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記念巻頭言

日本 18 世紀学会の思い出
海 老 澤

敏

日本 18 世紀学会がお若い皆様を中心に、研究活動、そしてその成果の発表を孜々として続けて
おられることに深い敬意を表させて頂きます。その年報が第 30 号の刊行を迎えられるとのこと、
これも心からなる祝詞を申し上げます。
私は 1979 年に創設された当学会の設立メンバーの一人として、そして 1991 年から 95 年まで二
期に亘って、会長役の代表幹事もつとめさせて頂き、まことに思い出深い出来事に恵まれました。
今はほとんど引退という年齢で、まだ細々と個人研究を続けているという状況です。
私の専門領域は音楽学であり、音楽思想ならびに音楽史研究、とりわけ 18 世紀の思想と芸術の
領域での二人の巨人、ジャン＝ジャック・ルソーとヴォルフガング・アマデーウス・モーツァル
トを対象としての研究活動はすでに半世紀を大きく越え、やがて 70 年にもなんなんとするという
古参の人間です。音楽学という学問領域は、とりわけ日本では古来（つまり明治以来）学問とし
ては市民権がほとんど認められず、旧制大学では学科どころか講座さえ置かれたところが皆無で
ありましたが、ようやく新制大学になってから、それも芸術系、音楽系の大学にやっと学科や専
攻が認可になったという憐れな状況でした。
そのため、学会設立以降も入会する研究者も少なく、音楽学徒は肩身の狭い思いで参加したと
の記憶があります。
しかし学際的で様々な分野の 18 世紀研究者の皆様とはなんの別け隔てもないお付き合いを享
受させて頂き、まことに仕合わせであったとの思いが薄れることはありません。
いくつか具体的な思い出話をさせて頂きましょう。音楽人が少ないということですが、年に一
度の全国大会では毎年とは言えないまでも隔年といった形で、いや代表幹事時代はまさに毎年、
18 世紀の音楽による、それも一般の楽壇のコンサートなどでは、当時はまったく等閑視ないし無
視されていたフランス古典音楽（ラモーやクープランはなんとか知られていましたが、その他の
作曲家たち）や、なんとジャン＝ジャック・ルソー作曲の歌曲、あるいはフランス大革命時代の
音楽、他方、大バッハならぬ末っ子のクリスティアンやその他の前古典派の作曲家たち、そして
モーツァルトの知られざる佳品などを、次々と生の音でご紹介し、私自身の解説を加えるという
ユニーク（？）なサービスで会員諸兄姉の耳と心を楽しませて差し上げたものでした。
一度などは、私がロンドンの大英図書館で発見したり、あるいは個人で入手したルソー直筆の
音楽帳で、今でも私が秘蔵している歌曲集の世界初演などもいたしました（第 20 回全国大会コン
サート、於東洋大学白山校舎、1998 年 6 月 20 日、〈新発見のルソー歌曲を歌う〉）
創立時の幹事の皆様は錚々たるメンバーでいらっしゃり、私の先任の代表幹事中川久定先生を
はじめ、私などは狭い音楽学会、音楽学界の柵から大いに解放されて、その交遊の自由さ、また
学問的な闊達さを満喫させて頂いたことも忘れがたい経験でありました。
先年、そのメンバーのお一人であられた同年輩の遅塚忠躬先生がご逝去なされたことはまこと
に悲しいことでありました。あらためてご冥福をお祈り申し上げたいと存じます。
−1−

日本 18 世紀学会は、1963 年に発足した国際 18 世紀学会に加盟しての国際的活動もおこなって
参りました。私も日本 18 世紀学会の代表であったので、主に 4 年間は国際学会に代表幹事とし
て、ブダペスト、リスボン、あるいはナーポリなど、各国各都市で催された大会に出席し、委員
会でも欧米各国で活躍されておられた 18 世紀研究者の多くの方々の知己を得たことも、私にとっ
てまことに得がたい機会でありました。
21 世紀に入って、多くの領域で学問体系も大きな変化を招来し、またその結果として研究者の
在り方も相当の変様を余儀なくされているように思われます。しかしそのような時代にあって
も、研究の必要性はいや増しているものと愚考し、また身につまされてもおります。今後とも若
い皆様のご健闘をお祈り申し上げ、学会年報の第 30 号発刊を重ねてお慶び申し上げます。
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第 36 回大会

研究報告要旨

日本 18 世紀学会第 36 回大会は、2014 年 6 月 21 日（土）、22 日（日）に福山市立大学において
開催された。以下に研究報告の要旨を掲げる。なお自由論題研究報告のうち、論文として投稿さ
れ掲載されたものについては、要旨を省略する。

自由論題
会場

福山市立大学

港町キャンパス

研究棟

1階

中講義室 A

想像、反省、発見
─ Ch. ヴォルフの哲学における技術の位置づけをめぐって ─
大

熊

洋

行（東京大学大学院）

一般に美学という学科の祖はバウムガルテン（1714–1762）に帰せられる。それは美学という
語の生みの親である点で正しい。しかし彼の美学はヴォルフ（1679–1754）の影響抜きには語れ
ない。近年じっさい S.Buchenau の The Founding of Aesthetics in the German Enlightenment
（2013）等、始まりとしてのヴォルフの思考に焦点を当てる論考も現れている。とはいえそれが美
学の準備に留まる以上、格別な重視は必要ないという見方も可能であろう。しかし美学というひ
とつの学科に固定されていないという事実が、彼の思考をより広い射程のもと、現在の美学の営
みを逆照射する際の拠点とすることを可能にしてもいる。
本発表はヴォルフの著作中、彼の哲学全体の構想を提示する『敘説』
（1728）で示される枠組み
を軸に、現在の美学の基礎概念のひとつでもある技術の位置づけを検討する。その際とくに技術
に関わる認識能力の働きに重点をおく。
その理由は第一に技術の一般的性格を取り出し、認識能力の働きに基づく方法論に焦点を当て
る彼自身の記述に即しているからである。当時のドイツでは、技術に関して自由学芸と通常の技
術を区別し、前者を上位におくのが通例だった。対してヴォルフは区別に従う一方、序列化には
従わず、農業等にも視野を広げて技術の一般的形式と方法論を取り出すことを試みたのである。
第二に後世への影響があげられる。ヴォルフを始点として所謂学校哲学を通じカント（1724–
1804）に到るまで、技術に関わる認識能力の働きについての議論が展開された。こうした能力の
働きの基本構成は次の通りである。想像は可能世界論を背景に、たんなる模像ではない表象とな
る。順次生み出される表象は系列化され、比較される。こうした働きの中で対象の構成に関する
−3−

追体験とそれによる反省が生じ、ひいてはこうして働く自己についての反省も生じる。さらに想
像がたんなる模像に留まらない表象であることから、系列化と比較を通して新たなものを発見し
ていく可能性が開かれる。ここに表象と真理との間にある可能的なものが現実化されるための形
式的な規則もまた探究され、両者の結合条件が検討される。こうした能力論がカントの反省的判
断力にまで続く、技術と能力をめぐる思考のひとつの流れを形成しているように思われるのであ
る。
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日ギャラント様式と対位法
─ 18 世紀前半におけるその分類の可否をめぐって ─
松

原

薫（東京大学大学院博士課程）

本発表では 18 世紀前半におけるギャラント様式と対位法の関係を、ドイツバロック音楽理論を
代表する通奏低音教本であるハイニヒェン（1683-1729）の『作曲における通奏低音』
（1728）序
論の読解を通して明らかにすることを試みた。
〈ギャラント様式に関する音楽理論史的考察〉
17 世紀後半以降、フランスで「ギャラント galant」という語がしばしば音楽作品のタイトルや
音楽理論書に現れるようになるになるにつれ、ドイツ語圏の音楽の分野でもこの語が次第に用い
られるようになっていった。例えば、マッテゾン『新設のオーケストラ』
（1713）の副題には「ギャ
ラントム Galant Homme」が「音楽の崇高さと尊厳を完全に理解し、それによって良き趣味を育
み、専門用語を理解し音楽について巧みに論じる」ことができるようになることが著作の目的と
して書かれている。またマッテゾン『探求するオーケストラ』（1721）では、
「ギャラント」は作
曲家を形容する際に「新しいもの、外国のもの、流行に適ったもの、同時代において傑出したこ
と」の意味で用いられているとシェルドンは指摘している。ただし「ギャラント様式」のように
特定の様式を指す形容詞として用いられることは 18 世紀前半においては稀であり、ギャラント様
式の記述が定式されたのは 18 世紀後半に入ってからのことであった。マールプルク、キルンベル
ガー、テュルク、コッホの理論書ではギャラント様式、ギャラント書法と自由様式はほぼ同義で
用いられ、対位法、厳格書法と対置されている。
ギャラント様式が理論上ではまだ定式化されていない時期であるものの、ダールハウスやシェ
ルドンの先行研究は 18 世紀前半のハイニヒェンの『作曲における通奏低音』の記述にギャラント
様式の萌芽を見いだしてきた。ハイニヒェンが従来の対位法規則とは合致しない「予備されない
7 度音程」に理論付けを行い、これが劇場様式、とりわけオペラのレチタティーヴォにおいては
許容されるという考えを提示したことが彼らの主張の根拠となっている。このようにハイニヒェ
ンの著作は、対位法理論からの脱却がどのようにして可能であるかを実践的に解説するもので
あったが、彼自身は当時の絶対的な規範であった対位法をどのように相対化し、理論づけたのだ
ろうか。
〈『作曲における通奏低音』序論での対位法批判〉
『作曲における通奏低音』序論でハイニヒェンは次のように述べる。「古い旋法、様々な対位法、
モノコルド、さまざまな調律、また他の同様の音楽的要素は、その一部は完全に放棄されるべき
ではない。というのもそれらは（中略）アルファベット 24 文字における母音のようなものだから
である」（General-Bass, 6-8）。この箇所で挙げられている教会旋法、対位法、モノコルド、多様
な種類の調律は、いずれもバロック時代の音楽理論における中心的な関心事であり、ハイニヒェ
ンはその価値を完全には否定しない。しかしこうした古い伝統的な要素だけで音楽を構成するこ
−5−

ともまた不可能であるとの考えから、彼は対位法規則に束縛された従来の作曲のあり方を批判す
る。
ハイニヒェンは対位法が果たしうる役割を二つ挙げている。その一つは作曲学習の導きとして
の役割である。彼によれば作曲における対位法は、ダンスにおけるステップやフェンシングにお
ける体の姿勢と同様、基本的な技術であり、習得することは不可欠である。しかし、対位法の習
得は作曲の最終目的ではないため、対位法に固執して Pedant になることは避けなければならな
い（General-Bass, 7）。また二つ目に挙げられているのは、教会音楽において対位法が用いられ
る場合である。とりわけ他の国と比較してドイツの教会音楽には情熱、天才、生き生きとした着
想が許容されないため、良い趣味や着想を持たない対位法作曲家であっても熟練した技を披露す
る余地が残されている（General-Bass, 7-8）。
しかし上述のように条件付きで良い働きを認めてはいるものの、型にはめられた対位法には次
に挙げるような弊害があるとハイニヒェンは指摘する。「〔対位法における〕着想の多くは（わず
かな例外を除いて）実際の音ではなく、視覚上の、生命力のない音符の操作に基づいている。（中
略）どんなに未熟な若者でも精彩を欠いた対位法作曲家に力ずくで育てることは可能だが、良い
趣味を持つ作曲家に育てることはできない」（General-Bass, 8）のである。
ハイニヒェンはこのように対位法を批判するが、18 世紀後半の音楽理論家と異なり、ギャラン
ト様式との対比において論じているわけではない。たしかに序論でハイニヒェンは「ギャラント」
という語を用いているが、「ギャラントで洗練された劇場様式」（General-Bass, 29）というよう
にもっぱら劇場様式を形容しているにすぎない。むしろハイニヒェンは以下に挙げるような伝統
的な音楽様式分類や、感性（聴覚）と理性（視覚）をめぐる古典的な対立、イタリアやフランス
とのドイツの音楽をめぐる国民様式論、および混合趣味論の枠組みを自在に援用しながら議論を
展開した。すでに「ギャラント」概念が音楽の分野で用いられていた 1720 年代にあっても、ギャ
ラント様式は対位法に則った厳格な様式と対比させられてはおらず、当時のドイツ語圏のの音楽
理論・批評において重要な位置を占めていた下記の主題と関連づける形で対位法という従来の権
威の相対化が図られたのである。
〈『作曲における通奏低音』序論で用いられる三つの対比の構造〉
（1）劇場様式と教会様式の対比
『作曲における通奏低音』では、劇場様式の通奏低音において、規則から逸脱した進行をどのよ
うに理論づけるかが重要な主題として扱われている。ハイニヒェンはこの著作よりも前に、同じ
く通奏低音について論じた理論書『通奏低音の完全な習得のための手引き』
（1711）を出版してい
るが、そのタイトル頁でもすでに劇場様式やレチタティーボ様式を主な対象としていることが示
されていた。劇場様式の通奏低音実践や作曲において対位法規則と合致しない和声進行を行うす
る方法を論じる一方、教会様式は対位法に比較的ふさわしい様式であると述べていることから、
ハイニヒェンの議論がバロック音楽理論の伝統的な様式分類を前提としていたことがわかる。
（2）感性（聴覚）と理性（視覚）の対比
ハイニヒェンは序論の冒頭付近に付した 3 頁に及ぶ長大な注の中で、昔の作曲家と最近の作曲
家の間の相違点について論じる。彼によれば「昔の作曲家は理性の側に立ち、新しい作曲家は聴
覚の側に立っている」
（General-Bass, 2-3）。過去の作曲家は聴覚を喜ばせることよりも対位法の
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厳格な規則に従うことを重視した結果、理性優位の音楽（「視覚のための音楽」）を作り出してき
た。しかし音楽の支配権は理性から聴覚へと次第に返還され、今や聴覚こそが音楽において最も
重要なものであると作曲家の間では考えられている。ハイニヒェンは対位法規則に縛られたかつ
ての作曲のあり方を衒学的 pedantisch なものとして批判し、アフェクトを動かし、聴覚を楽し
ませるような音楽を作ることを推奨する。そのためには必要に応じて対位法の規則からあえて逸
脱することを選ばなければならない場合も生じる。著作中ではこうした事例が実践に即して解説
されている。
（3）イタリア、フランスとドイツの対比
良い趣味の音楽を作曲するためにドイツ人はイタリアとフランスの音楽を学ばなければなら
ないとハイニヒェンは述べる。
「イタリアの趣味とフランスの趣味の適切な混合は耳に最も力強
く働きかけ、世界中の他のあらゆる趣味に打ち勝つ。（中略）しかしドイツ人は勤勉に何かに打ち
込めば、一般的に他の国を凌駕するという評判である。こうしたことから、私はいつか我々の作
曲家〔ドイツの作曲家〕に、かつて技巧的対位法と理論的正確さにおいて成功を収めてきたのと
同様に、音楽の趣味においても他の国に勝ろうとしてほしいのである」
（General-Bass, 10-12）。
イタリア、フランス、ドイツの各国の音楽に特徴を見出す国民様式論、そしてイタリア、フラン
スといった音楽の先進地域の混合趣味に習熟することによってそれらの国の音楽を凌駕するこ
とをめざすという、18 世紀の音楽批評家たちの関心を集めた混合趣味論の論法を見て取れる。
主要参考文献
[General-Bass]: Johann David Heinichen. Der General-Bass in der Composition. Dresden,
1728.
Johann David Heinichen. Neu erfundene und gründliche Anweisung zu vollkommener
Erlernung des General-Basses. Hamburg, 1711.
Georg J. Buelow. Thorough-Bass Accompaniment according to Johann David Heinichen.
（Revised Edition）Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, 1986.
David Sheldon. “The Concept Galant in the 18th Century,” Journal of Musicological Research.
9,（1989）, pp. 89-108.
Carl Darlhaus（Hg.）. Die Musik des 18. Jahrhunderts: mit 103 Notenbeispielen, 102
Abbildungen und 2 Farbtafeln（=Neues Handbuch der Musikwissenschaft; Bd. 5）
.
Laaber: Laaber-Verlag, 1985.
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＊レクチャー・コンサート＊
「17 〜 18 世紀の邦楽音楽」

2014 年 6 月 21 日（土）於：鞆シーサイドホテル（広島県福山市）
司会・解説者：占部三龍
演奏者：占部三龍（尺八）、岡田明子、福田歌寿子、三
成歌能子（琴）
演奏曲目：
八橋検校作曲「六段の調」、作曲者不詳「尺八古典本
曲

手向」、沢井忠夫作曲「螺鈿」、菊岡検校作曲「夕

顔」、宮城道雄作曲「春の海」
解説（占部

三龍）

当日は、朝鮮通信使の従事官李邦彦が「日東第一形勝」と称賛した仙酔島の眺めを眼下に望む
展望サロンにて、占部三龍氏の解説を聞きつつ、趣ある邦楽の調べを鑑賞した。以下では、同氏
に改めて演奏曲目への解説を寄せていただいた（大会事務局記）。
「六段の調」は「八段の調」
「みだれ」と共に異説はあるが、八橋検校の作と云われており歌詞
日本音楽としては珍しい純粋の形式差を目的とした代表的傑作で
を伴わない「段もの 1」と称され、
ある。整然たる形式差を整え、適当な節奏と偕調の変化の妙を示しながら、端麗典雅の風格を帯
びているのは当時の京都の雅びやかでおおらかな生活感情がその底に流れていたからであろう。
尺八のみでそうする曲を本曲という。
「尺八古典本曲

手向」は本来普化宗の虚無僧が吹いてい

たもので、その所属する寺に伝わる曲であるが口伝でもあり作曲者等は殆ど解らない。唯、普化
宗の尺八曲の殆どは法式や勤行や修行のための宗教曲である。したがって遊楽や宴楽とは異なっ
ておりその奏法や音取りも違う。なかでも「手向」は、西国三十三か所支配京都明暗寺属の伊勢
白子（現三重県鈴鹿市）にあった鈴法山普済寺所伝の尺八古典本曲で、神仏や故人の霊に奉げる
為の曲である。
「螺鈿」は沢井忠夫が 1960 年に作曲した、時代的には後世の曲である。この曲は 2 つの章から
成る。一章は種々の螺鈿細工の趣、面白さを変拍子やテーマの瞬間的転調等で楽しみ、全体をロ
ンド風にまとめている。二章は光線によって変化する貝がらの美しさを、
ゆったりと歌の様なテー
マとそのヴァリエーションで表現しようと試みている。あの夢の様に美しい貝がらの光沢が光線
の角度でいろいろな美しさを表す螺鈿細工。その異なった美しさを拍子と旋律で表している。
また筝曲は、後述の宮城道雄とも関係がある。宮城道雄は自らの新しい楽曲世界開拓のために
日本の古典的楽器の改良や開発を精力的に行い、その結果 十 七 弦、八十弦、短箏、大胡弓琴を考
案した。この曲で使われている十七弦は、その誕生以来大合奏の片隅で低音楽器の補助的な役目

1 基本的に歌を伴わない純粋な琴のための器楽曲で、都節音階（みやこぶしおんかい）と呼ばれる半音階を含む五
音音階（ミファラシド）の陰音階で書かれた作品。
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を果たすに過ぎなかったが、近年室内楽的なアンサンブルの一翼を担う楽器として、あるいは独
奏楽器として進化している。
「夕顔」の形式は「前唄」
（唄あり）―「平箏」
（唄なし）―「後唄」
（唄あり）という構成で小
唄ながら旋律が美しく、佳曲である。歌詞は源氏物語の第 4 帖『夕顔』をうたったものだが、直
接物語の筋をうたったものではなく、物語の背景を前提として創作されたものである。また、平
事物としては小規模な曲ではあるが、虫の音や砧を暗示する音型なども使われ、短いながらも変
化にとんだ掛け合いは派手に聞こえる為演奏会などでも重宝される。三味線、箏ともによく工夫
された名曲で尺八と合奏とも良く合う、もののあわれを感じさせる趣深い曲である。
「春の海」は、宮城道雄が 8 才で失明する前に作曲した、新日本音楽を代表する作品である。編
成は箏 + 尺八（1 尺 8 寸管）であるが、尺八の代わりにフルートやヴァイオリン、箏の代わりにピ
アノなどにアレンジされ、お正月やおめでたい時などの BGM として、日本人の和の心を想起する
という圧倒的な知名度を誇る曲である。作曲当時はあまり注目されず、
フランス人女性ヴァイオリ
ニストのルネ・シュメーが宮城道雄の琴と合奏したことで世界中の人々に知られることになった。
曲は春ののどかな瀬戸内海の情景を現した曲で、はじめはゆったりとした浜辺の渚の様子を、そ
の後少しテンポを上げ舟歌まじりに船頭が櫂を漕ぐ様子や鷗がなく様子が表現されている。

出演者略歴
演奏：占部三龍氏 （尺八）
福山市出身。尺八を加藤名山、沢井三山、横山勝也の各師に師事。地唄三味線を三輪
堤一師に師事。NHK 邦楽技能者育成会第 20 期に入会。2003 年、外務省国際交流基金
の派遣によりアメリカ及び中米 3 か国（ハイチ、ジャマイカ、スリナム）にて演奏。
その他アメリカ、スイス、スペイン、韓国、中国、ブルガリアなど世界各地で演奏。
岡田明子氏 （琴）
福山市出身。琴、三絃を鳥山繁美、八島興作の両師に師事。筝曲宮城社大師範。1998
年、ロシア・フィルハーモニック弦楽四重奏団演奏会にてアレキサンダー・シュスティ
ン（ヴァイオリン）と共演。2000 年、国民文化祭ひろしま邦楽の祭典

オープニング

にて「春の海」演奏。2011、13 年にブルガリアにて和楽器紹介海外公演に出演。
福田歌寿子氏 （琴）
福山市出身。琴、三絃を神囿歌菜子（生田流筑紫会）
、金沢歌光の両師に師事。2003
年、外務省国際交流基金の派遣によりアメリカ及び中米 3 か国（ハイチ、ジャマイカ、
スリナム）にて演奏。2007 年、ハワイにて「日本とハワイ親善コンサート」出演。現
在、生田流筑紫会大師範、琴アンサンブル「アポロン」主宰。
三成歌能子氏 （琴）
福山市出身。琴を沢井忠夫・沢井一恵両師に師事。生田流筝曲大師範。2003 年、外務
省国際交流基金の派遣によりアメリカ及び中米 3 か国（ハイチ、ジャマイカ、スリナ
ム）にて演奏。2007 年、ハワイにて「日本とハワイ親善コンサート」出演。子弟の教
授のかたわら全国で演奏活動を展開。
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共通論題（1）

18 世紀の海の道

趣旨説明
堀

田

誠

三（福山市立大学）

高

橋

博

巳（金城学院大学）

福山市立大学で 18 世紀学会大会の開催をお引き受けすることになり、開催地にふさわしい共通
論題として「海の道」を提案した。というのも、大会の開催場所が本学の主要施設が存在する「港
町キャンパス」だからである（別に「北本庄キャンパス」がある）。港町というように、本学は瀬
戸内海に面しており、この地理的条件に触発されて、
「海の道」の発想がうまれた。多島海の景観
を眺め、空気がくっきりと澄んだ日には四国までが見渡せ、海は人と人、また人の住む地域を隔
てると同時につなぐものでもあることが実感される。
このことは洋の東西をとわず普遍的な事象であり、鉄道が登場する以前には、海上交通が人と
文物の交流を支える主要な手段であった。18 世紀においても快適かつ迅速な交通手段としては、
陸をゆく馬車や徒歩などより、当然ながら海をゆく船のほうが優れていた。
折しも西川潤氏はコラム「緑地帯」で、
「瀬戸内海は、もともとアジアに開いた海の道で、多島
海の文化が花開いた地域」だったが、
「高度成長時代」以降の紆余曲折を経て、
「ここ十数年、瀬
戸内海の再生、人間と親和的な里海化、文化振興の試みが進められ…その再生の行方は、身近に
豊かさをつくり出す試みとして、世界が注目している」（『中国新聞』2014 年 5 月 21 日）と指摘
している。
共通論題では地域性にとらわれず、知と文化の共鳴と醗酵の基盤という観点から「海の道」を
取り上げていきたい。そのさい「海の道」をたどる「航海」と、その発着地ないし経由地として
の「港」を考察の対象に入れることも必要であろう。航海中や寄港地での非日常的な強いられた
閑暇は、知的文化的営為への誘因として機能するにちがいないからである。
（以上、堀田

誠三）

そこで 18 世紀の「海の道」を展望するに先立ち、18 世紀から 19 世紀にかけてこの瀬戸内海を
船で往還した人々の目を通して、当時の瀬戸内の風景を再現しておこう。
寛政 9 年（1797）数え年 18 歳の頼山陽（1780-1832）は、叔父頼杏坪（1756-1834）に伴われて
関東に向けて旅立ち、両親への便りを兼ねて『東遊漫録』と題する紀行文を綴っている（東城書
店、1982 年）。5 月 14 日の条には、
昼、舟にのり、忠海におもむく。海湾烟雨の景、奇なり。凡そ日本は海中の国なれば、絶洋
ののぞみは国々に少からず。島嶼つゞき、舟帆来去する佳麗の景は、芸備の辺を第一とすべ
し。余が故郷の事なれば、厳島より備後尾道迄、海湾の景を図し置たり。
といいながら、魏の武侯の故事を引いて、「此の景も又芸国の宝なる哉」と御国自慢をしている
− 10 −

（図 1）。「絶洋ののぞみ」は、海の絶景。翌 16 日には「忠海」を経て、
「尾道は繁華の処なり。地、
海浜にして、向に呼べば堠う可きほどの長き島あり。連り亘る事三四里、其間の海、大きなる川
を見るごとし」といって、
「実に天設の大湊なり」と評している。17 日は、
「今津、備後福山領よ
り舟を捨て」、陸行して「福山城の天守」を望みながら、芦田川を渡って「神辺」に宿泊した。そ
こでは、
山陽に隠れなき菅太中といへる父執の家を問ひて、其別荘黄葉夕陽村舎と言ふに宴を設け
て、終夜実話をきく。田の中の舎にて、此夜は月さへて景よし。門人に命じて横笛を吹かし
む。雅興いはん方なし。
と感興を記している。「父執」父の友人、菅茶山（1748-1827、通称太冲）はその頃知らぬ人とて
ないほどの詩人だった。その尽きることのない「実話」に耳を傾けていると、時の移ろいも一段
と緩やかに感じられ、立待「月」の光も冴え冴えと美しく、
「横笛」の演奏までが加わっての完璧
なもてなしに、
「雅興いはん方なし」としか言いようがなかっただろう。典型的な江戸風雅のひと
つとして忘れがたい。
ところで、山陽のスケッチは鞆の浦の手前で終わっているが、ここは朝鮮通信使の李邦彦によ
る「日東第一形勝」、ならびに洪啓禧・啓海父子による「対潮楼」の額で知られた名勝である。明
和元年（1764）の通信使をこの港で応接したのは、豊後岡藩の中川修理大夫久貞家中の柴山寛猛
たちだった（注）。
柴山の後輩にあたる田能村竹田（1777-1835）は、享和元年（1801）25 歳のおりの江戸出張で
瀬戸内海を初めて往還した。その船旅はさだめし印象的だったろうが、記録は残っていない。つ
いで文化 2 年、京都遊学のために乗船、同 4 年歳末の帰藩に際しても瀬戸内海航路の船客になっ
たはずであるが、文化 8 年の東上の際に備後糸崎に上陸して陸路菅茶山を訪ねて、さすがに詩は
作っているものの画は描かなかったらしく、京坂に滞在して 9 月帰藩。こののち文化 10 年、11
年と上坂を繰り返しているにもかかわらず、画は残っていないようだ。
そうしてようやく描かれたのが《船窓小戯帖》（文政 12 〜天保元年、1829-30）である。わけて
も興味深いのは〈蛸売り〉（図 2、個人蔵）の図で、そこには次のような賛が付されていた。
蒲田数頃緑扶踈

蒲田数頃緑扶踈たり

鱗介為村簇々居

鱗介村を為し簇々として居す

昨夜幾星沙際火

昨夜幾星か沙際の火

朝来皷棹売章魚

朝来棹を皷して章魚を売る

忠海舟中作

忠海舟中の作

この「潮を候つ」あいだに「芸の大崎」で「戯れに写し」た小品は、賛詩の「昨夜、幾星か沙際
の火」というような表現で船旅ならではの旅情を漂わせながら、画面はあくまで清々しい。朝の
光を受けて蛸を売る漁師親子は、さながら一篇の風物詩である。この画面ではまだ定かに見分け
がたいが、数年後にこれを独立させて描き直した《売章魚図》（図 3、出光美術館蔵）には、はっ
きりと「銭差」が描かれているのがわかる。この銅臭も竹田にとっては忌むべき対象となってい
ない。
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さらに天保 5 年の《三津浜図》（図 4、出光美術館蔵）では、画の依頼者「酔樵雅契」こと松田
渙卿の家のすぐ傍に、賑やかな魚市の競売の場面が描かれている。文人画のなかに、平然と経済
活動が紛れ込んでいるのだ。《小戯帖》の〈梅津寺図〉の記載によれば、奇しくも竹田が訪れる三
日前に頼杏坪も立ち寄っていた。杏坪もまた前後して渙卿の家を訪れ、
「海上争いて立つ玉嶙峋、
近くは則ち笑うが如く遠くは則ち顰むがごとし」（「松田渙卿の九霞楼に登り、見る所を賦して主
人に贈る」、『春草堂詩抄』巻七）というように、眼前の光景を見事に写し取っていた。
田能村竹田はさらに瀬戸内を往還するうち、
《亦復一楽帖》（天保元年、1830）の〈順風舟行図〉
の賛に、
「置酒賦詩」、
「一千五百里」を「唯両日」で移動する瀬戸内海航路の快適さを特筆してい
る。その一方で、
《船窓小戯帖》に翌年描き加えた〈播洋値風図〉では暴風にあって「断魂」した
様子を生々しく伝え、思い出すだけで冷や汗が出たと書き添えてもいる。便利な船旅にもそうし
た危険はつきものだったらしい。
折しも韓国の珍島付近では傷ましい海難事故が起き、世界中の人々が心を痛めた。こうしたこ
とさえなければ、船旅の楽しみは竹田の画に横溢しているとおりである。
これも享和元年のことであるが、菅茶山もまた「登登庵の松島詩巻の後に題す」に、
勝を荒陬に尋ねて留まること幾旬ぞ
帰り遺る一軸、郷隣を照らす
山陽三万六千島
恨むらくは図を携えて北人に誇らざりしを
（『黄葉夕陽村舎詩』巻六）
といって、多島海の魅力では瀬戸内は松島に負けていないと自負している。
その素晴らしい風景のなかを、朝鮮通信使や琉球使節、またオランダ東インド会社のカピタン
たちを乗せた船が行き交ったわけである。そうした一こまを蕪村は、
「高麗舟のよらで過ゆく霞か
な」（明和 6 年、1769）の一句で幻想的に伝えている。
さて共通論題では、ヨーロッパからはバルト海を旅したヘルダーの場合、韓国 18 世紀学会から
の報告としては「海の道」を経て伝わったカトリックの問題と日本の「渡海」言説について、さ
らに琉球使節が 18 世紀に有した意味などが様々に論じられた。「海の道」を再考するよすがとも
なれば幸いである。
（注）この件に関連して、中川久定先生よりお葉書で御示教を忝くした。厚く御礼を申し上げる。
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（図 3）

（図 1）

（図 2）

（図 4）

（図版）『出光美術館蔵品図録田能村竹田』
（平凡社、1992 年）および『江戸名作画帖全集』Ⅱ
（駸々堂出版、1993 年）から採録した。掲載を許可していただいた関係各位に感謝する。
（以上、高橋
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博巳）

