキなど日本のメーカーの小さなエン
ジンはアーミッシュのあいだで大人気だ。洗濯後のアイロンも，電気ではなく，ストー
ブで熱したアイロンを使い続けている（写真17）
。だが，アイロンかけそのものをしない
ですむ合成繊維を使った布は問題なく受け入れられ，服がつくられるようになっている。
とはいえ，長いラインにきれいに並べて洗濯物を干す方法に変更はない。いまでも，
オールドオーダー・アーミッシュが多く暮らしている場所では，青空に無地の洗濯物が
規則正しく並んではためいている（写真18）
。たとえば，ペンシルヴェニア州ランカスタ
ーでは，洗濯の曜日はおよそ月・金と決まっており，家で行われる結婚式は，洗濯の都
合も考慮して木曜日に多く行われるという57）。規則正しく，干されたきまりに叶った無
地の色の洗濯物は，同じ家事をして同じように週日を過ごしていることを，伝え合う一
つのサインのようだ。
洗濯機以外にも，ランカスター郡など大きなアーミッシュ居住地では，プロパンガス
が受け入れられ，料理や暖房のみならず照明や冷蔵庫に使用されている。つまり，電気
ではなく，ガス，風力，水力などが利用されているのである。実際アーミッシュの台所
は，電気のスィッチがないことを除けば，現代的な外見である（Scott 2012: 40 41）
。電
気を使用しないアーミッシュはプロパンガスで料理し（写真19）
，ミシンは足踏みで動か
す（写真20）
。ガソリン・エンジンで動くチェーンソーや草刈機，ランニング・シュー
ズ，バーベキュー・グリルは受け入れられた。今までも使われてきたものと大差ないと
みられるものは問題がない。だが，あまりにも多くの変化を性急に求める者は，
「柵を飛
び越える人」と呼ばれる。

写真17 アーミッシュのガレージセールで売られていた， 電気を使わ
ないガソリン・アイロン（国立民族学博物館所蔵 H0269536A
収集：インディアナ州シプシェワナ 2011年）
。
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写真18 オールドオーダー・アーミッシュの家と洗濯物（ペンシルヴェニア州レオラ 2011年 9 月）
。

写真19 プロパンガスで料理するオールドオーダー・アーミッシュのキッチン（ペンシルヴェニア州
ギャップ 2011年）
。
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写真20 ミシンで麦わら帽子を作るオールドオーダー・アーミッシュの仕事場（ペンシルヴェニア州
ギャップ 2011年）
。

4 教会精神の共有とアーミッシュへの回帰 ― ニューオーダー・アーミッ
シュとアーミッシュ・ブラザフッド
20世紀後半には，テクノロジーの適用に関する考え方の相違による緊張が，再び高ま
った。1966年には，およそ100の家族が，ランカスター郡のオールドオーダー・グルー
プから離れ，
「ニューオーダー・アーミッシュ New Order Amish」と呼ばれる二つの教
区を形成した。かれらは，農場でトラクターなど現代的な機材を使用することを望んだ
のである。その後，かれらはさらに細かなグループに分かれている。
続く 3 年の間には，オハイオ州ホルムズ郡でも分離が起こり，
「ニューオーダー」とな
る人々が現れた。しかし，それはテクノロジーの利用ばかりを問題としたものではなか
った。他の州のオールドオーダー・アーミッシュたちのなかにも，オハイオ州の「ニュ
ーオーダー」の運動に同調し，新しい教区を創る者がいた。これらのニューオーダーの
人々は，
「アーミッシュ・ブラザフッド」
（アーミッシュ兄弟団）と自らを呼んだ（Nolt
1992: 266）
。
ニューオーダーの人々は，オールドオーダーに近い存在であろうとする一方で，信条
やテクノロジーに関する変化を求めてきた。かれらのテクノロジーの適用は多様である。
ランカスター郡のグループは，公共の電気の使用，家の中に電話を設置すること，トラ
クターを使った農業を許してきた。オハイオ州ホルムズ郡のニューオーダー・アーミッ
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シュは，これらをほとんど許可していない。農地でトラクターを利用しているが，家族
で移動する時には，馬車を用いる者もいる。ミーティングハウスを使用する者もある一
方で，教会メンバーの家庭で順番に行う礼拝の形式を，ドイツ語を用いて続けているグ
ループもある（Nolt 1992: 266 267）
。
かれらは，結婚前の男女の付き合いや，タバコを嗜むことに関わる，高いモラルの基
準を保つことなどに関して同意しており，日曜学校と若い世代のために教会を中心とし
た活動を確立した（Nolt 1992: 266）
。アーミッシュ・ブラザフッドは，自分たちの信条
や慣習を明解にまとめた書籍も多く出版してきた。実践において多様性のあるかれらは，
緩やかだが確固たるフェローシップ（共同性）をもち，オールドオーダーの生活の精神
的な意味を追求している。したがってニューオーダー・アーミッシュは，オールドオー
ダーのサブグループのようにも捉えられている。だが，1966年以降，ニューオーダーか
ら発生したグループのなかには，より革新的なビーチー・アーミッシュに同化している
ものもある（Nolt 1992: 267）
。
ニューオーダー・アーミッシュに関しては，アーミッシュ・メノナイトの友人ジョウ
ル・イワシゲとヒルダ・イワシゲ夫婦の紹介によって，著者は夫とともに， 4 人揃って
夕食後の時間にカンザス州ハッチンソンのニューオーダー・アーミッシュの家を訪問す
ることができた（写真21）
。夫婦と子どもの 3 人で暮らしているこのニューオーダー・
アーミッシュのミラーら（序章Ⅳ 1 も参照）によると，彼はできるかぎり自分の信念を
示したいので，日曜日には馬車を使うという。彼の家の前には，自動車と馬車の双方が
駐車している。かれらは，電気を使用しているが，夕食後に話をするためにアーミッシ

写真21 ニューオーダー・アーミッシュ（右から三人）の家族を訪問中のアーミッシュ・メノナイトの
夫婦（手前）
（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。

59

ュ・メノナイトの友人夫婦と著者たち58）が訪れると，案内してくれたのはロウソクを灯
した庭だった。収穫したばかりのリンゴをむいてくれて，星空のもとで静かに自分たち
の生活について話してくれたのである。
この夫婦は，ウクライナから養子を迎えている。そのためにかれらは，飛行機でウク
ライナへ旅をして子どもを迎えに行った。養子を迎え育てることは信教に合致している
ので，飛行機の利用は問題にはならないという。
二人は仲間たちとともに，祖父母の時代の生活について，子ども時代に聞き取ったこ
とがらを集めて書籍を出版してきた（Miller and Miller eds. 2004）
。オールドオーダー・
アーミッシュは通常出版などで一般社会に信条を表現することは控えるが，かれらは，
アーミッシュとしての生活実践について，子どもたちが知り議論できるようになるため
に資料を残すことを重視しているのである。

5 シャニング ― アーミッシュ・メノナイトのエイダ・フィッシャーの経験
分離の経験は，離れてゆく人々にも，またオールドオーダーの人々にも，そして外部
から新たに参入する人にも，アイデンティティや生活方針を再考することを迫ってきた。
初めて著者をアーミッシュたちの世界へ引き合わせてくれたのは，シャニングを経験
してきたアーミッシュ・メノナイト（ビーチー・アーミッシュ）のエイダ・フィッシャ
ーだ（写真22）
。
ランカスターの農場を回る道々エイダは，自分がアーミッシュ・メノナイトとなった
経緯を語る。エイダは，オールドオーダー・アーミッシュとして洗礼を受けたが，しだ
いにシャニングを含む厳しいきまりに疑問を持つようになり，夫と共にコミュニティか
ら離れ，アーミッシュ・メノナイト教会に加わった59）。エイダは，馬車ではなく車を運
転し，アーミッシュたちの生活を人々に伝えるガイドの仕事を続けている。
シャニングは宗教実践に従わない者を破門し，社会から排斥することである。自由意
志に基づく信仰によってオールドオーダーとして洗礼を受けた後に，オルドヌングを破
ると，それを悔い改めるまで，
「シャニング」を受けることになる。
「シャニング」は，
即座に家から排除し路頭に迷わせることを意味するとは限らないが，家族や教会メンバ
ーと食事や行動を共にすることはない，という人間関係に関する厳しい制裁である。ヨ
ーロッパでアーミッシュがメノナイトから分離した理由の一つであったシャニングの実
践は，北米にやってきた後もアーミッシュたちの間の争点であり続けた。それゆえ，伝
統を守るという態度を明確にしている保守的なアーミッシュは，シャニングを行使し続
けている。
シャニングは，いったん洗礼を受けた後，コミュニティを離脱したエイダにも適用さ
れた60）。今もエイダにはオールドオーダー・アーミッシュの知人がたくさんいるが，か
れらはエイダの家で食事を共にすることはなく車に同乗することもない。ビーチー・ア

60

第 1 章 様々なアーミッシュたちの登場 ― 信仰表現としての生活実践の選択

写真22 アーミッシュ・メノナイト（ビーチー・アーミッシュ）のエイ
ダ・フィッシャー（ペンシルヴェニア州ランカスター 2008年）
。

ーミッシュに転向して後悔はないというエイダだが，彼女が一番悲しいのは，両親や兄
弟が病気のときも経済的な問題があるときも，見舞いにも行くことも助けることもでき
ないことだという。洗礼を受けた後オールドオーダーから離れてアーミッシュ・メノナ
イトとなることを選び，シャニングされてきたエイダは，シャニングとはかつて仲間だ
った者を呼び戻すことを決して諦めない態度だと感じると説明している。
再洗礼派の歴史のなかで，アーミッシュは，信念を同じくする者の集まりであること
を，洗足や統一的な服装，信者の家における礼拝と共食，信仰に基づく生活実践のきま
り ― オルドヌングに従わないメンバーのシャニングなどによって明確に表現すること
を主張したアマンに率いられたグループを起源としている。オルドヌングに疑問を持つ
人々は，より寛容な教会を形成してきた。こうした新しいグループの人々は，異なるウ
ェルビーイングを主張しているといえるだろうか。

おわりに
本章では，聖書を一人一人が解釈し信仰を確信した人々が集まり，共にウェルビーイ
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ング（良い生）を問い続ける時空間としての教会について検討した。
働くことやテクノロジーの適用をめぐる教会における議論と教会の変化や新しい教会
の分離を辿ることによって，変動する社会の中で，アーミッシュたちのウェルビーイン
グ観の在処について検討した。
再洗礼派の人々の望みは，日常生活においてキリストの教えを実践するために，聖書
に基づき信教する者のみから構成される教会を創ることであった。そのために，聖書に
基づく生活実践を「シュライトハイム信仰告白」で宣言し，共有してきた。
とはいえ，初期の再洗礼派における特徴であった，地域共同体と信仰共同体を同一視
するキリスト教社会とは異なる，信仰のみによって結ばれる人々の共同体は，世代を重
ねるうちに，地域共同体，とくに血縁の共同体と重なってくる。信仰を決意する者の教
会を継続するためには，二世代目以降に関しては，家族や地域共同体の一員でもある次
世代が，自ら同じ信仰と教会を選択する過程を明確にすることが，重要となってくる。
生活実践に関わって創られてきたきまりオルドヌングは信仰のシンボルであり，信者
たちにとって，それらに変更を加えても信念に基づいた生き方を遂行できるか議論する
際の争点を明確にするものだった。
馬車の使用や，日曜日に仕事を休み礼拝や訪問を行うという，とりわけ保守的なオー
ルドオーダー・アーミッシュによって固く守られてきたきまりは，人々が近隣に住み，
共通の時空間でコミュニケーションを欠かさないための装置といえよう。自動車を所有
せず馬車で移動する，電話やコンピュータを使用しないということは，頻繁に遠くへは
行かない，顔を合わせて話をできる距離にいることを意味しており，互いの環境を感じ
つつコミュニケーションをとることが，コミュニティを生かし共生に向けての大切な実
践と考えられていることを示している。物理的に近くに居ることを重視する背景には，
同じ景色を眺めその変化を感じられる距離にいなければ，人々にとって，互いにその足
元を照らし出し，今日も無事に歩くことができているのかを思いやることが難しいとい
う危惧があろう。
ミーティングハウスは，日常生活の場から離れた専用の礼拝の場を用意するという点
で，伝統的なグループにとっては受け入れがたかった。聖書に基づく信仰は，キリスト
の使徒たちが生活のなかで実践することだと捉えられており，それは，教会を構成する
メンバーの家で順番に行われる礼拝として表現されてきたからである。家における礼拝
は，教会が教会メンバーたちの集まりであり，家は皆に開かれるコモンズの一つとして
教会を実現していることを示しているのである。より寛容な教会においては，外部の人々
に開かれ，多様な人々を包摂することが一つのテーマとして提示された。これらの教会
において，ミーティングハウスという建物は，人生の様々な相談事をするなどインフォ
ーマル・ヘルプやミーティングの出発点として利用されている。
伝統的な実践と新しい生活様式を併用するニューオーダー・アーミッシュの人々の工
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夫には，彼らが，次世代に伝えたい価値観とそれを伝える方法を模索する姿が照射され
ている。
ノルトによれば，分離の過程において，伝統的な生活を保持するグループは初めて「オ
ールドオーダー」と呼ばれるようになり，
「オールドオーダー」としてのアイデンティテ
ィを強める傾向もみられた。いったん信者の仲間となった者が意志を変化させたときに
行使されるシャニングは，食べることや見舞いといった日常生活における人々の関係性
を禁じる厳しさをもっている。そのことは，生涯共に生きることを誓った人々がそれを
守らなければ，互いのライフコースにおける支え合いが保障されないことを明示してい
る。シャニングの経験者は，その目的が排除にあるのではなく，離れて行った者が改心
し戻ることを諦めないこと，再び助け合うことを求めることを表現していると，説明し
ている。
次章では，きまりで決められたことのみならず，インフォーマル・ヘルプや互助を含
む交流に焦点をあてる。様々な交流の時空間が，自分たちのウェルビーイングを問い直
す，異なる考え方に触れる機会を人々に与えている状況を考える。
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第 2 章 学びの意味の探求

はじめに
アーミッシュをはじめ再洗礼派の人々は，教育を自分たちの手で創ることを重視して
いる。それは，アーミッシュスクール（ワンルームスクール）
，教会学校（チャーチスク
ール）
，ホームスクールなどを親たちや教会コミュニティが運営していることにあらわれ
ている。
こうしたアーミッシュたちの教育実践は，とくに二つの点について議論となり，中等
義務教育をめぐる攻防の様相を呈してきた。第一は，オールドオーダー・アーミッシュ
の教育のしかたである。アーミッシュスクールを自分たちの手で作ったことや，義務教
育期間を満たさずに子どもたちを（公立）学校から取り戻そうとしたことである。第二
は，ホームスクールの実践である。ホームスクール（homeschool）とは，
「親が子どもを
学校へ通わせず家庭で自ら教育し，それが就学形態の一つとして認められているもの」
である（メイベリー他 1997: 155）
。各家庭でカリキュラムを作り，教材を揃えて独自の
教育を行う。ホームスクーリング（homeschooling）や家庭教育（home education）とも
記載されてきた。実情に即して，子どもを家とコミュニティのなかで教育することと定
義し（Leiding 2008: 76）
，親が中心となって行う教育を広く指している研究もみられる。
これらの教育形態は，いずれも，アメリカ合衆国では19世紀まで他の多くの人々に実践
されてきた。だが，とりわけ，オールドオーダー・アーミッシュが子どもたちに定めら
れた年数の公教育を受けさせなかったことは大きな議論となり，アーミッシュの逮捕と
その後の裁判という展開は，アーミッシュの主張を特殊なものとせず，一般社会におい
て信教の自由を共通の課題として問い直すことに発展した（Johnson-Weiner 2007）
。
次世代を担う者たちに向けた世代間関係行為としての教育は，学校教育のみに留まる
ものではなくより広い内容を含むものであったことは，近代化・産業化社会の教育につ
いて警鐘をこめて提示されてきた（イリイチ 1977; 藤田・田中・寺崎 1997）
。教育の原
義を古代から辿った研究では，従来，人間の能力を引き出し，また新たな知識を付加す
ると考えられていた教育の把握とは異なり，人を全体として生きさせる養生を視野に収
めた産育が教育の一領域を構成していたことが指摘されている（鈴木 1997; 白水 2011;
寺崎・周 2006）
。さらに，学校という場についても，コミュニティの存続にとって必要
な要素を集約した集いに開かれた場であったことが報告されている（寺崎・周 2006）
。
オールドオーダー・アーミッシュの教育の行方は，信教の自由と教育，親の教育の権
利という観点からアメリカ社会の注目を集めた。とくに学校における子どもの教育を第
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8 学年までに限るというアーミッシュたちの主張が，連邦裁判所で認められたことは，
「ホームスクール」が教育の一形態として認められる過程にも影響を与えた。それは，民
主主義と個人の教育の権利と自由を問うのみならず，教育がいかなる意味をもつものと
して人々に求められているのかを再考する過程でもあった。本章では，アーミッシュた
ちの教育をめぐる主張とその展開を辿り，かれらが教育と学びをどのように捉えている
のかを検討する。
本章Ⅰ，Ⅱ，Ⅲでは，オールドオーダー・アーミッシュの教育実践に注目する。Ⅰに
関し，中等義務教育をめぐる会議の記録などの第一次資料，及び第二次資料，Ⅱに関し，
オールドオーダー・アーミッシュの体験に関する聴き取りと元オールドオーダー・アー
ミッシュによる記録（Kanagy 2006 序章Ⅳ 1 も参照）
，Ⅲに関し，学校の元教師の紹
介で訪ねることができたオールドオーダー・アーミッシュのワンルームスクールの記録，
及びオールドオーダー・アーミッシュの教師が執筆した副読本『いつの日も子ども』
（Martin 2001）を資料として用いる。
ホームスクーリングの意味と価値やその適切な実践については，オルターナティヴな
アプローチとして米国で議論が続けられている。宗教的教育も含め家庭教育を重視して
きたアーミッシュたち再洗礼派の人々は，ホームスクールを日常的な活動として行って
いる。また，信教の自由を求めて，中西部をはじめとしてより未開の地を開拓してきた
人々にとっては，実際，公教育機関などに良好なアクセスがないことも，ホームスクー
ルを実践する理由の一つとなっている場合もある。
Ⅳでは，人々が教育に求める意味，ホームスクールを支える要素やネットワークにつ
いて，カンザス州のアーミッシュ・メノナイトの実践に注目して検討する。この人々は，
オールドオーダーから分離することを選択しカンザスでコミュニティを拓き，教会や親
たちによる教育を確立してきたグループに属する（序章Ⅳ 1 も参照）
。Ⅳ 1では，ホー
ムスクールとホームスクール運動に関する議論の推移を，第二次資料に基づいて辿る。
Ⅳ 2では，ホームスクールを実践してきた人々へのインタビューと参与観察（2009年，
2012年）に基づいて，ホームクールを選択した理由，どのように実践したか，そしてさ
まざまな機関や人々がどのように家族を支援したか，というホームスクールの展開を，
とくに，ホームスクールで学んだホームスクーラーの学びの経験や進路の選択に注目し
て検討する。なぜなら，ホームスクールをめぐる議論や法律については提示されてきた
が，子どもたちがどのように感じているのかという，子どもたちに関する研究が最も欠
61）
。
けているのが現状だからである（メイベリー他 1997: 143, 162; Romanowski 2002）

本節では，2009年，2012年に行った現地調査におけるホームスクール体験者からの聴き
取り，ホームスクーラーと2008年より交わしてきた書面でのやりとりなどを資料として
いる。生涯の学び ― ライフロング・ラーニング ― を人々がどのように捉えているのか
という点についても，調査資料をもとに考察を加える。
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Ⅰ オールドオーダー・アーミッシュのワンルームスクール
生活の近代化に慎重であるオールドオーダー・アーミッシュは，かつてアメリカ社会
で一般的であった 1 つの教室で数学年が学ぶ形式のワンルームスクールのかたちを変え
る意味を認めていない。だが，かれらは必ずしも公立学校を否定していたわけではない。
19世紀末まではアーミッシュスクールも公立学校とほとんど同じように実践されていた
からである。
多くの農村部の小学校では，学年の異なる子どもたちが共に勉強していた。教育内容
も，読み，書き，算術を中心としたものであった。アーミッシュの親たちも，地域社会
の一員として学校行事に参加していた。ところが20世紀に入ると，教育行政の集権化が
進められ，多くの州で16から17歳の誕生日までの就学が義務づけられた。中等教育のユ
ニバーサル化が提唱され，カリキュラムも総合的なものに再編された。14から17歳の就
学率は，1900年には11パーセントだったが，1930年には51パーセントに上昇した（藤田
1991: 100）
。
教育内容や就学年限の変化は，アーミッシュにとっては容易ならぬ事態であった。か
れらには，科学技術の発展を含め現代文明を広く扱うことや，異なる価値観のもとで子
どもを教育させることが容認できなかったのだ。また，家から遠いところへバス通学さ
せる可能性が高くなったことも，子どもの生活に影響を与えるとして憂慮された。子ど
もたちがバスに乗って移動し，親たちの目の届く場所から離れて一日を過ごすことは，
アーミッシュの教育方針とは相容れないのである。アーミッシュたちは，画一化された
公教育の内容が強制されることに従うことはできないと考えた。そこで独自の学校を持
とうとする動きが広がり，1925年，最初のアーミッシュスクールがデラウェア州に設立
された62）。
アーミッシュのワンルームスクールは，親たちが建物の整備から教師の選択まで教育
に直接かつ全体的に関わり，大人世代が次世代に伝えることを実践する活動の一つであ
った。このような信念に支えられたアーミッシュの子育ては，外の世界との摩擦を引き
起こさずにはおかなかった。合衆国では州ごとに教育に関する法律が異なるが，いくつ
もの州でアーミッシュの親たちが規定された年齢まで子どもたちを学校に通わせないと
いう理由で逮捕されるという事態が発生した。
1921年，オハイオ州議会で州のすべての子どもたちは認定された学校に18歳まで通い，
歴史，地理，衛生学を学ぶことが定められた。労働許可証は16歳で得られる。アーミッ
シュの人々は，子どもたちが読み書きと算数以外の科目を学習することを認めず，新し
い法律に従うことを拒否して， 5 人の父親たちが逮捕された。
ペンシルヴェニア州ではおよそ30年間に20件の対立がおこり，大規模な学校に子ども
を通わせることを拒んだアーミッシュの親たちは次々に逮捕された。1937年，ランカス
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ター郡では，連邦政府の資金により大規模な統合学校設立計画が提示された。これに対
して，16人のメンバーからなる「オールドオーダー・アーミッシュスクール委員会」が
組織され，オールドオーダー・メノナイトも加わった。学校に通う期間を年間 8 ヶ月と
すること，小学校を終えた後の通学を免除すること，そしてワンルームスクールに通う
ことを認めることを求め， 3 千人が署名した誓願書を州当局に提出した。だが，この誓
願は認められず，統合学校は予定通り設立された。ペンシルヴェニア州の法律では，一
般には17歳の誕生日まで，農業に従事している子どもたちは15歳まで学校に通うことを
定めていた。ところが，第 8 学年が14歳で終わったアーミッシュの子どもたちの多くは，
統合学校のハイスクールに行くことを避けるため，留年して第 8 学年を繰り返していた。
子どもたちを統合学校に通わせようとしなかった親たちは罰金を課され，支払わなかっ
た者は郡の刑務所に送られた。親たちが釈放されるように，友人や知人が罰金を支払っ
たが，なかには10回逮捕された者もいた。親たちは，小学校を終えて学校に通うことを
義務づけることは，宗教実践の自由に対する干渉であり，公立学校で教えられる価値は
かれらの宗教に反するものであるという立場をとっていた。1955年になってようやく，
アーミッシュ・コミュニティ内の職業学校に週に 3 時間出席することを義務とし，それ
以外は親の監督下で農業や家の仕事に従事し，その活動を記録するという調停案が示さ
れた。職業学校ではいくつかの決まった科目を教えること，出席の記録が求められたが，
資格をもった教師を雇用する必要はなかった。この調停案は，オハイオ州，インディア
ナ州でも適用された（Hostetler 1980: 257 258; Hostetler and Huntington 1971）
。
一方，アイオワ州では，1960年代には，アーミッシュスクールが州の基準を満たして
いないとして教育委員会から勧告を受けた。ブキャナン郡では，学校当局がアーミッシ
ュスクールに赴いて，町の統合学校に行かせるため子どもたちを無理矢理スクールバス
に乗せようとした様子が報道され，小さなコミュニティは世界の注目を集めることにな
った。この問題に関しては，州知事がアーミッシュスクールを訪ね，調停の方法を模索
した。 2 年間，ある財団が資格のある教師の給料を支払うことを申し出て，ひとまず問
題は収拾された。
（Hostetler 1980: 258 264; 藤田 1991: 100 102）
。
このアイオワ州の件をきっかけとして，非公立学校に関わる教育と法律の問題が注目
されるようになった。シカゴ大学のエリクソンが「教育における自由と管理」について
議論するため全米会議を開催した。州教育部門担当者，法律に関わっている者，私立学
校を運営している宗派の代表，そして大学の研究者たちが出席した。
「公立学校アプロー
チは多くの者にはうまく作用したが，主流文化以外においては明白な失敗であった」と
の認識を示していたエリクソンは，
「アーミッシュの人々の教育へのアプローチ」は，
「失
業者，犯罪，少年非行がほとんどみられないという点で，最も効果的な方法の一つであ
る」として，多様な教育の可能性を示唆した。様々な努力が重ねられ，1967年に，アイ
オワ州議会は，教育水準を示した法律遵守の免除を宗教団体が申請できるように学校の
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規約を修正した。多くの人々がアーミッシュを逮捕したことは不正だったという立場を
とり始めた（Hostetler 1980: 261 262）
。
さらに，アーミッシュの状況を憂慮した一般市民たちは，1967年に，ルター派の牧師
63）
を組織
リンドホームを委員長として「アーミッシュの信教の自由のための全国委員会」

した（Lindholm 2003: 109 123）
。多くの政治家，宗教リーダー，そして教育者が，学校
に関する規制を緩やかにすることを主張した。アイオワ州知事のヒューズは，
「私は，人
間ではなく，法律と論理をまげる方が良いと思う。私は，アイオワ州とアメリカは，人
種や信条にかかわらず，すべての善良な人々に場所を提供するために十分大きな空間と
精神をもっていると常に信じている」
，と述べた。同様に，宗教改革に関する歴史家，ア
イオワウェスリアン大学の学長リテルは，
「この人々（アーミッシュたち 括弧内は著
者）は，長い間，典型的なアメリカ市民であった。これは，自分自身のためではなく，
他者のために宗教の自由を信じるかどうかを確認するためのテストケースである。もし
私たちが，23339人の質素で従順な『神の選民 peculiar people』を認めることができな
いならば，私たちは魂の病気である」
，と断じた（Hostetler 1980: 261 262）
。
こうして，アーミッシュの教育をめぐり長きにわたった議論も，1972年 5 月に連邦最
高裁判所において決着した。1968年に，ウィスコンシン州で 3 人のアーミッシュの父親
が子どもをハイスクールに通わせなかったために逮捕された。ウィスコンシン州の法律
では，16歳の誕生日まで就学することが定められていた。子どもたち 3 人は第 8 学年を
終了しており， 2 人の年齢は15歳，もう 1 人は14歳であったので，引き続きハイスクー
ルに通う必要があった。アーミッシュは，聖書の教えから宣誓を拒否しており，伝統的
に紛争の解決を裁判に頼ることをしてこなかったのだが，支援者たちによって裁判は進
められた。アーミッシュの信教の自由のための全国委員会」が弁護士や必要な資金を用
意した。1968年州最高裁で，中等教育を免除してもそれが社会的脅威となるわけではな
いという主張が認められ原告（アーミッシュ側）が勝訴した。州教育局は連邦最高裁に
上告したが，憲法修正第一条（信教の自由）および修正第一四条（何人も正当な法の手
続きによらないで，生命，自由，あるいは財産を奪われることはない等）に基づき，州
はアーミッシュに16歳まで公教育を受けることを強制することはできないとの判断が下
され（Wisconsin v. Yoder）
，1972年に再び原告（アーミッシュ側）が勝訴した。アーミ
ッシュの主張が認められたことは，
「アメリカ憲法史における画期的なケース」とされ
る。アメリカ史において，初めて，信教の自由に基づく義務教育に関わる法律への挑戦
が認められたからである（Hostetler 1980: 262 263）
。
裁判長のウォーレン・バーガーは，ヨーダー裁判で，
「国家の普遍的な義務教育への関
心がどれほど強いものであったとしても，それが，すべての他の見解を排除したり従わ
せるような絶対的なものでは決してない」
，と結論づけた。
「アーミッシュの信教の自由
のための全国委員会」の議長を務め，アーミッシュの支援を続けてきたリンドホームは，
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「米国憲法修正第一条は，
「自由な行使条項 Free Exercise Clause」を含んでいる」と注意
を喚起し，信教の自由の行使が，コミュニティによる生き方そのものであることについ
て，次のように説明している。
「信教の自由を行使することは，たんに，個人の心にある
種の信念をもつことや教会で礼拝する権利以上のことがらを意味している。
「行使する
exercise」という動詞は，行動する，あるいは実践する（act or practice）という意味を
もつ。宗教は，礼拝すること以上のものであり，それは，一つの生き方（way of life）な
のである。アーミッシュの人々は，様々な信念（beliefs）よりも行動や振る舞い（behavior）を，様々な考え方（ideas）よりも実践（practice）を重視している。かれらにとっ
て，信仰（faith）は単に個人の信念（belief）ではない。それは，そのコミュニティ（the
community）によって日々の生活のなかで具体化される（ﬂeshed out）共通の実践なので
ある」
（Lindholm 2003: 120 122）
。1960年代のアメリカでは，公民権運動をはじめ，様々
な文化的背景をもつ人々の多様な生き方を認めようという運動が活発化しており，こう
した状況も，マイノリティとしてのアーミッシュへの関心が高まった背景となっている
と考えられる。

Ⅱ ライフコースと若者期
学校教育の期間を制限するオールドオーダー・アーミッシュの第一の主張は，洗礼を
受けるまでの時期が，子どもたちの人生において仕事やライフスタイルを学び，生き方
を考えるにあたって重要だというものである。それというのも，アーミッシュの人々の
間には，人生の各時期をライフステージの中にどう位置づけるかという共通のイメージ
があるからである。
アーミッシュは，一生のライフステージをおよそ次の 6 段階に分けている（Hostetler
and Hunchington 1971: 12 33）
。

① 幼年期…誕生から歩行するまで。赤ん坊（babies）と呼ばれる。
② 就学前の子どもたち…歩き始めてから、通常 6 歳か 7 歳で小学校に入学するま
で。：幼児（little children）と呼ばれる。
③ 学童… 6 歳と16歳の間までの学校に通っている子どもたち。アーミッシュの間で
は、学者たち（scholars）と呼ばれる。小学校で 8 年間の初等教育を受ける。
④ 若者（young people, youth）…小学校を卒業後の14歳から16歳の間の時期から結
婚するまでの、一日中働くことができる者たち。
⑤ 成人期（adulthood）…洗礼は、人々が宗教的に成人となったことを示し、結婚（多
くの場合20代前半）や最初の子どもの誕生は、社会的に成人となることを意味し
ている。一般に、洗礼と結婚の間の時期は、非常に短い。成人の重要な活動は、
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次世代を育てることである。
⑥ 高齢者（old folks）…末の子どもが結婚し子育てを始めた親世代。親世代は、通
常、末の子どもが家族をもつと引退し、母屋から出て「祖父の家」に移る。子ど
もたちの世話になり、同時に、孫世代の若者達の面倒をみる。
①から④の時期の者たちはすべて，
「子どもたち（children）
」と呼ばれており，親や
保護者たちのもとで暮らしている。
「子どもたち」の時間は，一人前のアーミッシュにな
るための準備期間ともいえる。⑤や⑥の時期の者たちは，それぞれの立場で，
「子ども
たち」の成長を見守る。
赤ん坊や幼児は，仕事をする親たちと共に，主として家庭を中心に過ごしている。だ
が，
「学者たち」と呼ばれる学童は，学校で子どもたちと教師だけで，勉強や遊びに集中
する時間をもつ。アーミッシュの第一言語（母語）は，ドイツ語の方言であるペンシル
ヴェニア・ジャーマンだが，英語は一般に学校で教えられる。
「学者」となって，子ども
たちは初めて，家族やアーミッシュ・コミュニティ以外の人々と英語でコミュニケーシ
ョンし，外の世界の情報を収集できるようになる。学童期は，異なる文化と出会い学ぶ
経験をする時期なのである。
若者期は，家族が単位となって社会活動を行う他の年代と，唯一異なる時期である。
若者期は，さらにいくつかの世代グループに分けられる（Hostetler and Hunchington 1971:
15）
。第一のグループは，小学校を卒業しても16歳に満たない子どもたちである。かれ
らは，まだ同世代グループの社会生活に加わる正式なメンバーとはいえない。親や年長
の者たちの指導のもとで，農業をはじめとする仕事の技術を学び，家族やコミュニティ
における役割を少しずつ習得してゆく。第三のグループは，すでに洗礼を受けた若者た
ちである。オールドオーダー・アーミッシュの若者たちは，全体では九割がオールドオ
ーダーとして洗礼を受ける。かれらは，すでに教会のきまりに従うことを決めてアーミ
ッシュとなっており，同世代グループの活動に全面的に参加するわけではない。
第二のグループは，同世代の仲間たちと集まって様々な活動をする。人生の選択をす
るにあたって，若者たちは，
「ルムシュプリンガ rum springa（running around）
」
（放蕩）
と呼ばれる，一般社会の若い人々と同じような経験をすることが一時的に認められてい
る（Hostetler 1983a: 25 26）
。酒を飲んだり，車に乗ったり，町へ出かけたりすることが
公に認められているのである。いったんオールドオーダー・アーミッシュとして洗礼を
受ければ，信仰の変更は許されない。だからこそ，一般社会の生活をも経験した上で，
家族やコミュニティに対し責任を担う大人となる決意をするのである。とはいえ，必ず
しも，若者期にある者が，すべて放蕩に耽るというわけではないが，電話や車の利用な
どを試してみることは，多くの者が行っている。ルムシュプリンガの存在は，変更を許
されない（洗礼を受けた後に信仰について変更すると，シャニングの対象となる）将来
の生き方について，それを決めるまでに広く社会を見ることが必要であるという認識に
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基づくものである。だが，それをすべての子どもたちが行う必要を感じているというわ
けではなく，それは，その年齢までに両親や年長者から受ける教育や経験によって，決
定に資する情報を得ているからだと考えられる，という見解もみられる（2013年国際ア
ーミッシュ会議における著者の発表「Panel: International Perspectives on the Amish.
International Conference Amish America: Plain Technology in A Cyber World ［The
Young Center for Anabaptist and Pietist Studies at Elizabethtown College June 7, 2013］
」
に対するオールドオーダー・アーミッシュのコメント）
。信仰の自律が重視されるアーミ
ッシュにおいては，実際，教会メンバーとなる儀式の過程においても，意志確認につい
て，複数のステップが時間をかけて実施される。この若者期は，青年たちがアーミッシ
ュとなることを決意して洗礼を受け，結婚してコミュニティを構成し，これを存続させ
てゆく者となるのかを考え選択するうえで，特に重要な時期である。結婚を考えデート
を始めるのもこの時期である。天気のよい日には，外からよく見える若者がデートに使
う馬車，コーティング（courting）
・バギーで若い二人の男女が出かける（写真23）
。
子どもを徒弟に出すことも教育の一つと捉えられている。巧みな技や術を心得た人々
に触れ実際に行う（learning by doing）ことによって，子どもは多くを学ぶと考えるか
らだ。アーミッシュのモットーは，実践することによって学ぶことであり，また教えら
れるのではなく，自分で学びとること（caught than taught）である。子どもたちはさま
ざまな年齢層の人々との人間関係のなかでこそ，生きる術を身につけていくことができ
ると考えられている。
若者たちは，アーミッシュとして生きる選択をする準備として，アーミッシュとして

写真23 コーティング・バギー（若者がデートに使う馬車）でドライブするカップル（インディアナ州
シプシェワナ 2011年）
。
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生きる技術を習得することも，一般社会と同様の体験をすることも，いずれも，親やコ
ミュニティに見守られつつ実践する。だからこそ，この時期を生きる若者たちが，遠く
離れた公立のハイスクールに進み外の世界の知識のみを拡大することは，アーミッシュ
にとって認めがたいことなのである。
アーミッシュの教育に関し一般社会との間で生じた大きな問題は，第一節で述べたよ
うに，教育の集権化と公立学校の拡大の進展にともなって，第一に，学童の子どもたち
が通うアーミッシュスクールが基準を満たしているかという点から問題視されたことで
ある。第二に，若者期において，第一グループの子どもたちに，中等学校における就学
を義務づけようとしたことである。第三は，同じく若者期の軍事活動に関わる問題であ
った（第 3 章Ⅳ参照）
。
信教に基づいて良心的兵役拒否を行うアーミッシュの若い世代の男性は，二年間の代
替活動の期間をコミュニティから離れて過ごさなければならない。だが，特に第二のグ
ループの者にとって，アーミッシュとなることを検討する活動をすべき時期に，コミュ
ニティを離れて外の世界で過ごすことは，一生を賭ける選択をする上で，危険なことと
認識されているのである。アーミッシュとして生きる選択をする前に外の生活に晒され
ることになった若者には，アーミッシュ・コミュニティとの絆が切れないように，コミ
ュニティの生活を伝える新聞を送るなどの努力がなされている。

Ⅲ ワンルームスクールで学ぶオールドオーダー・アーミッシュ
の子どもたち
アーミッシュの子どもたちは，ほとんどがアーミッシュスクールに通っている。その
多くが一つの教室で授業しているので，ワンルームスクールとも呼ばれており，一年生
から八年生までがひとつの教室で，およそ20人から30人が授業を受ける（写真24）
。

写真24 ワンルームスクールと外で遊ぶ子どもたち（ペンシルヴェニア州
ランカスター 2008年）
。
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たとえば，長い伝統があることで知られるペンシルヴェニア州のウェルシュ・マウン
テン・アーミッシュ・パロキアルスクール（教区学校）は，アーミッシュスクールにし
ては比較的大規模で，二つの教室を持っている（写真25）
。この学校への訪問は，かつて
教師を務めていたローズの姉メイの紹介によって実現したものである（序章Ⅳ 1 も参
照）
。著者は，メイ，及び夫と 3 人で，この学校を訪ねて，授業前の準備，授業を参観し
た（2008年11月）
。
学校へは，スクーターを使って通う子どもが多いが，馬車を操って通う子どももいる
（写真26・写真27）
。スクーターは，二輪の手持ち付の乗り物である。一方の足をボード
に乗せて，他方の足で蹴って進む。アーミッシュの子どもや若者たちが頻繁に利用して
いる。学校の外には，子どもを待つ小さな馬をつなぐところももうけられている。
子どもたちは，学年によって二つの教室に分けられて，授業を受けている（写真28）
。
質素な同じかたちの服を着るというきまりに幼い頃から従う子どもたちは，競争心や自
慢する心をもつことは厳しく諫められている。それは，個々人が平等な立場で，それぞ
れコミュニティのために働くことが，生活スタイルを存続させるうえで不可欠と考えら
れているからである。とはいえ，学校で，一人一人がそれぞれの居場所をもっているこ
とは，衣服や所持品を置く名前のついた置き場が確保されていることに表れている（写
真29）
。
教師はふつう20代前半の結婚前のオールドオーダーの女性である。結婚するまでの間，
コミュニティのために教師として働くというケースが多い。この日著者たちをアーミッ

写真25 アーミッシュスクールで休み時間に校庭へ向かうオールドオーダー・アーミッシュの子どもた
ち（ペンシルヴェニア州ニューホーランド 2008年）
。
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写真26 子どもたちが通学に使っているスクーター（ペンシルヴェニア州ニューホーランド 2008年）
。

写真27 子ども用馬車（ペンシルヴェニア州ニューホーランド 2008年）
。

写真28 授業の準備をする教師と子どもたち（ペンシルヴェニア州ニューホーランド 2008年）
。
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写真29 自分の名札のあるところに，服や帽子をかける。帽子も服も，
ほとんど， 大人と同様のデザインである（ペンシルヴェニア
州ニューホーランド 2008年）
。

シュスクール（ウェルシュ・マウンテン・スクール）に案内してくれたのも，かつてこ
の学校で教えていた。子どもたちと教師が宗教に基づく生活文化を共有しており，教会
コミュニティと親たちが学校を管理し維持していることに特徴がある。親たちやコミュ
ニティの人々にとって，アーミッシュスクールは自分たちが参加して創るものと認識さ
れている。実際，どこに創るか，教師はだれにするかなどの選択すべてに，親たちが関
わる。新しい教師を育成するためのネットワークをつくっているところもある。ペンシ
ルヴェニア州では，新たに教師となる者は，学期間に 5 回のミーティングで教師として
のやりかたを教えられる。より経験のある教師によってこのミーティングは計画されて
きた（Fisher 1986）
。
学校は通常午前 8 時か 8 時30分頃に始まる。アーミッシュスクールの授業内容は，基
本的には，読み，書き，算数のいわゆる 3Rs と呼ばれる内容を中心に構成されている。
朗読，綴り方，書き方，算数，ドイツ語，英語（文法や文章の構成）を基本として，社
会，地理，歴史，美術，保健などをも学ぶ。制度的教育としての学校には 8 学年までし
か通わないが，学ぶこと（learning）を大切にしていて，識字率は100％といわれる64）。
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子どもたちは学校で初めて英語を習うが，これは，アーミッシュ以外の人々との交流，
そしてアメリカ社会で生きていくために不可欠だと考えられている。また，礼拝用のド
イツ語も習う（Fisher 1986）
。ウェルシュ・マウンテン・スクールの子どもたちは，学
年ごとに教科に関する勉強をする。課題を与えられ手をあげて答えたり，順番に黒板に
出て答えを書く。教師は複数の学年の子どもたちを順番にみるので，寺子屋という雰囲
気である。
コミュニケーションの質を保つという観点から，テクノロジーの適用に慎重なアーミ
ッシュは，学校の授業にはコンピュータに関する内容を含めていない。科学，体育，コ
ンピュータ関連，性教育はカリキュラムに含まれず，組織的スポーツ，クラブ，キャリ
ア教育，進路指導などもなされない。一方，子どもの挨拶やマナーなど，生活態度に関
しては家庭で教育することがらとされている。子どもたちは教師と共に祈り賛美歌を歌
うが，プロテスタント教会学校で行われるような宗教教育はなされない。宗教教育は，
家庭と教会のみで行われる。アーミッシュの人々のあいだでは，
「学校＝公」
，
「家庭＝プ
ライベート」という明確な区分はなく，学校でも自分たちの信条に沿った生活のしかた
を教えることを目指し，親たちやコミュニティの人々が関わっている。
教科書は，教師が選択し，手作りのものも多く使われている。たとえば，オールドオ
ーダー・アーミッシュの教師が執筆した副読本『いつの日も子ども』
（Martin 2001）は，
アーミッシュの子どもが経験する日常生活を描いた形式をとっている65）。馬車が溝には
まってしまった事故と負傷した馬や人のケアに始まるこの本には，ライフコースに沿っ
て行われる行事，仕事，事故，けがや死別といった困難，それらをともに経験する人々
や動物との関わり，コミュニティの役割などが描かれている。社会保障を受けず，コミ
ュニティの人々の相互扶助によって生活していくことを信条としているアーミッシュた
ちにとって，困難をともに経験してゆくコミュニティの一員となることを学ぶことが重
要なのである。
アーミッシュスクールで，通常の授業以外に重視されていることは，様々な人との交
流である。実際，この学校を訪ねて驚いたことは，突然現れた珍しい客たちなのに，大
歓迎されたことである。確かに，教室の壁にも，花束と外来者の訪問を歓迎する言葉「訪
問者は，わたしたちの学校を豊かにします Visitors keep our school in bloom」が書かれ
た紙が貼られている（写真30）
。そして，子どもたちは授業開始を遅らせて前に並び，賛
美歌を合唱してくれた。教師は，訪問者のために歌ったり話すというコミュニケーショ
ンも，学びの機会として大切にしている，と述べていた。
初めて訪れた著者に，さらに，子どもたちのことをより多く知る手がかりが教師から
与えられた。第一は，
「神に従って父と母を敬うこと」という壁に描かれた文言の下に貼
られている，家族について子どもたちが紹介した色紙である（写真31）
。宗教上の理由か
らオールドオーダーの人々は離婚しないが，たとえ両親と死別していたとしても，子ど
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写真30 アーミッシュスクールの内部 壁には， 訪問者を歓迎する，「訪問者は， わたしたちの学校を
豊かにします」という文字と手作りの花と花瓶が貼られている（ペンシルヴェニア州ニューホー
ランド 2008年）
。

写真31 アーミッシュスクールの内部 家族の紹介をする紙が貼られている（ペンシルヴェニア州ニュー
ホーランド 2008年）
。
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もたちは祖父母や親戚，あるいは教会コミュニティの人々のもとで一緒に生活するので，
帰る家と家族と呼べる人を必ずもっている。子どもに限らず，家族のなかで感情的な齟
齬があり，一緒に暮らすことが困難である場合でも，コミュニティの他の人の家でとも
に暮らしケアを受けることは，日常的に行われている（第 3 章Ⅲも参照）
。家族は，その
中だけで問題を解決しなければならない閉じた環境ではい。また，自分で選択する以外
は，教会コミュニティの人々と関係を絶つという状況は生まれない。一人一人が，家族
やコミュニティにおいて包摂観を抱くことができるよう，日常の交流や齟齬の調整が図
られている。
第二は，子どもたちが書いた自己紹介の冊子である。そこには，子どもたちが好きな
ことや将来の夢が，書かれている。一人 1 ページずつのスペースに，
「こんにちは。私の
名前は○です。私は○歳です。私の両親は○です。大きくなったら○になりたいです。
私が好きなことは○です」
（原文は，以下のようである。“Hello, my name is … I am …
years old. My parents are …. When I grow up I want be …. My favorite thing to do ……”）
という具合に，順番に自分や家族について説明がなされている。将来なりたいものとし
て，野球選手というものもあるが，多くは，農夫，家具職人，鍛冶屋など，その仕事を
身近で実際に見たことがある職種があげられている。一つの仕事について技術を身につ
けた大人となることが，将来の像として描かれているのである。
自己紹介用ノートに，
「大好きなこと favorite thing」としてあげられているのは，子
どもたちが毎日実践している事柄である。それらは，祖父母の住まい「グロースドーデ
ィ・ハウス」
（第 3 章Ⅲ 1 も参照）に食事を届けること，弟妹の面倒をみること，動物
の世話をすること，そして，毎日，野菜畑や花の世話をすることなどであった。オール
ドオーダーの人々は，農業など仕事の第一線から退くと，母屋を子ども夫婦に譲り，自
分たちは新しいこぢんまりしたグロースドーディ・ハウスを母屋につなげた形でつくり，
そちらに移動する。高齢者の世話は一般に家庭で行うが，子どもたちが，食事を運ぶこ
とや祖父母と会話することなど，その世話の重要な一翼を担っている。子どもたちが，
農場や家庭，そして近隣で日々行っている関わりとケアの活動のなかに，役割をもつ誇
りと喜びを見い出している様子がうかがわれる。子どもたちの活動は，毎日の家庭を中
心とした生活への関心や楽しみと不可分のものとして，表現されていたのである。
「学者」
（本章Ⅱ参照）の時期の子どもたちの生活のなかの学びについて，保守的なこ
とで知られているペンシルヴェニア州ミフリン郡のオールドオーダー・アーミッシュの
農場で育ったリー・カナギーは，
「農場の生活は，複雑な社会において生きることに関わ
る，実地体験（hands-on experience）を与えるユニークな方法である」
，と振り返ってい
る（Kanagy 2006: 22）
。リーは，メノナイトとなる道を選び，インディアナ州ゴーシェ
。
ン大学で学び牧師となって，日本でも宣教した（Kanagy, L. H. 2009; Kanagy, A. B. 2009）
老後は，ミフリン郡にほど近いペンシルヴェニア州ベルビューの CCRC（継続ケア退職
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者コミュニティ）で妻のアデラとともに暮らしていた（序章Ⅳ 1 ，第 3 章Ⅴも参照）
。
リーは，農場の生活から，以下の 7 領域が自分の人生に織り込まれたと報告している。

畜産：アーミッシュファームにおける，ウシ，ウマ，ヒツジ，ブタおよび各種の家禽
を育ててケアすること
農学：穀物生産，冬期に向けた備蓄，土地管理の経験
園芸：果物，野菜，低木や花の成長に関する研究
養蜂：受粉や食品用の蜂蜜を集めるミツバチの価値と育てる（culture）ことに関する
研究（study）
気象：雲のパターンと動き，風の方向，湿度計の動き，四季の気候の変化の研究
鳥類学：鳥とその習慣，昆虫を制御する利点と鳥がやってくる季節にもたらす喜びに
関する研究
人間学（Anthropology）
：地域文化の様々な局面で人間関係の慣習と相互作用を学ぶこ
と（learning）
，そして，数十年後には，世界の文化を学ぶこと

リーは，これら学びの領域は， 8 年間の教育期間に，無意識のうちに養われたものだと
感じている。この期間に，祖父母や両親から伝えられた信仰や家族の価値が，リーに農
場の生活の意味と希望をもたらしたというのだ（Kanagy 2006: 22）
。

Ⅳ アーミッシュ・メノナイトの教育 ― 教会学校とホームスクール
1 アーミッシュ・メノナイト教会と教育 ― 教会が運営する学校
本節で検討するホームスクールを行っている家族は，カンザス州ハッチンソン
（Hutchinson）のアーミッシュ・メノナイト教会のメンバーである。2013年にこの教会は
169人のメンバーで構成されていた66）。この教会は，1958年にオールドオーダーから分
離して始められ，その初期からミッション活動を重視してきた（Nolt 2001）
。なかでも，
子どもの福祉・教育に関係の深い施設創設・運営を，主として南米で展開してきた。
1958年にビーチー・アーミッシュ（アーミッシュ・メノナイト）となって新しい教会
を主導してきたデヴィッド・L・ミラーは，オールドオーダー・アーミッシュ教会の説教
者であったが，分離の後に，初のカレッジを卒業したアーミッシュ・メノナイトの説教
者となった。2009年に，説教者の一人として教会に関わっていたミラーによれば，オー
ルドオーダー教会との分離は，より開かれた教会を目指して選択されたものだという（序
67）
。
章Ⅳ 1 ，第 1 章Ⅳも参照）

自分たちのコミュニティにおける教育に関しては，この教会とこの地域の他のいくつ
かの教会が協力して，プライマリースクール（小学校）と中等学校（日本の中学校と高
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等学校に相当する）を運営してきた68）。宗教コミュニティを基盤とする点では，教会が
運営する学校（チャーチスクール）でも，ワンルームスクールと同様に，親たちの考え方
を反映した運営がなされている。だが，学年ごとや科目ごとに教室や教師が用意されて
いることや，高等学校までの教育を行う点で，より規模が大きい。ホームスクールとチ
ャーチスクールで教育を受けている教会メンバーの子どもたちの割合は同程度だという。
教会コミュニティにおいて教育は重視されてきたが，就職やステイタスを獲得するこ
とよりも，生き方をめぐって柔軟な考え方と多様な実践を行えるようになることを目的
としている。法的に認められるようになると（カンザス州では16歳）
，ただちに高等学校
を退学する子どもたちもいるが，カレッジや大学を目指して教会の高等学校を卒業し，
アイビーリーグ69）に進学するものもいる。たとえば，他のコミュニティからやってきて
メンバーとなった男性は，エール大学で英文学を学んだが，この地域でディーゼル・メ
カニックとして働き，話をして人々を楽しませるストーリーテラーを務めている。
プライマリースクールは，アーミッシュ・メノナイト教会の建物の一部を利用して運
営されている。一クラスは20人から30人で，教師はこの教会のメンバーである。カリキ
ュラムがあり，科目ごとに教師が決まっている。
午前中には，低学年と高学年の二つのクラスに分かれて授業が行われる。低学年の場
合には，全体での挨拶やイントロダクションのあと，教室の中にいくつものグループを
作り， 2 人の教師が回っていく。読み，書き，算数が中心だ。子どもたちは，一斉に手
を上げて答えている（写真32）
。ここでも訪問者は大歓迎で，訪問者の文化を学ぶという
ことも，授業の一環とみなされている（写真33）
。

写真32 低学年の教室のグループ授業風景（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。
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プライマリースクールの上級学年になると，午後にも授業が行われる。ここでは，実
習や表現も重視される。たとえば，折り紙作成（写真34）や劇によって世界の歴史を伝
え理解する（写真35）などが，授業の方法としてとりいれられている。これらは，個々

写真33 教室の壁に貼られた訪問者を歓迎することを表現したポスター「訪問者は私たちの一日を明る
くする」
（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。

写真34 午後の実習：日本の折り紙を作る（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。
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の教師が授業アイディアを提示して進めている。歴史や各地の文化について，対話をす
る時間をとることによって，人々の気持ちやおかれた環境に関する考察が深まると考え
られている。
プライマリースクールでは，休み時間の活動が活発である。十分に時間をとって，教
師も一緒に，広い廊下を利用してゲームやおしゃべりに興じる（写真36）
。
高等学校では，専門の校舎を持ち授業が展開されている。たとえば，カンザス州パー

