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第 35回大会　研究報告要旨

日本 18 世紀学会第 35 回大会は、2013 年 6 月 22 日（土）、23 日（日）に一橋大学において開催
された。以下に研究報告の要旨を掲げる。なお自由論大研究報告のうち、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

J.J. ルソーにおける「自然界の教育」の諸相と構造について

荒　井　宏　祐（東京大学大学院）

本発表では、ルソ―教育思想における「自然界の教育」思想・実践の諸相・構造の一端に触れ
たい。
『エミール』や『新エロイーズ』などの作品には、まず 1：自然界にある事物・現象やその作
用・機能・構造などの「自然界についての教育」が見られる。また 2：自然界の背後・上位にあ
るものを考える、「自然界を通じての教育」がある。さらに 3：自然界を、教育空間・装置や、現
物・現場・体験学習の場所として利用する「自然界の中の教育」があげられる。最後に 4：自然
界と人間・社会との関係や自然保護など、「自然界のための教育」があることが指摘できる。
この発表では、これらを総称して「自然界の教育」と呼ぶが、ルソーはこれら「外なる自然」
の教育を通じて、既にいくつかの先行研究が指摘するように、人間の「内なる自然」にも影響を
及ぼそうとしている。
さらに構造面に関しては、例えば 1による知識を元に、2や 3などを教えるという進め方が示
されていることから、四つの教育間に方向性があること、またルソーの叙述から、「自然界の教
育」を生気あるものとする四要因が、即ち「自然界への親愛」、「生物愛」、「自然の善性の重視」、
「人間中心主義的自然観の否定」が指摘できる。次に、思想と実践、及び教育対象（自己・他者）
を 2軸とする分析で、教育対象面の領域整理に、また教育主体（エミールの家庭教師とそれ以外）
と客体（本物のエミールとそれ以外）を 2軸とする吟味により、教育内容面の領域整理に接近す
ることで、教育構造面の一端に触れることができる。
一方、ルソーには「植物学についての手紙」という、植物学に関する教育実践記録がある。こ
こでも上記の諸相のいくつかが見られるほか、『エミール』で説かれた消極教育や現物・現場・体
験学習などが実践されている。ここでルソーは、若き頃の「失敗した」家庭教師像とは異なる、
熟練した家庭教師像を見せているとも思われ、「自然界の教育」において、ルソーが単なる教育思
想家にとどまらず、実践家としての一面を持つことが示されている。
なお、本発表の今後の課題として、ルソーの「事物の教育」力の根拠とデイドロの考え方との
比較や、「自然界の教育」と現代の「持続可能な発展のための教育」（ESD）との関連などにも触
れたい。
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18 世紀を再記述する
─ リチャード・ローティとポスト哲学のプログラム ─

若　澤　佑　典（東京大学大学院／ニューヨーク大学大学院）

リチャード・ローティは、20 世紀を代表するアメリカの哲学者として知られている。ローティ
は『哲学と自然の鏡』（1979）において、近代哲学を支配してきた鏡のイメージを指摘し、これに
徹底的な批判を加えた。近代哲学は外在的真理の存在を前提とし、これを鏡のように正確に再現
することで、われわれの知識を基礎付けようとしてきた。しかし、そのようにして発見される普
遍的真理や、歴史を超えて妥当性を持ちうる原理など存在しない。ローティは基礎付けに対する
欲求の断念を説き、「心」に関わる哲学的語彙を捨て去り、認識論と形而上学からの離脱を試み
る。こうして『哲学と自然の鏡』は、「哲学の終焉」を示す書物と受け止められ大きな反響を呼ん
だ。ただし、ローティのプロジェクトは、哲学的営為そのものの破棄を意図しているわけではな
い。『哲学と自然の鏡』以降のローティは、「哲学の終焉」以後、どのような哲学が可能であるの
か模索を始める。『偶然性・アイロニー・連帯』（1989）では、リベラリズムとの関わりにおいて
哲学の再構築が試みられる。リベラルな共同体を実現する過程では異なった規範が出会い、文化
的・言語的な交渉を繰り広げることとなる。ローティによるポスト哲学のプログラムは、こうし
た対話を促進するための語彙、これを創出する営みとして哲学を再構成する。
ローティのラディカルな近代哲学批判は分析哲学と大陸哲学、この二つの異なった思想的伝統
の融合から生まれたと考えられている。また、ポスト哲学のプログラムにおいては、デューイを
中心とするプラグマティズムが、その構想の立脚点であると理解されている。しかし本発表にお
いては、ポスト哲学のもう一つの思想的源泉として 18世紀の言説空間、特にデイヴィッド・ヒュー
ムの道徳哲学が存在していることを指摘したい。『偶然性・アイロニー・連帯』を契機として、
ローティには「情操論的転回」と呼びうる思想的発展がみられる。ここでは基礎付けなき哲学の
中心概念として、共感が主題化される。共感はリベラルな共同体の接着剤として、基礎付け抜き
に主体同士を紐帯する役割を担う。こうした共感の主題化は、ローティが「プロト＝プラグマティ
ストとしてのヒューム」を発見していく過程で生まれたものである。ローティにおける情操論的
転回は、ヒュームの再発見と呼応しているのである。
本発表では三つの段階から、ローティによるヒューム哲学の「再記述」について検証する。ま
ずは、『偶然性・アイロニー・連帯』における 18 世紀思想の取り扱いについて取り上げる。ここ
では、ポスト哲学の思想的源泉を 18 世紀の言説空間に見出していく。ローティの反基礎付け主義
は、18世紀啓蒙のラディカルな実践として位置付けられる。第二の段階として、ローティとヒュー
ムを結び付ける「共感の道徳哲学」について検討する。ローティは反基礎付け主義の立場から、
共感を主題化した道徳哲学者としてのヒュームを高く評価している。しかし、こうした読みにお
いては、ヒュームの道徳哲学が人間本性を理論的出発点としていることが問題となる。ローティ
はこれに対して、人間本性論なきローカルな共感の提示を試みる。第三の段階として、こうした
ローカルな共感が持つ自閉性が問題となる。共感がローカルな要素を通じて発生するならば、は
たしてその力は共同体の外部（＝異質な他者）へと向かいうるだろうか。特に、ローカルな同質
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性を前提とする共感と、文化的・地理的他者を志向するリベラリズムとの関係性が検討されなく
てはならない。本発表ではヒューム哲学における「感情の交わり」を参照することで、ローティ
の擁護を試みたい。
『偶然性・アイロニー・連帯』は、18 世紀に対する言及から始まっている。18 世紀においては
王権や宗教的権威を退け、新たな社会を創出することが夢見られた。ローティによればこうした
政治空間のヴィジョンは、「真理は発見されるものではなく造り出されるもの」という新たな社会
的想像力に根差していたとされる。この社会的想像力は反基礎付け主義の源流と位置づけられ、
18 世紀の言説空間を規定するものとして「啓蒙」に焦点が当てられる。18 世紀における啓蒙は、
合理主義を旗印として宗教的権威に立ち向かい、人々をドグマから解放した。しかしその後、18
世紀啓蒙はそれ自体が社会的ドグマへと転化してしまった。ローティは啓蒙がもともと持ってい
た転覆性によって、ドグマとしての啓蒙主義を解体しようと試みる。こうしたラディカルな啓蒙
は、合理性や人間本性といった語彙の放棄を要請する。ロバート・ブランダムは、こうしたロー
ティの試みを「第二の啓蒙」と表現している。このように、ローティは自身のポスト哲学の構想
において、繰り返し 18 世紀の言説空間を参照しているのである。
ローティによる第二の啓蒙は、現代哲学におけるヒュームの復権と軌を一にしている。ヒュー
ムは第一の啓蒙（＝ 18 世紀啓蒙）の代表でありつつも、第一の啓蒙が前提とする基礎付け主義を
批判的検討の対象にしたとされる。ローティは、ヒュームが啓蒙の精神をラディカルに実践し、
基礎付け主義に代わる指針として、共感の道徳哲学を提示したと考える。ヒュームにおいては「何
が普遍的義務か？」という問い（＝道徳の基礎付け）は周縁化され、「何が主体を道徳的行為へと
向かわせるのか？」という道徳心理学（＝共感の批判的考察）が中心的な主題になる。ローティ
はこの道徳哲学における主題的転換が、ポスト哲学の構想に決定的なものであると捉えている。
共感は普遍的な道徳原理の探究とは異なり、「あなた」と「わたし」という二人称的な関係の下で
倫理のモメントを記述する。共感の主題化を通じて、普遍性に抗う個別具体的な瞬間へのまなざ
し、ローカルなものに対する視座が取り出される。ローティにおける「情操論的転回」は、ヒュー
ム哲学を反基礎付け主義の文脈に置き、共感の道徳哲学として自らのうちに取り込んだものと解
釈できる。
しかし、ヒュームの道徳哲学は普遍的な人間本性を前提とし、体系的に展開されている。ロー
ティが共感の道徳哲学を採用することは、基礎付け主義への回帰を引き起こしてしまうのではな
いか。ローティはこうした問題に対して、「再記述」の戦略を用いて応答する。再記述とは、硬直
化した言語に対して異なった表現法を模索し、違った意味を吹き込むことで新たな語彙を創出す
る試みである。ヒューム哲学の再記述においては、人間本性という語彙を抜きにして、いかに共
感について語るかが模索される。ここでキーとなるのは、ヒュームの提示する共感が本性的な類
似性のみならず、言語や文化、共同体に関わる特定の類似性によっても喚起されうるという点で
ある。例えば、同じ土地の仲間だから、仕事仲間だから、友人だから、同じ幼い子供の親だから
といった具体的・個別的な共通項によって共感は成立しうる。ローティは個別性・多様性に対す
る視座を強調し、ローカルな要素のみによって共感の過程を記述する。
こうしたローカルな共感は基礎付け主義を回避しつつも、リベラリズムとの関係において新た
な問題に直面する。ローティの提示する共感は、共同体の内部、同じ文化的・言語的背景を持っ
た主体の間で成立しうるものだ。共感がローカルな要素を通じて成立するならば、果たしてその
力は共同体の外へと向かいうるのだろうか。ローティはリベラリズムの指針を、彼岸の他者に対
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する感受性の拡張として示していた。ローカルな同質性を前提とする共感と、文化的・地理的他
者を志向するリベラリズムは両立しうるのだろうか。
『偶然性・アイロニー・連帯』は、ローカルな共感とリベラリズムの調停可能性を具体的には論
じていない。しかし、いったんローティ自身の議論から離れ、ヒュームの道徳哲学に立ち戻った
とき、「感情の交わり」というモチーフが問題の解決策になり得る。ヒュームはその共感論におい
て、感情の交換について論じている。我々は社会活動を通して他者の感情に触れる。この感情の
交流は、我々自身の価値尺度を変容・更新させ、より広い視点から道徳判断をすることを可能に
させる。
「感情の交わり」という視座の導入によって、ローティにおけるリベラリズムは共感の道徳哲学
を補うものとして捉えられる。我々の共感は常に限定的であり、類似的なものへと向かう傾向に
ある。しかし、こうした内向きの共感は、共同体の在り方を硬直化させる。これに対してローティ
におけるリベラルな共同体は、常に文化的・地理的他者への経路を開く。この出会いを通じて、
主体は異質な他者と感情の交流を持ち、共感の範囲が拡張される。こうした遭遇を通じて、共同
体を構成する主体の情操性は変容し、共感の方向性も外部へと向けられることになる。
ローティにおける 18 世紀の再記述とは、反基礎付け主義に沿ったラディカルな啓蒙の実践で
あった。ヒュームにおける共感の道徳哲学は、基礎付け主義以後の社会的構想力を提示する。こ
こでは、二人称の倫理がローカルなものへの視座を担保する。『偶然性・アイロニー・連帯』にお
けるローティの試みは、ローカルな共感を提示することで、人間本性論なきヒューム道徳哲学を
構想することにある。ただし、ローカルな共感は自閉的であり、共同体の内部においてのみ成立
する危うさを持つ。これに対して、ヒューム哲学における「感情の交わり」が、問題解決の糸口
となる。リベラルな共同体においては、他者との出会いの経路が確保されることで、感情の交流
を契機とした共感の拡張・変容が喚起される。リベラリズムが共感の道徳哲学を補うことで、ロー
カルな共感は異質な他者へと向かいうるのである。
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カーライルは 18 世紀をどう見たか
─ 知識人の自己開示として読む文明批評 ─