ヘルダー『旅日記』（1769）とバルト海
嶋

田

洋一郎（九州大学）

『旅日記』はヘルダーが 1769 年 5 月から 7 月にかけて行なったバルト海沿岸の都市リガからフ
ランスの港湾都市ナントへの航海の途上で、彼の心の中に呼び起されるさまざまな思想や構想を
書き綴った手記であり、そこで言及される主題は芸術や学問、教育、言語、歴史、政治など多岐
に及んでいる。本発表では『旅日記』におけるヘルダーの「海上での夢想」
（邦訳 64 頁）の特徴
について、その舞台となるバルト海との関連において考察したい。
18 世紀における旅といえば「グランドツアー」やゲーテの『イタリア紀行』に見られるような
北から南への移動を思い浮かべるが、ヘルダーの 1769 年の旅は、バルト海を東から西へと移動す
る旅であった。しかもこれはドイツという観点から歴史的に見れば、ドイツ人によるバルト海沿
岸諸都市へのいわゆる「東方植民」とは逆の方向を辿っている。
また『旅日記』の日記としての日付の記入について見るならば、当時はロシア領であったリガ
で使用されていたユリウス暦が記された後に、18 世紀の中頃までにはヨーロッパのほとんどの国
で採用されていたグレゴリオ暦が括弧の中に記されている。日付のこうした併記は、当時のヘル
ダーの時間感覚がまだ東ヨーロッパと西ヨーロッパのあいだを揺れ動いていたことを示してい
よう。
しかし『旅日記』において特徴的なのは、
「クールラント、プロイセン、デンマーク、スウェー
デン、ノルウェー、ユトランド、オランダ、スコットランド、イギリス、ネーデルラント」（邦訳
64 頁）といったバルト海沿岸諸都市に関するヘルダーの思索が「空と海のあいだを漂う船」（邦
訳 7 頁）で行なわれることによって、固定化されたものから一気に流動化することであろう。そ
こには 19 世紀後半以降の国民国家的な思考は見られず、ヨーロッパをキーワードとする啓蒙主義
的な知の動的で多様な交流形態の反映が見られて興味深い。
『旅日記』はドイツ文学史では特に 19 世紀後半以降の国民文学史記述において、ドイツ独自の
文学運動である「シュトルム・ウント・ドラング」の嚆矢をなすものとされてきたが、ヘルダー
が若きゲーテにフランスとの国境の都市シュトラースブルクで伝えたと推測される種々の思想
は、リガという当時はラトヴィアとドイツとロシアの文化が混淆する港町で育まれ、バルト海で
の航海途上で「翼と躍動と広大な空間」
（邦訳 7 頁）を与えられて形成されたものであったといえ
よう。
（邦訳は『ヘルダー旅日記』嶋田洋一郎訳、九州大学出版会、2002 年、による。）

− 14 −

東アジアにおけるカトリック受容史の比較
鄭

炳

説（ソウル大学国語国文学科）

カトリックは西洋の文化が東洋に上陸する際の尖兵であった。西洋文化の要諦であり核心だっ
たカトリックが韓国・中国・日本の三国に入り、根付く過程はそれぞれ異なる。これは東アジア
の文化を比較する際の重要なテーマである。この発表では韓国を中心として、カトリックがどの
ように東アジアに入り、どのように禁止され、定着したかを比較分析した。
東アジア諸国のうち、最も早くカトリックが上陸した国は日本だった。地理的な位置や伝教の
規模から考えると、日本の場合が韓国はもちろん、中国よりも早かったということは特筆すべき
ことである。日本が外国文化の受容に積極的・開放的だったことを示す事例である。反面、交易・
伝教ともに外部世界の関心を引かなかった韓国は、最も遅くカトリックを受け入れた。朝鮮政府
は冊封関係を持つ中国以外の外部世界と独自の交渉を持つことを考えていなかった。それが、孤
立した朝鮮王国の知識人をして外部への関心を高まらせた原因である。韓国のカトリック受容史
における最大の特徴は、西洋の神父が入国して布教したのではなく、韓国人自らがカトリック教
理書を勉強して信仰共同体を形成したことである。朝鮮で発生した最初の大規模のカトリック弾
圧である一八〇一年の「辛酉迫害」の際は、一千人ほどのカトリック信者が殺された。この数字
は推定に過ぎないのだが、当時、朝鮮の人口が一五〇〇万人だったことを考えると、一万人近く
の洗礼信者を有していた朝鮮のカトリック会が甚大な打撃を受けたことは間違いない。カトリッ
ク会が瓦解される危機に直面し、信者の一部は教会の再建のために北京の主教とローマ教皇に助
けを求める書簡を送った。その書簡の中で彼らは、
「宣教師の伝教によるのではなく、本を読んで
道を会得した国は我が朝鮮だけ（不由司鐸伝教、只憑文書訪道、唯有我東国）」（「東国教友上教皇
書」、一八一一）だと記して、朝鮮カトリック会の独自の成立への自負心を示す。
朝鮮にカトリック共同体が発生したのは十八世紀の後半だった。もちろん、その前にも朝鮮人
の一部がカトリックに接触したことはあった。特に、壬辰戦争の際に日本軍に従軍した西洋人の
神父と日本人の信者を介してカトリックに出会った朝鮮人の一部は正式に信者となった。しか
し、捕虜になってから信仰を持つようになった朝鮮人信者が、朝鮮のカトリック会の成立に影響
を及ぼすことはなかった。朝鮮の知識人は北京から持ち帰った『天主実義』などのカトリック書
籍を読み、進んで信仰を持つようになった。初期の朝鮮カトリック教徒はカトリックについて、
朝鮮の支配理念である儒学と異なる点が多くないと思っていた。しかし、信仰が深まるにつれて、
先祖への祭事などがカトリックの教えに反するかもしれないと思うようになった。一七八四年に
朝鮮人の中ではじめて洗礼を受けた李承薫（イ・スンフン）は、先祖への祭事に寛容的だったイ
エズス会員の神父に接触した。当時、中国のイエズス会はその布教方針が問題になって、すでに
一七七三年に教皇庁から解散命令を受けていた状況であった。李承薫は解散過程中のイエズス会
の神父に出会ったのである。一七九〇年に先祖への祭事に関して北京の主教に質問した時は、断
固とした拒否の返事が返された。こうして朝鮮の信者はカトリックと儒学とが相容れないという
ことを明確に知った。カトリック信仰の方を選んだ信者らは西洋に助けを求めるようになり、
一八〇一年の大弾圧の際は、「西洋の船を呼んで朝鮮政府と決着させるべし（洋舶請来、一場判
決）」といった話まで出てきた。ここにきて、カトリックの危険性・反逆性を克明に認識した朝鮮
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政府は過酷な弾圧を行った。
韓国・日本・中国の三国は共にカトリック布教を禁じた。しかし、その禁止の実態には少しず
つ違いが見られる。真っ先にカトリックを受け入れた日本が、やはり真っ先にカトリックを禁止
したが、禁教令の水準と強度を少しずつ高めていき、結局、完全禁止に至った。すべての人によ
る、すべての形の布教と信仰を禁止したのである。日本の禁令は、日本がカトリックを経験した
上で発令されたのであり、この点においては中国も同じである。しかし、朝鮮の場合はカトリッ
クが入るや否や禁令が発令された。一七八四年に初めて洗礼信者ができ、一七九四年にようやく
朝鮮に神父が入ってきたが、すでに一七八五年に初迫害があり、一七九一年には初殉教者が誕生
した。カトリックが正確に知られ、定着される先に弾圧が行われたのである。朝鮮の信者が自ら
北京のカトリックに訪れて洗礼を受けた時、すでにカトリックは中国で禁止されていた。自らの
利害や習慣と衝突しない限り、朝鮮政府は清朝の命令に従っていた。清朝のカトリック禁令を
知っていたので、朝鮮政府はカトリックのことを正確に把握する前から禁令を守ったのである。
中国の場合はカトリックを、国を揺るがす宗教とまでは思っていなかったようである。だから、
カトリックの布教は禁止しても、天文・数理・美術などの分野で高い能力を有する西洋の宣教師
をあえて追放しなかった。この点が韓国・日本との違いである。韓国・日本はカトリックとの完
全な断絶を試みた。これは三国のカトリック弾圧の様子を比べると明確である。韓国と日本は中
央政府の主導で信者を処罰し、殺したのだが、中国の場合は地方政府の官吏、または有力者によっ
て弾圧が行われる場合が多かった。中央政府による厳格な禁止といった面においては韓国と日本
が似ているが、両者の間には明確な違いも存在する。日本はカトリックといった信仰とその思想
を禁止しただけで、西洋の物質文化へに関心は持ち続け、交易関係も維持した。反面、朝鮮は西
洋との接触自体を一切拒んだ。要するに、朝鮮は中国に頼って、カトリックのことを把握する前
に排斥し、その背景に存在する西洋文化までタブー視した。
東アジアのカトリック受容史における韓国の特徴のひとつは、伝教の自由を獲得してからの爆
発的な成長である。中国と日本の場合はカトリック教の勢力があまり拡大しなかった反面、韓国
の場合、カトリック・プロテスタントの両方を含むキリスト教の成長には目を見張るものがある。
十九世紀末、世界中の簡略本聖書の普及量のおける韓国語聖書の割合は中国語・英語に次いだ。
それほど多くの人たちがキリスト教に惹かれたのである。現在の韓国には、全体人口の 30 パーセ
ント近くである一五〇〇万人ものキリスト信者が存在する。全体人口の半分近くが宗教を持って
いないことを考えると、キリスト教の勢力のほどが分かる。信者の数はプロテスタントの方がカ
トリックより若干多いが、現在、プロテスタントの勢力は縮まる傾向を示す反面、カトリックは
成長を続けている。キリスト教のこのような爆発的な成長の裏側には、自発的なカトリック受容
の歴史があるのではなかろうか。
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加藤清正のオランカイ、源義経の北高麗
金

時

徳（キム・シドク、ソウル大学奎章閣韓国学研究院）

近世日本には異国との戦争を「征伐」として正当化する四つの対外戦争文献群が存在した。豊
臣秀吉の朝鮮侵略（壬辰戦争）をテーマとする壬辰戦争文献群（朝鮮軍記物とも）、島津氏の琉球
侵略をテーマとする琉球戦争文献群、いわゆる「神功皇后の三韓征伐」伝説や大和王朝の百済救
援戦争などをテーマとする三韓戦争文献群、そして、北海道以北のいわゆる蝦夷地を舞台として
二百余年も繰り広げられた衝突をテーマとする蝦夷戦争文献群がそれである。この発表では壬辰
戦争文献群の主要文献の一つである『朝鮮太平記』の作者・馬場信意が著した蝦夷戦争文献であ
る『義経勲功記』を検討した。特に、壬辰戦争における加藤清正のオランカイ（兀良哈）侵略の
言説と、源義経の北高麗渡海伝承とが有する冒険談としての特徴に注目した。
『義経勲功記』
（一七一二年刊）は通俗軍記作家の馬場信意が書いた軍記である。首卷「夢伯問
答」一冊と本編十九冊からなり、
『朝鮮太平記』（一七〇五年刊）の七年後に刊行された。源義経
が鎌倉幕府の初代将軍で、自分の兄である源頼朝の追跡を逃れて蝦夷＝アイヌの領域に渡ったと
いう内容の「義経入夷説」が確認されるのは首巻と巻十九の二箇所である。「夢伯問答」には、作
者の友人である東伯という人が残夢仙人、即ち、常陸坊海存に出会い、義経入夷説や蝦夷地のこ
となどを聞いて記録し、作者に出版を依頼した旨が書かれている。残夢仙人によると、自分や源
義経・弁慶などは不老不死の霊薬を飲んで、今も蝦夷地の辺境で暮らしているとのことである。
また、蝦夷の人たちは義経の武威を怖れ、シヤクワンと呼んで尊敬することと、最近、蝦夷地で
抗争したシヤムシヤインとチメンハクは、ともに義経の後裔であるという。近代のアイヌ研究家
である金田一京助によると、
『義経勲功記』は林羅山・林鵞峯などが編纂した幕府の史書『本朝通
鑑』にはじまる義経入夷説の第一期（寛文年間）に引き続き、第二期（正徳・享保）を代表する
文献であり、馬場信意は義経入夷説を世に広めた張本人として批判された。十八世紀の学者・小
説家であった都賀庭鐘の読本『義経盤石伝』にも影響したことが指摘されるなど、
『義経勲功記』
は江戸時代中期に広く読まれたことが知られている。『義経勲功記』の影響力を確かめるために、
彼のもう一つの著作である『朝鮮太平記』と比較する。
『朝鮮太平記』は壬辰戦争文献群の第三期を代表する通俗軍記である。作者には日本・明・朝鮮
の三国の壬辰戦争関係文献を集成して面白い読み物を作る意図があったと見られる。
『朝鮮太平
記』のこのような執筆姿勢は、
『義経勲功記』についても指摘することができる。ところで、多く
の壬辰戦争文献には、現在の南満洲地域に居住したオランカイ（兀良哈）と戦って韓半島に戻っ
た加藤清正が、「せいしう・せいしう・済州」などと呼ばれる地域に至り、当時の北海道のなかで
唯一和人が居住していた松前から漂流してきた日本人の案内で富士山を見渡したというエピ
ソードが存在する。当時、北海道とオランカイとの間は船で行き来できる、といった認識が存在
したことが分かる。日本人の蝦夷地「探検」が本格化し、関連記録が量産された「北方文献ブー
ム」の時期は十八世紀後期である。このエピソードが壬辰戦争文献群に登場する十七世紀初期に、
北アジアの地理的な状況に関する日本人の認識は漠然としたものであった。当時の日本では北ア
ジアの一部が「北高麗」と呼ばれていたことが知られている。北高麗とは高麗＝朝鮮の以北にあ
るタタールを指す。たとえば、一七一二年にクリール列島のイトゥルップ（Итуруп、択捉）
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島に漂着した大隅の船頭次郎衛門の漂流記『エトロフ島漂着記』には、口蝦夷との五百里の間は
通行も自由で、織物・錦も作るという噂があるが、実は北高麗から将来されるものだということ
で、北高麗は日本より奥ゑぞの方に近い、といった文章が載っている。また、一七三九年に成立
した坂倉源次郎の『北海随筆』には、西蝦夷地の六条の間というところに弁慶崎と呼ばれるとこ
ろがあり、義経がここから北高麗に渡ったといわれるが詳しいことは分からない、と記されてい
る。一七八一年に成立した『松前志』の作者・松前広長は、北アジアの地理が南から東北に「朝
鮮＝高麗→オランカイ（東韃靼の属地）→女真→蝦夷」のようになっているとの認識を示す。十八
世紀の末に成立した『両国壬辰実記』はこのような認識を受け継ぎ、
「（新井白石の）
『蝦夷志』に
「廷尉去此而踰北海」と云。考るに義経も蝦夷より女直の奴兒干に至られたると云へは、女直界の
朝鮮の東北極咸鏡道と蝦夷と若干里隔るとも、海上直矩は差しわたし成べければ、松前より漂着
せしは左も有べき也」といった割注を施す。この主張によると、義経は北方の女真に渡り、加藤
清正は南方の咸鏡道に至ったことになる。そして、義経も渡ったほどなので、女真・オランカイ
と蝦夷地とは往来できる距離ということになる。以上の考察から、江戸時代の日本人には、北高
麗とは漠然とオランカイ・女真などの異民族が住む地域として認識されていたことが確認され
る。
馬場信意は『異称日本伝』という類書文献に載っている琉球関係記事を剽窃に近い方法で利用
し、その他の壬辰戦争文献には見当たらない豊富な琉球情報を『朝鮮太平記』に収録した。しか
し、彼は松前の漂流民やオランカイには触れても、源義経の北高麗渡海や蝦夷に関しては沈黙す
る。そして、
『朝鮮太平記』
（一七〇五年刊）から七年後に刊行された『義経勲功記』
（一七一二年
刊）には義経入夷説のことを詳述する。ここから、馬場信意が義経入夷説に関する具体的な情報
を入手し、自分の著述に利用することにしたのは『朝鮮太平記』と『義経勲功記』との七年の間
のことが推定される。シャクシャインの戦いと義経入夷説のことを取り扱った『蝦夷談筆記』の
成立が一七一〇年なので、この種の文献が馬場信意の創作意欲を刺激したのかもしれない。一方、
『義経勲功記』には北高麗という地域に関する議論が全く見当たらない。『義経勲功記』において、
作者は蝦夷地にのみ関心を払い、蝦夷地の背後に広がる北アジアの情勢には触れない。日本人を
してこの地域の情勢に関心を持つようにしたロシアの東進・南下は、十八世紀の初期までは日本
人の認識範囲に入っていなかったのである。
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琉球国使節渡来の残したもの
横

山

學（ノートルダム清心女子大学）

1．琉球国使節の渡来と終焉
慶長 14 年（1609）、薩摩藩の「琉球攻め」以後、琉球国は中国との関係を維持しつつ、徳川幕
府に対して将軍代替わりを祝す賀慶使と琉球国王の襲封を謝す恩謝使の使者を派遣した。江戸時
代を通じて、寛永 11 年（1634）から、嘉永 3 年（1850）まで 18 度（22 使）に及んでいる。使節
の任務は、登城して将軍へ慶賀・恩謝の礼をつくすことにあった。その他には、徳川家康を祀っ
た東照宮を参詣し、城中で琉球音楽を奏上し、御三家（尾張徳川家・紀州徳川家・水戸徳川家）
と幕府の統括者である老中への挨拶、将軍への暇乞いなどの公的な役目があった。滞在する薩摩
藩邸では琉球芸能を披露し、囲碁の対局をし、また日本の舞踊を観て、和歌などの文芸を学んだ。
この時に使者たちが持ち帰った知識や情報が、琉球の文芸に大きな影響を与えた。使節の人数は
毎回、百人程度であったが、賀慶と恩謝のための使者が重なった年度は、構成された人数が倍に
なった。これらの使節を、参勤交代する薩摩藩士の隊列が先導した。朝鮮通信使の通行と同様に、
街道には多くの見物人があふれた。
琉球国の幕府への対応、渡来を支配した薩摩藩の意図、使節を受け入れた幕府と明治政府の琉
球国・琉球藩への位置づけは、それぞれの時代、そして文人・識者・庶民によって異なっている。
「時代」の求めたものを正しく見てゆくべきである。
規模は異なるが、明治 5 年 9 月 14 日には明治政府に対しても「王政一新祝賀正副使」使節を
送った。この時の使者はこれまでとは、異なり新たな処遇を受けた。まず、国王は藩王となり、
藩主として一等官に位置づけられ飯田町に藩邸を与えられた。政府の管轄は当初外務省となり
（後には内務省へと移管）、藩内融通として貨幣 3 万円を賜った。その時に下された「仕えるもの
の衣装」である「折鳥帽子・素襖・直垂」を着して、天長節参賀に参列。さらに、明治政府の力
量を誇示する「海軍省諸機械」「軍艦で横須賀製銕所と機諸械」「横浜巡視」「蒸気車」乗車を体
験・見学して帰国する。この一連の儀式によって、琉球国は琉球藩となった。琉球国はこの時、
国家的事態の認識はなかった。
折しもこの時期、明治 4 年に台湾での宮古島島民の殺害事件に端を発した台湾事件が起こり、
明治政府は出兵し台湾を平定した。明治 6 年に、清国から琉球は中国にとって「化外の地」であ
り日本に属することの間接的な認知を得た。これをめぐって国際世論が巻き起こり、
「琉球国の属
するところは日本か、それとも清国か」が問われた。西欧からの関心が集まり、広く新聞に取り
上げられた。明治政府は、この時期に提起された琉球所属問題を、沖縄県の設置によって解決し、
これによって琉球国の国内化が完結した。この明治 5 年の琉球国使節が、大和」（徳川幕府・明治
政府）に送られた最後の使節であった。
2．瀬戸内海を通航した琉球国使節
朝鮮通信使と琉球国使節の規模は異なるが、どちらも瀬戸内海を通航した。天保 3 年（1832）
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度の琉球国使節については、行列の詳細を記した史料『儀衛正日記』が遺されている。使節派遣
の度毎に、琉球国では様々な行列記録を記したが、現時点において所在の確認できるものはこの
日記のみである。
潮の干満差が平均 3.8 メートルもある瀬戸内海を通航する使節の船団（寛政 2 年は 39 艘）は、
潮流の「潮待ち」、風向・風力のための「風待ち」が必要で、港に入るときも「上げ潮・引き潮」
の好機を選び、寄港を繰り返して進んだ。したがって、一日の航海距離には限度があり、要所の
港での寄港・滞在は重要な問題で、船団を待ち受ける港には幕府からの御触が流れ、港間では情
報交換のための早舟が行き交った。
『儀衛正日記』には天保 3 年の航行の様子が具体的に記されて
いる。往路には、福山市の南に位置する備後鞆港に、10 月 12 日に到着。13 日には備前岡山の直
島、14 日には播州姫路領室津に到着している。翌 15 日は曇天で、小雨の中を出航して兵庫に向っ
た。ところが、復路は向かい風で航行に難渋している。翌年正月 18 日に大坂川口を出航し、押し
船に助けられて明石港に着いたものの、9 泊もして、漸く 28 日に押し船で室津に入った。翌 29
日には、引き続き押し船で直島に向かっている。日記から、寄港が天候や風向きに大きく左右さ
れたことが分かる。
福山の小松寺には寛政 2 年に長旅の途中で没した琉球国使者（楽師・與世山親雲上）の墓があ
る。渡来途中で死亡した使者は都合 14 名で、街道の寺には墓碑が遺されており、渡来した使節た
ちは帰国の途中に墓参している。しかしこの天保 3 年は通航に手間取り、追風の好機を逃さぬた
めに先を急ぎ、小松寺の墓参を簡略化している。
3．琉球ブームと近世日本の琉球観、そして近代の沖縄学
琉球国からの使節の渡来は、街道や要港の人びとにとって、準備を要する大きな出来事で、関
心を呼んだ。渡来がある度ごとに、江戸・京・大坂・名古屋城下では、人気を当て込んだ出版物
が売りだされた。文人や識者たちは、競って琉球の知識や情報を求め、市中で行列を見物した。
特に天保期（1832 〜 1842）には、それまでの渡来年度とは比較にならないほど多くの琉球関係の
刊行物が出回り、所謂「琉球ブーム」が生じたのである。
近世の日本人にとっての「琉球」は、異国としての朝鮮、異国としての蝦夷・紅毛との比較の
中で、何処を親しく思い、何処を遠く考えたのかを知るべきである。当時の、琉球へ向けられた
関心の存在そのものが、日本における「琉球」の重さを証明しており、このことが近代以降の沖
縄の問題に通じるのである。
文人や国学者たちは、それぞれの時代に、それぞれの「琉球観」を描いた。これらは系譜とし
て辿れるものではない。論じる者の置かれた立場と琉球への関心の向け方によって、琉球は様々
にとらえられている。基本的な部分では共通していても、それぞれの学問的背景・情報の質と量・
相互の繋がりなどにより、「琉球観」は微妙に異なったのである。
宝永 8 年に琉球国使節の様子を最初に刊行物にした『琉球うみすずめ』で、
「唐貿易のできる
国」として読者は「琉球」を受け止めた。渡来の度ごとに琉球についての情報は増加して、対外
意識を含めた市民社会は成熟し琉球への知識は深まった。
新井白石はシドッチや朝鮮通信使、琉球国使者との対話を重ねて情報を得て、
『南島志』『琉球
国事略』を著した。これらの書物は琉球を知るための基本的文献として長く読み継がれた。白石
はそのなかで「倭（日本）文化」を文化的に想定し、琉球の古は倭の南に位置する「南倭」であ
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るとした。そして、中世以後の琉球と日本との結びつきを「為朝の渡琉伝説」によるものである
とした。この考えは、この後の琉球に関心を持った文人・識者、そして幕府の姿勢にまで引き継
がれてゆく。白尾国柱、佐藤成裕、橘南谿らは薩摩藩において実際に琉球国人と接した経験をも
とに、琉球観を描いた。中山信名と伴信友は、新井白石の琉球文化論に影響を受けている。著作
を生業とする曲亭馬琴、高井蘭山らは、江戸において江戸城に登城する琉球人の姿を見ている。
論じる者の立場によって、琉球に対する認識は、部分的に強調され、或は薄められながら受け継
がれていったのである。
文化・文政の頃、曲亭馬琴は傾倒する新井白石の琉球観（南倭構想）を受け継ぎ、琉球国王と
源為朝の渡琉伝説を結びつけた小説『為朝外伝椿説弓張月』を書き大評判となった。為朝と琉球、
そして使節行列への庶民の強い関心は、琉球物刊行物へ向けられ、その結果、江戸期で最も高まっ
た「琉球ブーム」となった。この流行は当時の人びとに「琉球」の存在を「近しい異国」として
意識させ、この意識が近代の沖縄観へと繋がったのである。
明治政府が琉球日本所属を当然として主張する根拠は、江戸時代に展開された琉球研究の成果
であり、典拠史料としたのは新井白石に始まる国学系の琉球研究であった。しかし一方で、明治
政府の藩王宣下の儀式に際して、正院から左院に諮問された内容、即ち琉球の「人類」と国内の
「人類」を同一に見做すべきでないとする意見もまた、琉球に向けた一側面であった。
徳川幕府と朝鮮国との関係も慶長 12 年から文化 8 年まで継続したが、琉球国との関係と同様に
その関係性は時代によって変化した。朝鮮通信使の渡来は、文化 8 年（1811）の対馬で終わる。
それ以降、外国からの使節団は琉球国使節のみとなる。通信使の記憶が遠くなるにつれて、街道
の人びとにとって、
「琉球」と「朝鮮」と違いが分かり難くなった。朝鮮通信使が江戸にまで至ら
なくなった宝暦 14 年以降から、琉球人・朝鮮人は一般呼称の「唐人」として日本に受け入れられ
始めた。当時の行列を描いた出版物、双六、地方の祭礼「唐子踊り」や「唐子人形」に具体例を
見ることができる。「唐人」として描写された使者たちの絵姿には、髭や羽根つき帽子、装束や
旗。通信使・琉球国使節の双方の特徴が入り混ざっているものが多い。朝鮮通信使の姿として説
明されている図版のなかには、実際には琉球国使節を描いたものもあり、また必ずしも近世の「通
信使」に限定できないものもある。いずれも、
「親しい異国」として受け取られたのである。近世
日本の朝鮮観を研究することの意義は深い。
近代の沖縄県設置の後に生まれた一連の「沖縄学」は、明治政府の同化政策に対する抵抗で、
沖縄文化を日本文化に位置づけようとする学問であった。しかしまた「沖縄にこそ古の日本があ
る」とする思想運動でもあった。日韓の問題を視野に入れるならば、将来において朝鮮通信使研
究と琉球国使節研究を重ね合わせる共同の研究が進み、理解がさらに深まり、新しい視点が生ま
れることを楽しみにしている。
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共通論題（2）

啓蒙とフィクション

提案の趣旨説明
斉

藤

渉（東京大学）

イマヌエル・カントが啓蒙の条件として提起した「理性の公的使用」は、著作を通じて公衆に
語りかける著者が「自己自身の理性を用い、自己自身として話す」ことを要件としていた。一方、
18 世紀には、狭義の文学的テクストはもちろん、文学外テクストにおいても、さまざまなフィク
ションの使用が確認できる（たとえば、哲学や科学や政治の問題が架空の人物同士たちの会話と
して描かれる）。
ジョン・サールの定義によれば、フィクショナルな言説は、著者が主張などの発話行為を行な
う「ふりをする」こと、言い換えれば、架空の登場人物や語り手「であるふりをする」ことによっ
て成立する。著者に自己自身として語ることを求めたカントから見れば、それは「理性の公的使
用」の埒外にあることになろう。だが、だとすると、18 世紀に見られる多様なフィクションの使
用は、
「啓蒙の世紀」にとってイレギュラーなエピソードになってしまうのだろうか。むしろ、こ
の「フィクションの公的使用」は、時代を特徴づける、単に偶然的でない現象と見なされるべき
ではないか。
共通論題 2「啓蒙とフィクション」では、膨大な数にのぼる 18 世紀のフィクション使用のうち、
いくつかの事例を取り上げ、その理論的考察の枠組みを提示するとともに、それぞれの地域や文
脈によるフィクションの機能の多様性を考察する。もとより、可能な事例を網羅的に論ずること
は望むべくもないが、そこに見られるいくつかの重要な思想史的アスペクトの抽出を目的とした
い。
最初に趣旨説明としてドイツ思想史を専門とする斉藤渉が、J. H. S. フォルメ『美しきヴォルフ
主義者』
（6 巻・1741-1752）、E. F. クライン『自由と所有』
（1790）、匿名「ベルリンに関する書
簡」（『ベルリン月報』1783-1785）という 3 つの文学外フィクションの例をとりあげ、テーマや形
式などにおけるフィクション使用の多様性を考察する。
次に第 1 報告として、文学理論を研究する久保昭博が、J. サールによる古典的フィクション論
以降の J.-M. シェフェール、O. カイラらによる展開を踏まえつつ、フィクション概念をめぐる最
近の理論的言説について報告する。
続いて第 2 報告ではイタリア演劇を専門とする大崎さやのが、C. ゴルドーニ作品における「戦
争」について論じる。劇作家ゴルドーニ自身の体験した戦争が、その作品においてどのように描
かれているかを分析することで、フィクションによる媒介の機能を考える。
さらに第 3 報告ではフランス科学史の隠岐さや香が、古典確率論の描く人間像と哲学的フィク
ションの関係について報告し、啓蒙の世紀において科学とフィクションの想像力とがどのように
関わっていたのかを考察する。
最後に第 4 報告としてイギリス文学を研究する武田将明が、D. デフォーの『ロビンソン・ク
ルーソー』とそれに先立つテクストを検討し、特に「神意」の概念に着目しつつ、名誉革命とフィ
クションの関係を論じる。
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フィクション概念をめぐる最近の理論的言説について
久

保

昭

博（関西学院大学）

多様性を示すフィクション使用という観点から 18 世紀の思想史的な問題を考察するにあたっ
ては、それ自体多義的なフィクション概念のいかなる側面が問題となっているかを明らかにする
ことが有用だ。そこで本発表では、主としてフランスにおいて近年展開されたフィクション理論
の成果を整理しながら、フィクション概念について一定の見通しを得ることを目的とする。
今回、主に取り上げるのは以下二つの著作である。
1）ジャン＝マリー・シェフェール『なぜフィクションか？』
（Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi
la fiction ?, Seuil, 1999.）
1999 年に出版されて以来、いまや現代におけるフィクション理論にとっては古典ともなった著
作である。シェフェールのフィクション理論の要はふたつある。ひとつは「ミメーシス」。アリス
トテレスの伝統に連なる者として自らを位置づけるシェフェールは、
『詩学』で提唱されたミメー
シス概念の再検討を通じて、
「ふり」を通じた現実認識─模倣対象を「モデル化」し、それに「没
入」することによって獲得される認識─の特性を明らかにした。ふたつめは「遊戯」である。「ふ
り」は現実的信から自由な「遊戯」である限りでフィクションとなる（さもなければ「虚偽」や
「騙し」に陥る）。シェフェールはその成立条件を、ジョン・サールの言語行為論を援用しつつ、
当該行為は「ふり」であるという合意が、それに参与する成員全員によって語用論的に形成され
ているという点に求めた。
2）オリヴィエ・カイラ『フィクションを定義する─小説からチェスまで』
（Olivier Caïra, Définir
la fiction – Du roman au jeu dʼéchecs, Éditions EHESS, 2011.）
シェフェールは子どもの「ごっこ遊び」をフィクションの原体験と位置づけることによって、
近代的な物語文学（すなわち小説）を暗黙の前提としていた従来のフィクション論の地平を大き
く広げたが、社会学者であるオリヴィエ・カイラは、一見するとミメーシスの問題圏から外れる
対象（たとえばチェス）にまで考察の範囲を広げ、フィクション現象のより包括的な理解を試み
ている。様相論理学や数学なども参照するカイラが本書で光を当てているフィクションの側面
は、論理的構築物としてのフィクションである。フィクションが現実的認識を構成する要素であ
ることを認めつつも、
「すべてはフィクションである」という汎フィクショナリズムには陥らない
フィクションの定義を提示することによって、本書は現実に根ざしたフィクションのあり方を
（再）発見させることに貢献している。
シェフェールのコミュニケーション的なアプローチやそれをさらに拡大したカイラのフィク
ション論は、フィクションの多様な性質を人類学的な見地から考察するための一助となるだけで
なく、18 世紀においてフィクションの「公的使用」が可能になる場、いうなればフィクション空
間のあり方を考察する視座を提供するだろう。
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ゴルドーニ作品における「戦争」
大