写真35 午後の実習：劇を作り演じて歴史を理解する（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。

写真36 休み時間（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。
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トリッジの学校では，学生は，ほとんどアーミッシュ・メノナイトであるが，洗礼前の
子どもたちも多く，服装はまちまちである。オールドオーダー・アーミッシュと同様に，
女性は無地の服を着用していることが多いが，色は明るく華やかなものが選ばれている。
授業は小規模で，一方的な講義というよりも，問いと答えを基盤として一緒に考えて
行く，という形式をとる。ここでも訪問者は大歓迎で，学生たちとセミナーのかたちで
討論をすることもある（写真37）
。昼食は，専門の調理師がつくった温かい昼食を，学生
も教師もビュッフェ形式でとりわけ楽しむ。教師たちにとっては，互いに連絡を行った
りする時間でもある。
チャーチスクールには，教会メンバーの子どもたちのみならず，地域の子どもたちも
参加している。その点で，教会が運営する学校は一般社会とのチャネル（交流の路）と
いう意味を持っている。チャーチスクールにおいては，授業時間に関する考え方がフレ
キシブルで，外部からの参加者が利用しやすい形で工夫されており，ホームスクールを
行っている家庭の子どもたちが希望する授業やプログラムを柔軟に受け入れる，という
点も特徴の一つである。このことは，ホームスクールで学ぶ子どもたちが一時的に参加
することを可能としており，ニーズに対応し学びのかたちを多様化する役割を果たして
いる。

写真37 高等学校の授業：訪問者との議論（カンザス州パートリッジ 2009年）
。
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2 アメリカ合衆国におけるホームスクールの展開
ホームスクールの歴史
家庭を教育の場とするホームスクールが学校教育のオルターナティヴとして提示され，
草の根運動も含め社会運動の様相を帯びて模索されてきたことは，アメリカ合衆国の教
育における一つの特徴である（Gaither 2008: 2）
。ホームスクールは，全米50州で合法化
されている。合衆国では，ホームスクールで学んでいる子どもたちは1980年代半ばから
急増し，ホームスクールを望ましいとするアメリカ人の割合も，36パーセントとなって
いる。国家家庭教育調査プログラム70）によると，学齢期の子どものうちホームスクール
で学ぶ者は，2.2％（2003年）から2007年には2.9％に増加した（Lois 2013: 1, 195, n.1）
。
様々な統計があるが，全米家庭教育ネットワーク71）によると，米国ではおよそ100〜200
72）
。
万人の子どもたちがホームスクールで学んでいる（Leiding 2008: 77; Lois 2013）

歴史的にみれば，家庭教育は，植民地時代から一般的に行われてきたものである。自
宅で主婦が自分の子どもたちや近隣の子どもたちに読み書き，手芸や料理を教える「家
庭塾 dame school」が行われてきたアメリカでは，ホームスクールはワンルームスクー
ルとともに，親や年長の人々が関わる教育の一般的なかたちであった。だが，1852年に
マサチューセッツ州で就学義務法73）が制定されて以来，学校教育が広まり，19世紀末に
は，国民の就学義務を担う公立学校が全国に行き渡った。そして20世紀に入ってからは，
子どもを教育する場は，専門的な教師によって教えられる学校であることが当然のこと
と考えられるようになった（リース 2016）
。
ホームスクールが法的に認められるまでには，多くの議論が重ねられてきた。1920年
代に出された法的決定は，子どもの教育に関し親たちに権限をもたらした（Tomkins
1991）
。子どもはすべて公立学校に通わなくてはならないと定めたオレゴン州法を無効
とした1925年の合衆国最高裁判決は，ホームスクールとの関連で重要なものである。こ
の判決は，
「公立学校の教師だけから教育を受けることを強制することで子どもを画一化
する，州のいかなる一般的な権限をも排除する」と判断したからである（メイベリー他
1997: 158）
。
公民権運動や反戦運動が展開された1960年代から，学校制度に関するオルターナティ
ヴ模索の動きが活発となった。1960年代後半から1970年代前半に，ジョン・ホルトやイ
ワン・イリイチなどから教育に関する議論が提示されたことも，公教育を問い直す契機
となった（メイベリー他 1997: 15 16）
。ホームスクールを選択した親たちの中には，既
存の学校における政治的・文化的価値観に同意できない者や，さまざまな理由から，学
校における教授法が自分の子どもには適合しないと考える者もいた。
「学校教育に代えて親の家庭教育の自由」を認定する代表的な判決としては，1950年
のレビセン事件において就学義務を拒否する親の訴えを認めたイリノイ州最高裁の判決，
1978年のフリッツエレ事件で就学に代わるホームスクールの認容基準を示したマサチュ
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ーセッツ州最高裁の判決などがある（メイベリー他 1997: 158）
。なかでも，ホームスク
ールの認知に大きな影響を与えたのは，アーミッシュの親に八学年以降自分の子どもを
教育することを認めた，1972年のウィスコンシン州対ヨーダーの訴訟における合衆国最
高裁判所判決（ヨーダー判決（Wisconsin v. Yoder, 1972）
）である（本章Ⅰも参照）
。裁
判所は，修正憲法第一四条の適法手続き条項と修正憲法第一条の信仰の自由条項に基づ
き，親の教育の選択の自由を初めて認めた（メイベリー他 1997: 19）
。連邦最高裁は，各
州はアーミッシュにハイスクール就学を強制することはできないという判決を出した（藤
田 1991: 102）
。ヨーダー判決は，公立学校へ強制的に出席させようとすることと，宗教
上の理由に基づく個人の選択の問題を取り上げたのである（Hanna 2012: 610）
。
その後，1970年代には，いくつもの訴訟を経て，ホームスクールは次第に認知されて
きた。1978年のマサチューセッツ州のパーケムライズ対フリズルの裁判では，裁判所は，
親にあらゆる教育上の方法を選択できる権利があると認め，それはプライバシーの権利
として護られるべきであるとする憲法修正第九条の主張を支持した。1980年代には教育
界が，学力水準を高めアメリカの競争力を高める目的で，教育改革に関する報告書を公
にした。だが，改革の過程は，子どもの幸福を見過ごしているとも批判された。数十年
にわたる公教育に関する論議のなかで，私立学校やホームスクールが増加した。そして
1990年代にはホームスクールに関して合法化が進んだ。ホームスクールに関する重要な
判例として位置づけられる，
「信仰上の理由でホームスクールを行っている家族に対し，
生徒は州の免許を持つ教師から教わらねばならないという州の定めた必要条件を免除す
る」というピープル対ディジョング訴訟の判決が，1993年に最高裁判所で出された（メ
イベリー他 1997: 16 23）
。このようにして，1993年より，すべての州において，親が自
分の子どもを家で教育することが，法律的に認められたオプションとなって合法化され
たのである（メイベリー他 1997: 163）
。

ホームスクール運動における協働
近年の傾向として，ホームスクールと公立学校との協力関係が模索されてきたという
点があげられる。1980年代半ばから，親たちからも教育委員会や教師との協力が求めら
れるようになり，複数の州裁判所が教育委員会に対して協力の方法を探るよう助言して
おり，協調政策が展開されてきた。たとえば，ソールトレイク大都市区のグラナイト学
校区は，ホームスクールが公立学校のサービスを利用することを推奨している。ホーム
スクールの子どもは，図書館の資料や本を使用したり，特別クラスに入ることも可能で
ある。子どもたちが登録する代表的な教科は，理科，音楽，図工などである（メイベリ
ー他 1997: 23 24）
。また，1985年のワシントン州のホームスクール法では，ホームスク
ールで勉強する子どもたちにも，学校対抗の体育行事への参加を含め，公立学校の活動
や施設の利用を幅広く認めている74）。
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このように，
「相互協力」という考え方により，多様な教育資源が活用されるようにな
り，ホームスクールは成熟期に入っているといわれる。教育資源の活用のしかたとして，
博物館や図書館の利用はもちろんだが，他にも，音楽と理科は地域の学校の授業で実践
をとおして学ぶ方法がある。また，地域の教育行政側もコミュニティホームスクール・
プログラムを作成するなどして，多様な学びの実践に参加する姿勢をみせている。カリ
フォルニア州が資金を提供している，コミュニティ・ホームエデュケーション・プログ
ラム（CHE）は，教師を雇うなどして，ホームスクールと公立学校との連絡役を果たし
ている。親たちも，このプログラムのメンバーであれば，カウンセリングや様々なサー
ビスを受けられる（メイベリー他 1997: 24）
。
こうした協力関係は，悩みを抱えながらホームスクールを実践する親たちにとって新
たな選択肢を与えている。ホームスクールに関しては，子どもの社会性が十分に醸成で
きるのかという疑問が一般からもしばしば表明されるが，実際に自分の子どもが孤立し
ているのではないか，と憂慮する親も多い。たとえば，アメリカでホームスクールを実
践した家族の記録『鎖のない学校』
（Wallace 1983）では，
「一つの悩み」＝孤立として
表現されている。だが，子どもを学校へ戻そうとは思わない親たちは，ネットワークづ
くりやホームスクール支持団体の組織化にとりくんできた。1980年代を通じてネットワ
ーク団体の数が急増したといわれており，とくに宗教的な動機で行っている人々のあい
75）
。
だで普及している（メイベリー他 1997: 25, 162）

3 アーミッシュ・メノナイトのホームスクール実践
本項では，カンザス州ハッチンソンのアーミッシュ・メノナイト教会メンバーのホー
ムスクール実践例について検討する。
カンザス州では，少なくとも5000の家族がホームスクールで子どもたちを教育してい
ると推定されている（Adams 1995）
。ホームスクールは，全米50州で合法であるが，学
76）
。カンザス州では，とくに
校区によって法律や規制は異なっている（Kunzman 2009）

ホームスクールに関する法律は定められていないが，学びの場への参加義務に関する法
律は存在している。 7 歳から18歳の子どもたちは，学びの場として，公立，私立あるい
は不認可私立学校（ホームスクール）に参加しなければならない（Schumm 1994）
。
このように，カンザス州では，ホームスクールは不認可私立学校として営まれている。
親たちは，自分たちの学校を，不認可私立学校として国に登録し，計画とスケジュール
を明確にして教育を行い，定期的な試験あるいは評価を行わなければならないが，ホー
ムスクールで学ぶ子どもたちは標準化されたテストを受ける必要はない。法律は，不認
可私立学校の教師は，能力を備えていなければならないとしているが，能力ある教師は
どのようなものかについての規定はない77）。
本項で検討する三家族は，同じアーミッシュ・メノナイト教会に属しているが，かれ
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らの生活環境はそれぞれ異なっている。一般的に，ホームスクールを選択する理由とし
て，宗教に基づく両親の教育方針が指摘されてきた。だが，以下で検討するように，親
たちが同じ教会に属しているとしても，ホームスクールを選択する理由は，宗教という
一言で説明しつくされるものではなく多様性がある。

ライフスタイルに関わる価値観を伝える
第一のホームスクール家族は，家族で農業を営んでいる。両親は，農場を所有し自給
自足することを夢見て，アイオワ州から移り住んだ。夫ドワイトは，2010年に説教者78）
の一人として指名され，教会でも中心的な役割を担うようになっている。主として野菜
を作り，家と畑のあいだに創った小さな小屋で販売している。訪ねた時に収穫していた
のは，オニオン，ビーツ，スクオッシュ，サヤインゲン，ジャガイモなどである。
両親は 6 人の子どもを育て，ホームスクールを行っている。ホームスクールを始めた
理由の一つは，近隣には，子どもたちが通うのに適した学校がないことである。一般道
に掲示した野菜販売を知らせる看板からも，家は 2 キロメートルも奥まったところにあ
る（写真38）
。もし，子どもたちを学校に通わせようとすれば，往復の送り迎えで，夫婦
は仕事をする時間がとれなくなってしまう。家族で一緒の時間を楽しむためにも，ホー
ムスクールは不可欠だという。
もう一つのより大事な理由は，夫婦が 2 人で選んで農業を始めたこの土地で，子ども

写真38 アーミッシュ・メノナイトの農場で野菜を販売していること知らせる看板 農場は道路から 2
キロ奥まっている（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。
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たちの教育を自分たちで行いたいという希望が明確であることである。
6 人の子どもたちのうち，小学校以上の年齢の 3 人にホームスクールを行っている。
そのために，家族は，一日のスケジュールを細かく決めて，一緒にゆっくり過ごす時間
を確保している。
農場の仕事をしている一家の朝は早い。父親は朝食前に畑で仕事をし，男の子たちは
父親を手伝う。母親は朝食の準備などを行い，年上の女の子は家で母の仕事を手伝う。
朝食後，コーヒーと手作りのビスケットを食べながら勉強を始める。勉強部屋は，ダイ
ニングと繋がっている居間である。一般に行われているように，ほとんどの授業を母親
が担当するが，父親も小さな子どもたちの世話をしながら同席する（写真39）
。末の子ど
もが風邪をひいて熱がある日でも，父親がこの子どもの世話をしながら，ホームスクー
ルはできるだけ休まずに続ける。
教材は，キリスト教系のホームスクール支援団体から取り寄せて，親が様々な教科を
教える。数学，リーディング，語学，自然（nature）
，歴史，そして音楽のテキストは，
幼稚園から12年生までの教材を広く供給している，ペンシルヴェニア州ハリスバーグに
ある保守的なメノナイトの出版社から取り寄せている（写真40〜42）
。たとえば，音楽
のテキストの一つのタイトルは，
「音楽における神の光」
（God’s Light in Music）である。
親たちは，子どもたちが，特に様々な環境や社会での経験を学び，創造性を高めるこ
とを期待している。歴史の授業では，たとえば，中世の人々の生活について，母親とと
もに，教材を読みながら内容を確認していく。中世の人々が食べていたもの，病気，様々

写真39 朝食後ホームスクールで学ぶ家族（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。
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写真40・41 ホームスクールの歴史に関するテキスト（カンザス州ハッチンソン 2009年）
。
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写真42 ホームスクールの自然に関するテキスト（カンザス州ハッチンソ
ン 2009年）
。

な立場の人々の存在などについて学ぶ。授業の時間に留まらず，子どもたちが日常のな
かで歴史に触れられるように，壁の一番上には，年表が貼りめぐらしてある。
午前中のホームスクールが終わると，午後，親たちはそれぞれの仕事に専念する。子
どもたちは，課題をしたり親たちの手伝い79）をしながら，夕食以降の時間に再び勉強の
成果を親たちに確認してもらう。子どもたちが，十分に活動を行ったかどうかは，それ
ぞれシートに星のマークを貼り付けて示す（写真43）
。これらすべての活動が，勉強のみ
ならず，子どもたちの家庭生活の一部を構成している。子どもたちは，ホームスクーリ
ングが勉強しているときだけだとは考えておらず，家庭におけるかれらの生活の一部だ
と捉えている。
ホームスクールを行うことによって，その目的であった，家族で一緒に過ごす時間を
ゆっくり持つこと，子どもたちの教育を自分たちが行うことの双方が遂げられていると
いう。生活全体を共有することにより，自分たちが考えているライフスタイルを，子ど
もに経験をとおして伝えることこそが，求めていた教育の中身であるという。ホームス
クールで学ぶ子どもたちは同年代の子どもたちとのつきあいが少ないので，社会性を育
てる機会が不十分ではないかという憂慮がしばしば表現されてきた。だが，この家族は，
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写真43 子どもたちの家庭における役割表（カンザス州ハッチンソン
2009年）
。

毎週水曜日夜の教会の様々な企画や日曜の礼拝にはほとんど参加してきた。子どもたち
は，そうした機会に，同年代に限らず，多様な世代の人々との親交を深めている。子ど
もたちの成長に従って，教会外の諸活動に触れる機会についても，検討しようと両親は
考えている。

世界を知る視点を磨く ― ライフスタイルを考えるために
第二のケースは，近隣に小学校があってもそこには通わせず，家庭教育を選択してい
るアーミッシュ・メノナイトのホームスクールである。この家族は，市街地に居住し，
父親はサラリーマンとして働き，母親は主婦として家事をしながら小学校高学年の子ど
もの勉強をみている。
子どもは一人用の勉強部屋ではなく，本棚でゆるやかに二つに仕切ったリビングルー
ムで勉強している。玄関から直接入る形のメインのリビングルームは，父親や家族が客
たちを迎える場所でもあり，人の出入りを感じる場所となっている。親たちは，子ども
が，家で勉強していても，より多くの人々と話すことができるほうが望ましいと考えて
いるので，子どもが個室で勉強することは考えていない。
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写真44 地理のテキストの日本地図（カンザス州ハッチンソン
2009年）
。

ホームスクールを選択している主要な理由は，充実した教材を用い，科学や地理に関
し広く知識をつけて，自分のペースで学んでほしいと考えているからである。とくに学
んでほしいのは，環境に関わること，そして，世界の様々な文化である（写真44）
。学年
が進むにしたがって内容も難しくなるが，通信教育も活用しながら，スケジュールにし
たがって勉強を進めている80）。科目は，聖書，歴史と地理，読書，読み上げ，体育，文
法，スペル，数学などである。
子どもは，家で勉強するだけではなく，とくに午後には，近隣の図書館や教会学校の
プログラムを利用する。母親は，同様の選択をしている姉から情報を得たり，地域ネッ
トワークに基づいて，他のホームスクール家族と交流し，教材や資料を共用することも
ある81）。

人生を考える時空間としてのホームスクール
第三のケースは，母，父，そして三人の子どもたちがいる家族である（写真45）
。この
家族は，母親の父親の代にオールドオーダー・アーミッシュ教会から分離し，カンザス
州ハッチンソンン近郊にアーミッシュ・メノナイト教会を開いた人々である（序章Ⅳ 1
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写真45 サンクスギヴィングの食事を楽しむジョウルの家族（両親と弟， 妻）
（カンザス州パートリッ
ジ 2009年）
。

も参照）
。女性たちは伝統的な衣装を着ているが，自動車を利用し，ミッション活動も行
ってきた。父親は，サラリーマンとして販売の仕事に就いており，教会活動には熱心に
取り組んできた。ここでは，ホームスクールを経験したカンザス州ハッチンソンンのア
ーミッシュ・メノナイト，ジョウルのケースについて，本人と両親への聞き取り，およ
び往復書簡に基づいて辿る。
家族はカンザス州ウィチタの北西の町パートリッジでホームスクーリングを始めた。
最も近い都市はハッチンソンンである。この家族には， 3 人の息子がいるが，長男のみ
をホームスクールで育ててきた。それを積極的に始めたのは，母親ミリアムである。彼
女は，教会が関連する高等学校で教師として教えており，教育に関し技術も経験もある
という点で，例外的な存在かもしれない（写真46）
。だが，彼女が始めた理由は，必ずし
も例外的ではないだろう。その理由とは，幼い時から長男ジョウルが，興味を持つもの
には非常に集中してとり組む性質があると感じたことである。母親ミリアムによれば，
3 人の兄弟のなかでも長男ジョウルは，幼い頃から本を読むことが好きで，興味をもっ
たことに関しては，自分なりに時間をかけて解明しようとする傾向が強かったという。
そこで，ミリアムは，自分の手で，ジョウルの望むペースで，十分に時間をとって伸ば
していけばどのようになるのか，やってみたいと強く感じたという。教会の高等学校で
教師としての経験を積んできたミリアムにとって，長男ジョウルのニーズに沿った支援
を与えることにより，彼がどのように成長してゆくのか見守ることは，興味深く楽しみ
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写真46 シーダー・クレスト・アーミッシュ・メノナイト（Cedar Crest Amish Mennonite Church）
教会の教室で高等学校の授業をするミリアム（カンザス州ハッチンソン 2009年）

でもあった82）。
他方，ホームスクールの生徒となった子どもジョウルは，両親がホームスクールを始
めた理由について，次の二つであったと考えている。第一に，両親は，公立学校システ
ムのもとでは，自分が力を十分に発揮できないと感じたこと，第二に，宗教的観点から，
幼い頃から自分を公立学校生活から受ける影響に晒したくなかったことである。
かくして，母親ミリアムは，高校卒業時まで，ジョウルとともにホームスクールを行
うことになる。具体的には，公立学校で学ぶことについてはもれなく指導するように心
がけていたが，時間の使い方を緩やかにして，本人が追求したいことに十分な時間をか
けられるように配慮していた。ジョウルが語っているホームスクールの第一の魅力は，
周りの子どもたちと比較されることがなく，興味に従って学ぶことができることである。
その様子を，ジョウルの経験から辿ってみよう。ホームスクーラーであったことにつ
いて，ジョウルは，次の言葉で説明し始めた。
私は高等学校卒業証書を持っていない。私の小学校の卒業証書は，非認可の私立学校から受
けたものである。私が通ったその「非認可私立学校」は，私の家庭の中にあり，私は，私の
「クラス」のただ一人の生徒だったので，いつも，クラスのトップであり，ビリでもあった。

ジョウルは，他の生徒たちと比べることなく，自分のペースで勉強していた様子がうか
がえる。
ジョウルは，
「コア」科目を学ぶことに多くの時間を使ったが，自分の興味のあること
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を集中して追求することができた。ジョウルは，教会や公的機関から得られる社会サー
ビスを受けて，自分のペースで，自分の教育を創造していく。たとえば，ジョウルは，
本に対する興味を次のように育てた。
私は，幼い頃から本が好きで，公立図書館にしばしば通った。図書館で私は，実際「一度に
洗濯かご（ランドリー・バスケット）一杯の本を借りていく子ども」として，よく知られる
ようになった。

ジョウルは，どのような本を読んだのかについて，
「ほとんどあらゆる種類の興味を惹か
れた本 ―アイザック・アシモフの『ファウンデーションシリーズ The Foundation Series』
84）
『華氏451』
から「ブラックスタリオン」85），
から「数学ゲーム」コラムのコレクション83），

そして，トールキンから C・S・ルイス」
，と説明している。図書館では，館のスタッフ
がジョウルに本に関する情報を与えてくれ，彼の「個別学習」を支えてくれた。新しい
知識を得ることを媒介として，多様な世代の人々との交流をしてきたのである。
ジョウルはまた，教会コミュニティが作ってきた資源を活用した。一つの資源は，コ
ミュニティが運営してきた教会の建物を利用した教会学校である。ジョウルは，教会学
校で他の子どもたちとともに行った方がよい科目に関しては，それを利用した。教会の
学校は，利用したい子どもたちには，いつでも開かれている。もちろん，授業の内容と
ジョウルの学業との調整は，本人のみならず，教師や母親ミリアムも加わって行ってき
た。この学校は，アーミッシュ・メノナイトによって創設されているが，信教に関わら
ず，子どもたちを受け入れている。他国から養子を取っている家族もいるので，人種・
民族も一様ではない86）。
ジョウルはさらに，教会の「若者グループ」にも属していた87）。このグループは，自
由意志によって参加するもので，16歳以上の独身者がほとんどである。
「若者グループ」
は，週末を近くのキャンプグラウンドで過ごす「若者会」など，多くの社会的交流の機
会を組織している。ジョウルは，そうした機会に行われる交流やゲーム，そして多くの
発表や議論に参加した。
ホームスクーラーの生活は社会性に欠けるのではないか，母親に過大な負担がかかる
のではないかという疑問がしばしば表明されているが（Lois 2013）
，ジョウルの場合は，
必ずしもそうとはいえないだろう。ジョウルは，日曜日の礼拝や水曜日の集まりに両親
とともに参加するのみならず，多くの知り合いのいる教会を基盤とした活動に加わって
きたからである。これらの活動を通して，ジョウルには，顔見知りの子どもたちと一緒
に過ごす時間もふんだんに用意されていたのである。
ジョウルは，教育に関わる自由な時間は，自分のペースで学ぶ自由な時間をもつこと
によって得られる，と考えている。彼は，身体全体で表現したり話したりする「show
and tell」を通して，自分自身を表現することができたことについて，次のように語って
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いる。
ホームスクールの生徒だったので，私は，同世代の者より，多くの「ホームワーク」をし
た。けれども，個別な指導を受けながら，自分のペースで進める自由によって，おおいに柔
軟（フレキシブル）なスケジュールが可能となり，インフォーマルな方法で教育（education）
を求める自由な時間を持つことができた。フォーマルな教育に加えて，私は，身体全体で表
現したり（show）
，話したり（tell）したのである。

自分のペースで進めるという自由によって得られたのは，
「教育 education」を求める自
由な時間だったという。そのことによって，彼は，身体全体で表現したり（show）
，話
したり（tell）することができたというのだ。自分が触れたり把握したりするために十分
な時間を使い，得られた成果を，母のみならず，父や弟たち，近くに住む祖父母，そし
て週に数日出会う教会のメンバーたちなど，他の人々と共有することを，彼は，
「教育
education」と表現しているのである。
さらに，自分のペースで本を読んだり他の人々と交流することをとおして，ジョウル
は最も興味をもつことを発見した。
私は，多くの種類の本を楽しみ読んだが，しばしばいくつかのコアとなる興味 ― コンピュ
ータ，ロジック，数学，そして投資に惹きつけらた。

彼が11歳となったとき，父親はコンピュータを購入し，ジョウルは，プログラミング
を試み，興味を統合しはじめた。ほどなく，ジョウルのプログラミングに関する並々な
らぬ興味に気づいた父親は，プログラミングに必要な「実際の」言葉を，地域のコミュ
ニティカレッジで学ぶことを示唆した。コミュニティカレッジは，アメリカにおいて，
「ライフロング・ラーニング」
（生涯教育）を担い，地域に根づいた教育機関として位置
づけられている。働いている人々でも，夕方以降，カレッジで開講される科目を選択し，
一定の単位をとることによって，大学卒業資格を得ることや，新たな領域への興味を育
てることができる。ここはまた，多様な年齢や職業の人々が出会い，交流することので
きる場でもある。こうして13歳の時にジョウルは，木曜日の夕方 6 時から10時まで，わ
くわくしながらカレッジの地下の教室で授業に出席し，プログラミングの世界の言語を
学んだ。
だが，プログラミングのクラスで企業の規範となっているプログラム用の言葉を学ん
だとはいえ，彼は，実際の世界でそれを適用する経験をしていなかった。今度は，彼の
母親が，ジョウルは徒弟として学ぶことができるのではないかと思いついた。ジョウル
の学校のスケジュールは柔軟だったので，一般の仕事の時間に仕事場へ出向いて働き学
ぶことが可能だったのである。ジョウルは，両親の知人の仕事場へ徒弟として通い，ソ
フトのプログラミングの仕事を学び始める。このことにより，ジョウルはまた自分の教
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師を増やしていった。彼は，仕事のトレーニングと高校の勉強をまっとうすることを同
時進行で行うことができたのである。この体験を，ジョウルは，次のようにまとめてい
る。
ホームスクールによるフレキシビリティは，
（私にとって）とてもよいものであった。それ
は幅広く読書し，興味あることについて満足のいくまで深く探求し，手を取り伝えてもらっ
た仕事の実体験を通して職業上の卓越性を獲得することを可能とした。そのことによって，
私の教育とキャリアに関する目標を追求することを促した。

徒弟の経験に加えて，仕事で出会った問題とその解決の検討，さらなる読書，カレッジ
での勉強などを通して，彼は自分自身の教育を続けた。その後，彼は，投資機関が投資
を考えるために使用するソフトウェアを開発するディヴェロッパーとして働き始めた。
彼は，その会社で仕事を 9 年間学び，その期間のほとんどをパートタイムでカレッジに
出席した。そして，2007年には，経営学士（BBA88））の学位を得たのである。ジョウル
は，ハッチンソンの町の中心にある，信教とはとくに関係のない一般の IT 企業に勤務し
ていた。同様の仕事を，2013年からはバングラデシュで行っている。
バングラデシュに行くことについて，ジョウルは，妻と生まれたばかりの子どもとと
もに新しい土地で暮らすことを楽しみにしていた。ホームスクールという選択によって，
多様な人々と交流し知識を得る機会に恵まれ職業についても時間をかけて考えることが
できたと考えているジョウルは，新たな人々や文化との出会いによって，自分が育って
きた環境を構成していた宗教や今後の生き方について，あらためて考えてみる時間がで
きるのではないか，と期待していたのである。
バングラデシュに行こうと計画しているジョウルにとって，学位を得たり仕事を得る
ことは，人生の最終目的とは捉えられていない。彼が最も重視していることは，ホーム
スクールの過程で得たこと，そして書物や人々から学んだことを基盤として，新しく出
会う人々がどのように世界を見ているのかを知ることである。
彼にとって，アーミッシュ・メノナイト教会のメンバーとなることを自由意志で選択
するかどうかを決めることは，常に重要な課題であった。彼は，宗教に関する見方につ
いて，以下のように記している。
私のそれ（宗教）に関する見方は次のように変化を遂げてきた。初期の受け入れ，拒絶を経
て，そして，その文化の価値を認め，それを保持するための方法を考え，何が保持する価値
があるのかを決定する際にコストとベネフィットを測るようになったことである。

彼は，信教を基礎として教会の運営に精力的に関わってきたわけではないが，いつも
傍にあった教会の施設と周りの人々は親しいものであったと分析している。アーミッシ
ュ・メノナイトとして生きることを決め，同じ宗教を信仰する人と結婚して，彼はバン
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グラデシュという新たに経験する文化のなかで自分の生活を見つめることにより，何を
保持して行くのかを考え始めているのである。

Ⅴ ライフロング・ラーニング ― 語り合い共に考える
1 議論と学び ― コミュニティの「手入れ」
本項では，人々がどのような暮らしを構想するのかというテーマと深く関わる自分た
ちが生きるコミュニティについて，議論する具体的な場と内容を例として，多様な人々
が参加できる議論の展開を検討する。
2013年 6 月のある日，ランカスターの情報誌で，アーミッシュの移動（マイグレーシ
ョン）に関する一般公開の講演会を予告する記事を見つけた（2013年 6 月19日，ペンシ
ルヴェニア州オールドオーダー・メノナイト教会における集会）
。夜 7 時から始まる講演
会会場に向かう郊外の道は，幹線道路から入ると信号もなく真っ暗だ。彼方に灯を見つ
けてようやく辿りつくと，そこには，黒い馬車と黒い車が，整然と駐車していた。その
会場は，オールドオーダー・アーミッシュと同様，再洗礼派の一グループであるメノナ
イトのなかでも伝統を重んじる，オールドオーダー・メノナイトの教会だからである。
オールドオーダー・アーミッシュと異なり車を使う人々もいるのだが，その場合でも一
様に車体を黒く塗っている。
一般公開とはいえ，夫と著者89）は日本からやってきた珍しい客のはずだが，皆驚いた
様子もなく暖かく迎えられた。驚いたのは著者らの方であった。ランカスターに来るた
びに会っているメノナイトの友人たちが揃っていたのである。つまり，再洗礼派のなか
でも，オールドオーダー・アーミッシュという最も伝統を重んじるグループの人々に関
する講演会なのだが，異なるグループの人々も集まっていたのだ。オールドオーダー・
アーミッシュの人々も発表する講演会だとのことだったが，司会者はメノナイトのケン・
センセニッグであった（序章Ⅳ 1 も参照）
。MCC でメノナイトを中心とした世界各地の
復興・支援に関わってきたケンは，長年アーミッシュの知人たちのもとへと，著者らを
伴ってくれた（Weaber ed. 1984; Kraybill 1984; Nolt 1984）
。ケンを紹介してくれたハー
マン・ボントラーガーは早くも席を確保してくれていて，遠くから手招きしている。ハ
ーマンは，インディアナ州のビーチー・アーミッシュというアーミッシュの一派の家庭
で育ち，メノナイトとなることを選択し，今はメノナイトとしてアーミッシュも利用で
きる保険会社を経営し，また一般社会と距離を置くアーミッシュたちのスポークスマン
の役割を担ってきた。そして，講演者の一人は，本書でも参照しているアーミッシュの
歴史を研究してきた，インディアナ州ゴーシェン大学のスティーヴ（スティーヴン）
・ノ
ルトであった。かれらと初めて出会ったのは，後述するアーミッシュの子どもたちが被
害者となった銃撃事件をとりあげた国際学会（2007年春）の時である（序章Ⅳ 1 ）
。

99

講演会では，伝統を重んじるオールドオーダー・アーミッシュの移動について，ノル
トの講演に始まり，アーミッシュの人々が経験を語った。移動の動機は長年議論されて
きたが，土地が足りなくなること，生活環境や周囲との関係の変化，あるいは新たな土
地で信仰のリフォーム（革新）を果たそうとするなど，いくつもの要因が関わっている。
興味深いのは，移動は，多くの場合，家族や個人単位ではなくメンバーが構成する教会
コミュニティ単位で行われることである。アーミッシュのコミュニティについて，ノル
トは，
「アーミッシュの間では，
『コミュニティ』は，重要な言葉である。ドイツ語でゲ
マインデ（Gemeinde）
，あるいはペンシルヴェニア・ジャーマンではゲメー（Gemee）と
表現されてきたこの語は，教会，教会メンバー，そして宗教的儀礼におけるこれらのメ
ンバーの集まりを指している」
（Nolt and Meyers 2007: 180）
，と説明している。アーミ
ッシュは，聖書に基づく信仰を実践するという観点から，建物としての教会を持たない。
信者の集まりを教会として重要視している（第 1 章も参照）
。そしてこれが「コミュニテ
ィ」という言葉で表現されているというのである。
実際，この日の講演会でも，困難のなかで移動を遂行してきたコミュニティの経験が，
アーミッシュ自身によって語られた。印象深かったのは，かれらが，
「コミュニティは，
常に，
『テンド tend』することによって，生かしてゆくものである」と語ったことであ
る。
「テンド」は，
「〜に貢献する」
「〜の面倒を見る」
，
「手入れをする」などの意味をも
つ。牛や羊の番，家畜の世話，作物や庭の手入れ，病人の世話などの用例があり，日常
のなかで，生命あるものと共に生きるために，寄り添い手を貸すという営みが浮かびあ
がってくる。
人々が包摂される，生きる場としてのコミュニティを保持するためには，内部の軋轢
を調整し，また，コミュニティ自体が一般社会に包摂されるよう，怠りなく気を配らな
ければならないだろう。だが，それは同時に，コミュニティ・メンバー相互の間断ない
関わりを要請する。安心・安全や包摂の感覚と，個人の自由を享受することは難しいと
しばしば言及される。他方，B. ザブロッキは，アメリカのコミュニティの一つ「ブルー
ダーホーフ」に関し興味深い点として，
「孤立を経験している西洋の人々はコミュニティ
を持っていないと感じているが，ブルーダーホーフのメンバーは，かれらが真に自由を
手にしている」をあげて，コミュニティへの帰属感と個人の自由の感覚の共存について
示唆している。
（Zablocki 1980: 287）
。この集会が，アーミッシュの人々は，どのような
ものとしてコミュニティを捉え，いかなる目的のためにコミュニティを必要とし，そし
て，どのような方法でこれを整え保持してきたのか，ということが著者のテーマとして
明確化された瞬間の一つとなった。
多様な相互扶助の工夫と実践は，家族以外の人々や，教会メンバー以外の人々をもケ
アすることであり，人々は必要な資源や新たなコミュニケーションの機会を得て，物事
に関する理解を深め情報を蓄積する。アーミッシュのマイグレーションの理由と実際に
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関する前述ミーティングにおいて，移動や移住は，
「テンド」
（コミュニティのありかた
に配慮してケアし，大切に面倒をみて手入れすること）の一つの実践である，と説明が
なされたが，相互扶助は人々がコミュニティに，そしてコミュニティが周囲の世界のな
かに位置づき包摂されるためのひとつの道筋を示している。
生活の変化をくぐり抜けてきた人々には，大切にしてきたコミュニティやコモンズを
失うという事態も間断なく発生するだろう。だが，人々は，コミュニティをテンドする
ための契機となる語り合いの場としてのコモンズを常に創出している。誰にでも開かれ
ているこの講演会もその一つといえよう。人々はいつものとおり夕暮れ時に夕食をすま
せてやってきている。男性も女性も，高齢者も子どもたちも来ている。講演会の前のお
しゃべりの時間は，楽しそうで賑やかだ。講演会は，
「皆の先祖，祖父母や家族たちがど
う生きてきたのか，その歴史を一緒に語り合いましょう」という司会者ケンの言葉で始
められ，最後は，遠く日本からやってきた著者らへの挨拶と賛美歌で締めくくられた。
日常の中に織り込まれた終わることのない会話の数々が，すべての人が充足して生きる
ことや楽しみに深く関わっている。アーミッシュたちが表現する多様な「ケア」の束と
しての「テンド」の数々を見つめることは，すべての人が生を慈しみ養いつつ年を重ね
られるコモンズとしての「エイジ・フレンドリー・コミュニティ age-friendly community」
（鈴木 2015）について考えることに他ならない。

2 価値観と居場所 ― つくられ続ける新しいアーミッシュ教会
最後に検討したいのは，現代におけるオールドオーダーの生活実践の価値を信じて，
実践しようとする人々の存在である。こうした人々のなかには，オールドオーダー・ア
ーミッシュであった人も，なんの関係もなかったが外から飛び込んだという人もいる。
現代社会にあって，生活の仕方を変化させ，変身しつつ生き方を考えるかれらの一部は，
下記の会議のなかで，自分たちを「リフォーマー（reformer）
（改革主義者）
」と呼んで
いる。
オールドオーダー・アーミッシュについては，とくに特徴的なオルドヌングが存在す
ることもあり，外部者が参加することの難しさが話題となってきた。著者が今まで出会
った，外部からアーミッシュとなった人も，より生活実践に関するきまりが緩やかなビ
ーチー・アーミッシュやアーミッシュ・メノナイトに参加していた。そうした状況で，
「2013アーミッシュ会議 アーミッシュアメリカ：サイバー世界のプレーン・テクノロ
ジー」
（2013年 6 月，エリザベスタウン大学ヤング再洗礼派敬虔派研究センターで行わ
れた研究者，一般，アーミッシュを含めた再洗礼派の人々が集う研究集会）で，オール
ドオーダー・アーミッシュとして，ケンタッキー州に新たなセトルメント「クリスチャ
ン・コミュニティ」を開いている人々が自分たちの経験を話す機会が設けられた。この
教区は，馬車を使うなど，オールドオーダー・アーミッシュの生活実践を適用している
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という「プレーン・コミュニティ」だが，オールドオーダー・アーミッシュとは関わり
のなかった人々にも開かれているという点に特徴がある。したがって，かれらを「アー
ミッシュ」と呼ぶことが適切なのかも，議論されてきた。
「2013アーミッシュ会議」で発表した人々が，
「クリスチャン・コミュニティ」に加わ
りオールドオーダー・アーミッシュとして生きることを選択した理由は，それぞれ異な
っている。ほかのキリスト教のグループに属していたが現代的な生活実践について疑問
を持った，さらに，宗教とはほとんど関係がなかったがオールドオーダーの生活に憧れ
た，そして，オールドオーダーのグループから分離してより純粋な生活実践を目指すグ
ループに属している，などであった。
最初に語った G は，妻と息子をケンタッキー州から伴って参加していた。G は，キリス
ト教プロテスタントのジャーマン・バプティストに属しているが，現代的な生活を送っ
ていた。父親と同じ電気技師として働いてきたが，技術開発の危険な面への恐れや，
「落
ち着ける居場所 a place to stay」が欲しいという気持ちなど，日々の生活について疑問を
持ったことをきっかけとして，
「クリスチャン・コミュニティ」に参加することを決意し
た。彼の経験は，次のようなものである。1991年に，家や車を売ってシンプルな暮らし
を始めようとした。妻も自分も，いまでは飛行機に乗らない生活で安心感が増した。生
活の変化のなかでとくに印象深く感じていることは，今では毎日「夕方のゆっくりした
時間 long evenings」をもてるということだ。テクノロジーは，個々人に心地よさ（comfort）をもたらすかもしれないが，一人でできることが多くなれば自律（autonomy）を
個々に行使せざるを得なくなる。こうしたタイプの孤独感を改善するために，キリスト
教者はコミュニティを求めているのではないかと思う。アーミッシュになって，自分の
なかで変化を感じることは，年長者を敬い大切にするようになったこと，結婚関係にお
いて忠実であることを重視することである。
二番目に語った A は，オールドオーダー・アーミッシュの家庭で育った。父は監督を
務めていたが，教会のリフォームを目指し，意を同じくする者たちと共に移動してテネ
シー州で新たな「クリスチャン・コミュニティ」を創ってきた。A は父親のリフォーム
の遺志を継いでいこうと考えている。皆は，自分たちの活動について，しばしば意図的
であるという意味の「インテンショナル・コミュニティ」と呼びたがるが，自分はただ，
テクノロジーに支配されない生活をしたいと考えている。コミュニティは，参加したい
者すべてに開かれていると思う。
三番目に語った L は，まったくキリスト教には関連のない環境で育ってきたという。
彼は，もともと民間企業のパイロットだった。22歳の時に，保守的なビーチー・アーミ
ッシュ教会のメンバーとなったが，福音主義やリバイバリズム（信仰復興運動）がしば
しばテーマとなっており，そうした話題では充足感を得られなかった。アーミッシュに
興味をもつようになり，オールドオーダー・アーミッシュが登場する映画『刑事ジョン・
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ブック 目撃者』
（原題：Witness，脚本：ウィリアム・ケリー，アール・W・ウォレス パ
ラマウント 1985）を25回も観たという。また『ミッドワイフ（助産師）の弟子（The
Midwife’s Apprentice）
』
（Cushman, K. 1995）という本を読んで，ホームレスの少女が助
産を習って，
「名前（name）
」
，生きる「場所（place）
」を得ていく過程をたどり，その意
味を考えたという：
「家族」と呼べる人たちが欲しかった。平和（peace）とテクノロジ
ーの関係も考えてみたかった。新しいテクノロジーは，自律（autonomy）と個人主義
（individuality）を求めると思う。だが，人生全体を考えれば，人は決して自律や個人主
義だけに支えられて生きられるはずはない。L はボイスメールを使っており，外部から
の訪問を歓迎すると述べた。
かれらの話において印象深かったのは，心地よさや便利さを生み出してきた現代のテ
クノロジーが，孤独のなかで選択をしてゆくという意味で用いられている自律や個人主
義と関わるものであり，人間の人生すべての生活におけるウェルビーイングをカバーし
きれるものではないという点である。
やはり外の世界からアーミッシュたちの世界に参加するようになったあるカンザス州
のアーミッシュ・メノナイトは，国外から米国に移民し働く過程でアーミッシュ・メノ
ナイト教会のメンバーに出会い，アーミッシュ・メノナイトとなることを選んだという。
彼は，生活全体に関わり，決して「一人にしない」関係性に魅力を感じたという。

おわりに
再洗礼派の人々は，アメリカ合衆国において多様な学校が認められてきた歴史の一翼
を担ってきた。人々が守り続けてきた，ワンルームスクール，チャーチスクール，ホー
ムスクールは，親たちや教会コミュニティが，次世代に身につけてほしい知識や技能を
伝える場として構想されている。宗教的信条など価値観と関わる事がらは，親やコミュ
ニティ，そして自然との関わりを含む日々の生活全体から，子どもたちが時間をかけて
身につけていくものだと考えられている。
アーミッシュの学校でも家庭でも大切にされてきたことは，まず，子どもたちがそこ
に居場所があると確信できる包摂観をもてることである。一人一人が認知されているこ
とは，学校における個人に関わる場所の確保や，家庭やコミュニティにおいて役割をも
つことによって確信できる。役割とは，力を持つ者のみが行う内容とは限らず，ただそ
こに生きて，周囲と関わり合うことだけでも達成される。子どもたちは，学校，家庭，
コミュニティのすべてにおいて，自分ができる役割を果たしつつ暮らしてゆくことで，
季節の移り変わりや周囲の人々との交流を学んでいく。こうしたヴァーナキュラーな知
は（イリイチ 2005）
，学校でのみ学ぶことができるものではなく，幼い日の暮らし全体
の中で学ぶものだというのである。それは，学校や家庭のみならず，信念を共にするコ
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ミュニティに生きてゆくことを体験する過程でもある。
聖書に従ってイエス・キリストが示したような共同体をつくるうえで重要なのは，人々
が実践する相互扶助，あるいは共に生きるという意味で頼り合うこと（interdependent）
である。教育が，自我の増幅，自立，権力の獲得，格差をもたらすのであれば，それは
相互扶助を重視するコミュニティ・ライフを危うくするものと捉えられている。親たち
の世代が重視してきた生活環境は，共通の信条として聖書に従い，近代化に慎重な態度
をとり，対面コミュニケーションを大切にするなどコミュニティ・メンバーの交流に配
慮し，皆が生活に関する規則を守ることを確認する機会をもつなど，注意深く暮らして
ゆくことによって守られてきたものだ。
ホームスクール実践に関する分析を通して，ホームスクールは，親やコミュニティに
よる子どもの一方的な社会化という意味だけではなく，子どもが生きる意味を考えるこ
とを支えることを通して，親や周りの人々も常に生き方を考えることに繋がっているこ
とを明示した。このことは，人々がホームスクールを，子どもや家族の生活に関わるさ
まざまな理由で選択することに表れている。ホームスクールという選択は，本人のみな
らず，本人と関わる人々の人生時間の過ごし方，人生における時のデザインと深く関連
している。
Ⅳ 2の「ライフスタイルに関わる価値観を伝える」のケースでは，世界に関する子ど
もの視野を涵養することに加えて，ホームスクールは，両親の希望に沿った家族のライ
フスタイルを構成していた。また「世界を知る視点を磨く ― ライフスタイルを考える
ために」のケースでは，両親は，子どもが世界についてより広い視野をもち理解できる
ようになることを助けようと，ホームスクールを選択した。かれらは，子どもが自分の
ペースで，さまざまな人々や環境について知識を蓄積することによって，どのような人
生を送りたいのかを考えられるようになることを望んだ。一方，
「人生を考える時空間と
してのホームスクール」のケースでは，ホームスクールは，子どもの人生に関する見方
と繋がっていることが見いだされた。
再洗礼派が利用するホームスクールは，一人一人が生きる意味を考える「ライフロン
グ・ラーニング」の時間と姿勢を，子どもたちに確保する試みでもある。これを支える
親たちや他の人々も，同様に，ライフロング・ラーニングの意味と実践について考え続
けることになる。重要な問いの一つは，ジョウルが語っていたように，今やりたいこと
にゆっくり集中することができるか，ということであろう。
ジョウルは，ローカル・コミュニティの教育へのアプローチと，アメリカの中流階層
一般のそれとの違いは，カレッジや大学教育の考え方にあると指摘している。高等学校
を卒業してすぐに大学に必ずしも進まなくてよいと考えられているし，多くがそのよう
にしている90）。そういう人々は数年働いている。このことは，大学教育を目指す者に新
たな価値観を付加すると，彼は考えている。数年の人生経験は，クラスルームで得た知
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識をその先の人生に統合することをより容易にする。彼は，
「自由に構成された教育」と
「統合」について，以下のように説明した。
バスケット一杯の本に夢中になったり，コンピュータをいじったりなど，自由に構成された
教育は，過去にもこれからも，私の人生において統合的な価値のあるものである。

ジョウルは，その経験について，自分のペースで学ぶという自由によって得られたのは，
「教育（education）
」を求める自由な時間だったと振り返っている。そのことによって，
彼は，身体全体で表現したり（show）
，話したり（tell）することができたという。彼の
経験を聴き取る過程で明らかになったのは，自分が触れたり把握したりするために十分
な時間を使い，得られた成果を，母のみならず，父や弟たち，近くに住む祖父母，そし
て週に数日出会う教会のメンバーたちなど，他の人々と共有すること全体を，彼が「教
育（education）
」と表現していることである。このように，教育の把握と実践は，生き
る目的とそれを遂げるための人々の支え合いという，アーミッシュたちにとって大切な
事柄を守り続けることと深く関係している。
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鈴木七美『アーミッシュたちの生き方 ― エイジ・フレンドリー・コミュニティの探求』
国立民族学博物館調査報告 141：107 153
（2017）

第 3 章 エイジング・イン・プレイスの実践
― 生きる場を慈しむ時間

はじめに
アーミッシュたちは，聖書に基づき互いに助け合う者たちの集まりとして教会を構想
してきた。その構想にしたがって，近代的な国家の制度に基づく社会保障に頼るのでは
なく，相互扶助やインフォーマル・ヘルプを充実させることを追求してきたのである。
とはいえ，
「遠くの人よりも近くの人を助けることこそが大変だ」と，オールドオーダ
ー・アーミッシュが語っているのを聞いたとき，制度に頼るのではなく，常に思いやり
助けあって共に生きることは，誰にとっても困難な道であることを著者はあらためて感
じた。だが，この困難な道を歩み続けなければ，誰をも決して一人にしてはおかない，
孤立させない，という意味のケアは実現できない。生活における様々な問題に関し，自
分たち自身で気を配り，知恵を絞り，手を貸しあって生活してゆくことがアーミッシュ
たちの生きる目的を構成しているのである。
第 3 章では，日常生活のなかで，助け合って生きることを実践し続けようとするアー
ミッシュたちの試みに焦点をあてる。とくにきまりで定められたことがらに限らない相
互扶助やインフォーマル・ヘルプに注目する。相互扶助やインフォーマル・ヘルプは，
教会メンバーのあいだのみならず，多様な人々との交流とケアの関係性を広げることに
よって支えられてきた。本章では，ケアやコミュニケーションの考え方と実践を照射す
ることを通して，アーミッシュたちが，頼り合う（interdependent）関係や包摂感を感じ，
共に生きることをどのように捉えているのかを検討する。
Ⅳ，Ⅴでは，アーミッシュたちが，自律した信仰に基づく生活を続けるために，高齢
期など日常生活における支援が必要となる場合に，どのような生活の場を構想してきた
のかを検討する。アーミッシュたちは，非暴力の主張から良心的兵役拒否を行ってきた。
代替活動として多くの人々が経験したことは，施設で暮らす人々が孤立していることや，
生活全体における満足に十分な配慮がなされていないことなどであった。その過程で開
発された代替活動は，精神疾患患者のケア，高齢者ケアなど，人々の人生において必要
とされる，ケアの領域に参加することとして実施されてきた。代替活動を終えた人々の
なかでも，とりわけ多くのメノナイトは，その経験を生かし合衆国におけるケアの新た
なモデルの創出に奔走することになる。ここで扱う例は，20世紀半ばから，より同化し
たグループが中心となって推進してきたケアの実践である。

107

Ⅰ 相互扶助の信念と実践
1 再洗礼派における無抵抗・非暴力・平和主義とケア
信教に基づく再洗礼派の無抵抗・非暴力の主張は，再洗礼派が活動を始めた初期から
迫害の一要因であった。再洗礼派がとくに重視している新約聖書の「山上の説教」マタ
イによる福音書（5 7章）には，いくつもの「幸い」が列記されており，なかでも，
「平
和を実現する人々は，神の子と呼ばれる」と明記されている。
幸い
心の貧しい人は，幸いである，天の国はその人たちのものである。
悲しむ人々は，幸いである，その人たちは慰められる。
柔和な人々は幸いである，その人たちは地を受け継ぐ。
義に飢え渇く人々は，幸いである，その人たちは満たされる。
憐れみ深い人々は，幸いである，その人たちは憐れみを受ける。
心の清い人々は，幸いである，その人たちは神を見る。
平和を実現する人々は，幸いである，その人たちは神の子と呼ばれる。
義のために迫害される人々は，幸いである。天の国はその人たちのものである。

平和の実現は，再洗礼派にとってウェルビーイング，
「幸い（blessed）
」91）を実現するため
の重要な実践の一つなのである。再洗礼派の人々の生活実践は，この教えに従う行為だ
と捉えられている（Kraybill 2003a: 38）
。
無抵抗や平和主義の表現のありかたは，福音主義に基づくケアの姿勢に関し，メノ・
シモンズが1539年に述べたという言葉にも表現されている92）。
真の福音主義の信念は，休むことなく，裸者に服を着せ，飢えた者に食べさせ，悲しむ者を
慰め，貧窮の者に住処を与え，自分たちを害する者にさえ手を差し伸べる。傷つけられた者
を結びつけ，すべての物をすべての人々のものとする。

「自分たちを害する者にさえ手を差し伸べる」という言葉には，害する者への対応は，戦
うことではなく，その者のために行動することだという考えが明示されている。また，
「傷つけられた者を結びつけ，すべての物をすべての人々のものとする」という記述に
は，
「真の福音主義の信念」は，資源を分け合うこと，そして，傷つけられた者が生きて
ゆくための関係性の構築に心を砕くことに向けられており，一時的に支援を与えること
に留まるものではないことが表現されている。
やはり再洗礼派がしばしば依拠する聖書の記述には，
「自分たちを害する者にさえ手を
差し伸べる」ことから生まれるウェルビーイングについても，次のように説明がなされ
ている。
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復讐してはならない
だれかがあなたの右の頬を打つなら，左の頬をも向けなさい。……求める者には与えなさ
い。
敵を愛しなさい
敵を愛し，自分を迫害する者のために祈りなさい。……あなたがたの天の父が完全であられ
るように，あなたがたも完全な者となりなさい。
求めなさい
求めなさい。そうすれば，与えられる。……あなたがたの天の父は，求める者に良い物をく
ださるにちがいない。だから，人にしてもらいたいと思うことは何でも，あなたがたも人に
しなさい。

ウェルビーイングは，
「天の父が完全」であるように「完全な者」なること，そして，求
める者は，天の父から「良い物」を受け取ることができることとされている。
聖書に基づきウェルビーイングを求めるために，迫害を恐れず信念を貫き，迫害者に
さえも手をさし伸べるという姿勢は，迫害の記録『殉教者の鏡』
（33頁も参照）に記述さ
れ，CCRCs などの入り口など，再洗礼派が運営する様々な場所に掲示されている。
聖書の「山上の説教」を重視する再洗礼派の人々だが，平和を実現するためにどのよ
うな道を選ぶのかに関しては，議論が続けられている。伝道，平和主義（paciﬁsm）活
動に関しては，伝統的，過渡的（トランジショナル）
，転換的（トランスフォメーショナ
ル）とされる三種のグループ（第 1 章を参照）の傾向が反映され，その比重と実践は異
なる。
「平和」という観点ではまったく発言しない教会もある。平和活動とは悪に対する静か
な無抵抗に尽きるとする伝統的なグループもあれば，無抵抗主義を貫きつつ社会の不正
義に積極的に挑戦しようとするグループもある（Dicklitch and Rice 2004: 660 672）
。よ
り一般社会への同化が進んだグループでは，無抵抗に関する歴史的理解を，戦争や紛争
の調停，社会を変化させるための働きかけ，社会正義に関する積極的なプログラムに転
換してきた。そこでは，教会奉仕と社会正義，身体のケア，そして経済的発展を考慮に
いれた全体的なアプローチが強調されている。
こうした議論は，一般社会からの分離という自分たちのアイデンティティ，つまり「世
界」との距離のとり方や関わり方に関する把握と深く関わっている。