橋　本　登代子（同志社大学神学研究科後期課程）

「十九世紀の前半には十八世紀は死んだように見えた―コールリッジとカーライルに殺された
のである」―Basil Willeyの見解である。ウィリーは Thomas Carlyleが 18 世紀を「不信仰の時
代」と呼んだゆえに、このような表現をしているのであるが、カーライルの著作を読むと、彼が
評論家としての自己を生成させるために 18 世紀の文学的遺産や思想的潮流から多くを学んでい
る、という事実を確信する。下記に記すように、彼が文学の領域の「英雄」と呼ぶ人物たちは全
て 18 世紀に活躍した文学者、思想家たちなのである。それゆえ 18 世紀末から 19 世紀初頭のイギ
リス社会において商工業主義に反対する知識人の宗教的心性を探究しようとするとき、彼の作品
は重要な研究資料となる。
本発表ではカーライルの On Heroes, Hero Worship, & the Heroic in  History（University of 

California Press, 1993）をテクストとして、彼がなぜ文学の分野における英雄として Dr.Samuel 

Jhonson、Jean-Jacques Rousseau、Robert Burnsの名を挙げたかを考察の始点とする。次に上
記に挙げた 3人に対するカーライルの見識がイギリスの文化的伝統という視点から見て妥当なも
のであったかどうかについて、発表者の見解を述べる。先行する時代についての考察になるので、
西ヨーロッパにおけるイギリスの歴史的過程や社会の実質に注目するように努める。最後に以上
の考察から確認できるカーライルの宗教的心性をまとめてみたい。
18 世紀の英雄的人物である、と上記 3名の名を挙げたカーライルの人物評価は Fred Kapran

が DNBで指摘しているように、パーソナリティを重視したものである。自己の精神を規定する
人物たちであるとして「英雄」という言葉で敬意を表している。
カーライルの批評家としての特質は、リージョナルとグローバルな視点を合わせ持つ、という
点にある。まず、精神性のモデルとしてジョンソンに敬意を表している。「礼拝出席を欠かさぬ」
という点に注目をしているもので、国教会派か非国教会派であるかは問題にしていない。「バイロ
ンを閉じよ、ゲーテを開け」と語ったカーライルはドイツの思想家たちの関心事に敏感であった。
彼はドイツの知識人たちの間で評価が高いルソーに注目し、また、ルソーから「宗教は地理の問
題である」という認識を学んだ。彼を「まじめである」と評価するカーライルの批評眼の背後に
キリスト教の禁欲主義的な諸基盤から育成された心性がある。他方 Voltaireにはその多才な能力
を認めながらも賛辞を与えていない。ルソーからの影響はカーライルを通して John Ruskin　に
も認められる。ラスキンの自伝、『プレェーテリタ；想い出の記』の中にサボイの山岳地方の風景
描写があるが（御木本隆三訳、使命社、1932 年、462 頁）、農夫たちの敬虔な祈りの姿は他宗派の
信仰の尊奉者にたいする「論争や邪悪を起さないものである」と述べるラスキンの言葉は、思想
を秘めた絵画そのものである。
一方バーンズについてのカーライルの評が「事物の歌を歌う詩人である」という尺度を使って
いることに注目したい。「事物の歌」という表現は、esotericな世界に逃避しない、という意味が
込められている。18世紀にはすでに townと呼ばれたエジンバラで学生生活を送ったカーライル