崎

さやの（東京大学）

ヴェネツィア出身の劇作家ゴルドーニは、イタリア演劇を改革した人物として知られる。彼は
1750 年に、演劇を改革し、自然を描く喜劇を追求することを宣言する。彼の代表的喜劇の多くは、
市井の人々の日常生活を写実的に描いたものだが、いっぽうで戦争や軍人といったテーマもしば
しば取り上げられている。ゴルドーニは、ポーランド継承戦争、オーストリア継承戦争と、2 回
にわたり実際に戦争を見聞きしているが、彼の作品にはこうした体験が反映されている。
本発表では、まず彼の 2 つの自伝、すなわち一般に『イタリア回想録』（Memorie italiane）と
呼ばれるパスクワーリ版喜劇集の序文と、
『回想録』（Mémoires, 1787）を取り上げ、彼の戦争体
験を再構成した。
ゴルドーニが、最初に戦争を経験したのは、1733 年から 1734 年にかけてのポーランド継承戦
争においてであった。彼は当時ミラノでヴェネツィア共和国公使の仕事を手伝っていたが、ある
朝フランス＝サルデーニャ連合軍がミラノに入り、オーストリア軍との戦争が始まる。ゴルドー
ニは公使と共に近郊の町に移動する。連合軍はピッツィゲットーネの町の城塞を攻撃し、オース
トリア側が降伏を申し出て、3 日間の休戦となる。その後ゴルドーニは公使の秘書をやめ、モデ
ナに向かって出発するが、その途中でパルマでの激しい戦闘と、兵士の死体で溢れた戦場を目撃
する。
自伝における彼の描写は、フィードが “ 乾いたモンタージュ ” と評したように、読者に作者の
主観性の介入を疑わせないものとなっており、戦時の描写においても全般的には同様のことが言
える。だが、ピッツィゲットーネでの休戦の様子や、パルマの戦場の描写に見られるように、
「spectacle」（仏語）または「spettacolo」（伊語）という単語が用いられた箇所においては、ゴル
ドーニは客観的な描写をやめ、主観的な感想を述べている。道徳的な判断を明記することで、彼
は休戦が美しく、戦場の死体が悲しくおぞましい、との判断に読者を誘っていると考えられる。
1744 年に、ゴルドーニは二度目の戦争を体験する。詐欺にあったゴルドーニは、借金を抱えて
妻と二人でヴェネツィアを脱出し、オーストリア継承戦争でフランス＝スペイン側について進軍
していたモデナ公を追って、リミニへと向かう。彼はそこでスペイン人兵士との同宿を経験する。
リミニはその後、オーストリア軍に占領されるが、ゴルドーニは兵士相手に劇を上演して、苦し
い経済状況を脱する。
ゴルドーニは、こうして 2 度の戦争で見聞きした物事を、後の劇作品に生かしている。
その例として、まず 1751 年初演の喜劇『軍人の恋人』（Lʼamante militare）を取り上げる。こ
れは軍人を扱った彼の代表的な喜劇で、ドン・アロンソというスペイン軍人と、商人パンタロー
ネ（コンメディア・デッラルテの仮面登場人物）の娘ロザーウラの恋と結婚の物語である。ドン・
アロンソは宿営先のパンタローネの家でロザーウラと恋に落ちる。彼の上司ドン・ガルツィーア
は、女、酒、賭け事、そして戦争が好きというカピターノ（コンメディア・デッラルテの仮面登
場人物）的な人物だが、ロザーウラを侮辱したことでドン・アロンソと決闘となる。この喜劇で
は、この決闘以外にも、召使のアルレッキーノ（コンメディア・デッラルテの仮面登場人物）が
兵士の生活に憧れて入隊したり、未亡人がドン・ガルツィーアと無理やり結婚したりと、さまざ
− 24 −

まな事件が起こる。最終的にドン・アロンソらの部隊は戦場へと向かうが、直ちに和平が布告さ
れ、ドン・アロンソは除隊してロザーウラと結ばれる。
作品におけるフィクション性を考察するために、まずフィクション性を明示する伝統的な演劇
の約束事について検討する。すると第一に、コンメディア・デッラルテを基盤とした登場人物の
設定、第二に恋人同士が困難を乗り越えて結婚するというコンメディア・デッラルテのお決まり
の筋立て、第三にスペイン軍人が流暢にイタリア語を話し、コンメディア・デッラルテの仮面登
場人物が方言で話すという劇言語の設定、第四にイタリア語の台詞がオペラ・セーリア的な文語
的な文体で書かれている点が、約束事として見出される。『軍人の恋人』は改革期の作品ではある
が、このように伝統的な喜劇の仕掛けのうちに書かれており、ゴルドーニの目指した写実的な喜
劇からはほど遠い。だがいっぽうで、舞台設定や軍人の描写など、各所にゴルドーニの戦争体験
が反映されている。たとえば恋人のアルレッキーノを戦争の現実に目覚めさせるコッラリーナの
台詞には、ゴルドーニがパルマの戦場で目にした死体の惨状が反映されている。ゴルドーニはこ
こで、戦争の現実の過酷さを、可笑しさを含ませつつ巧みに伝えている。
次に『軍人の恋人』の 9 年後の 1760 年にヴェネツィアで初演された喜劇『戦争』
（La Guerra）
を取り上げる。『軍人の恋人』同様、戦争と恋人たちがテーマの作品である。城塞を守る軍の総大
将の娘ドンナ・フローリダは、敵の捕虜となっているが、彼女は敵の兵士ドン・ファウスティー
ノと相思相愛の仲である。この喜劇では二人の恋愛を軸に、城塞攻撃中の軍の兵士たちや、その
周囲の人々の様子が描かれている。
この喜劇における伝統的な演劇の約束事を検討すると、まずコンメディア・デッラルテの仮面
登場人物は一切登場しない。いっぽう、恋人たちが困難を乗り越えて結婚する筋立てはコンメ
ディア・デッラルテ的である。登場人物が全員イタリア語を話すという劇言語の設定も、フィク
ションの枠組みに入る。文体は、文語的な表現も見られるとはいえ、全般的に平明な言語が使用
されている。ただ、軍の総大将の娘が敵の兵士と恋仲になっているという設定は、フィクション
色が強いと言える。
この喜劇の、城塞の攻撃という設定には、ゴルドーニの実体験が反映されている。劇の内容に
関しては、
『戦争』はアクションよりも登場人物の心理描写に重点が置かれた作品となっている。
兵士たちは、各自微妙に異なる性格付けがなされている。特にドンナ・フローリダは、コンメディ
ア・デッラルテの「恋人役」らしく恋の心配ばかりしている『軍人の恋人』のロザーウラと異な
り、知的な人物として描かれている。また、戦争商人ともいえる人物の描写には、ゴルドーニの
経験が反映されている。
『戦争』では、
『軍人の恋人』と比較すると、伝統的な演劇の約束事は減少している。だが「戦
争」に向かう多様な人間存在のあり方がリアリティーをもって描かれている。ゴルドーニは、リ
アリズムの要素を増した、従来とは異なる新たな種類のフィクションを作り出すことに成功して
いる。
ゴルドーニの戦争に対する考えを考察すると、『戦争』の幕切れの台詞や序文から、彼は「軍
人」という現象は否定しないが、「戦争」を肯定していたわけではないと分かる。
次に音楽劇を取り上げる。ゴルドーニがリミニ滞在中に上演したとされ、
『軍人の恋人』のもと
となったとされるインテルメッツォ《幸運な兵舎》（Il quartiere fortunato）（注：オペラ作品は
慣例に従い《 》で表記する）は、将校ロッカフォルテと未亡人ベッリンダの恋と結婚の物語であ
る。フィクション性を明示する音楽劇の約束事を検討すると、第 1 に台詞が歌われている点、第
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2 に登場人物が 2 人である点、第 3 に変装が使用されている点、第 4 にイタリア語の韻文形式で
書かれている点が挙げられる。ゴルドーニの戦争体験は、兵士の民間人宅への宿営という劇の設
定に反映されており、ベッリンダが金持ちだと分かって心が動くロッカフォルテには、当時経済
的な事情でやむを得ず軍人となった人々の現実が反映されていると思われる。
最後に、ゴルドーニの経験が具体的に反映された作品ではないが、
「戦争」が演劇の装置として
興味深い使われ方をしている一例として、1750 年にガルッピの音楽により初演されたオペラ・
ブッファ《夢の楽園》
（Il paese della cuccagna）を取り上げる。恋人たちが船で駆け落ちするが、
難破して、とある浜辺に打ち上げられる。そこは、何もしないで好きなだけ飲食できるが、妻が
他の男達と一緒にいても夫が文句を言わないことが条件とされる国である。恋人たちは結婚する
が、それぞれ配偶者以外の異性に囲まれた生活を送る。ところがそこへ、別の王国の軍隊がやっ
て来て、
「夢の楽園」の住民は捕らえられ、男は兵隊として戦場に、女は病院へと送り込まれるこ
とになって、幕を閉じる。
このオペラの「夢の楽園」の描写には、ゴルドーニの現世批判が見られるが、興味深いのは、
最後に「戦争」が侵入してくることにより、
「夢の楽園」が崩壊する、夢から現実に引き戻される
という点である。フィクションの観点からみると、この最後の「戦争」の登場により、作品はた
だ一つのフィクションから、二層のフィクションへと転換されている。ゴルドーニは、音楽劇な
らではの強固なフィクションの枠組みを逆手に取り、新たなフィクション構造を作り出している
のである。すなわち、
「戦争」の介入により現れる新たな「現実」世界の前で、舞台上の「現実」
世界が「フィクション」の世界へと転換するという、写実的な喜劇では難しいような転換の構造
である。
この作品では、戦争や軍人はまったく称賛されず、人々が仕方なく受け入れざるを得ないもの
として描かれている。ここには君主同士の争いで、無名の戦士たちが次々に倒れていく様を目の
当たりにしたゴルドーニの戦争に対する怒りが感じられる。作品の題《夢の楽園》には、ゴルドー
ニが休戦の光景を表現したのと同じ「楽園（cuccagna）」という言葉が使われているが、これは
ゴルドーニの戦争への考えを象徴的に表していると思われる。
ゴルドーニが、フィクションを使って、どれほどの冒険を行ったかは、
「戦争」のテーマひとつ
とっても明らかである。いっぽうで、彼の作品の人物描写からは、さまざまな人間への優しい眼
差しが感じられる。ゴルドーニは、人間を破壊する戦争に対する強い怒りと、平和への願いを、
その作品に込めているのである。
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古典確率論の描く人間像と哲学的フィクションの関係
隠

岐

さや香（広島大学）

検閲から逃れて政治風刺や社会批判、道徳的な議論等を行うにあたり 16 − 18 世紀の欧州にお
い て は 哲 学 的 フ ィ ク シ ョ ン、 す な わ ち 英 語 圏 で は philosophical fiction、 仏 語 圏 で は conte
philosophique などと今日では分類されるジャンルが出現した。ヴォルテールの『カンディード』
はその典型とされている。ところで、この時期は自然科学の領域に於いても科学論文の文体が確
立していく時期であり、科学とフィクションの関係を扱う先行研究も存在する。本発表では、確
率論論文、それも特に道徳算術（arithmétique morale）や社会数学（mathématique sociale）と
呼ばれた領域を扱うテクストに着目し、哲学的フィクションとの類縁性、および差異について論
じたい。これらの領域は今で言う社会科学と心理学の双方を組み合わせたようなものであり、具
体的には人口学的な問題や人間の意思決定、法や経済の関わる費用便益分析などの問題に確率論
を適用することを行っていた。たとえば、ベルヌーイ家のニコラスやダニエル、G. L. ビュフォン
やダランベール、コンドルセ侯爵、ピエール・シモン・ラプラスといった学者達がこれらの問題
に関わった。特に有名なのはラプラスであり、彼の時点までに集大成された確率論の体系は古典
確率論と呼ばれている。だが数学史的視点からの研究で見過ごされがちなのは、他の応用的な数
学の使用法と比較しても、古典確率論が「人間」の思考と行動という物語的な想像力と解釈力を
要する分野であったという事実である。特に道徳算術や社会数学においては、人間の理性的な行
動の基準を問うことが目的とされていたため、賭け事の損得や、人間の平常心の問題、議会の投
票問題、更には人の生き死になど、いわゆる科学論文にはみられない物語的とすらいえるような
設定が盛り込まれる傾向があったのである。このような問題設定は時に哲学的フィクションとも
接近した議論を巻き起こし、現代的な表現でいえば、個人の内面世界と外界との関係や、現実に
生起した事象と人間の認知能力の関係などを問うことにもつながっていった。本発表では、この
ような事例の紹介を通じて、啓蒙の世紀において科学とフィクションの想像力がどのように接続
する回路を有していたのかを考察していきたい。
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名誉革命とフィクション：ダニエル・デフォーの場合
武

田

将

明（東京大学）

イアン・ワットの『小説の勃興』（1957）以来、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』（1719）
は近代小説史における先駆的な作品として重要な地位を与えられている。また、ロンドンの商人
の家に生まれた非国教徒であるデフォーを中産階級の象徴と見なすことも常識となっている。こ
のとき、重要な歴史的背景として挙げられるのが名誉革命（1688-89）である。名誉革命後のイン
グランドでは、中産階級の台頭、ジャーナリズムの発展、ロック以降の経験主義哲学といった各
方面での近代化が進んだ。こうした時代精神を体現する人物および作品としてデフォーと『ロビ
ンソン・クルーソー』は注目されてきた。もちろん、こうした位置づけの偏りを批判する論調も
存在するが、ワット的な読みを完全に覆すものではない。
本発表は、デフォーと名誉革命とのつながりを疑うのではなく、従来の研究における両者の関
係の捉え方に批判を試みる。そこには、時代精神の反映という観念的な語彙では説明できない、
ごく具体的な影響関係が見られるのではないか。デフォーの政治パンフレットはしばしば名誉革
命を正当化し、当時の政体を根拠づけようとする。彼は様々な人物と論争を繰り広げるが、この
文脈で特に重要なのはジャコバイトのチャールズ・レズリー（1650-1722）である。レズリーの奉
じるフィルマー流の王権神授説を批判するなかで、デフォーは政治批評におけるフィクションの
効用を見出している。本発表では、特にデフォーが王権神授説に対抗して書いた長篇詩『神の掟
によりて』（1706）におけるフィクションの役割を分析する。この作品では、神意（Providence）
がフィクションとして導入されることで、ある出来事を真実として特権化している。しかしなが
ら、神意の問題をより深く追究した道徳指南書『家庭の導き』（1715）では、神意の名の下に堕落
した家族を改心させようとする父親の試みは失敗し、むしろこの父に反抗する息子の悲劇にこそ
神意が宿るように見える。
『家庭の導き』の四年後に出版された『ロビンソン・クルーソー』では、『神の掟によりて』よ
りも遥かに説得力のある書き方で、さらに『家庭の導き』の失敗を繰り返すことなく、神意とい
う名のフィクションが出来事の真実性を高めている。名誉革命という、それ自体がフィクション
的な革命を根拠づけるなかでデフォーが見出したフィクションの実用的な価値が、結果的に『ロ
ビンソン・クルーソー』という新たな散文フィクションを生み出した過程を追うことにより、近
代小説と政治との関係に従来とは異なる角度から光を当てたいと思う。
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論文

ジェームズ・プラムトリが見たピクチャレスク美学
─『ザ・レイカーズ』（1798）を読む ─

James Plumptreʼs View of the Picturesque Aesthetic,
in The Lakers（1798）
近

藤

亮

介（東京大学大学院博士課程）

Abstract
Shortly after the establishment of the Picturesque as the third aesthetic category, several
pieces of English literature dealing with the Picturesque were published. One of the earliest
pieces was James Plumptreʼs comic opera, The Lakers（1798）.
The pivotal character is Miss Beccabunga Veronica, ʻa great botanist and picturesque
travellerʼ as well as a wealthy single woman seeking her proper spouse; she enjoys botany
and sketches during her picturesque tour to the Lake District. Her remarks on the
Picturesque are a hybrid of William Gilpinʼs and Uvedale Priceʼs discourses, but her lack of a
strict sense of logic and excessive dalliance into contemporary fashion represent a typical
picturesque tourist rather than an educated practitioner. What comes to light from
Veronicaʼs ardent yet amateur pursuit of picturesque scenery and botany highlights
sensibility in 18th century British culture. I suggest that Plumptreʼs criticism of the
Picturesque, which seems to be aimed at women and their rough-edged ways, is actually
more of an attack on radicals, who maintain such an intimate relationship with their
sensibility.
In this article, I argue that Plumptreʼs moral stance implies enlightening wealthy people
leaning towards radicalism in a rational manner to ʻcorrect some of the follies of the ageʼ;
after all since he focuses on conservatism. The close connection between morality and
conservatism in The Lakers confirms the tense condition of British society towards the end of
the 18th century.
1．はじめに
英国において絵画と庭園・土地改良に関するピクチャレスク美学が成立した 1790 年代、ピク
チャレスク・ツアーを題材にした一つの戯曲が書かれた。1798 年に出版されたジェームズ・プラ
ムトリ（1771-1832）の『ザ・レイカーズ』は、やがて 19 世紀初頭に相次いで出版されることと
なるピクチャレスクを扱う英文学の先駆的作品である。本稿は、
『ザ・レイカーズ』と同時代の美
学言説との比較検討を通じて、18 世紀末におけるピクチャレスク美学の受容と批判の実態を解明
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する手掛かりとしたい。
最初に『ザ・レイカーズ』の執筆された背景について概観しておこう。本作は、プラムトリの
第 3 作目に当たる。彼はケンブリッジで生まれ、ロンドンのニューカムズ・スクール（Newcomeʼs
School）で学んだ少年期に演劇への関心を育んだ後、文筆家兼翻訳家であった二人の姉アン（17601818）とアナベラ（1769-1838）と共にノリッチ（Norwich）のアンフィールド・サークルで戯曲
を書き始める。彼は、処女作の喜劇『ザ・コヴェントリー・アクト』（1793）で華やかなデビュー
を飾ったものの、第 2 作目の悲劇『オスウェイ』（1795）が上演の機会に恵まれず、劇作家として
早くも陥った苦境の中で本作を執筆した。そのせいか、古代ギリシャの伝説やシェイクスピア戯
曲の影響が色濃い『オスウェイ』とは対照的に、
『ザ・レイカーズ』は「植物学」と「ピクチャレ
スク・ツアー」という 18 世紀後半の二大流行を題材にした分かりやすい娯楽作品となっており、
教養を備えた観客よりも大衆受けを狙った作者の思惑が窺われる。事実、プラムトリは主人公の
ヴェロニカ役に人気女優のイザベラ・マトックスを想定し、また歌曲や舞台美術によって植物学
に不案内な観客でも喜ばせることができると確信していた 1。ところが本作は、1797 年にコヴェン
トガーデン劇場の支配人代理を務める友人から依頼を受けて制作されたにもかかわらず、同劇場
から理由を一切聞かされることなく上演を拒否されてしまう。その後、プラムトリは本作をヘイ
マーケット劇場に売り込むも上演には至らず、不本意ながら「クローゼット・ドラマ（読むため
の戯曲）」として出版することを決意した 2。
本作は、
「レイカーズ」が当時の湖水地方旅行者を示す通り、イングランド北西部に位置する湖
水地方へとやって来た二組の旅行者を中心に展開される喜歌劇（comic opera）である。物語は以
下のように始まる。湖水地方ケズウィック（Keswick）の宿屋クイーンズ・ヘッドに到着した
チャールズ卿とその誠実な従者スピードウェルは、友人の手紙から同日に富裕な独身女性ヴェロ
ニカとその姪リディア、甥ボブ、従者アンナの一行が到着することを知る。リディアに心を寄せ
るチャールズ卿は、財産と称号を目当てに結婚相手を探し求めるヴェロニカをかわしながら、彼
女に抑圧されているリディアと結婚するために、スピードウェルが自分の身代わりとなってヴェ
ロニカの気を引くように計略を巡らす。しかし、ケズウィックの前に滞在したペンリス（Penrith）
の宿屋で荷物を取り違えられたことが発覚し、そこへチャールズ卿の軍服を着て本人に成り済ま
した行商人サンプルがヴェロニカ一行と共にクイーンズ・ヘッドへ到着する―結末を先に言っ
てしまえば、紆余曲折を経て、チャールズ卿はリディアと、ヴェロニカはスピードウェルと、サ
ンプルはアンナとそれぞれ結ばれ、大団円を迎える筋書きとなっており、シェイクスピアの喜劇
を連想させるその構成は、取り立てて独創的な印象を与えない。しかし、その登場人物や戯曲内
容の細部に注目するならば、本作が同時代の美学言説とは異なる視点からピクチャレスクの様相
を捉えていることが分かるだろう。
2．植物学と女性
まず、ヴェロニカについての考察から始めたい。何故なら、植物学とピクチャレスク・ツアー
1

James Plumptre, The Lakers: A Comic Opera（London: W. Clarke, 1798; rpt. Oxford: Woodstock Books, 1990）
,
pp. vii-xi.
2
なお、本作は 1999 年にケズウィックに開場した「湖畔の劇場」（Theatre by the Lake）のこけら落とし公演第
2 弾（9 月 2 日〜 11 月 6 日）として初演された。
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を休みなく実践する彼女こそ本作の中心人物だからである。冒頭、ヴェロニカがケズウィックへ
やって来ることをチャールズ卿に知らせる友人からの手紙には、彼女の人物像が端的に表されて
いる。
「多大な資産を有し、その一部分は彼女の好きに使うことができる」
「ディアンドリア館
（Diandria Hall）のヴェロニカ嬢、偉大な植物学者にしてピクチャレスク・トラベラー」3。彼女は
「今や人間体系を知りたいと熱望するほどまでに、植物体系を学んでいる」。
18 世紀後半の英国では植物学が急速に普及していた 4。その背景には、1759 年の王立植物園（の
ちのキュー・ガーデン）創設、1770 年にオーストラリアでボタニー湾（Botany Bay）を発見し
帰英した植物学者ジョゼフ・バンクス（1743-1820）による南洋植物に関する報告、1787 年の世
界初の植物学雑誌『ボタニカル・マガジン（Botanical Magazine）』創刊などが挙げられるが、と
りわけカール・フォン・リンネ（1707-78）の功績は大きい。彼は「人為的分類（artificial system）」
や「セクシャル・システム（sexual system）」と呼ばれる分類法によって、生殖器官を基準に植
物を 24 綱（class）に分け、各綱の特徴を人間の男女になぞらえて表現した。
敬虔なプロテスタントだったリンネにはいたずらに性を強調する意図はなかったが、時に不貞
を想像させるこれらの表現は、倫理的観点から非難を浴びた。そのような社会の公序良俗を理由
に、学術的に革新的なセクシャル・システムの普及が阻まれることに対して不満を覚えたのが、
エラズマス・ダーウィン（1731-1802）である。英国におけるリンネ植物学の紹介者であるダー
ウィンは、リンネの死後、リンネの理論を韻文によって分かりやすく解説した詩集『植物の愛
（The Loves of the Plants）』を 1789 年に発表した。その序文ではリンネを称揚して以下のように
述べる。
植物学におけるセックス・システムを著した高名な作者〔リンネ〕は、自然の各目について
論じた序文において、次のように賢明な仮説を呈示する。すなわち、自然に存在する各目は、
創造の時点でおのおの一本の植物を生みだし、それらが互いに結婚しあって、各属一本ずつ
の植物を生みだした。そして各属の植物は再び交わりあって、すべての種を生みだした。そ
して最後に個々の種が結婚しあい、変種を作りだした、と 5。
ダーウィンは、植物進化の過程で重要な機能を果たしてきた「結婚」を強調し、植物の性愛を故
意に前面へ押し出した。そのため、『植物の愛』は初心者向けの植物学書からかけ離れた内容と
なってしまったが、かえって正当な教育を受けられない女性たちの関心を引き、結果的には幅広
い読者層を獲得した 6。換言すれば、リンネよりも過激に植物を擬人化して語る『植物の愛』は、
3

Plumptre, p. 2. 日本語訳は筆者による。
18 世紀後半から 19 世紀前半の英国における植物学の展開、および植物学と女性の関係性については以下を参照。
Ann B. Shteir, Cultivating Women, Cultivating Science: Flora s Daughters and Botany in England, 1760 to
1860（Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996）
.
5
Erasmus Darwin, The Botanic Garden: A Poem, in Two Parts, vol. 2（London: Johnson, 1790; rpt. New York:
Garland, 1978）
, 2 vols, p. x. 日本語訳は、E. ダーウィン他（荒俣宏編訳）『英国ロマン派幻想集』（国書刊行会、1984
年）、211-56 頁を参照した。
6
同詩は『植物園（The Botanic Garden）』（1791）の第 2 部にも収録され、ロバート・ジョン・ソーントン（17681837）に植物図譜制作の契機を与えたと伝えられる。1798 年から 1807 年にかけて制作された『フローラの神殿―
リンネのセクシャル・システムのピクチャレスクな新図解』は、そのタイトル通り、神殿や城を配したピクチャレ
スクな風景を背景に、主題の植物が色鮮やかに描かれた多色刷銅版画で構成され、ダーウィンと同じく当時の植物
4

− 31 −

植物体系を学習することが、人間の性を科学的に知ることに繋がるという女性の期待を煽った。
ヴェロニカが植物学を学んだのも、まさしくこの『植物の愛』を通じてであり、したがって彼女
は植物を介して男性を知ることが、自らを結婚に導くと強く信じている。
しかしながら、女性が植物学を学ぶことに対する疑問の声も多く挙がった。その要因の一つは、
植物の繁殖についての好奇心が女性の性的関心を喚起し、不貞を連想させることである。プラム
トリは『ザ・レイカーズ』の序文で、植物学の研究が「より洗練された人間にとって決して適切
な楽しみではなく、ふしだらな時代の誤った趣味」であると断言する 7。劇中で「私は妻にそれ〔植
物学〕について知ってほしいとは断じて言えません」というサンプルの台詞にも 8、プラムトリの
植物学に対する否定的態度が読み取れる。彼は、ダーウィンが植物学を利用してみだりに性的描
写を行い、人々を堕落に導いていると考え、嫌悪感を抱いたのかもしれない。
加えて、植物学と女性を巡る一連の議論の背後には、18 世紀後半の女性に対する政治的イデオ
ロギーが横たわっていたことを忘れてはならない。性的知識から女性を遠ざけようとする者たち
にとって、植物学における性は疑わしい政治の象徴として映った 9。例えば、先駆的な女性著述家
だったメアリー・ウルストンクラフト（1759-97）は、植物学を男女共学制度の初等教育課程に組
み入れることを構想していた 10。彼女は、女性に対する不適切な教育が、官能主義者への隷属化と
誤った教養をもたらし、人間の婚姻関係や美徳に反すると考えていたため、女性が植物学を学ぶ
ことはむしろその状況を改善するための有効な手段だった。しかし、公然と女性の権利を主張し、
上流階級を非難するような急進主義の思想を持つ女性活動家に対して、国教会・国王・国家によ
る統治を支持する保守主義者が黙っているはずがない。彼女はフランス共和主義や無神論と結び
つけられ、保守派から自由や革命の化身と見なされた。保守派の詩人リチャード・ポルウェル
（1760-1838）は、植物学を学ぶ女性が知ったかぶりをして性的行為に及びかねないと訴え、ウル
ストンクラフトを非難した 11。女性から植物学を剥奪しようとする主張の裏には、男性が女性を支
配し、革命を阻止し、国教会を保持しようとする政治思想がはっきり認められる。
植物学が女性性と容易に結びついた一方で、ピクチャレスクは女性性と男性性の二面性を持っ
ている。1770 年代を中心に書かれた、ピクチャレスクの提唱者ウィリアム・ギルピン（1724-1804）
の旅行記は手稿の段階で上流階級の女性から強い支持を受けて出版を促され、また出版後は多く
の女性を含む新興ブルジョワ階級をピクチャレスク・ツアーに駆り立てた 12。他方、1790 年代に書
学普及に貢献したソーントンの主要著作として知られる（ロバート . J. ソーントン画、荒俣宏編著『フローラの神
殿』（リブロポート、1985 年））。
7
Plumptre, p. xii.
8
Plumptre, p. 43.
9
Shteir, p. 27.
10
Shteir, p. 28.
11
Shteir, pp. 27-8.
12
ただし、ギルピンの「画家の眼」「ピクチャレスクな眼」という表現がピクチャレスクの発見的性格を示唆する
ように、ピクチャレスク美学が本質的に男性中心的・権威主義的な視点を含んでいる点には留意が必要である。そ
れでも男性優位の庭園論とは異なり、ギルピンの旅行記は女性が享受者としてだけではなく創作者としてもピク
チャレスクに関与する契機を与えた。とりわけ著述活動は、アン・ラドクリフの旅行記やジェイン・オースティン
の小説に代表されるように、女性が美的対象から美的主体へ脱皮するための重要な手段となった（Elizabeth A.
Bohls, Women Travel Writers and the Language of Aesthetics 1716-1818（Cambridge: Cambridge University
Press, 1995）, pp. 3-6. 日本語訳は、エリザベス・A・ボールズ（長野順子訳）『美学とジェンダー―女性の旅行記
と美の言説』（ありな書房、2000 年）を参照した）。ピクチャレスク美学の成立過程については以下を参照。安西信
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かれたユーヴデイル・プライス（1747-1829）やリチャード・ペイン・ナイト（1751-1824）ら地
主階級による庭園・土地改良論には、男性中心的・保守主義的な思想が表象されている。『ザ・レ
イカーズ』が俎上に載せるのは、ピクチャレスクの女性面である。と言うのも、プラムトリが描
写・批判するのは、湖水地方へピクチャレスク・ツアーにやって来た旅行者だからだ。
3．ヴェロニカのピクチャレスク理論
ピクチャレスク・ツアーは、植物学と同様に 18 世紀後半の英国で大流行した。そして、本作の
ピクチャレスクに関係する発言も、ほとんどがヴェロニカによってなされている。第 1 幕第 1 場
で、彼女は馬の二人乗りを「ピクチャレスクでない」と言い切り、サンプルの服を来て植物学者
に扮するチャールズ卿をクロード・グラス越しに見ながら「たいそうピクチャレスクな姿だこ
と！」と興奮し 13、クロウ・パーク（Crow Park）へ散策に出掛ける際には「日傘が私により一層
ピクチャレスクな効果を与えてくれますわ」と得意気に話す 14。続いて同第 3 場では、クロウ・パー
クからサドルバック山（Saddleback）へと連なる稜線を見て、次のように叫ぶ。
0

0

0

スピードウェル、私にグラスをちょうだい。私のグレイはどこ？（スピードウェルがグラス
0

0

0

0

0

0

0

0

を渡す）おぉ！クロードやプッサンなんて比じゃないわ。ちなみに、私のクロード・ロラン
0

0

0

0

はどこ？この夢のような美しい景色にギルピンの色をかけなくちゃならないわ。（グラスを
通して見る）なんて華やかに輝いていること！次は少し暗めで。（グラスを通して見る）なん
て薄暗く輝いているのでしょう！次は青で。（寒さで身震いするふりをして）なんて冷たく
凍っているの！なんという視覚の幻想！〔中略〕―スケッチをしなければならないわ。―
チャールズ卿、どうかこちらへ来て、前景の古木の幹となって私のそばに立って下さらない。
そして植物学者さん、あなたとリディアとスピードウェルはピクチャレスクな群れを形作っ
てちょうだい 15。
ここでは、17 世紀後半以降のグランド・ツアーによって英国へ持ち帰られたイタリア絵画を代表
するクロード・ロランやニコラ・プッサン、さらに 1769 年に湖水地方で「旅日記」を書いた詩人
トマス・グレイ（1716-71）16 およびギルピンの名が言及されており、ヴェロニカが彼らの名前に由
来するクロード・グラスを所有していることが分かる。クロード・グラスとは、風景観賞用に携
帯される暗色凸面鏡（図 1）ならびに着色ガラス眼鏡（図 2）の総称であり、前者の場合は旅行者
が観察対象の風景に背を向けて鏡を覗くことによって、後者の場合はそのままガラスを通して風
景を見ることによって、容易にピクチャレスクな風景を楽しめる仕掛けとしてピクチャレスク旅
一「ピクチャレスクの美学理論―ギルピン、プライス、ナイトをめぐって」
『美学』
（第 40 巻 2 号、美学会、1989 年）
、
36-49 頁 ; Kim Ian Michasiw, ʻNine Revisionist Theses on the Picturesqueʼ, Representations, No. 38（Berkeley:
University of California Press, 1992）
, pp. 76-100.
13
Plumptre, p. 8.
14
Plumptre, p. 12.
15
Plumptre, p. 19. 傍点は筆者による。
16
後述するように、本作ではグレイの名前が度々言及されることから、プラムトリが「旅日記」を読んでいた可
能性は高い。実際、グレイはリンネに精通し、
「旅日記」の中で湖水地方の植物について詳述しており、植物学とピ
クチャレスク・ツアーとの連関という点では『ザ・レイカーズ』に着想を与えたと考えられる。
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図 1 Claude Black Glass Mirror, unknown maker,
1775-80.
Victoria and Albert Museum, London.