2 相互扶助 ― 頼り頼られる決意
再洗礼派のあいだでは，相互扶助について，キリスト教者として言葉や経済的な配慮
により，互いに重荷を分かち合う義務があると考えられてきた。初期の再洗礼派におい
ては，ハッタライトのみが経済を共にする共同生活を行っていた。ハッタライトの人々
は，聖書に記述されていた「信者たちはみな一緒にいて，いっさいの物を共有にし」と
いう初期教会のありかたに基づき93），またヨーロッパのモラヴィアにおいて，激しい迫
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害のなかで再洗礼派としての信条を守って生きのびるために，1528年に共同生活を始め
たのである。16世紀におけるそれ以外の再洗礼派のあいだでは，個人の財産を有しては
いたが，キリスト教徒として教会メンバーのみならずそれ以外の人々に対しても必要に
応える責任があると考えられていた。19世紀，北米では商業的な生命保険が適用可能と
なったが，再洗礼派の人々は，これが個人主義と自給自足の傾向を増強し，神や教会コ
ミュニティを頼りにする気持ちを弱めると考えて禁止した。
だが，19世紀から20世紀にかけて，新しいかたちの相互扶助が現れた。相互扶助の組
織や組織された支援活動である。1860年代になると，メノナイトとブレズレンが，火災
や嵐による被害に対処するために保険会社を設立した。19世紀初期には，自動車の利用
の増加などに対処するために生命保険の必要性が認識され，1945年に創始されたメノナ
イト・ミューチュアル・エイド94）をはじめ，再洗礼派教会と関わるいくつもの会社が，
交通事故，火事，持ち家，健康に関わる問題，ロングターム・ケア（長期ケア 介護）
，
生命，障害などに関する保険と類似のプランを開発してきた（Kraybill 2010: 115 116,
147）
。
制度としての公的な社会保障をよしとせず，相互扶助の精神によって支え合うことを
重視してきた伝統的なグループは，商業的な保険の適用によって人々は災害や緊急の場
合に神と教会に助けを求めることを怠ってしまうと考えて，保険を否定している。アー
ミッシュの人々は税金を払ってはいても，社会保障を受けることを望まない95）。その他
のオールドオーダーのグループのなかにも，メディケアやメディケイドなどの保険，政
府からの年金の支払いを受け取ることを拒否している者もいる（Kraybill 2010: 147 148）
。
とはいえ，緊急事態において，アーミッシュが利用できる個人的な保障も可能となっ
ており，それらの多くは，より現代社会に同化したメノナイトによって供給されている。
たとえば，ビーチー・アーミッシュとして育ったが，メノナイトとして生きることを選
択したハーマン・ボントレーガー（序章Ⅳ 1 も参照）にとって，アーミッシュも利用で
きる保険を開発している生活は，宗教的信念と深く関連しているという。これらが，地
域の教区に根ざしたインフォーマルな共同を補完してきた。人生において多様な状況に
遭遇しつつ生きる人々が安心し包摂感をもち暮らせるような関わりの場としてのコミュ
ニティを保持するためには，弱き者や逆境にある者へ機械的かつ一方的に支援を届ける
システムは適合しないと考えられており，専門的知識をもつ者が協力する場合にも，信
念や価値観を共有する者の協働が重視されているのである。
アーミッシュたちのあいだでは，様々なコミュニケーションの時間が重視されている。
日常における生活全般への気づかいや交流は，相互扶助の基盤となっているが，そのこ
とが，仕事の時間のみならず，余暇を楽しむことを含め，日常生活を慈しむことと深く
結びついている様をみていこう。
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Ⅱ 共に働く
1 農業と協働
オールドオーダーのアーミッシュやメノナイトの最も望ましい仕事は，大地とかかわ
る農夫であるとされている。農業は，神が与えた自然の世話をする，神の意志に沿う活
動であり聖書に基づくとされてきた。
「土を耕す tiling the soil」ことは「土に活気を与
えること replenishing the earth」であり，アーミッシュたちがそれを行うのは「地球は
神のもの The Earth is the Lord’s」だからという説明がなされてきた。歴史上，罪や欲
望そして邪悪や不正（sin, lust and wickedness）は都市と結びつくものであり，聖書に
記述されている指導者たちは地方の者から選ばれていたという考え方も提示されてきた
（Smith 1996: 21）
。
アーミッシュたちの特徴的で優れた農業の伝統が形成されたのは，ヨーロッパにおけ
る迫害の経験も深く関連している。故郷から追われたかれらは，痩せた土地で恵まれな
い気候のもとで新しい農業を工夫せざるを得なかった。17世紀に，土地を元気にするた
めに（restore）
，同じ土地に植える作物を変化させること，灌漑，有機肥料の使用，そし
てクローバーやアルファルファの栽培などを行っていた。実際，再洗礼派の人々は，農
業に豊かな知識をもち，たぐいまれなる配慮をもって農業を行っていると評されていた。
再洗礼派の人々は，家畜を飼って牛乳を生産し，18世紀にはチーズ作りで知られるよう
になった（Hostetler 1980: 118 119）
。
アメリカにやってきたアーミッシュは，家族で土地を手作業で丁寧に世話できる大き
さの農場で，生計をたてるためだけではなく，自分たちの生き方を続けられる仕事とし
て農業を重視した（写真47）
。
ペンシルヴェニア州では，他のドイツ系移民と同様にかれらも，肥沃だと信じてライ
ムストーンの土地（石灰岩地帯）を選んで定着してコミュニティを形成し，整った農場
― 手入れがいきとどいた塀，果樹園，肥沃で生産性の高い土地，豊富な牧草地など ―
を作り上げてきた。アーミッシュたちは，より安く肥沃な土地を求めて移動する傾向に
あったスコットランド系アイルランド移民たちが残した土地の世話も行って，農地を広
げた（Hostetler 1980: 119 121）
。ニューヨークやワシントン D.C. などの大都市に近く，
観光化が進むランカスター郡でも，アーミッシュは農業を続けてきた。
ペンシルヴェニア州ランカスター郡で農業を営むオールドオーダー・アーミッシュの
サム・リール（序章Ⅳ 1 も参照）は，
「我々は伝道しないが暮らし方そのものが伝道だ」
と語る。その暮らしとは，農業を中心に据えたものである。サムの農場への小道を入っ
ていくと，確かにそこにはオールドオーダーの世界が広がっている。サムは毎年ランカ
スターに通っている著者ら（著者と同僚の教員たち（文化人類学，アメリカ研究）
，そし
て学生たちである。
）を迎えて友人となってくれ，学生たちの質問にも農業の合間をぬっ
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写真47 手作業でまとめた集穂は，オールドオーダーの農場であることを示している（インディアナ州
2011年）
。

て答えてくれた（鈴木編 2000, 2001, 2002, 2003）
。だが，最初に話をしてくれるのは著
者らのバスの中だ。ゆっくりした会話の後，ようやく著者らは彼の「聖地」を歩き空気
を吸うことを許される。農場には電線が繋がっていない。サムと同じように麦藁帽子を
被り白いシャツにサスペンダー付きの黒いズボンをはいている子どもたちは，著者らを
見てはいるが，目を合わせようとすると，小さな二輪がついたスクーターに片足を乗せ
もう一方の足で地面を蹴って広大な農場の方へ向ってしまう。家族で農作業を行うサム
一家にとって楽しみは，家族揃って摂る食事とキルトづくりである。
サムと妻のスージーには 6 人の子どもたちがいて，長男のジェスは叔父の大工仕事を
手伝い，ルサンとプリシラは家の手伝い，次男のクリスチャンは農場の仕事とワンルー
ム・スクール（アーミッシュが通う数学年が一つの教室で学ぶ学校，第 2 章Ⅰ・Ⅲも参
照。
）
，レベッカは猫と弟サム・ジュニアの遊び相手という具合に家族はそれぞれ忙しい
（1998年）
。30頭以上もいる牛の乳搾りもしなければならない。家族が揃って食べる三度
三度の食事はなによりの楽しみだ。スージーさんのレシピブックには，よく聞くアーミ
ッシュのメニューだけではなく，
「ファミリー・パイ」や「サンシャイン・パイ」などこ
の家族特有のネーミングもある。キッチンは家族が集まりサム・ジュニアが転がりまわ
る遊びの場でもある（鈴木 2003d; Fenstermacher R. and J. Fenstermacher n.d.）
。
ランカスターの観光化のもとでサムの家族の生活環境は少しずつ変化している。農業
を続けながらも，最近は，訪ねて来る人々のために子どもたちが好きな家庭料理のレシ
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ピをまとめた冊子やキルトを販売している。子どもたちが大きくなって，農夫にならず，
オールドオーダーの世界から出ていこうとしたら，つまり，子どもたちが親とは違う生
き方をしたいと言ったらどうするかという学生や著者の質問に，サムは，
「悲しいけれど
子どもたちの好きにさせる」と答え，
「希望するなら仕方がないが，きっと子どもたちは
自分と価値観を共有するだろう」と付け加えた。
他方，メノナイトであっても，仕事に関しては神から与えられた天職である農夫以外
は考えられないという厳格な者もいる。サムの農場からほど近いところにあるオールド
オーダー・メノナイトの農夫ベン（序章Ⅳ 1 も参照）は，広い農地を確保してトラクタ
ーで耕している。ベンの服装がオールドオーダーの伝統的なものであることや，父親と
交わす会話がペンシルヴェニア・ジャーマンであることがなければ，この農場がオール
ドオーダーのものだとはすぐにはわからないほどである。だが，ベンは，子どもの将来
の職業に関して，
「必ずメノナイトの農夫に育てあげる」と断言した。彼は，子どもは親
や神を尊重し，親の仕事を継ぐべきだと断固たる意見を述べていた。いくつもトラクタ
ーが並ぶ農場の入り口には，アイスクリーム・ショップが設けられ，牛乳やアイスクリ
ームを求める人々が訪れる。観光客にも開かれているその店には，再洗礼派の価値観を
記した一般向けの本が並べられているコーナーもあり，ベンは，外部への情報発信や交
流にも積極的である。
ベンの話を聞いていると，農作業に機械を導入する選択していても，農業をとおして，
彼が次世代に自分たちの価値観を伝え，生活実践によって外部に信念を表現し続けよう
としていることが感じられる。サムとベンに共通なのは，農業を続けつつ，レシピ，生
産物，書籍などを販売し観光地であることを活用するという二つの実践を通して，出会
う人々に自分たちの暮らし方を伝え，自分たちが農業を続けられる道を切り開いている
ことだ。
サムやベンを始め，オールドオーダーの人々は，トウモロコシなどの作物を育て，牛
を飼って乳製品を作る。神が用意した大地の世話をしてそこから得られた産物で生きる
こと，自然のリズムに従って仕事をすること，そして多くの人々が仕事を分け与えるこ
とも可能である点が，重視されてきた（写真48）
。農業は，人々が仕事を分かち合い，協
力して耕し，産物を分かち合いながら暮らすという，相互扶助と共生を目に見えるかた
ちで実践できるものである。少人数で効果をあげる目的で機械化を進めるようなことは，
相互扶助の要素を豊かに含む農業という仕事の一つの意味を失わせることになってしま
う。農業以外に，大工，石工，製材所を営むことは認められるが，近年増加している工
場勤務に関しては，認めていないオールドオーダー・アーミッシュのグループもある。
それぞれが個性を生かして協力することと，機械の部品のように働く分業とは異なると
考えられている。
こうした仕事に対する態度は，公的な社会保障に頼らず，相互扶助（互助）によって
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写真48 農場で機械を使用せずともに仕事をするオールドオーダー・アーミッシュ（ペンシルヴェニア
州ランカスター 2007年）
。

すべてのコミュニティ・メンバーが充足して暮らせる道を自分たちで模索するという，
オールドオーダー・アーミッシュやオールドオーダー・メノナイトにとって，信念に関
わる重要な活動の基盤となっている。一つの教会であるコミュニティを維持していくに
は，そのメンバーを互いに見わたせる状況にあること，そして，メンバーが平等にすべ
ての活動に参加できるようにすることが，不可欠なのである。
「バーンレイジング（barn raising）
」は，相互扶助と協働を明示する象徴的な活動とし
て知られている。農夫の仕事に不可欠な納屋が焼失してしまうと，教会コミュニティ・
メンバーはその日は仕事を休み，直ちに新しい納屋づくりである，バーンレイジングに
取り組む。オールドオーダー・アーミッシュが多く居住しているペンシルヴェニア州ラ
ンカスターで，早朝車を走らせていると，朝靄のなかで，木材を運び黙々と働くアーミ
ッシュたちの姿を目にしたものである。女性たちが料理やレモネードをもちより協力す
る。バーンレイジングは，相互扶助を確認し表現する伝統的な機会であるとともに，困
難の中でも，コミュニティ・メンバーが共に働き会食する楽しみの時間をもたらす。
こうした相互扶助と関わる活動しては，病気の者のかわりに収穫の刈り取りを行うこ
となどがあげられる。
「楽しみ」を伴う共同作業としては，リンゴをむいてアップル・バ
ターやサイダーを作る「シュニッツィング（Schnitzing）
」や，トウモロコシの脱穀「コ
ーン・ハスキング（corn huskings）
」もしばしば行われ，作業後に，ゲーム，食事，歌を
楽しむ（Smith 1996: 27）
。
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2 時間を共有する家族とコミュニティ
農業は，家族やコミュニティにおける生活と切り離されることなく近い距離で行える
仕事である。仕事の時間が決まっていることは，コミュニティの人びとと共有する時間
を，確実に確保することでもあった。人々は，季節や曜日によって行う仕事の種類を同
じくし，夕方の時間や週末の時間を，様々なコミュニケーションに使い，コミュニティ・
メンバーの状況に関する情報を得ることもできる。それは，相互に助け合うことに繋が
っている。
アーミッシュの人々は耕地に弁当を持って行ったりはせず，家に帰って家族で昼食を
摂る。ランカスターの農夫サムは，
「人生で最も大切だと考えていることはどのようなこ
とか」という問いかけに，
「最も大切なものは，家族，そしてコミュニティと自由な時間
である」
（“Family is the most important, as well as free time and community.”）と答え
ていた（鈴木編 2002: 134 135）
。同じ質問に，オールドオーダー・アーミッシュ・コミ
ュニティから離れてアーミッシュ・メノナイト（ビーチー・アーミッシュ）となったエ
イダ・フィッシャー（序章Ⅳ 1 も参照）は，
「私も彼と同じ考えで，家族が一番大切だ」
（“I have the same idea. Family is the most important.” と述べた（鈴木編 2002: 134）
）
。
アーミッシュが様々な関係性の出発点として重視する結婚に際して，夫は，
「神と教会
に，あなたの妻と決して別れることなく，思いやりをもって考え世話し（care for）
，大
切にする（cherish）ことを約束しますか？」
（Stutzman 2001: 132）と問われる。トータ
ルに思いやる関係性を，ケアという言葉で表しているのである。アーミッシュのあいだ
では，離婚はタブーである（Kraybill 2010: 86）
。結婚は，洗礼を受けて正式にメンバー
となることを決めた者同士の間で行われる。洗礼と同様に，人生における選択に関して
は，責任をもち，決して変更をしないことがきまりとなっている。家族やコミュニティ
の基本となっている夫と妻の関係性は，たち切ることができない。
夫と妻の役割は，夫が農作業など主として外の仕事，妻は料理や洗濯など家の中にお
ける仕事と大枠が決まっている。実際には，妻も自給自足のための菜園の世話など外の
仕事も行う。両者は互いの状況を把握して，バランスよく協力する努力がなされている。
教会やコミュニティにおける活動や娯楽などは，すべて家族単位で行われるので，夫婦
が働く時間もほぼ同じである方が都合がよい。夫が外で働いていても，通常，三度の食
事を家で家族とともに摂るので，子どもを含めた家族の仕事のリズムを合わせるのは難
しいことではない。家族が共通の時間をもつことは，子どもの教育という点でも重要視
されており，仕事の時間は，子どもに価値観を伝える機会として，また家族がともに働
き過ごす時として大切にされている（第 2 章も参照）
。子どもたちはしばしば農地へ伴わ
れ，仕事を見るという楽しみ，家族が仕事をする姿を知るという経験，そして，仕事を
手伝うという体験を重ねてゆく。
農場で妻や子どもたちと暮らしているサムにとって家族とは，共に暮らしている人や
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動物たちを主として意味しているだろう。他方，子どものいないエイダは，夫が亡くな
った後，メノナイトの姪ローズ（序章Ⅳ 1 も参照）の家族と隣で暮らしている。エイダ
をシャニングしているオールドオーダー・アーミッシュの親族のこともしばしば思い出
すという。さらに，エイダには，彼女が経済的支援をしている南米からの移民である「子
ども」がいる。エイダにとって，
「家族」は，親族のみならず，自分が気にかけている，
すなわちケアしている人々をも意味している。また，教会メンバーであれ友人であれ，
高齢で独居の人には誕生日プレゼントを欠かさないエイダにとって，核家族や共に暮ら
している人に留まらない「家族と呼べる人」たちと交流し語りあう時間をもつことが，
仕事においても余暇においても大切な日常生活だというのである。

3 広がるコミュニティと交流・包摂
仕事として農夫が最も適切だと考えられていても，必ずしも，すべての人が土地を手
に入れられるわけではない。相互扶助は，新しいアイディアとその実践における協働と
して行われている。
オールドオーダーの人々は，通常，末の子どもが農場と納屋，そして家を継ぐとされ
ている。他の兄弟は，別な場所に移動して農場をもつか，他の仕事に就かなければなら
ない。一般に，家族が生活していくのに十分な広さの農地として，80エーカーが必要で
あると言われる（ペンシルヴェニア州における2008年11月のインタビューに基づく）
。ニ
ューヨーク市やワシントン D.C. などの大都市にも近いランカスターでは，最近，50エー
カーの土地を，子どもたちに持たせることも，困難になっているといわれる。引退前の
親から離れて40エーカーの土地を得た若者の場合にみられるように，小規模農場経営者
は，他にもさまざまな仕事を行う傾向がある。
（たとえば，Stutzman 2007: 355参照）農
業に適した土地を求めることも，マイグレーション（移動や移住）の一つの理由になっ
ている。
別な場所に移動した者たちは，新しい地域の開拓という苦労はあるが，フェローシッ
プ・グループが生まれることになり，グループ全体として結婚の相手も含めたつきあい
や相互扶助の範囲が広がる。オールドオーダーとは限らず，アーミッシュ・メノナイト
など他のグループにおいても，信条を同じくするにもかかわらず生活のために分かれて
できたフェローシップ・グループは，しばしば「シスター・コミュニティ」と呼ばれる。
フェローシップ・グループの存在は，旅行，就職やミッション活動をとおして，生活上
の協力と移動や楽しみの機会を与えている。
1940年代以降は，アーミッシュが関わるビジネスが著しく増加してきた。アーミッシ
ュの多くは，家族や教区の近くで行うことができるビジネスを模索してきた。農業以外
の仕事に就く場合には，その多くが，ドイツ系の人々が得意としてきた木工技術を生か
した木工家具の製作，電気工事関係，アーミッシュの典型的な料理を供するレストラン
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などで働くことを選択している（Kraybill and Nolt 1995）
。経営者は一般に，より現代
的な生活を受け入れている再洗礼派の人々であり，グループの違いを生かした相互扶助
によって，再洗礼派全体として働く場を広げている。
アーミッシュの人々は，ツーリズムと関係する場においても新しい仕事を得ているが
（Turco 2000）
，興味深いことは，アーミッシュ・レストランや木製品を販売する店は，
一般の人のみならず，アーミッシュにもおおいに利用されていることだ。アーミッシュ
も買い物や仕事で外出したり，家族で外食することもある。そうした時に，アーミッシ
ュが好む料理を出す店を利用し，そこで働くアーミッシュの人々と声を掛け合う。つま
り，新たなコミュニケーションの場所を広げていることになる。アーミッシュが集住す
ることで知られるインディアナ州シプシェワナには，観光客が多く訪れる町の中心地区
のレストラン以外に，幹線道路に面したレストランや，奥まったところにあるオールド
オーダーの人々も多く立ち寄るレストランがある。それらのレストランに通う中で印象
的だったことは，知的障害のある若者たちがサービスの仕事を担っており，知り合いの
客たちと会話している姿である。人々が家族やコミュニティと離れずに暮らすという，
オールドオーダーの信念は，多様な人々が，一般社会と繋がりのある場で様々な人々と
交流しつつ暮らしていく方策を開拓することに繋がっているのである。
ツーリズムへのアーミッシュの対応は，アーミッシュが経済的利益を得る一方で，自分
たち独自のライフスタイルを守ろうという態度を示している（Kraybill, Johnson-Weiner
and Nolt 2013: 398; Buck 1978）ことから，
「交渉された相互主義 negotiated reciprocity」
（Chhabra 2010: 93）であると指摘されている。だが，アーミッシュたちの努力は，ツー
リズムという現代社会における変化に際して経済的利益を得ようとすることに留まらず，
障害をもつ者も含めて多様な状況にある人々が共に暮らす場を拡大する機会を得ること
にまで向けられている。

Ⅲ いつでも会えるところにいる人々 ― ケアとコミュニケーション
1 グロースドーディ・ハウス― 様々な共棲に開かれた大きなおじいさんの家
オールドオーダー・アーミッシュ ゾルとナンシーの家
オールドオーダー・アーミッシュをはじめ再洗礼派の人々は，家族のあいだの関わり
を重視しているが，ケアを家族のみで行うことで十分だと考えているわけではない。オ
ールドオーダー・アーミッシュは，通常，高齢者対象施設をはじめ，家族を施設におい
て専門職による治療やケアに任せることを選択しない。だが，家庭外の環境がよりよい
ケアに繋がる可能性がある場合には，被ケア者の新たな生活の場を創出するために工夫
を凝らし，協働する。
たとえば，ペンシルヴェニア州のオールドオーダー・アーミッシュのゾルとナンシー
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には子どもはいないが，教会メンバーの子どもたちを自宅に預かることをしてきた（序
章Ⅳ 1 も参照）
。隠居して余裕が出てきたので，2011年には，教会メンバーの娘たちを
3 人預かった。いずれも女性で，20代となっていたが，親たちとしっくりいってなかっ
たり，精神的に不安定なところがみられたりした。だが，ゾルの家にやってきて，この
女性たちは家事を分担し土産用キルトを縫う仕事をしながら，時に外出を愉しみ暮らし
ていたのである。同じ教会に属する親たちも，娘たちが遠くで療養するわけではなくし
ばしば様子を聞くことができるので安心だ。このように，毎日の生活に困難を感じる人々
を，転地という形で受け入れ共に生活することも，つきあいの延長線上にある相互扶助
の一部として行われている。ナンシーは，家事の手伝いをしてくれる人がいて助かる，
と述べていた。2013年に再び著者らたちがゾルの家を訪ねると，女性たちの姿はなかっ
た。かれらの状況は改善し，それぞれ新しい生活を始めることができたという。人生に
おいて様々な状況を経験する人々のケアに係わる人間関係や場所の選択肢を広げること
により，人々を孤立させずコミュニティに包摂する工夫がなされている。
ゾルやナンシーが，家族以外の人々を家庭に受け容れケアすることができた背景とし
ては，母屋に住む姪たちが主となって家のきりもりをしていることがあげられる。オー
ルドオーダー・アーミッシュは，高齢者を対象とした施設を利用しない。ほとんどの場
合，高齢者のケアは家で行われる（鈴木 2003b: 21）
。
「家」とは，大黒柱を子どもの家
族に託して隠居した親たちのために，母屋につなげて作る部屋のことである。これは，
「大きな
ペンシルヴェニア・ダッチで「グロースドーディ・ハウス」96）と呼ばれており，
お父さんの家」という意味をもつ。オールドオーダー・アーミッシュの60代（2013年）
のゾルは， 6 人兄弟の末っ子で，親たちの家を譲られてきりもりしてきた。親たちは，
グロースドーディ・ハウスを建て増しして，そこに暮らした。親たちが亡き後，いまで
はゾルと妻のナンシー（54歳 2013年）がグロースドーディ・ハウスに移っており，姪
たちが母屋に住んでいる（写真49・50）
。ゾルたちのように，ともに住む家族は必ずし
も親子によって構成されているとは限らない。子どもがいない人の場合も含め，引退し
て子ども世代とともに過ごす道が開かれているのである。
一般に，引退後も親たちは，畑の世話をしたり，縫い物や織物，キルト，そして木工
品などを手作りしたりという活動を，その家で行う。孫たちの世代の子どもたちと交流
するゆったりした時間をもつことも，引退後の人々の楽しみである。母屋からグロース
ドーディ・ハウスに食事を運ぶのは，子どもたちの役割である。グロースドーディ・ハ
ウスは，高齢者が，慣れ親しんだ環境のもとで老後を過ごす住処であり，子どもたちに
とってはもう一つの活動の場となっている。
引退したとはいっても，ゾルは電気系統の会社でのパートタイム仕事や家の周りの保
全をマイペースで続けている。ある春の雨上がりの午後には，農場の入り口にある家族
全員が使う木製メールボックスの修繕という具合だ。日常の食事は，ナンシーが作り，
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二人で食べる。ナンシーは，得意の麦わら帽子を作り続け，納屋の一角に設けられた小
部屋で近隣の人々に販売している。小部屋の前のナンシーの家庭菜園は，小道に面し，
家に向かう坂道に設けられている。アーミッシュの女性たちの仕事として，家庭菜園の
管理は重要だ。鑑賞用としての花々は植えられていないが，家庭菜園には整然と作物が

写真49・50 オールドオーダー・アーミッシュ， ゾルの家。 手前の建物の 1 階には， 馬小屋， バギー
置き場，ナンシーが作る麦わら帽子の販売所が設けられ，右端にはビジネス用電話ボック
スが設置されている（第 1 章Ⅳ 3 も参照）
。左奥の建物（グロースドーディ・ハウス）の
階段を上がった左端が玄関，その横はキッチン。 姪たちが居住する母屋，馬小屋，玄関，
バギー置き場などは，この建物の裏側にある（ペンシルヴェニア州ギャップ 2011年）
。
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植えられ，緑の濃淡で花壇のようにも見える。自然との関わりは，生涯続く役割であり
楽しみなのである。
隠居とはいっても，まだまだ若くて元気な二人は，家族やコミュニティにおいて，様々
な役割を担っている。二人は，家にいるばかりではなく，頻繁に外出をする。家族の生
活においては，現代の一般社会におけるような核家族としてしてだけではなく，祖父母
や親類縁者もそのメンバーを構成している。人々は，60から80人の従兄弟をもっている
ことが普通であり（Kraybill 2010: 86）
，近くても遠くても親戚はしばしば訪ね合う。結
婚したカップルが行う新婚旅行は，各地に住む親戚を訪ね祝福を受けることである。親
戚たちはカップルを迎えて会食し，生活に必要な実質的なプレゼントを贈る。多くの結
婚式が行われる農閑期は，アーミッシュの人々にとって，旅や再会の楽しみの時期でも
ある。こうした会合や旅の機会をとくにゆっくり楽しむことができるのは，隠居した祖
父母世代の人々である。
ナンシーは，彼女の兄弟家族と近くに住んでいる父親をしばしば訪問している。ボラ
ンティア活動を続けたいという父親を支援するためである。ナンシーの父親は視力が落
ちてしまいいまでは袋を縫うことはできないのだが，ナンシーが縫った袋の口にナンシ
ーに手伝ってもらって紐を通す作業を続けているのだ。ゾルも，馬のための雨よけシー
トの端切れを利用して，発展途上地域の子どもたちが使用するための教材を入れる頑丈
な袋を作るなどのオールドオーダー・アーミッシュの支援活動を組織している。
ゾルとナンシーは，オールドオーダー・アーミッシュ以外の人々と一緒に，旅するこ
ともある。ゾルは，MCC の人々とともに，様々な支援活動におけるアーミッシュの協働
の方向性について検討しているからだ。MCC の活動と連携し，アーミッシュの人々がボ
ランティアで行った成果を活かしている。MCC のメノナイトたちの運転する車で，ナン
シーを伴ってカナダに旅したゾルは，久しぶりでナイアガラに宿泊したが，ナンシーが
眠っていて，美しい夜明けを共に見ることができなかったことを，ひどく残念がってい
た。引退しても，賑やかな二人の生活は，不安な高齢期ではなく楽しみに満ちた第二の
人生という感じがする。

ビーチー・アーミッシュ エイダの家
ビーチー・アーミッシュ（アーミッシュ・メノナイト）のエイダも，夫と死別した後，
グロースドーディ・ハウスで暮らしている（写真51・写真52）
。エイダの母屋で暮らし
ているのは，メノナイトの姪のローズの家族である（序章Ⅳ 1 も参照）
。エイダによれ
ば，オールドオーダー・アーミッシュと同様に，アーミッシュ・メノナイトの高齢者が
若い世代の親族と同じ敷地内に暮らすことはしばしばなされることであり，彼女は，姉
の娘のローズ家族とともにグロースドーディ・ハウス付きの家を建てて住むことを選択
したという。母屋とグロースドーディ・ハウスは建物の内部で行き来できるつくりにな
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写真51 エイダのグロースドーディ・ハウス（手前）
（ペンシルヴェニア州ランカスター 2001年）
。

写真52 午後に，グロースドーディ・ハウスの叔母を姪の母娘が訪問し，共に賛美歌を歌う家族。左か
らローズ，ホームスクールで学んでいるローズの娘，エイダ（ペンシルヴェニア州ランカスター
2008年）
。
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っているが，それぞれ表玄関と裏の入り口を持ち，独立性が確保されている。客を泊め
るための予備室や貯蔵庫などは，共有の場として活用されている。
姪のローズの両親は，エイダと同様にオールドオーダー・アーミッシュの家に生まれ
たが，結婚に際してアーミッシュとして洗礼を受けずメノナイトとなることを選んだ。
ローズを含め，子どもたちもメノナイトとして生活すること選択している。そのため，
オールドオーダー・アーミッシュの知人や親戚たちは，オールドオーダーとして洗礼を
受けたことのないローズの車には喜んで同乗する。祖父母と共に馬車に乗った記憶があ
るというローズにとって，オールドオーダー・アーミッシュの人々は決して遠い存在で
はない。
エイダたちは電化された機能的なキッチンで料理し，子どもたちはインターネットで
日本の学生とも情報交換している。かれらが「アーミッシュやメノナイトらしい」と感
じられるのは，生まれ育った土地から遠く離れることはなく，肥沃な大地を慈しみ，動
物を飼い，できる範囲で自給自足をして楽しんでいる点だ。大皿に盛りつけたトウモロ
コシ，グリーンピース，チキン，パイなどを家族で取り分けて食べる瞬間をかれらは大
切にしている（写真53）
。かつて信条の違いからオールドオーダーとビーチー・アーミッ
シュは異なる生活を選んだが，それが大切に思うものを隔てたとは言い切れないだろ
う97）。

写真53 二世帯住宅の母屋ローズのリビングで行われたメノナイトおよびアーミッシュ・メノナイト
（ビーチー・アーミッシュ）家族の食事会（ペンシルヴェニア州ランカスター 2008年 写真
撮影：鈴木公二）
。
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エイダの生活において，姪の家族以外の人々との付き合いも重要だ。教会の高齢者の
誕生日には，忘れずに小さなプレゼントを持って立ち寄る。そして近況を語り合う。エ
イダ自身も80歳（2008年）を越えているのだが 98），訪問する対象の多くは，高齢や病気
などで日曜日に教会に来ることができなくなった人たちである。教区教会のなかで，そ
れぞれの役割があらかじめ決められており，ほとんどの時間を家で過ごす高齢者や身体
が弱った人々にも，コミュニケーションの機会が確保されているという。

メノナイト ローズの父の家
メノナイトのローズの父親は，妻を亡くしてから，今のところ一人で住んでいる。町
中の便利なところだ。とはいえ，決して一人ではない。様々な動物たちを飼っている。
同じ敷地内には， 9 人いる子どもたちのうちの長男が住んでいる。家の前には，子ども
たちや知り合いが急に来てもいつでも話ができるように，椅子が並べられている（写真
54・55・56）
。ローズも，車で10分ほどの距離に住んでおり，頻繁に行き来をしている。
著者らがローズの家の夕食に招かれる日には，父親も時間がある限り一緒に食事する。
2014年秋には，アフリカの支援組織で仕事をしている末息子がセネガル人の婚約者を
伴って一時帰国し一緒に過ごしていた。今度は，父親が，婚約者の家族のもとを訪ねる
予定で，準備に忙しい。二世帯は十分に住める広さの家だが，末息子が結婚して帰って
きたら一緒に住むかどうかは決めていない。妻を亡くした寂しさは消えないが，子ども
たち，動物たち，知り合いに囲まれて，毎日がたくさんの子どもたちの何人かが傍にお
り，賑やかな毎日だという。

2 外に開かれた家
再洗礼派の人々のあいだでは，顔を合わせて言葉を交わすコミュニケーションが，大
切にされている。テレビを持たず電話やコンピュータを使わないというオールドオーダ
ー・アーミッシュが守り続けるオルドヌングは，そうした媒体が家族や他の人々との繋
がりとかかわる対面コミュニケーションの時間と質に影響を与える懸念に基づく（第 1
章Ⅳも参照）
。ケアの時間は，注意を払い作り出すものという信念が感じられる。とはい
え，人々の日常において，対面コミュニケーションの時間は当たり前のように楽しむも
のでもある。

立ち寄ること
たとえ約束がなくても「立ち寄ること」は，オールドオーダーの人々に限らず，広く
再洗礼派の人たちが当然だと思っていることのようである。ランカスター郡のメノナイ
ト，ローズの家の前の道路を車で通り過ぎた時に，著者がローズの家に立ち寄らなかっ
たことで，後にそのことが残念だとローズから指摘されたことがある。ローズの家はペ
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写真54・55・56 メノナイト ローズの父の家（ペンシルヴェニア州ランカスター 2014年）
。
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ンシルヴェニア州ランカスター郡のオールドオーダーの人々が集住する地域にある。観
光地化も進んでいる地域で大規模なショッピングセンターの裏手なのだが，主要幹線か
ら中にはいると馬車が行き交う穏やかな風景だ。ローズの家の居間や子供部屋からは，
いつも一本道を行く馬車や車が見える。メノナイトのローズは電話もメールも使ってい
るので，著者は約束したうえで訪ねるほうが良いだろうと思っていたのだが，挨拶なら
いつでもできるだろう，というのがローズの言い分だった。
同じメノナイトでも，企業の経営者として飛行機を使って世界中を飛び回っているハ
ーマン・ボントレーガー（序章Ⅳ 1 も参照）の場合も，やはり同様の考えをもってい
る。インディアナ州のビーチー・アーミッシュの家庭で育ち，メノナイトとなる道を選
び，大学を卒業後はオールドオーダー・アーミッシュが使用しやすい形の保険を扱う仕
事を手掛けるほか，仕事以外の時間にもオールドオーダーと一般社会の交流や調整を支
援してきた（Bontrager 2003）
。いつも忙しく各地を飛び回っているハーマンに，近くに
行く度に連絡するのは少し気が引けると伝えると，昼食は毎日食べるのだし，その時に
まずは会えればうれしいというのである。というわけで，ペンシルヴェニア州を訪ねる
度に，ランカスター郡ニューホランドにあるハーマンの会社の向かいの家庭料理レスト
ランで食事をしながら，著者らは互いに近況を伝えあうのである。

「赦し」から広がる語り合い
作業や仕事，家事の合間でも，著者が立ち寄れば，人々は手を休めて，立ち話をする。
質問には真剣に応えようとする。語りあった内容は，いつも土の匂いとふりそそぐ陽光
とともに思い出される。
印象深かった経験は，次々と立ち寄るところが増えていったある日のことである。著
者は，アーミッシュ・メノナイトのエイダに，
「赦し（forgiveness）
」について尋ねてい
た。ペンシルヴェニア州を訪ねる度にエイダとミーティングや食事を共にしてきたのだ
が，2007年には，前の年2006年秋におこった事件のことを巡り，著者らはアーミッシュ
たちを共に訪ね歩くことになったのである。
ペンシルヴェニア州のオールドオーダー・アーミッシュは，2006年10月に起きたワン
ルームスクールでの銃撃事件によって，新たな観点から，多くの人々に強い印象を与え
た（Kraybill, Nolt and Weaver-Zercher 2007; 鈴木 2007）
。無抵抗の少女たちが犠牲とな
ったことはもちろんだが，アーミッシュが直ちに近隣の住人であった銃撃犯を「赦すこ
と」を表明し，大きな反響を呼んだ。一方的に傷つけられたのに，
「赦す」と言い切れる
ことへの驚きが，アメリカ国内はもとより世界各地から表明された。聖書に基づく生活
においては，
「赦し」が実践されなければならないが，人々は実際どのように感じている
のかを著者は少しでも知りたかったのである。
車を走らせていたエイダは，犠牲になった子どもたちの家族の隣の家にメノナイトの
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高校教師の家族が住んでいることを思い出し，立ち寄ることにした。夫は外出中だった
が，妻が対応してくれた。この家には車が停められているが，頭をスカーフで包んだ妻
の服装は簡素なもので，保守的なメノナイトの家族であること推測された。この女性に，
突然エイダが今回の赦しに関する質問をすると，家事の最中であったにもかかわらず彼
女は玄関口に出てきて，考えながら意見を述べてくれた。
「聖書に書いてあることを守る
という意味ばかりではなく，赦すと考える，思い定める，赦すことにすることは，辛く
てもまた明日を生きていく人々にとって実際必要なことではないか」
，というのが彼女の
考えだった。とはいえ，彼女にとって最も難しいのは，実際に起きたこの事件に関連し
て，子どもたちに，赦しについて説明することだという。話し終わるとこの女性は，す
ぐ隣なのだから，子どもたちが犠牲になった家を訪ねた方がよい，と勧めた。そういえ
ば，エイダと隣に暮らしているメノナイトの姪のローズも，これまでこの地域のオール
ドオーダー・アーミッシュの人々と面識がなかったが，犠牲となった子どもたちの家に
お悔やみを言いに訪ねたと話していたことを思い出し，著者らも，思い切ってその隣の
家を訪ねることにした。
そこは，小道を通って奥まったオールドオーダー・アーミッシュの農場である。途中
には，新しいワンルームスクールがひっそりと建てられていた。銃撃の舞台となったス
クールよりも一般道からはずっと奥まっており，少しでも安全な場所をと考えた親たち
の心情が感じられる。
娘の一人を失った母親リンダは，家の前に置かれた白いプラスチックの椅子に腰掛け
た著者らに，
「子どもは八人いたが今は七人」と述べ，頭に大けがをした娘，そして事件
のショックを受けているという娘たちの治療経過を細かに語った。農作業の合間にもか
かわらず，母親は家の前におかれたテーブルに初対面の著者らを招き，娘たちの様子を
語った。指には土がついており，悲劇の後でも変わらず畑の世話をしていることがわか
った。エイダも著者らも初めての訪問で，約束もなく訪れたにもかかわらず，迷惑がっ
ている様子を見せず，小一時間ほど太陽のもとで娘たちの話を続けた。傷はなくてもシ
ョックを受けて外には出られなくなったという娘の一人は，外に通じるドアの向こうで
母親の話を静かに聞いていた。しばらくすると，娘たちの祖父が戻ってきて，著者らに
笑顔で挨拶した。彼が，銃撃を受けたアーミッシュの子どもたちの家族を代表して，
「赦
し」を表明した教会の監督である。
決定的な不幸のなかで，知らぬ者同士でも，状況を伝え心配を表現すること，慰めも
言えぬままそれをただ聞き取ることが当たり前だと認められていることが，著者には意
外に感じられた。こうしたミーティングとコミュニケーションのありかたは，著者にと
っては，まったく新しい体験であった。
99）
で，
「アメ
2007年 6 月に「ヤング再洗礼派敬虔派研究センター」
（序章Ⅳ 1 も参照）

リカのアーミッシュ」というテーマの国際学会が開催され，この国際学会には研究者た
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ち，伝統的服装に身を包んだアーミッシュの人々，そしてメディアや警察関係の人まで，
赦す決意を伝えた当事者たちの考え方について情報を得ようと詰めかけていた。
アーミッシュを突如襲った悲劇と「赦し」の表明に対し，一般社会から手紙を含め多
くの反応が寄せられたことは，オールドオーダー・アーミッシュと他の再洗礼派グルー
プ，そして一般社会との交流を活発にした。より一般社会に同化したメノナイトの人々
は，アーミッシュの気持ちを代弁し，非暴力や赦しに関する考え方を一般社会に伝える
仲介者の役割を果たした。前述のハーマンは，アーミッシュの考え方を外部に伝えるス
ポークスマンを務め，その後も，世界各地から寄せられる手紙や見舞の品を被害者たち
に届ける架け橋の役割を果たしてきた。
さらに，ヤング再洗礼派敬虔派研究センターの2013年 6 月の国際会議「アメリカにお
けるアーミッシュ ― サイバー世界を生きるプレーン（簡素）なテクノロジー」では，シ
ンポジウムにおいて，加害者の母親が事件に関わる経験や事件後の暮らしを報告する機
会も設けられオールドオーダー・アーミッシュも多く参加した。この母親は被害者の家
に通うようになり，大けがをした娘に本を読み聞かせる活動を続けてきた。母親は，事
件に関わる自分自身の苦悩と共に，病気の経験など，自分の日常生活を淡々と語った。
何かの解決のため，あるいは何かを解明するためではなく，関係した者が自分たちの生
活を語る，不思議な時間が流れていった。
銃撃事件後のこの地では，今もなお，教派やグループの違いを越えて人々が語りあい
続けている。信念を貫くために分離を選び，あるいは異なるグループに属することを選
んできた人々が，赦し共に生きることが困難となった状況下に，グループの違いを超え
て協働しているのである。アーミッシュの子どもたちの銃撃事件以来，アーミッシュと
一般社会も，
「赦し」をきっかけとして，直接の対話を続けてきた。
生き方にかかわることがらについて語り合う対話によって，共に考える姿勢を持つ者
の繋がりを保持し，皆が生きる道を考えることは，日常の仕事の手を休めてもすべきも
のと考えられている。対面のコミュニケーションのための時間を確保することは，対話
に参加する者たちの人生について互いに配慮するための方法であり，このことはそこに
参加していない他の誰かのことを考えるもう一つのケアに発展してゆく。対話は，楽し
い話題ばかりとは限らないが，なんとかしてコミュニケーションを続けることが，すべ
ての人が暮らす場としてのコミュニティを更新し続けるために不可欠なのである。コミ
ュニケーションによって互いに思いやるという実践を実現することは，アーミッシュた
ちの一つの目標なのである。

立ち寄ることから会食へ
本項では，対面で交流することを重視し，その機会の創出に常に心を配っているアー
ミッシュたちの実践に焦点をあてる。現代アメリカ社会では，仕事でも私的な会合であ
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っても，事前にアポイントメントを取り内容を明確にして面会することが当たり前とな
っている。その手続きによって，予定したことがらに関し参加者が有効に時間を使い結
果を得られると考えられている。仕事であれば，予定や約束はより重視される。しかし
ながら，こうした考え方は，公私，仕事と余暇の間に明確な境界をもうけ，仕事は生活
の糧を得るため，余暇やプライベートな時間は自分の人生を豊かにするため，というよ
うに目的のために手段を伴うという考え方に基づいている。アーミッシュたちのコミュ
ニケーションに触れると，たとえ予定にはなかった面会であっても実現し，一期一会と
してその機会を慈しみより多くの人とその時間を共有しようとする姿勢が顕著に感じら
れる。ここでは，そうした生きる場を慈しむ時間を充実するコミュニケーションが，ア
ーミッシュたちの人生の目的とどのように関わっているのかを考える。
オールドオーダーの人々の交流の基盤は，それぞれの家である。現代的な生活様式を
適用しているメノナイトの人々の場合例外もあるが，アーミッシュたちの自宅が面会の
場所となっていた。最初に会うにあたっては，かれらがすでに親しく交流している人々
と共に訪ねて紹介を受けることが習慣となっている。紹介者と共にアーミッシュたちを
訪ねると，家族が集う居間での語り合いに参加することができるのだ。居間は，キッチ
ンに繋がっていることが多く，家族や知り合いなどとも挨拶したり言葉を交わすことが
普通である。
2016年 8 月にアーミッシュ・キルトの収集（平成28年度文化資源プロジェクト 「現
代アメリカのパッチワークキルトおよび関連資料の収集 ― アーミッシュキルトを中心
に」
）について，インディアナ州シプシェワナを訪ねた著者は，これまでの収集と同様
に，メノナイトのレベッカ・ハーラー（序章Ⅳ 1 も参照）からアドバイスをもらった
り，打合せをしていた。 9 時の面会の最初に，キルトの話を始める前に，レベッカが著
者に伝えたことは，この日に会えるかもしれないオールドオーダー・アーミッシュたち
の情報と，著者の一日の予定と面会希望である。最初に紹介してくれたのは，リフレク
ソロジー（reﬂexsology）を施しているオールドオーダー・アーミッシュのエマのことで
ある。かつて著者がレベッカに送った論文には，著者がかつてスイスで体験したリフレ
クソロジーや薬草治療のことがテーマとなっていたこと，著者がアメリカのオルタナテ
ィヴ・メディスンの歴史について書いていたことを覚えていてくれたのである（鈴木
1997; 2002; Suzuki 2014）
。二人目は，長年保存してきた服の端切れを利用して，アーミ
ッシュ・キルトを作り続けているクララ・ボントラーガーのことである（第 4 章Ⅰも参
照）
。クララの家は，2013年のプロジェクトの時も訪ねたので，今回が二度目である。レ
ベッカと著者は，キルトの調査を終えたら，最初にエマ，次にクララを訪ねることを決
めて，急いで作業にとりかかった。
12時近くなってようやく一段落ついた著者らが早速エマを訪ねると，家に居た彼女は
著者らを居間に招じ入れ，リフレクソロジーを著者に施してくれた。足の裏の各部の状
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態から対応する内臓の状況を読み取り身体全体の状況を考えて，マッサージしていく。
医師とは異なるので，診断をすることはないが，エマによれば，施術者は「温かい手」
をもつことが重要だという。著者らは，さよならの挨拶をした後も，エマが栽培してい
るトマトを鑑賞し，ポーチの傍で写真撮影を楽しんだのである。一般に，オールドオー
ダー・アーミッシュは，偶像を認めないことや，自慢することを控えることから写真撮
影を許さないが（第 1 章参照）
，訪問者が家全体を楽しみ写真撮影をすることは問題にし
ていない。自分たちが手入れした庭や家を訪問者たちが共に楽しむことを，歓迎してい
るように見えるのである。
この訪問の後，サンドイッチの店で一緒に食事をしてレベッカは仕事に戻り，夕方著
者らは再び会って，今度は，ラグレンジのクララを訪ねた（写真57）
。ドアを叩いても返
事がないので，レベッカがどんどん家に入ると，隣接した家に住む孫娘たちがやってき
て，クララの夫が前日の夜大たい骨骨折をして入院し，クララも病院に行っているとい
うのである。著者らはしばらく孫娘たちから様子を聞き，その後は，またしても，しば
らくぶりで訪ねた主が留守にしているこの家の畑をみたりして夕方の時間を過ごしたの
である。
オールドオーダー・アーミッシュとの面会は，電話で約束することは一般にできない
が，その分，会えた時にも，そうでない時にも，周りにいる誰かと会話をしたり庭を散
歩したりと家で著者らはゆっくりした不思議な時間を過ごすことになるのである。
考えてみると，オールドオーダー・アーミッシュの家は，いつも訪問者を待っている
ようだ。ペンシルヴェニア州ギャップに住むオールドオーダー・アーミッシュのゾルと

写真57 オールドオーダー・アーミッシュ，クララ・ボントラーガーの家（インディアナ州ラグレンジ
2016年）
。
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ナンシー（序章Ⅳ 1 ，第 3 章Ⅲも参照）は，家族やオールドオーダー以外の人々とも交
流している。かれらは電話を使用しないので，話したいときはまず訪ねてみる。たとえ
ばゾルの家は，外階段を上がってドアを開けるとすぐに居間で，ロッキングチェアとい
すが全部で五人分そろっている。周りには，帽子かけやコートかけがある。その奥が，
食事のテーブル，横がキッチンだ。
居間の向こう側にある窓の前の明るいスペースには，キルト製作用の台がおいてある。
かつては，ゾルの母親や，預かっていた友人の娘が使っており，今は時々ナンシーが使
用する。家の中で手仕事をしている人も，外の小道を行き来する人を眺めたり，家族や
友人との語り合いに参加できる部屋のつくりなのである。この窓を見るといつも，ルー
シー・M・モンゴメリ（1874 1942）の『赤毛のアン』シリーズに登場したレイチェル・
リンド夫人のことを思い出す。おしゃべりで干渉が過ぎると幼い頃のアンを憤慨させた
リンド夫人は，窓際に座って近隣の人々の動向を把握していた。アーミッシュたちの暮
らし方は，北米の歴史の中で，人々が送っていたごく普通の生活と共有点があることを
思い出させるのである。
2012年の秋のある日，著者は夫とともに，ゾルの家を訪ねてみることにした。著者ら
ちは，前の年の2011年に，メノナイトのケン（ケネス）
・センセニッグに伴われてゾル
と妻のナンシーを訪ねていた。ケンが勤務する MCC と連携し，文房具が不足している
国の子どもたちのために布で文房具を手作りするアーミッシュの活動を組織していたゾ
ルに経緯を聞きたかったからである。オールドオーダーの人々を訪ねる時は，最初はケ
ンなどのような知り合いの紹介を得て行ってきたが，この日は二度目の訪問となるので，
「近くに来た時は声をかけるのが当たり前」というアーミッシュたちの言葉に従って，ゾ
ルの家に向かったのである。表のドアからのぞき込むとゾルの家には人気がなかったが，
庭を突っ切って家の裏手の庭に歩みを進めてみる。留守の時でも，母屋の姪の家族の誰
かに言づけできるかもしれないからである。運よく，姪たちのメールボックスの修理を
していたゾルに，少し待つようにいわれて，家に入り椅子に腰掛ける。程なく戻ったゾ
ルと今回著者が参加したアーミッシュや再洗礼派に関する学会の話などして過ごす。突
然訪問したので帰ろうとすると，ゾルは強く引き留めた。妻のナンシーが出かけていて，
もうすぐ帰ってくるからというのだ。ゾルの予想より大分遅く，友人たちと町へ裁縫道
具を買いにでかけていたナンシーが帰宅した。ナンシーも予想外の訪問者があったから
といって驚いた様子もなく，コートを脱ぐと腰掛けて，早速一年ぶりで会った著者らと
近況報告をしあう。夫婦揃って顔を合わせることができたので満足したように，ゾルは
もう強く引き留めることはなく，著者らは馬小屋横に設けられた小さな小屋（店舗）で
ナンシーが製作した麦わら帽子を見て，馬にも挨拶し，帰宅した。このように，アーミ
ッシュの毎日は，予定していない人々との対面のミーティングに満ちている。
ひとたび対面できれば，その後の会食の約束をすることもできる。2011年にケンから
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紹介を受けた著者らは，ゾルからキルトを譲ってもらうなど，数度ゾルの家を訪ねた。
ゾルの家の夕食への招きは，そうした面会の中で受けたものである。秋の日の夜の六時，
ゾルの祈りの後，ゾル夫婦と著者ら，そして預かっている女性の 5 人で食卓を囲んだ。
食事は，たっぷり料理を盛ったずっしりと重い大皿を，順に回して自分の分を取る。
「自
分で好きなだけ取って，たっぷり食べて」というのが，もてなしの言葉である。その日
のメニューは，ミートボール，インゲンとカブなど付け合わせの野菜。デザートは，洋
なし，桃の甘煮とケーキ（写真58）
。アーミッシュの人々は，食事中は話さず，食べるこ
とに専念する。皿に残ったソースもフォークを繰り返し動かしてきれいにすくい取る。
使う皿は一枚で，デザートも同じ皿に取り分ける。結婚式などの大きなパーティーであ
れば，食べ物の皿は何度も回されるはずだが，ゾルの家の平日の食事では，一度欲しい
だけ皆が取ると，食べ物は次の利用のためにプロパンガスで動く冷蔵庫に大切にしまい
込まれる。
「七つの甘いものと七つの酸っぱいもの」というドイツ系の伝統を汲んでアーミッシュ
の食卓は豊かだ（鈴木 2003d）
。いつ客が来ても対応できるだけの食べ物は，女性たちが
季節ごとに作っておく保存食によってもまかなわれる。ナンシーのディナーで供された
甘煮やジャムにした旬の果物やピクルスを作って保存したり，食事に添えることは，オ
ールドオーダーとは限らずどこの家庭でも行われている。付け合わせの野菜やデザート
の甘煮がふんだんに保存されているので，メインの肉料理とデザートのパイかケーキを