－ 6－

は、富裕層がロンドンという townから住まいを郊外へ移す傾向も熟知している。彼はバーンズ
を評価する姿勢において、主観的地平から離れて、此岸における客観的真実を拾う目を養った。
生の体験を伝えるバーンズの詩は、リージョナルな風景を伝える。しかし、読者の生活感覚に支
えられてグローバルな共有財産になる。
次に、カーライルの尺度とは別に発表者の見解として、3人の「英雄」たちは 18 世紀以後の読
者に何を残したかを考察する。ジョンソンは詩人の伝記以外にさまざまなジャンルで作品を発表
している。その文体は Francis Bacon や Richard Hooker などから学んだものであり、
Shakespeare からの英語の潜在力を伝えるものである、と James Boswellは The Life of Samuel 

Johnson, LL.D.に記している。連邦国家としてのドイツや民衆革命を経験したフランスとは違っ
て、イギリスは数年を除いて、宮廷の存続という歴史を有している。ジョンソンは宮廷を中心と
する知識人たちから、書籍収集についての助言を求められた人物であった。近代イギリスの知識
人たちの関心の領域は、帆船が蒸気船へと変わる時代の海洋国家が保存する資料へのレンズであ
る。イギリスがヨーロッパの強国となる過程で、貴重な絵画が「北へ流れた」時代に、ジョンソ
ンは個としての判断力に基づく tasteを「親密圏」としてのコーヒーハウスでの座談以外に、美
術書、海戦時の地図などの選択に生かした。
ルソーは超越的存在に対して開かれた姿勢を示している。多文化主義的な現代イギリスの統合
政策の萌芽は、「イスラームの民も神の民」と説くカーライルの講演の中にも指摘できる。R.ドゥ
ラテ（Robert Derathe）は『ルソーの合理主義』（Le rationalism de J.-J. Rousseau、田中治男
訳、木鐸社、1979 年、第 4章）の中でルソーがキリスト教の教義についてどのようなスタンスを
取っているかを指摘している。確信が持てぬ教義についての「沈黙」をカーライルはルソーから
継承したようだ。ただ、イギリスの知識人たちは、王制復古後国教会の統治機構に属する神学者、
法学者たちであっても、亡命中は幅広く、異端と見なされる宗派についての書物も読んでいる。
共通の宗教文化のパラダイムの中で生きる者たちは、ギアーツ（Clifford Geertz）が『文化の解
釈学　I』（The Interpretation of Cultures,　吉田禎吾他訳、岩波現代選書、1987 年、220 頁）の
中で表現するように、「概念の体系としての象徴の形式」を共有する。聖書によって培われたエト
スを共有する「想像の共同体」の一員なのである。ルソーもカーライルも「奢侈の否定」という
点において、禁欲主義的倫理観を共有し、工業化が進む社会に警世の声を発した。
一方カーライルがバーンズを称揚する時、宗教的倫理観は尺度になっていない。フランス革命
によって、イギリスの民衆は “otherness” を自覚した。バーンズは辺境地方のバラッド類の収集
という努力で、土地への愛を示した。キルクでの祈祷の折に「我らの罪をも許したまえ」と乞う
言葉をもじった詩行は時代を超えて、読者の共感を得る。学校帰りの子供たちの賑やかな声を回
想した Goldsmithのまなざしや、Grayの追憶を受け継ぐバーンズの情調は、18 世紀からの底流
である。固定的な福音理解から離れた生活者の感性は道徳的源泉であった。『衣服哲学』にも論理
性に頼らぬ散文で書かれた場面があるが、中心人物の T教授は思索するだけではなく、辺境の村
への惜別の情を牧歌的に表現している。18世紀以後の挿絵画家や小説家は社会の実質の中に命題
を発見した。後に George Eliotは女性の使命感を country societyの人間模様に追及したし、
Cruickshankは townが変貌する風景を残した。
18 世紀は主観性と客観性がせめぎあった時代である。知識人たちによるグローバルなネット
ワークは構築されていなかったが、19 世紀になってカーライルや S.T.Coleridgeはその可能性を
示した。カーライルは哲学を含めて、政治、法律、芸術、統治機構としての教会など、社会の上
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部構造と見なされる構成体から距離を置き、「国家への愛」を説かなかった。教会統治から距離を
置く彼の姿勢はカーライルによるリチャード・フッカーへの言及が殆ど無い、という事実にも表
れている。フッカーは聖書が沈黙を守っている個所については、「理性の光」としての実定法の照
射を促したイギリス国教会を代表するヒューマニストである。
彼岸での救済を説かないカーライルは、自己形成に必要な環境として職業を重視する。「自助」
が計測器を「立身出世主義」へ傾斜させるときには、「清貧」や「断念」の精神がその傾斜を抑制
する。社会批評の精神を使命感として持つカーライルは、sense of annihilationにそっぽを向い
て、自分自身に「絶望」することも無く生涯を終えた。「人間存在の不安感」を知る知識人として
自己開示を続けたのである。時代の特殊性を超える宗教的諸基盤は、18 世紀の「英雄」たちと同
様にカーライルの「岩」となっている。
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「実用性」をめぐって
─ 夏目漱石と十八世紀 ─

落　合　一　樹（東京大学大学院博士課程）

本発表は、「実用性」という概念に注目することで、小説家であるとともに英文学者でもあった
夏目漱石の文学論と小説作品をひとつの統一的な視座から捉えることを試みた。18世紀英文学に
ついての講義録である『文学評論』において、漱石はダニエル・デフォーのリアリズムと日本の
写生文とを正反対のものとして提示している。両者はディティールを細かく描写するという点に
おいては等しいが、写生文が「無頓着に」細部を並列させるのに対して、デフォーは「万事実用
から割出して、損得を標準にしている」と言う。実用性という原則によって構成されている「リ
アリズム」と、それには無頓着な「写生文」との対立は、デフォーのみならず、漱石が文学を論
じる際にしばしば現れ、前者は「探偵的」、後者は「俳句的」と形容される。18 世紀英文学にお
いては、「俳句的」な側にはスウィフト、ボズウェル、スターンらが分類され、「探偵的」な「普
通の小説」と対比して論じられていることを明らかにした。
発表の後半では、この「探偵的」（=実用的）と「俳句的」（=写生文的）な姿勢の対立に注目

しながら、『吾輩は猫である』から『それから』に至る漱石の作品の分析を行い、「写生文」から
始めて「普通の小説」に移行していく漱石作品を、彼自身の 18 世紀英文学を語る語彙をもとに整
理した。『吾輩は猫である』（1905-06）や『草枕』（1906）などの初期作品においては、認識・記
述の対象に意味や内面性を見出すことを拒否する「俳句的」な姿勢が貫かれている。そうした「俳
句的」な姿勢は、ホモソーシャル的、高踏遊民的、漢文的なものとして描かれており、「俳句的」
主体にとっての外部であり他者である女性は「実用的」「（西洋の）小説的」な存在として対置さ
れている。『虞美人草』（1907）以降の作品においては、「俳句的」な男性主人公が他者と出会う恋
愛という出来事が描かれ、「俳句的」な姿勢の限界が露わになる。『三四郎』（1908）の主人公は、
それでもなお「俳句的」な姿勢を貫いたために恋を成就できないのに対し、『それから』（1909）
においては主人公が「探偵的」な姿勢を選択し、それによって初めて恋愛が、そして「普通の小
説」が可能となったことを示した。
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＊レクチャー・コンサート＊