図2

ʻClaude Lorrain Glassʼ, from Pikeʼs Illustrated
Descriptive Catalogue of Optical, Mathematical,
and Philosophical Instruments, 2nd ed., vol.2
（New York: Benjamin Pike, Jr., 1856）, 2vols,
p. 193.

行者の間で重宝された 17。「グラスを通して見る」というト書きがあることから、ヴェロニカは後
者のタイプを色違いで数種類携行していたと推測される。そして、直後に出来上がった素描を見
たサンプルはヴェロニカに尋ねる。
サンプル「なぜ、あなたは丘陵を一塊の砂糖のように描いたのです―」
0

0

0

0

ヴェロニカ「もしそれがそのものでないとすれば、それはあるべき姿なのよ。私はそれをピ
クチャレスクに描いただけですわ。」
チャールズ卿「画家は常に、誤りや欠陥のある自然を改良する（improve）許可を得ている
のです。」18
さらに、第 3 幕第 3 場で結婚相手を決定する瞬間にも、ヴェロニカはピクチャレスクの理論を用
いる。チャールズ卿の計略が露呈し、ヴェロニカは憤るが、結局はチャールズ卿・植物学者と勘
違いして好意を寄せていたスピードウェル自身に説得される形で彼との結婚を決意する。
この男〔スピードウェル〕とその振る舞いは、何かしら非常にピクチャレスクだわ。彼は粗
さ（roughness）、急激な変化（sudden variation）と錯綜（intricacy）を備えている。もし
彼が従者でなかったなら―（脇へ）
〔中略〕
彼〔スピードウェル〕は大変賢い男性で、植物学者で、ピクチャレスクよ―彼にギルピン
17

Malcolm Andrews, The Search for the Picturesque: Landscape Aesthetics and Tourism in Britain, 1760-1800
（Palo Alto: Stanford University Press, 1989）, pp. 67-73.
18
Plumptre, p. 20.
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の色（tint）をかけてみましょう。（グラスを通して見る）そう、彼は華やかに輝いているわ。
私は他の光で（with the other lights）彼を見てはなりません、と言うのも夫は、けばけばし
く薄暗くても堅苦しく冷淡でもいけないのだから。また、私は高貴な極悪人に悩まされても
いけません。―そうは言っても、彼は使用人―でもレヴェル卿はお嬢様を使用人と結婚
させたわ。不慮の出来事（incident）はピクチャレスクよ、それにヴェロニカとスピードウェ
ルが結婚するのはまったく植物学的 19 ですわ 20。
このように、本作のピクチャレスクに関する台詞を精査すると、ヴェロニカにとって「ピクチャ
レスク」という言葉は、風景、人物、状況全てに適用できる便利な表現であり、厳密な美的概念
ではないことが分かる。彼女のピクチャレスク理論には二つの特徴が見て取れる。一つは、ギル
ピンおよびプライスの言説との類似である。ヴェロニカは、
「光と影」「粗さ」「急激な変化」「錯
綜」
「不慮の出来事」をピクチャレスクと表現するが、これらのピクチャレスクな性質はギルピン
とプライスの言説の混成である。ピクチャレスクにおける「光と影」
「粗さ」
「多様性」の重要性
を最初に唱えたのは、ギルピンだった。彼は光と影に関して「全ての真にピクチャレスクな描写
では、陰影が光をはるかに凌駕（greatly overbalance）すべきである」と述べ 21、粗さに関しては
「美とピクチャレスクの差異の最も本質的な点を成す」と主張した 22。一方、プライスは『試論』
「錯綜」「多様性」「色調」「光と影」の 4 項目がピク
（1794）23 の中で、ギルピンに同意した上で、
チャレスクの特性であると主張する。
隠匿に存する錯綜（intricacy）、形式に存する多様性（variety）、色調（tints）、そして物体
の光と影（lights and shadows）が、ピクチャレスクな景観の偉大な特性である 24。
プライスの理論において、ピクチャレスクな特性の中核を成すのは「錯綜」であり、彼は風景に
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おける錯綜を「部分的かつ不明瞭な隠匿によって、物体の配置が好奇心を興奮させ助長すること
（disposition of objects which, by a partial and uncertain concealment, excites and nourishes
curiosity）」と定義する 25。そして、この錯綜を誘発するのが、不規則性と粗さと急激な変化に他
ならない。
19

植物学において、Veronica は「クワガタソウ属」を表し、Speedwell は「クワガタソウ」の総称である事実に
由来する。
20
Plumptre, p. 58.
21
William Gilpin, Observations relative chiefly to Picturesque Beauty, Made in Year 1772, on Several Parts of
England; particularly the Mountains, and Lakes of Cumberland, and Westmoreland, vol.1（London: Blamire,
1786; rpt. Poole: Woodstock Books, 1996）, 2vols, p. 170. 以下、Lakes と表記する。日本語訳は筆者による。
22
William Gilpin, Three Essays: on Picturesque Beauty; on Picturesque Travel; and on Sketching Landscape: to
which is Added a Poem, on Landscape Painting, 2nd ed.
（London: Blamire, 1794; rpt. Farnborough, Hants: Gregg
International, 1972）, p. 6. 以下、Three Essays と表記する。日本語訳は筆者による。
23
プラムトリは、本作の執筆時期 1796-97 年に初めて湖水地方を旅行した際、プライス『試論』を携行した
（Plumptre, The Lakers, Introduction）。
24
Uvedale Price, An Essay on the Picturesque, as Compared with the Sublime and the Beautiful; and, on the
Use of Studying Pictures, for the Purpose of Improving Real Landscape, New ed.（London: Robson, 1796; rpt.
Otley: Woodstock Books, 2000）, pp. 26-7. 日本語訳は筆者による。
25
Price, p. 26.
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急激な隆起や、突然かつ起伏のある様式で互いに交差する線は、錯綜の最も効果的な原因で
ある。したがって、私は不規則性（irregularity）の性質と結合した、粗さ（roughness）と
急激な変化（sudden variation）という〔美とは〕正反対の二つの性質が、ピクチャレスク
の最も優れた作用因であると確信する 26。
また、ヴェロニカが用いる不慮の出来事という表現は、プライスの「偶然」「放置」という表現を
想起させる。
これらの小道の地面それ自体は、形式（form）、色調（tint）、光と影（light and shade）に
おいて、その上に繁殖する植物と同じくらい変化に富む。これは、例の通り、人為に何かを
負うのではなく、むしろ偶然（accident）と放置（neglect）によって引き起こされる 27。
『試論』は土地改良を念頭に書かれたものであるから、ヴェロニカの身に降りかかる「不慮の出来
事」と庭園で生じる「偶然と放置」が同一でないことはたしかだが、それでもなお人間の意思や
行為が及ばない偶発事に視覚的快を見出す点において、両者はピクチャレスクに関する考え方を
共有している。もっともヴェロニカの言動には、プライスのような厳密な論理性は感じられない。
おそらく当時のピクチャレスク旅行者は、仮に『試論』の存在を知っていたとしても、ピクチャ
レスクに関する知識の大半をギルピンの旅行記に負っていたのではないだろうか。
この推論は、もう一つの特徴、すなわちヴェロニカがクロード・グラスで風景を見て素描を行
うピクチャレスク旅行者の典型だということによって証明される。ピクチャレスク旅行者たち
は、しばしば旅行記だけではなくクロード・グラス、スケッチ道具、日記を携行し、ピクチャレ
スクな風景の観賞と同時に素描や詩作などの創作活動を行った。それらは広大な自然を枠取り、
所有物へと転化させ、ピクチャレスク旅行者と風景を調停する手段として機能した 28。とりわけギ
ルピンの旅行記は文章に加えて腐食銅版画のスケッチも多数含んでいたため、ピクチャレスク旅
行者にとっては案内書としてのみならず、素描の教則本としても参照された 29。ギルピンは『三試
論』（1792）の第 3 章「風景素描について」で、素描における前景の役割について述べる。
前景は遠距離の範囲と比べれば、たしかに単なる小区域に過ぎない。前景はそれ自体におい
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ては些細なものであり、景色の特徴（feature of the scene）とは到底呼ばれない。にもかか

26

Price, pp. 60-1.
Price, p. 34.
28
Andrews, p. 81.
29
ピクチャレスク・ツアーが中産階級へ浸透するにつれて、素描は女性に相応しい新たな教養として認識される
に至った。やがて定式化されたピクチャレスクな素描方法が、プロの卓越性を誇示するために男性画家からアマチュ
ア（女性素描家）へと押し付けられた結果、素描領域では 1810 年頃までにピクチャレスクが女性性を表象するよう
に な っ た（Ann Bermingham, ʻSystem, Order, and Abstraction: The Politics of English Landscape Drawing
around 1795ʼ, in W. J. T. Mitchell, ed., Landscape and Power, 2nd ed.（Chicago: The University of Chicago Press,
2002）
, pp. 77-101）
。
英国における素描と女性との連関については以下を参照。
Ann Bermingham, Learning to Draw:
Studies in the Cultural History of a Polite and Useful Art（New Haven: Yale University Press, 2000）; 荒川裕子
「ヴィクトリア朝における美術愛好家をめぐる一考察」『静岡文化芸術大学研究紀要』（第 2 号、静岡文化芸術大学、
2001 年）、83-91 頁。
27

− 36 −

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わらず、外見に与する（giving a likeness）点ではあまり重要ではないが、構図を形成する
（forming a composition）点では他のどの部分よりも不可欠である。それは、全ての高音部
分に価値を与え全体を調和させる（harmonize the whole）、音楽における低音と似ている 30。
ヴェロニカが素描願望を抱く時、彼女はいつも前景について思いを巡らせる。例えば、クロウ・
パークからサドルバック山を見た時には、前景で同行者たちに馬鹿げたポーズを強要している
し、スキッドオー山（Skiddaw）の場面でも、ボブが前景にいることを意識している。ギルピン
は素描の修正を条件付きで承認する。
構図においてだけ―ピクチャレスクな構図のことだが―自然は人為に屈する（nature
yields to art）。自然は光輝や野性や想像力に満ちている。彼女〔自然〕は全てのものに生気
を与える。その自然の色彩も、その部分的色調も、完璧である。構図においてだけ、彼女は
誤る（In composition only she fails）31。
現前する景色に適さない何ものも導入されるべきではない。そのような〔素描の〕修正は、
その土地の自然が許容し、構図の美が要求するように（as the nature of the country allows,
and the beauty of composition requires）のみ行われるべきである。概して彼〔芸術家〕は、
好きなように木々を植え、取り除くだろう。もし枯れた切り株が、自然の中に見つかる枝を
広げたオークよりも彼の風景の形式により適合するならば、彼は交換するだろう―あるい
は彼が枯れた切り株を見つける所に、もし枝を広げたオークを望むなら、彼はそれを作り出
すだろう 32。
要するに、自然は完璧なので、その色彩も色調も変えてはならないが、その構図には欠陥がある
ため、構図においてのみ素描上の修正が認められると、ギルピンは主張する。
なるほどヴェロニカの素描を見たサンプルに対する彼女の発言も、この主張と一致する。本作
の素描に関連するこれらの場面は、ヴェロニカがプライスのピクチャレスク言説よりもギルピン
の素描理論に親しいことをほのめかしている。一方、チャールズ卿にもギルピンへの親近感があ
るようだが、トマス・ウェスト（1720-79）の「定位置（station）」やグレイのグランジ（Grange）
についても語ることから、湖水地方の様々な旅行記に精通していると考えた方が適当だろう。プ
ラムトリ自身は、本作発表後の 1799 年にスコットランド北部ハイランドを訪れた際、ギルピン
『スコットランド紀行』（1789）に記されたケンモア教会（Kenmore Church）からの眺めが、ギ
ルピンの素描と実際の景色で全く異なっていることに不満を覚え、ギルピンが風景を捏造したと
「もしそれ〔天気や季節
非難した 33。また、サドルバック山を見て狂喜するヴェロニカに対して、
の変化に応じた多様な色調を風景に与えること〕があなたの好みなら、いつも緑か黄色の眼鏡を
30

Gilpin, Three Essays, p. 69.
William Gilpin, Observations on Several Parts of the Counties of Cambridge, Norfolk, Suffolk, and Essex:
also on Several Parts of North Wales: relative chiefly to Picturesque Beauty in Two Tours（London: Cadell and
Davies, 1809）, p. 174. 日本語訳は筆者による。
32
Gilpin, Lakes, vol. 1, p. xxviii.
33
Andrews, p. 222.
31
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かけていらっしゃれば困り事が減るのではないでしょうか」34 と言い放つサンプルの姿は、クロー
ド・グラス越しの風景観賞に対する皮肉であり、プラムトリの思いを代弁している。
しかし、本作の批判がヴェロニカへ集中しているからと言って、そこに作者自身の男性中心的
な思想を読み取るのは早計である。ヴェロニカはピクチャレスク旅行者として風刺されるばかり
でなく、男性たちに翻弄される女性としても描かれている。上述した第 3 幕第 3 場で結婚を決意
する直前、ヴェロニカがスピードウェルに向かって「私たち女流作家（authoress）は特権的な
人間です。でも私の状況は今後どれほど悪化するか分かりません。本当にあなたは植物学者なの
「女
ですか？」という台詞には、上流階級の女性の置かれた複雑な状況が巧みに表現されている 35。
流作家」は、当時の英国人女性で例外的に教育を受けることができた上流階級出身者を暗示する
が、ウルストンクラフトの例で確認した通り、一般には女性が自由に学習することはまだ認めら
れておらず、女性は夫となる男性から教養を授けてもらわなければならないと考えられていた。
換言すれば、女性がまともな教育を受けるためには結婚以外に方法がなかった。だからこそ、女
流作家を自称するヴェロニカでさえ、スピードウェルが「本当に」教養を備えているかどうかを
尋ねたのである。プラムトリは、女性に十分な教育機会を与えないまま結婚を催促する男性中心
社会の慣習に対して、むしろ懐疑心を抱いていたのではないだろうか。とすれば、ヴェロニカへ
の批判は、専ら植物学およびピクチャレスク・ツアーと女性との親和性の高さに起因する。
プラムトリが批判するのは、総体的な植物学やピクチャレスク美学でもなければ、リンネやギ
ルピンなど特定の個人でもない 36。彼の批判の射程は、性別に関係なく、植物学に関する「誤った
趣味」やピクチャレスクに関する極端な見方を鵜呑みにする人々に限られている。さらに厳密に
言えば、彼はジェンダーよりも上流階級ないし中産階級に属する富裕階層を念頭に置いて批判を
展開している。それは本作を道徳的視点から検討することによって証明されるだろう。
4．プラムトリの道徳
ここまで『ザ・レイカーズ』に表象される植物学およびピクチャレスク・ツアーの分析を通じ
て、プラムトリの批判が、18 世紀後半の流行文化に熱狂する大衆へ向けられていることが明らか
となった。しかし、その本来の目的は、批判を通じて社会を改善する点にある。なるほど彼は本
作の序文で、
「著者は、人を喜ばせようと努力しつつも、これまで道徳家としての義務を忘れず、
笑いのために道徳を、景観のために良識を犠牲にすることはなかった。彼は人を楽しませようと
する一方で、時代の愚行を正すために自分の微力をさらけ出し、助けになりたいと望んだ」と述
懐している 37。その願いは、チャールズ卿とスピードウェル、そして本作後半に登場する徒歩旅行
者（pedestrian）に託され、終盤で他者の品行を改善する力として発揮される。とりわけ徒歩旅
行者は、プラムトリが 1796 年、1797 年、1799 年の三度にわたって徒歩で湖水地方を旅行した事

34

Plumptre, pp. 19-20.
Plumptre, p. 58.
36
プラムトリ自身も後にギルピンへ宛てた手紙（1803）で、本作がギルピン本人に対する批判ではないことを弁
明している。また、ギルピンは、プラムトリへの返信の中でクロード・グラスを「自然を見せる斬新な方法」と認
めつつも、それ以上に評価したことはないと述べる（Anne D. Wallace, Walking, Literature, and English Culture:
The Origins and Uses of Peripatetic in the Nineteenth Century（Oxford: Clarendon Press, 1993）, pp. 48-9）。
37
Plumptre, p. viii.
35
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実を加味するならば、作家の自画像として解釈できる。
本作の舞台となった湖水地方の当時の状況から、
『ザ・レイカーズ』に表象される道徳について
考えてみよう。湖水地方の中でも特に旅行産業で栄え、旅の拠点とするのに最適な町だったケズ
ウィックは、1790 年代には約 1,000 人の人口を有し、そこで旅行者は快適な宿、馬、聡明な案内
人、安全な船を利用し、楽しむことができたと伝えられる 38。本作が書かれた 18 世紀末までに、ギ
ルピンの一連の著作を含む数多くの旅行記が出版され、その読者はそれぞれお気に入りのガイド
ブックを携えて英国内を旅行するのが習慣となっていた。プラムトリが本作執筆にあたって参照
したのは、序文で明記されているウェストの『湖水地方案内』（1778）である 39。同書は、1800 年
までに 7 版を数えたことからも明らかなように、湖水地方を描いた旅行記の中でも特に人気が
あった。ウェストはピクチャレスクな理想の風景を見ることができる「定位置」を設定し、そこ
から景観を楽しむよう旅行者たちに呼びかけた（図 3）。
第 1 幕第 3 場では、植物学者に扮したチャールズ卿がヴェロニカたちをウェストの指定したク
ロウ・パーク第 2 番目の定位置へと案内する。しかし、彼らの前に広がる景観は、ウェストの見
たものとはすっかり変わってしまっていた。チャールズ卿は「以前は古いオーク林の空地だった
のですが、強欲な浪費の手がその美しさを奪ってしまいました」と嘆き、続いてヴェロニカは「も

図3

Peter Crosthwaite, An Accurate Map of the Matchless Lake of Derwent, near Keswick, Cumberland; with
Westʼs eight Stations（detail）, 1783, version published 1800.
Armitt Library, Ambleside.
※ウェスト『湖水地方案内』（1778）で述べられた「定位置」が□で表記されている。

38

Andrews, p. 176.
Thomas West, A Guide to the Lakes（London: Richardson, 1778）. 同書第 2 版（1780）には、グレイの「旅日
記」が補遺として追加収録されている。
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し木が一本残されていたなら、ここは無類の場所となっていたはずなのに！」と悔やむ 40。英文学
者アンドルーズによれば、ケズウィックのすぐ南、ダーウェントウォーター（Derwentwater）湖
畔に位置するクロウ・パークは、もともと巨大なオークの生い茂る高台であったが、1749 年に売
却された後すぐに切り開かれ、1790 年代までには既に芝生に覆われた平坦な土地になっていた 41。
同地では、グレイも前景で風景を枠取りする木が一本も生えていないことを嘆き、ウェストも頻
発するピクチャレスクな木々の伐採を悲しんでいる 42。
ギルピンは 1772 年に「ケズウィック湖の概観」（図 4）を素描した際、湖の向こうに広がるボ
ロウデイル（Borrowdale）の谷と西側の稜線に不満を表明している 43。クロウ・パークに限らず湖
水地方の各地では、ピクチャレスク・ツアーの流行によって都市部から大量の旅行者が訪れるよ
うになった結果、過度の景観破壊が進行した。ピクチャレスク・ツアーには富裕階層が土地を購
入・開拓・移住することによって沈滞していた地域経済を活性化する側面もあったが、ギルピン
は旅行者が「彼ら〔現地住民〕に家での不満を覚えさせ、その粗い産業的慣習を怠惰と不誠実な
手段への渇望で堕落させながら、彼らが全く知らなかったであろう、快と満足に対する好みを与
えている」と述べ、その悪影響を憂慮していた 44。それは、大衆をピクチャレスク・ツアーに駆り
立てた自身の社会的責任を重く受け止めた発言とも取れる。その証拠に、晩年の彼は教育者とし
て学校運営に心血を注ぐ傍ら、牧師としては『モラル・コントラスト』（1798）という対照的な性
格を持つ二人の地主の土地改良を巡る教訓的物語を出版し、地主階級が失いつつある公共的道徳

図4

William Gilpin, ʻThe General Idea of Keswick-lakeʼ, from his MS Lakes Tour notebook（1772）.
Bodleian Library, Oxford.

40

Plumptre, p. 17.
Andrews, p. 184.
42
ただし、グレイおよびウェストの森林伐採批判は、あくまで景観を追求するピクチャレスク旅行者の審美的視
点からなされているため、現地住民の生活状態を顧みるような道徳的視点を一切含まない。
43
Andrews, p. 187. ギルピンの森林伐採批判については以下を参照。Gilpin, Lakes, vol. 1, pp. ix-xii.
44
Andrews, pp. 171-74.
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の重要性を説くなど 45、古き良き社会の維持を目指して活動した。もっともギルピンは、旅行記の
執筆当時から一度も道徳を放棄したことはない。ただ、彼はピクチャレスクと道徳が常に一致す
るものではないことを十分に自覚していたので、後者の視点から賞賛される有用性を備えた景観
や勤勉な人物が、前者の視点に嫌悪感を抱かせると主張し、二つの視点を使い分けようとした 46。
彼の旅には「ピクチャレスク美に関する」考察だけではなく、サルヴァトール・ローザの絵画や
ロバート・ウォルポール卿コレクションなどの美術鑑賞、土地耕作の探索、旅行先の風習や政治
制度や生活様式の観察など、様々な目的が含まれている 47。旅行者としてのギルピンは、ピクチャ
レスクの泰斗である以前に謙虚な教養人であった。本作で最も教訓的な徒歩旅行者は、そのよう
なギルピン本来の姿をも彷彿させる。やはりプラムトリは、経済力にものを言わせて自然を破壊
し、悪趣味な邸宅を建て、現地住民を堕落させるような、道徳を軽視する旅行者に批判の眼差し
を向けている。
道徳の軽視は、ヴェロニカの「感受性」およびボブの「暴力性」に顕著に表れている。18 世紀
の英国における神経科学の発達に伴って、女性が男性よりも繊細な神経を持っていると考えられ
たことは、女性をより一層感受性の高い生物と見なす慣習をもたらした。本作の終盤、第 3 幕で
は、ボブがサンプルに言い掛かりをつけ、決闘しようと詰め寄る。その経緯を目撃したアンナは、
ヴェロニカとリディアのもとへ急いでやって来る。ところが、決闘の知らせを聞いてヴェロニカ
がまず思いついたのは、その仲裁ではなく、闘うボブを前景に据えたスキッドオー山をスケッチ
することだった 48。彼女は現場へ到着した後も、眼前で今まさに始まろうとしている決闘によって
肉親の命が奪われるかもしれない状況にもかかわらず、感受性の赴くままに素描や旅日記のこと
ばかり考えている。一方、ボブは暴力に訴えかけ、卑怯にも銃を隠し持って決闘に臨むなどして
悪徳を重ねた末に、チャールズ卿から厳しい追及を受け、深く反省する。
対照的に、本作において道徳を体現しているのは、ヴェロニカによって「ピクチャレスク」と
形容される貧困者および現地住民である。第 2 幕第 4 場で、グランジの村へやって来たヴェロニ
カは、
「牧歌的生活を覗き見る絶好の機会。〔中略〕私の心臓は、これらの堕落していない山の住
人たちの無垢に共感して鼓動しているわ」と語る 49。ボロウデイルの峡谷の手前に位置するその未
開の村は、かつてグレイが湖水地方を訪れた際、谷の恐ろしい景観からその先へ旅を続けること
を断念した場所として知られていた 50。しかし、彼はそこで若い農夫から歓待を受け、ワシの巣を
獲る方法を聞いて畏敬の念を抱いた 51。その挿話を回想し、「穏やかな家でオートミール・パンと
バターミルクをいただく」というグレイの言葉を暗唱するヴェロニカに対して、スピードウェル
は「その気持ちの良い感覚（amiable sensibility）に身を委ねるのはおよしになった方がいい」と
たしなめる。しかし、いよいよ谷の「雄大で崇高な圧倒的景色」が目に入ったところで、ヴェロ
ニカは興奮するあまり気を失ってしまう。一行が近くに見つけた無人の小屋へヴェロニカを運び
45

William Gilpin, Moral Contrasts: or, The Power of Religion Exemplified under Different Characters
（Lymington: J. B. Butter, 1798）.
46
Gilpin, Lakes, vol. 2, p. 44.
47
相澤照明「旅の世紀としてのイギリス一八世紀―ギルピンのピクチャレスク・ツアーを中心として」、西村清
和編著『日常性の環境美学』（勁草書房、2012 年）、207-29 頁。
48
Plumptre, p. 51.
49
Plumptre, p. 40.
50
Andrews, p. 195.
51
Andrews, p. 192.
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込むと、そこへ干し草を作る農夫が帰って来る。チャールズ卿は言う。「ここ、貧困のみすぼらし
い 小 屋 の 下 で、 私 た ち は 深 い 同 情 の 立 派 な 美 徳 を 見 つ け、 こ の 心 優 し い 失 神 者（amiable
absentee）を回復させるための助けを得るだろう―私は、この言葉こそ旅行記に書き留められ
なければならないと思う」52。つまり、ヴェロニカとグレイは共に、ピクチャレスク旅行者にとっ
て単なる視覚的対象でしかない現地住民と図らずも交流することで、自分の偏見を思い知らされ
る。旅行者と現地住民を対照することで、プラムトリは後者の美徳を強調しているのだ。
ただし、ピクチャレスク・ツアーにおいて受動的立場にある貧困者や現地住民は、道徳を決し
て主体的に語らない。道徳を主体的に語る役割は、ヴェロニカと対等な立場にある富裕階層に委
ねられている。その象徴的存在が、他の旅行者とは一線を画する徒歩旅行者である 53。これまで見
てきたチャールズ卿とヴェロニカおよびボブとの対比と同様に、第 2 幕第 3 場から第 3 幕第 1 場
にかけて展開する徒歩旅行者とボブとの会話は、道徳の相違が旅行者間にもあることを明らかに
する。それと同時に顕在化するのは、徒歩旅行者の保守主義的性格である。ボブが宿屋でくつろ
いでいるところへ、二人のみすぼらしい徒歩旅行者が到着する。旅の目的を尋ねるボブに、二人
「徒歩」で旅行するのは経済的理由だけ
組は知識と気晴らしの快を求めて来たと答える 54。また、
ではなく、馬や使用人を抱えない方が気苦労も問題も少なく、したがって自身の自立性を確保で
きるからだと主張する。さらに、運動は食欲と睡眠欲を刺激し、自然と人間の営みを熟視するこ
とは精神に喜びと知的訓練を与え、健康はその両方に起因すると語る。健康など考えもしないボ
ブが「それであなた方は何を学びましたかね？」と意地悪に尋ねると、旅行者は毅然として答え
る。
私たちが学んだのは、人間の本質はどんな場所でもどんな状態でもほとんど同じと言うこと
0

0

です。あらゆる階級が自分たちの快と痛み、美徳と悪徳を持っています。〔中略〕富者が善意
0

0

0

0

0

0

0

0

を実行する機会を求めようとしないように、貧者は善意が生じた場合にそれを放棄します。
私たちがみんな自分たちの悪徳を持っていることは確かであり、そして私は私たちがみんな
幾ばくか美徳を持っているように願います 55。
なるほどヴェロニカとチャールズ卿はどちらも貴族だが、前者は感受性によって道徳を犠牲にす
る一方、後者は身分を誇示せずに理性を備えている。スピードウェルは従者だが、チャールズ卿
と同じく徳の高い人物である。富裕階層に属し、奢侈にふけるボブは利己的な旅行者だが、地主
階級でありながら粗末な外見を気にかけない徒歩旅行者は、自己の肉体的・精神的健康を探究す
る思慮分別のある人物である。個人の道徳が階級や経済力に基づくものではないと説く徒歩旅行
者の姿は、高位も低位も批判しておきながら自らの世襲身分を保持する点において、平等主義者
よりも保守主義者に近い。また、
彼らがボブに繰り返し説く「法治国家への忠誠」
「非暴力の教え」
52

Plumptre, p. 41.
プラムトリは徒歩旅行者を英雄として描いているが、ボブに奇異の目で見られる様子には徒歩旅行が当時まだ
一般的に定着していなかったことが窺える。英文学者ウォレスによれば、湖水地方における最初の徒歩旅行の記録
はジョゼフ・バドワース『湖水地方における 2 週間の散策（A Fortnight s Ramble in the Lakes）』（1792）だが、徒
歩旅行が普及したのはウィリアム・ワーズワス『逍遥篇（The Excursion）』（1814）やヨハン・ゴットフリート・エ
ベルの『スイス案内』英訳版（1818）が広く読まれた 1820 年以降である（Wallace, p. 63）。
54
Plumptre, p. 37.
55
Plumptre, pp. 38-9.
53
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「赦しの大切さ」の三点も保守主義と整合する。まさしく保守主義こそ、プラムトリの道徳の核心
である。
5．おわりに
『ザ・レイカーズ』が発表された 1790 年代の英国では、エドマンド・バーク（1729-97）の『フ
ランス革命の省察』（1790）とトマス・ペイン（1737-1809）の『人間の権利』（1791）との論争を
例に出すまでもなく、フランス革命の影響によって革命を巡る議論や暴動が盛んに起こってい
た。プラムトリの姉アナはフランス革命に共鳴し、故郷ノリッチとロンドンを行き来しながら分
離派を支持したが、プラムトリの政治思想はアナの急進主義とは正反対だったと推測される。何
故ならプラムトリの道徳は、イングランド国教会派の聖職者かつ福音主義者としての彼の宗教的
立場において 56、また非暴力を訴え、階級差の解消を積極的に主張しない点において、保守主義に
同調するからである。女性の感受性を助長し、誤った趣味・知識を与えかねない反社会的行為と
して植物学やピクチャレスク・ツアーを批判する視点も、保守主義と矛盾しない。畢竟するに、
『ザ・レイカーズ』に表象される道徳は、保守主義の政治思想に依拠している。
プラムトリは、植物学とピクチャレスク・ツアーの批判を通じて急進主義に傾く人々を啓蒙す
ることが、社会の改善に繋がると信じていた 57。しかし、理由の開示なしで上演を拒否され、止む
を得ず出版した後でさえ批評が書かれなかったという周辺事情を考慮に入れるならば、
『ザ・レイ
カーズ』における道徳と保守主義の密接な関係は、かえって 18 世紀末の英国の緊迫した社会情勢
をより一層鮮明に浮かび上がらせる。プラムトリにとってピクチャレスクとは、美学言説という
よりピクチャレスク・ツアーであり、したがって伝統的な社会秩序を脅かす急進主義の表徴で
あった。

56

プラムトリはケンブリッジ大学クレア・カレッジ卒業後、1797 年から 1805 年までエセックス州ヒンクストン
（Hinxton）で牧師補を務めた。宗教的立場からギルピンとプラムトリを比較すると、両者はイングランド国教会に
仕える点で共通するが、前者の属する広教会派は後者の属する低教会派から急進的と見なされていた点で、やはり
プラムトリがギルピン主導のピクチャレスク・ツアーを批判する図式と重なる。
57
アンドルーズは、旅行記・素描に始まり、庭園・土地改良へ発展した一連のピクチャレスク趣味・美学が 19 世
紀前半に急速に衰退した原因が、「リベラル・ヒューマニズムと福音主義の台頭という、目前に迫ったヴィクトリア
朝の社会的道徳に対して高まる切迫感」にあったと主張するが、それらに通底する道徳はピクチャレスクを批判・
風刺する本作やオースティンの小説など英文学にも認められる（Andrews, p. 236）。
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小特集（1）：ルソー生誕 300 年
① 永見文雄・三浦信孝・川出良枝編
『ルソーと近代―ルソーの回帰・ルソーへの回帰
ジャン = ジャック・ルソー生誕 300 周年記念国際シンポジウム』
風行社、2014 年、426 頁

② ブリュノ・ベルナルディ著、三浦信孝編
『ジャン = ジャック・ルソーの政治哲学：
一般意志・人民主権・共和国』
勁草書房、2014 年、xxii + 206 頁
齋
①