写真58 オールドオーダー・アーミッシュ，ゾルとナンシーの家の夕食。来客用の皿が使われている
（ペンシルヴェニア州ギャップ 2011年）
。
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作れば，いつでも豊かな食事ができる。重要な家族の集まりの日である感謝祭（サンク
スギビング）に焼きあげた七面鳥のオイルも，次の年のグレイビー（肉汁ソース）を作
る「家庭の味」にかかわる材料として冷凍庫で保存する。こうしたことはアメリカの伝
統として言及されてきたことだが，再洗礼派のなかでも昔ながらの生活の価値を重視す
る人々は，こうした習慣をとくに大切に保持している。整然と並んだ瓶詰めや缶詰は，
米国の伝統としてしばしば言及される。アーミッシュ・メノナイトのエイダも，家を訪
ねると保管庫に整然と並んだ瓶詰めや缶詰を見せてくれた上，ピクルスなどの瓶を持た
せてくれる（写真59）
。一ヵ月以上米国に滞在し旅することが多い著者にとって，このピ
クルスや甘煮の果物は元気をつけてくれる品々である。
エイダとローズが暮らす一つ屋根の隣り合った家（第 3 章Ⅲ 1 も参照）に，アーミッ
シュたちの生活に関する研修中立ち寄った学生たちと著者のために，エイダの姉＝ロー
ズの母親や姉妹も手伝って食事を作ってくれたことがある（1999年，2000年，2001年）
。
ペンシルヴェニア・ダッチ料理のランチメニューは，チキンのパイナップルソース焼き，
グリーンピースとトウモロコシの炒め煮，シューフライ・パイ，ペパーミント・ティー
であった。再洗礼派は一般に酒は嗜まない。庭のハーブから作った茶や，冷やしたレモ
ネード，アップル・ジュース，滋養によいという薬草から作ったルートビアを楽しむ。
アーミッシュのデザートとしてペンシルヴェニアでは人気がある「シューフライ・パイ
（shooﬂy pie）
」
（生地にブラウン・シュガー，フィリングに糖蜜，ナツメグ，ジンジャー，

写真59 エイダ（アーミッシュ・メノナイト）とローズ（メノナイト）の共有保管庫（ペンシルヴェニ
ア州ランカスター 2009年）
。
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シナモンなどを入れた甘くて香り豊かなパイ）は，南部ニューオーリンズを経て入植し
たインディアナ州のアーミッシュのあいだではほとんどみられないという（鈴木 2003d）
。
このように，食事を一緒にする場所は，いつも家である。それは，たいがいどこの家
でも，玄関から直接見渡せる居間とキッチンである。天気のよい日には庭にテーブルを
出すこともある。食事は必ずしも，その家の家族が作るとは限らない。料理を持ち寄っ
て催すポットラックもしばしば行われる。ポットラックとは，会食する人々がそれぞれ
得意料理や食べたい物をもって集まる形式のパーティーである。大人数がしばしば集ま
る場合でも，会場を提供する人にあまり負担をかけず，いろいろな料理を楽しむことが
できる。食事の後は，話，歌などが続く（写真60）
。
共に食事をする機会は，教派にかかわらず，礼拝の後，水曜日の夕方，納屋を建てる
バーンレイジングや支援品のキルトを創る共同作業の時など，ふんだんに用意されてい
る。アメリカに滞在していると，知人たちは，なにかと会食の機会を作ってくれる。再
洗礼派の人たちが「ミール（meal）
」
（食事）という言葉を口にすると，人々が大切にし
ている季節感豊かな日常のおいしい料理の周りに集まる時間を楽しみにしていること，
その時間をもつ生活を慈しんでいることが感じられる。庭で紙の皿を使った簡素な食事
だとしても，招きと訪問は，生活になくてはならない楽しみと情報交換の機会である。
著者が参加する食事会は，日常生活やライフスタイルまで様々な問いかけや考え方が交
換される，異文化交流の時間である。
次節では，自宅を舞台とするのみではなく，専門の場でケアを受けつつ暮らす人々の

写真60 食後に歌を楽しむローズ（メノナイト）とエイダ（アーミッシュ・メノナイト）の家族（ペン
シルヴェニア州ランカスター 2001年）
。
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ためにアーミッシュたちが開発してきた暮らしとケア，そして交流の場に焦点をあてる。

Ⅳ 非暴力・平和主義とケア空間の開発
アーミッシュたちが，教派やグループに関わらず，一般社会と大きな軋轢を経験して
きたことの一つとして，軍事活動に関わることが挙げられる。キリスト教の無抵抗（nonresistance wehrlosigkeit）主義は，一般社会の規範にとらわれない（nonconformity）とい
う再洗礼派が受け継いできた信念である（Keim 2003: 43）
。再洗礼派の人々は，聖書の
解釈に基づき，敵を愛し悪者に抵抗しないというキリストの教えに従って，絶対平和主
義，国家と教会の分離を訴えた。それらは，具体的には，一切官職や兵役に就かず，宣
誓も行わないという実践として示された。だが外の世界との軋轢は避けられず，兵役拒
否はしばしば問題視された。これに対して，再洗礼派は，無抵抗の主張に基づき軍事活
動に参加しないことを可能とする様々な調整を行ってきた。
本節では，その主張，調整の過程，そして現代社会におけるその展開について検討す
る。中心となる素材は，無抵抗・平和主義に基づく良心的徴兵拒否の代替的活動を一つ
の契機として，再洗礼派が開発してきた CCRCs（継続ケア退職者コミュニティ（Continuing Care Retirement Communities）
）をはじめとするケア関連施設の展開である。CCRCs
は，広い敷地内に，一戸建て住宅，集合住居，ナーシングホームなどを備えたコミュニ
ティで，必要に応じて生活支援を受けられ，コミュニティ内で住居を移動できる，終り
の住処としてデザインされた高齢者対象生活支援付住居の集まりで，ライフケア・コミ
ュニティなどとも呼ばれている100）。
軍事活動の代替活動は資源開発や環境整備など多岐にわたっているが，代替活動の経
験を継続的に開発してゆく領域として再洗礼派の人々が注目したのは，病院におけるケ
ア，高齢者へのケアなどであった。再洗礼派の人々は，代替活動として病院や高齢者介
護施設で働いてきた経験を生かして，精神疾患や認知症者に対応する病院を含む医療介
護施設，高齢者対象住居施設などを多数展開している。それらの特徴は，生活に必要な
機能を付与したライフケア・コミュニティを形成することにとどまらず，施設をリンク
させて利用者のウェルビーイングに応える空間を模索し継続的に作り続けていることだ。
再洗礼派のウェルビーイングを構成する無抵抗の生き方は，ケアの考え方と実践を導
き出し，それらはより多くの人々が共有できるかたちとして呈示され続けているのであ
る。それは，この領域が誰もが迎える高齢期，あるいは歳を重ねる（エイジング）存在
としての人々のウェルビーイングに注目した，複数世代から構成される多文化共生環境
に向けた活動だからである。これらの試みに照射することは，同じ関心をもつ人々によ
って，地域や考え方に基づくローカルな方法が磨かれてゆく過程，目的を遂げるために
ネットワークを構築すること，そして変化する人々のニーズや施設を注視し，知恵を伝
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達し，創り続けてきた軌跡を辿ることである。

1 無抵抗の展開 ― 良心的兵役拒否と代替活動
本項では，良心的兵役拒否を遂行するために編み出してきた代替活動が，心身のケア
や生活環境の整備への実践に結びつけられてきた軌跡を辿る。
教会が正式に平和主義を宣言しているにしても，良心的兵役拒否は個人の良心に基づ
く事柄だとするグループ，軍隊に入ることは勧めないとしながらもとくに制裁を加えな
いグループもある。いずれのグループに属する場合でも，多くの再洗礼派の人々が，聖
書に基づく平和主義の信念による，良心的兵役拒否（COs: Conscientious Objectors）と
して，軍事活動を免除される方途を探ってきた。下記では，その経過を Keim 2003を中
心的資料として辿る。
独立革命期の1777年には，ペンシルヴェニア，メリーランド，ヴァージニア，そして
ノースカロライナで，民兵の参加に関する厳格な法律が制定され，軍事訓練への参加や
代わりの者を雇うことを拒否した者に課される罰金が引き上げられた。信教の自由を求
めて1776年にペンシルヴェニアにやってきたアーミッシュは，良心的兵役拒否者として
払っていた戦争税に加えて罰金を支払うこと，代替として非軍事的支援を編み出すこと
101）
。
など，対応を迫られた（Keim 2003: 44 45）

南北戦争時（1861年 1865年）には，合衆国と合衆国からの脱退を宣言したアメリカ
連合国は徴兵制を実施したが，いずれの軍においても，徴兵に応じない場合は，免除費
を支払ったり102），代わりの者を雇うことが行われた。インディアナ，オハイオ，そして
ペンシルヴェニアのアーミッシュたちには，代わりの者を雇う費用を払うことが許され
ていたが，支払えない場合は戦争に行かざるを得ず，こうした問題を避けるために他の
州やなどに移住する者もあらわれた（Keim 2003: 45; Lehman and Nolt 2007）
。
1917年には，選抜徴兵法（Selective Service Act of 1917）が成立し，21から30歳の男
性に徴兵登録を要求した。合衆国が第一次世界大戦に参戦した後には，徴兵登録要求年
齢が18から45歳に拡大された。徴兵されたほとんどのアーミッシュたちは，良心的兵役
拒否者となることを選んだが，かれらが配置される場は，大統領と陸軍省（War Department）の決定に委ねられ，戦争と関わりのある作業に従事することもしばしばであった
（Keim 2003: 46）
。この時には，良心的兵役拒否者を対象とするプログラムは存在してお
らず，アーミッシュたちのなかには兵役を拒否し，投獄されるケースもあった。
1940年に選抜訓練徴兵法が制定，連邦選抜徴兵登録庁が設立された。
「歴史的平和教
103）
として知られるメノナイト，ブレズレン，そしてクエーカーのリーダーたちは，
会」

第一次世界大戦中に良心的兵役拒否者が経験した問題を改善するために，軍事活動の代
替を考案した。第二次世界大戦がはじまると，1941年から1947年の間，再洗礼派やクエ
ーカーの良心的兵役拒否者は，政府が認可した代替活動（alternative service）― シビリ
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アン・パブリック・サービス（CPS: Civilian Public Service）― に従事した。歴史的平
和教会は，このプログラムの資金を調達するためにアメリカ政府におよそ700万ドルを
支払った。参加人数は，441人のアーミッシュを含む12000人であった。活動内容は，土
壌保全，道路工事，消防，公衆衛生などである。とくに，精神病院におけるケアや様々
な医療や科学プロジェクトに従事した者が多かった。また，1944年までには，多くのペ
ンシルヴェニアの徴兵委員会は，農場で働く者に対し徴兵延期を実施していた（Keim
2003: 49 50）
。
朝鮮戦争が始まった1950年には徴兵拒否者への風あたりがさらに強まった。一方，1952
年には国益に沿った民間事業に二年間従事する多様な代替プログラム「I W」が提示さ
れ，これを拒否する者には罰金や懲役などが課された。シビリアン・パブリック・サー
ビスは戦時の枠組みだったが，I W は，限定的な期間に，軍事活動のかわりとして神に
仕え人間性豊かな仕事を行う，という構想に基づくものだった。他方，メノナイトは
PAX サービスを創出し，世界各地の良心的兵役拒否者を，建設，農業，救援活動に雇用
した（Keim and Stoltzfus 2000: 144 145; Sherk 1957）
。ペンシルヴェニア州のメノナイ
トであるハーマン・ボントラーガー（序章Ⅳ 1 も参照）は実際に I W に従事し，エク
アドルの病院で二年間勤務した。彼は，アーミッシュを含む再洗礼派が利用する保険会
社を経営しているが，その時の経験が自分の活動に活かされていると考えている104）。

2 代替活動の経験を生かしたケアの構想
メンタルケア施設のローカルな状況に応える開発
1940年代後期には，第二次世界大戦時に州の精神病院でケア活動を行ったメノナイト
の良心的徴兵拒否者たちのうち1500名ほどが，農場に戻りもとの仕事を再開した。だが，
かれらは，その後， 4 年間の I W 経験を教会メンバーと共有し生かす道を模索し始めた
（Neufeld ed. 1983）
。1954年までには，I W に就いた者の80パーセント以上が病院におけ
る仕事を経験し，ケアに関わる仕事に就くために新たに教育を受ける者も多くみられた
（Keim and Stoltzfus 2000: 145）
。
新しいタイプのメンタルヘルス・ケアに関わるヴィジョンが創られ，MCC は，メンタ
ルヘルス委員会（後に MMHS（メノナイト・メンタルヘルス・サービス）
）を構想した。
この委員会は，
「精神を病んでいる人のための三つの小さなホーム」を設立することを認
め，1954年までに，三つの精神病院105）が開所した。続いて MMHS は，二つのメンタル
ヘルス・センター，さらにグループに連携する独立のセンターを創始した。
精神疾患を抱えたオールドオーダー・アーミッシュの人々が，滞在して治療を受けら
れる施設の開発もなされてきた。通常オールドオーダー・アーミッシュは，ケアを，家
族をはじめとするコミュニティ内で行おうとする。だが，インディアナ州のオールドオ
ーダー・アーミッシュが多く住む地域では，精神疾患については，現代の専門的ケアを
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受けられる環境を整えてきた（Nolt 2011）
。この施設は，信教に基づき良心的兵役拒否
を行ってきたメノナイトやブレズレンの人々が，代替活動として従事した精神病院にお
ける活動経験と問題意識に基づいて開発されてきたものである106）。この施設内には，一
般とは隔てられた場所で，アーミッシュの若者たちのみが滞在できる病室が設けられて
おり，また，敷地内に，アーミッシュの人々がコミュニティを離れて暮らしながら治療
を受けることができるコテージも作られている（写真61・62）
。
こうした施設が必要なケースとしては，洗礼を受けてオールドオーダー・アーミッシ

写真61・62 精神疾患対応施設オークローン，およびアーミッシュの文化に配慮して少し離れて建てら
れた精神病院の入院用コテージ（インディアナ州ゴーシェン 2010年12月）
。
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ュになることを決意する時期に，ルムシュプリンガの経験を通して外の世界に触れるな
どして迷い続け，コミュニティ内でも外部でも気持ちを表現できないまま，アルコール
や薬物による疾患に罹っている場合があげられる（Cates 2005）
。こうした患者が適切な
医療を受けられる場所の必要性が認識されつつあり，様々な再洗礼派の人々 ― アーミ
ッシュたち ― の協働で，オールドオーダー・アーミッシュの文化に配慮した施設が工
夫されてきたのである。その実現に不可欠であったのは，アーミッシュの生活様式に造
詣の深い再洗礼派ブレズレンがスタッフとしてブリッジの役割を果たしていることであ
る。こうした工夫は，多様なエスニック・グループが存在するアメリカにおけるケア施
設づくりにも，応用できる内容を含んでいる。

オールドオーダー・アーミッシュの人々が利用する家庭外の専門的施設の開発
高齢者のケア以外の領域における近年の変化として，オールドオーダー・アーミッシ
ュの人々が，ペンシルヴェニア州に新設された子ども専門病院を利用するようになった
ことがあげられる（写真63・写真64）
。この病院は，オールドオーダー・アーミッシュ
以外の人々の寄付やボランティア活動によって運営されており，近親者の結婚を繰り返
すことによって生じるといわれる子どもの障害への対応と研究を行っている。アーミッ
シュたちは，ここで治療やケアを受け，そのデータを医学研究に生かすということに同
意して，一般社会と協働している。アーミッシュの人々は，子どもたちのケアを病院任
せにするのではなく，多くが病院でボランティアとして活動し，自分たちが利用しやす
い病院づくりに参加している。

写真63 スペシャル・チルドレン・クリニック（ Clinic for Special Children ）
（ペンシルヴェニア州
ストラスバーグ 2007年 6 月）
。
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写真64 スペシャル・チルドレン・クリニックを訪れているオールドオーダー・アーミッシュの馬車。
馬車のデザインと色は， 馬車で移動可能なペンシルヴェニア州内であっても， オールドオー
ダー・コミュニティによって異なる（ペンシルヴェニア州ストラスバーグ 2007年）
。

ホスピス
さらに，近年，開発が進展している終末期ケアについては，専門的施設を再洗礼派の
人々もしばしば利用している。ペンシルヴェニア州ランカスターでは，終末期ケアを目
的とした州立施設の充実を図ってきた。アーミッシュ・メノナイトの人々も，こうした
施設を利用する。この施設には，死にゆく人と家族が過ごす場が設けられていることに
留まらず，家族や近しい人々を失った人たちへのケアが試みられていることも，人々が
この施設を利用する理由だ。注目されることは，子どもたちのみで語り合い過ごす，ピ
ア・グループの活動もなされていることである。この施設の充実を望む再洗礼派の人々
は，寄付を行うことによってこの施設の充実を支援している。
次節では，アーミッシュたちが，非暴力の主張と経験を生かし，すべての人に開かれ
たケア施設を開発してきた経緯を辿る。

新しい I W の開発とリタイアメント・コミュニティ
メノナイトのみならず，アーミッシュ・メノナイトやオールドオーダー・アーミッシ
ュも，代替活動に関わる課題について検討した。アーミッシュ・メノナイトは，オール
ドオーダーから離れた人々ではあるが，保守派に属し，農村部で過ごし農夫として生活
する者も多い。I W を務めるために，初めてコミュニティから離れて一人で暮らし若干
の給料も得た若者の中には，新しい環境にカルチャーショックを受け，孤独のなかで抑
鬱状態に陥る者も続出した。他方，都会の暮らしに適応し故郷のコミュニティに戻らな
い者もおり，1960年代中期には I W を経験した若者の半分しかコミュニティに帰還しな

139

いことが報告された。
こうした問題の予防・対応として，オールドオーダー・アーミッシュは，
『平和の使
節』
（Ambassador of Peace）の発行を開始し，1966年から I W に従事している子弟の手
元に送り届け始めた。この雑誌には，I W の参加者たちの消息や教会のニュースが掲載
されていた。
また，1966年には，九つの州から100以上の教会の代表者が集まって全国規模の米国
アーミッシュ運営委員会（National Amish Steering Committee）を組織し，政府と交渉
の末，I W の活動として，コミュニティから離れずに教区内の農場で働くことで合意し
た。
1960年代中期には，アーミッシュ・メノナイトのうちビーチー・アーミッシュも五つ
の州の教区内に退役者用ホームをつくり，I W 従事者を配置した。こうした施設の開発
によって，子弟たちは遠い地域や都会で代替活動に従事する代わりに，慣れ親しんだ地
域で任務を遂行することが可能となった。この活動は後に，
「アーミッシュ・メノナイト
援助組織」として発展した。
メノナイトも，MBM（ミッションメノナイト会（Mennonite Board of Missions）
）と
地域の信徒集団の発案によって，リタイアメント（退職者）
・センター，救急病院，若者
と発達障害をもつ者たちへのサービス提供機関を展開した。
こうした活動に関わる人々の連携機関の必要性が認識され，健康とウェルビーイング
に関する指針を示し，サービスを提供する MBM の依頼を受け入れて，1988年に，MMHS
は名称を MHS アライアンス（MHSA）に変更し，その活動に着手した。各地で行われ
てきたローカルな試みに関する情報を共有活用し，また実際に支援する活動の一環とし
て，1994年，MHSA は，メノナイトチャーチ USA，メノナイト・ブレズレン，ブレズ
レン・イン・クライストの教会と連携を開始した107）。

Ⅴ 高齢者のウェルビーイングに資する住居から街の構想へ
1 アメリカ合衆国における高齢者のウェルビーイングと終の棲家として
の複合施設
アメリカ合衆国の高齢者対象施設としては，18世紀から19世紀にかけて宗教やエスニ
ック・グループを基盤として設立された小規模な居住施設が初期のものである（仲村他
編 2000: 172 173）
。20世紀には，ナーシングホーム（老人ホーム）の設立に公的資金が
投入されたこともあり，施設数が増加した108）。社会保障法の改正（1965年）によって医
療保障制度の整備が進み，高齢者や障害者を対象とした医療保険制度メディケアと医療
扶助メディケイドを財源基盤とした医療施設をモデルとしたナーシングホーム109）は，そ
の多くが営利企業によって運営されてきた（仲村他編 2000: 172 174; 高橋 2002: 330）
。
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1890年から1920年にかけて，ブレズレンとメノナイトが，高齢者を対象とするケア施
設を設立した。主な対象は，貧困者，ホームレス，そして十分な資金をもたない教会の
リーダーたちである。長年にわたって国外も含め多様な場所で伝道に従事してきた教会
の退職者が老後を安心して暮らせるようにすることは，不可欠のことだと考えられてい
た。
1940年代に，より現代的な生活を受け入れてきた同化グループは，充実したサービス
を備えたリタイアメント・センター，および看護のためのナーシング・センターを設立
した。2010年には，全米に50以上，カナダには30以上のメノナイトおよびブレズレン関
連のリタイアメント，ナーシング，および両方の機能を兼ね備えた施設が展開されてい
る。これら施設のほとんどが，再洗礼派以外の人々にも開かれている。
高齢者対象住居施設は，1990年代から，高齢者の自活・自立，ライフスタイルの選択，
安全性，安心に資するものとして注目を集めてきた。庭付き一戸建てや高層集合住宅な
ど形式や生活支援の程度は多様だが，シニア・リビング・コミュニティなど，一般にコ
ミュニティと呼ばれており，生活の場として必要な要素とそれらへのアクセスが検討さ
れてきた（Pearce 2007: ix; Golant and Hyde 2008: 3 45）
。
その背景として，アメリカ合衆国では，高齢化が急速に進行したことがあげられる。
1980年から2000年のセンサス（U.S. Census Bureau）によれば，65歳以上の人口は，そ
れ以外の年齢層より二倍増加している。高齢化率は，1900年には4.1パーセントであっ
たのが，1988年には12.4パーセント，そして，2014年には14％を超えた110）。また，生
活環境の改善により，いつの時代よりも寿命が伸びている。一番人口が増加しているの
は，85歳以上である。郊外型の生活をステイタスの一つとして目指してきた人々，とり
わけベビーブーマーが高齢期を迎え，生活の不自由さに苦しむ「エルダーバービア（Elderburbia）
」となるのでは，という憂慮も示されている（Staﬀord 2009）
。単世代世帯居
住傾向が強いアメリカでは，厳しい自然環境のなかで，高齢者の多くは，一戸建ての住
居を維持管理したり車で移動することが難しくなる。2007年には，アメリカ合衆国のお
よそ650万人の人々が日常生活において支援を必要としており，この数は，2020年まで
に二倍となると推定されている。今後30年から40年間，5000から6000万人の高齢者がさ
まざまなニーズをもとに住環境を選択し直すと予想されている（Pearce 2007: 3 5）
。
より多くのオプションが開発されており，およそ下記のような分類がなされている。
低所得者を対象とした高齢者専用集合住宅，ナーシングホーム（老人ホーム）
，ケア付き
住宅，アメリカ合衆国の特徴的な居住コミュニティとして成長してきたリタイアメント・
コミュニティ，ケア付き住宅やナーシングホームを同一敷地内に設置した CCRCs である
（仲村他編 2000: 176 177; 鈴木 2010b: 170）
。高齢期に関わる活動で知られる全米最大の
非営利団体 AARP 111）によれば，高齢者対象コミュニティは，1996年から2006年までに
112）
。生
二倍に増加し，次の10年間に二倍以上となると推定されている（Pearce 2007: 3）
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活支援付独立型住居からナーシングホーム，認知症ケア施設などを備えた CCRCs は，最
後まで暮らせる住処の一つの選択肢となっており，近年増加傾向にある。この複合施設
の特徴は，身体の状況の変化に従って，人々がより支援の度合いの大きい施設に移動す
ることが容易であることである。こうした住居施設は，異なる部屋に移動後も，より充
実した生活支援を受けることによって，慣れ親しんだ環境で知人との交流や様々な活動
を続けることができることが可能となっているのである（鈴木 2010b: 163 178; Suzuki
2013）
。
以下では，良心的徴兵拒否を実現するために行ってきた代替活動の蓄積を生かして展
開してきた CCRCs をとりあげる。宗教・信条を核とした連携的コミュニティ創出の過程
を辿り，高齢者にとって安心できる環境づくりが，多様な人々のウェルビーイングに資
する生活空間構想に繋がってゆく様相について考える。ここで検討するのは，主として
再洗礼派によって開拓されてきたものだが，連携機関 MHS アライアンスはケア活動に
興味をもつ他の人々や宗派にもサービスを提供しており，そうした施設間の知識の共有
や連携を助けている113）。町や大学や教会など町の他の施設との連携についても検討す
る。

2 多様なコミュニティに関わり続ける暮らし
ライフケア・コミュニティ ― グリーンクロフト
インディアナ州ゴーシェンには MHS アライアンスの本部が置かれており，町と近郊
には，複数の CCRC，認知症患者ケア施設，およびメンタルケア施設が設けられている。
町の中心部にほど近い CCRC ― グリーンクロフト・コミュニティ ― は，1962年にメノ
ナイトの人々によって設立され，1967年からレジデントと呼ばれる居住者へのサービス
が開始された。そのパンフレットには，
「グリーンクロフトは，MHS アライアンスに支
えられ，インディアナおよびアメリカ高齢者住居サービス協会と連携し，NPO 組織とし
て活動している」と説明されている114）。1990年に，合衆国における認可された CCRCs
の最初の100所の一つとなった。
2011年現在，2000人の居住者は，20種の宗教を信じる人々から構成されている。
「ミ
ッション」として，
「信教に基づいて，多様な信教，経済的状況にある人々のために務め
115）
，とその目的や基盤となる価値観が表現されているように，多様な人々を包摂す
る」

る場を目指している。
それは，次のように，複数のコミュニティの力によって，ダイナミックな一つのコミ
ュニティを創出するという姿勢によって，進められている。
メノナイトの価値観と高い水準のケアをもって，グリーンクロフトにおける「複数のコミュ
ニティからなるひとつのコミュニティ116）」は，すべての人々のエイジング（年を重ねる過
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程）における創造性，貢献，そして挑戦を大切にする，ダイナミックな複数のコミュニティ
を創出することに関わる。

核となる価値観（Core Values）は，
「創造性による改善，すべての居住者への敬愛，私
たちの特徴を意識しつつ，開放的であること，公正，チームワーク」と謳われている。
いくつものダイナミックなコミュニティを創っていくための方策として，関連する組
織のネットワーキングが重視されている。ロングターム・ナーシングケア，リハビリテ
ーション・セラピー，デイサービス，在宅ケア，シニアセンター，そして資金を調達す
る活動を考案し実行するファンドレイジング（fundraising）組織などが連携している117）。
デイサービスの拠点として，1987年にゴーシェンにグリーンクロフト・シニアセンター
が創設された。このセンターが担当するのは，教育，健康，社会，文化，そしてレクリ
エーションに関わる活動と旅行の機会を提供することである118）。
グリーンクロフトは，CCRC として，生活支援の必要のない人々，ケアの必要な人々
の双方が暮らせる施設となっている（写真65）
。年金やメディケア，メディケイドによっ
て滞在費がまかなえるよう収入に応じた調整が行われる。リバース・モーゲイジも利用
できる。入居後に，たとえ資金が枯渇してしまった居住者に関しても，寄付などによっ
て住居とケアを与え続けることになっているので，安心して過ごすことができる終の住
処といえる。認知症患者専用ケア施設や病院も近隣に設けられているので，状況に変化
が起きて移動したとしても，居住者は，慣れ親しんだ地域で暮らし続けることができる。
居住者は，必ずしもメノナイトである必要はない。居住者のなかには，安心の場を求

写真65 独立性の高い高齢者向け住居施設（インディアナ州ゴーシェン 2010年）
。
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めて長年仕事をしてきたカリフォルニアから，親族も知人もなかったこの施設に移り住
んだ，という人もいた。自立を支援してくれる場があってこそ，親族や友人ともよい関
係を続けていける，と考えているからだという。
グリーンクロフトで重視されていることの一つは，入居者一人ひとりが夢をもち，そ
れを語ることにある。それは，
「アシスティッド・リビング（生活支援付き住宅）は選択
119）
という文言にも表現されている。支援を受けることで，新たに実現
の自由を与える」

できることを考えるという姿勢を意味する。居住者たちに，一年に一度希望を募り，そ
れを叶える祭りのような催しも行われる。若い頃から冒険好きな高齢女性は，願いが叶
って気球に乗りこむことができた。また，長年，木製品製作に携わってきた高齢男性は，
敷地内に工房を手に入れ，同じ希望をもつ人々と少しずつ設備を整え木製品作成を楽し
んでいる。連携する他のコミュニティでも行われているように，クラフトやホビー・シ
ョップを創ることが次の夢だ。もちろん，日常的に希望は受け付けられる。2009年に訪
ねた時には，課題として，他の建物に行くにあたって寒さや雨を防ぐよう通路の整備を
することがあげられていた（写真66）
。居住者にとって，友人を訪問したり，見舞うこと
が重要だからである。こうして居住者の夢や希望に支えられて，施設内の構造は少しず
つ変化してゆく。
このコミュニティの大きな特徴は，教会，メノナイトが設立した大学であるゴーシェ
ン大学（Miller 1994）
，そして病院に隣接していることである。高齢者たちは施設敷地
内に点在する機能を利用し，歩いて近隣の施設に出かけ様々な行事に参加することがで
きる。人々は，車を使用しなくても，平らで安全な通路を徒歩や車椅子で大学へ行き，

写真66 希望する活動に関する夢を語る高齢者たちと施設長および看護師長とのミーティング（インディ
アナ州ゴーシェン 2010年 写真撮影：鈴木公二）
。
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社会人に開放されている講座に参加することができる。いくつものミーティングルーム
を備えた教会（Beck ed. 2003）は，季節ごとのイベント，食事会，情報交換やボランテ
ィア活動の場となっている。教会では，礼拝や水曜日のミーティングに加えて，とくに
クリスマスシーズンにコンサートや催しが多く開催される。また，施設の敷地に隣接し
て，歩ける範囲内に食料品や雑貨の店舗やレストランなどが揃っている。長年海外各地
で宣教師として活動してきた独身のメアリは，年金で入居できるタイプの集合住居で暮
らし，大学や教会の行事に参加している。大学のライフロング・ラーニングの講座は多
くの人々と交流できる機会である。12月初旬から次々に開催されるコンサートや，敷地
の木々が明かりで彩られるクリスマスなどの行事によって，メアリは寒い季節を暖かい
気持ちで過ごすという。メアリは，身体が弱っても，このコミュニティで知人たちと交
流する暮らしを続けられればと思っている。
このように，グリーンクロフトで暮らす高齢者は，施設内のみで過ごすのではなく，
小さな町で暮らし続けている。町の中心にケア施設を構想し，そこに居住する人が必要
なものがすぐそばにあるように，町の機関を配置してきたかのようである。教会や大学，
ボランティアをはじめとする町における活動により，多様な世代の人々と交流できる。
自分の家の整備の心配がないので，町でボランティアを行うこともできる。たとえば，
教会の施設を使用した，様々な支援活動に向けた募金のためのファンドレイジングに供
するキルトづくりなども，居住者ボランティアの一環といえる。ボランティアに関わる
再洗礼派の主張として，
「地域の教会において，人々は各々，時間，能力，そして金銭な
どの資源を提供することによって，単独ではなしえない，この世における神の仕事に参
120）
，と個々人の自由意志による参加が，一人ではできないことを
加することができる」

成し遂げると表現されている。
こうした施設の広がりは，高齢の親の世話をする人々にとっても都合がよい。感謝祭
（サンクスギビング）など家族が集まる日には，遠くから集まる親族に加えて，グリーン
クロフトで暮らす高齢者たちも日帰りで一緒に食事を楽しむことも容易である。ゴーシ
ェンの人々にとって，グリーンクロフトは，高齢の家族や親族の誰かがいつも暮らして
いる場として捉えられている。仕事をしながら親たちのケアをする生活は，互いに想像
がつく身近なものである。日曜日の教会の礼拝の後の近況を伝え合うミーティングの時
にも，メンバーたちの状況について情報交換が行われる。様々な問題に遭遇しつつ行う
ケアは，家族内にとどまらず，より広い人間関係のなかで進められることなのである。

ライフケア・コミュニティ ― ランディスホームズとベルビュー
ペンシルヴェニア州リティツの施設ランディスホームも同様に，アシスティッド・リ
ビングとナーシングホームが同じ敷地内に設けられている。インディアナ州ゴーシェン
の MHS アライアンスと連携して，開発・管理を行っている。
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リティツも，信教の自由を求めて移り住んだプロテスタントの人々が多く居住する場
所として知られている121）。郊外にあるこの施設の周りは，とくに厳格なきまりに従って
いる，オールドオーダー・アーミッシュが多く居住している。
この施設の目的は，次のように表現されている122）。
アシスティッド・リビング・サービスは，あなたに，自活するための支援をし，暮らしの場
に参加する（包摂される）という安心を与える。

この施設の場合，多くの人々が近隣から移り住んでおり，かつての教会のメンバーと
の交流を続けることも可能であり，築いてきた人間関係を保つことができる。必要な支
援の程度に応じて，施設内で住む部屋を変更することも可能である。内部には認知症患
者対象の場も設けられているが，さらに，認知症患者用施設とも連携しているので，施
設を移っても知人と遠く離れることはない。
2010年に新たに建設されたハイブリッドと呼ばれているアシスティッド・リビングは，
独立性と共同性に配慮したものである（写真67）
。集合住宅各階の広々としたエレベータ
ホールには暖炉の前にソファがおかれており，住人が立ち止り交流しやすい工夫がなさ
れている（写真68）
。一階には，内外の人々が集まり食事するなどのイベントを楽しむこ
とができるように，キッチンの付いた共有のミーティングルームが設けられている。ペ
ンシルヴェニアの MCC で長年リーダーシップをとってきたポール・レイダーマンは，妻
ベッキーと共にこの住宅で生活を楽しんできたが，認知症が進んだため，2015年に，同
じ敷地内の施設に移ってより専門的なケアを受けるようになった。だが，アシスティッ
ド・リビングにおける近隣者との交流は続いている。

写真67 ハイブリッド住宅（ペンシルヴェニア州リティツ 2014年）
。
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写真68 ハイブリッド住宅各階エレベータ前の共有スペース（ペンシルヴェニア州リティツ 2014年）
。

コミュニティの特徴としては，外部の人々に開かれた場所をいくつも開発してきたこ
とがあげられる。子どもたちや親族，友人の訪問時に仕える一戸建ての住居施設はその
一つだ。小さな孫たちが滞在する場合でも，かれらは自宅にいる時のようにのびのびと
庭で遊び，祖父母との時間を過ごすことができる。
また，ナーシングホームのゆったりした長い廊下は，外部の人々も加わる展示場とし
て利用されている。2014年には， 0 歳から100歳までの女性たちの写真とプロフィール
の展示を行い，ナーシングホームの廊下は賑やかに活気づいた（写真69）
。
さらに敷地内には，小学校入学前の子どもたちが学ぶラーニングセンターがもうけら
れている（写真70）
。もともとは，従業員が安心して働けることが目的で保育園が創られ
たのだが，いまでは，子どもの自主性や感覚を重視したモンテッソーリの方法を採用し
ている保育園として近隣の人々にも利用されている。高齢者対象のデイケアにおいて，
子どもたちが高齢者と共に活動する機会ももうけられている。保育園の教師の経験をも
つ居住者は，この保育園でボランティアとして働くことが一つのいきがいとなっている
という123）。このことにより，このコミュニティは高齢者専用の場ではなく，他の世代の
人々が行き交う場となっている。定期的に近隣の高校生なども訪問し，高齢者との会話
ができるような企画がたてられている。施設長は，年代が異なる人々は，経験も考え方
も違うので，意図的にミーティングを続けることによってはじめて，相互理解を深め新
しいことを知ることができる，とミーティングを計画する目的を語っている124）。
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ここでも，看護師や牧師，そして居住者から構成されるミーティングによって，ライ
フケア・コミュニティに関する人々の希望は掬いあげられ，住みたい場所の構成が更新
されている。再洗礼派の人々が慣れ親しんできたキルトの習慣も大切にされており，キ
ルト専用の部屋も設けられている（第 4 章参照）
。それだけではなく，多くの人々が通る

写真69 高齢者対象住居施設の壁を活用した展示（ペンシルヴェニア州リティツ 2014年 写真撮影：
鈴木公二）
。

写真70 高齢者対象住居施設ライフケア・コミュニティ内に設けられているチルドレン・ラーニングセ
ンター（ペンシルヴェニア州リティツ 2010年）
。
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空間もミーティング・プレイスとして，大切にされている。また，町の大学を利用した
ライフロング・ラーニングを希望する人のために，ランカスター市内までの送迎サービ
スを含め参加できるシステムが整っている。
ミーティングで常に取り上げられるテーマとして，施設内部の移動経路と手段，ホス
ピスチームの構成と活動などがあげられる125）。人々は，生活支援を受けることができる
独立性の高い住居施設，よりケアが必要となるナーシングホーム，認知症患者用ケア施
設など，必要に応じて，生活の場を移動することが可能である。それに従って，例えば，
足が不自由になっても，電動車椅子を利用して，友人を見舞ったり，ボランティア活動
を続ける人々のために，通路は，動きやすく整えられていることが不可欠である。
特にホスピス・サービスについては常に検討が続けられており，ホスピスの充実を図
ってきたランカスター市の施設とも協働している。
「ホスピスがやってくる」と住人たち
が表現しているように，弱ってきた人々と共に過ごす方法を協力して模索するチームの
編成にも，住人たちが関わっている（写真71）
。住人たちは，ボランティアとして参加
し，本を読み聞かせる，傍らにいるなど，ホスピス活動を推進している126）。ホスピス
は，場所とは限らず，施設内外から参加する医療や看護の専門知識をもつ者，施設内に
常駐する牧師，家族，そして，住人たちによって，試行錯誤しながら行う死にゆく人々
と伴走する過程であると考えられている。
2010年以降の動きとして，ランカスター市と協力して，町の中心部にメディケイドを
必要とする，より貧困な人々も利用できる多目的施設を創ることを始めている。
上記と同様にメノナイトが開発してきたペンシルヴェニア州ベルビューのライフケア・

写真71 高齢者対象住居施設ライフケア・コミュニティに関するミーティング。牧師，住人，看護師長，
施設長， エイジング研究者が参加（ペンシルヴェニア州リティツ 2010年 写真撮影：鈴木
公二）
。
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コミュニティでも，そのことは同様である。ベルビューは，保守的なオールドオーダー・
アーミッシュが多く居住するペンシルヴェニア州北部の山間地域に位置している。自然
環境や生活の利便性から，アメリカ合衆国内外で暮らしてきた人々が，退職後に，やっ
てきて過ごす場所としても知られている。メノナイトの牧師として日本をはじめ各地で
ミッション活動を行ってきたリー・カナギーも，そうした人の一人である。リーは，近
隣のオールドオーダー・アーミッシュの家庭で育ち，後にメノナイトとなって，24歳で
高等学校教育を受け大学に進んだ（序章Ⅳ 1 ，第 2 章Ⅱも参照）
。ゴーシェンの大学時
代から共に生きてきた妻のアデラとともに，この地に戻ってきて暮らしている。
子どもたちが巣立ち，庭の手入れが辛くなった時期に，家を処分し，このライフケア・
コミュニティに移り住んだ。最初は，独立性の高い住居に居住し，庭の手入れ以外は，
自分たちで行っていた。車を手放したのを期に，食事のサービスや生活支援を受けるの
により便利な中央棟の集合住居に移動した。二人にとって，コミュニティの生活におい
て，特に重要なのは，日常生活の雑用に追われることなく，本を読んだり，友人や家族
と手紙やメールで連絡をとることに集中できること，安全な廊下を通って日に何度も外
出できること，そして，独立性の高い住居に暮らしていた時と同じように，家族や友人
を食事招くことができることである（写真72）
。二人は，友人を訪ねる，食事に行く，ア
クティビティに参加する，礼拝に行く，などで，日に何度も外出する（写真73）
。ここに
暮らしていて，特に力を入れて行っているのは，見舞いである。例えば，自分たちと同

写真72 住居で共に本を読むリーとアデラ（ペンシルヴェニア州ベルビュー 2010年）
。
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写真73 ライフケア・コミュニティ内の廊下を通って外出するリーとアデラ（ペンシルヴェニア州ベル
ビュー 2010年）
。

じように，共に暮らしてきた夫婦の夫が，病気や介護が必要になってナーシングホーム
に移動すると，夫婦は別々の部屋に住むことになる。アデラは，廊下で繋がっていると
はいえ，寂しく心細い思いをしているに違いない妻を誘い，一緒に夫の見舞いにしばし
ば出かける127）。
独居であっても，楽しい雰囲気で食事をできることは，重要である。食堂のテーブル
では，着席する場所がある程度決まっているので，顔見知りと共に食事をすることがで
きる。さらに，日曜日には，礼拝の後，各テーブルを回るので，賑やかな昼食となる。
独立性の高い住居に暮らしていた時と同じように，家族や友人を食事招くことができる
のは，良好な生活の質を構成する重要な点である（写真74）
。著者らが 128）訪ねると，決
まって，食堂の隣の見晴らしのよい廊下に設けられたテーブルで，ディナーをご馳走し
てくれる。

おわりに
アーミッシュたちは，教会の構成員となるにあたって，一人一人が信仰を確信すると
いう個人の自覚を基本としている。他方で，誰をも「一人にしない」ことを保障する暮
らし方を模索してきた。アーミッシュたちの生活において，家族をはじめとして共に暮
らすことを願う人たちが作ってきた多世代居住の家，人々がしばしば訪問しあい情報を
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写真74 友人を招くことができる，ライフケア・コミュニティ内の踊場に設けられた客室（ペンシルヴェ
ニア州ベルビュー 2009年）
。

交換することができるように近くに居ること，そして，必要な場合に専門職者も含め知
恵を出し合い対応できる状況が工夫されてきた。その特徴は，当事者としての人を一人
にしない，あるいは家族やコミュニティを孤立化させない，ということを念頭におき，
どのような状況にある人でも生活全体の満足が得られるよう配慮することである。
第 1 章でも検討したように，きまりに従うことは，教会メンバーが共有する時間や交
流の機会を保障してきた。オールドオーダー・アーミッシュが，礼拝をメンバーの家で
行うことや，農業を重視してきたことも，自分たちが選び創ってきたきまりに支えられ
てコミュニケーションを確実にする実践の一つである。
オールドオーダーの人々のみならず，再洗礼派の人々 ― アーミッシュたち ― にとっ
て，生き方を問い，人々やコミュニティの包摂を可能とする生活の場を創出する方法を
考えるうえで，コミュニケーションは実践すべき基本となっている。アーミッシュたち
は，自分たちが選び創ってきたきまりのみならず，常に新しく構想されたコミュニケー
ションに支えられて，暮らしている。仕事の途中であろうとなかろうと，人々が立ち寄
り話す対面交流は，生活の中で当たり前になっている。さらに，誰にでも開かれた議論
や学びの場も意識して組織されている。それは，唯一つの正解に到達することはなくて
も，コミュニケーションの時間によって可能となる情報交換や議論こそが，コミュニテ
ィを「テンド」
（手入れ）
（第 2 章Ⅴも参照）していくことを含め，人々が生きる場を見
直し調整していくことに繋がるからである。非暴力と平和主義をめぐって，形は異なっ
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ても次々とサービスを考案し関わることは，様々な再洗礼派の人々 ― アーミッシュた
ち ― にとって，信条を表現しつつ，一般社会とコミュニケーションする過程でもあっ
た。
その過程で他の宗教をもつ人々や一般社会とも連携し，様々な異なる状況にあるもの
が協働することがなされてきた。とくにメノナイトやアーミッシュ・メノナイトが作っ
てきた場は，一方で，メディケアやメディケイドに基づき現代社会の社会保障を生かす
ことによって，アーミッシュたちに限らずすべての人に利用される施設となっている。
他方で，施設利用には消極的な伝統的なグループも適用可能なかたちで，共有可能な方
法の模索がなされた。家族や教会メンバー間の相互扶助を重視してきたオールドオーダ
ー・アーミッシュたちも，こうした施設を利用することがみられる。
人々が慣れ親しんだ場所や文化，あるいは気に入った環境で満足して安全に暮らしを
続けるという意味の「エイジング・イン・プレイス」を実現しようとするライフケア・
コミュニティは，街づくりの一つの拠点となっている。ライフケア・コミュニティの人々
は，町に暮らしてきた時のように，いくつものコミュニティの構成者として，そして新
たなコミュニティの創出者として暮らし続けることになる。いずれにしても，ライフケ
ア・コミュニティの住人は，それまでのコミュニティで暮らしてきた時のように，支援
し支援され関わり合って暮らしている。そうした活動は，施設内の部署および施設同士
が連携していることによって，可能となっているのである。
現代の働く時間が中心を占めるような生活は，ワークライフバランスという観点から
しばしば問題視されてきた。そこでは，個人の人生におけるウェルビーイングが第一の
関心事となっている。だが，アーミッシュたちの場合，制度上の社会保障に頼るばかり
ではなく，誰をも一人にせず包摂することができる生きる場について考えるにあたって，
働く時間，生活時間，学びの時間すべてについて，共有できることが基盤だと考えられ
ている。重要なのは，その時間は，どれをとっても，楽しみや喜びをも豊かに与えるも
のとして，構想されていることである。生活の糧を得る時間としてのみ，働くことが大
切なわけではない。そこには，収入を得る以外の楽しみを分かち合う機会もふんだんに
用意されている。
次章以降では，アーミッシュたちが，対面で会えるとは限らない遠くにいる人々とコ
ミュニケーションしケアを広げる実践について検討する。
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鈴木七美『アーミッシュたちの生き方 ― エイジ・フレンドリー・コミュニティの探求』
国立民族学博物館調査報告 141：155 193
（2017）

第 4 章 ケアと楽しみと居場所
― パッチワーク・キルトのある生活

はじめに
アーミッシュたちのなかでも，オールドオーダー・アーミッシュの活動として知られ
ているのは，パッチワーク・キルト作りである。信教に基づき簡素であるという実践を
守っているオールドオーダー・アーミッシュが作成するキルトは無地の布を使用するが，
色の組み合わせやデザインから生まれるコントラストによって注目されてきた。キルト
作りにおいては，目立たず自己主張しないという通常の実践とは異なり，製作者の名前
やイニシャルが縫い込まれることもある。
本章では，国立民族学博物館文化資源プロジェクト（平成23年度文化資源プロジェク
ト「20・21世紀アメリカ合衆国におけるキルト標本資料収集」
，平成25年度文化資源プ
ロジェクト「19〜21世紀アメリカ合衆国におけるキルト標本資料収集」
，平成28年度文
化資源プロジェクト「現代アメリカのパッチワーク・キルトおよび関連資料の収集 ―
アーミッシュ・キルトを中心に」
）において収集したキルトとその情報を中心的素材とし
て，キルトに纏わるストーリーやキルトをめぐる文化を探索し，それらが，どのように
共有されてきたのかを検討する。そして，これらをとおして，キルト作りがアーミッシ
ュたちにいかなる時空間を開いてきたのか，一般社会との交流の機会をもたらしてきた
のかについて，考察を加える。
キルトとキルト情報の収集に関し，全体計画についてゼニア・コード（Xenia Cord）
，
ペンシルヴェニア州についてレイチェル・ぺルマン（Rachel Pellman）
，ケネス・ぺルマ
ン（Keneth Pellman）
，ジュリー・シルバー（Julie Silber）
，パトリシア・ヘア（Patricia
Herr）
，そしてインディアナ州についてレベッカ・ハーラー（Rebecca Harrer）の協力を
得た（序章Ⅳ 1 も参照）
。ぺルマンらは，ペンシルヴェニア州ランカスターで長年キル
トの研究を進めてきた夫婦で，アーミッシュ・キルトに関する書籍を多く出版してきた。
インディアナ州のキルト及び情報収集に関しては，下記の人々の協力も得て行った。イ
ンディアナ州ゴーシェン大学のメノナイト歴史図書館司書のジョー・スプリンガー（Joe
Springer）は，図書館に併設されている貴重なキルトコレクションと関連文献，それか
ら図書館附属の博物館を案内してくれた。そしてジョーの紹介によって，インディアナ
州シプシェワナのキルト収集家のレベッカ・ハーラーに会うことができた。メノナイト
としてインディアナ州で育ったレベッカは，アーミッシュが長らく居住してきたインデ
ィアナ州シプシェワナでコレクター，ディーラー，そして研究者としてインディアナ州
ゴーシェン大学メノナイト歴史図書館と協働して展示企画・展示などを行ってきた。
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Ⅰ アーミッシュ・キルトのストーリー
1 アーミッシュ・キルト
キルトとは，表布，中身（綿・布など）
，裏布の三枚を合わせて細かいステッチで縫い
合わせたものである。古くは，十字軍が，防護用にキルティングした衣服を用いていた
ように，武具（防具）をはじめとして広く利用されてきた（玉田 1992: 153 154）
。
米国では古布や余り布を接ぎ合わせたパッチワークを表布に使う，パッチワーク・キ
ルト作りが盛んに行われてきた。アーミッシュのみならず，それぞれの服装と対応する
色や柄の布を使った特徴的なキルトは，再洗礼派の様々な人々によっても作られてきた。
写真75は，ジャーマン・バプティストが服などに使用した赤，シェーカー・グレイと呼
ばれる灰色などの布から作成したキルトである。
パッチワーク・キルトには，モノを大切にしようとする考え方や工夫が表現されても
いる。服を20年着用してから，タオルあるいはカーテンの布地として使い，さらに，ソ
ックスやミトンを経て，キルト用端切れになるという。つまり布が生産されてから50年
後に初めてパッチワークした表布を使ったキルトとして生まれ変わるというのだ。端切
れの材質や模様から，キルトの作成年代を推測することもなされている。写真76は，20
世紀前半にアメリカで使用されていた布を用いたキルトである（レベッカ・ハーラーよ
り情報提供）
（Trestain 1998）
。18世紀にヨーロッパからやってきたことから，アーミッ
シュなど再洗礼派が作ったキルトは，18世紀以前のものは存在しないという。
アーミッシュ・キルトは，アメリカに移民した人々が，布の端切れで作ったキルトの
一つで，一般に，オールドオーダー・アーミッシュの衣服に使われている布と色を使っ
たものを指している129）。オールドオーダー・アーミッシュは，聖書の解釈に基づき生活
のきまりを守ってきた。かれらキリスト教者はいかなるものであれこの世の王国には属
してはおらず，天の神の国の者であるから，他の人々とは異なるように見えなければな
らないと，聖書に書いてあると説明されている。かれらはまた，聖書を文字通り解釈し，
女性は頭をカバーで覆い髪を切らず，ズボンをはかない。成人男性は顎ひげをたくわえ
130）
。
「プレーン，シンプル」
（質素・簡素）であることや，謙譲，
ている（Scott 2012: 38）

沈着，地味であることは，装い，家のたたずまい，装飾（化粧・装身具）
，テクノロジー
を避けることなどによって表現されてきた。服は，無地の布から手作りされる。子ども
用の人形でさえ，服装に関するきまりに従って作られる。アーミッシュは，写真や人の
似姿を描写することが禁じられているので，子どもたちの人形にも顔は描かれない（Pellman and Pellman 1986: 43 78）
。写真77は，オールドオーダー・アーミッシュに関する
現地調査を行ってきたオールドオーダー・リヴァー・ブレズレンのステフェン・スコッ
ト（Scott 2012 序章Ⅳ 1 ②も参照）より，写真78は，メノナイトのジョー・スプリン
ガー（序章Ⅳ 1 ④参照）より譲り受けたものである。
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アーミッシュに特徴的なキルトがさかんに作られたのは，1800年代後期から1940年頃
までのことである。1800年代後期には，ペンシルヴェニア，オハイオ，インディアナな
どのアーミッシュ・コミュニティが安定し，暮らしに余裕ができた。古いタイプのキル
トには服を作った布の端切れが使われており，綿やウールがほとんどである。
アーミッシュ・キルトは，とくに1970年代に，ジョナサン・ホルスタイン（Jonathan
Holstein 1936 ）がペンシルヴェニア州のキルトの色とデザインに注目して以来，一つの
カテゴリーとして人気を博し，展示や販売がさかんになされてきた（Kraybill, Herr and
Holstein 1996）
。1971年にニューヨークのホイットニー博物館でホルスタインとゲイル・
ファン・デ・ホッフが企画した最初の展示が行われると，さらに多くの支持者を集める
ようになった。それにしたがって，商業的価値が付加されるものとなり，コレクターや
ディーラーなどによって熱心に探し出され，保存され，また新たに作成されてきた。
アーミッシュ・キルト製作において，20世紀に新たに使用できる布が出現したこと，
オールドオーダー・アーミッシュたちが好む色やデザインが変化したこと，そしてコレ
クターや観光客への販売を目的としたキルトの製作などの変化がみられる。下記では，
アーミッシュ・キルトに関し，第一に，変化も含めて地域による特徴があること，そし
て第二にキルトに纏わるストーリーや「神話」と呼ばれるものなどを含むキルト文化が
形成され続けてきたことについて，現地調査に基づき検討する。

2 地域の特徴というストーリー
ペンシルヴェニア州のアーミッシュ・キルト
ペンシルヴェニアのアーミッシュ・キルトについては，アーミッシュが多く居住する
ランカスター郡在住の R・ぺルマンや K・ペルマン，ヘアなどが，キルトに関する歴史や
現状について，現場に即して研究してきた（Pelmann and Pelmann 1985, 1986; Herr
2000）
。ヘアは，アーミッシュ・キルトを多く所有してきた西海岸のエスプリ・コレク
ションを譲り受けたディーラー，J・シルバーとも協力しつつ，コレクションのキルトが
散逸せずに収蔵されるようにファンドレイジングを企画し，ランカスター・キルト・テ
キスタイル博物館（Lancaster Quilt and Textile Museum）においてキルトを収蔵・展示
することに尽力してきた（ヘア及びシルバーへの聴き取り 2011年 6 月，ヘアへの聴き
131）
。シルバーは，主としてランカスターのキルトを集めたエスプリ・
取り 2016年 8 月）