「17 ～ 18 世紀のチェンバロ音楽」

司 会：山﨑耕一（一橋大学）
解説・演奏：渡邊順生

曲目：ルイ・クープラン作曲　組曲イ短調
　　　  ジャン＝フィリップ・ラモー作曲　クラヴサン

のための小品（恋の嘆き、ジプシー女、2つの
メヌエット、つむじ風、キュクロープス）

　　　J. S. バッハ作曲　パルティータ第 2番ハ短調
　　　同　イタリア協奏曲

解説（小関　武史）
この学会にはサロンのような雰囲気が満ちている。さまざまな分野の専門家が集まっているこ
とと並んで、大会初日の夕方に催されるコンサートがその点で大いに貢献していることは、会員
のみなさんが感じておられるところだろう。一会員として大会に参加する分には純粋な楽しみで
あるコンサートも、開催校責任者として企画を立てるとなると、とたんに悩みの種となる。音楽
業界にこれといったつてもなく、大学の元同僚である田辺秀樹先生に相談することにした。モー
ツァルトの専門家として高名な田辺先生は、一橋大学の佐野書院で定期的に開かれている「サロ
ン・コンサート」にも深く関わっておられる。きっと何かよい知恵を授けてくださるだろう。
期待にたがわず、田辺先生からは素晴らしい演奏者を紹介していただいた。2010 年度にサント
リー音楽賞を受けられた渡邊順生さんである。現在の日本におけるチェンバロ奏者としては第一
級の方であり、チェンバロ音楽の歴史や楽器そのものにも造詣が深い。レクチャー・コンサート
をお願いするのに、これ以上ふさわしい方はいない。渡邊さんは一橋大学出身であり、母校で開
催される学会のために、出演を快諾してくださった。
渡邊さんにはフォルテピアノ奏者や古楽指揮者としての顔もあるが、今回はチェンバロを披露
していただくことにした。日本 18 世紀学会の企画なので、時代としては 18 世紀の作品を中心に
曲目の選定をお願いしたが、17 世紀の作曲家ルイ・クープランのチェンバロ音楽が素晴らしいと
いうことだったので、それを交えていただいた。定番とも言えるラモーとバッハを加えて、時代
と地域のバランスのとれた選曲になったのではないだろうか。
学会のコンサートとしては異例のことだと思うが、とくに宣伝をしていたわけでもないのに、
噂を聞きつけた一般の音楽ファンが数人お見えになった。非学会員の大会参加費は 1000 円で、そ
れがコンサートの入場料として機能した形である。熱心なファンにとっては、その値段で渡邊さ
んの演奏を聴けるなら何をおいても駆けつけたいということだったのだろう。想定外の事態で面
食らったが、よい企画を立てられたという証だったとも思う。
最後に後日譚を少々。私は大会運営でばたばたしており、せっかくのコンサートなのに前半を
聴くことができなかった。役回り上やむをえなかったが、やはり悔しい。そんな思いでいたとこ
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ろ、2013 年 11 月に横浜で渡邊さんがチェンバロ・コンサートに出演されると伺った。同じ曲目
ではなかったものの、ようやく渡邊さんの演奏でルイ・クープランとラモーを聴くことができて、
もやもやした気分が吹き飛んだ。横浜では定期的に演奏会を開いておられるので、近くにお住ま
いの方は足を運んでみられてはどうだろうか。

【出演者略歴】
渡邊順生さんは、1950 年鎌倉の生まれ。1973 年、一橋大学社会学部卒業と同時にオランダへ留
学、アムステルダム音楽院にてチェンバロをグスタフ・レオンハルトに師事。1977 年最高栄誉賞
付ソリスト・ディプロマを得て同音楽院を卒業し、プリ・デクセランスを受賞した。その後、ブ
リュッヘン、ビルスマ、エルウィスなどの名手・名歌手たちと多数共演し、CDも多数リリース
している。『モーツァルト :フォルテピアノ・デュオ』（ALMレコード）で 2006 年度レコード・
アカデミー賞（器楽曲部門）を受賞。また、楽譜の校訂や論文の執筆なども手がけ、2000 年秋に
東京書籍より大部の『チェンバロ・フォルテピアノ』を刊行。最近では、横浜における「山手プ
ロムナード・コンサート」で様々な形態の音楽会を企画するなど、啓蒙的な活動にも積極的に取
り組んでいる。2010 年度サントリー音楽賞受賞。上野学園大学客員教授、国立音楽大学、桐朋学
園大学及び東京音楽大学講師。
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共通論題

18 世紀の〈地下世界〉を掘る　趣旨説明

寺　田　元　一（コーディネイター　名古屋市立大学）

総合的企図：19 世紀以降のアカデミズムの発展によって覆い隠され、地下へと押し込められた
18 世紀の〈知〉や〈情〉の世界、あるいは元々 18 世紀において地下に押し込められていた〈知〉
や〈情〉の世界を、考古学的に（？）発掘する。国ごと地域ごとに地下と地上を分かつ線は、18
世紀においても異なり、19 世紀以降のアカデミズムの発展が新たに引き直した線も異なる。そう
した差異を意識しながら、〈地下世界〉を発掘し明るみに出すことで、われわれの知る地上の〈知〉
や〈情〉の世界を相対化し、複雑に文脈化された、より多元的な 18 世紀像に迫る。

 

18 世紀フランスの地下文書については 20 世紀初頭から発掘が続けられ、現在では多数の写本
がヨーロッパ各地で発見され、それが新たに校訂されて Universitasなどから多数出版されてい
る。さらには、地下文書専門家の同人誌として始まった Lettre clandestineも 20 年以上に渡って
刊行され続け、現在では特集号が年に一回出版されている（2012 年の時点で 20 号まで公刊）。日
本でも赤木昭三氏の研究書、『フランス近代の反宗教思想』（岩浪書店、1993 年）が出版され、ま
た野沢協氏編訳の『啓蒙の地下文書』二巻（2008、2011 年）なども公刊されて、地下文書につい
て多くの知見が得られている。
しかしながら、こうした地下文書発掘は、基本的には盛期「啓蒙」思想家の先駆者探しといっ
た方向でなされ、地上の「啓蒙」思想を既定の事実にしてテクストの価値を測り、価値が高いと
されるものが校訂され、それに著者名が付されて、それが新たに古典化（精製！）されている。
それはそれで、確かに私たちの研究の視野を広げ、18 世紀フランス思想をより広く深く研究する
ことを助けたが、一方で〈地下世界〉そのものは十分明らかになっていない。この共通論題では、
地下文書を初めとする〈地下世界〉のあり方そのものを、「啓蒙」の多元性に留意しつつできるだ
け複合的に問いたい。以下は問題群の例。

 

哲学的地下文書を 18 世紀「啓蒙」との関係だけでなく、同時代の哲学的思想的文脈の中で、そ
の独自の地下思想的意義をいかに読み解き、従来の哲学史・思想史をいかに読み替えるか？　三
井氏の報告が主としてこの問題にチャレンジしている。
従来のアカデミズムによって〈地上〉と〈地下〉という差別化がいかになされ、18 世紀の知的
生産物に〈古典〉と〈そうでないもの〉という区別をいかに施し、それが研究上のいかなる歪み
を生んだか？　それをどのように修正していくべきか？　『太平記』や太平記読みを対象にして、
こうした問題に若尾氏が迫っている。
英墺仏日などの国々の時代的地域的文脈で、〈地上〉と〈地下〉という分節化がいかになされて
いるか。その分節化に、宗教（教会）、政治（国家や公共圏（メディア・文化）など）、経済（同
業組合的規制、市場経済など）、科学（アカデミーなど）などがいかに関わっているか。
そうした独自の文脈において分節化された〈地下〉が、〈地上〉とは異なるいかなる知のネット
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ワーク構造を作り上げ、それがどのように機能したか。〈地上〉と〈地下〉の二重構造はどこでど
う切り結び、またどこでどう連携したか。フランスの公共圏で 18 世紀後半に生み出された「哲学
書」（ダーントン）のような文書をどう捉えるか。それは地上文書か地下文書か。〈地上〉と〈地
下〉の闘争や連携は各地域でいかになされたか。
小林、上村両氏の報告は、以上二段落で述べた問題群と関わっている。小林氏の扱うイギリス・