藤

山

人（パリ第 7 大学）

この論文集は、2012 年 9 月 14 〜 16 日に中央大学と日仏会館の主催で行われた同タイトルの

国際シンポジウムの成果をまとめたものである。シンポジウムの発表者の大部分は、永見文雄・
三浦信孝の両氏が中央大学人文研究所で定期的に開催しているルソー研究会「ルソーと近代」の
参加者によって占められている。論文集ではシンポジウムのセクションを組み直して、第 1 部「文
学」、第 2 部「哲学と宗教」
、第 3 部「政治哲学」
、第 4 部「受容と影響」という構成になってい
る。
2012 年は周知の通りルソー生誕後 300 年を記念した年であり、フランス・スイスといった「本
場」でも数多くのイベントが行われた。たとえば筆者がパリで当時見たコロックを例にとると、
「ルソーとスペクタクル」、
「ルソーと音楽」、
「（ルソーと）メニルモンタンの事故」など明確なト
ピック・主題に基づいて企画が構成され、発表者の顔ぶれも選択・制限されていた。それに対し、
本書のもととなったシンポジウムは表題のように比較的広いテーマを設定している。その「美徳」
として、発表者の専門が多岐にわたり、様々な角度からルソーという著作家に光が当てられてい
る点が挙げられるだろう。シンポジウムの参加者（および本書の寄稿者）は中央大学の研究会と
その周囲に限られており、当時のルソー研究の状況を網羅的に集約したものではない。とはいえ、
三浦・永見両氏の周囲に蝟集する、若手・ベテランを含めた多様な研究者の成果がわかりやすく
目録化されており、日本におけるルソー研究の「現在」が反映されている。また、このシンポジ
ウムに招かれた海外の研究者は、Classiques Garnier 版『ルソー全集』の編者、さらにブリュノ・
ベルナルディが主催する Groupe Jean-Jacques Rousseau のメンバーなど、2012 年に特に露出の
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多かった面々である。専門や研究方法の相違にとらわれず、
「本場」の著名な研究者を一挙に招聘
することに成功している点も、このコロック・論文集の重要な成果として特筆される。
論文の内容に目を移すと（紙幅の関係で個々の論文には言及できない）、全体的に「スナップ
ショット」としての様相を呈しており、新たなテーマ・課題に挑戦するというよりは、各々の研
究者が既に他所で発表した内容をコンパクトにまとめたものが多い。しかし、
「イノヴェーション
の精神」を代補して、これを豊かな色彩で支えているのが「エッセイの精神」である。専門性の
高い論文の傍に、自由な筆致で書かれた論稿が寄り添うことによって、ルソー生誕 300 年を祝賀
する「歓び」が、硬直した学術性にとらわれないのびやかな形式で表現されている。その点でも、
この論文集は多くの読者にとって手を伸ばしやすく、また、多様な知的関心に応えることのでき
る充実した一冊に仕上がっていると言えるだろう。
②

本書は、2013 年 1 月にブリュノ・ベルナルディ氏が来日して各地で行った講演の記録である。

フランス語で発表された 6 本の講演と、本書の序章として改めて書き直された論文「啓蒙の異端
者ルソー」が、三浦信孝、永見文雄、川出良枝、王寺賢太、古城毅の諸氏による分担で翻訳され
ている。本書の構成の巧みは、各論文の末尾に解題が付され、各々の訳者の関心・専門性を生か
した紹介がなされている点にある。特に編訳者の三浦氏は、自身の関心に沿ってベルナルディに
文章の加筆を依頼するなど（第 1 章中の「ルソーはフランス共和主義者の源流か？」）、単なる「受
動的受容」に甘んじていない。このように、著者と翻訳者（＝紹介者）の間に双方的・対話的な
関係が模索されている点で、非常に読み応えのある論文集に仕上がっていると言える。本書の狙
いの一つは、特に 2000 年代以降フランスで著名なルソー研究者となり、ルソー生誕 300 年記念に
おいても活躍したベルナルディの研究を、日本の読者に本格的に紹介することにあった。しかし、
その方法に関しては幾つかの疑問点が残る。三浦氏による「まえがき」は、
「ブリュノ・ベルナル
ディによるルソー解釈の革新」と副題されているが、本書を一読する限り、いかなる意味でベル
ナルディのルソー解釈が「革新」的なのか判然としない。たしかに、この本に寄せたベルナルディ
自身の短い序文によれば、
「ここ数十年の研究により」、
「ルソー研究の革新」が起こったのだと言
う。その革新性とは、同氏の弁によれば、ルソーが「啓蒙の異端者」であり、
「同時代において中
心的にしてかつ周縁的な位置を占めていたことが明らかになってきた」
（ii 頁）ことにあるのであ
る、と。しかし、曖昧なだけでなく意外性にも乏しいこの一言からは、ベルナルディが何を旧来
的な研究とみなし、どのように自身の研究を差異化しているのかが十分に明確にならない。そも
そも彼の出世作である浩瀚な博士論文 La Fabrique des concepts : recherches sur l invention
conceptuelle chez Rousseau, Paris, Honoré Champion, 2006 は多彩なテーマを扱っており、一つ
の仕事として評価することが難しい。
「まえがき」を書いた三浦氏もこの大著にほとんど言及せ
ず、ルソーの研究史にも特に関心を寄せていないのであれば、ベルナルディの自負する「革新」
を文字通り引き受けることには無理があっただろう。
他方で、三浦氏はインタヴュアーとしても辣腕を振るっており、フランス・マルセイユまで赴
いてベルナルディ本人から聴いたという話も貴重な情報になっている。ルソーをモンテーニュ、
ニーチェに連なる「特異性」の哲学者に列すると同時に、ルソーに「哲学からの離反者」を見る
スタロバンスキーの立場から距離をとっているというくだりは特に興味深い。古典的な研究で
も、ルソーの哲学的「体系性」を論じつつ、ニーチェとの近さを指摘しているヴィクトル・ゴー
ルドシュミットをどのように位置づけているのか（ベルナルディは前述の La Fabrique des
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concepts でゴールドシュミットからの継承と離反を共に表現している）
、さらに、同じ «Groupe» に
属するアンドレ・シャラクによる思想史的アプローチとの近さ・隔たりをどう捉えているのか
（シャラクは近年の著書 Rousseau – de lʼempirisme à lʼexpérience でベルナルディとは別の観点
からゴールドシュミットの「方法」を批判している）、など疑問・関心は尽きない。これらの問題
については、ベルナルディと聴衆の間で交わされた議論に重要なヒントが含まれていた可能性が
あるが、あいにく本書には講演の際の質疑応答が収録されていない。
もう一つ気にかかるのは、この本が想定している読者の問題である。フランスの著名なルソー
研究者を日本語でわざわざ紹介するというからには、専門家以外も念頭に置いているに違いな
い。ところが、ルソーの「作品タイトルやキーコンセプト」に関してはきわめて精密に訳語が統
一されているのに対して、肝心のベルナルディの主著 La Fabrique des concepts はタイトルの訳
も一定していない。「フランス語が読める」ルソー研究者であればこの点は問題にならないが、そ
の他の読者も想定していることを考えると、同氏の過去の業績にもう少し注意が払われてもよ
かったのではないだろうか。確かに、本書に案内されている同氏の研究サイト（https://rousseau2.
wordpress.com/bibliographi/）には、フランス語で書かれた業績一覧が掲載されている。本書の
中でそのうちのいくつかだけでも日本語で紹介されていれば、ベルナルディの仕事の遠景がもう
少し見えやすかったかもしれない。もっとも、2013 年に一連の講演が行われた後、その熱気が冷
めやらぬうちに出版された「アクチュアリティ」が本書の魅力の一つであり、迅速な仕事にもか
かわらず内容がきわめて充実している点に惜しみない賛辞が送られるべきであろう。この労作が
契機となって、今後、ベルナルディの研究のさらなる紹介・消化作業が行われることを期待した
い。

Jean-Jacques Rousseau,
,
Édition thématique du Tricentenaire
sous la direction de Raymond Trousson
et Frédéric S. Eigeldinger
Volume XII:
Genève et Paris, Slatkine et Champion, 2012, 688 p.
馬

場

朗（東京女子大学）

2012 年生誕三百年にあわせ新たな『ルソー全集』
（以下新全集）が刊行された。1995 年第 5 巻
で完結のプレイアド版全集（以下 P 版）にはない『化学教程』等の著作群の他に、最後の七冊の
巻には書簡まで収める充実ぶりである。書評者は留学中に取り組んだ『言語起源論』（以下『試
論』）を中心に新全集の書評をお引き受けした。『試論』と深く関連する他の著作群についても若
干ながら情報を提供できるのではと思う。
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新全集の『試論』担当は、この著作の起草時期問題に以前から説得的な議論を示しかつその批
評校定版（Essai sur l'origine des langues, éd. par Ch. Porset, Paris, Nizet, 1970）を最初に出し
たシャルル・ポルセである。P 版のスタロバンスキのものまで『試論』に取り組む研究者の殆ど
が参照したのはこの版である（白水社全集の竹内氏訳の典拠でもある）。彼は新全集『試論』冒頭
で、40 数年前の旧版冒頭の自らの解説を若干加筆し再録した上で、それにラモーとディドロが
『試論』に及ぼした逆説的な影響を示唆する文章を新たに付け加えている。1974 年（『ラモーの二
原理の検証』第一草稿）
『旋律の原理について』の存在が知られて後（更に上記草稿の中間部分
「旋律の起源」が P 版第 5 巻に収録されることで）
、『試論』を『不平等論』との関係でのみ位置
づけるのは困難になった。むしろ、ラモーへの 1750 年代後半以後本格化する批判という音楽論的
文脈を研究者は意識せねばならなくなった。この点で（既に «L'inquiétante étrangeté de l'Essai
sur l'origine des langues», SVEC, 1976（154）でウォクラーとデュシェの上記草稿発見の意義を
強調していた）ポルセによるラモーとの関係の言及は目新しいものではない。むしろ興味深いの
はディドロとの関係なのだが、二人の個人的確執が中心なのが幾分残念である。ポルセの校定注
釈については、彼の旧版も丁寧だったが、今回は P 版のあのスタロバンスキにも引けを取らぬ膨
大で詳細な註を付けている。P 版第 5 巻刊行以後の最新の研究は無論のこと、18 世紀の関連テキ
スト群も殆ど網羅的なまでに示されている。
ところで、新全集では『試論』が、ルソー音楽論上のほぼ全著作群とともに第 12 巻に収められ
た（『音楽辞典』のみ第 13 巻収録）。『ダランベールへの手紙』等を含む P 版第 5 巻以上に、『試
論』をまず音楽論として位置づける新全集の明確な意図が読み取れる。これら音楽論では、P 版
での文学研究者ポーの仕事を踏まえつつも、新全集の（Cernuschi や Collisani そして（P 版『音
楽辞典』編集に協力した）Boccadoro ら音楽学研究者達からなる）担当スタッフは更なる綿密な
草稿検討と詳細な注解を行っている。Cernuschi による P 版第 5 巻のポーの解釈や編集に対立す
る幾つかの立場も興味深いが、第 13 巻『音楽辞典』での Boccadoro ら二人の貢献も重要である。
おそらく近年のドーファンらの批評校定版（Dictionnaire de musique, éd. par C. Dauphin, Peter
Lang, 2008）の方式と成果も押さえた上で、
『百科全書』の音楽項目との異同がほぼ完全に示さ
れ、かつ充実した註・解説が施されている。音楽論以外では、特に『試論』に関係するのは、
『不
平等論』と『エミール』そして「発音の断章」であろう。前二著をそれぞれ担当の Van Staen と
タンギ・ラミノともに堅実な仕事振りだと感じるが、特に最後の断片（デュクロ、『試論』第 20
章や『エミール』の言語論的記述等との関係で重要）担当の Montredon は解説と註を丁寧に施
している（P 版解説は 10 行程と余りに簡略だった）。
二点だけ批判めいたことを述べたい。まず新全集脚注の形式は、ルソーの原註および（異本や
草稿に関する）編集担当者の註全てを共通通し番号で示すため、かつこれら脚注が頁の大部分を
占領することもあるため（ポルセ担当の『試論』でも顕著である）場合によっては読むのがかな
り辛い。次に、
『試論』や草稿『旋律の原理について』そして『音楽辞典』の改編追加箇所の思想
成熟の根幹に関る、『不平等論』以来の対概念「physique/moral」にポルセらの解説・脚注が悉
く言及しないのは悔やまれる（デリダがルソー「憐れみ」論を巡り「愛」のこれら対概念を強調
したのを改めて想起したい）。
最後になるが、新全集では（編集協力のお一人も含め）我が国の研究者の名前を幾つも拝見し
た（今後順次刊行予定のガルニエ版全集でも編集参加される方が数人いると聞く）。今回の新全集
が一つの契機となり、我が国のルソー研究も確実に新段階に入りそうである。
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サン㽎ピエール著、本田裕志訳『永久平和論』（全 2 巻）
京都大学学術出版会（近代社会思想コレクション）、2013 年、603 ＋ 462 頁
井

柳

美

紀（静岡大学）

サン−ピエール師（Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre, 1658-1743）の『永久平和論
Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe』は、スペイン継承戦争の動乱のさなかの 1713
年に講和条約の締結間近いユトレヒトで出版され、
「勢力均衡」に基づく国際秩序形成の原理に対
抗して、恒久平和を積極的に実現すべくヨーロッパ諸国による国際組織の創設を通した「ヨー
ロッパ連合」を構想するものである。サン−ピエール師の『永久平和論』の完成版刊行から 300 年
にあたる 2013 年、本書が、全 2 巻総頁数 1065 頁の大著として、初めて全訳（1713 年公刊の第一
部と 1717 年公刊の第二部の全訳）され、多くの読者が本書を読む機会を得たことは歓迎すべきで
ある。思想史はもとより平和思想や国際政治に関心のある読者にとっても今後貴重な訳書となっ
ていくであろう。
ただし、サン−ピエール師の『永久平和論』は、平和思想の一つの源流とされるものの、理性に
平和的解決を委ねるユートピア思想として批判も多い。20 世紀を代表する国際政治学者モーゲン
ソーは『国際政治』
（福村出版、1986 年）において「国際の秩序と平和の問題を解決するために
19 世紀、20 世紀に着手された、実践的な試みの偉大な先駆者となった」人物としてサン−ピエー
ル師の名をあげる。また、同世紀を代表する歴史家 E・H・カーは『危機の二十年』
（岩波文庫、
2011 年）において「最も早く国際連盟構想を提起した」人物、「近代国際主義」を主唱した一人
としてサン−ピエール師の名をあげる一方、サン−ピエール師らの国際主義にみられる利益調和説
や啓蒙的理性に依拠したユートピアニズムを虚ろな構築物として批判する。
このような批判は、同時代にもみられ、ルソーは『永久平和論批判』でサン−ピエール師の構想
の非現実性や、キリスト教の君主国が国家連合の構成単位となっている点などについて批判す
る。しかしにもかかわらず、ルソーが同書に敬意を払ったように、本書は過小評価されるべきで
はないだろう。ルソーは、サン−ピエール師の永遠平和という目的それ自体の偉大さ、障害にもか
かわらず計画を断念しなかった熱意や執拗さ、それが思慮に富んだ書物でありその存在それ自体
が重要である等、敬意を払っている。また、本書の訳者は「訳者解説」において「国際紛争に際
しての武力行使の危険性の根絶という理想にはほど遠い」現在、平和的な国際関係の理念と実現
の考究に対して「貴重なヒントと知的エネルギー」を提供する「平和思想の古典」であると強調
する。
「すべてのキリスト
ここで本書の内容を概観する。まずサン−ピエール師が本書で目論むのは、
教国家同士の間に恒久平和をもたらす手段を提案すること」。ヨーロッパ諸国の君主・首脳たちと
その臣民たちの間に、何らかの社会的結合によって結びつけられた平和をもたらすこと。王家の
力の勢力均衡ではなく、休戦による平和をもたらすこと、
「一方では、この害悪のさまざまな原因
のすべてを、他方では従来の救治策と害悪そのものとの不均衡を、深く洞察するよう努めるこ
と」、また「諸国の君主・首脳たちはお互い同士の間で常置の仲裁裁判所を設置することによっ
て、互いの約束の履行に十分な保証を何か見いだすことができないであろうか、ということ」で
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ある。恒久平和には明文化した相互的な約束が必要だが、新しい制度組織を構想する点に本書の
一つの特徴があり、
「連合条約」を結び、
「常置の議会」を作り、
「ヨーロッパ連合」を形成、
「主
権者」の間に「仲裁裁判所」をおく。これによって弱小国の利益も守られ、商業が発達、各国の
富は増大することになる。アンリ四世が示したヨーロッパ国家連合の案に多くの賛同が得られた
ように、各国における連合計画への動機は十分存在しているのであり、平和の計画への提案は、
全キリスト教国の元首たちにとって、大きな利益ゆえに受け入れられるはずだとされる。そして
何より一貫して、サン−ピエール師の平和への意志と熱意を感じさせる著作となっている。
なお、些細な点だが微妙な意味を伴う語彙、例えば「連合」や「結合」、
「議会」や「会議」、
「代
議員」、「統治組織」や「制度組織」、「主権者」や「君主・首脳」などの訳語については、原語が
併記されていた方が有り難かった。しかしながら、本訳書が初めて全訳され、平易で読みやすい
日本語で、サン−ピエール師の平和への熱意とエネルギーとが伝わる邦語訳で読者の手に届けら
れたことは、何より平和をめぐる問題を抱える現代日本にとって有意義なことであろう。

橋本周子『美食家の誕生

グリモと〈食〉のフランス革命』
名古屋大学出版会、2014 年、vii + 322 + 73 頁
大

畑

夏

子（早稲田大学）

本書は 18 世紀末から 19 世紀初頭にかけて活躍した、フランスの著名な美食家、グリモ・ド・
ラ・レニエール（Grimod de La Reynière, 1758-1837）に関する本邦初の包括的研究書である。食
文化研究や文学作品において、美食文学の祖と言われているグリモの記述の引用例は枚挙に暇が
ないが、その研究は近年になってようやく本格化した段階であり、未だ十分な考察がなされてい
るとは言い難い。
食文化研究に携わる者以外には耳馴染みのないグリモという人物は、
『美食家年鑑』Almanach
des Gourmands, I-VIII（1803-1812）と題した著作の功績があげられる。この年鑑は美食文学の
礎を築くと同時に、フランス初のグルメガイド本ともなった重要な著作である。しかしながら同
時代の『味覚の生理学』（邦訳『美味礼賛』）の著者として知られるブリヤ・サヴァランの陰に隠
れ、長きにわたり等閑視されてきた。ところが、2012 年フランスにおいて『美食家年鑑』が復刻
されたことに象徴されるように、昨今再評価の時を迎えている。このような食文化研究史の流れ
の中において、本書が出版された意義は大きい。
以上のテーマ的意義に加え、本書の成果は大きく分けて、以下の点に集約される。すなわちグ
リモ研究の進展、
『美食家年鑑』の評価、美食を中心とした社会文化史全体への応用可能性、の三
点である。
第一にグリモ個人に対する研究としては、
先行研究の Giles MacDonogh, A Palate in Revolution,
Grimod de La Reynière and the Almanach des Gourmands（1987）をはじめとして、グリモ主
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催の晩餐会招待客の出自や徴税請負人であった父への反抗心などに触れ、民主主義者的側面を強
調して人物像を描いているが、本書では反富裕層的民主主義側面から、革命という暴力的動乱へ
の不快感へと移りかわっていくグリモのアンビバレントな政治意識を指摘し、より多面的な人物
像を導き出している。グリモの人物像に関してはこれまでレチフ・ド・ラ・ブルトンヌ（17341806）と交わした書簡研究などが行われてきたが、書簡分析をグリモの政治意識の変遷へと応用
して考察した点は本書の特徴といえる。またこうした複雑な政治意識ゆえに、グリモが交際関係
を狭めていく事実を導きだした上で、グリモの厭世感が美食へと駆り立てる要因となったのでは
ないかと橋本氏は論じている。これは親からの愛情欠如や失恋を主要因とし、演劇的エピソード
で色づけされることの多かった先行研究とは異なる論であり、グリモと美食の関係の新しい可能
性として非常に興味深い論である。
第二に本書は『美食家年鑑』を客観的に評価すべく、
『百科全書』や同時代の出版物との比較を
多角的に試みており、サヴァランの『味覚の生理学』と二項対立的に論じられることの多かった
先行研究の問題点に一石を投じたといえる。サヴァランとの対比の構図では、サヴァランがグリ
モの記述の二番煎じであるといった表現や、ペダンティックな表現によって美食の本質から逸れ
ているといった指摘など、恣意的とも取れるサヴァラン否定の記述が散見された。しかしながら
本書では『美食家年鑑』を数ある年鑑の系譜に落とし込み、その一方で料理人の熟練的技術の評
価においては『百科全書』と比較を緻密に行っている。すなわち当時の出版全体における立ち位
置を俯瞰視することによって主観的判断の危険を回避することに成功したといえる。
第三に、本書ではグリモを文人・観察者・思想家の三側面に分けて分析しており、その分析手
法によりグリモ個人、あるいは『美食家年鑑』の考察のみならず、幅広い対象を論じている。と
りわけ第Ⅱ部の観察者側面ではレストランや作法に軸を置いたパリの飲食事情を論じ、第Ⅲ部の
思想家側面の分析では社会批判や変容する社交の在り方を考察している。グリモ個人の研究の枠
を超え、美食が発達する社会背景や美食家たちの政治思想、社交の変容まで言及され、美食史と
いう専門的考察から、広く社会文化史全体へと応用可能な研究へと昇華している。また巻末に記
された「『美食家年鑑』内容一覧」は『美食家年鑑』全八巻の掲載内容を具体的に把握できるよ
う、詳細にまとめており、同分野の研究者のみならず、出版史、産業史、文学史等の諸学者にとっ
ても有益なものとなるだろう。
最後に、あえて本書の課題点を挙げるとすれば、グリモの人間関係や社交そのものに対し深く
考察している一方で、レチフ、サヴァラン以外の美食家への言及が少数にとどまっていた点だろ
う。同時代の美食家には、グリモが立ち上げた「食審委員会」の会長にして、ナポレオン帝政下
で法相を務めたカンバセレスや、グリモとの対立が取りざたされる、晩餐会外交を生み出したタ
レーランなど、考察すべき重要人物があまた存在する。こういった人物への分析を今後の橋本氏
の研究に期待したい。
以上のように、食文化研究、社会文化史研究の功績並びに今後の発展可能性も含め本書は同分
野における試金石となる貴重な著作といえるだろう。
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Fumie Kawamura,

Paris, Classiques Garnier, 2013, 584p.
大

橋

完太郎（神戸女学院大学）

近代の思想家や哲学者の活動を考える際、従来までの読解の地平を構成していた哲学史や文学
史から一旦離れて、科学史や文化史といった多様な文脈の中に置いて読み解いていく方法が提唱
され、それに基づいた充実した成果が近年少なからず見られるようになった。ディドロ研究に関
して言うならば、ディドロの思想をベーコンの経験哲学に触発された実験科学的認識論の実践と
みなし、その全貌を取り上げたフランソワ・ペパン François Pépin による La Philosophie
expérimentale de Diderot et la chimie（Classiques Garnier, 2012）は、そうした視座に基づいた
ひとつの大きな達成であると考えられるだろう。日本においても、『百科全書』
・啓蒙研究会によ
る継続的な『百科全書』典拠研究によって、
『百科全書』の各項目が新旧の諸学・諸テキストによ
るハイブリッドな織物であること、それゆえに各項目は単純な意味での項目執筆者の思想の表明
とはみなされえないものであるということが精密な仕方で解き明かされつつある。少なくとも言
えるのは、ディドロを中心とした 18 世紀の思想家の営為については、彼らの思想がその成立上
持っていたはずの混淆的な本質を取り逃がさないよう、あらゆるジャンルのテキストに配慮する
必要があるということではないだろうか。今回取り上げる川村文重氏の著作も、そうした観点か
らディドロの思想の重層的な特徴を取り上げた労作である。
本書の構成について簡単に説明しておく。本文 550 ページ近くを数えるこの浩瀚なこの書は、
全体で三部から構成されていて、第一部が La Chimie comme modèle épistémologique（認識論
的モデルとしての化学（評者訳、以下同様））、第二部が La Fermentation comme modèle de la
pensée analogique（アナロジー的思考のモデルとしての発酵）
、第三部が La Fermentation
comme dispositif dʼinteraction chimique dans le dialogue（対話における化学的な相互作用の装
置としての発酵）と題されている。第一部では、機械論的世界観から化学的世界観へと移行した
ディドロの思考の発展の背景に、当時の化学、とりわけルエル Rouelle からの強い影響があった
ことが多くの例をあげて説明されている。第二部では、第一部の後半で鍵概念として提出された
「発酵」概念が軸になる。ディドロの著作における「対話」による思考の発展という形式が、化学
における発酵の仕組みとアナロジーに置かれていることが、ディドロの思考におけるアナロジー
の果たす大きな役割とともに説明されている。第三部では、
『ラモーの甥』を主たる分析対象とし
て、
「対話」の機能がさらに掘り下げて説明される。ディドロにとって対話とは、思考の秘めた力
を爆発させ、既存の秩序を転倒させる力を発揮させる化合の舞台であることが、丹念なテキスト
の読解を通じて論じられている。
本書において主たる対象として提示されているのはディドロの二つの著作『ダランベールの
夢』および『ラモーの甥』だが、本著の大部分は、ディドロの思考の「着想源」（26）をめぐる系
譜学的な探求と、そこから与えられた観点をもとにした緻密なテキスト分析に当てられている。
とりわけラヴォアジェ以前の化学的言説の展開は非常に丹念に追跡されている。化学史だけでは
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捉えきれなかった文人や自由思想家の化学観まで含めた数多くの言説が背景として構成され、
「着想源」であったとされる化学的発想の姿を浮き彫りにすることに成功している。また、無神論
的物質論を扱ったディドロ著作からの典拠にとどまらず、Plan d une université に見られる化学
観や、音楽的著作における医化学的な用語法の検討など、従来までなかった広い観点から、ディ
ドロにおける化学的思考の徹底したあり方とその実践の姿が示されている。
だが、評者の私見だが、本書の魅力は、そうした化学史に基づいたイデオロギー再構成の作業
やそれに端を発する読解にとどまるものではない。本書における知的営為の潜在的な射程は、実
は「アナロジー」の探求にあったように思われる。第一部でのファルコネのピグマリオン像につ
いてなされる神話と芸術と物質をめぐる一連の考察（159-170）や、第二部での音楽と絵画、言語
をめぐる考察（332-344）、あるいは第三部で «contrepoison» と «Satire» との類縁性を論じた箇所
（409-412）などは、単なる化学的知見の抽出や指摘ではなく、むしろそれを踏まえた上でディド
ロがおこなっていたような想像と創造の場面を極めて力強く描きだすことに成功している。ひと
つの単語や事象を手掛かりに、様々なジャンルの知見を結合することで、既定の枠組みを超えた
思考の可能性を見せるという著者の技量は、実はこうした場面でもっとも効果的に発揮されてい
るのではないか。著者が本著作を通じて手に入れつつあるこの方法が、本書最終部でほのめかさ
れているディドロ唯物論とキリスト教神学の構造との「類比」にまで適用されたとき、ディドロ
の思想の全体像がどう更新されるのかという点に興味を掻き立てられた一人として、著者の今後
の仕事に注目していきたく思う。

小特集（2）：英国十八世紀文学叢書
サミュエル・リチャードソン著、原田範行訳
『パミラ、あるいは淑徳の報い』
研究社（英国十八世紀文学叢書 1）、2011 年、780 ＋ 13 頁（解題）
一ノ谷

清

美（名城大学）

サミュエル・リチャードソン作『パミラ』（1740 年）は、小間使いの少女パミラが、貧しくも
正しい暮らしをしている両親へ書き送る手紙を中心とした書簡体小説である。お屋敷の若主人 B
氏はこの評判の美少女に目をつけ、誘惑はエスカレートしていく。パミラはその様を、逐一、手
紙に書く。B 氏はそれらの手紙を盗み読むが、意に反して、パミラが固執する「淑徳」（Virtue）
に感化され、と同時に彼女の文才に感服し、結婚を申し込む。純潔を通したパミラは、悔悛した
B 氏とめでたく結婚する。出版当時から、パミラの徳が報われたことを喜ぶ読者がいた一方で、
パミラは手練手管を弄するコケットであり、清く正しい乙女のふりをする偽善者であるという批
判的な読みもあった。書評子も英文学史の授業で、パミラの実況中継風の手紙には覗き見の愉し
− 52 −

みがあると教えられたが、本当のことを言えば、原書を読んでも「はらはらどきどき」などしな
かった。どちらかと言えば、『パミラ』のパロディ、『シャミラ』（ヘンリー・フィールディング
作、1741 年）の方に「本当らしさ」を感じるほどであった。
しかし、今回の原田訳『パミラ』の小気味よい訳文は、書評子の抱いていた、慎ましい少女パ
ミラのイメージをくつがえすものであった。まず、小説冒頭の「すごくたいへんな問題と、それ
から、ちょっとだけホッとしたことがありました」
（15）という訳文である。パミラは奥様付きの
小間使いで、その奥様が亡くなったというのに、このあっけらかんとした弔意の表し方。同じ手
紙の中には、奥様の臨終の場面に触れて、
「目から涙が出てくるわ！」
（16）とある。（『パミラ』
初版で多用されている感嘆符の効果は常に訳に生かされている！）翻訳全体を通じて原田氏の日
本語から結ばれるパミラ像は、きわめて現実的で実際的なもののとらえ方をする少女であり、感
傷に浸らず自己分析ができて、あわせてそうした自分を正確に記すことができる才を持つ少女、
とでも言えようか。考えてみれば、B 氏から失神するようなことをされても、翌日手紙を書くと
いうのは、相当にタフな神経ではある。「書く」ために泣いている暇がない、という感じである。
騒ぎの翌日 B 氏がパミラの部屋にやってきたときのことを、
「気が動転して」と書きつつも、
「あ
の人は…悪かったのひと言もありません。なにしろ『ご主人様』ですから」
（98）と書く。（原文
は “He …had nothing to do to be sorry: for he was our Master,..”）小間使いパミラの批判精神を
見事にすくった訳文が冴えている。
今回の翻訳は『パミラ』初版を底本にしたものである。パミラの言葉使いが卑俗であるという
一部の批判を受け、リチャードソンは版を重ねるごとに修正を加えた。たしかに、1801 年刊行の
第 14 版（ペンギン・クラシックス版）と比較すると、初版のパミラの文章に見られた稚拙さが直
されていることが多い。「訳者解題」によれば、初版を底本にしたのは、「小説の起源とされる
1740 年当時」の「息遣いをできるだけ忠実に翻訳すべく」（791）とある。言い添えれば、そのた
めに翻訳の読者が日常見聞きする日本語を使って訳すことにもなるだろう。原田訳のパミラの手
紙文には、ですます体の文の間に、
「ため口」のつぶやきがはさまれている。また、パミラの書く
女言葉の中に中性的な響きがある。それらは、名訳の海老池俊冶訳『パミラ』（1966 年、1972 年）
にはない文体である。手紙から電話へ、
PC からスマホへとコミュニケーション手段の変化に伴っ
て生じた日本語の変化を経験した 2010 年代の読者には、原田氏の大胆な文体の選択も、あるい
は、考えを整理した後ではなく「即時に書く」というパミラの手紙の書法も、ごく自然に感じら
れるのである。
もちろん、翻訳の文体の選択は、訳者の原作解釈にもとづくことは言を俟たない。原田氏はこ
の小説を、恋心を契機とする若い男女の個と個のぶつかり合いの物語として捉えているように見
える。原田訳『パミラ』では、B 氏は自らを「僕」と言い、パミラを「君」と呼ぶ。（ちなみに海
老池訳では、「わし」と「お前」であった。）小説中盤の B 氏の書く恋文の訳文などは（388 −
90）、育ちのよい青年の清新な情熱をよく伝えている。恋する B 氏はパミラとの階級の違いを真
剣に悩んでいる。そのため、
「成長する」登場人物になっている。原田氏の訳は、この B 氏の輪
郭をくっきりと浮かび上がらせることに成功している。その結果、この小説がパミラと B 氏の二
人の主人公を持っていることがより明確になった。原書の表紙には、
「今ここにはじめて公刊され
る若き男女の心に淑徳と恩寵の道を育むべく」とある。リチャードソンの考え方では、
「模範的な
淑徳に優しく報いる」（12）B 氏もまた、称賛すべき人物だった。この小説では、徳は孤独に省察
するお題目ではなく、人と人との関係の中で形成され、完成されるものとして扱われている。パ
− 53 −

ミラと B 氏の淑徳をめぐるバトルは、徳の形成過程でもある。しかし、男女の関係の移ろいやす
さを考慮すれば、徳とは予想以上に不定形である。原田氏は、『パミラ』は「関係性」と「流動
性」に満ちていると言う。「その流動性を日常生活の中に捉え、そこから生まれるダイナミズムを
人生の具体的現実的行方に重ね合わせた点」（789）にこそ、この小説の文学史上の「新しさ」が
あると。優れた文学史家による「英国近代小説の起源」の小説の翻訳を、喜びたいと思う。