キルト・コレクションのキュレーターで，アパレル企業として知られているエスプリ
（Esprit DeCorp.）とファインアート美術館（Fine Arts Museums of San Francisco）の協
（サンフランシスコ 1990
働によって行われた展示「アーミッシュ ― キルトのアート」
年）の共同キュレーターである（Tomkins 1990; Granick 1990）
。エスプリ・コレクショ
ンは，トムキンズ（Douglas Tomkins 1943 2015）がパートナーのスーザンと共に，始
めたものである（Silber 1990: 2）
。トムキンズは，キルトの収集を始めた頃は，
「他の多
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くの人々と同様に，キルトを『アート』とは思っていなかった。…私は，認識を変化さ
せ，キルト製作に向かうアート（art to quiltmaking）があることを理解するようになっ
た」と述懐し，キルトと他のアートとの関連に関して，歴史家・批評家のヒューズの著
作（Hughes 1990）を推奨している（Tomkins 1990）
。
「エスプリ」は，作品としてのア
ーミッシュ・キルトを大量に所有していたが，その一部は，コレクターや博物館が所有
している。
ペンシルヴェニア州ランカスター郡は，最も古く大きなアーミッシュ・コミュニティ
の一つである。キルトの特徴は，無地であることに加えて，色のコントラストが明確な
幾何学模様や，とくに幅の広いボーダー（縁）に細かいキルティングが施されているこ
とである。表布，中綿，裏布を細かなステッチを用いて縫い合わせるキルティングは，
花や植物，綱，扇形などの形を表現している。ペンシルヴェニア州のアーミッシュ・キ
ルトを収集してきたジュリー・シルバー・コレクション（第 4 章 はじめに も参照）よ
り譲り受けたキルト（写真79）には，ボーダーに「メダル」
，
「扇形」
，そして「ハート」
がキルティングされている（写真80）
。
キルティングのステッチを際立たせるためのキルトも，しばしば製作されてきた。表
布，中綿，裏布を繋ぐ細かく規則正しいステッチを施すことができる女性は，そのこと
で，一目置かれている。同じパターンの服装をしているアーミッシュだが，家庭で食事
をしたり，協力してキルティングする機会が多い人々の間では，料理上手やキルト上手
の女性達の名前は熟練者として知られている。写真80のキルトの裏角には，製作者のも
のと推定されるステッチが縫い込まれている（このキルトに関しゼニア・コードより提
供された情報による）
（写真81）
。
ペンシルヴェニア州の特徴的なキルトとしてホルスタインに注目されて以来，ペンシ
ルヴェニア州のキルトの代表的存在と目されてきたのは，真ん中に大きな単色のダイヤ
型の布を配し二重の縁で囲んだ「センター・ダイアモンド」
（ダイヤモンド・イン・スク
エア）である（写真82・83）
。
「ランカスター・アーミッシュ・ダイモンド」とも呼ばれ
る。19世紀末になって作り始められ，正方形でボーダーの幅が広い。しばしばコーナー
ブロック（写真83）があり，多くは手縫いで豊かなキルティングがなされている。服と
は違ってほころびず長持ちする三角形のケープの布を，キルトのコーナーに再利用して
おり，アーミッシュの女性たちからしばしば「ケープ・キルト」として親しまれている。
写真84のキルトは，ジュリー・シルバー・コレクション（第 4 章 はじめに）に含まれて
いたものである。中心のブロックやボーダーをはじめ，キルト全体にキルティングが施
されている。

インディアナ州のアーミッシュ・キルト
アーミッシュ・キルトの特徴は，無地というきまりがあるとしても，地域やコミュニ

158

第 4 章 ケアと楽しみと居場所 ― パッチワーク・キルトのある生活

ティ，年代によって異なる色の服を着用してきたので，黒や暗い色と明るい色との組み
合わせによって鮮やかなコントラストが生じること，そして地域やグループごとに多様
な印象のキルトが作られることである。シンプルな色の布のパッチワークとキルティン
グが注目されるアーミッシュ・キルトだが，写真84は，明るい色を使用したシンプルな
キルトにおいて，キルティングが豊かに施されたものである。写真85は，パッチワーク
はみられないもののキルティングが豊かに施されたものである。
写真86〜90は，インディアナ州ココモのオールドオーダー・アーミッシュの家族の若
い女性の服装セット，及び女児のワンピースである。この家族の服は，ココモ在住のア
メリカン・キルト収集家ゼニア・コードを介して収集した。この家族は，オールドオー
ダーから別のグループに所属を変更して無地の服を必要としなくなったので，手放すこ
とにしたのである。
写真91は，オールドオーダー・アーミッシュの服の端切れをパッチワークして作成さ
れた表布である。インディアナ州シプシェワナの製作者サラ・ヨーダー（Sara Yoder）
は，自分たちの衣服の色とキルトの関係を明確にする服地とキルトの表を共に提供して
いる。
地域によるキルトの特徴に注目した収集家としては，デイヴィッド・ポッティンジャ
ー（David Pottinger）が知られている。ポッティンジャーは，最初にアーミッシュ・キル
トが広く知られるきっかけとなったペンシルヴェニア州のキルトのみがオーセンティッ
クだとはいえず，他の地域にも特徴あるキルトが作られてきたと注意を喚起した。中西
部のキルトの特徴に注目したポッティンジャーは，インディアナ州やイリノイ州のキル
トが顧みられず散逸や消失するのを恐れて，収集を目的にアーミッシュの家々を回り各
キルトの作り手や作成目的などを合わせて収集し，ポッティンジャー・コレクションを
132）
。彼は，デトロイトのプラスチック製作の仕事を辞め，
形成してきた（Pottinger 1983）

インディアナ州の小さな町ハニーヴィルに移り住んで雑貨屋を営み，近隣のオールドオ
ーダー・アーミッシュに品物を販売するかたわらキルトを買い取ることも行った。ポッ
ティンジャーが収集したキルトのほとんどは，材料としての布地のもととなる服ととも
に，インディアナ州立博物館（Indiana State Museum）に収蔵されている（2016年 8 月現
在400点）
（写真92）
。
インディアナ州立博物館におけるキルト収集・収蔵に関し，社会史を専門とする学芸
員としてポッティンジャー・コレクションを管理，展示などへの活用を行ってきたメリ
ージェーン・ティーターズ＝エイシャッカー（Mary Jane Teeters-Eichacker）は，ポッテ
ィンジャーの功績として，キルトに纏わるストーリーを人々の生活史として残してきた
ことだと指摘している。ポッティンジャーは，イリノイ州でも同様の収集を行い，100
点ほどを収集している。ポッティンジャーの方法は，アーミッシュたちの家庭に伝わっ
てい来たキルトを手放すことを勧めて回るものでもあったので，
「ドアノッカー」と呼ば
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れることもある。キルトの収集や提示に関して賛否両論はあるが，キルト文化に関する
気づきとその創出によって，結果として，たくさんのキルトが収集家や博物館によって
保存されている。
主としてインディアナ州をはじめとする中西部のアメリカン・キルトやアーミッシュ・
キルトに造詣が深いゼニアは，キルト製作，収集と販売，研究や講演，さらにはネブラ
スカ大学附置博物館であるインターナショナル・キルトスタディセンター・博物館（International Quilt Study Center & Museum）やインディアナ州立博物館におけるキルト収
集・収蔵に関してアドバイザーを務める。また，ゼニアは，ポッティンジャーのキルト
を，インディアナ州立博物館への収蔵品に関する情報を整理するにあたって，ポッティ
ンジャーのもとに滞在して協力し，共に働いた経験もある。大学でアメリカ研究を教え
ていたゼニアは，1978年から製作者，コレクター，そしてディーラーとしてキルトに深
く関わるようになった。ゼニアは，ペンシルヴェニア州とは異なる傾向をもつ白布を多
く使ったキルトについて，その材料となる布を得るためにかつて女性たちが活用してき
た食料を入れる布バッグを示しながら，白い布を手に入れて服やキルトを作ろうとした
女性たちの歴史について語ってくれた（写真93）
。通常は廃棄されるこれら布バッグは，
3 つ集めると女性のドレス一着を作成することができるので，布を十分に手に入れるこ
とができなかった第二次世界大戦後の一時期にキルト作り以外にも活用されていたので
ある。
このように，アーミッシュ・キルトが美術品として注目されるきっかけとなったペン
シルヴェニア州のキルトのみならず，異なる特徴をもつ地域のキルトとして，中西部イ
ンディアナ州のキルトの特徴が，熱心に探求されているのである。

3 変化するキルト文化
キルト製作に関して第二の興味深い観点は，様々な媒体によって伝えられる情報や，
結婚などでアーミッシュたちが移動することにより複数の地域が互いに影響を与え合う
こと，アーミッシュ以外の製作者が製作に参加することなどによって，新たなキルト文
化が形成され続けていることである。

ナインパッチ・キルト
このことは，長らく親しまれてきたパターンであるナインパッチ・キルトの状況から
もうかがうことができる。九つの正方形の集まりという意味をもつ「ナインパッチ・キ
ルト（Nine Patch Quilt）
」は，最も早い時期に登場したパターンとして1800年代に作ら
れはじめ，アーミッシュのみならず，広くアメリカで親しまれてきた。ナインパッチは，
キルトを習い始めたばかりの子どもから，高齢者まで誰もが取り組みやすく，初心者が
学ぶためのキルトとしても使われるが，布の合わせ方によって多彩な表情を見せること
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から，熟練者の技術を表現するデザインとしても根強い人気を誇っている。
ペンシルヴェニア州ランカスターで長年キルトの研究を進めてきた夫婦で，アーミッ
シュ・キルトに関する書籍を多く出版してきたレイチェル・ペルマンとケネス・ペルマ
ンは，自宅でアーミッシュ・キルトの現況について話をしてくれた（2011年11月）
。か
れらによると，家族や自分たちのために作られた歴史上の特徴あるキルトは，その多く
が博物館などに収蔵されている一方，オールドオーダー・アーミッシュたちが観光用に
キルトを作成していること，観光資源としての商品となるアーミッシュ・キルト製作に
はタイ北部からアメリカに移民したモンの人々が得意の手芸技術を生かして多く従事し
ていること，などの変化がみられるということであった。
写真94は，ペンシルヴェニア州の特徴である幅広のボーダーに豊かなキルティングが
施された，エンジと紺という色合いが特徴的なダブル・ナインパッチ・キルトである。
アーミッシュの農家（第 1 章 写真18）の地下室で，アーミッシュの女性たちが作ったキ
ルトとして販売されているものである。店の看板は出ていないが，観光客もよく訪れる
地下の店として知られている。
写真95は，インディアナ州で1920年代から30年代に作られたクリブ・キルト（子ども
寝台用ベッドカバー）である。古い作成方法が適用され，端が後ろから前へ折り返され
ている。クリブ・キルトは，
「クリブ」に合わせて作成されるので小さく，子どもが使用
するために何度も洗濯されているので，多くは残っていない。このキルトも色は褪せて
いるものの希少なものである。
写真96は，インディアナ州北部ラグレンジの81歳（キルト収集年2011年）のオールド
オーダー・アーミッシュの女性クララ・ボントラーガー（Clara Bontrager）が長年キル
ト作りのために保存していた布の端切れを使って作製したナインパッチ・キルトである。
クララの作品を収集・販売してきたレベッカ・ハーラーの調査によると，布は，およそ
1900 1920年頃のものと考えられる。ラグレンジのオールドオーダー・アーミッシュは
伝統を大切にするグループとして知られており，一般社会とは距離を置いて暮らしてい
るが，他方で，キルト作品は，世界の多くの人に共有されてきた。20世紀（およそ1900
20年）初期に自分や家族が着用していた服地を用いて新しいキルトを生み出すというユ
ニークなクララの作品は，観光客に購入されるのみならず，スイスなどのコレクターに
よっても収集され，展示され書籍にも掲載されている。
以下の写真97 100はナインパッチのヴァリエーションである。写真97のキルトは，ナ
インパッチを組み合わせて，より大きなナインパッチに仕上げられている「ダブル・ナ
インパッチ・キルト」である。インディアナ州のもので，ベースは黒であるが，明るい
パステルカラーが使用されており，主として観光客向けに製作されている。写真98は，
ナインパッチより少ない四枚の端切れからできるフォーパッチを基本とするキルト，写
真99は，フォーパッチとナインパッチの組み合わせともみられる「アイリッシュ・チェ
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ーン」というパターンのキルト，写真100は，16パッチを単位としたナインパッチ・キ
ルトである。これらはいずれも，インディアナ州のキルトで，パステルカラーが用いら
れているものも多くみられる。

センター・ダイアモンド
ペンシルヴェニア州ランカスター郡の特徴的なキルトとして知られてきた「センター・
ダイアモンド」パターンのキルトだが，ランカスター郡以外の地域でも，アーミッシュ
の人々が多く移り住んだ地域では，それぞれ特徴的な色を使用し，ヴァリエーションも
作られてきた。写真101，102のキルトは，ペンシルヴェニア州ベッドフォードのアーミ
ッシュ・キルト研究と収集を行っているメアリ・コーヴァル（Mary Koval）より収集し
たものである。写真101は1900 1910年代，写真102は1910 1920年代に製作されたもので
ある。
アーミッシュが長らく居住してきたインディアナ州シプシェワナで，コレクター，デ
ィーラー，そして研究者として展示企画などを行ってきたレベッカ・ハーラー（序章Ⅳ
1 ⑩も参照）は，ペンシルヴェニア州の特徴的デザインとして，ホルスタインに見出さ
れて脚光を浴びたランカスター・ダイヤモンドといわれるキルト・デザインは，観光資
源としての魅力も加わり，シプシェワナやラグランジュ郡など中西部でさかんに創られ
るようになっている，と指摘している。レベッカによると，インディアナ州ではセンタ
ー・ダイアモンドがペンシルヴェニア州で生まれたことを知らずに，魅力的なデザイン
として作っている若い世代もみられるという。写真103は，ペンシルヴェニアの特徴的
なデザインと色を用いたインディアナ州で作られたキルトである。彼女のアンティーク
ショップへつくったキルトの販売を依頼してくるアーミッシュたちも，また，これを購
入する人々も，もはやこのデザインをペンシルヴェニア州のものだけとは思っておらず，
この地域に伝わるものだと考えているという。写真104・写真105は，インディアナ州で
用いられてきた，明るい水色やピンク，そして白や鮮やかな青の布を用いたセンター・
ダイアモンドパターンのキルトである。写真105は，ホフステトラー，トロイヤー・フ
ァミリー（Hofstetler / Troyer family）のメンバーによってインディアナ州ハワード郡で
1940年代に製作されたものである。デザインの共有は，観光資源としての注目のみなら
ず，離れた所に暮らす同じ信条をもっているグループの人々との婚姻133）による，女性の
移動も一つの要因である（レベッカ・ハーラーからの聴き取りに基づく。2016年 8 月22
日）
。写真106は，パターンは異なるが，正方形をベースとしたキルトで，中西部のキル
トの一つの特徴であるアースカラーやエンジ色が使用されている。
また，ペンシルヴェニア州と同様に，近年シプシェワナやラグレンジのアーミッシュ
も，一般的な布を使用したキルトを仕事として観光用に製作している。とくに資金調達
のイベントであるファンドレイジングに使用するなど，そのキルトづくりの目的が明確
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な場合は，アイデンティティや特徴といった自分らしさをむしろ控えたり，あるいは他
のキルトの特徴と融合させることで，より一般に受け入れられやすいデザインや色を柔
軟にとりいれている。
ぺルマンらや，レベッカの語りから判明したことは，何がオーセンティックかとは簡
単には言えないことであり，むしろ製作されるキルトや製作者の特徴や変化に，アーミ
ッシュをはじめとしてキルトに関わる人々がどのような考えや関心を抱いているのか，
ということが現れていることである。確かに，
「アーミッシュ・キルト」は，オールドオ
ーダー・アーミッシュが生活のなかで継承し使用してきたもののみならず，アーミッシ
ュ・キルトの特徴的な色やモチーフを生かしたアーミッシュ以外の人々による新たな作
品が創られることにも繋がっている。たとえば，インディアナ州ゴーシェンでは，アー
ミッシュのモチーフを生かした融合的なキルトは，
「オールド・バック・カントリー」と
いう郊外地域を新たな観光資源として開発する町の振興の一環となっている。
アーミッシュ・キルトは，アーミッシュの人々の希望や考え方を反映して，常に変化
の中にある。次節では，キルトに関わる「神話や伝説（myth）
」と呼ばれるものも含め，
アメリカン・キルトの一つアーミッシュ・キルトがどのような目的で作られてきたのか
について，検討する。

Ⅱ キルトに纏わる物語
生活用品のみならず，キルト作りには他にも様々な目的がある。人生の節目を迎える
人や出立する人への贈りものとしてのキルト，信条を表現するキルト，さらには被災地
への支援品としてのキルトなどであり，これらのキルトを仕上げるために人々は日々集
まってこつこつと針を運んできた。信条を表現するためには，目的に適合する特定の新
しい布を用いることもある。
キルトの色彩やデザインは，アメリカ大陸の人々の生きる姿勢や文化を表現してきた。
地域やグループによって着用する色や好まれるパターンが異なっているため，布の最後
のかたちとしての切れ端を繋げ，中綿，裏布を合わせて生活用品として生まれ変わった
キルトは，人々のアイデンティティを表現するものにもなっている。

1 自然環境や生活をモチーフにしたキルトと裁縫道具
アーミッシュ・キルトにしても，アメリカの一般的なキルトにしても，自然環境を表
現したキルトが多くつくられてきた。とりわけ，開拓や移動する人々にとって，新たに
出会う環境とそこで生活してゆく状況は，しばしばキルトに表現されたのである。それ
らは，パターンにつけられた名前にも表れている。
新しい土地を開拓するためにフロンティアであった中西部へ向かう人々は，
「カンザス
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へのロッキー・ロード（Rocky Road to Kansas）
」
，
「アルカンザスの旅人（Arkansas
Traveler）
」
，
「気持ちのよい山々（Delectable Mountains）
」などのパターン名を創り出し
た。海の近くに暮らす女性たちは，
「オーシャン・ウェイブス（Ocean Waves）
」や，夫
の漁の無事を祈って「水夫のコンパス（mariner’s compass）
」などのパターンのキルトを
作った。
「アーミッシュ・オーシャン・ウエイブス（Amish Ocean Waves）
」は，1875年以降，
おそらく東海岸で作られ始めた。多くは四列の三角形を，中心の四角の周りに配し，斜
め模様で流れる水のモチーフを表している。明るい色と暗い色の効果を有しており，ク
ラシック・ヴァージョンでは二色のみが使われていた。1880年代以降，赤・白を使うキ
ルトが作られるようになるが，19世紀を通してインディゴの藍色と白プラス・アルファ
がスタンダードであった。インディゴ・プリントは18世紀から人気となる。原料である
植物が入手困難であることから高値であったが，19世紀半ばからは鉱物染料により，ダ
ーク・ブルーの布が豊富に作れるようになった。1876年の百年祭には，赤，青，白の布
が多く生産された。また，1920年代にはパステルカラーが好まれるようになった。写真
107（製作時期1920 1950年代）のように，中西部東部のアーミッシュは，ダーク・ブル
ーあるいは，黒い背景のキルトを多く作ってきた。裏布も細かなステッチでキルティン
グが施されている。
一方，アメリカでは，豊かな実りに表現されるような，開拓者の生活を彷彿とさせる
キルトが作られてきた。果物が一杯にもられた籠のイメージ「バスケット・キルト」は，
アーミッシュに限らず，広くアメリカで人気のあるパターンで多くの人々に共有されて
きた。写真108は，無地のキルトだが，アーミッシュ製作のものではなく，アメリカン・
キルトである。
写真109（写真80のキルトのボーダー部）は，アーミッシュのキルト（パターン：バ
ーズ）のボーダーに，バスケットがステッチされたものである。バスケットの中には，
アメリカで，訪問者を歓迎するホスピタリティの象徴として共通に用いられてきた「パ
イナップル」が描かれている。
フロンティアの暮らしは，
「熊の足（Bear’s Paw）
」
，
「野生のガチョウを追いかけて
（Wild Goose Chase）
」などのように謳われた。
「ログキャビン（Log Cabin）
」も新たな
土地に移り自分たちで丸太を用いて家をつくるという，開拓者の暮らしを表現してきた
といわれる。写真110は，1910年代に製作されアイオワ州で使用された「熊の足」パタ
ーン，キルトである。ぺルマンらが注目して研究したキルトの一つである（Pellman and
Pellman 1985）
。
「ログキャビン」
，あるいは「バーンレイジング・
写真111のキルト（1921年製作）は，
コンフィグレイション（barn raising conﬁguration）
」とも呼ばれるパターンで，サラ・
ミラー・コレクション（Sara Miller Collection）から譲り受けたものである。
「バーンレ
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イジング」は，アーミッシュたちが共に協力して納屋の棟上げをすることを意味してい
る（第 3 章Ⅱ 1 参照）
。キルトの角には1921年と製作年がステッチされている（写真
112）
。
写真113は，2010年代に製作されたログキャビン・キルトの鍋敷きである。真ん中の
赤い布は，暖炉など家の温かさを表現しているとも説明されている。赤い布は，子ども
服などにも使用されている。
アーミッシュ・キルトには，自然環境を謳うキルトと同様に，生活の場や生活に使用
するものから連想したパターンが使われていることも，特徴の一つとなっている。
アーミッシュが多く使用するパターンとして，
「バーズ」
（bars）が知られている（写
真79参照）
。農業を理想の仕事と考えており，農業に従事する者が多いアーミッシュは，
広々とした耕地とまっすぐな道，あるいは納屋の扉や窓を意味しているというこのデザ
インを，様々な色のパターンで表現してきた。写真114はペンシルヴェニアで1920年代
に製作されたバーズ・キルト，写真115は1920 40年代に製作されたインディアナ州のバ
ーズ・キルトである。写真116はバーズキルトのヴァリエーションである。
写真117は風車をモチーフにしたキルトである。農場や家のまわりで風を受けて回る
風車は，日常の風景を構成するものである。風車は，井戸水を汲み上げるだけでなく，
農作物を荒らす鳥を追い払う役割も果たしている。インディアナ州の特徴である，パス
テルカラーがふんだんに使用されている。
19世紀半ばになると，アメリカでは，贅沢な布を使い趣向を凝らした「ヴィクトリア
ン・クレイジー・キルト」が作られるようになった。複雑な模様なので，富裕な人々が
専門職に依頼する場合が多かった。意外なことに，アーミッシュもこのデザインとまっ
たく無縁というわけではなかった。とはいえ，素材は，生活用品として活用されたジー
ンズである。写真118は，20世紀前半から流行し，アーミッシュが農作業の必需品，仕
事着として愛用してきたジーンズの布で作成した非常に珍しい「クレージー・キルト」
の表である。コンフォータとして冬期に使用されるものである。
装飾品や華美になることを避けるというきまりがあるからといっても，キルト，そし
て裁縫道具など実用品には，作る楽しみが表現されている。写真119は，アーミッシュ
たちが日常生活で使用するマットである。手芸をするのは，女性ばかりではない。マッ
トなど織物は，男性が織ることも多い。写真119のマットを織った初老の男性は，イン
ディアナ州ラグレンジのクララ・ボントラーガー（第 4 章Ⅰ 3 参照）の夫エズラ（Ezra）
である。布を織る仕事には，男性も従事する。彼は家の半地下室に機織り機を設置して，
作業を行っている。
「アーミッシュ・チキン」は，とくにペンシルヴェニア州で多くみられるものだという
（アーミッシュ・キルトに造詣の深いレイチェル・ぺルマンおよびケネス・ぺルマンのイ
ンタビューによる（2011年 9 月）
。Pellman and Pellman 1986も参考となる。
）
。持ち運び
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がしやすいように，はさみ，糸車，針刺しがセットになっている。写真120は，アンテ
ィークショップの片隅で販売されていたものである。写真121は，インディアナ州のオ
ールドオーダー・アーミッシュが納屋で行っていたガレージセールで販売されていたイ
チゴをモチーフにした針刺し，写真122は，クララ・ボントラーガーが作成した針刺し
である。

2 人生のみちゆきを表現するキルト
「女性の自伝はキルトに縫い込まれる」
（Rubin 2001: 23）というキルトに関する言葉
は，人生の様々な節目への想いが，キルトにこめられてきたことを表現している。こう
したキルトの多くは，ライフコースの節目に贈り物として手渡され，世代を超えて継承
されてゆく。アーミッシュのあいだでは，控えめである，というきまりから，通常は，
作成者として自分の名前を明らかにすることは望ましくないとされているが，贈り物の
キルトには，贈られる人，贈る人などの名前が縫い込まれていることが多い。

子どもへ ― クリブ・キルト
「クリブ・キルト」は，子どもの誕生に際して精魂こめて作られることから，特徴を持
つキルトが多い。アーミッシュの場合は，正方形も多く，他のキルトと同様に単色の布
が用いられるが，配色やシンメトリー，モチーフに心を配り丹念に縫い合わされ，豊か
なキルティングが施される。アーミッシュ・キルトの特徴の一つは比較的幅広いボーダ
ー（縁）をもつことなのだが，クリブ・キルトの場合も，その特徴が明確であるものが
望ましいとされる。
写真123は，子どもの誕生を祝って作られたクリブ・キルトである。素材として絹が
使われており，角に Jeb
（おそらく子どもの名前）と1925（製作年）が縫い込まれている
（写真124）
。
ボウタイというパターンは，アーミッシュ・キルトにおいて頻繁に使用されてきた。
写真125は，中西部のキルトに特徴的なアースカラーを用いたものである。写真126は，
インディアナ州で製作されたものである。黒にピンクの鮮やかなキルトであったとみら
れるが，ピンクは退色し，現在は，黒・白のように見える。写真127は，やはりインデ
ィアナ州で製作されたキルトである。インディアナ州でしばしば使用される色合いの特
徴を表現している（ゴーシェン大学メノナイト歴史博物館司書スプリンガー氏より譲り
うけた）
。
1920年頃製作された写真128のクリブ・キルトは，子どもが将来使うことになるモン
キーレンチを鮮やかな色で表現しているともいわれている。裏面にも豊かなキルティン
グがなされている。モンキーレンチのデザインは，馬車を使い続ける人々の必需品，バ
ギーレンチ（車輪を車軸に固定する道具）
（写真129）からの発想だというのである。バ
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ギーレンチやモンキーレンチと言われる工具は20世紀以降に使われるようになったので，
この呼び方は古くからアーミッシュによって使われてきたとは限らないと指摘されても
いるが（たとえば，現地調査において〔ゼニア・コード（本章 はじめに）からの聴き取
り 2016年 8 月16日〕
，キルト・デザインの名前に関する議論の一つとして提示された）
，
モンキーレンチのデザインは，クリブ・キルトに限らず，様々な色の布のヴァリエーシ
ョンで長らくアーミッシュに愛用されてきたのである（写真128・130）
。
写真131のクリブ・キルトでは，晴れた日に飛ぶ鳥たちのイメージが，
「ハミングバー
ド」
（はちどり）というパターンに表現されている。このキルトは，インディアナ州のも
ので，パステルカラーがボーダーと縁取りに使われている。
写真132のクリブキルト（パターン：メープルリーフ）は，1938年にシルヴィア・ト
ロイヤー（Sylvia（Hostetler）Troyer（Mrs. Henry）
）によって作成されたものである。大
人サイズのそろいのメープルリーフ・キルトがあり，親と子どものためにシルビアが作
成したと推定される。

成長を祝う・幸運を祈るキルト
成長してゆく子どもたちや，困難に立ち向かいつつ生きる人々に声援と勇気を贈るキ
ルトが製作されてきた。なかでも「フリーダム・キルト」は，男性が仕事見習いに出る
ようなときに，一人前になって，自分の力で自立とフリーダム（自由）を得ることがで
きるようにと，励ましの意味を込めて贈られる。弟子入りして仕事を習うことは，家族
以外の人の仕事の仕方や技術を学び，交流を広げることでもあり，ワンルームスクール
を終えた後の男性の重要な学びとなっている。
新しい技術を身につけてゆくことを祝うキルトは，女性にも贈られるものである。写
真133のキルトは，インディアナ州ラグレンジで，1964年頃，キルト製作で知られるサ
ラ・ヨーダー（Sara Yoder）の娘メアリ・ヨーダー（Mary Yoder 1948 ）が，16歳の時
に初めて製作したキルトである。キルトを上手に作れるようになったことを記念して，
自分に贈ったものである。規則正しく細かいステッチが施されている。1950年代のイン
ディアナ州のアーミッシュ・キルトの特徴を示す 1 枚である。
写真134のキルトは，シェブロン（矢）のパターンをもつ正方形に近いクリブ・キル
トで，子ども用ベッドにも椅子の掛け物などにも使用可能とみられる。写真97の製作者
クララ・ボントラーガーの姪が近しい人のために製作したものである。
写真135は，1930 1940年代に，アイオワ州の Ruth Swantly（あるいは Swanley）のため
に，祖母が製作したものである。Ruth は，若い頃（1940年〜1950年代）
，馬車（バギー）
の事故で怪我をした。19世紀半ばから拡張したアメリカ合衆国の鉄道のイメージするレ
イルロード・クロシングとも呼ばれるパターンは，移動手段が拡充されつつある米国の
様子をうかがわせるものである。
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結婚する人へ ― ブライダル・キルト
結婚が近い若い女性は，12枚のキルトをすでにもっていることが期待されている，と
いわれている。そして，13枚目のキルトは「ブライダル・キルト」
，あるいは「ウェディ
ング・キルト」と呼ばれ，結婚する人々への門出として贈られる。母親や親族の女性が
作る場合が多い。贈られた女性たちは，使用せずに箪笥に大切にしまい込み，自分の子
どもたちに継承することも多くみられる。写真136は，インディアナ州の白を基調とし
たウェディング・リングというパターンのブライダル・キルトである。
写真137は，ペンシルヴェニア州のオールドオーダー・アーミッシュが結婚の際に，母
親から贈られたキルトである。陽光豊かな自然の中の生活イメージを喚起するパターン
「サンシャイン・アンド・シャドウ（Sunshine and Shadow）
」である。このパターンは，
小さな端切れを規則正しく並べることで，華やかな光りと影の鮮やかなデザインが現れ
るもので，人気のキルトである。
「世界旅行（Trip Around the World）
」とも呼ばれる134）。
60代になった息子夫婦は，このキルトには陽光溢れる環境で豊かな生活を送って欲しい
という母親の願いが込められていると感じて，使用せずに箪笥の引き出しに大切に保管
してきたという135）。
結婚や移動する人々への贈り物などとして，インディアナ州をはじめ中西部のオール
ドオーダー・アーミッシュのあいだでは，珍しい装飾品としてアルミ箔から作られてい
る壁掛け「ティンフォイル（tinfoil）
」がある（写真138）
。また，レースをあしらった木
工品も壁掛けとして使用されている。アーミッシュには華美な装飾品を避けるというき
まりがあるが，いずれも，聖書の言葉を記載していることによって，日常的に必要とな
るものとして認められている特別な装飾品である（インディアナ州のアーミッシュの生
活に造詣の深いレベッカ・ハーラーの説明に基づく〔レベッカ・ハーラー 2016年 8 月
22日〕
）
。

旅立つ人へ ― シグネチャー・キルト
家族だけではなく，近しい人々の門出に贈られるキルトもある。
「アルバム・キルト」
，
「フレンドシップ・キルト」
，
「シグネチャー・キルト」などと呼ばれるものである。目立
たぬように控えめであることが，コミュニティを構成するメンバーとして重要な態度だ
とされているオールドオーダー・アーミッシュも，
「署名」という意味をもつこのシグネ
チャー・キルトにだけは，必ず明確に自分の名を縫い込む。オールドオーダー・アーミ
ッシュは，親類同士の結婚が多く，しばしば用いられる名前も聖書から取られるため，
判別が難しい。そこで，写真139のように，キルトに，夫の名字だけではなくファース
トネームを入れて記述することがある（写真140）
（フィールドワークにおける聴き取り
に基づく〔レベッカ・ハーラー 2016年 8 月22日〕
）
。このキルトは，パステルカラーが
使われ始めた頃のもので，モチーフにチューリップを含むことでも特徴がある。写真141
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のキルトにも，製作者と製作年が刺繍されている（写真142）
。

3 信念を表現するキルト
信念を表現し目標に向かって協働することも，キルト製作の重要な目的となってきた。
この場合に興味深いのは，キルト作成にあたって，協働の態度を示したり，募金や販売
を目指して，アイデンティティと関わる特徴にこだわるのではなく，他の要素と組み合
わせるという調整的な実践がなされていることである。
北米最大規模のペンシルヴェニア州アクロンにある MCC には，珍しいパッチワーク・
キルトがある。世界各地から研修や共同作業のためにやってきている人々が，ともに作
成した融合的なキルトが，いくつもの施設を結ぶ広場に展示されている。それは，さま
ざまな地域の人々の合作であり，再洗礼派アーミッシュやメノナイトの特徴的なパター
ンや色とは異なる文化融合を表現するキルトとして提示されている（写真143）
。いずれ
の特徴とも異なるが，力を合わせていくという決意のシンボルとして，つりさげられて
いるのだ。
アメリカにおいて，社会や政治に関する考え方を表現するキルトとしては，たとえば，
南北戦争の時期に，戦いに勝利することを願って「V」の字をデザインとして刺繍した
「ビクトリー・キルト」や，奴隷制度反対を表明して使われたキルトがある。このタイプ
のキルトは，主張や信念とそれらと関わる人々のアイデンティティを明示しているもの
である。それらは，主張を明示する柄やステッチを入れ，運動を支える資金を得るため
に高値で売るために作られる場合も多かった。作成した女性たちはボランティアとして，
「時間を贈る」ことで運動に加わった。愛国心を示す「ナショナル・トリビュート・キル
ト」もその一つとして作られてきた。歴史上の人物を縫い込んだものもキルトの一つの
デザインとなっている（写真144）
。写真145のアメリカン・キルトは，戦地に向かう恋
人のために作った愛国心を表現したものである（情報提供は，レベッカ・ハーラー 2016
年）
。
19世紀には，奴隷制度廃止を支持する人々が，解放奴隷が無事に北部地域に移動でき
るよう，キルトの模様によって安全な道を示したことが伝えられている。キルトが，奴
隷制反対という人々の主張を背景として，暗号（コード）として活用されたというので
ある（Tobin and Dobard 2000）
。解放奴隷たちが北部地域やカナダに逃れる手助けをし
た人々の協働的活動として知られている「アンダーグラウンド・レイルロード」にキル
トが活用されたということの真偽は，議論され研究が続けられている。アンダーグラウ
ンド・レイルロードは，鉄道ではなく，解放奴隷たちに安全に過ごせる場所を知らせ，
宿や食物，そして交通手段を与える人々の秘密の繋がりを指しているのである。家の庭
や窓に掛けられたパッチワーク・キルトの模様やデザインによって情報を知らせた，と
いう部分がとくに議論の遡上にのぼっている。こうしたストーリーの真偽は，歴史的資
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料の掘り出しによって少しずつ明らかになっていくことが期待されるが，著者が興味を
もっているのは，そうしたストーリーがどのように，何故語られるのかということであ
る。
著者がアンダーグラウンドにキルトが活用されたとの情報を得たのは，アイオワ州を
旅している時であった。高速道路の休憩所に設置されている，
「アイオワ州シーダー郡の
アンダーグラウンド・レールロード（秘密の線路）
」
（写真146）には，次のような説明が
なされている。アイオワ州シーダー郡は，自由を求めていた逃亡奴隷に避難所，保護，
そして輸送を提供した大規模なネットワークや停まる場所のシステムがあった場所であ
る。とくに熱心に活動したのはプロテスタントの一宗派であるクエーカー教徒の人々で
ある。この活動に賛同する人々は，日常生活の中でキルトを庭で広げて干したり窓際の
家具にかけて，アメリカで広く知られ共有されていたキルトのパターンによって移動す
る人たちに道や状況を示し，休む場や食糧の在処を知らせた。ウエストブランチ周辺と
シーダー川沿いには，秘密のレールロードに関係する多くの場所があり，秘密の隠れ場
所は家，納屋，宿屋や事務所の中につくられていた。逃亡奴隷は，夜に移動し，地下の
鉄道で旅したかのようにカナダに脱出したといわれる。たとえば，シーダー郡のメカニ
クスヴィルの町では，シカゴノースウェスタン駅のエージェントが，シカゴ行きの鉄道
に奴隷たちをこっそり乗りこませ，ジャガイモの袋あるいは他の種類の積み荷を装って，
運んだと伝えられている。
「アンダーグランド・レールロード」で共有されていたキルト・パターンには，次のよ
うな意味が込められていたとされている。モンキーレンチ：
「準備をしなさい。個人また
はグループが，必ずあなたの旅を助けるだろう」
（写真128・写真130参照）
；ベアズ・ポ
ー（熊の足）
：
「山の中の熊の跡を辿れ。そこで食べ物が手に入る」
（写真110参照）
；ログ
キャビン：
「その場に留まれ。隠れ場所をみつけ身を隠せ」
（写真111・写真113参照）
；
ボウタイ（蝶，ネクタイ，砂時計）
：
「役立つだろう誰かと会う時。よりきれいな身なり
にかえること」
（写真125・写真126・写真127参照）
；スター：
「北斗星やその他の星座を
羅針盤とせよ。北斗星は，カナダの上に吊り下がっている」
（写真153参照）
。
アメリカン・フォークアート・ミュージアムに展示されていた（2011年 9 月）ナショ
ナル・トリビュート・キルトは，2001年の9.11同時多発テロの犠牲となった人を悼む
「モーニング・キルト（mourning quilt）
」
（
「ウィドウズ・キルト」とも呼ばれる。
）であ
るが，同時に，人々の主張を表現しているものでもある（写真147）
。ニューヨークで破
壊された高層ビルを形づくる 1 枚 1 枚のパーツに，犠牲となった人びとの名前や仕事（消
防士など）が縫い込まれた。それは，多様な文化をもつ人々がともに協力して文化再建
に向かう意志を示した，異文化協働のシンボルともいえよう。
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Ⅲ キルトと居場所
キルト製作の場を巡っていて印象深かったことは，日常生活のなかで人々の居場所を
広げていることである。ボランティアとしてキルトを製作する人びとは，多様な世代に
またがる交流を楽しみつつ過ごす事ができる。観光用キルト，あるいは習慣と楽しみと
してキルトを作成する人々も，孤立するのではなく一人でゆったり安心して時間を過ご
す。多様な生きる場を日常のなかでつくるキルトの力を感じたのである。

1 ボランティアと多世代協働のミーティング・ポイント
オールドオーダーを含め再洗礼派の人々は宗教的信条に基づき，金銭ではなく自分た
ちの時間を贈ることによって，他者を支援することを重視してきた。この場合，キルト
をはじめとする手作り品は，災害地などでの実用的なコンフォータ（掛け布団）や，支
援のための資金を調達する募金を目的としたファンドレイジング用として，ボランティ
アによって作られる。写真148は，オールドオーダー・アーミッシュにみられる病気の
原因と治療のために開設された病院のためのファンドレイジング用キルトである。アー
ミッシュは，信条が近い人々と結婚を重ねるため，遺伝に関わる病気が問題となってい
るのである。このキルトは，オールドオーダー・メノナイトの人々によって作られてい
るので，かれらが着用するプリントの布が用いられている。
そうした目的のために，人々は年中こつこつとキルトを作り続ける。無地の布に拘る
ことなく，より高く売れるような布や柄が選ばれることもある。キルティング作業は，
フレームに布を固定して行い，数名が集まって協力して行うことも多く，ベッドカバー
などの大きなものを仕上げる時のキルティングは，共同作業で行う。そのような集まり
は，ボランティアの人々が集まり，針を動かしながら話したり，手作りの食べ物を共有
する楽しみの機会にもなっている。おしゃべりの賑やかさは，蜂が飛びかうようだとも
いわれ，
「キルティング・ビー（quilting bee）
」と呼ばれることもある。
キルティング・ビーは，オールドオーダー・アーミッシュのみならず，やはり伝統を
重んじ，馬車を使い現代的な装いを避けているオールドオーダー・メノナイトによって
も行われていることは，オールドオーダー・メノナイトの画家によって描かれた絵画に
も表現されている（写真149）
。このキルティング・ビーを描いた絵は，オールドオーダ
ー・メノナイトのエマ・シュロック（Emma Schrock）によって製作された。エマは，身
体に障害があり，外に出て働くことができない。そこで，教会は，飾りのためのものに
関わってはいけない，というきまりの例外として，エマの絵画作成を認めている。絵画
は，エマを含めオールドオーダー・メノナイトの人々の家に飾られることはなく，メノ
ナイトのレベッカ・ハーラー（
「はじめに」も参照）などをとおして売買されている。ゴ
ーシェン大学には，この絵のコレクションが収められており（レベッカ・ハーラーから
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の聴き取り 2016年 8 月22日〕
）
，認知症高齢者のための住居施設にも飾られていた（フ
ィールドワーク 2009年）
。
写真150は，カンザス州のオールドオーダー・アーミッシュの女性によるパッチワー
クした表布，中綿，裏布の三層を合わせるキルティングの様子である。オールドオーダ
ー・アーミッシュの女性たちは，毎週集会場に集まって支援用キルトを作成する。募金
活動用のキルトを製作するため，伝統的な無地の布とは異なる模様の入った布を使用し
ている。
オールドオーダー独特の色や無地であることへのこだわりは，支援品の作製には感じ
られない。むしろ，高い値がつくように，多くの人に好まれる色や柄のものが製作され
る傾向がある。毎年夏の終わり頃から盛んに週末に催される「リリーフ（relief）
・セー
ル」136）の会場には，アーミッシュも一般の人々も集まって，美しい作品が競り落とされ
るのを見守る。
大学の町インディアナ州ゴーシェンでは，メノナイトの人々が創立したゴーシェン大
学，教会，高齢者対象ライフケア・コミュニティ，そして病院が隣接しており，人々は施
設敷地内に点在する機能を利用し，歩いて近隣の施設に出かけ様々な行事に参加するこ
とができる。教会は，季節ごとのイベント，食事会，情報交換やボランティア活動の場
ともなっている。教会の多目的室で，ボランティア活動として毎週水曜日の晩に定期的
に続けられているのは，キルト作りである（写真151）
。募金用のきれいなキルトや，防
寒用のコンフォータも多く作られている。こうした活動でも，デザインや色は伝統的で
ある必要はない。コンフォータ（掛け布団）の場合は，暖かいことが一番である。メン
バーはボランティアとして参加するが，主婦たちとは限らず仕事帰りの女性たちも参加
する。ここでは，大学生も夕方にはやってきて，メンバーが用意してくれたスープで腹
ごしらえした後，キルト作製に参加しており，多世代が参加する共同作業となっている。
ペンシルヴェニア州の MCC・マテリアル・リソースセンター（支援用物質の製作や貯
蔵場所）では，メノナイトのみならずオールドオーダー・アーミッシュの女性のグルー
プも，募金用キルト作りの日を決めて集まる（写真152）
。ここには，世界各地からパッ
チワークに布が寄せられており，日本の人々から贈られた布も利用されている。日本の
布は，アメリカのキルト製作の場で注目され，しばしば使用されている。キルト作りは，
信条と関わる支援活動の一端を担う一方で，集まる人々に楽しみの時間をもたらし，さ
らには，ボランティア・コーディネーターなど新たな仕事や雇用をも生み出している。
リソースセンターのコーディネーターを務めるメノナイトのコニーは様々な仕事を経験
してきたが，今では長らく趣味で続けてきたキルトづくりを仕事にすることができるよ
うになり，ボランティアのコーディネートやキルトのデザインに勤しんでいる。キルト
作りは，人々が関心をもつことや信じることの実践が，新たな関係性や活動の場を広げ
ることに繋がっていることを明示している。
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ところで，キルティング・ビーは，必ずしも一般のキルト製作者に共有されている活
動ではない。キルトをめぐる「集まり」には，キルティングを一緒に行って一つの作品
を仕上げることのみを目的としない場合もある。たとえば，キルト製作や収集，売買に
関わってきたディーラーのゼニア（序章Ⅳ 1 参照）は，毎月，キルト製作愛好者の家を
一軒ずつめぐりながら集まって共通のパターンを使うなどテーマを決めて，各々が別々
のキルトを創る。朝 9 時半頃に集まり，近況を語り合った後，午前中それぞれのキルト
を作り，昼食は当日のホストが作った食事を楽しみ，午後 2 時半頃までキルト作りを続
けて解散する（現地調査の聴き取りに基づく。ゼニア・コード 2016年 8 月16日）
。キ
ルティングは，それぞれが自宅に場所をもうけてやはり一人で行う。出来上がったキル
トは，機会を設けて展示をするなど，発展的に使用する。キルティング・ビーの形をと
らない場合でも，キルトをめぐる集まりは，参加者たちがそれぞれ意味を見いだす，人
生における交流の場となっているのである。

2 観光資源としてのキルトと生きる場の拡大
20世紀後期より注目されたアーミッシュ・キルトは，博物館・美術館などに展示され
る作品となり，観光資源にもなっている。ペンシルヴェニア州，オハイオ州，インディ
アナ州では，様々な人々が多様なかたちでキルト製作に携わっている。布やキルト製作
用具を販売する手芸用品店も，多くの女性達が集まる賑やかな場所となっており，キル
トは新しい仕事と雇用を生み出してきた。写真153は，壁掛けとしてインディアナ州で
販売されていたアーミッシュ・キルトである。アーミッシュ・キルトとして特徴的な色
合いが使われており，裏側には，作成者の名前が記されている。
ペンシルヴェニア州のオールドオーダー・アーミッシュ，ゾル（序章も参照）家のキ
ルト製作の場は，居場所を考えるうえで印象深いものであった。居間の窓際に設えられ
たキルトフレームは，家に一時期滞在している同じ教会メンバーの女性が，商品として
のキルトを製作する仕事の場所である（写真154）
。家族との関係が思わしくなく，ゾル
が預かっているこの女性は，著者ら（MCC でゾルと支援品調達の仕事をしているケン
（序章Ⅳ 1 も参照）
，著者や夫）が訪ねてもあまり言葉を交わさない。だが，庭に通じる
ドアと家の前の道路を見渡す明るい窓辺に座ってこつこつ仕事する彼女の周りには，い
つも人々の気配がある。キルトフレームは，彼女が安心できる場所を示しているように
感じられたのだ。キルト製作は，心身の調子の変化のなかで生きる人々にとって，居場
所をつくり出す一つのパワーをもっているといえよう。

3 習慣としてのキルトの楽しみ
キルトによって醸し出される気遣いなく過ごせる場所の雰囲気は，高齢者専用住居施
設でも感じられるものである。たとえば，再洗礼派メノナイトの人が多く暮らす高齢者
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コミュニティの玄関傍のスペースで，住人の高齢者が熱心にキルティングをしていた（写
真155）
。キルトの表布は，ナインパッチを構成する一つ一つの布きれが，高齢者が扱い
やすいように通常より大きめである。メノナイトは，服に関するきまりはオールドオー
ダー・アーミッシュより緩やかで，模様の入った布も服地として使用するが，アーミッ
シュと同様にキルト作りがさかんである。この高齢者コミュニティには，キルト専用の
部屋も設けられている（写真156）
。
生活支援が必要となり，身体の痛みや不調を調整しながら暮らしている高齢者たちに
とって，キルトを作り続けることがそれほど重要なのは，なぜなのだろうか。高齢者コ
ミュニティにおけるキルトスペースへの配慮は，キルト作りは人々にとってどのような
意味があるのか，と著者が考えるきっかけを与えてくれた。前述の高齢女性は，時折行
き交う人々と言葉を交わしながら，この場で誰に遠慮することもなくキルトを作り続け
ていた。一人でも，数人で集まっても自然で，話しても話さなくても構わず，孤立して
いるわけではなく，陽光溢れるざわめきの中で過ごす時間。玄関にキルトフレームが一
つ置かれていることによって，共有の場 ― コモンズ ― としての要素を，高齢者コミュ
ニティに豊かに加えているように感じられたのである。

おわりに
本章では，歴史の中で世界に遍在する生活用品であるパッチワーク・キルトをつくる
場に注目し，様々なケアを実践することや，支援や信条に関するメッセージを物づくり
に込めることが，対面では果たせないコミュニケーションを広げ，また，誰もが居場所
や楽しみを得ることに開かれたコモンズの展開に関わる点について考察した。
アメリカン・キルトの特徴である古布の端切れを縫い合わせて表布を作るパッチワー
ク・キルトは，広大な土地に新しい生活の場所を築いてきたアメリカの人々のモノを大
切にする文化と深く関わっている。多くの人々が集まって表布・中身・裏布を合わせて
仕上げるキルティングという過程をもつキルト作りは，人々に居場所やコミュニケーシ
ョンの機会を与えてきた状況を具体的に描写した。
キルトは，自分自身と他者の人生への気遣いや配慮，すなわちケアを表現するもので
もある。ライフコースの節目を彩る贈り物として，あるいは遠くの誰かを支援する支援
品として作られるキルトは，人々を繋げ，人々が人生を無事に渡っていくことを祈り讃
えるという価値観を提示している。
信仰に基づき無地の服を着用するというきまりから生まれたアーミッシュ・キルトは，
アーミッシュのアイデンティティを表現するものであり，価値観を継承するための役割
を果たしている。装飾品や華美になることを避けるというきまりがあるといっても，キ
ルトや裁縫道具など実用品には，作る楽しみが豊かに表現されている。キルト作りは，
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パッチワークをデザインしてキルトを仕上げる楽しみ，熟練者としてのアイデンティテ
ィをもつこと，キルティングに集まる女性たちのミーティングの時間など，多様な意味
を製作に関わる人々に与えている。
アーミッシュ・キルトは，観光資源として注目されることによって，より広い世界に
届けられるものとなり，ボランティア・コーディネーターなど新たな仕事をも生み出し
ている。コミュニケーションに困難を抱え，家族との生活も不調である女性が一人でこ
つこつ縫い物をする場所も，豊かな陽光に恵まれ，人々が行き交う活気を感じる窓辺に
用意されている。高齢者コミュニティに確保されているキルトルームは，生活支援が必
要な高齢者も，長年楽しんできたキルトを自分のペースで行うことを保証している。こ
のように，キルトは，誰もが，それぞれの調子に合わせて作業を行い，居場所を得られ
るという生きる場を確保する一つの道を開いている。さらに，アーミッシュたちのみな
らずより多くの人が制作に関わり，新たな作品を生み出すことに繋がっている。
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写真75

アメリカン・キルト（ジャーマン・バプティスト）
サイズ：215.5cm ×177cm
材料：布・中綿・糸
パターン：ダック・アンド・ダックリング・ヴァリエー
ション（Duck & Ducklings var.）
製作地：インディアナ州
製作年代：1890 1899年
製作者：女性アビー
収集地：ペンシルヴェニア州チェリーヒル
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269515）
備考：アビーが結婚（1899年）前に作成し，娘のルース
（1909年 2000年）に贈った（情報：ゼニア・コード）
。

写真76

アメリカン・キルト
サイズ：165.5cm ×245.0cm
材料：布・中綿・糸
パターン：ファン（扇）
製作年代：20世紀前半
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（受け入れ中）

写真77

アーミッシュ・ドール
サイズ：H17.5cm × W11.0cm × D5.0cm
材料：布・中綿・糸
製作地：ペンシルヴェニア州
製作年：2000年代
収集地：ペンシルヴェニア州
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269507）

写真78

アーミッシュ・ドール
サイズ：35.0cm ×27.0cm ×6.0cm
材料：布（綿 ウール）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ郡
製作年：2010年代
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279320）
備考：アーミッシュたちが使用する下着（白い綿のシュ
ミーズとショーツ）を付けている。
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写真79

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：224.3cm ×192.3cm
材料：布（ウール）
・糸・中綿
パターン：バーズ（Bars）
製作地：ペンシルヴェニア州ランカスター
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279280）
備考：ジュリー・シルバー・コレクションより。

写真80

キルト（写真80）のボーダー部分のキルティング。

写真81

キルト（写真80）の裏角にステッチされた，製作者のも
のと推定されるイニシャル。

写真82

アーミッシュ・キルト（壁掛け）
サイズ：114.5cm ×115cm
パターン：センター・ダイアモンド（Center Diamond）
材料：布・中綿・糸
製作地：ペンシルヴェニア州ランカスター
製作年代：1970 2010年
製作者：Mary Glick
収集地：ペンシルヴェニア州ランカスター
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269518）

写真83

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：207.0cm ×202.7cm
パターン名：センター・ダイアモンド（Center Diamond）
材料：布（ウール）
・糸・中綿
製作地：ペンシルヴェニア州
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279281）
備考：ジュリー・シルバー・コレクションより

177

写真84

アーミッシュ・キルト
サイズ：縦162cm ×横197cm
材料：布・中綿・糸
製作地：インディアナ州
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275148）

写真85

アーミッシュ・キルト
サイズ：175cm ×209cm
材料：布・中綿・糸
製作年代：1928年頃
使用地：インディアナ州
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269522）
備考：年月（MAR（March）19, 1928）及びイニシャル
あり（製作者あるいは受け取り者）

写真86

若い女性の服セットのワンピース
材料：綿
製作地：インディアナ州ココモ
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275165）

写真87

若い女性の服セットのベスト
材料：綿
製作地：インディアナ州ココモ
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275166）

写真88

若い女性の服セットのエプロン
材料：綿
製作地：インディアナ州ココモ
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275167）
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写真89

女児の服セットのワンピース
材料：綿
製作地：インディアナ州ココモ
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275196）

写真90

女児の服セットのエプロン
材料：綿
製作地：インディアナ州ココモ
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275195）

写真91

アーミッシュ・パッチワークキルトの表
サイズ：71.0cm ×71.0cm
材料：布（綿）
・糸
製作地：インディアナ州ラグレンジ郡
製作年代：1970 1980年代
製作者：Sara Yoder
使用地：インディアナ州ラグレンジ郡
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279298）
備考 「2016現在は，
あまり人気のない
（not popular）
な伝
統的な（traditional）なデザイン」
。
（レベッカ・ハーラー
より情報及びキルトの提供を受けた。2016年 8 月22日）
。

写真92

ポッティンジャーが収集した無地の子供服。キルトの閲
覧，および情報収集では，学芸員メリージェーン・ティ
ーターズ＝エイシャッカー（Mary Jane Teeters-Eichacker）
，ゼニア・コード，ボランティアのテレサ及びルース
の支援を受けた（インディアナ州立博物館，2016年 8 月
12日）
。
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写真93

サック
サイズ：92.0cm ×51.0cm
材料：綿
製作年代：1940 1950年代
使用地：インディアナ州ココモ
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279314）
備考：インディアナ州の白布を多く使ったキルトや婦人
服製作に転用された食料を入れた袋。