エロティカ文学はフランスの「哲学書」やサドの文学などとどう関わるのだろうか。また、上村
氏は〈地上〉と〈地下〉の連携を考えるための媒介項として〈半地下〉というカテゴリーを導入
している。〈半地下〉は歴史的分析枠組みとして有効性をどこまで持つのか？　これを汎ヨーロッ
パ的に探ることは十分に意味あることだと思われる。そうした横断的研究が今後望まれよう。
18 世紀の〈地下〉の知はいかなる特性を有したか。18 世紀フランスについては、現代のイン

ターネットを思わせるような、その知の匿名性やコピペ的編集性が話題になるが、そうした特性
は他の地域でも見出されるか。それは著作権や独創性を重視する、知の近代的見方との関係でい
かなる意味を持つか。その方向から、本来〈地上〉の知の集大成と言えるような『百科全書』や
大事典の知や雑誌や新聞の知をいかに捉えるか。それらがコピペ的編集によって作られたことは
現在よく知られるところだが、そうした大事典の知がなぜ〈地下〉の知と相同的なのか。
最後に、〈地下世界〉でネットワーク化され地上世界を揺れ動かし続けた〈知〉や〈情〉は、あ
る時点で革命運動（フランス）などとなって、地上世界の政治、社会、文化を変革するマグマと
なって噴出した。もちろん〈地下世界〉は地上での不満のはけ口としても機能し、地上にとって
安全弁となることもあった。そのような違いはどのような通時的共時的文脈の違いから生じるの
だろうか？

以上は寺田の企画趣旨であったが、実際の共通論題の質疑はそうした企図を離れて随分違った
形で展開した。時間の不足もあって、パネリスト間やパネリストと司会（コーディネイター）の
討論が不十分になり、企画趣旨に沿った議論がほとんどできなかったのは残念であった。十分な
議論をするためには、やはり日曜日は個人報告をやめ、共通論題だけに絞るのが望ましいように
思われる。
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ジョン・トーランドのスピノザ反駁

三　井　吉　俊（千葉大学）

ジョン・トーランド『セリーナへの手紙』（1704 年）の第 4、5書簡は、トーランドによるスピ
ノザ反駁と、ある人物がそれに示した懸念へのトーランドによる返答である。第 4書簡でトーラ
ンドは、事物の多様性は延長という属性だけでは説明できないとスピノザはチルンハウスに認め
るが、他の属性を示さないと批判する。彼によれば、その属性こそ物質に本質的な「活動力」で、
物質はどんな部分も運動しているのだと言う。ロックが物質の属性として示す延長性、固体性と
並べて、この活動性をも挙げるべきなのだと言う。だが、物質に活動力を一旦認めれば、物質を
統括する知性は無用となる、と反論され、トーランドは第 5書簡で答えねばならなくなった。トー
ランドの説は無神論をもたらすというこの反論に、神が延長的かつ活動的物質を創造し、物質内
に内在する活動力が世界に秩序をもたらす、すなわち神の実在と摂理は、活動力が内在する物質
という論と両立する、と彼は答える。さて、観察される物質の個々の運動を機会として、神を常
に介入させるマールブランシュの機会原因論は、神学的にどうであれ、自然学的説明としては時
代遅れだった。トーランドもデカルト派的自然学を退けるが、同時にルクレティウスの原子論的
自然学をも通俗的論理まで用いて否定する。その上で、物質の無限性は、物体的な神は排除する
が、純粋な霊体とは両立すると言い切る。では、トーランドは無から創造された、運動を内在化
している物質、という説をどこから取ってきたのか。彼は霊魂の存在を認めるのか、あるいは物
質に内在する運動から思考が生じると考えるのか。
『セリーナへの手紙』が、選帝公妃ソフィアおよびプロイセン王妃ゾフィー・シャルロッテの元
をトーランドが訪れ、ライプニッツらと会談し、それを機会に成立したことは周知である。1702
年 9 月 9 日付け選帝公妃ソフィア宛の手紙でライプニッツは、霊魂論に関する歴史的論考をトー
ランドがゾフィー・シャルロッテの前で読んだと伝える（1704 年公刊『セリーナへの手紙』第 2
書簡は確かに歴史的考察で、異教の霊魂不滅論は古代の民衆の俗信が一部の哲学者により精緻化
されたものだと主張する）。ライプニッツは同時に、トーランドは原子論に基づくらしい霊魂論を
主張したが、物質が運動と秩序を有する理由、世界に感覚が存在する理由を語っていないとも報
じる。だが公刊『セリーナへの手紙』第 4，5書簡では、トーランドは物質と運動、物質と秩序の
関係をはっきり述べた。一方で、霊魂の問題、「思考する物質」の考察は避け、この問題は第 2書
簡の歴史批評に止めた。このトーランドの戦略はどこから来るのか。
『セリーナへの手紙』序文で自らの第 2書簡、第 4、5書簡を紹介する際、トーランドはウィリ
アム・カワード（Coward, William, 1657?-1725）に常に言及する。この医者兼著作家は、1702 年
に『人間の霊魂に関するもう一つの所見、人間の肉体に合体した霊的な、非物質的な実体と信じ
られている、人間の霊魂という概念は、異教徒の発明であり、哲学や理性や宗教の諸原理に適す
るものではないことを証明する』、1704 年に『大いなる試み、または哲学のペテンに抗して理性
と宗教を弁護する』を出版して物議を醸していた。カワードの主張は、人間が持つ概念から推論
する限り、非物質的な霊魂とは哲学的ペテンとしか言えず、物質は内在的運動原理を持っており、
物質とこの内在的運動が動物や人間の思考を生み出す、というものであった。カワードの基本的
立場は、キリスト教内にもあった霊魂可死説で、被造物における霊的存在は否定されることにな
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る。つまり、神の摂理と来世での賞罰とが教理的に保証されれば、必ずしも非物質的な魂は必要
なく、物質的魂が肉体とともに滅んでも、最後の審判後に神によりその物質的魂が復活され、天
国・地獄で賞罰を与えられれば宗教的には問題がない、という立場である。したがって、カワー
ドにとっては、神が物質に運動を授け、その運動が思考を産み出すという仮説も真と思われた。
トーランドは『セリーナへの手紙』完成時にカワードの主張を知っており、その理論的根拠が
物質における内在的運動だと知っていた。しかしトーランドは、物質的霊魂、物質と運動が生み
出す思考、という問題に触れることは避け、第 2書簡と第 4、5書簡とを歴史的考察と理論的考察
という形で切り離した。カワードの主たる提言、非物質的霊魂の否定と、物質と運動による思考
の生成にトーランドが第 2書簡で一切触れないのは、このような問題に巻き込まれたくないから
だ。それだけではない。序文で第 5書簡を紹介する際もカワードに触れるが、彼が＜神が物質に
自己運動の原理を授ける可能性＞を認めることに細かな難癖を付ける。おそらくカワードも同じ
主張を持つことが不満なのだ。そのような可能性は、トーランドの第 4、5書簡の主張の要でもあ
る。どこからこの主張が来るのか。周知のようにロックは『人間知性論』で、啓示がなく、自分
たちが持つ諸観念だけから考察するなら、適切に配置された物質的個体に神が思考という能力を
与えたのか、それとも思考する霊的実体を与えたのかは決定できない、と述べた。おそらくトー
ランドもカワードも、ロックのこの言葉を利用した。ただし、トーランドはカワードとは違って、
物議を醸す霊魂論には決して触れないようにし、この論法を物質一般と運動の関係だけに適用し
た。すなわち、神が物質を創造したとき、無限の物質に運動という力能を与えた可能性は否定で
きない、としたのである。
トーランドが『人間知性論』から借りてくるのはこの論理だけではない。＜無から神によって
創造された無限の物質＞という観念をトーランドは提出した。これはどこから来るのか。ロック
は『人間知性論』第 4巻 10 章 18 節で、霊体や神は認めるが無からの物質創造を否定し、永遠な
る物質を主張する者たちを反駁している。無からの創造を認めないソッチーニ派を想定している
のだろう。ロックの文言とトーランドの先の文言を比べてみれば、彼が言いたいことは明らかで
ある。『人間知性論』を参照しながら、『セリーナへの手紙』での無限な物質という自分の主張は、
空間的に無限な物質という意味であって、物質の無からの創造を認める以上、ソッチーニ派の説
とは明らかに異なると彼は言いたいのであろう。だが、延長的に無限な物質が無から創造される、
とはどのようにして可能なのか。ロックは先の節末尾で、物質の創造は想像力で思い描けると奇
妙なことを言い出す。ロックがほのめかした物質創造に興味を持ったライプニッツは、1704 年に
マサム夫人に手紙で問い合せるが、ロックはすでに他界していた。やはりこれに興味を持った『人
間知性論』仏訳者コストは、偶然ニュートンと話している時に、彼がロックに話した内容を知り、
第 2版（1729 年）仏訳の脚注に記した（p.523, n.2）。それは純粋空間に突如として物体が散在す
るようになり、それらの可動性も保証されるというイメージだった。ロックもニュートンも、無
からの創造を否定するソッチーニ派と対決すべく、公にせずとも密かに物質創造のさまざまな仮
説を立てていたのかもしれない。トーランドがそれら仮説を聞き知っていた可能性は否定できな
い。たとえば、ニュートンの近くにいた数学者ジョゼフ・ラーフソン（Raphson, Joseph, 1648-
1715）は、先のニュートンのイメージに近い純粋空間と物質の関係を『実在空間または無限の存
在について』（1697 年）で実際に述べていた。トーランド自身が語るところによれば（第 5書簡
26 節）、ラーフソンの主張を批判するために同書簡 24、25 節は書かれた。個々の延長物が置かれ
る場所としての純粋空間を想定し、その空間を神の偏在性とラーフソンは同一視したが、それは
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とても認められない、と。トーランドにとってはあくまでも、無から創造された、延長性・固体
性・活動性という属性を持つ無限の物質以外に、広がって存在するものはない。彼が言う世界の
知的統括者、霊的存在たる神に存在する場所はないらしい。
だが、どうやって世界に秩序は成立するのか。トーランドは犬が野うさぎを追う自発的運動を
例に新たな説明の仕方を探ろうとする。その運動に思考が伴っていようと、運動としてみれば物
理的原因がある。野うさぎは押す力や引く力などの力で犬に働きかけ、犬は自発的運動を行う。
これら諸物体の活動力が直接的接触によるか、流出する微細粒子によるかは分からないが、相互
に決定づけを行なう、というのである。粒子相互の衝突による機械的説明ではなく、諸物体に内
在する活動力が相互に働き合う仕組みの解明をトーランドは期待している。第5書簡29節で自ら
明かすように、それはニュートンが言う引力がヒントらしい。すべての自然現象も一定の力に依
存し、その力によって物体の微粒子はまだ発見されていない原因から、互いに相手の方へ押され
て規則的な形に凝集したり、互いに斥け反発しあったりするのではないか、という『自然哲学の
数学的諸原理』序文の文言を根拠にしたらしい。しかし、これもロックが先鞭をつけたことだっ
た。スティリングフリートとの論争中、1698 年 5 月 4 日付の手紙でロックはこの本を挙げ、概念
できない仕方で物質が物質に対して行う引力作用は、神が望めば諸物体にさまざまな力と作用す
る仕方を入れうることの証明だ、と述べていた。
トーランドはカワードやラーフソンよりも既成の教会体制に対し慎重な態度をとる。宗教的に
問題となる来世における魂の存在には一切触れず、世界を統括する超越的神の摂理にも実際上は
触れない。自然学的世界で物質に運動が内在することが示され、おそらくは引力によって諸物体
が作用するのが解明されるだろう、とだけ語った。何度もソッチーニ派との違いを示しながら、
トーランドが選び取ったのは、霊的な超越的神が無から物質を創造し運動を内在化させたとい
う、また物体間の相互作用はまだ知られない引力作用によって作動しているらしいという、ロッ
クとニュートンから読み取った概観的枠組みであった。このようにしてトーランドが集めた言辞
が、後にどのように受け取られるかはまた別のことであろう。
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18 世紀イギリス・エロティカの系譜