ホレス・ウォルポール著、千葉康樹訳『オトラント城』／
エドマンド・バーク著、大河内昌訳『崇高と美の起源』
研究社（英国十八世紀文学叢書 4）、2012 年、342 頁

Paul Smethurst,

Basingstoke: Palgrave, 2012. x + 243 pp.
大

石

和

欣（東京大学）

このところテレビやインターネットを通して自然災害やテロ事件の映像が間断なく居間や書
斎に飛び込んでくるにつけ、なんとも言えない居心地の悪さを感じてしまう。被災者や被害者に
直接支援の手を差し伸べることができないがゆえの罪悪感にも起因するが、同時に対象との距離
に無自覚になっているように感じられるからだ。
災害にしろ、テロにしろ、被災者・被害者にとってはあまりに痛切で表現不可能なはずの出来
事が、映像を介していとも簡単にお茶の間で画面の前に坐っている世界じゅうの人びとに提示さ
れてしまう。そして本来は超言語的なはずの体験が「衝撃的」、
「脅威」、
「惨禍」、
「残酷」という
言葉で片づけられてしまう。もちろんそれは報道の義務であるし、それを通して私たちは反応し、
何らかの具体的な行動を起こすことも可能になる。しかし、痛みや恐怖を伴う現場と私たちの間
には本質的に物理的・時間的な距離があって、そこには「共感」という道徳感情では乗り越えら
れない共有不可能性が横たわっているはずである。最近の風潮としてその距離を無視しようとす
る無神経な傾向を感じて違和感を憶えてしまうのである。私たちは編集された映像をテレビやコ
ンピューターのスクリーンという「額縁」を通して見ているにすぎないが、その距離と「額縁」
を無化してしまう錯覚が人為的につくり出され、それに気づかないまま私たちは「額縁」内の映
像を「リアリティ」として受け取り、
「共感」してしまう。18 世紀後半の人びとがクロード・グ
ラスを通してピクチャレスクな風景を眺めたのと同じように、この「額縁」を構築しているのは
ほかでもない不可視のイデオロギーだが、現代はより深刻である。枠組みをはめる過程で現場＝
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実体との歪みが生じてしまうし、結果としてそれを無自覚に「リアリティ」として受け取り、
「共
感」する側の感性をも歪曲させてしまう。
対象との距離が生み出す共感という二律背反は、エドマンド・バークが『崇高と美の起源』で
展開した美学論の核の一つだが、大河内昌氏による新訳が 2012 年に出たのはたとえ偶然にせよこ
の問題を考える絶好の機会を与えてくれた。みすず書房のバーク著作集の一つとして中野好之の
訳が最初に出たのが 40 年以上前の 1973 年のことで、1993 年に再版されてからも 16 年が経つ。翻
訳行為もその翻訳を読むのも再解釈のプロセスであることは自明だが、十八世紀のイギリス経験
哲学の概念を下敷きにして論理的な議論を展開するバークの文体を抜群に読みやすく訳し直し
た大河内訳で読みながら、距離と共感のジレンマを再考できたのは有意義だった。大胆に極論す
ればバークにとって崇高とは距離と共感の問題でしかない。死、危険、苦は身近に迫ってくる限
りは恐怖でしかないが、
「ある一定の距離があり、ある種の緩和を伴うなら、われわれが日々経験
しているように、危険と苦は悦びとなりうる」
（大河内訳

188 頁）。つまり、苦しみや恐怖を直

接体験している人びとは崇高を感じることができないが、そこから距離あるいは何らかの調節装
置の媒介を経ている「他人」は自己保存の本能によって彼らの恐怖に共感し、そこに崇高の源泉
である「悦び」が生じる契機がある、というわけである。命に危険がおよぶような状況に対して、
私たちは何らかの「衝撃」なり、
「視覚的刺激」を受け取り、感情の「動揺」を憶えることは当然
だが、そこから離れた安全な場所にいるために精神の委縮ではなく興奮と昂揚へと情念が転換す
ることになる。それをバークは美しいものを感じる「快」
（pleasure）と区別して「悦び」
（delight）
として定義したのである。こなれた大河内訳ではこの微妙な差異や「崇高美」と「美」との峻別
がすんなりと頭に入ってきてのみ込みやすい。
しかし、翻訳を読みながら、自然災害の映像について言えばそれを見る私たちの気持ちは「悦
び」と言っていいのだろうかという疑問を憶えるだろうし、テロについて考えればそこに歪みが
入り込む隙間があって私たちはそれに対して自覚的にならなければならないのだろうと思う。そ
う言えばフランス革命後の恐怖政治を「テロリズム」と呼称したのもまたバークであった。はた
してギロチン処刑とそれを海峡の反対側から見つめていたイギリス国民の関係を彼が美学的に
どう位置づけていたかは不学にして知らないが、気になる問題だ。とりわけイスラム過激派組織
「イスラム国」に対して怒りを憶えるのは、彼らがこの対象との距離を巧みに調節することで崇高
と共感の歪曲された関係を築こうとしているからなのだと思う。彼らによる自作自演の映像であ
れ、メディアによる報道であれ、彼らは自分たちのテロ行為が額縁をはめた「観賞物」として世
界じゅうの視聴者にテレビやインターネットを通して配信されることを露骨に意識している。
バークの言う「共感」は苦しみや恐怖を対象としたものであったはずであり、実際私たちは 常 識
的には被害者への共感を抱くのだが、衝撃的映像は対象物との距離ゆえに感覚的興奮を供与する
ことで脅威の対象そのものへの畏敬と崇拝を生む可能性をはらんでいる。
そこにバークの美学論が包摂する矛盾と倫理的問題の核心がある。
「苦」からの距離を置いた共
感がもたらす「悦び」
（delight）という感覚的刺激は、距離ゆえに「苦」そのものを通り越して
「苦」をもたらす「力」への畏敬の念、
「野心」へとすり替わりうる。聖書やミルトンの『失楽園』
を引用することでバークはキリスト教の神をその対象に据えるが、一方でそれは「強力なもの」、
「巨大」なもの、
「暗闇」、
「黒色」、
「広大さ」、
「不明瞭さ」を備えたものであればなんでも崇高の
源泉になりえてしまい、
「野心」が芽生えさえもする。バークもそれを認めている。テロリストた
ちはまさにそうした特性を自分たちのアイデンティティとして取り込み、演出し、
「恐怖」を包摂
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する映像を巧みに修正し、
「観賞物」として提示する。憎悪のエネルギーを心中に抱え込み、額縁
に無自覚な人びとは、感覚的刺激の「悦び」を感じ、
「恐怖」の創造主へと同一化を遂げようとす
る。そんな「共感」＝「野心」の構造が人為的に作り出されている。「苦」への共感を喪失し、
「距
離」を飛び越して「力」への同一化を図ることは、歪んだ関係以外の何ものでもない。
バークの “delight” を「逸楽」と訳したのは高山宏で、まったくもって慧眼としかいいようがな
い。訳としては大河内訳の「悦び」が妥当だが、上述の歪みを高山は指摘したのである。『二つの
世紀末』（青土社、初版 1986 年）の中でクロード・グラスを片手に額縁をはめて風景を眺める 18
世紀的ピクチャレスクが、視覚的刺激を追究する 20 世紀末にまで直結する空間と共感との歪んだ
関係を孕んでいたことを地下鉄サリン事件や 9・11 事件が起こるずっと前に喝破している。それ
だけに、改めてバークの美学が胚胎している問題を社会・政治的な文脈で考える必要を感じてし
まったわけである。もし純粋に崇高な感覚があるとすればそこから逸脱していくのは、やはり
バークが言う通り距離に基づくものであるし、“modifications” と称した過程だろう。大河内訳で
は「緩和」となっているが、ロックが『人間悟性論』で「異なる距離は、それぞれ異なる空間の
変形物（modification）である」（第 2 巻 13 章 4 節）と指摘したときと同じ意味で、ここだけは
中野訳の「変形」のほうが緩和や調節の意味を含めた適切な訳語だと思われるが、この「変形」
なり「歪曲」なりが起きている過程や「枠組み」を意識しないことが「悦び」を「逸楽」へと変
質させてしまう陥穽であろう。それを忘却したり、無視してしまうことの倫理的問題は、美学の
範疇を越えているが、崇高美を純粋に美学の問題として括ってしまうことができないのが今日的
状況なのかもしれない。
そんな思いをいっそう強くしたのは大河内訳バークと同じ年にパルグレイヴ社から出版され
たポール・スメサーストの研究書を読んだからでもある。かつてバーバラ・マリア・スタフォー
ド（Barbara Maria Stafford）は『実体への旅』
（Voyage into Substance, 1984 年）において、
18
世紀から 19 世紀初頭にかけての科学的調査を目的にした世界旅行が、ロイヤル・ソサエティの提
言する「平明」かつ「客観的」な文体を用いて対象物を「実体」として克明かつ微細に記録して
いった過程を徹底的に示したが、スメサーストはそれに敢然と反論を加えている。クックにして
も、フンボルトにしても、バーク以後の旅行記は科学的調査を目的にしようがしまいが、バーク
が開示した崇高美への感性をもって対象物を捉え、審美的な言語を科学的記録のなかに持ち込ん
でいると主張する。17 世紀の非装飾的な科学調査言説からの美学的な言説への転換を彼は言語論
的転回になぞらえて「崇高美的転回」（sublime turn）と呼称し、とりわけ 1770 年以降に顕著に
なる科学調査旅行に 18 世紀ピクチャレスクの感性が流入している現象を「科学的ピクチャレス
ク」（scientific picturesque）として定義する。これは妥当な指摘だと私も思うが、実際のところ
「崇高美的転回」は 18 世紀初頭から起きている。たまたまトリスタン・コノリー（Tristanne
Connolly）とスティーヴ・クラーク（Steve Clark）が編集する『ユーロゾーンへ』
（Into the
Eurozone（Palgrave, 近刊予定））に寄せる論文を書きながら、アルプスの氷河や南氷洋の氷山な
どの科学探査記述を調べてみると、バーク以前からも崇高美を感覚的に記述する言説が紛れ込ん
でいることに気づいて論じたところだった。
しかし、スメサーストの議論が重要なのはそうした科学と崇高の修辞学との結びつきの間に距
離と共感の問題が滑り込んでいることを指摘している点である。ヨーロッパ諸国の制海権争奪戦
の一翼を担った科学探査であるが、とりわけ博物学的関心の熱狂的高まりは対象との距離をとっ
た分類・分析、それゆえの文化的誤読と抑圧の過程を促進していくことになる。対象との距離は
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新奇なもの、珍奇なものへの「好奇心」や「崇高」の感覚を増幅し、旅行記を一大ジャンルへと
押し上げると同時に、文化的支配という「帝国主義」を基盤にした歪な「共感」を入り込ませる
余地を孕んでいた。スメサーストが「科学的まなざし」と称する分類や調査を目的とした探検旅
行の視点は、結局のところ「帝国主義的まなざし」と同義である。
このことも実は高山宏はつとにお見通しで、私の議論はその二番煎じ、あるいは三番煎じでし
かないが、近年盛んに叫ばれるグローバリゼーションはますます距離と共感との関係を歪なもの
にしているように感じられて仕方がない。バークに絡めて「イスラム国」のテロリズムの人為的
映像操作の話をしたが、スメサーストを読むと逆にイスラム教を見つめる欧米アジアの非イスラ
ム圏側の「まなざし」についても距離と共感の問題を改めて考えてみる必要があると思う。そん
なことを考えさせてくれた 2 冊である。

オラウダ・イクイアーノ著、久野陽一訳
『アフリカ人、イクイアーノの生涯の興味深い物語』
研究社（英国十八世紀文学叢書 5）、2012 年、349 頁
西

山

徹（名城大学）

本書は、西アフリカ生まれでのちにロンドンに住んだ黒人解放奴隷オラウダ・イクイアーノ
Olaudah Equiano（1745-97）の自伝の翻訳である。少年時代に西アフリカで奴隷狩りに遭ったイ
クイアーノは商船の船長に買い取られ北米や西インドに連れて行かれた。そして奴隷として働き
ながらも金を貯めて自由の身となり、イングランドに渡ってこの自叙伝を書いたのである。原書
は、イギリスにおいて 1780 年代に始まった奴隷廃止運動の中、1789 年に元奴隷の証言として出
版され、1807 年の英国議会における奴隷貿易廃止法案可決に向けて重要な役割を果たした。その
あたりの外部的事情は法案可決 200 年を記念して制作された映画『アメイジング・グレイス』
（2006
年、イギリス）でドラマ化されているので参照されたい。イクイアーノを演じているのは、かつ
ての「ワールド・ミュージック」の旗手ユッスー・ンドゥールである。
上記のような政治的文書である本書は、英国民の自尊心をくすぐりつつ、自分の要求を訴えて
いくという巧みな戦略を持っている。キリスト教、特に国教会に改宗した異国人の告白という形
式を用いて、宗教改革と国教会設立というイギリス人の歴史的選択を肯定しつつ、奴隷制度改革
という自らの主張を織り交ぜていくのである。イクイアーノは絶えずイングランドに対する愛を
語るが、本書は著者がイングランドへの思いを遂げるまでの愛の物語であるとも言える。こんな
に愛を囁かれてはイングランド人も拒否できまい。
イングランドに安住することを目指すイクイアーノの大西洋往来の航海を描く本書はまた、
『ロビンソン・クルーソー』にもつながる旅行文学でもある。その移動が自分の意思によるもので
はなく強制されたものであるとしても。海洋冒険読み物としても面白く読めるので、時に主人公
が黒人であることを忘れそうになるが、要所要所で黒人であるがゆえの災難が突然起こりハッと
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させられる。語り手がブラック・ヒーローであることが事情を複雑にし、物語に陰影を与えてい
るのである。
最初の章では著者の育ったアフリカの習慣や風俗などが紹介され、黒人の部族の間にも奴隷制
度があることが描かれるが、黒人間での奴隷と白人による西インドの奴隷の境遇の違いは明確に
示される。著者が強調するのは奴隷に対する白人の扱いの残忍さである。奴隷として白人に捕え
られた著者は、
「食べられてしまうのではないか」という恐怖を感じたと書く。野蛮性の記号であ
る食人は、白人にも当てはめうることを指摘するのである。「教化された」アフリカ人である著者
が、堕落して野蛮性におちいっているキリスト教徒を眺める本書は、他者の目からイギリス人の
奴隷制度を描くという意味で風刺文学としても読める。
「あとがき」にも書かれているように、訳者は翻訳に先立って『英語青年』2005 年 1 月号に本
書に関する論考を載せている。そこで訳者は精通する黒人ポピュラー音楽を糸口に本書を論じ、
「彼ら」と「あなたたち」を使い分けて語り手と白人読者との関係を微妙に操作するイクイアーノ
の戦略を分析している。本書を英文学のセンティメンタリズムの系譜に位置づけるこの論評をあ
わせて読まれると本書の「興味深さ」が増すこと請け合いである。
訳文は非常に親しみやすい日本語で書かれていて、時に見られる接続詞としての「なので」や、
「ちょっとばかし」といった口語的表現が気にならなくもないが、直接に原著者が語りかけている
ような印象を与えて、面白い読み物にするための工夫の跡がそこかしこに見られる労作である。
本書が「英国十八世紀文学叢書」の一冊としてデフォーやリチャードソンなどの英文学の正典
と並べて出版されたことには大きな意義があると思われる。
「大英帝国」は奴隷貿易なしに存在し
えなかったものであり、本書は、たとえそれがイギリスの負の側面によってもたらされたもので
あるにせよ、英文学の広がりを考える上で欠かせないものとなるであろうからである。本書は 18
世紀英文学の知られざる側面を教えてくれるとともに、大西洋交易システムの歴史を学ぶ者にも
大いに役立つ画期的訳業であると思われる。

小林章夫編訳『エロティカ・アンソロジー』
研究社（英国十八世紀文学叢書 6）、2013 年、304 頁
久

野

陽

一（青山学院大学）

本書は長い 18 世紀におけるイギリスのエロティカのアンソロジーである。比較的短いものを中
心に幅広い作品が選ばれている。収録作品をざっと紹介しておこう。巻頭の『ヴィーナスの学校、
あるいは女性たちの快楽、実践法』The School of Venus, or the Ladies Delight, Reduced into
Rules of Practice（1680）は、フランスの作家ミシェル・ミヨー（Michel Millot）とジャン・ラ
ンジュ（Jean LʼAnge）の著作とされるものの訳者不詳の英訳で、経験豊富な年上の女性が若く
経験の乏しい女性にセックスの諸々を伝授するという対話の形式による。詳細不明の著者トマ
ス・ストレッツァー（Thomas Stretzer [Stretser]）作の『メリーランド最新案内―その地誌、
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地勢、
そして自然史』
A New Description of Merryland: Containing, A Topographical, Geographical,
and Natural History of that Country（1741）は、女性の身体を大地に見立て、そのなかの特に
性器周辺を「メリーランド」という国として、副題にあるとおりそれを詳細に描写していく博物
学的な地誌のパロディで、もってまわった古今の文献からの引用がちりばめられた愉快な読み物
となっている。作者不詳『取りもちばあさんを見てみれば』A Spy on Mother Midnight: . .（1748）
.
は田舎に住む紳士が都会の友人に宛てた手紙による書簡体のエロティカ。
『売春宿の世界』The
Description of a Bawdy-House（1776?）の著者はノーフォークの裕福な農家の息子リチャード・
ブラウン（Richard Brown）を名乗り、自らの半生を振り返る「精神的自伝」
（spiritual biography）
の側面を持つ。彼は若き日の放蕩から売春婦の母娘に騙されるが、最後には彼女らに復讐を果た
し、反省し平穏な生活を手に入れる。また、本書には韻文によるエロティカとして、作者不詳の
いくつかの作品に加えて、第二代ロチェスター伯ジョン・ウィルモット（John Wilmot, 2nd Earl
of Rochester）やマシュー・プライア（Matthew Prior）による作品、ジョン・ウィルクス（John
Wilkes）とトマス・ポッター（Thomas Potter）による「女性論」“An Essay on Woman”（1763）
からの抜粋などが収録されている。後者はアレグザンダー・ポープ（Alexander Pope）『人間論』
An Essay on Man（1733-34）のエロティックなパロディとして悪名が高い。
厳密な意味でエロティカと呼ぶことの難しい作品も本書には含まれていて、この時代の性的な
言説の違った一面を教えてくれる。ヘンリー・フィールディング（Henry Fielding）が匿名で出
版した『女性の夫、あるいはジョージ・ハミルトンこと、本名ミセス・メアリーの驚くべき生涯、
ウェルズの若き女性と結婚し、その夫として暮らした罪で訴追されし女が獄中より語りし物語』
The Female Husband: or, the Surprising History of Mrs. Mary, Alias Mr. George Hamilton,
Who was convicted of having married a Young Woman of Wells and lived with her as her
Husband. Taken from Her own Mouth since her Confinement（1746）は、副題にあるとおり男
装して女性と結婚を繰り返した女性の物語で、実話に基づいている。エロティカとしてよりも異
性装やレズビアニズムなどの観点から注目すべき作品である。また、
『地獄からの大ニュース、あ
るいはベス・ウェザビーによって敗れた悪魔』Great News from Hell, or The Devil Foil d by Bess
Weatherby（1760）は、地獄に落ちた娼婦が地獄の様子を伝える手紙で語られる物語で、あの世
の死者からこの世の読者に向けた書簡という形式を踏まえており、エロティカというよりは諷刺
の 要 素 が 強 い。『 人 類 繁 殖 法 に つ い て の 奇 っ 怪 な る 講 義 』Eccentric Lecture on the Art of
Propagating the Human Species, and Producing a Numerous and Healthy Offspring . .（1783）
.
の著者ジェイムズ・グレアム（James Graham）はイングランドだけでなくアメリカでも活動し、
当時よく知られたにせ医者（quack）の一人で、この講演録では国を繁栄させるための子作りを
熱烈に勧める。
本書に収録されている作品には通常の意味で傑作は少ないが、散文だけでなく韻文の作品、散
文についても対話篇や書簡体など同時代に流通した多様な形式の作品を収録することによって、
本書は性をめぐる 18 世紀イギリス文学の＜裏＞見本市になっている。読者にとって次に必要なス
テップは、訳者があとがきで述べているように、こうした周辺に位置づけられる作品と「正典」
（キャノン）との距離を測ることであろう。そうすることによって＜裏＞と＜表＞から豊かな 18
世紀の文学的状況を見ることが可能になるだろう。またアンソロジーである本書には分量の関係
で収録されていないが、18 世紀イギリスのエロティカの代表的傑作としてジョン・クリーランド
『ファニー・ヒル―快楽の女の回想』John Cleland, Fanny Hill: or, Memoirs of a Woman of
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Pleasure（1748-49）を外すわけにはいかない。本書と併せて同じ訳者による新訳（平凡社 , 2012）
も読まれることをお勧めしたい。

David Vallins, Kaz Oishi and Seamus Perry（eds.）,

London: Bloomsbury, 2013, xiii + 227 pp.
大河内

昌（東北大学）

本書は 2011 年に日本で開催された国際コールリッジ学会の成果を基にしたものである。コール
リッジのみならず、ロマン主義時代のイギリスの詩人たちの多くが東洋世界に関心をもち、しば
しばそこに作品の題材を求めたことは広く知られている。現代の文学研究は、アジアやアフリカ
といった西欧世界にとっての「他者」が、西欧文学においてどのように表象されているかという
点に着目している。そうした研究は「他者」との文化的な遭遇を「権力」や「文化的支配」といっ
た視点から分析する政治的な批評から、伝統的な原典研究に近いものまでさまざまなバリエー
ションがあるが、文化と文学の研究を非常に豊かなものにしていることは疑いがない。コール
リッジを中心としたイギリス・ロマン主義詩人と東洋の出会いをテーマとした本書は、そうした
アプローチの最新型を見せてくれるという点で興味深い。
本書は 3 部構成となっている。第 1 部（第 1 〜 5 章）は、ロマン主義と東洋という関係性の中
にコールリッジを置いて考察する論考を含んでいる。Peter Kitson による第 1 章は、イギリス国
王ジョージ 3 世の大使として中国に赴いたジョージ・マッカートニーが、清朝の宮廷儀礼である
「叩頭」の礼を拒絶したという出来事が、東洋的な専制政治と自由なイギリス人の対決あるいは東
洋的な風習との「交渉」を表すエピソードとしてイギリス国内に流布したことを跡づけ、さらに
ロマン主義の詩人や小説家のテクストの中で、
「叩頭」の拒否という姿勢が、専制的な権力に抵抗
する英雄的な振る舞いとしてくり返し描かれていることを論じている。政治的な問題意識を感じ
させる論考である。Deirdre Coleman による第 2 章は、コールリッジの作品（とくに「クブラ・
カーン」）におけるインド表象について論じている。Coleman は、当時広く読まれていたウィリ
アム・ホッジスの『インド旅行記』に描かれている崇高な宮殿のイメージやウィリアム・ジョー
ンズが提唱した「印欧祖語」という考え方が喚起した「太古の源流」というイメージが、「クブ
ラ・カーン」に流れ込んでいることを指摘している。Tim Fulford による第 3 章は、コールリッ
ジとロバート・サウジーが東洋的なテーマの詩を共同制作したことを伝記的に跡づけ、東洋的な
題材が、イギリス・ロマン主義を代表する二人の詩人それぞれの資質を開花させる触媒の役割を
果たしたという興味深い事実を指摘している。Seamus Perry の第 4 章は日本の大学で教えた 20
世紀のイギリス詩人ウィリアム・エンプソンが仏教思想から受けた影響を論じたものである。本
章がロマン主義と関わるのは、エンプソンの仏教的思想をもっともよく表すものとして、コール
リッジの「老水夫行」の解釈を挙げている点である。本章は仏教を知らなかったコールリッジの
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詩の中に仏教思想を発見したエンプソンという論点を提示している。第 5 章で大石和欣は、日本
においてコールリッジが唯美的で病的なデカダンの詩人として受容されたことを指摘し、そうし
た一面的な受容の背景を探っている。大石によれば、明治以降の日本の近代化の推進力となった
思想は功利主義の伝統であるが、それに並走するようにロマン主義や象徴主義といった西洋の耽
美的な文学に憧憬する文学的水脈が形成された。そうした文脈の中でコールリッジのごく限られ
た詩作品とそこから引き出された詩人像が、あたかもコールリッジの全体像であるかのように受
容されたのである。異文化の誤解もしくは一面的な理解が文化形成の大きな力になるという逆説
的な事象を指摘している。
第 2 部（第 6 〜 9 章）は、コールリッジの哲学思想の中の東洋というテーマをあつかう四つの
論考からなる。Andrew Warren による第 6 章は、
『哲学史講義』を中心としたコールリッジの哲
学的考察に登場する東洋の位置づけについて論じている。ヒンドゥー教に代表される東洋思想
は、自然と精神の統一を強く志向する点でコールリッジにとって大きな魅力をもっていた。しか
し、同時に彼は、厳密な思考過程を経ないまま自然と精神の統一を措定する東洋思想が、汎神論
に陥る危険をもっていることを意識していた。彼の東洋思想への関心と警戒心に注意を払うこと
は、彼の哲学思想の本質に関する大きな洞察を与えてくれるのである。第 7 章の David Vallins
は、Warren と同様に、インド思想に対するコールリッジの両義的な態度を指摘している。だが、
Vallins によれば「クブラ・カーン」や「老水夫行」といった詩作品においては、異国的な状況を
設定することによって、哲学的には困難である主体と客体の統一もしくは個人の意識と絶対者と
の交感のヴィジョンを詩的言語によって描きだすことが可能となったのである。Natalie Tal
Harries による第 8 章は、チャールズ・ウィルキンズによる『バガヴァッド・ギータ』の翻訳を
通してのコールリッジのヒンドゥー教の受容過程に注目し、それを「肯定の時期」、
「ゆらぎの時
期」、
「否定の時期」の三つの段階に分けることを提唱している。和気節子による第 9 章は、カン
トの美学思想の中心的概念である「無関心」の概念がコールリッジやショーペンハウエルの美学
思想の中で受け継がれていること、そしてその「無関心」に近い概念が日本仏教―とくに空海
の真言密教の思想―の中に見られることを指摘するきわめて野心的な論考である。
第 3 部（第 10 〜 12 章）は「クブラ・カーン」を論じる三つの論考から構成されている。Heidi
Thomson による第 10 章は、1816 年の再版時に付加された「序文」をジェラール・ジュネットの
いわゆる「パラテクスト」と見なすことで、テクストの歴史性を浮かび上がらせようとする。
Thomson はこの「序文」の中に、テクストの意味をコントロールする「天才」としての自分自身
の権威を確保し、商業的出版との関係を有利に交渉しようとするテクスト的戦略を見る。テクス
ト性と歴史性の交錯という新歴史主義的観点から「クブラ・カーン」を読解する精緻な論考であ
る。Dometa Wiegand Brothers による第 11 章は、コールリッジの天文学や数学（とくにハーシェ
ルとニュートン）に対する関心を「クブラ・カーン」の詩的な表現の中に読み取ろうとする論考
であり、科学史と文学の交錯という方法論から「クブラ・カーン」の詩的イメージを分析してい
る。本書の最終章において勝山久里は、
「クブラ・カーン」における中国庭園のイメージについて
論じている。勝山は、この詩の執筆当時にイギリスで流布していた中国表象の政治的・イデオロ
ギー的な意味を掘り下げ、中国表象のもつ政治的意義を「クブラ・カーン」に読み込むことで、
この詩のテクストをイギリスと中国の関係にまつわる地政学の文脈の中にしっかりと位置づけ
ている。
冒頭で述べたように、本書は、イギリス・ロマン主義文学の作品の中に東洋という「他者」の
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存在を見出すこころみである。そして、ここには日本の研究者が参加している。日本の研究者に
とってイギリス文学は「他者」と言っていいだろう。そうなると、本書は読者に、
「他者」を読む
「他者」を読む「他者」
・・・・・といった目眩く鏡像的な文化的関係性を経験させるものとなる。
本書はロマン主義時代の文学や文化がすでにグローバルな関係性の中に絡め取られていたこと
をあきらかにしているだけでなく、そうした錯綜した状況を理解するための方法論を提示しても
いる。そういった意味で、きわめて今日的な意義のある論集である。

冨樫剛編『名誉革命とイギリス文学―新しい言説空間の誕生』
春風社、2014 年、376 + xxi 頁
原

田

範

行（東京女子大学）

本書は、実証的にして卓抜な研究書であり、堅実にして爽快な好著である。イギリスの名誉革
命前後の諸言説を対象とした本書が、堅実な実証性に支えられつつ、しかも味読に値するスリリ
ングな議論を展開することに成功しているのは、本書のオビに明示された「文学史＝政治史」と
いう、ごく自然でありながら、しかし従来、文学や歴史の研究者が正面から堂々と四つに組むこ
とをいささか疎んじてきたかの感のあるスタンスとそれに伴う緊張感が全編にわたって見事に
貫かれているからであろう。編者はそのことを序章において明確に説明している。
「政治的な事件
やできごとは、ただおきるのではない。その背景には必ず議論がある。」そしてその事件やできご
とを、
「正しいもの、あるいは誤ったものとするには、それをどのように描き出せばいいのか」と
いう問いがあり、そしてその結果としての言説がある。したがってこうした言説空間を明らかに
するには、「歴史、文学、政治、宗教などの境界が存在しない」ような、「現在の学術研究体系」
とは異なった、
「言葉や議論により何かをなす、実践的な」アプローチが必要になる、ということ
だ。本書の七つの章を構成する七編の論考は、いずれもこのスタンスを堅持し、名誉革命という、
近代の出発点と考えられる大事件の諸相を、そこに生まれた言説空間を綿密に分析することで明
らかにしている。だから、本書は、堅実にしてスリリングなのだ。わが国では今日、一般に「文
学」という訳語を与えている Literature は、もともと「書き物」を意味するラテン語に端を発
し、広く「学問」や「学芸」を意味する語であった。それが今日的な「文学」の意味に変容する
のは 18 世紀後半から 19 世紀初頭にかけてのこと。そしてまた「歴史学」が、一つの学問分野と
して、従来の History から分化してくるのもまた、この時期のことである。近代そのものの構築
に深く関わった 17 世紀後半から 18 世紀前半にかけての大きな「言説空間」を対象とする本書が、
今日的な「文学」や「歴史」の枠組みに束縛されるいわれは全くない。
本書は次の七章から構成されている。まず、名誉革命に関する従来の研究を概観しつつ、そこ
に「言説空間」を措定する第一章、イギリス国教会と名誉革命の関係を論じた第二章、ミルトン
やマーヴェル、ドライデンといった詩人の著作に関する政治的分析を試みた第三章、演劇空間に
表出した名誉革命とその後を論じた第四章、経済的観念から自然に導出される国王の交換可能性
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を論じた第五章、日和見主義的政治言説とフィクションの誕生を結びつけた第六章、名誉革命の
意義を事後的に確定しようとする言説と、事実をフィクションとして語る文学作品の密接な関係
を論じた第七章、である。イングランドにあってジェームズ 2 世の迫害を受けたイギリス国教会
の聖職者は一般に「七主教」と呼ばれ、またオランダにいたウィリアム 3 世に招請状を送ったイ
ングランド側の実力者のことは「不滅の七人」と称されるが、本書の共著者は、いずれも名誉革
命の内実に迫りつつも、それを見事に俯瞰しえた七人である。そのバランスの取れた構成も高く
評価されるべきであろう。
堅実にしてスリリングな本書は、それゆえ、さらに多様な興味を喚起し、多くの研究課題に気
づかせてくれる契機にもなる。「言説空間」が舞台となるとき、そこではいかなる媒体がどのよう
に関わったのか。口承性か書承性か、私文書と公文書の境界はどうか、といった問題も当然気に
なるし、18 世紀初頭に急増した印刷所を舞台とする印刷出版および販売促進の文化的動向も視野
に入ってくる。そういう新たな章が本書の企画の延長線上に設けられることにも期待しつつ、ま
ずはその基盤として、本書が、18 世紀研究者はもとより、広く近代のあり方とその行方に関心を
持つ江湖の読者に迎えられ、研究と思索の基礎となることを祈念したい。