写真94

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：266.5cm ×229cm
パターン：ダブル・ナインパッチ（Double Ninepatch）
材料：布・糸・中綿
製作地：ペンシルヴェニア州
製作年代：1950 2007年
製作者：Emma Stoltzfus
収集地：ペンシルヴェニア州レオラ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269519）

写真95

アーミッシュ・キルト（クリブ・キルト）
サイズ：92.5cm ×97.5cm
パターン：ナインパッチ（Ninepatch）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ郡
製作年代：およそ1925 1935年
使用地：インディアナ州ラグレンジ郡
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279295）

写真96

アーミッシュ・キルト
サイズ：87.5cm ×87.7cm
パターン：ナインパッチ（Ninepatch）
材料：布（ウール）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ郡
製作年：2011年
（およそ1900 1920年に使用のエプロン布を
利用）
製作者：クララ・ボントラーガー（Clara Bontrager）
使用地：インディアナ州ラグレンジ郡
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269523）

写真97

アーミッシュ・キルト（クリブ・キルト）
パターン：ダブル・ナインパッチ（Double Ninepatch）
材料：布（ウール）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州シプシェワナ
写真撮影（時期）
：インディアナ州シプシェワナ（2012
年）
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写真98

アーミッシュ・キルト
サイズ：195cm ×226.5cm
パターン名：フォーパッチ（Fourpatch）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
収集地（時期）
：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275152）

写真99

アーミッシュ・キルト
サイズ：182cm ×208.5cm
パターン名：アイリッシュ・チェーン（Irish Chain）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
収集地（時期）
：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275149）

写真100

アーミッシュ・キルト
サイズ：165.5cm ×184cm
パターン名：シックスティーン（16）パッチ
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275146）

写真101

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：230.0cm ×223.0cm
パターン名：ウール・ソートゥース・ダイアモンド（Wool
Sawtooth Diamond）
材料：布（ウール）
・糸・中綿
製作地：ペンシルヴェニア州
製作年代：1900 1910年代
収集地：ペンシルヴェニア州ベッドフォード
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279289）

写真102

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：211.5cm ×210.5cm
パターン名：ペンシルヴェニア・アーミッシュ・センタ
ーダイアモンド・ソートゥース・ボーダー（Pennsylvania Amish Center Diamond Sawtooth Border）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：ペンシルヴェニア州
製作年代：1910 1920年代
収集地：ペンシルヴェニア州ベッドフォード
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279290）
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写真103

アーミッシュ・キルト（ソファ・カバー）
パターン：センター・ダイアモンド（Center Diamond）
材料：布（ウール）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州シプシェワナ
レベッカ・ハーラー所有（2016年 8 月）
写真撮影（時期）
：インディアナ州シプシェワナ（2016
年 8 月）

写真104

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：166.0cm ×202.0cm
パターン：ソートゥース・シーダー・ダイアモンド
（Sawtooth Cedar Diamond）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279297）

写真105

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：184.0cm ×174.0cm
パターン名：ソートゥース・シーダー・ダイアモンド
（Sawtooth Cedar Diamond）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ハワード郡
製作者：Hofstetler / Troyer family
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279286）

写真106

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：184cm ×195cm
パターン名：ダイアモンド・イン・スクエアの変形
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
製作年代：1910年代
使用地：アイオワ州
収集地：オハイオ州アクロン
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269521）

写真107

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：200cm ×202cm
パターン名：アーミッシュ・オーシャン・ウエイブス
（Amish Ocean Waves）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作年代：1920 1950年代
使用地：インディアナ州ハワード郡
収集地：ペンシルヴェニア州チェリーヒル
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269516）
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写真108

アメリカン・キルト
サイズ：165cm ×166.3cm
パターン：バスケットキルト（“Basket” Quilt） チップ
スが入ったバスケット（“Basket of Chips”）など。
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作年代（使用年代）
：およそ1895 1910年
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275153）

写真109

キルト（写真80）のボーダー部にキルティングされたバ
スケット。バスケットの中には，米国におけるホスピタ
リティの象徴であるパイナップルが盛られている。

写真110

アーミッシュ・キルト（クリブ・キルト）
サイズ：112.0cm ×85.0cm
パターン名：アーミッシュ・ベアズ・ポー（Amish Bear’s
Paw）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：アイオワ州
使用地：アイオワ州
収集地：ペンシルヴェニア州ベッドフォード
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279288）

写真111

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：195.0cm ×193.5cm
パターン名：ログキャビン（log cabin）またはバーンレ
イジング・コンフィグレイション（barn raising conﬁguration）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ郡あるいはエルクハート郡
製作年：1921年
製作者：イニシャルは “AM” だが，詳細は不明
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279282）

写真112

キルト（写真111）の角にある製作年（1921年）のステ
ッチ。

183

写真113

アーミッシュ・キルト（鍋敷き）
サイズ：24.0cm ×24.0cm ×3.0cm
パターン名：ログキャビン（log cabin）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ
製作年：2010年
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279319）

写真114

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：180.0cm ×180.0cm
パターン名：バーズ（bars）
材料：布（ウール）
・糸・中綿
製作地：ペンシルヴェニア州
製作年：1920年
収集地（時期）
：ペンシルヴェニア州ベッドフォード
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279291）

写真115

アーミッシュ・キルト（クリブ・キルト）
サイズ：119cm ×162.7cm
パターン名：バーズ（bars）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作年代：1920 1940年代
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275145）

写真116

アーミッシュ・キルト（クリブ・キルト）
サイズ：119cm ×162.7cm
パターン名：バーズ（bars）のヴァリエーション
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作年代：1920 1940年代
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279294）

写真117

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：179.5cm ×199cm
パターン：風車
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275150）
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写真118

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：185cm ×199.2cm
パターン：クレイジーキルト
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
製作年代：およそ1930 40年代
使用地：インディアナ州エルクハート郡ゴッシェン
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275154）

写真119

マット
サイズ：134.5cm ×64cm
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ
製作年：2011年
製作者：ボントラーガー（Ezra Bontrager オールドオー
ダー・アーミッシュ Clara Bontrager の夫）
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269529）

写真120

「アーミッシュ・チキン」として親しまれるペンシルヴ
ェニア州の裁縫セット（針刺し，糸車，はさみ）
サイズ：13cm ×28cm ×28cm
材料：木（おそらく松［pine］
）
・金属・塗料
製作地：ペンシルヴェニア州
使用時期：1950 2011年
収集地：ペンシルヴェニア州インターコース
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269524）

写真121

ピンクッション
サイズ：φ15cm ×26cm
材料：布（綿）
・中綿・ガラス
製作地：インディアナ州ゴーシェン
収集地：インディアナ州ゴーシェン
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269535）
備考：オールドオーダー・アーミッシュのガレージセー
ルで販売されたガラスのコップを逆さに利用し作成した
イチゴをモチーフとした針刺し。

写真122

ピンクッション
材料：布（綿）
・中綿・ガラス
製作地：インディアナ州ラグレンジ
クララ・ボントラーガー所有（2011年10月）
撮影時期：2011年10月
備考：オールドオーダー・アーミッシュのクララ・ボン
トラーガーが家で使用しているイチゴをモチーフとした
針刺し。
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写真123

子ども寝台用キルト（クリブキルト）サイズ：
パターン：ボウタイ
サイズ：89.0cm ×89.5cm
材料：布（綿サテン） 糸 中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ郡
製作年：1925年
使用地：インディアナ州シプシェワナ
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279316）
備考：子ども寝台用キルト（クリブキルト）角に Jeb と
1925のステッチあり。

写真124

キルト（写真122）の角に縫い込まれている製作年（1925
年）
。

写真125

アーミッシュ・キルト
サイズ：208cm ×189cm
パターン名：アーミッシュ・ボウタイ
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
製作時期：およそ1940年
製作者：Silvia Hostetler Troyer（Mrs. Henry）1903 1989,
（インディアナ州ハワード郡）
収集地（時期）
：ペンシルヴェニア州チェリーヒル
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269514）

写真126

アーミッシュ・キルト
サイズ：154cm ×196.7cm
パターン名：ボウタイ
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
製作年：1922年（Dated in corner 1922 twisted cable）
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275156）
備考：Benedict Kauﬀman の estate より。製作者不明。

写真127

アーミッシュ・キルト
サイズ：48.5cm ×38.0cm
パターン名：ボウタイ
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ郡
製作時期：2000 2010年代
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279317）
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写真128

アーミッシュ・キルト（クリブ・キルト）
サイズ：93.5cm ×113cm
パターン名：モンキーレンチのヴァリエーション（Monkey Wrench var.）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
製作年：1920年頃
収集地（時期）
：ペンシルヴェニア州チェリーヒル国立
民族学博物館所蔵（標本番号：H0269517）
備考：ジュリー・シルバー・コレクションより。

写真129

バギーレンチ
サイズ：22cm × 5 cm ×4.5cm
材料：金属
製作地：インディアナ州
製作時期：1903以降
収集地：インディアナ州ゴーシェン
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269545）

写真130

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：174.5cm ×194.5cm
パターン名：モンキーレンチ（Monkey Wrench）/ Chinese Coins
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275151）

写真131

アーミッシュ・キルト（クリブ・キルト）
サイズ：93.5cm ×142cm
パターン名：ハミングバード（はちどり hummingbird）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作年代：およそ1930 40年
製作地：インディアナ州ベルン
使用年代：およそ1930 40年以降
使用地：インディアナ州ベルン
収集地（時期）
：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275157）
備考：Lydia Millerのために製作された
（イニシアルより）
。

写真132

アーミッシュ・キルト（クリブ・キルト）
サイズ：131.0cm ×103.5cm
パターン名：メープルリーフ
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ハワード郡
製作年：1938年
製作者：Sylvia（Hostetler）Troyer（Mrs. Henry）
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279287）
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写真133

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：226.5cm ×193.0cm
パターン名：スター（stars）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ
製作年：1964年頃
製作者：Mary Yoder
（1948 ）
（Sara Yoder の娘）
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279293）

写真134

クリブ・キルト
パターン：シェブロン（Chebron）
サイズ：99.5cm ×101.5cm
材料：布（ウール）
・裏地：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグレンジ郡
製作年代：1903年
製作者：Clara Bontrager の姪
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279296）

写真135

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
パターン：グランドマザーズ・チョイス（Grandmother’s
Choice）
サイズ：99.5cm ×101.5cm
材料：布（ウール）
・糸・中綿
製作地：アイオワ州カローナ
製作年代：1930 1940年代
製作者：アイオワ州の Ruth Swantly（あるいは Swanley）
の祖母
使用地：アイオワ州カローナ
収集地：インディアナ州ココモ（Sara Miller collection）
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279283）
備考：若い頃，馬車（バギー）の事故で怪我をした Ruth
のために祖母が作成したもの。

写真136

アーミッシュ・ブライダル・キルト（ベッドカバー）
サイズ：192.5cm ×206cm
パターン名：ウェディング・リング（Wedding Ring）
材料：布（綿）
・糸・中綿
使用地：インディアナ州
収集地：インディアナ州ココモ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275147）
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写真137

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：203cm ×201cm
パターン名：サンシャイン・アンド・シャドゥ（Sunchine
and Shadow）
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：ペンシルヴェニア州ギャップ
製作年：1972年
製作者：サディ（Sol Storfzus の母親）
使用者：Sol & Nancy Stoltzfus
使用年代：1970 2000年代
収集地：ペンシルヴェニア州ギャップ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0269520）

写真138

アーミッシュが製作した壁掛け「ティンフォイル」
材料：ガラス アルミホイル 塗料
製作地：インディアナ州
製作年代：およそ1925 1945年
使用地：インディアナ州
使用年代：およそ1925 1945年以降
収集地（時期）
：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275158）

写真139

アーミッシュ・フレンドシップ・キルト（Amish Friendship quilt）
サイズ：200cm ×176cm
パターン：アルバム・キルト，フレンドシップ・キルト，
シグネチャー・キルト
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州ラグランジュ郡
製作年代：1940年代（1942年の刺繍）
製作者：Mrs. D.J. Glick, Mrs. Levi Miller, Mrs. Susie
Miller 他
使用年代：1940年代以降
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0275155）
備考：出立する友人のために，友人たちが製作。

写真140

夫の名字だけではなくファーストネームを入れて「○○
夫人」と明確に示したシグネチャー・キルト（写真139）
。
製作年代も刺繍されている。
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写真141

アーミッシュ・キルト（ベッドカバー）
サイズ：227.0cm ×190cm
パターン：アルバム・キルト，フレンドシップ・キルト，
シグネチャー・キルトなど。
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州エルクハート郡
製作年：1950年
収集地（時期）
：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279284）

写真142

製作者の名前と製作年が刺繍されたシグネチャー・キル
ト（写真141）
。

写真143

MCC
（メノナイト・セントラル・コミッティー）に展示
されているパッチワーク・キルト（ペンシルヴェニア州
アクロン 2007年）
。

写真144

米国初代大統領ジョージ・ワシントンが縫い込まれたキ
ルト（インディアナ州シプシェワナ レベッカ・アー
ト・アンド・キルト所蔵 撮影：2012年 9 月）
。

写真145

戦地に向かう恋人のために作られたワシをモチーフとし
たキルト（インディアナ州シプシェワナ レベッカ・ア
ート・アンド・キルト所蔵 撮影：2012年 9 月）
。
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写真146

アイオワ州の高速道路の休憩所に設置されている，
「ア
イオワ州シーダー郡のアンダーグラウンド・レールロー
ド（秘密の線路）
」
。キルト・パターンの意味が記されて
いる（撮影：2012年）
。

写真147

ナショナル・トリビュート・キルト（アメリカン・フォ
ークアート・ミュージアム ニューヨーク市

撮影：

2011年 9 月）
。

写真148

アーミッシュ・キルト（壁掛け） ファンドレイジング
用（インディアナ州シプシェワナ レベッカ・アート・
アンド・キルト所蔵 撮影：2016年 8 月）
。

写真149

キルティング・ビーを描いた絵
サイズ：43.3cm ×53.8cm ×5.0cm
材料：アクリル系塗料・木
製作地：インディアナ州
製作年代：およそ1980年代（dated）
製作者：エマ・シュロック（Emma Schrock）
（オールド
オーダー・メノナイト）
使用地：インディアナ州ワカルーサ
収集地：インディアナ州シプシェワナ国立民族学博物館
所蔵（標本番号：H0279292）
備考：障害をもつオールドオーダー・メノナイトアーテ
ィストの Emma Schrock が教会から許されて，生活のた
め製作していた。
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写真150

伝統的な無地の布とは異なる模様の入った布を使ってパ
ッチワークした表布，中綿，裏布の三層を合わせるキル
ティングを共に行う，オールドオーダー・アーミッシュ
の女性たち（カンザス州ヨーダー 2009年）
。

写真151

カレッジ・メノナイト教会募金用キルトを製作する学生
とボランティア（インディアナ州ゴーシェン 2009年）
。

写真152

MCC・マテリアル・リソースセンターで，募金用キルト
を作成するメノナイトの人々（ペンシルヴェニア州アク
ロン 2011年）
。

写真153

アーミッシュ・キルト
サイズ：51.0cm ×51.0cm
パターン：スター
材料：布（綿）
・糸・中綿
製作地：インディアナ州
製作年：2009年
製作者：Dena Mullet
使用地：インディアナ州シプシェワナ
収集地：インディアナ州シプシェワナ
国立民族学博物館所蔵（標本番号：H0279318）
備考：裏角の白布に書き込み：Made by: Dena Mullet
Shipshewana. In 2009。ゴーシェン大学メノナイト歴史
図書館司書ジョー・スプリンガー氏より譲り受けた。

写真154

オールドオーダー・アーミッシュ，ゾルの家の居間の窓
辺にあるキルト製作の場（ペンシルヴェニア州ギャップ
2011年）
。
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写真155

CCRC
（ライフケア・コミュニティ）ランディスホームズ
の入り口付近に設えられた場所で，キルトを楽しむ高齢
者（ペンシルヴェニア州リティツ 2008年）
。

写真156

CCRC
（ライフケア・コミュニティ）ランディスホームズ
のキルトルーム（ペンシルヴェニア州リティツ 2009
年）
。
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鈴木七美『アーミッシュたちの生き方 ― エイジ・フレンドリー・コミュニティの探求』
国立民族学博物館調査報告 141：195 219
（2017）

第 5 章 遙かな人々とのコモンズへ
― テンサウザンド・ヴィレッジズの物語

はじめに
アーミッシュたちは，対面で助け合う相互扶助やケアを大切にしている一方で，より
遠くの人々にも影響を与え交流する事業にも，参加している。第 5 章では，アーミッシ
ュたちが，対面で出会えるとは限らない遠くにいる人々とコミュニケーションする実践
について，検討を加えた。
再洗礼派の人々は，福音主義と良心的兵役拒否の代替活動の経験に基づき，高齢者や
精神疾患を持つ人々が生活する場の開発を行ってきた。そして，再洗礼派教会は，福音
主義に基づき災害や不幸に見舞われた者を援助してきた。それらは，救済基金，被災者
の救援，孤児の養育，難民への援助などである。
保守的なオールドオーダーの人々も，同化的なメノナイトなどのグループも，それぞ
れのやり方で，ボランティアや支援活動に携わってきた。近年，異なるグループの人々
の協働によって，様々な支援活動が継続的に行われている。本章Ⅰでは，その状況につ
いて検討する。
オールドオーダー・アーミッシュは，外部の世界に直接物を送り出すことはしなくて
も，支援品を製作する過程にはボランティアとして参加している（Kraybill 1984; Nolt
1984）
。これら支援品は，アーミッシュ・メノナイトの支援組織 CAM（14頁参照）や
MCC（17頁参照）などによって，必要としている人々に届けられる。CAM は，オール
ドオーダー・アーミッシュとアーミッシュ・メノナイトなど保守的な再洗礼派が積極的
に寄付やオークションを行っている。たとえば，ペンシルヴェニア州の CAM では，オ
ールドオーダーの人々が，鶏の缶詰を作る作業に携わっている（エイダ・フィッシャー
の紹介による CAM における現地調査に基づく。2007年 6 月）
。
メノナイトもブレズレンも，トルネード，洪水，ハリケーンなどの被害者を支援する
災害サービスを実施してきたが，それらの活動が有効に働くために調整をしたり資金を
調達する中核的な部門も開発してきた。例えば，ブレズレン・サービスセンターは，復
興や救援物資のためのオークションや，ブレズレン災害サービスの組織化と物質支援品
の分配などを実施し，1960年以降，数百ものオークションによって，難民や物質援助プ
ログラムに数百万ドルを集めてきた。グループの違いを超えて多くの再洗礼派の人々が
熱心に，これらのオークションに物品や労力を提供してきたのである。
本章Ⅱでは，メノナイトの一女性が始めた第三世界の工芸品のフェアトレードをとり
あげて，アーミッシュたちがより広い世界との関わりをどのように捉えてきたのかにつ
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いて考える。公正な取引を目指すフェアトレードの一つとして知られるテンサウザンド・
ヴィレッジズは，メノナイトが中心となって運営している MCC の協力を得ているが
（Keahey et al. 1984）
，世俗的な組織として多様なストアを開発することによって，合衆
国のみならず世界各地の人々が担う自律的な活動を継続してきている。とくに，北米で
フェアトレードを展開する三種のストアの方針と実践に注目することによって，目的を
遂げるためのいくつもの方法と，アーミッシュたちに留まらない多様な人々が関わる場
について，考察する。

Ⅰ 手作りの楽しみからケアへ
1 手作りの楽しみ
オールドオーダーの人々に限らず再洗礼派の人々が熱心に参加するものとして，
「カニ
ング（canning）
」
（缶詰づくり）が知られている。毎年，ペンシルヴェニア州の MCC を
出発し，全国を回るカニング用のトラックで，大量の鶏の缶詰をつくる作業に人々が参
加するのである（写真157）
。MCC が組織するこの活動で作られた缶詰は，災害地や貧
困地への支援品として貯蔵され，送り出される。毎年秋口になると，人々はスケジュー
ルに従って移動するこのトラックを待ち構えて出迎え，賑やかにボランティアに勤しむ。
再洗礼派の人々の中でも，主として，農業従事者など，勤務時間が自由になる人々が参
加する傾向がある（現地調査における聴き取りに基づく。メノナイト・マテリアル・リ
ソース・センター 2011年 9 月）
。
MCC が組織する災害地や貧困地への支援品の準備としては，他に，ファーストエイ
ド・キット，文房具セット，リサイクル品を利用した T シャツ，バッグなどがある。
「カニング」のように，支援という目的のために皆で作るものとしては，キルトもあげ

写真157 メノナイト・マテリアル・リソース・センターで， 秋の「カニング」の
旅の出発準備をするトラック（ペンシルヴェニア州アクロン 2011年）
。
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られる。キルトは，実用と楽しみを兼ねて，アメリカの歴史のなかで多様な人々によっ
て製作されてきたが，再洗礼派は支援に関わるものとして，キルト製作を熱心に行って
きた。キルトは，防寒の目的で支援品として送られるコンフォータ（掛け布団）の表布
となるばかりではなく，様々な支援の活動資金を得るための募金活動（ファンドレイジ
ング）の一つである「リリーフ（relief）
・セール」でも使用される（第 4 章Ⅲ 1も参照）
。
毎年各地で行われるリリーフセールでは，食物を売るブースもあり賑やかなイベントと
して，人々の楽しみとなっている。
ペンシルヴェニア州のアクロンには，全米でも規模の大きい CAM が設置されている。
寄せられたコンフォータはまさに端切れを生かしたパッチワーク・キルトで作成されて
いる。送付物のパッキング作業をするのは，外からは見えない奥まった場所だが，こう
したところでオールドオーダー・アーミッシュは活発に活動している。つまり，さまざ
まなグループが，自分たちの信条と生活実践に照らして適切だと考えられる方法で活動
し，結果として協働しているのである。
再洗礼派の人々は，手作りすることを大切にしている。相互扶助によって皆の暮らし
を支えようとする考え方が，手を動かすことによって生み出される品々に表現されてい
る。キルトに限らず，夜なべをして馬の雨よけシートの余り布で文房具を入れる袋を作
る人々もいる。馬を移動や農業に使用するアーミッシュは，耐久性ある布を馬の雨除け
に用いているが，この布の切れ端を利用しているのである。これらは，MCC を通じて，
開発途上の地域の子どもたちのもとへ送られている。オールドオーダー・アーミッシュ
のゾルの義父は高齢で仕事からは引退しているが，毎日夕方には物資不足に悩む地域の
子どもたちのために，文房具入れを手作りしている。夜なべを楽しみにしているが，視
力が衰えてきた父親のために，嫁のナンシーが袋を縫いあげ，父親は口を閉じるための
紐を通す作業を行っている。このように，相互扶助の精神のもとに行われるモノ作りは，
人々の習慣のようになっており，人々が集まる機会や楽しみの時間を与えている。

2 宗教的信念に基づく社会正義に根ざした開発
再洗礼派は迫害の経験から，難民や移民への援助の伝統があるが，再洗礼派の中には，
平和と社会正義を守るために，福音主義的な活動や災害による困窮への援助に留まらず，
富の不均衡や生活の質に関する内外の問題に対処するために，より積極的なプログラム
を展開しようとする人々もいる。そこでは，教会奉仕と社会正義，身体のケア，そして
経済的発展を考慮にいれた全体的なアプローチが強調されている。
メノナイト平和福音主義者のネットワークは，平和と福音主義を信仰の表現として展
開することを主張している。メノナイト調停奉仕に関しては，調停と紛争の転換に関わ
る専門家の養成を行なっており，キリスト教平和活動団は，国際紛争の場において非暴
力的な直接的行動を行なう平和活動者を訓練する共同プログラムを提示している。MCC
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の国内外のプロジェクトは暴力・紛争・人種・性差別に関する平和と正義を目指した活
動を担い，ブレズレンも多様なプログラムを開発してきた。MCC は，難民援助，物資供
給，国際開発を目指して国際救済基金および支援奉仕組織を束ね，50以上の国々のボラ
ンティアとスタッフの活動を支えている（Loewen and Nolt 2012）
。
北米最大規模のペンシルヴェニア州アクロンにある MCC では，世界各国から支援活
動に加わるメノナイトのメンバーが支援活動の核となる活動を担っている。会議や訓練
のために滞在する場所も備えられ，世界各地の MCC に派遣されるにあたって訓練を受
ける人々は，生活習慣を学ぶ出発点として，その地域の特徴を表現した住居施設に居住
する。そうした施設の中には，小さな椅子を設置した子ども用会議室も設けられており，
参加者はしばしば子どもを伴いこの施設に滞在する。子どもの頃から大人と同様に，世
界の多様な状況やそれを支援する意味と方法などを語り合う場を設けることが，共有の
価値観を醸成するという MCC の活動目的の重要な一領域を占めている（MCC における
現地調査に基づく。アクロン 2007年 6 月）
。
次世代教育に関しては，教会を利用する活動も試みられている。たとえば，ゴーシェ
ンのメノナイトをはじめとするいくつかの教会は，スケジュールを組んで順番に，住む
ところをもたない人々に日曜日にシェルターを提供している。その目的は，子どもたち
にゆっくり学ぶ日を与えるためである（インディアナ州ゴーシェン大学のロス教授（John
D. Roth）のインタビューに基づく。Roth 2011も参照。ゴーシェン 2011年）
。こうした
活動は，シェルターを与えられた子どものみならず，日曜日に教会で同時に宿泊して人々
の面倒を見る家族においても，次世代の教育という側面が観察される。
さらに MCC は，世界各地で支援活動を展開した経験を生かして，主として第三世界
のアルチザン（artisan）によって生産された手工芸品の公正な取引をめざすフェアトレ
ードの一つ，
「テンサウザンド・ヴィレッジズ」の開発の一端を担ってきた（Nolt 1991,
Suzuki 2012）
。女性たちの刺繍作品の公正な取引の道筋を模索した，メノナイトの一女
性が始めた活動は，さまざまな形でフェアトレードに関わる人々の活動とコミュニケー
ションの可能性を広げている。
以下では，社会のありかたにコミットする姿勢をもつトランスフォメーショナル（同
化的 第 1 章参照）のカテゴリーに位置づけられる，メノナイトの人々が主として関わ
ってきたテンサウザンド・ヴィレッジズの活動の広がりについて，検討する。

Ⅱ テンサウザンド・ヴィッレッジズの歴史と目的
1 テンサウザンド・ヴィッレッジズとの出会い
テンサウザンド・ヴィレッジズ（TTV: Ten Thousand Villages 以下では TTVと略記）
は，MCC が関わり発展し，メノナイトの人々が多く関わっているフェアトレード（Moore
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2004: 85）の一つ，およびその販売店を指している（Nolt 1991: 14）
。北米におよそ120
の店舗を展開している。フェアトレードの源流は，19世紀の協同運動（co-operative movement）に見出される。今日知られている運動は，MCC が南部地域の貧しいコミュニテ
ィと取引をした1940年代に始まり，1960年代から1970年代にかけて拡大してきたもので
ある（Moore 2004: 73）
。
TTV に関しては，フェアトレードの目的である社会正義と意識改革という観点（Moore
2004: 74）に基づき，セルフ・ヘルプによる開発の考え方と手工芸品のフェアトレード
の発展（Nolt 1984, 1991; Littrell and Dickson 2010）
，フェアトレードとしての TTV の
特徴と成果，TTV の消費者の意識などに関し，先行研究が蓄積されてきた。だが，本章
では，北米におけるストアの展開と関わる人々の活動に注目することをとおして，TTV
が支援の拠点としてきた北部地域において，人々の日常生活の変化と社会包摂に果たし
てきた役割を検討する。すなわち，TTV を広く相互扶助の文脈で捉える。
はじめて著者が TTVと出会ったのは，2004年 8 月にカナダのウォータールーで，コン
ラッド・グレーベル・ユニヴァーシティ・カレッジを訪ねた折，マルレーヌ・エップ教
授から，メノナイトの活動と関連するフェアトレード・ストアの存在について示唆を受
けたときのことである（序章Ⅳ 1 ⑦）
。訪ねてみると，エスニックな雰囲気が漂うこぢ
んまりとした店舗であった。後に，アメリカ合衆国オハイオ州ベルリンにあるストアを
訪ねた折には，再洗礼派の歴史と現状を説明する展示の片隅で，世界各地で作られた民
芸品について世界地図上で説明を付して販売していたことが印象に残った（写真158）
。
世界各地の人々により生産・創作された商品を適正な価格で購入するという公正な商取

写真158 世界地図を掲げるテンサウザンド・ヴィレッジズ（TTV）
（オハイオ州ベルリン2004年）
。
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引を通して，かれらの生活を向上させるという実践は，信教と結びついていることが表
現されていたのである。
そして，いくつもの TTV を巡るうちに，この空間はより多くの人々にとって，新しい
意味のある場所として利用されていることを感じるようになった。TTV の特徴の一つと
して，店舗であるという開放性を，他の施設や空間と組み合わせて，施設全体の機能を
高めていることが指摘できる。
多文化主義を掲げているカナダの多民族都市として知られるトロントでは，近年次々
にエスニシティや宗教に配慮した高齢者対象集合住居が開発されている。その一つとし
て運営されているメノナイトの人々が多く暮らす集合住居では，TTV を施設の入り口横
に配置している。店舗としては小規模なこの空間は，同時にコーヒーショップとして利
用されている。行き交う人々を眺められる街路に面した明るいショップでは，内部の高
齢者も外部から訪ねてきた人もそこで一緒にクッキーとお茶を楽しんでいる。共通の文
化的背景を有する人々を対象とした高齢者施設は，それ以外の人々には閉じられた空間
となる傾向があるが（鈴木 2010b: 166; Suzuki 2013: 147）
，この住居は多機能化したシ
ョップの空間を内外の人々が利用することによって，外部に開かれ町に繋がる一つの通
路を確保しているのである。
本章では，TTV の歴史的展開と，ストアを起点とする多様な活動をみることをとおし
て，信教に基づく活動が，多くの人たちに広く共有され，多様な人々の居場所を創出す
る具体的な過程について現地調査に基づき検討する（ペンシルヴェニア州アクロン 2004
年，カンザス州ハッチンソン 2009年，ペンシルヴェニア州エフラータ 2011年，ネブラ
スカ州リンカーン，ニュートン 2012年，カリフォルニア州ロスアンゼルス 2013年）
。

2 メノナイトの一女性のアイディア
TTV は，1940年代に MCC のボランティアであった，メノナイトの女性エドナ・バイ
ラー（Edna Ruth Byler）の活動が源流となっている（TTV（ペンシルヴェニア州エフラ
ータ）のジェネラル・マネージャー，ダークス氏（Ms. Douglas Dirks）へのインタビュ
ー（2011年 9 月28日）に基づく。TTV の歴史の詳細については，Nolt 1991をも参照）
。
MCC で働き宣教師であった夫ジョーとともにプエルトリコやバンクラデシュに赴いたエ
ドナは，現地の女性たちが創る布製品，とりわけ地元の女性たちが施す刺繍に魅せられ
た。同時に，これら女性たちが，作品を販売する十分な場所を確保できないでいること
に気がついた。刺繍を製品として販売することで，彼女たちが収入を得ることができる
のではと考えたエドナは，販売の方法を模索した。そこで，エドナは刺繍製品を購入し
て合衆国に持ち帰り，ペンシルヴェニア州ランカスターで販売した。さらに，購入した
テーブルリネンを，アメリカを旅しながら販売し，同時に注文をとって回った。その後，
自宅の地下を販売所として改造し，布製品を中心に販売することによって，売り上げは
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大きく伸びた。
大規模になったこの事業をのちに MCC が継承し，より大きな倉庫など必要な設備を
整備していった。そのビジネスについては，1968年頃に MCC が事業化に関する調査を
行い，彼女が所有する商品（在庫）を買い取ることを決定した。エドナは MCC で働く
ことになり，MCCリソースセンターが彼女と場所を共有することになった。そして，手
工芸品を「セルフ・ハンド・クラフト」から「セルフ・ヘルプ・クラフツ（Self Help
Crafts）
」と名前を変えて呼ぶようになった。エドナは，自分の活動に，
「海外女性針仕事
プログラム（Overseas Women’s Needlework Program）
」という，もう一つの長い名前を
つけていたのだが，MCC は，活動により明解な意味を与える目的で，新しい名前である
TTV を考案したのである。
1970年代には，より多くのストアが開設され，製品もバングラデシュのみではなく多
様な国々から得られるようになった。2010年代には，合衆国において，150以上もの小
売店のネットワークに成長し，38ヶ国の130以上に及ぶ製作者のグループの作品を販売
している。TTV では，作品制作者を「アルチザン」と呼んでいる。このアルチザンは，
熟練した専門職としての職人とは限らず，伝統的な手芸技術を生かしている人や，フェ
アトレードに参加するために手芸技術を新たに学んで参入する人々も含まれる。アルチ
ザンが継続的に製品を作成し販売できる状況を整えるために活用したのは，さまざまな
地域で活動を展開してきた MCC の情報である。生産地で，個別の製作者たちの活動を
とりまとめることができるような人々を探し出すことができれば，そこから，現地に合
致した活動を展開できるようになる。その過程で重要となったのは，再洗礼派メノナイ
トという宗教に基盤を置くのではない活動として進めることであった137）。広く人材を得
て継続的に製品を販売することを目指し，MCC では TTV の事業を NPO として切り離し
て展開し，信教に関わらず参加できる環境を整えたのである。地元のコミュニティの
TTV で活動する数千のボランティアたちも，メノナイトとは限らない，様々な理由から，
活動しているのである。

3 目的と方針
TTV におけるフェアトレードの目的と方針は，以下のようにまとめられ，発信されて
いる（ここでは，フェアトレード・フェスティバルセールのパンフレット（“Fair Trade
Festival Sale,” Ten Thousand Villages）に記載された説明を提示している。後述するよ
うに，このセールは，誰でも企画に参加することができる形態である）
。
公正な価格：アルチザンと TTV は，アルチザンが自分の労働の公正な補償を得られる
環境を整えた上，労働と材料コストの公正な価格について，同意する。
事前の現金支給と迅速な支払い：注文時にアルチザンは，50パーセントまで事前に現
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金を受け取る。支払いは，製品が届けられた時点で行われる。
長期にわたる関係性：年々，一貫した受注がなされるので，アルチザンは将来の計画
を立てることができる。アルチザンのグループは，長期的な取引関係を維持することに
コミットしている自信を持つことができる。
デザインコラボレーション：デザイナーやバイヤーが，アルチザンと協力する。伝統
的な技術を生かしトレンドと色に関する情報に配慮した製品を作ること，および新製品
の提案について，職人と協力する。
環境への責任：スタッフとアルチザンは，持続可能な環境に配慮した方法をとること，
可能な場合，自然素材やリサイクル材を使用する。

これらは，公正な販路をもつことができないでいるアルチザンの生活をよりよくする
ことと同時に，多様なレベルでフェアトレードに関わるすべての人が，持続可能な社会
環境創出に参加できる道を具体的に提示することを目的としている。とりわけ，ボラン
ティアで一主婦であった創始者エドナのように，ふつうの人々が，アイディアをもつこ
と，行動すること，ネットワークを構築することで，草の根運動を展開し，様々な目的
を達成する可能性があるというメッセージを発信しているのである。
また，運動に本格的にコミットしなくても，TTV の一般向けパンフレットに提案され
ているように，近くのストアを訪ねる，自分のコミュニティでフェスティバルセールを
計画する，地元の TTV でボランティアをする，ペンシルヴェニア州のホームオフィスや
倉庫でボランティアをする，そして，TTV でフェアトレード商品を購入する理由を発信
するなど，生活のなかで楽しみつつ関われるように，多様な人々のニーズに応えるシス
テムを提示している。もちろん買い物をする人々も，フェアトレード参加者となる。12
月の初めにクリスマスシーズンの買い物に関して，店舗にも置かれた客に向けた案内は
がき（コントラクトストアに設置された案内はがき カリフォルニア州パサディナ 2013
年11月）には，
「グローバル・ホリデー・マーケット」と題して，
「フェアトレードで買
い物をして，グローバルにコミュニティを支援しよう」と記載されており，近隣で買い
物を楽しむことが，様々な遥かなコミュニティに繋がるイメージを発信している。

4 TTV の展開
商品開発と販売方針
TTV の商品は，そのセンターである，ペンシルヴェニア州エフラータでも開発されて
いる。現場を見ると，たとえば，数年前の秋には，赤いアクセサリーが目立って作成さ
れているというように，流行を創出することを心がけられているのがわかる。つまり，
世界各地の民芸品をそのまま販売する，というわけではない。また，消費者の好みにそ
のまま合わせるわけではなく，現地の人々が生産できる製品として新しい商品開発を行
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い，流行を作ってゆくというのである。まずは売れるものであることが重要であり，そ
れを現地の製作者に依頼する。売れなければ，製作者の生活を向上させられない，と考
えているからである（MCCリソースセンターにおけるキャンベル（Campbell）氏へのイ
ンタビューによる。
〔ペンシルヴェニア州アクロン 2004年 8 月16日〕
）
。
特筆すべきことは，生産者として北米以外の人々のみを念頭においているとは限らず，
アメリカ国内においても，生活が困難な状態にある人々に対して新しい商品の開発を提
案していることがある。たとえば，カンザス州ハッチンソンのストアでは，子どもを抱
えて生活が困窮している女性たちに，チョコレートの製作という仕事を提案し，生活改
善を目指している（ハッチンソンのストアマネージャー，ジェーン氏へのインタビュー
による〔カンザス州ハッチンソン 2009年10月28日〕
）
。こうした女性の多くが，移民，
シングルマザー，麻薬の体験など，困難を抱えており，チョコレート製作の経験のある
者はほとんどいない。だが，生活向上とできること，という二つの観点から，ストアの
ディレクターが柔軟に開発した商品をおいているのである。遠くに暮らす他者とは限ら
ず，すべての人々が生活の場に包摂されることが，全体としてのテーマとなっている。
世界各地の生産者にも新しい商品開発を提案し，北米においては新しいニーズを生み出
す。そのことによって，確実に人々の生活を向上させ，同時に北米の人々にフェアトレ
ードの存在を知らせること，さらに新しい商品を楽しんでもらうことが，明確な目的と
される。現地製作者のアイデンティティに配慮しないわけではないが，目的を遂げるた
めに，可能な範囲で刻々変容することをも厭わない姿勢がここに明示されている。

他のフェアトレード組織との協働
TTV は，他のフェアトレード組織との連携も行っている。たとえば，ペンシルヴェニ
ア州エフラータでは，衣服は，主としてインドのムンバイから届けられる。それは，支
援対象のグループからのもので，TTV の製品として販売されている。だがそれだけでは
なく，
「ブルーハンド」という組織から，インドネシアのサラーン（腰に巻く布）を入手
している。
カフェでは，コーヒーやチョコレートの大規模なディスプレイがなされ，提供されて
いる。主として，二つのグループが協働している。コーヒーに関しては，米国で最も大
規模に展開している「イコール・エクスチェンジ」と提携している。
「イコール・エクス
チェンジ」が収益をあげられる理由として以下の三つがあげられる。一つ目は，TTV が
支援していること，二つ目は，関係するレストランにも商品を提供していること，三つ
目は，宗派を問わず多くの教会において，様々な活動にこの商品が使用されていること
である。宗教を問わないということを積極的に明示しつつ，知名度を上げるよう務めて
きた。チョコレートに関しては，コロンビアの原料を使用し，カナダで開発された「レ
ベル・グラウンド」のものを使用している。
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では，具体的な協働の方法とはなにか。それは，インフォーマルな対話を重ねてきて
いることである。年に一回程度の電話による情報交換もある。ビジネスに直結すること
とは限らず，アイディアの交換を重視している。

Ⅲ 多様なストアの役割
TTVのストアは，以下のように展開されている。第一は，
「カンパニーストア（company
store）
」である。1990年代から計画的に設置された TTV 直系の新たな店舗である。ほと
んどが，東海岸の大都市にある。第二は，
「コントラクトストア（contract store）
」であ
る。これは，TTV の名前を掲げることを許されたストアである。TTV が開発した製品
を，決まった割合（多くは80パーセント程度）でおいているが，自由に他の商品を販売
することができる。だが，すべての商品について，
「フェアトレード」のものでなければ
ならないという条件がある。第三は，
「アライアンスストア（alliance store）
」である。店
の名前は，TTV である必要はないが，TTV の商品を仕入れることができる。たとえば，
「ワン・ワールド」など，より多くの世界各地からのフェアトレードの商品の販売を行っ
ている。第四は，
「フェアトレード・フェスティバルセール」である。決まった店舗では
ないが，一時的に販売所を確保し，販売計画をたてれば誰でも実施することができる。
感謝祭（サンクスギビング）やクリスマスシーズンには，教会や学校，そして他の地域
コミュニティ施設において，期間を限定してこの企画が実施されている。
最初は，メノナイトの一ボランティア，エドナ・バイラーの個人的な活動に始まった
TTV のフェアトレードは，世界のアルチザンの作品に触れる機会を用意することに，誰
もが関わることができる形態を開発してきたのである。さまざまな関わり方が可能であ
るシステムを整えることによって，TTV から発信される，どちらかといえば異国情緒豊
かな個性と，町における一つのコモンズ（共有地）の双方を提供し，需要を確保できて
いる。

1 カンパニーストア
カンパニーストアのほとんどが，新たな店舗であり，ペンシルヴェニア州エフラータ
やボストンなど，東海岸の大都市を中心に計画的に設置しているが，それらは「草の根」
をルーツとしているものではない。
例えば，最初のカンパニーストアであるエフラータのストアの場合，店舗の意匠も，
TTV の方針によって行われている（写真159・160）
。この方法によって，TTV が，統一
的なものとして可視化され，
「流行」を作りだすことも，効果的に行われるようになる。
ストアの活動は，地域におけるストアの位置づけと大きく関係がある。TTV は，通常
は飲食ビジネスを行わず手工芸品を販売するのみなのだが，郊外にあるショップが来訪
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者を迎える努力をしてきた。エフラータのストアは，商店街と離れていてストアとして
のみ展開するには立地条件が悪いが，車で立ち寄る人にとっては便利であったので，余
裕のあるスペースを生かして常設のコーヒーショップを設けてみた。小さなコーヒーシ
ョップは，アルコールや簡単な食事も楽しむことができる，より大きなカフェに拡大し
た。カフェを併設するカンパニーストアは，全米でもエフラータのみである（2011年 9
月現在）
。さらに，一定数の来訪者を確保するために，金曜日の夜のミュージックイベン

写真159・160 テンサウザンド・ヴィッレッジズの外部看板と内部（ペンシルヴェニア州エフラータ
2011）
。
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トをはじめとして様々な企画をたてて人を集める工夫をしている。ここで人々は，食べ，
音楽を楽しみ，ショッピングができるのである。住宅地が多いエフラータの郊外にはそ
うした場所が多くはないので，人々の新しい憩いの場となっている。さまざまな活動を
してきたことが知られるようになり，いまでは，しばしば一時間も運転してやってくる
人もみられる。
ストアで働く人にとって，そうした企画を行うことも一つの重要な仕事である。フェ
アトレードという信条や，エスニックな商品，という特徴とは全く別の興味を抱く人た
ちも，この場で過ごしともに働く意義を見いだしている。エフラータのカンパニースト
アの活動について詳述したダークス氏は，この店で，2003年から 8 年間勤務してきたジ
ェネラル・マネージャーである。通常ストアの管理は，ストアマネージャーが行うが，
ジェネラル・マネージャーの仕事は，より総合的だという。それは，店のスペースを活
用する教育プログラムを動かすことである。小さな子どもたちから構成されるスクール
グループ，成人，リタイアメント・コミュニティに居住する高齢者など，様々なグルー
プを迎えて，TTV を交流と学びの場として活用している。

2 コントラクトストア
コントラクトストアは，TTV の名前を掲げることを許されているストアである。TTV
が開発した製品を，決まった割合でおいてはいるが，他の商品を販売することは自由に
できる。けれどもすべてが，
「フェアトレード」のものでなければならない。
多くは地域の伝統をもつ店が，自分の考えでコントラクトストアとなるという意味で，
「草の根の店（grassroots store）
」と呼ばれることがある。ストアを運営する人々が自分
のアイディアをより鮮明に打ち出すことができる。
「草の根の店」は，しばしば教会が基
盤となっている。とくに，1970年代，1980年代に成長した「MCC コミュニティ」を基
盤としている伝統あるストアは，コントラクトストアである。例えば，コロラド州デン
バーのストアが，30周年を迎え祝った（2011年 9 月現在）というニュースは，遠く離れ
ていてもカリフォルニアのストアでも共有され話題となっている。ストアの人々は，し
ばしば交流の機会をも設けている。
スリフトショップ（Thrift shop）と呼ばれるリサイクルショップから成長してきたも
のもある。こうした店舗では，販売部門以外に，スリフトショップを設けていることが
多く，地域の人々にボランティアや商品の持ち込み，購入などを通じて，交流・活動の
場所を提供し，地域により関係の深い場所となっている。例としては，オハイオ州にあ
るほとんどのストアがコントラクトストアであるというように，地域による分布の特徴
がある。
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多様な教会に支えられているコントラクトストア
フェアトレード商品の中で，コーヒーの売り上げが第一位を記録したという138）カンザ
ス州ニュートンのコントラクトストアは，中西部の小さな町の中心街に位置している。
いったい誰がここで決して安価ではない商品を購入するのかと思うが，ストアは安定し
たコーヒーの売り上げによって支えられている（写真161）
。もともと，再洗礼派教会が
基盤となっているこのストアでは，再洗礼派に限らず近隣のいくつも教会が，教会関連
のミーティングでは，この店で販売されているフェアトレード・コーヒーを使用してい
るのである。教会メンバーの寄付や募金によって蓄積された資金が，恒常的にフェアト
レードの活動を支えていることになる。
自由にフェアトレード商品を選択することができることを生かして，貧困や困難な状
況にある女性たちを支援する「ホープ・ウーマン」プロジェクトの商品も販売している
（写真162）
。
売り上げを高めるためには，フェアトレードの精神に共鳴するボランティアの協力が
欠かせない。宗教的信条はボランティアの条件ではないが，このストアの場合は教会メ
ンバーが多くボランティアを務めている。
教会活動の一つとみなされ，ボランティアの参加も含め運営されてきたストアとして，
ネブラスカ州リンカーンのブレズレン教会が支えるコントラクトストアも長年活動を続
けてきた（写真163）
。ここでも教会における安定したコーヒーの購入，貧困や困難な状

写真161 イコール・エクスチェンジのコーヒー豆（カンザス州ニュー
トン 2012年）
。
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写真162 「ホープ・ウーマン」プロジェクトのアクセサリー（カンザ
ス州ニュートン 2012年）
。

写真163 ブレズレン教会が基盤となってきたコントラクトストア。コーヒー販売およびコーヒーのサー
ビスが行われている（ネブラスカ州リンカーン 2012年）
。
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況にある女性に貢献するプロジェクトによる商品の販売などが，教会メンバーのボラン
ティアによって支えられている。

スリフトショップの歴史をもつコントラクトストア
カンザス州ハッチンソンのコントラクトストアは，スリフトショップから始まった（写
139）
。比較的大規模な店舗の二階にはスリフトショップが設けられており，ボラン
真164）

ティアたちが多数働いている。TTVとは別な入り口から，人々は不要品を持ち込む。ボ
ランティアたちがそれらを整理して，商品としてタグをつけて販売する（写真165）
。生
活用品がすべて揃うデパートのような様子である。
こうしたスリフトショップは，アメリカでは一般的で人気がある。中古品の買い物は，
引っ越しや季節の変わり目に不要品を自宅前やガレージに並べて販売するガレージセー
ルと同様，のぞきながら歩く週末の楽しみと共通点がある。風物詩のような光景のなか
で，掘り出し物に出会ったり，ある地域で人気があったものを知ったりすることもある。
アーミッシュの人々も，しばしば，自宅前でガレージセールを行っている。
他方，スリフトショップは，季節ごとに商品を並べ替えることもあるので，クリスマ
ス前にプレゼントを揃えたりする，大がかりな買い物にも対応できる。なかには，募金
のために協力して作成するキルト部屋を備えていて，女性たちが，ウィンドウショッピ
ング，買い物，手芸ボランティアなど，いくつもの楽しみを一度に味わえる場所として

写真164 アーミッシュ・メノナイトの人々に商品について説明するエジプト出身の TTV の店長（カン
ザス州ハッチンソン 2009年）
。
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写真165 TTV の二階に設けられたスリフトショップで商品の整理をするボランティアたち（カンザス
州ハッチンソン 2009年）
。

集うスリフトショップもある。スリフトショップは，移民や，国内を移動する人たちが
多いアメリカで一般的なものを大切に継承し活用することをとおして，多様な人々が交
流する，という楽しみを味わう場所でもある。それは，フェアトレードや異国情緒のみ
でイメージされる場所とは違う彩りを，コントラクトストアに与えているのである。

町の再興の一端を担ってきたコントラクトストア
フェアトレードストアとしてより収益を上げるためには，ボランティアの活動が欠か
せない。いずれのストアでも，退職後の高齢者が多くボランティアを務める。なかには，
シカゴ近郊のコントラクトストアのように，ボランティアが95パーセント以上と中心的
140）
。このストアは，1945
な役割を果たしている特別なストアもある（写真166・写真167）

年頃から，NPO として小さな店から成長してきたという特徴がある。長年蓄積してきた
このストアのメイリングリストは，19万を超えている。半世紀ものあいだ，町の繁栄と
いう希望を共有する地域の人々が，店の継続にも貢献してきている。このストアは地域
と関わり，町の一角の再興を担っている。
販売しているものとして，
「女性たちの豆プロジェクト（Women’s Bean Project）
」に
よる豆がある。商品には，
「このノンプロフィット・ビジネスは，長期に雇用されていな
い女性，貧困，困難な状況にある女性たちを雇用している。この豆を買うことによって，
貧困のサイクルを断ち切り，より強いコミュニティを作り出すことに貢献する」
，と説明
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写真166 町の再興の一端を担う TTV（イリノイ州オークパーク2012年）
。

写真167 「女性たちの豆プロジェクト」による商品（イリノイ州オークパーク2012年）
。
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が付されている（写真167）
。コントラクトストアとして，TTV の商品だけではなく，そ
のストアの信条に従って，ビジネスを展開しているのである。

発信・教育とネットワーキング機能をもつコントラクトストア
インディアナ州ゴーシェンは，
「定年後戻る町」としても知られている。コントラクト
ストアでも，世界各地から集まる品々について学び，情報を伝える高齢者ボランティア
141）
。メノナイトの大学をもちメノナイトの人が多く住む町だ
が活躍している（写真168）

が，宗教にかかわらず，様々な人がボランティアとして活動している。ボランティアの
働き方については，希望に従って，様々なシフトが組まれる。
ストアで雇用されている人々の活動は，多様である。商品開発にとどまらず，フェア
トレードの意味を示す商品の展示・販売，教育などが仕事に含まれている。ペンシルヴ
ェニア州の大学を卒業してほどなく移ってきたメノナイトのスワープは，母親の生まれ
故郷のこの町は生活費が安く暮らしやすいと考えており，TTV の教育活動にも熱心に携
わっている。TTV では，通常の販売活動（Leidner 1993）とは別に，客と話し TTV の考
え方や方針などを伝えられるような活動が重視され，ゴーシェンのこのストアでは，と
くに子ども向けに書籍を選択し展示販売している（写真169）
。
店長を務めるスーザンは，1993年から，ゴーシェンの TTV に関わり，教育を担当し，
しばしば外部で講演も行っている。スーザンは，幼い頃から「平和（peace）
」に興味を
もっていた，という。スーザンは，メノナイトで，ゴーシェン大学で家政学を学んだ。

写真168 ゴーシェンのストア（インディアナ州ゴーシェン 2011年）
。
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写真169 フェアトレードに関する子ども用書籍（インディアナ州ゴーシェン 2011年）
。

医者である夫（1971年に21歳）は，ヴェトナム戦争の間，代替活動（第 5 章参照）とし
てヴァージニアの病院で働いた。スーザンも，家族とともに，ヴァージニア州で10年，
アイオワ州で 5 年過ごした後，ゴーシェンに戻ってきた。TTV に加わって，カンボジア，
ラオス，ヴェトナムなど10ヶ国を訪ね，陶器や絹織物の開発に関わってきた。ゴッシェ
ンのストアの運営を任され，この場の多様な活用を展開することで，彼女は，長年の夢
― 共生に係わるいくつもの具体的な道を発信すること ― を果たしていると語った。
ゴーシェンのストアの活動は，町全体のデザインとも関わっている。ゴーシェンは，
人口 3 万 2 千人ほどの中西部の都市だが，ほどよい大きさであることや多様な人々を受
け入れる雰囲気などを重視して町作りをしてきた。町にはメノナイトの大学があり，隣
接してメノナイト教会，メノナイトが NPO として運営する高齢者対象ライフケア・コミ
ュニティ（CCRC）があり，メノナイトの割合は比較的高い。だが，宗教にかかわらず
人々が住みたい町にする，という活動が住人たちによって展開されてきた。
その一つは，町の中心街の美しさである。昔ながらの中西部の特徴的な建築物を整備し
て，アメリカ中西部の町という観光的要素を加えている。少しずつ街路にフラワーポッ
トを加え，町の美しさを増すよう努力している。多くの人が訪れる活気ある町でありた
いというのだ。町の中心街に位置し，長い歴史をもつこの TTV も赤い屋根をつけて町に
彩りを加え交流の場を構成している。
TTV と道路を挟んではす向かいには，貧困者のための無料食堂スープキッチン「窓
（Window）
」が設けられている（写真170）
。食事を満足にできない人たちに，食事を配る
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写真170 ゴーシェンのメインストリートにある無料食堂スープキッチン「窓」
（window）
（インディ
アナ州ゴーシェン 2011年）
。