小　林　章　夫（上智大学英文学科）

＜はじめに＞

今回の共通論題は 18 世紀の＜地下世界＞だが、わたしの発表は地下世界の「エロティカ」に限
定したものになることを、まずお断りしたい。
18 世紀イギリスのいわゆる「カノン」（正典）とされる文学作品の背後には、当然ながら無名
の作品が数多存在することは知られていたものの、それらの内実はあまり知られていなかった。
その理由としてはいろいろな要因が考えられるけれども、何と言っても重要なポイントは、そう
した作品を実際に手にとって読むことがほとんど不可能だったことによる。
しかしながら最近になって、Eighteenth-Century British Erotica（Pickering & Chatto）が第

1シリーズ、第 2シリーズとして出版され、18 世紀の無名のエロティカが 100 点ほど、全 10 巻に
まとめられた結果、主な作品を読むことが可能になった。また Eighteenth Century Collections 

Onlineというデータベースには、今日では読むことが難しい作品が多数収められており、これも
またこの時代の出版世界の全貌を知る上で不可欠な資料となっている。
もちろんこうした背景には、David Foxon, Libertine Literature in England, 1660-1745（1965）
を嚆矢とするエロティカ研究の流れが大きな成果を上げてきたことは忘れてはならない。　そこ
で今回の発表では、主にこうしたエロティカの流れを跡づけることで、イギリスにおける「地下
世界文学」の系譜を見つめることにしたい。

＜フランスからの移入から国産エロティカへ＞

まず、17 世紀後半のイギリスでは、主に翻訳によってエロティカの紹介がおこなわれたが、そ
の多くはフランスで出版された作品だった。代表的なものを一つあげれば、『ヴィーナスの学校、
あるいは女性たちの悦楽、実践法』（The School of Venus, or the Ladies Delight, Reduced into 

Rules of Practice 1680）だが、これはMichel Millot & Jean L'Ange共作の L'Ecole des filles

（1655）を英訳したもので、訳者は不明だが、かなりの人気を集めたとされ、事実、何度も版を重
ねている。
一方、イギリス人の手になるエロティカは 17 世紀後半の時点ではそれほど出版されておらず、
この分野に属するものとして今日よく知られているのは、王政復古期の放蕩詩人ロチェスター伯
爵ことジョン・ウィルモット（John Wilmot, 2nd Earl of Rochester, 1647-80）の手になる猥褻な
詩群ぐらいであろう。その意味で 17 世紀後半のイギリスでは、ことエロティカに関しては、もっ
ぱらフランスからの輸入作品が、その英訳を含めて密かに人気を集めていたと言える。
けれども 18 世紀を迎えると、いわゆるイギリス製のエロティカが次々と出版されるようにな
る。その形式も多様になり、すでにあげた『ヴィーナスの学校』のような対話形式の作品に始ま
り、物語の体裁を取ったもの、あるいは書簡形式、旅行記、論説・講演、詩などが相次いで出版
されることになる。またその内容も多岐にわたり、自らの「罪にまみれた半生」を回顧した、い
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わゆる「精神的自伝」形式、あるいは娼婦の世界をドキュメント風に紹介するもの、さらには医
学書の体裁を取ったものも生まれることになる。