日本ジョンソン協会編
『十八世紀イギリス文学研究 第 5 号
共鳴する言葉と世界』
開拓社、2014 年、306 頁
落

合

一

樹（東京大学）

本論集を通読してとりわけ印象的だったのは、動物をめぐる諸考察である。
『ガリヴァー旅行
記』の馬（フウィヌム）について論じた島森尚子の論文、コヴェントリーの『チビ犬ポンピー物
語』を論じた内田勝の論文、そしてトリマーの動物愛護教育を論じた川津雅江の論文が、動物に
ついての問題を大々的にとりあげている。昨今アメリカの大学を中心に「エコクリティシズム」
と称される、自然環境という視点からの文学研究が興隆しており、なかでも、実践的な動物愛護
運動や哲学的な動物論とも連携しつつ、動物を主題化することで文学や諸文化を再解釈する「ア
ニマル・スタディーズ」がさかんに行われている。評者の本音を吐露すれば、太平洋の向こうか
らの新種の「政治的に正しい」文学研究の波の到来に対して、いささか飽き飽きしていることは
否めない。とはいえ、事実として、18 世紀イギリス文学にはたしかに多くの動物たちが生息して
おり、その声や蠢きに耳を傾けてみることは、否応なく求められているのである。
「動物」という形象の分析は、しかしながら、ただ動物のみの問題では終わらない。内田論文で
は、
『チビ犬ポンピー物語』において、モノとして扱われる愛玩犬の立場が女性や奴隷のそれと重
ね合わされていることが指摘される。この作品は、これまた昨今研究がさかんな「モノ語り」
（itnarratives）という「人間以外の物や金銭や動物を主人公または語り手とする一連の小説群」の
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代表作である。内田が参照しているリズ・ベラミーは、このジャンルの特徴として、①主人公が
自分の力では動き回れないこと、②主人公が本来拠点のない人物たちの間を移動し続けること、
の二つを挙げている。実は、この二点は、とりわけ動物やモノに固有の要素ではない。人間もま
た、自分の意思どおりに動けるとは限らず、また、根無し草的な移動を強いられることもある。
そうした境遇を迫られるとき、人間は「動物化」されると言うこともできるだろう。こうした知
見は、よりカノン的な作品について考える際にも参考になるかもしれない。たとえば、原田範行
の論文はリチャードソンの『パミラ』における空間表象の不安定さを分析している。パミラの空
間認識の不安定さは―チビ犬ポンビーが強いられるのと同種の―強制的な移動や監禁ゆえ
である。捨て犬のように、女性や召使いといった従属的な地位にあった人びとは、支配的権力に
よる抑圧を受け、社会をその外部から観察することを迫られた。また、フィールディングを扱っ
た白鳥義博の論文が考察している「偶然（アクシデント）」という概念も、この文脈において興味
深い。何事も思いどおりには行かずに、何らかの偶然が思いもよらぬかたちで訪れる。そのたび
に、人間もまた、捨て犬のように不本意な境遇を強いられることになる―つまり、偶然によっ
て、人間は動物化されるのである。逆に、18 世紀後半の動物愛護言説を分析する川津論文が論じ
るのは、人間と動物との区別を強調する立場である。当時の動物愛護言説には二種類の類型が
あった。慈悲深き人間が動物を保護してやるというロック型（垂直型）と、人間と同等の権利を
動物に認めるルソー型（水平型）である。サラ・トリマーの立場はあくまで前者であり、キリス
ト教の教義に基づき、人間と動物の境界とヒエラルキーは維持したうえでの動物愛護が唱えられ
る。
昨年邦訳が出版された『動物を追う、ゆえに私は（動物で）ある』において、ジャック・デリ
ダは、人間と動物は違うということをまずは認めたうえで、両者の境界を脱構築し、複数化する
ことを試みているが、これは文学・歴史研究にも参考になる姿勢だろう。あらためて動物と人間
とを隔てる境界線に注目してみるなら、一方にはトリマーのように恣意的・戦略的に線を引く企
てがあり、また一方では、動物の人間化や人間の動物化といった、境界線が曖昧になる事態がし
ばしば発生している。また、
「われわれ」と「あいつら」とを隔てる境界線の選定と攪乱をめぐる
ポリティックスは、直接動物を扱ってはいない論考でも問題となっている。たとえば、ファーカー
とシェリダンにおける「弟」の形象を論じた岩田美喜の論文は、長子相続制度のなかで長男とそ
れ以外の息子との間に絶対的な線を引く権力側と、恣意的に引かれた線の攪乱をめざす弟たち
（「人類みな兄弟じゃないのかよ」）との対立を分析している。本論集収録の他の論文においても、
「アイルランド女性」「中国人」「女囚」「貧困者」といった、18 世紀イギリス社会において「少数
者」や「弱者」
「他者」と見なされていた存在が主題としてとりあげられている。「他者」のいる
ところ常に、恣意的・権威的な線引きと、その線を乗り越えたり脱構築したりする試みがあった。
「共鳴する言葉と世界」という本書の副題は、これら別の場所での線引きをめぐる（複数の）ポリ
ティックスが共鳴＝連帯する可能性を示唆しているのかもしれない。
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Srinivas Aravamudan,

Chicago: University of Chicago Press, 2012, xiv + 342 pp.
武

田

将

明（東京大学）

18 世紀文学史を塗り替えるような刺激的な書物が現れた。イギリス 18 世紀の小説を「形式リ
アリズム」
（formal realism）という観点から整理し、そこに近代小説の起源を見出した Ian Watt
の The Rise of the Novel（1957）から、これまで数多くの研究が生まれている。Lennard Davis
の Factual Fictions（1983）、Michael McKeon の Origins of the English Novel（1987）、Homer
Obed Brown の Institutions of the English Novel（1997）、Margaret Anne Doody の The True
Story of the Novel（1997）など、重要な著作を列挙して気づくのは、Watt の洞察が 80 年代に理
論的に洗練され、90 年代にその限界を指摘されるようになったことである。それでは、もはや彼
の理論が無効になったか、といえばそうではない。伊藤誓『〈ノヴェル〉の考古学』（2012）のよ
うな最先端の研究でも Watt の名前は言及されている。伊藤は豊かな資料的な裏づけによって
Watt の偏向を批判しているが、初版の刊行から半世紀以上を経てもなお批判の標的と見なされて
いること自体、小説史研究が Watt を清算できていない証拠である。
たしかに、デフォーとリチャードソンの小説に、過去の散文フィクションからの決定的な断絶
を見出し、それを基準にフィールディングなど他の作家の小説をも格づけする Watt の方法は、
ディコンストラクションやポストコロニアリズムの洗礼を受けた文学研究から見れば、あまりに
ナイーヴといえよう。しかし、おそらくそのナイーヴさゆえに、フーコー的な言説理論を取り入
れた Davis や、小説史を弁証法的に展開してみせた McKeon よりも、Watt は研究者の批判精神
を刺激し続けているのだ。だが、Watt の図式に収まらない散文フィクションに注目する Doody
や伊藤も、18 世紀当時の文学観との齟齬から Watt の図式の恣意性を明らかにする Brown も、文
化史・社会史・思想史に適度な目配せをしながら Watt が作り上げた大きな物語を完全に更新す
るには至っていない。さまざまな批判から得られたものは少なくないが、Watt を乗り越えるに
は、いささかのナイーヴさを覚悟しつつも「形式リアリズム」に拮抗できるだけの説得力のある
概念を構想することが不可欠だろう。
「小説の本当の歴史」を語ろうとした Doody には、ナイー
ヴさを引き受ける覚悟こそあれ、新しい概念を手に散文フィクションに切りこむ明晰さが欠けて
いた。古代ギリシャの散文物語にまで小説の起源を遡り、時代と地域の枠を超えた小説の連関を
夢想した Doody に対し、Terry Eagleton の The English Novel: An Introduction（2004）が下し
た評価は、この文脈で読まれねばならない―「自動車の定義を明確にしなければ、BMV の起
源を古代ローマの馬車に求めることも容易にできてしまう。」
「Rise of the Novel への抵抗」という副題をもつ Aravamudan の著作は、まさに小説史を刷新
す る 魅 力 的 な 概 念 を 標 題 に 掲 げ る。 す な わ ち、「 啓 蒙 オ リ エ ン タ リ ズ ム 」
（Enlightenment
Orientalism）。Aravamudan によれば、18 世紀の散文に頻出するオリエント表象は、Edward
Said の Orientalism（1978）が批判した西洋の支配的な眼差しの投影ではなく、かといって「正
しい」オリエントを写したものでもなく、むしろその荒唐無稽さゆえにヨーロッパ世界を相対化
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する視座を提供していたという。18 世紀文学は内なる他者によって常に掻き乱され、自己と他者、
虚構と現実の境界を侵犯し続けていた。およそ「国民文学」や「リアリズム」とは無縁なこれら
の文学を突然変異やゲテモノとして片づけるのではなく、むしろここに近代初期の西欧における
ラ デ ィ カ ル な 啓 蒙、 西 洋 世 界 を 根 底 か ら 疑 お う と す る 姿 勢 を 見 る べ き だ、 と い う の が
Aravamudan の主張である。
この「啓蒙オリエンタリズム」を携えて、Aravamudan は 18 世紀イギリスの散文世界の地図
を大胆に描き直す。たとえば、フランスに亡命したジェノヴァ人ジョヴァンニ・パオロ・マラー
ナ（Giovanni Paolo Marana）の『トルコ人スパイ』（L esploratore turco, 1684）の仏訳および
英訳というマイナーなテクストがデフォーやヘイウッドの著作と結びつけられ、これまでの文学
史的な分類では見えない、さまざまな同時代的な連関の糸が可視化される。スウィフトの『ガリ
ヴァー旅行記』
（Gulliver s Travels, 1726）やディドロの『不謹慎な宝石』
（Les bijioux indiscrets,
1748）など、
「オリエント」を直接扱った作品に新たな読みを提供するだけでなく、リチャードソ
ンの『クラリッサ』（Clarissa, 1747-48）のような「リアリズム」小説さえも、オリエント風物語
の影響を受けていることが指摘される。さらには、エリザベス・ハミルトン（Elizabeth Hamilton）
の『インド貴族の書簡の翻訳』（Translation of the Letters of a Hindoo Rajah, 1796）、
「日本の物
語」という副題をもつクロード・プロスペル・ジョリオ・ド・クレビヨン（Claude Prosper Jolyot
de Crébillon：クレビヨン・フィス）の『タンザイとネアダルネ』（Tanzaï et Néadarné, 1734）と
『ソファー』（La Sopha, conte moral, 1742）、ヘイウッドの『イオヴァーイの冒険』（Adventures
of Eovaai, 1736）など、現在ではあまり読まれていない著作を再評価する指針も提供している。
その定義からして混沌としがちな「啓蒙オリエンタリズム」だが、本書の第二部では「新世界
の発見」、
「リベルタン的オリエンタリズム」、
「文化横断的アレゴリー」といったキーワードによっ
て、その傾向と意義が明瞭に分析される。このように、Aravamudan はリアリズム偏重の 18 世
紀イギリス小説観を脱し、小説・物語・ノンフィクションといったジャンルを越境し、イギリス
と大陸、ヨーロッパと非ヨーロッパとの境界も（想像上であれ）軽く飛び越えるスケールの大き
い文学史へと読者を導いていく。
ただし、Aravamudan の議論は 18 世紀文学論として完結しすぎている。小説が国民国家を代
表する叙事詩的文学として確固たる地位をしめる 19 世紀西欧文学のコンテクストから、多文化的
な啓蒙オリエンタリズムの盛衰と限界について考察することは、文学史として避けられないので
はないか。このとき、私見では Catherine Gallagher の “The Rise of Fictionality”（2006）にお
ける、小説がフィクションとして認められたのが 18 世紀後半からである、という議論は重要だと
思われる。なぜならば、フィクション性に対する読者の寛容度が上がったことは、小説のリアリ
ティの基準を言説自体のジャーナリズム的な真偽よりも、読者にとって身近であるかどうかとい
う感性の領域に移行させ、結果的にリアリズムから他者を排除し、国民国家の圏内に閉じ込めた
のではないか、と推察されるからだ。ところが Aravamudan は Gallagher の議論を執拗なまでに
否定する。たしかにそれは「啓蒙オリエンタリズム」の枠組みと相容れないフィクション論だが、
18 世紀の「啓蒙オリエンタリズム」と 19 世紀以降の散文フィクションとの関連を無視するかぎ
り、本書は一種のユートピア、いやヘテロトピア物語として完結してしまうだろう。しかし、18
世紀小説史は『アラビアン・ナイト』ではない。悲劇的であれ、茶番劇風であれ、現在につなが
る道筋がなければ、楽しい物語も眉に唾して聞かねばならなくなる。
もっとも、18 世紀のオリエンタリズムが 19 世紀のそれとは異なるという主張は Aravamudan
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だけが唱えているのではなく、本書でも言及される Robert Markley の The Far East and the
English Imagination, 1600-1730（2006）のような歴史研究からの裏づけもある。ちなみに、こ
の書評欄で若澤佑典氏が論じている Eugenia Zuroski Jenkins の A Taste for China（2013）もま
た、Markley や Aravamudan の研究を踏まえて出てきたものだ。
本書は、18 世紀ヨーロッパの散文フィクションを考察するのに今後無視できない強力な概念を
提起し、研究者の探究心を刺激する文学地図を描くことに成功したものの、19 世紀から今日にま
で至る散文フィクションの歴史に対する啓蒙オリエンタリズムの意義については、十分に検討さ
れたとは言いがたい。この点も含め、Aravamudan が大胆に素描した広大な世界をさらに探究す
るには、地域・文化の壁に囚われない 18 世紀学会のような場こそ相応しいだろう。

Eugenia Zuroski Jenkins,

Oxford: Oxford University Press, 2013, xi + 282 pp.
若

澤

佑

典（ヨーク大学）

近代ヨーロッパにおける中国像はシノワズリを中心として、美術史や観念の歴史において繰り
返し論じられてきた。本書はこうした知的系譜を継承しつつ、英文学研究の領域において「中国」
を主題化しようと試みる。とりわけここで焦点となるのが、長い 18 世紀のイギリスにおける言説
空間である。序論ではこの時代の中国像を問う価値が、ポストコロニアル批評の理論的背景から
提示される。サイードの『オリエンタリズム』は 19 世紀以降のイギリス・フランスを事例とし、
帝国主義を背景として構築された他者としてのオリエント像を論じている。本書の目的は、こう
した東洋＝他者という枠組みが生まれる以前、イギリスがどのようにヨーロッパの外部を思い描
いていたのか、中国像の検討からこれを明らかにすることである。
こうして描出される「オリエンタリズムの前史」
（15）とは以下のようなものである。イギリス
における近代的自我は、シノワズリに代表される中国的な事物をドメスティックな空間へと取り
込むことで成立し得た。小説、旅行記、日記など様々なジャンルの文学テクストは、中国性の表
象を通じてコスモポリタンなイギリス性を構想し、グローバルな世界の地理的広がりと自我の内
的な奥行きを結び付ける。18 世紀のイギリスにおいて、中国とは自らの外部に存在する他者では
なく、自己を構成する一部であった。こうしたコスモポリタンな自己規定が揺らぎ、中国が近代
性の外部へ、そしてイギリス性とは相反する「東洋」として再構成されていく過程こそ、19 世紀
におけるオリエンタリズムの成立に他ならない。
中国趣味の装飾美術、東洋貿易を通じてもたらされたアジアの工芸品など、中国を想起させる
「モノ」への問いは美術史を中心として、膨大な研究蓄積が存在する。これに対してジェンキンズ
は、売買や鑑賞の対象となった作品／商品／製品そのものにフォーカスするのではなく、これら
の品々が文学テクストの表象作用を通じて、いかにイギリス的な日常生活の中へと埋め込まれて
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いったかを論じようとする。異なった文学の表現形式は、それぞれ別様の仕方でリアリティを構
築し、自我とその認識対象である物質世界との関係を規定する。また、こうした現実性を構成す
る文学作品たちも、出版によって市場における物質的循環・消費の対象となる。この点において、
18 世紀英文学における多様な「ジャンル」の成立と発展は、中国性の表象を問う本書において核
心的な問題となる。
こうした理論的関心を背景として、本論は三つのポイントによって構成される。まずは、本書
のキーワードとなる「自我」および「モノ」について、17 世紀後半から 18 世紀初頭におけるこ
れらの主題化が、コスモポリタニズムや国際貿易に支えられた消費文化との関わりにおいて論じ
られる。第 1 章ではロックにおける心の理論が、イギリス的な自我とグローバルな商業世界の現
出を結び付ける補助線として取り上げられる。第 2 章においては、陶磁器をはじめとする中国的
なモノがイギリスの家庭空間へと取り込まれ、女性による趣味判断という美学的問題へと展開し
ていく様子が描かれる。
冒頭の二章におけるキーワードの提示を受け、第二のポイントではそれらが具体的な作品解釈
へと適用される。第 3 章においては『キャプテン・シングルトン』を中心として、デフォーにお
ける中国の表象が、グローバルな交易空間におけるモノの流動性―とりわけ奢侈品の消費―とい
う点から論じられる。第 4 章においては、ポープとスウィフトによる詩が取り上げられ、これら
の作品における女性が、中国的なモノをドメスティックな空間の中でどう定位するかが焦点とな
る。
最後に第三のポイントでは、18 世紀後半に起こった中国の東洋化―中国性がイギリス的自我か
ら切り離され、近代性の外部へと追いやられていく過程―が描かれる。第 5 章では、こうした転
回が始まる一例として、ハンウェーによる喫茶習慣の批判―中国的なモノの受容はイギリス性を
損ねる―とこれに対するジョンソンの反論―すでに喫茶習慣はイギリス文化の一部となってい
る―を取り上げている。第 6 章では中国の東洋化が、小説が描き出そうとするリアリティの変質
と結び付けられる。もはやイギリス的な自我、あるいはその日常生活を描き出す上で、中国性の
表象は必要とされない。こうして、中国はイギリスにおける現実性の外部へと押しやられ、オリ
エンタリズムの枠組みに基づいた他者として再構成されることとなる。
ジェンキンズが描き出すイギリス的自我と中国的なモノの交渉は、英文学および 18 世紀研究に
新たな論点を提供していると言えるだろう。しかし、そのテーゼの論証方法については疑念を感
じる点が多い。その一例となるのが、本書第 1 章における『人間悟性論』―ロックは神の観念の
有無を、人間社会の発展段階と結び付けている―のテクスト解釈である（42-50）。ジェンキンズ
が取り上げる事例は、精神的な奥行きと地理的な広がりの連動を示す上では有効であろう。しか
し、彼女が直接引用しているのは、ロックがアフリカのコイコイ族について述べている箇所であ
り、中国について明示的な言及がされているわけではない。分析の最後になって、ようやくロッ
クによる中国の表象―高度な文化的進歩を遂げつつ、依然として神の観念を持たない社会―が提
示されるものの、二頁足らずでシノワズリの議論へと移行してしまう。本来であればこの「例外
性」を出発点に、ロックの地理的想像力における中国の位置、そして序論において提示されたテー
ゼとの整合性が問われるべきはずだ。このように、本書における論証はグローバルなものと自我
形成の結びつきを示しつつも、両者を媒介するのが本当に中国なのか不明瞭であることが多い。
またジェンキンズによる一次文献の引用は、グローバルな地理的想像力の具体例ではあっても、
中国そのものには言及していないものもある。それゆえ 18 世紀イギリスにおける中国の特異性、
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そもそもイギリス性の規定には本当に中国の表象が必要不可欠なのか、という根本的な問題が宙
吊りのまま残る。
ただし、こうした疑念は英文学／ 18 世紀研究において、中国像について考えることの価値その
ものを否定するわけではない。むしろ、本書が抱える方法論的問題への応答が、今後の足掛かり
となっていくだろう。まずは、グローバルなものと中国の関係性が問われなくてはならない。こ
こでは『人間悟性論』の読解で浮かび上がった、文明社会の理論における中国の例外性がヒント
となるかもしれない。また、ジェンキンズが取り上げなかったテクストを用いて、イギリス的自
我と中国の表象について考えることも必要だろう。デフォーやスウィフトらの部分的なテクスト
解釈だけでは、18 世紀イギリスの中国像を体系的に示したことにはならない。例えば、ゴールド
スミスの『世界の市民』は、コスモポリタニズムと中国のイメージ的連関を捉えるうえで必須の
テクストとなろう。あるいは、文明の理論と交易性の言説を論じる上では、スコットランド啓蒙
の中国表象を拾い上げていく必要もある。このように、中国像に対する理論的なアプローチは始
まったばかりであり、多くの可能性と課題を残した新領域であると言える。なぜ中国の表象が問
われねばならないのか、それは英文学研究にどのような意味があるのか、本書の批判的読解はこ
うした問いへの手がかりを与えてくれる。
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展覧会評

「雪景色の系譜 その表現の歩み 近世から近代まで」展
西宮市大谷記念美術館

橋

2015 年 1 月 2 日〜 2 月 8 日

本

寛

子（日本学術振興会特別研究員）

2015 年 1 月 2 日（金）から 2 月 8 日（日）まで、西宮市大谷記念美術館（兵庫県）で開催され
た「雪景色の系譜

その表現の歩み

近世から近代まで」展は、日本絵画の中に表現された雪に

注目し、主に近世初期から近代に至るまでの様々な画家による雪景色を概観する展示であった。
本展覧会の内容は、山水画、花鳥画、四季絵、近代日本画の全 4 章から構成され、一度の展示
替えを経て全期間で 90 点の絵画が展示された。日本絵画の雪景色のみに焦点を当てた展覧会は珍
しく、風景画のみならず景物画の主題など幅広い問題を考察できるテーマであったといえる。本
稿では、18 世紀の作品が多く展示された第一章から第三章を中心に紹介したい。
まず、第一章「山水画にみる雪」を構成する第一、第二展示室は、全 43 点と全章の中で最多数
の作品が並び、主に文人画家による山水雪景図が展示された。第一展示室は伝雪舟から始まり、
狩野派、そして近世後期の 18 世紀に活動した上方の文人画家である池大雅や木村蒹葭堂、岡田米
山人などが並ぶ。続く第二展示室では、月岡雪鼎の弟子の墨江武禅、蔀関月や、和歌山出身の桑
山玉州、そして同時代の京都で活動した円山応挙、呉春、伊藤若冲と続き、19 世紀の四条派も名
を連ねる。このように、18 世紀を中心とした近畿地方の文人画家の作品が一堂に会するのも、阪
神間に位置する館ならではであろう。他に谷文晁、北山寒巌など 18 世紀の江戸画壇を牽引した重
要人物も見られた。
雪景色には、中国伝来の主題が多く見られる。宮崎法子氏の『花鳥・山水画を読み解く』（2003
年）によると、もとは 11 世紀の中国で成立した瀟湘八景図の一部「江天暮雪」に雪景色が表現さ
れたという。本展覧会では、狩野州信（永徳）印のある《瀟湘八景図扇面》が展示され、同主題
が 16 世紀頃には定型化していたことを物語る。「江天暮雪」には漁師や舟を待つ人物の姿が描か
れ、やがてそれらが単独で表現されるようになる。例えば、宋代に定着したとされる「寒江独釣
図」は、冬の厳しさの中で独り糸を垂れる姿に一種の精神性を表した主題として雪景色が表現さ
れた。展示作品の中では、伊孚九を臨模したという韓天寿の《雪景山水図》や、和様化している
が円山派松村景文の《山水図》の釣り人はその例であろう。
また、同氏は雪中の旅人を描いた主題も同様に、張りつめた厳しい精神性を表すと指摘する。
本展覧会にもいくつか見られるが、池大雅の《寒山行旅図》は、銀泥を用いて凍てつくような無
人の雪景色を表現した同《寒林山水図》とは対照的に、険しく聳え立つ雪山を渡る一行が享楽的
に描かれている。
やがて日本近世の文人画家たちは、和様化した独自の冬景色へと発展させる。特筆すべきは、
第二展示室後半に掛かる円山応挙の《雪中山水図》である。深山幽谷の中国的な山水でない、な
だらかな山並みと舟の浮かぶ湖はどの場所なのか特定できそうな風景である。中国の文人的生活
に憧れ、その精神性を残しながら、日本の景物を主題にした写生派の到達点であろう。
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このように、第一章は日本の画家たちが中国由来の雪景図を需要し、次第に和様化していく様
子が理解できるようになっていた。
次に、第二章「花鳥画にみる雪」の第三展示室では、18 世紀に中国清朝から来日し写実的な花
鳥画を全国に広めた沈南蘋の様式、いわゆる南蘋派が筆頭にくる。山水画同様に中国由来の主題
が多く、江戸へ南蘋派を伝えた宋紫石の《聯珠争光図》や、かつてその弟子であった司馬江漢の
《雪中芭蕉図》などはその典型である。また、日本でも馴染みのある松竹梅の「歳寒三友」は、厳
冬の中でも変化しない精神性を表す主題であり、中国絵画を手本とした長崎派の雪竹図が 5 点展
示された。外隈による雪の描写が多い中、竹の葉に積もった雪が強風に揺さぶられ激しく宙を舞
う大鵬正鯤の《雪竹図》は、胡粉の使用が印象的である。また、同派、鶴亭の《白梅図》はどこ
か山楽の屈折した老梅を想起させ、雪松に至っては応挙の国宝《雪松図屏風》が多大な影響を与
えたことを想像させる作品が並んだ。
そして、第四展示室の第三章は、
「四季絵その他にみる雪」である。そもそも日本絵画の中で雪
景色といえば、一般的に平安時代に成立した四季絵の中の冬や、月次絵の中の 12 月の景物として
イメージされるのではないだろうか。それらは成立当初、屏風に合わせて和歌が詠まれ、
「冬は千
鳥、氷、雪」など雪の歌が残っているため雪景色が制作されたことが推測される。展示作品では、
時代は下るが、18 〜 19 世紀に活動した応門十哲の一人吉村孝敬の《十二ヶ月花鳥図屏風》によっ
て、その様子を知ることができる。さらに、武田恒夫氏の『日本絵画と歳時』
（1990 年）による
と、四季絵の中から単体で雪景色のみが表現されるようになる。長谷川等伯の国宝《松林図屏風》
が秋冬の情景を描いたように、四季絵から二季絵の出現を経て、やがて近世に一季のみが一つの
画面に表現されるようになったとする。
これを踏まえて、前章でみた花鳥画に戻ると、松村景文の《雪中鴛鴦図》や山本梅逸の《雪中
鴨図》の主題は、
「定家詠十二月花鳥歌絵」の主題から独立したとも考えられ、酒井抱一の《雪松
図》は、モチーフを中心に四季を展開させる表現手段としての四季絵から、冬のみを単独で描い
たようにみえる。
このように、一口に雪のみを取り上げてみても、18 世紀の近世後期になると主題と様式におい
て唐様と和様の区別が難しく、中には融合し独自の発展を遂げたものも見られる。そして、以上
の第一章から第三章までの近世絵画を踏まえ、第四章の近代絵画へ受け継がれていく。ここで、
様々な事情や制約を承知の上で述べると、本展覧会では一般的に親しみやすい四季絵や月次絵か
ら導入し、それらの作品数をより充実できれば、
「雪景色の系譜」への理解が深まったであろうと
考える。
また、カタログに収録された岡泰正氏の論文でも触れられていた雪の結晶をモチーフにした作
品や、今回展示が叶わなかった浮世絵、工芸など関心は尽きない。以上から、本展覧会は日本絵
画史の中で様々な角度から幅広く分析できるテーマであったといえ、今後も研究が深まることが
期待される。
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「キャプテン・クック探検航海と『バンクス花譜集』」展
Bunkamura ザ・ミュージアム

2014 年 12 月 23 日〜 2015 年 3 月 1 日

近

藤

亮

介（東京大学大学院博士課程）

「キャプテン・クック」の愛称で知られるジェームズ・クック（1728-79）を艦長とする太平洋
航海は、1768 年から彼がハワイで客死する 1779 年まで 3 回にわたって行われた。その第 1 回航
海（1768 年 8 月 26 日〜 1771 年 7 月 12 日）に同行したロンドン王立協会員ジョゼフ・バンクス
（1743-1820）をリーダーとして、スウェーデン人植物学者ダニエル・ソランダー（1733-82）、画
家シドニー・パーキンソン（1745 頃 -1771）らを擁する科学調査班によって製作されたのが、本
展の主要部分を構成する『バンクス花譜集』である。
そもそも第 1 回航海の第一の目的は、南太平洋に浮かぶタヒチで金星の太陽面通過を記録する
という天文学的調査にあった。そして、もう一つの目的は、伝説の南方大陸（現・オーストラリ
ア）を探査することだった。事実、クック一行は 1770 年 4 月にヨーロッパ人で初めてオーストラ
リア東海岸を発見している。彼らが上陸した湾周辺では多くの新種植物が発見されたため、それ
は「ボタニー・ベイ（植物学湾）」と名付けられた。オーストラリアの植物は『バンクス花譜集』
のおよそ半数を占めている。
この花譜集は、航海中に収集された 3,600 種―当時の西洋人にまだ知られていなかった約
1,400 種を含む―3 万点以上の植物から 743 種を厳選し、生息地別に分類した大部の植物図鑑で
ある。バンクスは航海から帰国した後、5 人の水彩画家と 18 人の彫版師を雇い、12 年の歳月と膨
大な費用をかけて花譜集を完成させた。しかしながら、ソランダーの他界、資金難などの諸事情
によってバンクスの生前にその出版が実現されることはなく、結局 1827 年以降は関係資料が大英
博物館に保管されることとなった。その後、バンクスの遺した銅版試し刷りを元にした単色刷り
リトグラフ 315 枚と新しく製作された 3 枚で構成される『オーストラリア植物図譜』全 3 巻（190005）が大英博物館自然史部門から出版された。ただ、それは量と質の両面においてバンクスが当
初構想していた花譜集からは程遠いものだった。そして、遂に 1980 年代、オリジナルの多色刷り
リトグラフを忠実に再現した 743 枚から成る『バンクス花譜集』全 34 部（100 部限定）が出版さ
れたのである。本展で展示されているのも、この完全復刻版から厳選された 120 点余りである。
本展は、クック一行が主に滞在した「ソサエティ・アイランズ」「ニュージーランド」「オース
トラリア」
「ジャワ」の 4 地域に焦点を当て、第 1 回航海を追体験できるような展示構成となって
いる。花譜集からのリトグラフが中心ではあるが、同時に 18 世紀の航海道具・天文資料や滞在先
の民族誌的資料も展示され、英国人の博物学的探究心を多角的にとらえようとしている。なるほ
どバンクスは、植物の観察・採集だけではなく、現地住民との交流を通じて彼らの慣習や言語の
記録も行った。特にタヒチでは、彼はタトゥーの施術まで経験し、島民の在来知を英国社会に持
ち帰ろうと考えた。
現地住民が育んできた生活の知恵を積極的に吸収しようとする意識は、花譜集にも象徴的に表
れている。なぜなら、収録された植物のほとんどは、ヨーロッパ人の目に奇異に映ったとしても、
現地住民にとっては生活に密着した存在だからである。例えば、
「ブラキュグロッティス・レパン
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ダ」は藪のなかでトイレット・ペーパーの代用品として利用されると同時に、マオリ族には薬用
植物としても重宝された。「ウィーテクス・ルーケンス」は、ニュージーランド産の木材で最も耐
久性があることから、カヌーの櫂やワラビイモを打ち叩く棒などの道具に使用された。また、オー
ストラリアのマメ科の植物は、熱帯に暮らすアボリジニの貴重な食物および装飾品と見なされて
いた。このように多くの植物が、外観の美しさに加えて薬草・道具・食物といった実用性を備え
ており、バンクスの博物学的関心を裏付けている。
リトグラフは一枚一枚が丁寧に製作されており、質も非常に高い。ただ、本展では完成版しか
展示されていないため、そこから製作過程の困難を想像することは難しい。当時の航海は文字通
り命懸けで行われ、実際に第 1 回航海では船員の 3 分の 1 以上がバタヴィア（現・ジャカルタ）
から英国への帰路で赤痢やマラリアにかかって亡くなった。その中にはパーキンソンも含まれて
おり、先述した通り帰国から出版までのあいだに沢山の画家・彫版師、さらには研究者が関与し
た。本展図録に収録されているように、植物標本やアウトライン・ドローイング（下書き）
、水彩
原画も展示されていたならば、花譜集出版という世紀を超えた一大事業への理解もより一層深
まっただろう。
植物学は、政治・経済に直接関わる天文学・地理学と比べて優先順位が高いとは言えず、第 1
回航海でも付随的調査の意味合いが強かった。しかし、バンクスらの挙げた功績が周囲の期待以
上だったことは間違いない。『バンクス花譜集』は、植物の美的価値のみならず、南太平洋各地域
の先住民の営みをも今に伝える貴重な資料である。
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小特集：18 世紀イギリス風景画の展開