場所だ。天気の良い日には，
「窓」の前の木陰で食事したりくつろぐためのベンチが置か
れている。多様な教会が協力して運営している。多様な教会が協力していることと言え
ば，ほかにも，ホームレスの人たちの子どもたちに勉強する場を確保するために，宗派
を問わず，教会の建物に教会員やその家族が交代で宿泊して世話をする，という地道な
活動も続けられている142）。
町の中心部の活動は，より広い地域の活動とも連携している。町の北部では，アーテ
ィストが集まるエリアの開発も進められており，アーティストが集まって活動し，アー
ミッシュ・キルト，創作キルト，この地域の土を使った陶器などの販売も手がけている。
ここに隣接しているのが，MCC とスリフトショップである。小さなレストランもあり，
町の北部の小さな観光スポットとして成長中だ。
多様な機能を発揮している TTV は，さまざまな人が「定年後住みたい町」ゴーシェン
において，その包摂力の一端を担っているといえよう。

3 フェアトレード・フェスティバルセール
フェアトレード商品を販売するかたちとして，最も自由度が高く，草の根の運動の形
を取っているのが，フェアトレード・フェスティバルセールである。これは，人が集ま
る場所を用意することができれば，基本的に誰でも行うことができる。多くは，平等，
包摂，エコロジーなどの TTV の価値観に賛同する人々が，教会などを利用して行う。こ
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のことによって，教会員のみならず，広く近隣コミュニティの人々が，サンクスギビン
グやクリスマスシーズンに，集まり楽しむ場所となるのである。

ホリデーブティック
たとえば，カリフォルニア，ロサンゼルス近郊のプレスビテリアン教会 Kirk O’ The
Valley では，2013年には，12月第一週の土曜日の午前中に，TTV の商品を販売する「ホ
リデーブティック」を開催した。同時に，フェアトレード団体「イコール・エクスチェ
ンジ」のチョコレート，コーヒー，紅茶，さらに，地元アルチザンが製作したクラフト
も販売した。複数のフェアトレード団体の商品および他の商品を共に販売するこの形式
は，アライアンスストアと同様である。
この教会は，1961年以来，一つの「スクール・コミュニティ」となることを目指し，
近隣の子どもたちの教育にも熱心に取り組んできた。子どもたちも楽しんで参加するこ
とのできる「ホリデーブティック」は，フェアトレードの意味や多様な文化の存在に関
し，子どもたちが触れ学ぶ機会でもある。
教会員以外の誰もが参加できることから，地元アルチザンのクラフト販売の機会を設
けることによって，
「ホリデーブティック」は，地元のコミュニティに一つの活動を付加
し，地元の人々と世界の交流を促進しているという側面を有する。

ホリデー・フェアトレード・ブティック
もう一つは，カリフォルニア，ノースハリウッドのバレー・メトロポリタン・コミュ
ニティ教会（MCC in the Valley）のケースである（写真171）
。2013年には，サンクスギ
ビング・ホリデーの土曜日と日曜日（礼拝時間を除く）に，
「ホリデー・フェアトレー
「世界中のアルチザンの手作り
ド・ブティック」を開催した。案内のポスター143）には，
の美しい贈り物を見つけましょう」
，と参加への誘いが記されていた。今回は，昨年に続
く第二回の試みだ。販売には，教会に併設されたワンルームスクール144）の場所が使われ
ていた。
貼り出し用に配布されるポスターの台紙は共通で，
「公正に取引された贈り物 ― 家の
，とい
装飾や宝石など ― を発見しよう。そして，世界中の家族の生活を変えましょう」
うキャッチコピーが，
「手作りのハーモニー」という商標とともに記されている。さら
に，フェアトレードについて，
「すべてのプロダクトは，奇跡だ。フェアトレードは，
人々を繋ぐ。あなたが贈り物，家の装飾，宝石やアクセサリーを購入することは，世界
中のアルチザンとそのコミュニティに希望と新しい可能性を与える」
，と説明されてい
る。参加した人々に配布用のフェアトレード・フェスティバルセールのパンフレットに
は，
「一つの持続可能なショッピングの旅」
，車用ステッカーは，
「フェアトレードで買い
物をしよう。あなたの世界に投資しよう」
，とそれぞれ記されており，フェアトレード
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写真171 「ホリデー・フェアトレード・ブティック」を開催した教会（カリフォルニア州ノースハリウッ
ド 2013年11月）
。

は，まさに自分が暮らす世界を変革することなのだ，というメッセージが投げかけられ
ている。
TTV の方針に主催者が共鳴するところがあれば，フェスティバルセールが行われる。
この教会のカードには，
「生きている教会に，やって来て，私たちと共にいましょう！」
と，メッセージが記されている。二人の牧師のうちの一人，ロバートによると，この教
会が目指している価値観は，ジェンダーをはじめすべての関係性における平等主義的な
考え方，セクシュアリティ観の自由，非暴力，環境への配慮など，社会変革に資するも
のである。避妊によって子どもを持たない選択をするプロチョイスに賛同している。平
等主義は，環境や動物との間でも重要だと考えている。教会には，ソーラーパネルを設
置し，電気は LED，コンポストを利用している。節水型トイレを使い，溜めた雨水で庭
に水をやっている。
彼自身は，カソリックの家庭で育ち，ハーバード大学で宗教を研究し，チベット仏教
で学位を得た。セント・ルイスの大学で教えていたが，キリスト教のあり方に関する考
え方の違いから，大学を離れざるを得なくなった。ホモセクシュアリティを認めないカ
ソリックから離れ，メノナイト教会に迎えられた。だがここでも，ジェンダー，ホモセ
クシュアリティに関する考え方の違いがあり，家父長的である点を認めることができず
離れ，このノースハリウッドの MCC 教会から招聘されてカリフォルニアにやってきた。
夫のジョーとともにこの教会で牧師を務め2013年には 9 年半になる。犬のフリスキーと
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写真172 教会における感謝祭（サンクスギビング）の準備（カリフォルニア州ノースハリウッド
2013年11月）
。

三人で暮らしている。
この教会は，月一度近隣の公園でスープキッチンを開催し，150人ものホームレスが
集まる。しばしばそうした機会に教育をしたり，仕事と引き替えに食事を提供するべき
だ，という意見もあるが，キリスト教に従うのなら，ただ与えるだけでよい，と考えて
いる。狭義のギブアンドテイクではなく，生きていることを出発点とする「相互に支え
合うこと」
（interdependent）が重要であると考えている。
少子化や教会離れによって，教会にやってくる16歳から32歳くらいまでの若年層は減
少し，2013年には103人居る教会メンバーのほとんどが70代単身高齢者となっている。そ
ういう環境にある人たちのために，11月第 4 週の水曜日は，ボランティアが集まって，
次の日のサンクスギビングの準備に余念がない（写真172）
。

おわりに
本章では，現地調査に基づき以下について情報を提示し検討した。Ⅰでは，アーミッ
シュたちが，ボランティア活動として手作りすることが，異なるグループの協働により
遠くの人々に届けられる仕組み，Ⅱでは，メノナイトの一女性のアイディアによって開
始された，公正な取引を目指すフェアトレードの一つとして知られる TTV が，多様なか
たちで展開した状況，Ⅲでは，誰にでも開かれている，立ち寄りやボランティアをする
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ことなど様々な活動をすることができる場，コモンズ（共有地）としてのフェアトレー
ドストアのデザインと展開について検討した。
TTV は，価値観・倫理観を表明するのみではなく，その実現に向けた具体的な活動で
ある。自分では声をあげられないでいるモノ作りに従事する人々が，公正（フェア）な
扱いを受けること，すなわち，労働に対し適正な代価が支払われるために，生産と販売
のシステムを整備してきた。国境を超えた文化資源共有の道を探ることによって，地域
や立場による格差を是正し，人々の生活環境を向上すること，さらに，リサイクルなど
原料の入手方法や製作過程において地球環境に配慮するという主張がなされてきた。
その活動を担ってきたのは NPO であり，企業の利潤のみを追求するのではなく，社会
における公正さを追求する社会的企業としての側面を有する。TTV は，メノナイトが中
心となって運営している MCC の協力を得ているが，世俗的な組織 NPO として多様なス
トアを開発することによって，合衆国のみならず世界各地の人々が信教に関わらず参加
できる自律的な活動を継続してきている。
TTV における調査によって得られた成果の一つとして，モノづくりへの姿勢があげら
れる。モノが売れなければ，生産者に適正な代価を支払うことができない。そこで，生
産者のアイディアとインスピレーションによって製作されたモノの販路を模索するだけ
ではなく，消費者の動向を精査することによって，TTV が作品のデザインを共に考える
という共同作業が実践されてきた。こうした試みの展開として，異なる文化の多様な交
流が生まれた。生産者が，地域で得られる材料を使用して，デザインを楽しみながら作
成してきたモノの存在は，TTV の出発点である。そして，消費者が遠い未知のモノに触
れ，モノを製作する人々の文化に触れる楽しみ，すなわち未知の文化との交流の欲求は，
TTV における目的を実現するための原動力である。
生産物の販売と価値観の発信に向けて，TTV の三つのカテゴリーのストアに属する
人々は，互いに支え合っている。ペンシルヴェニア州エフラータの TTV 本部は，各地の
ストアの販売者が情報を交換し，生産者と直接交流する機会を設けている。各ストアに
おいても，スタッフやボランティアに情報を伝える際に，ピアラーニングという，とも
に学ぶ方法が活用されている
カンパニーストアは，確実に利益を生み出し適正に生産者に還元するため，世界各地
の MCC 関連の情報を活用して，商品を設計し販売ルートを整備する立場にある。この
ストアは，全米のみならずカナダにおいても計画的に流行を作り出し，レストラン併設
やイベント会場等，新しい空間利用のモデルを提示し続けている。他方，その多くが地
域に根づいた教会に支えられてきたコントラクトストアは，地域の状況に即した活動を
展開している。いずれにしても，参加者の信仰や信条が問われることはない。さらに，
スペースとアイディアをもつ誰もが利用できるクリスマスセールなどの一時的な販売形
式は，人々に楽しみや交流の機会をもたらしてきた。この実践においても，平和主義や
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非暴力に基づく平等や環境に関わる考え方が，アーティファクト（工芸品）を通して，
発信されている。
各ストアでは，しばしば近隣の人々に向けて，モノや書籍，講演などによって，情報
発信を行っている。とりわけ，教会などを利用して行われるクリスマスフェアは，近隣
に店舗がない地域の人々も，TTV が発信する情報やモノに触れる機会を与えている。こ
うした場所には，子どもたちや高齢者も多く参加する。
フェアトレードは，一つのコミュニティや社会だけではなく，境界や国境を越えて助
け合うというメッセージを投げかけるものである。TTV は，国境をはじめ様々な境界を
越えて，人々が相互扶助を行い関わり合ういくつもの道を提示してきた。様々なストア
は，すべての人に，遥かな世界と情報や楽しみを共有する具体的なコモンズを提案して
きた。手に入るものを大切に使い，楽しみのためデザインするためのアイディアを紡ぐ
ことは，世界各地で人々が行ってきた活動である。だが，
「もったいない」という感覚
や，身近なモノを慈しむことが，すべての人が充足した生活に繋がるという「グローバ
ル・コミュニティ」創出に関する TTV のメッセージは，人々に新しい楽しみや居場所を
与えているといえよう。
多様な相互扶助の工夫と実践は，家族以外の人々や，教会メンバー以外の人々をもケ
アすることであり，人々は，必要な資源や新たなコミュニケーションの機会を得て，物
事に関する理解を深め情報を蓄積する。第三章で，
「マイグレーションは，コミュニティ
のありかたを配慮してケアし，大切に面倒をみて手入れする（tend）こと」の一つの実
践である，と説明がなされた。移動することによって，人々は新しい生活の糧を得るば
かりではなく，異文化との交流を通して，新たなコミュニティを生み出す。フェアトレ
ードというサポートの実践である TTV は，人々が移動はしなくても，価値観を共有する
ことによって，コミュニティが，周囲の世界のなかで位置を得て，ゆるやかに繋がり，
機能してゆく相互扶助の一形態と道筋を示している。そこには，一時的な平等観や義務
感に規定されず，互いが生きて存在しなければ成り立たない，相互依存の意義を考える
豊かな素材が，楽しみとともに，提示されている。
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鈴木七美『アーミッシュたちの生き方 ― エイジ・フレンドリー・コミュニティの探求』
国立民族学博物館調査報告 141：221 230
（2017）

終章
― ウェルビーイングとエイジ・フレンドリー・コミュニティ

再洗礼派の人々 ― アーミッシュたち ― は，聖書を道標に生活をするという生き方に
ついて、個人が自らの意志によって選択をすることを主張し，宗教改革の時代に急進派
として登場した。アーミッシュたちは，信教における個人の自律を重視しつつ，信念を
共有する者が共に生きる場としての教会コミュニティを協働し築くという，バランスを
とるのが困難を極める共同体のありかた，そして，それらコミュニティの自律と一般社
会における包摂という難題を追求してきた。自分で生き方を考え実践するという目的に
向かう，すなわち自律を守るために，頼り合い支え合うことが，かれらのテーマだった
のである。
本書は，変化する社会の中で，
「アーミッシュという生き方」をどのように捉え実践す
るのかを常に問い直してきた人々の軌跡に注目し，生きるために守りたい価値観，それ
を実現するための軌跡 ― 互いの足元を照らしだせるよういつも近くにいること，遥か
遠くの者ともつながる術，異なる時や文化を生きる人が交流することの意味と，いかに
して交流できるのか ― について考察した。それは，一人では誕生することも死ぬこと
もままならない人間が，満足して暮らすことや安心して人生を全うすることなど，私た
ちが生きる世界のありかたを考えることに繋がっている。各章では，以下を検討した。
第 1 章Ⅰ・Ⅱでは，信教とは聖書にしたがって生活することを自律的に選択すること
であるとして，互いに洗礼しあった再洗礼派の人々の登場と，教会の多様化について検
討した。メノ・シモンズのもとに集まったスイス兄弟団と呼ばれる再洗礼派メノナイト
の人々から，より急進的なアーミッシュというグループが生まれた。アーミッシュを率
いたヤーコブ・アマンは，メンバー同士の洗足を行う，信教におけるメンバーの一致を
確認する聖餐式を一回から二回に増加するという新しい実践を提案し，これに従わない
メンバーに対し厳しい社会的忌避「シャニング」を徹底することを主張した。教会とは
信仰を同じくする者たちの集まりだと考える再洗礼派のなかでも，とくにアーミッシュ
のあいだでは，信者が支え合って生きるために生活実践のきまり ― オルドヌング ― を
共有することが重視されたのである。
世俗と既成の教会いずれの権力にも従わず，個々人が聖書に基づき生き方を問うとい
う姿勢は，生活の場や生命を賭けるものであり，激しい迫害のなかで再洗礼派は殉教し，
移動（マイグレーション）を重ね，多くが北米へ移住した。Ⅲ・Ⅳでは，移住後のアー
ミッシュたちが，変化する社会の中で信教に基づく生活実践のありかたを問い続ける過
程を追った。米国の再洗礼派においては，社会の急速な変化のもとで，聖書に基づく平
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和に関する実践や現代文明の適用などについて，伝統的，過渡的，転換的という三つの
傾向をもつグループが現れた。この過程で，伝統的な生活を保持するグループは「オー
ルドオーダー」と呼ばれるようになり，
「オールドオーダー」としてのアイデンティティ
を強める傾向もみられた。さらに，より伝統的な生活を志向する超保守的なグループや，
外部からオールドオーダー・アーミッシュのコミュニティに参加する者も現れた。
新しいグループが誕生する過程で特に問題となったのは，礼拝の場所，移動・通信手
段，そして「シャニング」など，オルドヌングに関するものであった。ミーティングハ
ウスは，日常生活の場から離れた専用の礼拝の場を用意するという点で，伝統的なグル
ープにとっては受け入れがたかった。聖書に基づく信仰は，キリストの使徒たちが生活
のなかで実践することだと捉えられており，それは，教会を構成するメンバーの家で順
番に行われる礼拝として表現されてきたからである。家における礼拝は，教会が教会メ
ンバーたちの集まりであり，家は皆に開かれる場として教会を実現していることを示し
ているのである。
自動車を所有せず馬車で移動する，電話やコンピュータを使用しないということは，
頻繁に遠くへは行かない，顔を合わせて話をできる距離にいることを意味しており，互
いが生活している環境を感じつつコミュニケーションをとることが，コミュニティを生
かし共生することに向けて大切な実践と考えられていることを示している。物理的に近
くに居ることを重視する背景には，同じ景色を眺めその変化を感じられる距離にいなけ
れば，人々にとって，互いにその足元を照らし出し，今日も無事に歩くことができてい
るのかを思いやることは，難しいという危惧があろう。
アーミッシュたちは，分離する道を選んだとしても，共通の価値を模索しつつ協働し
てきた。きまりによってコミュニティを保持する方向性のみならず，きまりを問い直し
変更したり，新たなグループが生まれるという，絶え間ない変化について検討し続ける
ことによって，全体としてのレジリエンス（弾性，回復力）を生み出し，価値観を共有
する存在として一般社会のなかで生き続けてきたのである。オールドオーダー・アーミ
ッシュが実施し続けている，異なる生活実践を選択したメンバーに対する社会的忌避 ―
シャニング ― にしても，これに伴う長期に渡る話し合いやとりなしがなされる。
アーミッシュたちの生活において，学び考える機会は，大人を含むすべての世代に開
かれている。第 2 章では，子どもから大人までの学びの実践に注目し，学びの意味を検
討した。Ⅰ〜Ⅳでは，アメリカ合衆国における公教育の変化のなかでアーミッシュたち
が守ろうとしてきた教育実践を辿り，かれらが世代を越えて継承してゆきたい価値観や
生き方について問う姿勢について検討した。Ⅰでは，家庭とコミュニティにおける生活
が子どもたちの教育に重要であると考えて，公教育における義務教育との年限に従わな
いオールドオーダー・アーミッシュの主張のゆくえに注目した。この問題は，民主主義
と個人の自由のありかた（仲正 2014: 75 106）に対する問題提起でもあったからである。
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アーミッシュの学校でも家庭でも大切にされてきたことは，第一に，子どもたちがそ
こに居場所があると確信できる包摂観をもてることである。一人一人が認知されている
ことは，学校における個人に関わる場所の確保や，家庭やコミュニティにおいて役割を
もつことによって確信できる。役割とは，力を持つ者のみが行う内容とは限らず，ただ
そこに生きて，周囲と関わり合うことだけでも達成される。将来，子どもたちは，コミ
ュニティ・メンバーとなり家族を形成するにあたって，自分で考え決意するという難し
い課題が与えられる。家族，コミュニティ，時間の三つが大切と述べていたアーミッシ
ュの人々は（第 3 章参照）
，教会コミュニティのメンバーになった後も，現代社会におい
てどのように生活様式を調整していくのか，常に考える時間と力を必要としているので
ある。
「Ⅳ アーミッシュ・メノナイトの教育 ― 教会学校とホームスクール」では，アーミ
ッシュ・メノナイトを中心とするホームスクールの経験に注目し，経験者たちが学びの
意味を問う過程を照射した。オールドオーダー・アーミッシュの教育に関する主張が広
く一般社会の関心を集め，1960年代以降の合衆国一般社会の学びを問い直す運動や，ホ
ームスクールなどの教育実践の多様化に影響を与えてきた。それは，民主主義と個人の
教育の権利と自由を問うのみならず，教育がいかなる意味をもつものとして人々に求め
られているのかを再考する過程でもあった。ホームスクールで学んだアーミッシュ・メ
ノナイトは，その経験について，自分のペースで進めるという自由によって得られたの
は，
「教育（education）
」を求める自由な時間だったという。そのことによって，彼は，
身体全体で表現したり（show）
，話したり（tell）することができたという。自分が触れ
たり把握したりするために十分な時間を使い，得られた成果を，母のみならず，父や弟
たち，近くに住む祖父母，そして週に数日出会う教会のメンバーたちなど，他の人々と
共有することを，彼は，
「教育（education）
」と表現しているのである。
Ⅴではすべての世代に開かれたライフロング・ラーニングについて検討した。教会を
利用した平日の夜のセミナー，日曜日の礼拝後のミーティング，そして，大学など研究
機関で行われる研究会などにも人々は出かける。たとえば，メノナイトが主催したマイ
グレーション（移動や移住）に関する講演会145）では，マイグレーションの研究者，オー
ルドオーダー・アーミッシュ，オールドオーダー・メノナイトの人々が，それぞれ，マ
イグレーションの動機と意味，そして方法などについて語った。そこでは，マイグレー
ションの理由の一つとして，二，
三世代後に生きる人々が，教会コミュニティ・メンバー
として充実して生活できることを目的に，ヨーロッパからアメリカへ，アメリカ内部へ，
アメリカから外国へ移動してきた経緯が検討された。マイグレーションは，
「コミュニテ
ィのありかたを配慮してケアし，大切に面倒をみて手入れする（tend）こと」の一つの
実践であると，説明がなされた。ここでは，世代の異なる他者への責任を果たすことが，
共通のテーマとなっているのである。

223

外部からアーミッシュやアーミッシュ・メノナイトに加わった人々を交えたライフロ
ング・ラーニングの機会において，外来の人々は，現代的な生活に疑問をもち，新しい
テクノロジーは自律と個人主義を求めると警鐘を鳴らし，
「落ち着ける居場所」
，
「名前」
をもつこと，
「家族」と呼べる人たち，平和，
「生きる場」などを求めてアーミッシュと
なることを決意し，結果として，
「毎日夜のゆっくりした時間」を持てるなどの変化を感
じていると語った。やはり外部からアーミッシュ・メノナイトとなることを選んだ人は，
決して「一人にしない」ことに惹きつけられたと述べていた。かれらの指摘から照射さ
れることは，心地よさや便利さを生み出してきた現代のテクノロジーが，孤独のなかで
選択をしてゆくという意味で用いられている自律や個人主義と関わるものであり，人間
の人生すべての局面におけるウェルビーイングを到底満足させられるものではない，と
いう点である。アーミッシュたちの生き方を吟味してきた人々の言葉は，誕生から死ま
で唯一人では生ききることのできない人間が，自分らしいと感じる生き方を選択すると
いう意味の自律を求める時，どのように頼り合い支え合えるのかを問いかけるものであ
る。
第 3 章では，アーミッシュたちが，きまりを守り，あるいはきまりの内容を検討する
のみならず，日常のコミュニケーションによって，自分たちにとって大切なことがらを
議論する様相を辿った。アーミッシュたちは，国家などの制度に基づくシステムとして
の社会保障ではなく，互いに助け合って生きることを重視してきた。アーミッシュたち
が，頼り合う（インターディペンデント（interdependent）
）関係を築き，相互扶助しな
がら暮らすことに見出してきた意味を，かれらが，働き，楽しみ，語り合い，考える舞
台をテンドする（世話する）
（第 2 章Ⅴも参照）コミュニケーションの場に注目して検討
した。
オールドオーダー・アーミッシュのあいだでは，仕事として農業が理想とされている
が，それは，神が用意した大地を耕すというだけではなく，多くの人に働く場を与え包
摂すること，そして家族や教会メンバーと近くで過ごすことを可能とする仕事だからで
ある。作業を終えて家路を辿る人々は，農場の間の道路で，たくさんの知人にすれ違い
互いの一日の無事を知る。道で出会った時に馬車の中で手を上げる挨拶は，場所によっ
ては，自動車を運転している見知らぬ著者にも向けられることがある。無事でいて微笑
みあう挨拶ができること，それ自体を喜んでいるように見えて，著者も挨拶を返すので
ある（写真173）
。助け合い生きることの基本は，まずは手の届くところに居ることだと
感じさせられる瞬間である。制度に基づく支援では，十分に行き届かなかったり，ある
いは排除される人々も出てくるが，顔が見える人々同士がそれぞれの状況に合う形で頼
り合う道が，常に模索されているのである。
近年，分離し移動した人々が協働する姿も顕著である。信念に共通性をもつが，様々
の理由で移動せざるを得なかった人々は，シスター・コミュニティを形成することによ
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写真173 夕暮れの道を走るオールドオーダー・アーミッシュ（インディアナ州ナパ
ニー 2013年）
。

って，グループ全体として活動の場や楽しみを増やしてきた。考えの違いから分離して
きたコミュニティ同士も，生活実践が異なるからこそ行える異文化協働に向けて力を蓄
えてきた。オールドオーダーの人々も，洗礼前に異なる宗派を選択した者達や，外部の
世界の「イングリッシュ」とつきあわないわけではない。それどころか，人々は機会を
見つけて繋がりを広げ深めているのである。
困難に際して解決を探り，助け合う時や，共に創ることに向けて共通の資金を得る活
動などにも，長い語り合いや共に食べることなど共に過ごす時間が使われる。アーミッ
シュの子どもたちの銃撃事件に関し，聖書に基づき「赦す」ことは，感覚としては「明
日を生きるため」と，あるメノナイトの女性は語った。理解できないことを共に考える
ことによって，固定観念や憎しみや恨みなどから自らを解放する試みも，価値観を問い
直し，良い生，ウェルビーイングに向かう一つのステップと位置づけられよう。
「Ⅳ 非暴力・平和主義とケア空間の開発」では，アーミッシュたちが，日常生活にお
ける支援が必要となる場合に，互いに支え合うどのような方法を見出してきたのか，ど
のような生活の場を創ってきたのかを検討した。家族をはじめとして共に暮らすことを
願う人たちが作ってきた多世代居住の家，人々がしばしば訪問しあい情報を交換するこ
とができるように近くに居ること，そして，必要な場合に専門職者も含め知恵を出し合
い対応できる状況が工夫されてきた。その特徴は，当事者としての人を一人にしない，
あるいは家族やコミュニティを孤立化させない，ということを念頭におき，どのような
状況にある人でも生活全体の満足が得られるよう配慮することである。その過程で他の
宗教をもつ人々や一般社会とも連携し，様々な異なる状況にあるものが協働することが
なされてきた。
高齢者などのケアにあたる専門職や専門的な施設の開発について，アーミッシュたち
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は非暴力の主張から良心的兵役拒否を行ってきたことに基づき，特徴的な経験を蓄積し
てきた。その過程で開発された代替活動は，精神疾患の患者のケア，高齢者のケアなど，
人生において必要とされるケアの領域に参加することとして実践されてきた。代替活動
として多くの人々が経験したことは，施設で暮らす人々が孤立していることや，生活全
体における満足に十分な配慮がなされていないことなどであった。代替活動を終えた人々
のなかでも，とりわけ多くのメノナイトは，その経験を生かし合衆国におけるケアの新
たなモデルの創出に奔走することになる。
Ⅳで扱った例は，20世紀半ばから，より同化したグループが中心となって推進してき
たケアの実践である。とくにメノナイトやアーミッシュ・メノナイトが作ってきた場は，
一方で，メディケアやメディケイドに基づき現代社会の社会保障を生かすことによって，
アーミッシュたちに限らずすべての人に利用される施設となっている。他方で，施設利
用には消極的な伝統的なグループにも適用可能なかたちで，共有可能な方法の模索がな
された。家族や教会メンバー間の相互扶助を重視してきたオールドオーダー・アーミッ
シュたちも，こうした施設を利用することがみられる。非暴力と平和主義をめぐって，
形は異なっても次々とサービスを考案し関わることは，アーミッシュたちにとって，信
条を表現しつつ一般社会とコミュニケーションする過程でもあった。働く場，家庭，コ
ミュニティが時間を共有すること，様々な語り合いの時間と場が，アーミッシュたちの
みならず広がっていく様が照射された。それは，他の人々との関係の場としてのコミュ
ニティや共有地としてのコモンズのありかたを問い，ケアすること，アーミッシュたち
の表現によれば「テンド」
（世話をする，面倒をみる）し続ける方途を考えることでもあ
る。それは，現代においてしばしば議論されるワークライフバランスという視点とは異
なり，最も重要と考えられる点を中心に生活を組み立てていこうとする試みである。
第 4 章，第 5 章では，アーミッシュたちが，対面で出会えるとは限らない遠くにいる
人々とコミュニケーションしケアを広げる実践について，検討を加えた。
第 4 章では，歴史の中で世界に遍在する生活用品であるパッチワーク・キルトをつく
る場に注目し，様々なケアを実践することや，支援や信条に関するメッセージをモノづ
くりに込めることが，対面では果たせないコミュニケーションを広げ，また，誰もが居
場所や楽しみを得ることに開かれたコモンズの展開に関わる点について考察した。
ここでは，信教に基づく特徴的な服装から，その端切れを生かして特徴あるキルトを
製作してきたオールドオーダー・アーミッシュを中心とする再洗礼派の活動を追ってい
る。とりわけアーミッシュ・キルトが人気を博してきたことは，アーミッシュたちにフ
ァンドレイジング（募金のための企画と実践）による資金と，キルト文化の楽しみと信
念を一般社会と共有する機会をもたらしてきた。キルトによってアーミッシュたちは，
対面によるとは限らないより広範なコミュニケーションを果たし，また信教の一環とし
て，遠い世界へもサポートの手を広げることができたのである。時間をかけた手作りに
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よって，誰もが行えるサポートと交流は，アーミッシュたちにも一般社会の人々にも，
新しいコミュニケーションのありかたとして提示されたのである。
ライフコースにおける贈り物や支援品としてのキルトや手芸品作りという習慣は，高
齢期をはじめ人生において様々な状況を生きる人々が，一人で居ても多くの人が参加す
る場でも，孤立せず気遣いなく落ち着いて居ることができる空間を作り出してきた。キ
ルトづくりの場を追うことで，経験や知恵に支えられ人々の生活に根付いてきた習慣や
文化が，生きる場を豊かに広げ続ける力をもつことが，照射された。
第 5 章では，誰にでも開かれている，立ち寄りやボランティアをすることなど様々な
活動をすることができる場，コモンズ（共有地）としてのフェアトレードストアのデザ
インと展開について検討した。フェアトレードは，一つのコミュニティや社会だけでは
なく，境界や国境を越えて助け合うというメッセージを投げかけるものである。それは
政治的メッセージのみならず，想像の翼を広げ，楽しみを得る場でもある。
メノナイトの一女性のアイディアによって開始された，公正な取引を目指すフェアト
レードの一つとして知られるテンサウザンド・ヴィレッジズが，多様なかたちで展開し
た状況について，舞台となる各地のストアに注目して検討した。テンサウザンド・ヴィ
レッジズは，メノナイトが中心となって運営している MCC の協力を得ているが，世俗
的な組織として多様なストアを開発することによって，合衆国のみならず世界各地の人々
が担う自律的な活動を継続してきている。
カンパニーストアは，確実に利益を生み出し適正に生産者に還元するため，世界各地
の MCC 関連の情報を活用して，商品を設計し販売ルートを整備する立場にある。この
ストアは，全米のみならずカナダにおいても計画的に流行を作り出し，レストラン併設
やイベント会場等，新しい空間利用のモデルを提示し続けている。他方，その多くが地
域に根づいた教会に支えられてきたコントラクトストアは，地域の状況に即した活動を
展開している。いずれにしても，参加者の信仰や信条が問われることはない。さらに，
スペースとアイディアをもつ誰もが利用できるクリスマスセールなどの一時的な販売形
式は，人々に楽しみや交流の機会をもたらしてきた。この実践においても，平和主義や
非暴力に基づく平等や環境に関わる考え方が，アーティファクト（工芸品）を通して，
発信されている。
テンサウザンド・ヴィレッジズは，国境をはじめ様々な境界を越えて，人々が相互扶
助を行い関わり合ういくつもの道を提示してきた。これらには，国家をベースとする福
祉だけではカバーしきれない，人々のウェルビーイングに資する活動を創造的に展開す
るヒントが豊かに含まれている。様々なストアは，すべての人に，遥かな世界と情報や
楽しみを共有する具体的なコモンズを提案してきた。
多様な相互扶助の工夫と実践は，家族以外の人々や，教会メンバー以外の人々をもケ
アすることであり，人々は，必要な資源や新たなコミュニケーションの機会を得て，物
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事に関する理解を深め情報を蓄積する。第 2 章Ⅴで，
「マイグレーションは，コミュニテ
ィのありかたを配慮してケアし，大切に面倒をみて手入れする（tend）こと」の一つの
実践である，と説明がなされた。移動することによって，人々は新しい生活の糧を得る
ばかりではなく，異文化との交流を通して，新たなコミュニティを生み出す。フェアト
レードというサポートの実践であるテンサウザンド・ヴィレッジズは，人々が移動はし
なくても，価値観を共有することによって，コミュニティが，周囲の世界のなかで位置
を得て，ゆるやかに繋がり，機能してゆく相互扶助の一形態と道筋を示している。そこ
には，一時的な平等観や義務感に規定されず，互いが生きて存在しなければ成り立たな
い，相互依存の意義を考える豊かな素材が，楽しみとともに，提示されている。
アーミッシュたちの生き方を辿ることによって，私たちは，迫害の記憶を忘れずに生
きようとするマイノリティの視点から，現代社会において生きる場をいかに共有するか
を再考し，複雑な問題の調整にあたる複数の道筋を参照することになった。生活実践の
捉え方の違いから分離してきた人々は，それぞれの道を歩いてきたことによって，共通
の信条に基づき，遥かな人々と繋がる感覚を得る方法を確立してきたといえる。
再洗礼派の誕生以来，聖書に従う生き方の表現としての日常生活のありかたが常に問
われてきた。なかでも，聖書に記されたイエスの教え，弱き者であることと，そうした
者との関わりを幸いとする ― 「こころ貧しい人たちは，さいわいである，…悲しんで
いる人たちは，さいわいである，…憐れみ深い人たちは，さいわいである，…義のため
に迫害されてきた人たちは，幸いである」
（マタイによる福音書第 5 章）― 暮らしの実
現に，アーミッシュたちは拘り続けてきた。アーミッシュたちとしての生き方を吟味し
てきた人々の言葉と実践は，誕生から死まで唯一人では生きることができない存在とし
ての人間が，どのように関わりあって生きていくことが幸いなことなのかを選択し決意
するという意味の自律を目指してきた。アーミッシュたちは，テクノロジーの開発に伴
い選択肢を拡大してきたようにみえる生き方について個々人が選択するという近代的な
自律に異を唱え，共に議論を続け考える姿勢を自律と捉えてきたのである。ベラーらは，
過度の個人主義化を批判し，地域や教会などを基盤とするコミュニティの充実や，コミ
ュニティが個人の尊厳が実現される公共の場となることを構想していたが（ベラー他
1991; 山脇 2004: 23 24）
，アーミッシュたちの生活実践に注目することは，その道筋や
意義をより明確にするものである。社会の近代化に問題を投げかけ伝統的な暮らしに拘
るようにみえるアーミッシュたちは，合意によって倫理議論を基礎づけている現代の討
議倫理学者の潮流（品川 2015: 254）とも重なる判断をしているともいえよう。
議論が必要な理由は，判断の根拠となる幸いあるいはウェルビーイングは主観的なも
のであり，誰から見ても同じではなく移りゆくものであり，常に誰かを排除する可能性
をもつからである。序章でも述べたように，同じ言語で語り合えない者たち ― これか
ら生まれてくる世代，自然，異なる文化的背景をもつ者など ― のウェルビーイングを
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排除する危険性に満ちているのである。変化の中で生きている私たちは，自分自身の気
持ちやウェルビーイング観すらすべて把握することはできない。
アーミッシュたちが語り合い続け，せめてその時々の幸いとしての一時的真理に到達
することを試みるのは，議論が，異文化理解に向けられると同時に，自分は何者かを問
い直すものだからである。他者と共に行うことによってようやく成り立つ議論の場とし
て，コミュニティは不可欠なのである。寂しいからとか心細いからとか，齟齬や軋轢を
緩和する技術を磨いてただ共存することだけを目指すのではなく，排除してしまう可能
性のある者たちが参加できるかたちのコモンズを開発し続けるためには，他者と支えあ
い知恵を出し合うほかはない。こうしたコミュニティをテンド（世話）するという意味
のケアは，生涯にわたる関わり合いとしての全ての者に開かれたライフロング・ラーニ
ング（生涯にわたる学び）を目指す。変化のなかで，誰もが大切なものを問い直し守る
ことができる幸せ ― ウェルビーイング ― に向けて，交流し議論できる環境としてのコ
ミュニティをテンドするアーミッシュたちは，多彩なライフロング・ラーニングの時空
間を紡いできたのである。
「テンド」には，病人の世話をするという使い方もある一方
で，庭の手入れ，作物や家畜の世話する，という用法にみられるように，それぞれの生
命力や方向性を生かしながら，慈しむことによって自分も恵みを受け取る，毎日の生活
に不可欠の異なるものたちとの相互依存（頼り合い）の意味がある。排除してしまう可
能性のある者たちへの配慮は，公平や正義といった観点からのみ必要なのではない。排
除してしまう可能性のある知恵，イリイチのいうヴァーナキュラーな知を集めるために
（イリイチ 2005）
，多様な者たちの存在と助け合いが不可欠なのであり，現に此処に存在
する者に留まらず，遠くにいる者や，死者，そしてこれから生まれてくる者たち，自然
物などを代弁する者たちが集えるコモンズの開発が不可欠なのである。
聖書の解釈に基づく生き方について，互いに同意するまで，すなわち間主観的な真理
に到達するまで議論することも，また，異なる考え方を持つ者同士が別の道を選択する
ことを納得するため話しあうことも，他者と自らの生き方を同じく尊重するうえで，時
間をかけて行う生活の中心を占めることだった。対面の関係とコミュニケーションを重
視する姿勢は，そうしなければ，足元を照らし出すように他者の状況を推し量ることは
難しいという認識と経験に基づくものだろう。アーミッシュたちは，移動や分離した人々
や，一般社会の人々との間でも，コミュニケーションを図りケアのネットワークを編み
上げることによって，制度に基づく制限のある支援ではなく，必要に応じたケアをしあ
う暮らしを実現してきたのである。それは，多様な人々が暮らす場を創出し育む，環境
を整えるという意味のノーマライゼーションと重なる。支援すること，ケアすること，
すなわちコミュニケーションをはかることは，既存の境界に縛られず，一般の福祉を担
う国境を越えて，自らが生きていきたい世界を重層化するために行う不断の協働の総体
なのである。
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アーミッシュたちのコミュニケーションは，ただ単に共生の方策の一端を提示するこ
とに留まらず，考えることや議論することが，十全に生きることに繋がり，そして多く
は楽しみや喜びをもたらす多様なコモンズをも生み出してきたのである。目的や価値観
を共有する人々のコミュニティがより大きなコミュニティに繋がってゆくとき，コモン
ズも多くの人々の参加に開かれてゆくに違いない。アーミッシュたちの相互依存の経験
を共有しつつ，地域や状況に応じて適用してゆくことは，現代の高齢社会における年を
重ねる者たちに適当な環境としての「エイジ・フレンドリー・コミュニティ」を考える
上でも，示唆を与える続けるものである。
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鈴木七美『アーミッシュたちの生き方 ― エイジ・フレンドリー・コミュニティの探求』
国立民族学博物館調査報告 141：231 240
（2017）