＜女性の肉体を探訪する＞

そうした中で特筆すべき作品は、『メリーランド最新案内―その地誌、地勢、そして自然史』（A 

New Description of Merryland: Containing, A Topographical, Geographical, and Natural 

History of that Country, 1741）であろう。作者とされるトマス・ストレッツァー（Thomas Stretzer 

or Stretser）は詳細不明だが、おそらくは三文文士のひとり、あるいは誰かのペンネームかもし
れない。初版は 1740 年、温泉リゾートで有名なバースで出版され、その後の 2年間で 10 版を重
ねたとされるから、かなり人気があった作品だったと言えるだろう。また、版元はジェイムズ・
リーク（James Leake, 1686-1764）とエドマンド・カール（Edmund Curll, 1683-1747）の二人
で、前者のリークはもともとロンドンで出版業を営んでいたが、バースの人気を当て込んで本拠
を移した人物であり、一方、後者のカールはこの時代を代表する（あるいは悪名高い）出版人の
一人である。
本作の内容は、女性の肉体、とりわけその性器を「メリーランド」なる架空の土地に見立て、
そこに見られる特徴を旅行記風に活写したものだが、描写の巧みさ、コミカルな筆致が際立って
おり、版を重ねたのもなるほどと思える出来栄えである。この時代にはこうした異国の土地、架
空の島などを旅行記風に描き出したものがエロティカの中には多くあるが、それらの中でも本作
は優れたものと言わなければならない。
また同時に、本文中には古今の文献からの引用が多く含まれていて、作者がそれなりの学識を
有していたこともわかる。ひょっとすると名のある文士が偽名で書いたものかとの推測も可能な
ので、作者ストレッツァーを必ずしも本名と考えなくてもいいのである。
それはともかく、こうした架空の旅行記仕立てによるエロティカは、すでに 17 世紀末にも詩人
チャールズ・コットン（Charles Cotton, 1630-87）によって Erotopolis. The Present State of Betty-

land（1684）が発表されており、この種の作品の先駆けをなしたと考えられるが、もう一つ重要
なことはジョナサン・スウィフト（Jonathan Swift, 1667-1745）の傑作『ガリヴァー旅行記』
（Gulliver's Travels, 1726）が内容的にはエロティカではないにしても、架空の島々を巡る破天荒
な旅行記として高い評価を得たことである。つまり、こうした趣向が 18 世紀のエロティカにもい
ち早く取り入れられたとも考えられるわけで、時代の動きに敏感ならざるを得ない三文文士なら
ではの作品だと言えるかもしれない。

＜身体医科学の世界＞

18世紀イギリスのエロティカには、もう一つ人気のあった作品群が存在する。それは身体医学、
性医学に関わるもので、その代表として『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, 1787）を挙げよう。これはロンドン、ヨー
ク、オクスフォード、ケンブリッジ、ニューカースル、スコットランドなどで出版されたものと
され、著者、あるいは講演者とされる人物は、ジェイムズ・グレアム博士（Dr James Graham, 

1745-94）という実在の男である。
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グレアムは 18世紀に数多くいたとされるニセ医者の一人で、医療器具の発明で知られる人物だ
が、中でもとりわけ有名なのが「天のベッド」なるもので、この奇想天外の寝具に寝れば性能力
が大いに開発され、これによって多産が保証される故に人口の増加、ひいては国の繁栄に結びつ
くと大いに宣伝したことである。
そこでグレアムは、すでに挙げた講演録によって、人類繁栄への道をもっぱら健全なる性欲の
増進によって解き明かそうとするわけで、その内容は一見まじめな調子でありながら、破天荒な
記述となっていて読者を楽しませるに十分なものである。エロティカがしばしばその赤裸々な記
述によって当局による検閲の目を引いたこの時代、こうした医学書仕立ての体裁によって検閲を
逃れようとした試みを示すものとして注目に値すると言えるかもしれない。

＜カノンの裾野にあるもの＞

以上、18 世紀の地下世界の出版物、特にエロティカの世界を紹介したが、言うまでもなく、こ
のジャンルに属する作品は、その多くが 18 世紀英文学のカノンに含まれるものではない。
しかしながら、今日カノンとされる作品群とまったく縁のないものとは言えないのであって、
たとえば、旅行記仕立てのエロティカはこの時期に人気の高かった旅行記文学と相通じる傾向を
有しているし、身体医科学への関心は 18 世紀イギリスの大きな潮流であることは、すでに幾多の
研究が明らかにしているとおりである。
そのように考えるのならば、この時代のエロティカの代表とも言うべき作品、ジョン・クリー
ランド（John Cleland, 1709-89）の『ファニ－・ヒル』（Fanny Hill, or the Memoirs of a Woman 

of Pleasure, 1748-9）が、同時代の多くの小説と同じく「精神的自伝」（Spiritual Autobiogaraphy）
―すでに簡単に触れたように、恥ずべき半生を送った人物が、後年改心して幸福な日々を送って
いる目で自らの過去を振り返りつつ語る物語―の体裁を取っていることも注目に値すると考え
られるのである。
だとすれば、本稿の冒頭に挙げたいくつかの重要な作品集、データベースの活用が可能になっ
ている今、それらを詳しく検討して、18 世紀イギリス文学の裾野を俯瞰する必要があるのではな
いか。またそれと同時に、この時代の三文文士の世界、彼らの作品を世に出す上で大きな働きを
した出版世界、とりわけ多くの出版人の活動を詳しく調査すること、あるいはこれらを含めて、
18 世紀イギリス全土に渡る出版活動の広がりなどにも目を配ることが求められていると言える
のである。

＜主要参考文献＞
Eighteenth-Century British Erotica（Pickering & Chatto）
Eighteenth Century Collections Online（データベース）
David Foxon, Libertine Literature in England, 1660-1745（1965）
小林章夫編訳『エロティカ・アンソロジー』（英国十八世紀文学叢書、研究社）
ジョン・クリーランド『ファニー・ヒル』（小林章夫訳　平凡社ライブラリー）
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「半地下」のウィーン　
18 世紀後半のハプスブルク君主国における書物の流通

上　村　敏　郎（獨協大学）

1．はじめに

本報告では、ドイツ語圏、特にハプスブルク君主国の居城都市ウィーンに注目し、地上と地下
が交錯する場における書物の流通について明らかにしようと試みた。ロバート・ダーントンがス
イスのヌーシャテル印刷協会の史料を用いてアンシャンレジーム期フランスの禁書取引の様態
を明らかにして以来、18 世紀のヨーロッパ全域に張り巡らされた書籍市場ネットワークの存在に
注目が集まり、ドイツ語圏に関してもクリスティーネ・ハウクをはじめとする研究者が禁書の流
通構造を明らかにしてきてた。本報告でも、基本的にダーントンやハウクの問題意識に寄り添い
ながら、ハプスブルク君主国の書物取引について特にウィーンを中心に考察した。

2．18 世紀後半のドイツ語圏書籍市場の特徴

複数の領邦国家がひしめき合うドイツ語圏では、統一国家の不在が書物の流通に大きな影響を
及ぼしていた。ドイツ語圏の構造的な特徴は中心がないこと、つまり多極構造にあった。ドイツ
語が主に使用されていた神聖ローマ帝国は多様な領邦からなる複合国家であり、神聖ローマ帝国
全体に対する検閲令も存在していたものの、各領邦が独自の法体系を持ちそれぞれが異なる出版
政策をおこなっていた。当然、こうした多極構造は書物取引にとって貨幣の違いや多重関税と
いったデメリットをもたらす可能性をはらんでいた。しかし、出版者や書籍商たちによって関税
や検閲をくぐり抜けるための出版戦略が洗練され、交換取引の利用や委託販売制度が発展した。
ドイツ語圏における書籍市場のネットワーク化はむしろこうした多極構造を背景に進んだとい
える。
それでは、実際に禁書の販売流通においてどのような隠蔽戦術がとられていたのか。ここで禁
書を流通させようとした出版業者の隠蔽戦術を禁書の生産、流通、販売という三つの過程に分け
て確認する。
まず、生産段階においては、押収のリスクを避けるために規制の少ない場所で印刷することが
出版者にとって重要なことであった。したがって、出版の自由を保障するといった啓蒙的な政策
を実行している領邦や都市に印刷業者が集中した。また、筆禍事件を避けるために、著者が匿名
であることは一般的であり、特に翻刻版（海賊版）は出版者も匿名、虚偽あるいは虚構の出版地
を掲載することも多かった。
次に流通段階の隠蔽戦術として代表的なものは行商による書物の密輸であろう。行商の古典的
な手段は衣服の下に禁書を隠す方法であるが、特に女性の行商は下着に本を隠すことで検査を逃
れていたといわれている。また、荷物の空洞を利用して隠す方法もあった。巧妙な隠蔽方法とし
ては、禁書のテクストを別の書物の中に製本することで隠蔽する方法がある。たとえば、エロティ