イェール英国美術センター

2014 年 3 月 6 日〜 6 月 1 日

ウェールズ国立博物館

2014 年 7 月 5 日〜 10 月 26 日

コートールド美術館

2014 年 1 月 30 日〜 4 月 27 日

モルガン図書館

2014 年 5 月 30 日〜 9 月 7 日

チェプストウ博物館・アバガヴェニ博物館

2014 年 5 月 24 日〜 9 月 28 日

出

羽

尚（宇都宮大学）

18 世紀のイギリスでは、風景画が独自のイギリスらしさを備えて展開した。その代表が、ヨー
ロッパの伝統を発展させたロイヤル・アカデミーの風景画、そしてピクチャレスク美やロマン主
義の自然観察を踏まえた地誌的風景画だ。
この二つのジャンルを扱う複数の展覧会がイギリスとアメリカで開催された［既に以下に評が
ある。The Burlington Magazine, CLVI,（2014）
, pp.545-47; The British Art Journal, XV-1,（2014）
,
pp.120-23, 124, 125.］。
＊

＊

＊

「リチャード・ウィルソン：ヨーロッパ風景画の変革」展は 18 世紀のイギリスを代表するロイ
ヤル・アカデミーの画家リチャード・ウィルソンの生誕 300 年にあわせた大規模な回顧展である
（但し、生年は 1713 年か 14 年かで未確定）。ニューヘイヴンのイェール英国美術センターとカー
ディフのウェールズ国立博物館の共催で両館を巡回、評者はカーディフで鑑賞した。
本展は、ウィルソンをイギリス風景画の父としてだけではなく、近世から近代へ移行するヨー
ロッパ風景画の変革者として位置づける。つまり、17 世紀以来の理想的風景画の伝統に学ぶ一方、
屋外での自然描写を作品に導入し、19 世紀の自然主義的な風景への道を切り開いた立役者とす
る。
この変革をたどる本展の枠は三つある。第一がイタリアでの伝統の模倣、第二がウィルソンの
創意、そして第三が後代への影響である。この三枠は、カタログで設定された 5 項目［1. 1750 年
代のローマ、2. ウィルソンとグランド・ツアー、3. 模倣と着想、4. 売買、5. ウィルソンの足跡］
にゆるやかに従っている。
第一の枠［主にカタログの 1 と 2 に相当］は画家が 1750 年代に約七年滞在したイタリアでの活
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動を扱う。彼の地では、古代のレリーフ、柱頭、彫像などの素描、クロード・ロランらの理想的
風景画の型に基づいた構成素描、そしてそれらを土台にした《モッレ橋から見たローマ》（1754
年）などの古典的な風景画を残した。
理想的風景画の範となった 17 世紀のデュゲ、同時代のヴェルネらの作品も併せて展示され、
ウィルソンへ連なる伝統の系譜が示される。同時に、第二代ダートマス伯爵のために制作した一
連の構成素描群により、この伝統を嗜好するパトロンの存在も明らかになる。
ここでは、展示室が部分的にコの字の回廊状になっていた。回廊の向かい合う壁面に完成作と
対応する素描をおき、鑑賞者は対面に関連作品を見ることができる。異なるフォーマットの作品
を同一壁面に混在させずに展示することで、ディスプレイに視覚的な統一感を持たせている。
第二の枠［同じく 3 と 4］はイギリスに戻った画家がイタリアの伝統をイギリスの文脈で展開
した創意を扱う。例えば、《ディー川にかかるホルト橋》
（1761-62 年）ではクロードが描いたテ
ベレ川の構図を故郷のウェールズの風景に応用し、1766 年出版の版画《セラドンとアミーリア》
（1765 年発表の絵画は所在不明）では英詩を主題としている。
複数のバージョンや版画の制作は、こうした創意の受容を狙った戦略の一部だ。ウィルソンは
自身の売り込みにはあまり積極的ではなかったとされるが、例えば 1760 年代に複数のバージョン
を残した《白い修道士》や版画制作を念頭に描いたとされる《ケーユクスとアルキュオネー》
（1768
年）は、画家と市場との関係を示唆する作例だ。
第三の枠［同じく 5］はウィルソンが後代に与えた影響を扱う。作品は、ウィルソンから直接
教えを受け理想的風景画を模したジョン・プリマー、光や空気の動き等の自然をとらえたトマス・
ジョーンズ、伝統をインドの風景に応用したウィリアム・ホッジス、地誌的なイタリア風景に学
んだトマス・ガーティン、イギリス主題の理想的風景画と邸宅の風景を引き継いだジョゼフ・マ
ロード・ウィリアム・ターナーとジョン・コンスタブルらによるもので、ウィルソンの変革が導
いた多様な展開が示される。
本展はロンドンのポール・メロン英国美術研究センターによるオンラインのカタログレゾネ
［www.richardwilsononline.ac.uk］の公開と時期を合わせ、進展著しいウィルソン研究の成果で
ある。その成果は展示作品の同定にも表れている。とりわけ、個人コレクションからカーディフ
展にのみ出品された《ニオベの子供たちの虐殺》
（1754-55 年頃）が並んで展示されたイェール所
蔵の同主題作品（1760 年）に先行し、ローマで描かれたものと同定されたことは重要だ。
カタログは、学術的な手堅さ際立つ先行研究史のほか、ターナー作品の構図に対するウィルソ
ン版画からの影響、ほとんど顧みられてこなかったドイツ人画家ハーパーへの影響、化学的な材
料解析など、新たな視点を提示する 11 の論考を含む。人文科学を中心に複数の研究成果を結集し
た佳作で、共同研究の模範としても参照すべきだ。
＊

＊

＊

「自然との対話：ブリテンとドイツのロマン主義の風景画」展と「着想の現場：ティンタン大修
道院とランソニー小修道院」展が扱うのは、紙を支持体にした地誌的風景画で、ウィルソンと同
じくイギリス 18 世紀に大きく展開したジャンルである。
「自然との対話」展は、いずれも実業家のコレクションを基礎にしたロンドンのコートールド美
術館とニューヨークのモルガン図書館の所蔵品で構成され両館を巡回、評者はロンドン展を鑑賞
した。
28 点の作品を大まかに年代順に並べた展示を貫くキーワードは「対話」だ。眼前の自然との双
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方向の「対話」を通じ想像力を発揮した点に、18-19 世紀の風景画家の共通点を認める。同時に
「対話」のアプローチが個々に異なる点も重要で、例えばトマス・ゲインズバラの《樹木の茂る高
台の風景》
（1785 年頃）は理想的風景画の構成を、ポール・サンドビーの《オールド・ウィン
ザー・グリーン》
（1762 年）は地誌的に正確な描写を、ガーティンの《ケルソ近郊》（1800-01 年
頃）は空間の奥行きと雰囲気を、そしてサミュエル・パーマーの《妖しい小川》
（1826 年頃）は
詩的・宗教的な連想を、それぞれ追及している。
しかしより重要なのは、個々の作品に複数のアプローチが混在している点だ。例えば、ジョン・
ロバート・カズンズ作《サレルノ近郊の要塞の廃墟》
（1782 年頃）では、幽玄な自然の光と空気
の再現に注意を払うと同時に、こうした自然の雰囲気が喚起するメランコリックな連想を取り込
むことも意識されている。廃墟のピクチャレスク性も考慮されているはずだ。
その意味で、作品間のゆるやかで複雑な相関を探るのも興味深い。世紀をまたいだイギリスと
ドイツでの実践を紹介した本展は、個々の作品を、画家、イギリス、18 世紀、といった限定的な
文脈にとどまらず、より広いパースペクティヴで理解することを鑑賞者に促しているようだ。
「着想の現場」展は 18 世紀以来画家を魅了してきたウェールズのティンタンとランソニーの修
道院を描いた地誌的風景画を扱う。ウェールズ政府と国営くじの遺産基金の支援を受け、大英博
物館やテイト等のイギリスの公的コレクションをウェールズの地方博物館で展示するための文
化財共有計画により実現した。
チェプストウ博物館がティンタン主題の作品を、アバガヴェニ城内の博物館がランソニー主題
の作品を展示した。ともに一室のみの小規模な企画ながら、所蔵先の異なる作品、かつ展示機会
が限られる水彩が集まる機会は極めて貴重だ。
既に廃墟だったティンタンとランソニーは、18 世紀前半から高まる国内遺跡への興味と相まっ
て、例えばバック兄弟による 1732 年の古代遺構版画集に取り上げられた。また、ピクチャレスク
美の規定に重要な役割を果たしたウィリアム・ギルピンの『ワイ川紀行』
（1782 年）やウィリア
ム・ワーズワスの『リリカル・バラッズ』
（1798 年）も展示され、ティンタンが著述家にも着想
を与えたことが示される。ギルピンの手による風景素描を含む『ワイ川紀行』の草稿も目を引い
た。
こうして多くの芸術家に着想を与える現場となったティンタンとランソニーは、風景画の主題
にもなる。その作例として、サンドビー、ジョン・ウォーリック・スミス、エドワード・デイズ、
ターナー、マイケル・アンジェロ・ルーカーら 18-19 世紀の水彩のほか、アバガヴェニ展には 20
世紀のジョン・パイパーの水彩や油彩も展示され、ランソニーが現代にも着想を与える地である
ことが示される。
それぞれの博物館から各修道院に向かう。着想の聖地を巡礼すると、地霊の声が聞こえてくる
ようだ。
＊

＊

＊

三展を振り返ると、複数の展覧会で取り上げられている画家の存在に気づく。18 世紀イギリス
の風景画家が活動する領域は、展覧会向けの油彩作品と水彩素描、あるいは理想的風景画と地誌
的風景画といった分類を横断している。こうした技法間・ジャンル間の横断が、18 世紀のイギリ
ス風景画の展開を理解する重要なポイントになろう。
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「ルーヴル美術館展

日常を描く

─ 風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄 ─」
国立新美術館

2015 年 2 月 21 日〜 6 月 1 日

京都市美術館

2015 年 6 月 16 日〜 9 月 27 日

「ロイヤル・アカデミー展
─ 華麗なる英国美術の殿堂 ターナーからラファエル前派まで ─」
石川県立美術館

2014 年 8 月 1 日〜 8 月 31 日

東京富士美術館

2014 年 9 月 17 日〜 11 月 24 日

静岡市美術館

2014 年 12 月 6 日〜 2015 年 1 月 25 日

愛知県美術館

2015 年 2 月 3 日〜 4 月 5 日

田

中

佳（徳島大学）

近年、ルーヴル美術館の所蔵品は定期的に来日している。今後も 2034 年まで、四年に一度の大
規模なルーヴル美術館展が約束されているという。もはや単なる名品展では新鮮味がない。目玉
作品に加え、展覧会のコンセプトやテーマ性が注目されよう。
今回のテーマは風俗画である。仏語では peinture de genre、英語では genre painting であり、
「絵画のジャンル」というときの「ジャンル」
（画題による分類）と同じ語を以て表す。フランス
では、
「genre」が日常の情景を描いた風俗画を指すようになるのは 18 世紀の後半から 19 世紀に
かけてのことであり、それ以前は「物語画 peinture dʼhistoire / history painting」
（本展では「歴
史画」とされている）以外の絵画が総じて「ジャンル画」と呼ばれていた。今日でいうところの
肖像画も風景画も静物画も、みな「ジャンル画」であった。本展図録所収の論文は「genre」の
語義の変遷と適用例を丹念に追っており、興味深い。
展示では、12 点の作品から成る二つのプロローグ（I:「すでに、古代において・・・」風俗画
の起源 II: 絵画のジャンル）が置かれた後、70 点あまりの多様な「風俗画」が、画題に応じて 6
つの章（I:「労働と日々」II: 日常生活の寓意 III: 雅なる情景 IV: 日常生活における自然 V: 室内の
女性 VI: アトリエの芸術家）に分類されている。18 世紀の作品は、ヴァトー《二人の従姉妹》
（1716 年頃）、シャルダン《買い物帰りの召使い》
（1739 年）、ブーシェ《オダリスク》
（1743 年？）、
ヴィアン《アモルを売る女》（1763 年）、グルーズ《割れた水瓶》（1771 年）など、全体の三分の
一弱にあたる 25 点を数え、大半がフランス絵画である。これだけの名作の数々が、各章に惜し気
もなく出品されていることに、まず驚かされる。
風俗画は 17 世紀オランダで数多く描かれた。日常の何気ない情景を精緻に描きながら、象徴的
な意味合いの強い要素を画中に挿入することで、教訓的なメッセージが込められていることが多
い。その謎解きの愉しみは、本展の観覧者の多くに共有されたであろう。18 世紀にはフランスの
コレクターたちがこうした作品を求めるようになり、北方趣味が流行する。北方の作品はフラン
スの画家たちにも多大な影響を与えたが、教訓性の挿入にはあまり惹かれなかったのか、むしろ
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描く対象や場面設定の多様化の方向に発展していったように思われる。物語画を最高位に据え、
その他の「ジャンル画」と明確に区別する「ジャンルの序列」の縛りが大きかったフランスでは、
物語と風俗の融合が独自の新しい画題を生み出した。こうした事態に直面した王立絵画彫刻アカ
デミーの動揺ぶりが、図録の宮島論文の中で詳述されている。
本展の各章の構成は、風俗画の画題の多様性を示すものとなっていた。プロローグに現れた
ヴィアンの《アモルを売る女》は、物語を下敷きにしているわけではないが、ヘルクラネウムで
出土した古代ローマの壁画を基に制作された版画から着想を得た古代の場面を描いている。パ
ニーニの《神殿から追い出される商人たち》
（1717-18 年）に至っては紛れもない聖書の物語では
あるが、この絵で強い印象を与えるのは何よりも堅固な建築であり、激高するキリストの姿に驚
き逃げる人びとと家畜である。鞭を振るうキリストは後光によってそれと判るものの、周囲の市
民の姿と大差ない。
このような作例はジャンルの区別の難しさを改めて意識させる。それは「ジャンル画」のみの
問題ではない。物語画以外と定義づけられる「ジャンル画」について問うことは、
「物語画」につ
いて問うことと不可分である。両者の境界と関係は、明確なようでいて曖昧さも残る。グルーズ
が突きつけた《セプティミウス・セウェルス帝》の挑戦は、今なお考察の余地を残しているとい
えよう。
本展の目玉作品はフェルメールの《天文学者》
（1668 年）であった。本作はルイ 16 世の時代に
フランスの国王コレクションに入っている。王室建造物総監ダンジヴィレが計画中の美術館に展
示するために、国王コレクションに不足していた北方絵画を積極的に購入した。その一点に「van
der Meer」による本作品が含まれていたのである。当時はもちろん特別視される存在ではなかっ
たものの、ルーヴルの風俗画コレクションの核心がこのダンジヴィレの購入に多くを負ってお
り、美術館の起源と密接に結びついていることを示す重要な作品といえる。
これらの北方絵画は主に国内外の美術品競売会の場で購入された。アムステルダムやロンドン
では、パリに百年近く先んじて、17 世紀前半から市場で美術品の取引が行われていた。一方、フ
ランスでは 1648 年に王立絵画彫刻アカデミーが創設されたのに対し、画家ジョシュア・レノルズ
らが中心となってロンドンにロイヤル・アカデミーが創始されるのは、フランスに遅れること 120
年、1768 年のことである。市場の論理が美術家としての「成功」を左右していた英国では、美術
家たちにとってのアカデミーの重みは、フランスのそれとは多少異なっていたようだ。
王立絵画彫刻アカデミーをモデルに創られたロイヤル・アカデミーのシステムには、フランス
に似たところと異なるところがある。今回の「ロイヤル・アカデミー展」に出品された 97 点の絵
画・素描・彫刻には、「ディプロマ・ワーク」と呼ばれる作品が何点もあった。これはアカデミー
の正会員になるにあたって提出する「自らの能力を示す見本」となる作品である。これを提出し
て初めて国王による認定状（ディプロマ）をもらい、名前の後ろに「RA」と付すことが許され
た。ただしフランスとは異なり、この作品の画題によって「○○画家」と規定されることはなく、
美術家の活動がジャンルの縛りを受けることもなかった（ただし市場での人気に依存するため、
「売れる」作品を多く制作することにより、あるジャンルに特化していく傾向はあったようであ
る）。ちなみに今回の目玉のひとつ、ジョン・エヴァレット・ミレイの《ベラスケスの想い出》
（1868 年）もディプロマ作品である。
時系列に沿った 4 つの章と「アーティスト教育」のセクションによる展示のうち、18 世紀に関
係するのは「I 章

設立：名声への道、1768-1837」であり、18 世紀のディプロマ作品は 4 点が出
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品されていたが、いずれも見事な作品であった。アメリカ出身のコプリの《貢の銭》
（1782 年）は
物語画だが、フランスのものに比べるとサイズは小さめである（128.3 × 153.7cm）
。画面右手に
キリストの、左手には 4 人のパリサイ人たちの、ほとんど上半身だけが同じ面に並ぶ構図は、カ
ラヴァッジョなどを想起させる。だが衣服に用いられた三原色は、巧みな明暗のコントラストや
ドレープの美しさとあいまって目を惹くものの、全体に抑えられた色調のなかで落ち着いてい
る。宮殿を飾るようなフランス風の壮麗な物語画とは異なり、広い受容者層に支えられた英国美
術のならではのスタイルが垣間見える。
英国の美術家たちは長らく外国人美術家たちの後塵を拝してきた。王宮や公共建築などの重要
な仕事においても二次的な役割しか与えられてこなかった。外国の美術に学んだ経験がようやく
18 世紀の後半に花開き始め、英国自前の画家の活躍が見られるようになり、ロイヤル・アカデ
ミーの創設へと繋がった。本展には、スイス出身のフューズリ、カウフマン、フランス出身のルー
テルブール（ルーサボーグ）といった外国人画家に加え、比較的知られているレノルズ、ギルピ
ン、ゲインズバラのほか、W・ビーチ、V・グリーン、T・ダニエル、W・ホッジズといった英国
の画家の作品が出品された。
こうした 18 世紀の作品からは、それが与えた直接の影響、あるいは過去との葛藤も含め、後世
の英国美術に繋がる道筋が見えた。全体の六分の一ほどに過ぎない展示ではあったが、意味のあ
る選択がなされていたといえるのではないか。昨今、英国関係の美術展が続き、日本ではあまり
知られない画家も紹介されるようになった。レノルズやホガース、ターナーやラファエル前派だ
けではない英国美術の多層性を理解し、イタリア・フランス偏重を相対化する時機に来ているの
かもしれない。
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n°4, 4/ 2014, pp. 781-805.（C）
船岡 美穂子：
「シャルダン《オリーヴの壜詰め》−
光と色彩の知性、静物画の革新」、大野芳材監
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号、東京芸術大学美術学部、2014 年 3 月、pp.
1-13.（C）
―：
「趣味と常識−判断力批判におけるコモ
ン・センス」、『カリスタ 美学・芸術論研究』
第 20 号、東京芸術大学美術学部美学研究室、
2013 年（C）
山﨑 怜：
「ホッブズ」「筆名ジェント氏」「モンテス
キュー」「スウィフト」「ケイムズ卿」「スミ
ス」
「プライス」
「筆名シドニー」
「クレイグ」
「セー」「父ミル」「リカード」「子ミル」「ラ
サール」ほか、日本租税理論学会 20 周年記念
出版編集委員会編『税金百名言』
、中央経済

吉野

社、2012 年 10 月、pp. 16-23、26-40、43-53、
55-57、82-83.（B）
由利：
「マライア・エッジワースと帝国、ファッ
ション、オリエンタリズム」、海老根宏、高橋
和久編『十九世紀「英国」小説の展開』松柏
社、2014 年 6 月、pp. 24-44.（B）
―：
「「ケルト辺境」のシェヘラザード−『奔
放なアイルランド娘』試論」、日本ジョンソン
協会編『十八世紀イギリス文学研究 第 5 号
−共鳴する言葉と世界』開拓社、2014 年 7 月、
pp. 96-113.（B）
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編集後記
本学会年報第 30 号をお届けします。30 号を記念して、巻頭言として海老澤敏先生に「日本 18
世紀学会の思い出」を書いていただきました。学際的に様々な人びとが自在に交流し、学問の愉
しみについて胸襟を開き、自由に語りあう本学会の伝統、そしていまも大会の祝祭的雰囲気を産
みだしている 18 世紀音楽レクチャーコンサート開催への先生のご苦労など、学会の魅力を鮮やか
に描いていただき、たいへんありがたく存じます。あらためて感謝申し上げます。
本号では、瀬戸内海の魅力をたっぷりと堪能した福山市立大学での第 36 回大会における、密度
ある二つの共通論題と研究報告をまとめました。「18 世紀の海の道」では、日韓 18 世紀学会のこ
れまでの交流をふまえてソウル大学からお二人の韓国人研究者が参加。
「啓蒙とフィクション」は
若い世代が鋭い問題提起を立てました。
充実した論文に加え、今回も書評・展覧会評ではいくつもの小特集をくみ、この 1 年の国内外
の 18 世紀研究のパノラマを提示することができました。
国内外の情勢はかならずしも明るいものとはいえず、人文学に対する国家政策はむしろ財政緊
縮の道を強めています。願わくば本号に結晶される私たちの学問的営為と社交の実践が、このよ
うな時代に対する Antidote のひとつとなりますように。
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編集担当幹事

小関武史

編集担当幹事

坂本貴志

編集担当幹事

逸見龍生

日本 18 世紀学会会則
1．本会は日本 18 世紀学会と称する。
2．本会は、18 世紀に関する学術的研究を目的とする。
3．本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業をおこなう。
⑴ 研究発表会
⑵ 公開講演会
⑶ 国際 18 世紀学会はじめ内外の関係諸学会との交流
⑷ 機関誌の発行
⑸ その他、本会の目的に合致する事業
4．本会は、第 2 条の研究目的に賛同する者をもって組織する。
5．本会に入会しようとする者は、会員の紹介により幹事会に申しこみ承認をうるもの
とする。
6．本会は、幹事会の承認によって、賛助会員をおくことができる。
7．会員は毎年所定の会費を納入しなければならない。この義務を 4 年間怠ったものは、
会員資格を失う。
8．会員は書面をもって幹事会に通知すれば退会することができる。
9．退会したものが再入会を希望する場合、再度入会手続きを経て入会を承認する。た
だし、会費の未納分が残っていることが確認された場合は、再入会の申し込みに際
してあらかじめ最低 1 年分の会費を払い込まなければならない。
10．本会につぎの役員をおく。
⑴ 幹事
⑵ 会計監査
11．幹事の内 1 名を代表幹事とし、代表幹事は本会を代表する。
12．代表幹事と幹事は幹事会を構成し、本会の運営方針を審議決定する。
13．代表幹事は幹事の中から若干名の常任幹事を指名する。常任幹事は本会の運営実務
を担当する。
14．役員は、別の細則の定めるところにより会員中より選出し、総会において承認する
ものとする。
15．役員の任期は 2 か年とする。ただし重任を妨げない。
16．本会は毎年 1 回総会を開く。総会は予算決算その他重要事項を審議する。
17．幹事会が必要と認めたとき、または会員の 3 分の 1 以上の請求があるときは、臨時
総会を開くものとする。
18．本会則の変更は総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。
1979 年制定
1980 年改定
1986 年改定
1990 年改定
2004 年改定
2011 年改定
附則
1．会費は 5,000 円とする。
2．本会の代表者と所在地を以下のように定める。
代表
長尾伸一
所在地 〒 464-8601 名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院経済学研究科 日本 18 世紀学会事務局
3．賛助会員
（ただし学術交流団体等、非営利団体は 10,000 円）
⑴ 賛助会員の年会費は 20,000 円とする。
⑵ 賛助会員は当学会の大会の際、出版物の展示、広告、販売をすることができる。
この附則は平成 23（2011）年 7 月 1 日から適用される。
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日本 18 世紀学会の役員選出に関する細則
1．被選挙権は役員投票締切時において満 61 歳を超えるものを除く全会員が有する。
2．会員は、幹事選出のために 10 名連記で投票を行う。ただし 10 名以下の投票も有効
とする。
3．会員の郵便投票により、上位得票者 10 名が幹事として選出され、この 10 名がさら
に 5 名の幹事を補充するものとする。
4．第 10 位に同数得票者のある場合には、その人数だけ増員を認めるものとする。ただ
しこのことは、補充すべき幹事の人数 5 名に影響を与えないものとする。
5．幹事は互選によって代表幹事を選出する。
6．幹事が病気その他の事情により 1 年以上その職務を離れる場合には、その幹事の補
充をすることができる。
7．会計監査 2 名は会員の 2 名連記の郵便投票により選出する（同数得票者のある場合
は抽選）。
ただし幹事と会計監査の双方に選出された場合には幹事を優先する。
8．会計監査については、同一人物が連続 2 期 4 年を超えてその職を務めることができ
ない。
9．本細則の変更については、会則のそれに準ずるものとする。
2012 年改定
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『日本 18 世紀学会年報』への論文投稿規程
1．論文の投稿資格は、日本 18 世紀学会会員が有する。
⑴ 投稿論文は、同学会大会における自由論題にもとづくもの（以下「大会発表論文」
と略記）と、自由投稿によるもの（以下「自由投稿論文」と略記）とに分けられ
る。
⑵ 投稿論文の掲載は、幹事会の任命する編集委員会が委嘱した 2 名のレフェリーの
査読にもとづき、編集委員会が決定する。
⑶ 掲載に際しては、年報全体の論文数を勘案し、
「自由投稿論文」よりも「大会発表
論文」が優先される場合がある。
⑷ 「大会発表論文」の投稿は、当該年度の締め切りおよび次年度の締め切りの二回ま
で可能とする。初年度に「大会発表論文」が掲載されないときには、その年度の
年報には報告要旨を掲載する。論文を投稿するか、報告要旨の掲載にとどめるか
は、報告者の判断にゆだねられる。
⑸ 「自由投稿論文」の投稿は、同じ原稿について一回のみ可能とする。
注：編集委員会は、同学会大会の講演や共通論題等にもとづく論文の寄稿を要請する
場合がある。これについては非会員による寄稿も認め、レフェリーによる査読は
行わない。
2．論文を投稿する際、投稿者は 7 月 31 日必着で、編集委員会に対し、同年度に投稿す
る旨の申し込みを行う（E-mail または郵送による）。
3．投稿論文の送付は、編集委員会へ、9 月 30 日までに必着とする。期限までに投稿論
文が到着しなかった場合、
「大会発表論文」であれば初年度は自動的に報告要旨掲載
となり、
「自由投稿論文」であればその年度における投稿は取り消されたものとする。
4．投稿論文本文の枚数は、論題、執筆者名（所属）、注や参考文献、図版（10 点程度を
限度とし、1 点の大きさは 7 cm × 7 cm 以内程度、ないし全体で刷り上がり 3 頁以
内とする）、図表などを含み、和文の場合、43 字× 40 行× 13 枚以内で横書き、欧文
の場合、ダブル・スペース（1 行 60-70 字× 28 行換算）で 20 枚以内とする。
5．投稿論文は、ワープロあるいはパソコンにより、A4 縦置き、横書きで印字したもの
とする。原稿は返却しない（図版の返却を希望する場合には申し出ること）。
6．投稿論文は、論題を明記し、3 部提出する。
7．欧文投稿論文の場合を除き、本文の前に約 200 語の欧文要旨を付けること。欧文要
旨には、論題の欧文表記を明記し、Summary、Résumé、Zusammenfassung など
適切な頭書きを付けること。なお欧文要旨の分は、本文の枚数には含まない。
8．投稿の際、論文および欧文要旨には執筆者名（所属）を記入せず、注などでも執筆
者名が判明しないよう配慮すること。
9．投稿者は、別に論題、執筆者名（所属）、連絡先住所、電話番号、E-mail アドレスを
明記した編集連絡用覚書 1 部を添付する必要がある。
10．投稿論文が採択された場合には、投稿者は必要な加筆訂正を加え、執筆者名（所属）
を明記した完成原稿 2 部と、その電子情報を、指定された期日までに提出すること。
電子情報の提出には、フロッピーディスク、CD、電子メールなどを用いることがで
きる
11．投稿論文について、編集委員会が必要と認めた場合には、研究ノートとして掲載を
提案する場合がある。
12．掲載された論文・研究ノート等の著作権は、日本 18 世紀学会に帰属するものとする。
●

本規程は、2001 年 6 月 23 日（土）、日本 18 世紀学会・第 23 回大会総会（日本大学
芸術学部江古田校舎）において承認され、2006 年 6 月 10 日（土）
、日本 18 世紀学
会・第 28 回大会総会（広島大学東広島キャンパス）、および 2009 年 6 月 20、日本 18
世紀学会・第 31 回大会総会（多摩美術大学八王子キャンパス）において改訂された。
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無料トライアル
受付中！

長期18世紀 啓蒙思想家達の往復書簡にオンラインアクセス！
68,000点以上の書簡・資料をキーワードで横断検索。新たな研究の可能性が広がります！
Electronic Enlightenment ƸŴǪȃǯǹȕǩȸȉܖٻ
Ј༿ޅƱǪȃǯǹȕǩȸȉܖٻȜȸȉȪǢȳƷȗȭ
ǸǧǯȈưŴǢȀȠȷǹȟǹŴǫȳȈŴǸȧȳȷȭȃǯŴ
ȋȥȸȈȳŴȴǩȫȆȸȫŴșȳǵȠŴȫǽȸǛƸơǊ 17
ɭኔИƔǒ  ɭኔɶƷ࣬ेܼᢋᲢᓸӸ᳸ჷӸࡇƷ˯
ƍ࣬ेܼǛԃǉᲣƷࢮࣄቇǛȇǸǿȫ҄ƠŴμ૨Ȇǭǹ
ȈǁƷƷǢǯǻǹǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵ
ኡƷႻƸŴܼଈŴӐʴŴᘍŴࡃŴЈ༿ᅈŴȑȈȭ
ȳሁƴӏƼŴ࢘Ʒ࣬ेܼᢋƴǑǔಮŷƳȈȔȃǯƴƓƚǔᎋƑǍˊ
ᏑŴʩӐ᧙̞ǛჷǔƜƱƕưƖǔᚡᡓǛᡫƠഭӪŴ࣬ेŴʴཋᄂᆮƴ
ૼƨƳႆᙸƷئǛ੩̓ƠǇƢŵ

詳細はこちらから⇒ www.e-enlightenment.com
ݣᝋ࠰ˊų

17 ɭኔИ᳸ 19 ɭኔɶ

ӓૠ

68,000 ໜˌɥ ( ቇȷ૰ԃǉ )

Мໜ 

Ź ǪȳȩǤȳƳǒưƸƷ̝МƳ౨ኧೞᏡưŴཎܭƷቇǛቇҥƴਁЈưƖǇ
ųųƢŵ
Ტ ቔŴӸЭŴᎰಅŴဃ࠰உଐŴࠀЈʴŴӖӕʴ˂ưᡂǈӧᏡᲣ
Ź 52 ቔŴ8,000 ӸˌɥᲢ˺ܼŴᅹܖᎍŴՋܖᎍŴܼ˂ 700 ˌɥƷᎰಅǛԃ
ųųǉᲣƷቇƴቇҥƴǢǯǻǹƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ź ᑸᘐ૨ܖŴဃരኽ۟ŴኺฎٳʩŴŴͤࡍᘓဃŴඥࢷŴૠܖŴ
ųų᪦ಏтŴȋȥȸǹǴǷȃȗŴՋܖᅕܖŴҮТЈ༿Ŵᅹܖ২ᘐŴ
ųųʗો᪃˂ŴٶಮƳȈȔȃǯƴƭƍƯ࢘Ʒ࣬ेܼᢋƷဃƷ٣ƴᚑǕǔ
ųųƜƱƕưƖǇƢŵ
Źų࢘ȪǽȸǹƸŴ30 ɢˑˌɥƷܖᘐදǛԃǜưƍǇƢŵ

ቇɟ̊

ųȈȞǹȷțȃȖǹƔǒȞȩȳȷȡȫǻȳȌ(1648/2/17)
ǢȀȠȷǹȟǹƔǒȇǤȴǣȃȉȷȒȥȸȠ (1763/2/22)
ȴǩȫȆȸȫƔǒȉǥȋȷȇǣȉȭ(1757/2/28)
ǸǧȬȟȸȷșȳǵȠƔǒȕȩȳǷǹȷȗȬǤǹ (1823/9/4)

※無料トライアルは機関 / 部門単位での設定を基本としています。無料トライアルをご希望の場合は、
ご所属機関図書館のオンライン・リソースご担当者様を通してお申込みください。※

●商品の詳細及び無料トライアルのお問い合わせ先は下記まで
オックスフォード大学出版局株式会社
Tel:03-5444-5858 Fax:03-3454-2929 Email:sales.japan@oup.com
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