注
1） 後述するように、キリスト教再洗礼派の一宗派であるアーミッシュは、初期の再洗礼派から
分離や合併を繰り返し、いくつもの関連するグループを有する。本書では、アーミッシュの
信教に関わりつつ生活の場を築き協働してきた人々の軌跡を照射するというテーマに鑑み、こ
れらの人々をアーミッシュたちと表現している。
2） 自助，互助，共助，公助は，完全に区切れるものではないが，近年福祉を考える上で，とく
に現場の活動の課題を明確にする際に， 4 つの区分が使用される傾向にある。たとえば介護
保険法に基づく高齢者生活支援の場では，
「自助：本人や家族など」
「互助：ボランティア，地
域住民の助け合いなど」
「共助：介護保険や各種保険など」
「公助：自治体，公費，税金に基
づく」と説明されている。
（田仲美智子「超高齢社会におけると介護支援事業の現状と課題」
公開セミナー「高齢者たちと共に考えるウェルビーイング ― 宮城県の在宅高齢者生活支援の
現場から」国立民族学博物館大演習室，2015年 2 月12日（
（科研成果公開「多世代共生『エイ
ジ・フレンドリー・コミュニティ』構想と実践の国際共同研究」
（基盤 B）特設分野研究：ネ
オ・ジェロントロジー（代表者：鈴木七美）発表及び資料）
3） たとえば，厚生労働省が実施している認知症サポーターキャラバンにおいて，地域における
認知症高齢者の見守りを担うボランティアの認知症サポーターを育成していることなど（サ
ポーターには印としてオレンジリングをつける）
。
4） 竹沢は，
『社会とはなにか』において，社会のふたつのとらえ方について，
「家族や友人，職
場や地域社会などの枠のなかで，共同の生を営んでいるという意味での社会」
，および「社会
のもう一つの意味」として，
「国家と広がりをおなじくする枠組みとしての社会…この意味で
の社会は，近代になってはじめて生まれたもの」と説明している（竹沢 2010: iv v）
。
5） アーミッシュは，アーミッシュ・メノナイト，プレイン・ピープル（簡素な人々）
，再洗礼派
（Anabaptists）
，あるいはオールドオーダー・アーミッシュなどを，北アメリカのエスニック・
グループの一つとして指し示す言葉として使われてきた（Minahan 2013: 21 24）
。
6） 再洗礼派の起源は，スイスや南ドイツ，オーストリア，オランダなどに複数あるとされてい
る（踊 2007: 192）
。
7） アーミッシュによる教育に関する制限については，1930年代に，タイム（The Time）やニュー
ヨークタイムズ（The New York Times）といった雑誌や新聞でもとりあげられた。徴兵に関す
る問題についても，1950年代に注目された。
8） すなわち，イルビーイング（ill-being）の反対概念として用いるのでは十分ではないというこ
とである。
9） 日本では，子どもの権利に関する条項においてウェルビーイングが福祉と翻訳されたために，
それほど，インパクトは強くなかった。
10） ウェルビーイングの心理学研究において，ウェルビーイングの構成要素が検討されてきた。そ
うした研究のなかで注意が喚起されている点として，高齢者の主観的ウェルビーイングのな
かには，客観的には悲惨な状況にあっても，セルフ・エスティームや自尊心から，その状況
に不満を表明していないことがある（Baltes and Baltes 1990）
。
11）「エイジング・イン・プレイス」は，北欧社会の高齢期に注目した研究において「地域居住」
とも訳されてきた（松岡 2011）
。この言葉は，20世紀後期のデンマークにみられたように，高
齢期に郊外の大規模な高齢者対象施設に移るのではなく，高齢者が長年住んできたコミュニ
ティ，あるいは自宅と感じられる場所で，地域に居住し続けられる環境を整備することを提
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唱する意味で使用されてきた。
:
12） 全てが秘密にされた会合であり，場所や模様については一切知られていない（出村 2005［1970］
131）
。以下， 1 節， 2 節では，主として，出村 1986; 2004［1971］
, 2005［1970］を参照し，
ヨーロッパにおける再洗礼派の教会観を検討する。
13） 16世紀ミュンスター派は，神の国出現への希望を抱き千年王国運動の様相を呈し，
「ミュンス
ター再洗礼派王国」では，財産共有制（共同食堂，貨幣ではなく現物支給，貴金属・生活物
資の供出）が試みられた。
14） シュライトハイムの町は，複数の宗主権が交錯し，組織的迫害が行われていなかったことも，
: 131）
この地が集会の場として選択された理由と考えられる（出村 2005［1970］
。
15） 再洗礼派の起源に関わる再洗礼主義者たちの究極的関心の在処については諸論があるが，教
会創出に関し，出村は，再洗礼主義者に特有の関心を「教会中心的」
（ecclesio-centric）とした
クラーンの論文を紹介しつつ，
「再洗礼主義の本質」は，
「真正の教会の在り方を探求し，そ
れが失われてしまったところではこれを再発見，復元（Reformatio ではなく Restitutio）しよう
: 333）
とする切願であった」と述べている（出村 2004［1971］
。
16） 幼児洗礼の否定は，幼時に死亡した者は天国への道を閉ざされるという怖れを人々に抱かせ
た。キリスト教がヨーロッパに浸透するにしたがって幼児洗礼は重要視され，生きて生まれ
る望みがない子どもに胎内で洗礼する器具まで考案されていた。幼児洗礼重視とあいまって
子殺しの罪は重くなり，子どもの生死に関わり「賢い女（sage femme）
」と呼ばれてきた産婆
は中世以降しばしば魔女狩り（弾圧）の対象になった。再洗礼派の主張は，魂の行方に関し
ても，問題を提起するものだったのだ。
原罪説を受け入れていなかった再洗礼派にとっては，ローマ教会において見られる，未受
:
洗のままで死亡した幼児の魂の行方についての懸念は存在しえなかった（出村 2005［1970］
138）
。
17） 以下，再洗礼派の動向に関しては，主として出村彰「第四章 再洗礼派」出村彰・宮谷宣史
編『聖書解釈の歴史 ― 新約聖書から宗教改革まで』東京：日本基督教団出版局，1986年，360
365頁を参考に記述している。
18）「なぜならば，旧約聖書は過去のものであり，その時代で過ぎ去るべきもの以外何も与えられ
てない。しかし新約聖書は永久的なものであり，決して捨て去られ得ないものだからである。
」
（
『食物の選択と自由について』1523年 4 月）
（出村 1986: 362）
19） ベルン，バーゼル，シャッフハウゼンも，数年内に福音主義に変更した（出村 1986: 363）
。
20） マタイによる福音書18章15節以下
21） 再洗礼派は，罪ある者たちが完全を目指して努力することを重要視しており，破門の過程は
転落した仲間を再び交流の徒に引き戻すことを目的とする教会訓練の一つとして認識されて
: 340 341）
いた（出村 2004［1971］
。破門の宣告権の所在も問題の一つであり，チューリヒの
場合，各教区教会，チューリヒ全教会，あるいは市政府かは，不明確であった。
（出村 2005
: 142）
［1970］
。この状況と，再洗礼派の教会自身による矯正と治癒のための訓練という意味を
もつ破門は，目的が大きく異なるといえる。
22） テモテへの第一の手紙 3 章
23） コリント人への第一の手紙 9 章14節
24）「牧会職」を教会メンバーが選出することは，地域共同体と必ずしも重ならない，使徒的教会
を復元し真の教会を作ろうとする再洗礼派にとって，重要な会衆主義を示している（出村 2005
: 145 146）
［1970］
。
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25） 彼らは，洗礼の際，水を振りかけるのではなく，水につかる浸礼を適用したので，ダンカー
派（dunker）とも呼ばれた。“dunk” には，
「液体につける」
「水につっこむ」などの意味がある。
26） メノナイトから派生した一派であるので，アーミッシュ・メノナイトとも呼ばれた。
27） スイスの州は正確には「カントン」と呼ばれるが，ここでは「州」と記述している。
28） メノナイト，ブレズレン，そしてクエーカーは，歴史的平和教会（historical peace churches）と
呼ばれている。これらの宗教グループのオールドオーダーの人々のあいだでは，法律権力の
行使や起訴は禁止されている（Keim and Stoltzfus 2000）
。
29） 下記では，Gameo（Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online）を資料として，移動の軌
跡を辿る。
30） ペンは，先住民に「わたしたちは，信仰と良き意志のある広い道で出会う。どちらの側にも
利点が傾いてはならず，全てが開放性と愛のもとになければならない。わたしは，あなたた
ちを子どもたちとは呼ばない。両親はときどきあまりに厳しく子どもたちをたしなめること
があるからである。わたしは，あなたたちを兄弟とのみ表現することはしない。兄弟は異な
るからである。……私たちは，一人の人間の身体が二つに分かれたれたように，同じである。
私たちは，すべて一つの肉と血なのである。
」と語り，先住民は，
「月と太陽があるかぎり，ウ
ィリアム・ペンとその子どもたちを愛し生きる」と約束したと伝えられている（Aurand 1996:
1 2）
。
31） Gameo: Church of Brethren.
32） 1750年までには，20世紀に一般的であるアーミッシュの名字 ― フィッシャー（Fisher）
，ハー
シュバーガー（Hershberger）
，ハーツラー（Hertzler）
，ホステトラー（Hochstetler）
，カウフマン
（Kauﬀman）
，キング（King）
，ランツ（Lantz）
，ミラー（Miller）
，シュパイヒャー（Speicher）
，
トロイヤー（Troyer）
，ヨーダー（Yoder）
，そしてズック（Zug（Zook）
）をもった人が，バーク
ス郡にすでに居住していた（Nolt 1992: 56）
。
33） 20世紀のペンシルヴェニア州南部におけるアーミッシュの歴史について，情報をまとめたも
のとして，Kauﬀman, J.S. M. R. Petersheim and I. S. Beiler 1992が出版されている。
34） コロラド（3）
，メーン州（3）
，モンタナ州（5）は，地図中に記載されていない（Kraybill 2010:
8）
。
35） メンバーの考え方の一致を確認するコミュニオンにおいて，オルドヌングに違反する行為と
して問題視されることを心配しながらも，アーミッシュの人々が自主的に集まって勉強会を
したり，八学年以上の学校教育を受けることを実践している様子が，アーミッシュの生活を
描いたノンフィクション（Stutzman 2001: 228 229）に描かれている。
36） オールドオーダー・アーミッシュの人々は，それ以外の人々を，すべて「イングリッシュ」と
呼ぶ。
37）「私たち」は，ビーチー・アーミッシュのエイダに伴われて，1999年 6 月にオールドオーダ
ー・アーミッシュ，サムのもとを訪れた，私と数名の日本人教員，そして学生たちである。オ
ールドオーダー・アーミッシュ教会から離れたエイダが，シャニングを経験しつつも交流を
続けてきた友人の一人がサムである。
38） たとえば，オールドオーダー・アーミッシュから分離したアーミッシュ・メノナイトの生活
を描いたノンフィクション（Stutzman 2007）があげられる。主人公は，自動車を使用するよ
うになったアーミッシュ・メノナイトのグループに属するが，子どもたちが，生活における
必要を満たすことに留まらず車やバイクに夢中になる状況に関しては，深く憂慮している
（Stutzman 2007）
。
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39） 厳格なことで知られているペンシルヴェニア州北部のアーミッシュ（たとえば，保守的なア
ーミッシュの中でも，より保守化したシュワルツェントルーバー・アーミッシュなど）は，以
外にも明るい黄色の馬車を使っている。
40） 一般に20から40家族で構成されている教区（districts, congregations）は，2014年には2,103であ
ったが，2015年には2,193となり， 1 年間で74増加した。居住区（settlement）に一つの教区の
みが存在するというケースは，全体の12パーセントである。
（Amish Studies（Internet 6 May
2016，https://groups.etown.edu/amishstudies/statistics/amish-population-proﬁle-2015/）
41） 1530年のババリア地方の伝統をひいているとされる。
42） 讃美歌の歌い方に関するきまりの捉え方の違いも，様々なアーミッシュが登場する原因であ
った。
43） 聖書において表現されている監督などの役割を担う人の資格は以下のとおりである。
「監督は，
非難のない人で，ひとりの妻の夫であり，自らを制し，慎み深く，礼儀正しく，旅人をもて
なし，よく教えることができ，酒を好まず，乱暴でなく，寛容であって，人と争わず，金に
淡白で，自分の家をよく治め，謹厳であって，子どもたちを従順な者に育てている人でなけ
ればならない。…さらにまた，教会外の人々にもよく思われている人でなければならない。
」
（
「テモテへの第一の手紙」
（3．
2 7）
）
「執事も謹厳であって，二枚舌使わず，大酒を飲まず，利
をむさぼらず，清い良心をもって，信仰の奥義を保っていなければならない…執事はひとり
の妻の夫であって，子供と自分の家とをよく治める者でなければならない。
」
（
「テモテへの第
一の手紙」
（3．
8 9,12）
）
（日本聖書協会 1998: 328 329）
。
44） 投票とくじは，アーミッシュたちの人生において重要な役割を果たす聖職者たちを慎重にか
つ平等に選ぶことを意味する（Smith 1996: 9）
。くじの行い方，そして，選ばれて役割を果た
すことが重責であること，などに関する記述は，Stutzman 2001: 176 180にみられる。神の御
心に従うという意味で重要な選択をくじで行うという習慣は，モラヴィア教徒など他の宗派
でも行われていた（鈴木 2010a）
。監督，説教者，執事の役割や，くじの実施方法などについ
ては，下記参照（大河原 2014: 47 51）
。
45） 礼拝後のインタビュー（現地調査 2012年）に基づく。
46）「訪問 visiting」は，アーミッシュの社会的活動のなかでも最も重要なことがらと捉えられてい
。同様に，オールドオーダー・メノナイトにおいても，サンデー・ビジ
る（Smith 1996: 29）
ティングとレクリエーションは，社会的に重要な活動を構成している（Horst 1996: 13）
。
47） 1831年にアレクシー・トクヴィルは，個人主義は，ヨーロッパにおけるよりも，アメリカに
おいては重要な社会的価値とされていると指摘している（Nolt 1992: 289 note 1; トクヴィル
2005）
。
48） 19世紀半ばのアーミッシュとは，ヨーロッパでメノナイトから分離したアーミッシュのこと
を指しており，アーミッシュ・メノナイトとも呼ばれた人々である。
49） オールドオーダー・アーミッシュたちは，自分たちを，
「オールド・アーミッシュ」
（Alte Amish）
と表現していた（Nolt 1992: 290 note 29）
。
.
50） Beachy Amish Mennonite Fellowship-Gameo（Internet, 21st September 2014）
.
51） Beachy Amish Mennonite Fellowship-Gameo（Internet, 21st September 2014）
52） 筆者が参加したのは，2009年11月 1 日である。
53） ビーチー・アーミッシュは，ランカスター郡から南部へ向かい，アメリカ合衆国20州以上と
カナダ一州，ベリーズ，コスタリカ共和国，エルサルバドル共和国，パラグアイ共和国など
で生活している。2010年には，世界各地で153教区が報告されている。
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54） たとえば，公共の電気や自動車の使用などに基づき，アーミッシュ・メノナイトというカテ
ゴリーに入れられている人々が，自分たちを「アーミッシュ」と呼んでいる例が，アーミッ
シュ・メノナイトの家庭に育った著者によるノンフィクション Stutzman 2001, 2007などにみ
られる。
55） 1840年代にも，オンタリオのメノナイトやペンシルヴェニアのアーミッシュによって，日曜
学校が時折開催されたが，これらの試みは継続しなかった（Nolt 1992: 109）
。
56） 平成23年度文化資源プロジェクト「20・21世紀アメリカ合衆国におけるキルト標本資料収集」
（代表者：鈴木七美）
57） 2001年 6 月のフィールドワークにおける聞き取りに基づく。
58） アーミッシュ・メノナイトの友人夫婦の紹介によって，夕食後の時間にこのニューオーダー・
アーミッシュの家を訪問することができた。ミーティングに日本から参加した「私たち」は，
鈴木公二氏と著者である。
59） オールドオーダーから離れる人のほとんどは，よりきまりの緩やかな再洗礼派のグループに
移る傾向がみられる（Smith 1996参照）
。
60） アーミッシュのなかには，シャニングの経験によって精神的に追い詰められた経験をもつ者
がいることや，こうした人々に対するケアが，他のグループの人々も協働して行われる場合
があることが，報告されている（国際アーミッシュ会議 ヤング再洗礼派・敬虔派研究セン
ター 2007年における発表に基づく）
。
61） Romanowski は，何らかの理由でホームスクールを中止し，公立学校に編入することになった
子どもたちが直面する課題について，注意を喚起している（Romanowski 2002: 1）
。
62） 1990年の時点で，784の教区に726のアーミッシュスクールがあり， 2 万811人の子どもが976
人の教師のもとで学んでいた。
63）「アーミッシュの信教の自由のための全国委員会」が関与した件として，
「ヨーダー裁判」
（Yoder
case）が広く知られているが，この委員会は，アーミッシュの生活実践に関わる以下のような
問題に関しても，支援を行ってきた。
（Slow-moving vehicles, environmental problems, milk standards,
hospitalization charges, land use, zoning, enforced chemotherapy, superhighway encroachments, midwife
licensure, tourism, Hollywood movies, driverʼs license photos, and farm land preservation.）
（Lindholm
2003: 123）
64） 多くのアーミッシュたちは，ドイツ語で書かれた雑誌（例えば Die Botschaft）
，英語で書かれ
た雑誌双方を，楽しみや情報共有のため，定期的に購読している（Nolt 2008）
。雑誌は，子ど
もの教育にも活用されている（Oyabu and Sugihara 2012）
。
65） この副読本は，カナダオンタリオ州のオールドオーダー・アーミッシュの教師を訪ねた折に，
留守であった教師の家族から提供を受けた。アーミッシュの家族と，この家に伴ってくれた
コンラッド・グレーベル・ユニヴァーシティカレッジ教授のエップ氏（序章Ⅳ 1 ⑦）に感謝
する。
66） Gameo Amish Division-Gameo（Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online）May 12, 2013
67） デヴィッド・ミラーの聞き取り（ハッチンソン 2009年11月）
，および，ミラーより提供され
た Hutchinson News（2008年 8 月 9 日）から得られた情報である。
68） 教会員たちは，2009年までのあいだに，パブリックスクールに通った教会員の子どもはいな
いと述べている。ビーチー・アーミッシュ（アーミッシュ・メノナイト）は，パブリックス
クールへの参加を禁止しているという情報もあるが，この教会においては禁止と明言された
ことがあるかどうかは明確ではない。
（http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/B435ME.html/
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?searchterm=Homeshooling, May 12, 2013）
）
69） 米国北東部の名門大学の総称。
70） The National Household Education Surveys Program.
71） National Home Education Network.
72） 1996年には，ホームスクールの支持者たちは，合衆国のホームスクールで学ぶ子どもたちを
120万人と発表したが，教育省は50万人以上と提示した（Hawkins 1996: 58）
。英国では， 9 万
人（英国家庭教育ネットワーク（Home Education Network / UK）
）
，オーストラリアとニュー
ジーランドを合わせて26000人の子どもたちがホームスクールで学んでいる（Leiding 2008: 77
78）
。日本では，2000から3000人の子どもたちがホームスクールで学んでいると推定されて
いる（神戸新聞 2000年 1 月10日）が，この数は，登校していない子どもたちの二・三パー
セントに過ぎない（吉井 2000: 59）と報告されている。
73） State compulsory school law.
74） ホームスクールと学校との協力が，いずれの方法で教育を受けている子どもたちにも良い結
果をもたらすという主張が，1980年代初頭に，ジョン・ホルトによってなされている（メイ
ベリー他 1997: 105）
。
75） ネットワークは，ホームスクール運動の統合とも関わっている。1990年までに，ホームスク
ールの増加は，自由主義的な教育上の改革者によるものとは限らなくなり，様々なグループ
や実践者の統合化に向かって進んでいる。統合進行の原動力は，市民がホームスクールを認
知するようになったこと，公立学校における課題の存在，出版物やホームスクール組織を通
しての，地域，州，全国（国際的）レベルでの親と教師たちのネットワーク，ホームスクー
ル実践者に向けた通信によるプログラムやコースの開発などである（メイベリー他 1997: 25
29）
。
76） ホームスクールを学校で学ぶことと同様と認める手続きは各州に任されており（メイベリー
他 1997: 163）
，ホームスクールに関する法律と政策に関しては，州の法制のなかで次の三つ
の方法のどれかに位置づけられている。一．就学義務を課する州の法制の例外として認める。
最も多いケースである。この方法により，ネバダ州とユタ州は最も早くホームスクールを合
法化した。二．ホームスクールに私立学校の地位を認め，他の私立学校とほとんど同様の規
則によって扱う。三．ホームスクールの設立と運営に関わる特別法を制定する。近年増加し
ており，ワシントン州の例がある（メイベリー他 1997: 112 113）
。
77） A Guide to Homeschool Regulations in the United States 2013; Schumm 1994.
78） この教会では，一般に minister ではなく，pastor と表現されている。
79） 例えば，2009年 9 月に長男の仕事として，提示された家の手伝いは以下の内容である。月曜
日：自分のベッドルームの掃き掃除；火曜日：脱衣室（汚れた靴や衣服を脱ぐ部屋）を片付
け鏡を拭く；水曜日：バスタブとトイレの掃除；木曜日：ポーチと階段の掃き掃除。一階の
バスルームの掃除（二週間に一度）
；金曜日：居間に掃除機をかける。家具のほこりを払う
（二週間に一度）
；土曜日：一階のコンクリートの床を掃く。脱衣ルームとバスルームをモッ
プで掃除する（二週間に一度）
。
80） Week 1-Five Day Schedule: Bible, History/Geography, Readers, Read-Aloud
（s）
, Physical Education,
Other Notes（Easy Grammar, Spelling, Math, Eastern Hemisphere Explorer）
81） メイベリー他 1997: 29; Hadeed 1991参照。
82） 母親の考え方には，子どもたちは，自分がペースや方向性を決めて学ぶ非構造的な環境にお
いて最もよく学ぶというジョン・ホルトが提示した考え方と共通点がみられる（Lines 1987:
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510）
。
83） マーティン・ガードナーが，1956年〜1981年まで25年に渡って，
『サイエンティフィック・ア
メリカン』誌上で連載したコラム「数学ゲーム」
。
84） レイ・ブラッドベリの SF 小説。
85） ウォルター・ファーレイによる児童文学。
86） たとえば，ジョウルの妻の父親も牧師として家族とともにエルサルバドルで伝道した経験が
あり，彼女にはエルサルバドル生まれの二人の養子の兄がいる。
87） ジョウルによると，結婚した人々の多くが，引き続きこのグループに属しているという。教
会員の子弟たちが自発的に属する「若者グループ」の活動は，アーミッシュ・メノナイトの
人々にとって，生活の一部となっている。たとえば，センター・アーミッシュ・メノナイト
教会に属していた寡婦の体験を記述したノンフィクションにおいて，子どもたちの活動とし
て「若者グループ」がしばしば言及されている（Stutzman 2007）
。
88） Bachelor of Business Administration.
89）「私たち」は，私が誰か（夫や学生）と共にその場を訪れている場合に用いている。夕食後の
このミーティングには，夫と共に参加している。後述するように，再洗礼派の人々の間では，
「家族ぐるみ」で付き合うことや，
「連れ立ってゆく」
「伴う」ことが，大切にされている。再
洗礼派の人々との面会においては，その場の雰囲気に合う参加の仕方を心掛けた。そのこと
によって，会話の内容は，より広範囲に広がると考えたからである。
90） ジョウルは，ハイスクールからカレッジに継続的に進学したが，学校に通いながらも働いて
資金を確保した。アーミッシュ・メノナイトの場合は，カレッジに進学する者もあるが，そ
のための資金は，自分で働いて貯めて行うべきだ，という考え方は，しばしば示されている。
（カレッジへの進学を希望する子どもに，資金を貯めて親に負担をかけないようにするべきで
ある説得する場面は，たとえば，Stutzman 2007にも記述されている。
）
91） 原文のギリシャ語から，日本語と英語それぞれ別に翻訳された本文を対照にしている『新約
聖書』を資料としている（日本国際ギデオン協会 1999）
。
92） Mennonite Church USA n.d..
93）『新約聖書』使徒言行録 2: 44（Acts 2: 44）
（日本聖書協会 1998: 183）
。
94） “Everance” となっている。1943年にはチャーチ・オブ・ザ・ブレズレン・ベネフィット・ト
ラストも創始され，メンバーにサービスを始めた（Kraybill 2010: 115）
。
95） 出村は，再洗礼派と税の関係について，下記のように説明している。
「再洗礼主義者は権力機
構そのものが，人間の普遍的な堕罪の現状に対処するための神的な恩恵の手段であることを，
決して否定しなかった。したがって，またかれらは税金や教会税，関税や利子など，一般の
市民的義務の遂行をも原理的には拒否することはなかった。
」
（出村 2004: 336）
96） Gross Daadi Hause。この綴りは，2008年のペンシルヴェニア州における調査で，オールドオ
ーダー・アーミッシュに関する研究者スコット（Stephen Scott）氏（序章Ⅳ 1 ，第 1 章参照）
から示唆されたものである。この言葉はほとんど口語で使われるので，どのように記載する
かについて定まっているとはいえない。“grossdawdy” house という綴りもみられる（Smith 1996:
31）
。
97） オールドオーダー・メノナイトの家に生まれ，メノナイトとなることを選んだ経験について
は，Mary Ann Horst, My Old Order Mennonite Heritage を参照。
98） エイダが死亡時の記録から。
99） ペンシルヴェニア州エリザベスタウンカレッジの附置研究所である。インディアナ州ゴーシ
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ェンカレッジ，カンザス州ヘストンカレッジ，コンラッド・グレーベルユニヴァーシティ・
カレッジ（カナダオンタリオ州）などとともに，再洗礼派の研究拠点の一つである。
100）CCLCs: Continuing Care Living Communities とも表記されることがある。
101）1793年に，カナダでは，メノナイト，クエーカー，タンカーズが軍事活動を免除された。
102）1863年の全国的な徴兵では，良心的兵役拒否者は300ドルの免除費を支払う必要があった。
（Keim 2003: 45）
103）1935年，ブレズレン，メノナイト，クエーカーが，カンザス州のノースニュートンで行った
平和に関する会議で，
「歴史的平和教会」という言葉を使用した。これは，歴史的平和教会が
聖書に基づく平和的な無抵抗を行うグループであることを明示し，当時アメリカ合衆国で注
目を集めていた政治的な平和主義運動と区別することを目的としていた。
104）ハーマン・ボントラーガーへの聞き取りに基づく。
（ペンシルヴェニア州 2013年 6 月）
105）2014年現在の Brook Lane Health Services （Hagerstown, Maryland）
, Kings View Corporation
（Reedley, California）
, Prairie View（Newton, Kansas）である。
106）現地調査に基づく（インディアナ州ゴーシェン 2009年11月，2010年12月）
。
107）2002年に，MHSA の代表と教会リーダーは，両者が，より関係を深め能力を発揮する契約関
係を構想するために会合し，新たな組織が2004年に設置された。MHSA は，ミッション（使
命）
，サービス（事業）
，専門的知識・技術を共有することによって教会活動を充実させるこ
とを目指し，教会メンバーと宗派のパートナーを結びつけている。
108）1960年代には，公民権運動や精神病院における反施設運動に連動した権利意識の高まりがみ
られた（高橋 2002: 329, 337）
。
109）このナーシングホームについては，長期療養型施設（long-term care facility）における看護とい
う面が強調されてきた。
110）2016 世界のデータと統計 http://ja.actualitix.com/country/amer/ja-americas-population-65-years-and-over.
php（Internet 22, May 2016）
.
111）2017年現在，高齢者による高齢者のための団体として世界一の規模を有し，3700万人の会員
から構成されている（スタッフォード氏の基調講演 “The Missing Ingredient in the Aging-friendly
Community Movement”（国際シンポジウム「エイジフレンドリー・コミュニティ ― 変わりゆ
く人生を包みこむまち」国立民族学博物館，2017年 2 月25日）に基づく）
。
112）CCRCs をはじめとする高齢者対象住居施設における近年の課題として，安全性や支援の充実
のみならず，閉じたゲーティッド・コミュニティ（鈴木 2010b）に陥ることなく，周辺のコ
ミュニティと豊かな関係性を創ってゆくことの重要性が認識されている（CCRCs における現
地調査に基づく）
。
113）たとえば，ルーテル派によってシカゴの郊外に開かれたライフケア・コミュニティなどとも
常に情報を交換している。この施設は，後述する再洗礼派の施設と同様に，教会，大学と高
齢者施設を組み合わせた複合施設を開発しており，とくに，大学と高齢者施設は，宗教を問
わず，誰でも利用することができる。
114）グリーンクロフトのパンフレット “Quick Facts” の記載に基づく。
115）“Quick Facts” における記載に基づく。
116）原語は，“A Communities” と記載されている。
117）目的とする活動をするために，資金を集めること，またそのための様々な活動・イベント。
NPO の場合，企業や個人に寄付を求めたり，助成金を申請したり，政府に補助金を要求する
活動が，ファンドレイジングである。この仕事を専門とする職業は，ファンド・レイザー
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（fundraiser）と呼ばれる（サラモン 2001［1999］
）
。
118）具体的に，ニーズに沿って創り続けるコミュニティは，以下のようなものから構成されてい
る。MHS Alliance メンバーとして，The Villa: Assisted Living，Froh Community Home: Nursing
Home, Froh Manor Apartment（HUD Housing）
: Government subsidized apartment style housing, The
Gables: Independent Housing, The Village Homes: Duplex two bedroom homes free of maintenance
and yard responsibilities などである。
119）原語は，“Assisted Living oﬀers you: Choice.” である。
120）Mennonite Church USA, “An Overview” における記載に基づく。
121）モラヴィア（現チェコ）からやってきたモラヴィア教徒が18世紀半ばに移住した場所でもあ
る（鈴木 2010a）
。
122）ランディスホーム入居説明パンフレットの記載に基づく。
123）ランディスホームズにおける教師およびボランティアスタッフへの聞き取り調査（2010年11
月，2014年11月）に基づく。
124）ランディスホームにおける聞き取り調査（2008年11月，2009年11月，2010年11月）に基づく。
125）ランディスホームにおけるミーティングにおける聞き取り調査（2010年11月）に基づく。
126）リタイアメント・コミュニティ研究において隣人の死を悼む機会をつくることの重要性が指
摘されている。シールドは，死に関する沈黙と死についての会話の禁止について，儀礼の欠
如という観点から論じている。死への準備や死に関する議論を行わないことは，ホスピスア
プローチと対照的であり，儀礼の欠如は，ナーシングホームにおける個々人の移行を孤独な
ものにしてしまう。死に関する積極的な準備や死を認めることによって，ナーシングホーム
における死は，移行を容易にする儀礼（transiton-easing rituals）を活発化させ，結果として，グ
ループの結束力とコミュニタスの発展を促進するだろうと述べている（Shield 1988: 205）
。リ
タイアメント・コミュニティにおいて，居住者達の要求によって隣人の死を悼む機会が設け
られてきており（Hochschild 1973: 80 81; Ross 1977: 98 100）
，死に関する儀礼は共同体的な
意味の創出と深い関わりを持つと考えられている（高橋 2002: 334）
。
127）実際，アデラも，2012年にリーを看取り，その後は一人で暮らしている。
128）鈴木公二氏と著者。
129）アーミッシュ・キルト作成において，20世紀に新たに使用できる布が出現したことや，オー
ルドオーダー・アーミッシュたちが好む色やデザインが変化したこと，コレクターや観光者
への販売を目的としたキルトの製作などによって，キルトに変化がみられる。
130）口ひげは，軍人を連想させ，非暴力の信念に適合しないとして，禁止されている。
（第一章も
参照）
131）2016年現在，ランカスター・キルト・テキスタイル博物館は休館しているが，アーミッシュ・
キルトは収蔵・管理されている。
132）ポッティンジャー・コレクションの熟覧において，学芸員メリージェーン・ティーターズ＝
エイシャッカー（Mary Jane Teeters-Eichacker）
，ゼニア・コード，およびボランティアのテレ
サ及びルースから得た情報に基づく（インディアナ州立博物館，2016年 8 月12日）
。
133）信条を同じくする人々と婚姻することが重要だが，子どもの健康を考えて，婚姻を進めてい
る。
134）最も古い時期からあるパターンの「センター・ダイアモンド」よりも登場は早いが，実際に
パターンとして用いられたのは遅い。同軸同心で，暗い色と明るい色を使用し，色の広がり
が感じられる。
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135）キルトやパッチワークは，端切れをリサイクルして新しい物を作り出す方法だが，過去の残
りものを合わせることによって，かつてのライフストーリーを語ることにもなると，指摘さ
れている。
（Fennetaux 2015: 133 134. Quilting or patchwork was a way in which scraps could be
recycled into a new object, assembled as they were in an artefact that pieced together remnants from
the past and thus could tell a whole life-story.）
136）救済活動（relief activities）の一つで，拠出品を販売して支援資金を得る。
137）メノナイトの宗教的信念に基づいた MCC の活動と，現地の他の活動とを組み合わせて，課題
解決や持続可能なプロジェクトとして展開する実践については，Ishida 2012をも参照。
138）2012年 9 月の現地調査に基づく。
139）カンザス州ハッチンソンの TTV における調査（2009年 9 月）に基づく。
140）イリノイ州シカゴ近郊における現地調査（イリノイ州オークパーク2012年 9 月）に基づく。
141）インディアナ州ゴーシェンにおける調査（2010年 9 月，2011年10月）に基づく。
142）再洗礼派の歴史に関する研究者 John D. Roth へのインタビュー（2010年11月29日 於ゴーシ
ェン大学）に基づく。メノナイトが行ってきた教育活動に関しては，Roth 2011も参照。
143）ポスターや必要な品は，TTV より供給される。
144）一つの教室で，学年が異なる子どもたちが学ぶ形式の学校。第 2 章も参照。
145）マーティンデール・メノナイト・チャーチ（Martindale Mennonite Church ペンシルヴェニア州
エフラータ 2013年 6 月）
。
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（2017）

引用文献
阿部謹也
1981 『中世の窓から』東京：朝日新聞社。
Adams, D. S.
1995

Homeschooling in Kansas: Friend or Foe. Children’s Legal Rights Journal 15（1/2）
: 11 21.

Aurand, A. M.
1996

Early Life of the Pennsylvania Germans. Lancaster: Aurand Press.（初出は1966年）

Baltes, P. B. and M. M. Baltes
1990

Psychological Perspectives on Successful Aging: The Model of Selective Optimization with
Compensation. In P. B. Baltes and M. M. Baltes（eds.）Successful Aging: Perspectives from
the Behavioral Sciences, pp. 1 34. Cambridge: Cambridge University Press.

バウマン，Z.
2008 『コミュニティ ― 安全と自由の戦場』東京：筑摩書房。
Beck, E.（ed.）
2003

College Mennonite Church 1903 2003. Goshen: College Mennonite Church.

Beiler, J. F.
1982

Ordnung. Mennonite Quarterly Review 56: 382 84.

ベラー, R. N. 他
1991 『心の習慣 ― アメリカ個人主義のゆくえ』島薗進・中村圭志訳，東京：みすず書房。
Bontrager, H. D.
2003

Encounters with the State, 1990 2002. In D. Kraybill（ed.）The Amish and the State. Philadelphia: Johns Hopkins University Press（初出は1993年）
.

Buck, Roy C.
1978

Boundary Maintenance Revised: Tourist Experience in an Old Order Amish Community.
Rural Sociology 43（2）
: 221 234.

Cates, J. A.
2005

Facing Away: Mental Health Treatment with the Old Order Amish. American Journal of
Psychotherapy 59（4）
: 371 383.

Chhabra, D.
2010

How They See Us: Perceived Eﬀects of Tourist Gaze on the Old Order Amish. Journal of
Travel Research（The Travel Research Association）49（1）
: 93 105.

Cushman, K.
1995

The Midwife’s Apprentice. New York: Clarion Books.

出村彰
1986 「第四章 再洗礼派」出村彰・宮谷宣史編『聖書解釈の歴史 ― 新約聖書から宗教改革ま
で』pp.360 384，東京：日本基督教団出版局。
2004 『スイス宗教史改革研究』
（オンデマンド版）東京：日本キリスト教団出版局（初出は1971
年）
。
2005 『再洗礼派 宗教改革時代のラディカリストたち』
（オンデマンド版）東京：日本キリスト
教団出版局（初出は1970年）
。
Dicklitch, S. and H. Rice
2004

The Mennonite Central Committee（MCC）and Faith-based NGO Aid to Africa. Develop-

241

ment in Practice 14（5）
: 660 672.
Driedger, L.
2000

The Peacemaking as Ultimate Extension. In L. Driedger（ed.）Mennonite in the Global Village, pp. 210 232. Toronto: University of Toronto Press Inc.

Driedger, L. and D. B. Kraybill
1994

Mennonite Peacemaking: From Quietism to Activism. Scottdale: Herald Press.

Epp, M.
1994

Mennonites in Ontario. Waterloo: The Mennonite Historical Society of Ontario.

Fennetaux, A., A. Junqua and S. Vasset
2015

The Afterlife of Used Things: Recycling in the Long Eighteenth Century. New York: Routledge.

Fenstermacher R. and J. Fenstermacher
n.d.

Favorite Recipes from the Riehls’ Kitchen. Lancaster: Privately printed edition.

Fisher, S. E. and R. K. Stahl
1986

The Amish School. Intercourse: Good Books（初出は1997年）
.

藤田英典
1991 「教育・国家・コミュニティ ― アーミッシュの文化と教育を手がかりに」
『東京大学教育
学部紀要』31: 95 108。
藤田英典・田中孝彦・寺崎弘昭
1997 『教育学入門』東京・岩波書店。
Gaither, M.
2008

Homeschool: An American History. New York: Palgrave Macmillan.

Golant, S. M. and J. Hyde
2008

The Assisted Living Residence: A Vision for the Future, Baltimore: Johns Hopkins University
Press.

Granick, E. W.
1990

Amish Quilts of Lancaster County. In J. Silber, Amish Quilts of Lancaster County（with an
essay by Eve Wheatcroft Granick, published on the occasion of the exhibition “Amish: the
Art of the Quilt,” The Fine Arts Museums of San Francisco, M.H. de Young Memorial
Museum, June 9

September 2, 1990）
. San Francisco: Esprit De Corp.

Hadeed, H.
1991

Home Schooling Movement Participation: A Theoretical Framework. Home School Researcher 7（2）
: 1 9.

Hanna, L. G.
2012

Homeschooling Education: Longitudinal Study of Methods, Materials, and Curricula. Education and Urban Society: A New and Independent Quarterly Journal of Social Research with
Implications for Public Policy 44
: 609 631.
（5）

Hawkins. D
1991

Home School Battles. U.S. News & World Report February: 58.

Herr, P. T.
2000

Quilting Traditions. Atglen: Schiﬀer Publishing.

Hochschild, A. R.
1973

242

The Unexpected Community: Portrait of an Old Age Subculture. Berkely: University of Cali-

fornia Press.
Horst, M. A.
My Old Order Mennonite Heritage. Kitchener: Mary Ann Horst（初出は1966年）
.

1996

Hostetler, J. A.
1964

Persistence and Change Patterns in Amish Society. Ethnology 3: 185 198.

1980

Amish Society. Baltimore: Johns Hopkins University Press.（第 3 版，初出は1963年）
.

1983a Amish Life. Scottdale: Herald Press.
1983b Hutterite Life. Scottdale: Herald Press.
Hostetler, J. A.（ed.）
Amish Roots: A Treasury of History, Wisdom, and Lore. Baltimore: Johns Hopkins University

1992

Press.
Hostetler, J. A. and G. E. Huntington
Children in Amish Society: Socialization and Community Education. New York: Holt, Rinehart

1971

and Winston, Inc.
Amish Children: Education in the Family, School, and Community, Fort Worth: Harcourt Brace

1992

Jovanovich.
Hurst, C. E. and D. L. McConnell
An Amish Paradox: Diversity and Change in the World’s Largest Amish Community. Balti-

2010

more: Johns Hopkins University.
Hughes, R.
Amish: The Art of Quilt. New York: Knopf/Callaway.

1990

石田慎一郎
2011 「呼応するオルタナティブ ― ケニアにおける平和事業とメノナイトの合流」石田慎一郎編
『オルタナティブ・ジャスティス ― 新しい〈法と社会〉への批判的考察』pp.230 251，大
阪：大阪大学出版会。
Ishida, S.
2012

A Conﬂuence of Alternatives: The Merging of Mennonites and Peace Project in Kenya. In
N. Suzuki （ed.） The Anabaptist Idea and the Way of Practicing Care: Reconsidering the
Meaning of Life in the 21st Century. SES No. 79, pp. 63 79. Osaka: National Museum of
Ethnology.

イリイチ，イヴァン
1977 『脱学校の社会』小澤周三訳，東京：東京創元社。
2005 『シャドウ・ワーク ― 生活のあり方を問う』東京：岩波書店。
伊豫谷登士翁・斎藤純一・吉原直樹
2013 『コミュニティを再考する』東京：平凡社。
Jeppsson Grassman, E.
2014

The Question of Civil Society in a Scandinavian Welfare State: Focusing on Older People
in Sweden. In N. Suzuki（ed.）The Anthropology of Care and Education for Life: Searching
for Resilient Communities in Multicultural Aging Societies. SES 87. Osaka: National Museum
of Ethnology.

Johnson-Weiner, K. M.
2007

Train Up a Child: Old Order Amish & Mennonite Schools, Baltimore: Johns Hopkins Univer-

243

sity Press.
Kanagy, A. B.
2009

Letters Across the Pacific. Morgantown: Masthof Press.

Kanagy, L. H.
2006

A Pilgrim’s Journey: Remembering My Amish Roots. Burnham: Kish Printing.

2009

A Pilgrim’s Journey II: Following God’s Call to Japan. Morgantown: Masthof Press.

Kauﬀman, J.S. Petersheim, M. R. and I. S. Beiler
1992

Amish History of Southern Lancaster County Pennsylvania 1940 1992. Everson: Olde Springﬁeld Shoppe.

Keahey, J. Littrell, M. and D Murray
1984

Business with a Mission: The Ongoing Role of Ten Thousand Villages within the Fair Trade
Movement. In Weaver, A. E.（ed.）A Table of Sharing: Mennonite Central Committee and
the Expanding Networks of Mennonite Identity, pp. 265 283. Telford: Cascadia Publishing
House.

Keim, A. N.
2003

Military Service and Conscription. In Kraybill, D. B.（ed.）The Amish and the State, pp. 42
64. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Keim, A. N. and G. M. Stoltzfus
2000［1988］ The Politics of Conscience: The Historic Peace Churches and America at War, 1917
1955. Eugene: Wipf and Stock Publishers（初出は1988年）
.
Kelley, W. and Wallace E. W.（脚本）
1985 『刑事ジョン・ブック 目撃者』
（原題：Witness） Paramount Pictures。
木村直子
2005 「
『子どものウェルビーイング』― 概念と指標化」畠中宗一編『現代のエスプリ 子ども
のウェルビーイング』pp.31 50，東京：至文堂。
Kjørholt A. T.
2014

Lifestyle Space for Children in Scandinavia. In N. Suzuki（ed.）The Anthropology of Care
and Education for Life: Searching for Resilient Communities in Multicultural Aging Societies.
SES 87. Osaka: National Museum of Ethnology.

Kraybill, D. B.
1984

The Mystery of Broad-Based Commitment: MCC in the Eyes of Menonites and Brethren
in Christ in the United States. In Weaver, A. E.（ed.）A Table of Sharing: Mennonite Central Committee and the Expanding Networks of Mennonite Identity, pp. 105 134. Telford:
Cascadia Publishing House.

1990

The Puzzle of Amish Life. New York: Good Books.（D. B. クレイビル『アーミッシュの謎 ―
宗教・社会・生活』
（ 杉原利治・大藪千穂訳）東京：論創社，1996年）。

2003a Who Are the Anabaptists?: Amish, Brethren, Hutterites and Mennonites. Scottdale: Herald
Press.
2003b The Amish: Why They Enchant Us. Scottdale: Herald Press.
2010

Concise Encyclopedia of Amish, Brethren, Hutterites, and Mennonites. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Kraybill, D. B.（ed.）
2003［1993］ The Amish and the State. Philadelphia: Johns Hopkins University Press.

244

Kraybill, D. B. and C. F. Bowman
2001

On the Backroad to Heaven: Old Order Hutterites, Mennonites, Amish, and Brethren. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Kraybill, D. B. and C. N. Hostetter
2001

Anabaptist Word USA. Scottdale: Herald Press.

Kraybill, D. B., K. M. Johson-Weiner, S. M. Nolt
2013

The Amish, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Kraybill, D. B. and S. M. Nolt
1995

Amish Enterprise: From Plows to Profits. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Kraybill, D. B., S. M. Nolt and D. L. Weaver-Zercher
2007

Amish Grace: How Forgiveness Transcended Tragedy. San Francisco: John Wiley & Sons,
Inc.（D. B. クレイビル，S. M. ノルト，D. L. ウィーバー＝ザーカー『アーミッシュの
赦し ― なぜ彼らはすぐに犯人とその家族を赦したのか』
（青木玲訳）東京：亜紀書房，
2008年）

Kraybill, D. B., P. T. Herr and J. Holstein
1996

A Quiet Spirit: Amish Quilts from the Collection of Cindy Tietze and Stuart Hodosh, Los Angeles: UCLA Fowler Museum of Cultural History.

Kunzman, Robert
2009

Understanding Homeschooling: A Better Approach to Regulation. Theory and Research in
Education: TRE 7（3）
: 311 330.

Lehman, J. O. and S. M. Nolt
2007

Mennonites, Amish, and the American Civil War, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Leiding, D.
2008

The Hows and Whys of Alternative Education: School Where Students Thrive. Lanham: Rowman & Littleﬁeld Education.

Leidner, R.
1993

Fast Food, Fast Talk: Service Work and the Routinization of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.

Lindholm, W. C.
2003

The National Committee for Amish Religious Freedom. In D. B. Kraybill（ed.）The Amish
and the State, pp. 109 123. Baltimore: Johns Hopkins University Press（初出は1993年）
.

Lines, P. M.
1987

An Overview of Home Instruction. Phi delta kappan: Journal for the promotion of research,
service and leadership in education: oﬃcial National Organ of Phi Delta Kappa 68 （7）
:
510 517.

Littrell, M. A. and M A. Dickson
2010

Artisans and Fair Trade: Crafting Development. Sterling: Kumarian Press.

Lippy, C. H.（ed.）
2006

Faith in America: Changes, Challenges, New Directions. Westport: Praeger Publisher.

Loewen, R. and S. M. Nolt
2012

Seeking Places of Peace. Intercourse: Good Books.

Lois, J.
2013

Home is Where the School Is: The Logic of Homeschooling and the Emotional Labor of Moth-

245

ering. New York: New York University Press.
Martin, C.
2001

Always A Child. Wallenstein: Vineyard Publications.

松岡洋子
2011 『エイジング・イン・プレイス（地域居住）と高齢者住宅』東京：新評論。
メイベリー，M.，J. G.・ノウルズ，B.・レイ，S.・マーロウ
1997 『ホームスクールの時代』河合久他訳，東京：東信堂。
Mennonite Church USA
2015

An Overview

http://mennoniteusa.org/wpcontent/uploads/2015/03/Overview_of_Mennonite_Church_USA_2015May.pdf.
Miller, S. F.
1994

Culture for Service: A History of Goshen College, 1894 1994. Goshen: Goshen College.

Miller, W. and D. Miller（eds.）
2004

Plain Wit and Wisdom: Stories from John Mast（Authors: Regina Beachy, Lori Hershberger
and Darlene Hostetler）
. Hilsboro: Print Source Direct.

Minahan, J. B.
2013

Ethnic Groups of the Americas: An Encyclopedia, Santa Barbara: ABC-Clio.

Moore, Geoﬀ
2004

The Fair Trade Movement: Parameters, Issues and Future Research. Journal of Business
Ethics 53: 73 86.

モンゴメリ，ルーシー L.
2008 『赤毛のアン ― 赤毛のアン・シリーズ 1 』村岡 花子訳， 東京：新潮社。
Naka, T.
2008

Faith at Work: Mennonite Beliefs and Occupations. Ethnology 47（4）
: 271 289.

仲正昌樹
2014 『精神論ぬきの保守主義』東京：新潮社。
仲村優一・一番ケ瀬康子編
2000 『世界の社会福祉 9

アメリカ カナダ』東京：旬報社。

Neufeld, V. H.（ed.）
1983

If We Can Love: The Mennonite Mental Health Story. Newton: Faith and Life Press.

日本聖書協会
1998 『聖書』東京：日本聖書協会（新約 1954年改訳，旧約 1955年改訳）
。
日本国際ギデオン協会
1999 『新約聖書』東京：日本聖書教会（Bilingual Edition）
。
Nolt, S. M.
1984

Relationship with “Plain” Anabaptists in Historical Perspective. In Weaver, A. E.（ed.）A
Table of Sharing: Mennonite Central Committee and the Expanding Networks of Mennonite
Identity, pp. 135 166. Telford: Cascadia Publishing House.

1991

Self-Help Philosophy and Organizational Growth: The Origins and Development of SELFHELP Crafts, 1946 1970, Pennsylvania Mennonite Heritage 14: 14 27.

1992

A History of the Amish. Intercourse: Good Books.

2001

The Amish “Mission Movement” and the Reformulation of Amish Identity in the Twentieth
Century. Mennonite Quarterly Review LXXIV（1）
: 1 20.

246

Inscribing Community: The Budget and Die Botschaft in Amish Life. In D. Zimmerman

2008

Umble and D. L. Weaver-Zercher（eds.）The Amish and the Media, pp. 181 198. Baltimore:
Johns Hopkins University Press.
Moving Beyond Stark Options: Old Order Mennonite and Amish Approach to Mental Health,

2011

Journal of Mennonite Studies 29: 133 151.
Nolt, S. and T. J. Meyers
Plain Diversity: Amish Cultures & Identities. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

2007
野村武夫

2010 『
「生活大国」デンマークの福祉政策 ― ウェルビーイングが育つ条件』ミネルヴァ書房。
踊 共二
2007 「近世ヨーロッパの諸宗派とユダヤ教」
『歴史学研究』833: 188 197，東京：青木書店。
2009 「宗教改革急進派 ― その起源と宗派化の様相」森田安一編『ヨーロッパ宗教改革の連携と
断絶』pp.41 54，東京：教文館。
: 91 115。
2012 「アーミッシュの起源 ― 寛容思想史の視点から」
『武蔵大学人文学雑誌』44（1,2）
大河原眞美
2014 『法廷の中のアーミッシュ ― 国家は法で闘い，アーミッシュは聖書で闘う』東京：明石書
店。
Oyabu, C. and T. Sugihara
2012

Analysis of Amish Family-Based Education: Through the “Children’s Section” of Family
Life Magazine. In Suzuki （ed.）
, The Anabaptist Idea and the Way of Practicing Care.
（Senri Ethnological Studies 79）pp. 49 62. Osaka: National Museum of Ethnology.

Oyer, J. S. and R. S. Kreider
1990

Mirror of the Martyrs: Stories of Courage, Inspiringly Retold, of 16 th Century Anabaptists who
Gave Their Lives for Their Faith. Intercourse: Good Books.

Pearce, B. W.
2007

Senior Living Communities: Operations Management and Marketing for Assisted Living, Congregate, and Continuing Care Retirement Communities. Baltimore: Johns Hopkins University
Press（第 2 版，初出は1998年）
.

Pellman, R. and K. Pellman
1985

Amish Crib Quilts. Intercourse: Good Books.

1986

Amish Doll Quilts, Dolls, and Other Playthings. Intercourse: Good Books.

ペリファン，アタナーズ
2008 『隣人祭り ― 「つながり」を取り戻す大切な一歩』東京：木楽舎。
Pottinger, D.
1983

Quilts from the Indiana Amish. New York: E.P. Dutton, Inc.

リース，ウィリアム J.
2016 『アメリカ公立学校の社会史 ― コモンスクールからNCLB法まで』小川佳万・浅沼茂監
訳，東京：東信堂（Reese, W. J., America’s Public Schools: From the Common School to
“No Child Left Behind.” 2011（updated edition）
（2005）Baltimore: Johns Hopkins University Press.）。
Romanowski, M. H.
2002

Home-Schooled Studentsʼ Perceptions of the Transition to Public School: Stuggles, Adjustments, and Issues. Home School Researcher 15（1）
: 1 12.

247

Ross, J.
Old People, New Lives: Community Creation in a Retirement Residence. Chicago: The Uni-

1977

versity of Chicago Press.
Roth, J. D.
Teaching That Transforms: Why Anabaptist-Mennonite Education Matters. Scottdale: Herald

2011

Press.
Rubin, S.
American Quilts: How to Compare and Value. London: Octopus Pub. Group.

2001

サラモン，L. M.
2001 『NPO 最前線』東京：岩波書店（初出は1999年）
。
ザトラー，ミヒャエル
1992 「神の子らの兄弟の一致（シュライトハイム信仰告白）
（1527年）
」出村彰訳『宗教改革著
作集 第八巻 再洗礼派』出村彰・森田安一・倉塚平・矢口以文訳，pp.85 98，東京：教
文館（初出は1527年）
。
Schumm, W. R.
Homeschooling in Kansas: A Further Exploratory Study. Psychological Reports 74: 923

1994

926.
Scott, S. E.
The Amish Way of Life in Modern American Society. In N. Suzuki（ed.）The Anabaptist

2012

Idea and the Way of Practicing Care: Reconsidering the Meaning of Life in the 21st Century.
（Senri Ethnological Studies 79）
, pp. 33 47. Osaka: National Museum of Ethnology.
Sherk, J. H.
1957

I W Service （United States）
. Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. http://
www.gameo.org/encyclopedia/contents/i_w_service_united_states（July 31, 2012）

品川哲彦
2015 『倫理学の話』京都：ナカニシヤ出版。
白水浩信
: 50 60。
2011 「教育，福祉，統治性 ― 能力言説から養生へ」
『教育学研究』78
（2）
Shield, R. R.
1988

Uneasy Endings: Daily Life in An American Nursing Home. Ithaca and London: Cornell
University Press.

Silber, J.
1990

Amish Quilts of Lancaster County,（with an essay by Eve Wheatcroft Granick, published on
the occasion of the exhibition Amish: the Art of the Quilt, The Fine Arts Museums of San
Francisco, M.H. de Young Memorial Museum, June 9

September 2, 1990）San Francisco:

Esprit De Corp.
Smith, E. L.
1996 （1966）The Amish. Lebanon: Applied Arts Publishers.
Staﬀord, P. B.
2009

Elderburbia: Aging with the Sense of Place in America. Santa Barbara: ABC Clio.

Stayer, J. M., W. O. Packull, and K. Deppermann
1975

From Monogenesis to Polygenesis: The Historical Discussion of Anabaptist Origins. Mennonite Quarterly Review 49: 83 121.

248

Stutzman, E. R.
Tobias of the Amish: A True Story of Tangled Strands in Faith, Family and Community. Scott-

2001

dale: Herald Press.
Emma: A Widow among the Amish. Scottdale: Herald Press.

2007
鈴木七美

1997 『出産の歴史人類学 ― 産婆世界の解体から自然出産運動へ』東京：新曜社。
2002 『癒しの歴史人類学 ― ハーブと水のシンボリズムへ』京都：世界思想社。
: 18 23，東京：大修館
2003a 「アーミッシュを訪ねて
（1）― 歴史的背景と多様性」
『言語』32（5）
書店。
: 18 23，東京：
2003b 「アーミッシュを訪ねて
（2）― 信仰と家族・コミュニティ」
『言語』32（5）
大修館書店。
: 18 23，東京：大
2003c 「アーミッシュを訪ねて
（3）― コミュニティの中の教育」
『言語』32（6）
修館書店。
: 18 23，東京：大修館書店。
2003d 「アーミッシュを訪ねて
（4）― 食文化」
『言語』32（4）
: 16 21，東京：大
2003e 「アーミッシュを訪ねて
（6）― 現代社会とアーミッシュ」
『言語』32（6）
修館書店。
2005 「キリスト教非暴力と平和主義の底流 ― 再洗礼派メノナイト／アーミッシュ」綾部恒雄編
『クラブが創った国アメリカ』pp.84 96，東京：山川出版社。
2006 「改革派キリスト教徒の共同体 オールド・セーラム」北米エスニシティ研究会編『北米
の小さな博物館 I』pp.190 196，東京：彩流社。
2007 「アーミッシュの人々のコミュニケーション ― アメリカ合衆国における静かな試み」
『月
: 14, 大阪：国立民族博物館。
刊みんぱく』31（9）
2010a 「コミュニティ創生と健康・治療・食養生 ― 18から19世紀南部におけるモラヴィア教徒の
軌跡から」常松洋・肥後本芳男・中野耕太郎編『アメリカ史のフロンティア Ⅰ アメリ
カ合衆国の形成と政治文化 ― 建国から第一次世界大戦まで』pp.78 102，京都：昭和堂。
2010b 「渡る 世界や宇宙と響き合う物語へ」鈴木七美・藤原久仁子・岩佐光広編著『高齢者のウ
ェルビーイングとライフデザインの協働』pp.163 178，東京：御茶の水書房。
2014 「コミューン」国立民族学博物館編『世界民族百科事典』pp.556 557，東京：丸善出版。
2015 「高齢期のウェルビーイングと多様な住まい方 ― 変わりゆく人の生（ライフスタイル）か
ら考える」人間文化研究機構『人間文化』22: 2 12（Internet, 2th May 2016, http://www.nihu.
jp/sougou/jouhou/publication/ningen.html#22）
。
2016 「高齢認知症者のエイジング・イン・プレイスに向けた包摂的活動 ― アメリカ合衆国にお
ける「ブリッジ」のメモリーケアを中心に」国立民族学博物館『国立民族学博物館研究報
: 79 101。
告』41
（1）
Suzuki, N.
2012

Idea and Practice of Care Extended by Anabaptist People: Cooperation toward Developing
Various Methods of Communication. In N. Suzuki（ed.）
, The Anabaptist Idea and the Way
of Practicing Care: Reconsidering the Meaning of Life in the 21st Century.（Senri Ethological Studies 79）pp. 1 32. Osaka: National Museum of Ethnology.

2013

A Reﬂection on Time and Space for Crossing Over in Life: Weaving A Story that Reverberates in the World and Outer Space. In N. Suzuki（ed.）
, The Anthropology of Aging and
Well-being: Searching for the Space and Time to Cultivate Life Together.（Senri Ethological
Studies 80）pp. 143 160. Osaka: National Museum of Ethnology.

249

Care as Self-help: Self-fashioning Conducted by Alternative Medicine in Antebellum Amer-

2014

ica. In N. Suzuki（ed.）
, Healing Alternatives: Care and Education as a Cultural Lifestyle.
（Senri Ethnological Reports 120）pp. 93 118. Osaka: National Museum of Ethnology.
鈴木七美編
2000 『ユートピアを生きる ― モラヴィアンとアーミッシュの現在 1999』宇治：京都文教大学。
2001 『ユートピアを生きる ― モラヴィアンとアーミッシュの現在 2000』宇治：京都文教大学。
2002 『ユートピアを生きる ― モラヴィアンとアーミッシュの現在 2001』宇治：京都文教大学。
2003 『共存の模索 ― メイプル街道のエスニックタウン』宇治：京都文教大学。
Suzuki, N.（ed.）
2012

The Anabaptist Idea and the Way of Practicing Care: Reconsidering the Meaning of Life in the
21st Century.（Senri Ethological Studies 79）Osaka: National Museum of Ethnology.

2014

The Anthropology of Care and Education for Life: Searching for Resilient Communities in
Multicultural Aging Societies.（Senri Ethological Studies 87）Osaka: National Museum of
Ethnology.

鈴木七美・藤原久仁子・岩佐光広編著
2010 『高齢者のウェルビーイングとライフデザインの協働』東京：御茶の水書房。
高橋絵里香
: 328 339。
2002 「ナーシングホーム民族誌の展開」
『民族学研究』67
（3）
竹沢尚一郎
2010 『社会とはなにか』東京：中央公論社。
玉田真紀
1992 「キルティングとパッチワークの文化」共立女子大学所蔵 アメリカン・アンティークキ
ルトコレクション編集委員会『アメリカン・アンティークキルトコレクション』pp.153
157，東京：日本ヴォーグ社。
寺崎弘昭
2000 「福祉・教育・治安」
『教育の制度と社会』pp.34 44，松戸市：梓出版社。
寺崎弘昭・周 禅鴻
2006 『教育の古層 ― 生を養う』川崎市：かわさき市民アカデミー出版部。
トクヴィル，アレクシー
2005 『アメリカのデモクラシー 第 1 巻（上）
』松本礼二訳，東京：岩波書店。
Tobin, J. L. and R. G. Dobard
2000

Hidden in Plain View: A Secret Story of Quilts and the Underground Railroad. New York:
Anchor Books（a division of Random House）
.
（初出は1999年）

Tomkins, D.
1990

Notes of A Collector, In J. Silber, Amish Quilts of Lancaster County,（with an essay by Eve
Wheatcroft Granick, published on the occasion of the exhibition Amish: the Art of the Quilt,
The Fine Arts Museums of San Francisco, M.H. de Young Memorial Museum, June 9
September 2, 1990）San Francisco: Esprit De Corp., 1990, p. 39.

Tomkins, D. E.
1991

An Argument for Privacy in Support of the Choice of Home Education by Parents. Journal
of Law & Education 20: 301 323.

Trestain, E. J.
1998

250

Dating Fabrics: A Color Guide 1800 1960. Paducah: American Quilterʼs Society.

Turco, D. M.
2000

Tourism in Amish Communities. Parks and Recreation 35（9）
: 138 44.

Wallace, N.
1983

Better than School: One Family’s Declaration of Independence. Larson Publications.（ナンシ
ー・ワレス『鎖のない学校』スカオ兼平訳，川島書店，1990年）。

Weaver, A. E.（ed.）
1984

A Table of Sharing: Mennonite Central Committee and the Expanding Networks of Mennonite
Identity. Telford: Cascadia Publishing House.

山脇直司
2004 『公共哲学とはなにか』東京：筑摩書房。
吉井健治
2000 「日本におけるホームスクールの可能性と課題 ―ホームスクールの一事例を通じて」
『 社会関係
: 55 76。
研究』6（1・2）
Zablocki, B.
1980

The Joyful Community: An Account of the Bruderhof- A Communal Movement Now in Its Third
Generation. Chicago: The University of Chicago Press（初出は1971年）
.

参照資料
A Guide to Homeschool Regulations in the United States, Part 4: Kansas through Maryland（Internet,
11 April 2013, http://voices.yahoo.com/a-guide-homeschool-regulations-united-states-6431418.html?
2013. 04/11）Amish Studies
（Internet, 6 May 2016, https://groups.etown.edu/amishstudies/statistics/amish-population-proﬁle-2015/）
Amish Division-Gameo
（Internet, 12 May 2013, http://www.gameo.org/encyclopeida/contents/B434ME.html）
Beachy Amish Mennonite Fellowhip-Gameo
（Internet, 21th September 2014, http://gameo.org/index.php?title=Beahcy_Amish_Mennonite_
Fellowship）
Church of Brethren-Gameo
（Internet, 1st September 2014, http://gameo.org/index.php?title=Church_of_the_Brethren）
Dordrecht Confession of Faith（Mennonite, 1632）
（Internet, 21st September 2014 http://gameo.org/index.php?title=Dordrecht_Confession_of_Faith_
（Mennonite,_1632））
Gameo: Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online
st
（Internet, 1 June 2016, http://gameo.org/index.php?title=Welcome_to_GAMEO）

van Braght, T. J.
1685

Martyrsʼ Mirror.

.
（Internet, 6 May 2016, http://gameo.org/index.php?title=Martyrs％27_Mirror）

251

謝辞
「序章Ⅳ 1 現地調査」に記しましたように，長期に渡って現地調査に関し貴重な情報
を提供くださり，また共同調査を推進してくださいました方々に感謝いたします。
本書における調査研究は，下記のプロジェクトによって遂行が可能となりました。関
係諸機関，共同研究者，及び⑤の研究代表者鈴木紀さん（国立民族学博物館）に御礼申
し上げます。
① 国立民族学博物館機関研究プロジェクト「ライフデザインと福祉の人類学」
（研究代
表者：鈴木七美）2008年 4 月〜2010年 3 月
② 人間文化研究総合推進事業（人間文化研究機構）
「少子高齢・多文化社会における子
どもの時空間と教育に関する国際共同研究」2009年 4 月〜2010年 3 月（研究代表者：
鈴木七美）
③ 科学研究費助成事業 基盤研究（B）
「少子高齢・多文化社会における福祉・教育空間
の多機能化に関する歴史人類学的研究」
（研究代表者：鈴木七美）2009年 4 月〜2012
年3月
④ 国立民族学博物館機関研究プロジェクト「ケアと育みの人類学」
（研究代表者：鈴木
七美）2011年 4 月〜2014年 3 月
⑤ 科学研究費助成事業 基盤研究（B）
「社会的包摂のための実践人類学的研究」
（研究代
表者：鈴木紀）2011年 4 月〜2014年 3 月
⑥ 国立民族学博物館平成23年度文化資源プロジェクト「20・21世紀アメリカ合衆国にお
けるキルト標本資料収集（研究代表者：鈴木七美）2011年 4 月〜2012年 3 月
⑦ 国立民族学博物館平成25年度文化資源プロジェクト「19〜21世紀アメリカ合衆国にお
けるキルト標本資料収集」
（研究代表者：鈴木七美）2013年 4 月〜2014年 3 月
⑧ 科学研究費助成事業 基盤研究（B）
（特設分野研究：ネオ・ジェロントロジー）
「多世
代共生『エイジ・フレンドリー・コミュニティ』構想と実践の国際共同研究」
（研究
代表者：鈴木七美）2014年 7 月〜2017年 3 月
⑨ 国立民族学博物館平成28年度文化資源プロジェクト「現代アメリカのパッチワーク・
（研究代表者：鈴木
キルトおよび関連資料の収集 ― アーミッシュ・キルトを中心に」
七美）2016年 4 月〜2017年 3 月
序に記載しましたように，アーミッシュたちに関する研究の契機となりました，京都
文教大学海外研修の企画「ユートピアを生きる ― モラヴィアンとアーミッシュの現在」
（1998年，1999年，2000年，2001年）
，
「共存の模索 ― メイプル街道のエスニック・タウ
ン」
（2002年）に参加し，調査研究に誘ってくれた学生たちと支援してくださいました
青柳清孝先生をはじめ文化人類学科教員及び京都文教大学スタッフ，調査を共に企画・
同行してくださいましたトーマス・パラモア・ギルさん（明治学院大学）
，安田ひろみさ

253

ん（京都文教大学）
，そして袖岡晃子さん（ニューヨークトラベルジャパン株式会社）に
御礼申し上げます。
本書は，国立民族学博物館研究出版委員会に申請し査読を経て出版が可能となりまし
た。編集に際しましては，編集室の皆さまの細やかなアドバイスや支援をいただきまし
た。丹念に検討してくださり貴重なコメントをくださいました査読者はじめ研究出版委
員会の皆様に心より御礼申し上げます。最後に，夫鈴木公二が1997年から毎回の調査研
究や情報収集に関して助言し，全ての文章に目をとおしてくれることがなければ，調査
を続けて本書を執筆することは叶いませんでした。深謝いたします。

254

著者紹介

鈴木 七美（SUZUKI

Nanami）

国立民族学博物館教授・総合研究大学院大学教授
東北大学薬学部を卒業後，星薬科大学および財団法人相模中央化学研究所で研究員
として新規機能性材料の開発に従事。エール大学で医療社会史を研究後，お茶の水
女子大学で修士号（1992）
，博士号（1996 文化人類学）を取得。1998年に第13回
青山なを賞（女性史）を受賞（
『出産の歴史人類学』1997）
。
マギル大学文化人類学部客員助教授，京都文教大学教授（医療人類学・北アメリカ
地域文化論）
，放送大学（文化人類学 ’04）客員教授を経て，2007年より国立民族学
博物館教授。専門分野はエイジングと養生の文化研究。
単著に，
『出産の歴史人類学 ― 産婆世界の解体から自然出産運動へ』新曜社，1997
年，
『癒しの歴史人類学 ― ハーブと水のシンボリズムへ』世界思想社，2002年；主
な編著に，鈴木七美他編『高齢者のウェルビーイングとライフデザインの協働』御
茶の水書房，2010年（共編）
，
『
「障害のない社会」にむけて ― ウェルビーイングへ
の問いとノーマライゼーションの実践』
（SER 102）国立民族学博物館，2012年，The
Anthropology of Aging and Well-being.（SES 80）National Museum of Ethnology, 2013，
The Anthropology of Care and Education for Life.（SES 87）National Museum of Ethnology,
2014, Healing Alternatives: Care and Education as a Cultural Lifestyle.（SER 120）National
Museum of Ethnology, 2014などがある。

255