－ 20 －

カを聖書の中に混ぜて製本するといった事例が挙げられる。また、当時書物は未製本のまま運搬
されることも多かったが、こうした未製本書物は格好の隠蔽場所となっていた。また、取り調べ
の対象となりにくい貴族が運搬に関わるケースもあった。荷物の宛名人として貴族が関わってい
たり、貴族自身が本を携帯して旅行したりすることで禁書が運搬されることがあった。また、外
国商品の運送代理店として行動している取次業者は、書物の中身について法的責任を問われるこ
とはなかった。
販売段階では、委託販売制度が重要な役割を担っていた。委託販売業者は、実際の販売者のア
イデンティティを隠蔽し、当局の取り締まりから守る機能を持っていた。また、万が一禁書の販
売が発見された場合、彼らはその責任を販売された地域の法的執行者の権力が及ばない別の業者
に転嫁することができた。「禁じられた」という形容詞がマーケティングの道具として機能してい
たのも、こうした販売システムが確立していたためである。

3．ヨーゼフ 2世の出版政策と「半地下」のウィーン

こうしたドイツ語圏の出版文化はウィーンを中心とするハプスブルク君主国の書籍市場のあ
り方も規定していた。ドイツ語圏の中でもカトリック文化圏であったオーストリアは、その保守
的なイメージが先行し、近年に至るまで書物の歴史を扱う上で等閑視されてきた地域である。し
かし、実際には中央ヨーロッパの書物流通において重要な役割を果たしてきた地域であった。特
に 1781 年のヨーゼフ 2世の検閲緩和以後、地上と地下との境界は曖昧となり、ウィーンでは「半
地下」ともいえる公共空間が出現し、匿名パンフレットの洪水が生じた。この時代を代表する
ウィーンの書籍商ゲオルク・フィリップ・ヴーヘラーは、この機を活かし、様々なネットワーク
を駆使してハプスブルク君主国における地下文書の流通に一役買っていた。ヴーヘラーは、バー
ルトがハレで結成した秘密結社ドイツ・ユニオンの幹部であり、ハプスブルク君主国内で、109
名の会員を集めた。この結社は、「啓蒙の伝導」のために出版を重視しており、会員の啓蒙的著作
を拡散させる機能を持っていたと考えられる。フランス革命前夜の1789年に彼が警察に逮捕され
たとき、彼の所有していた書籍商品にはドイツ語版『三詐欺師論』をはじめとする複数の「地下
文書」が含まれていた。

4．ウィーンにおける瀆神事件における禁書の流通

フランス革命勃発後、ウィーンでは当局による「ジャコバン狩り」がおこなわれ、民衆の言動
が監視されていた。1794 年にビアハウスでの瀆神発言が原因で逮捕された靴屋の事例は、ドル
バックの『自然の体系』などの典型的な地下文書がウィーンにおいて特定のコミュニティの間で
流通し、一定の影響を与えていた痕跡を示している。
1794 年 1 月にウィーンで数人の靴屋が逮捕された。逮捕のきっかけとなったのは、ヨハン・イ
グナーツ・ヘースという職人の密告である。彼によると、マルティン・プラットナーが経営する
ビアハウスでは、宗教や教会がこき下ろされており、唯物論的な「自然の体系」を信奉するよう
に訪問客が説得されており、さらに、そこではフランス革命とフランス軍を擁護し、「自由の舞
踏」（カルマニョールのことか）が踊られ、貴族や聖職者に対する革命的な計画が練られていると
いうことであった。つまり、プラットナーのビアハウスの常連客は「ジャコバン派」として告発
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された。その結果、7人の職人が逮捕され、警察の捜査の結果、政治活動の痕跡は発見されなかっ
たが、瀆神行為が問題となり、この職人たちは厳しく罰せられた。
ここで注目したいのはどのようにしてこの職人たちが唯物論に基づく無神論へとたどり着い
たのかである。靴職人たちの陳述を分析すると、この唯物論的宗教観の受容には、二つの伝達経
路があることがわかる。一つ目は読書、つまり、書物による伝達、二つ目は啓蒙的聖職者による
説教である。そして、この二つの伝達経路を補完する派生的伝達として、つきあいの中での伝達
が生じている。
啓蒙聖職者による説教は、職人たちの批判精神を滋養した。その結果、聖書を批判的に読む習
慣が生まれ、読書の幅も広がっていった。読書愛好家を自負するフェルベラーを例に職人たちの
読書体験についてみてみると、ヴォルテール『カンディード』、ヨーゼフ・リヒター『ウィーンの
詐欺師たち』、ヨハン・ペツル『ファウスティン』、ドルバック『キリスト教暴露』の手稿、アイ
ベルの様々な教会批判パンフレット、『教皇勅書、主の聖餐』、ミヒャエル・イグナーツ・シュミッ
ト『ドイツの歴史』、ハーゲドルンの詩、バールトの『キリストの神性について』、ボナバンチュー
ル・ラシーヌの『教会の歴史』の翻訳などが読まれていたことがわかる。この史料から個人所蔵
の書物の中に禁書が混じっていること、またそれを仲のいい人たちの間で共有しているさまが見
て取れる。
職人たちは説教からの帰り道やその後立ち寄った居酒屋「十二宮」、ビアハウス「煙突掃除夫」
で説教の中身について議論したり、また自分たちの読書体験を共有したりしていた。靴職人ニク
ラス・メストは、「我々はプラットナーのビアハウスを我々の大学と呼び、ペンツィングの教会を
我々のクラブと呼んでいました」と述べ、「プラットナーのビアハウスを訪れる靴屋の親方のほと
んどがよく「靴職人はフェルベラーに啓蒙を感謝しなければいけない」と言っていました」と発
言している。これは読書家であったフェルベラーが私的な社交の中で同僚に自らの読書体験を話
すことで、唯物論的宗教的観がほかの職人に波及していったことを示している。

5．おわりに

ドイツ語圏には統一国家がなかったために、地下文書の流通にとって都合のいい出版状況を生
み出していた。そして、こうしたドイツ語圏の多極構造が生み出す法的抜け穴を利用して、出版
業界の人々はきわどい内容の文書も最低限のリスクで販売した。書籍商や印刷業者のネットワー
クは、国境を越えて広がっており、啓蒙書の流通に大きく貢献していた。
ウィーンの靴屋の瀆神事件では靴屋の親方たちがキリスト教に懐疑心を抱いていく大きな要
因の一つが政府から禁じられていた書物の読書であったことがわかる。確かにきっかけを作った
のはヴィーザーら啓蒙的聖職者の説教であったが、彼らが自分の頭でキリスト教について批判的
に思考し、独自の宗教観を築き上げていく上で、様々な読書体験も大きな影響をもたらしていた
ことは明白である。説教と読書は彼らのコミュニケーション回路の二つの太い線であり、その間
を私的社交関係が密に結び合わせている。彼らの宗教観の変化には、ドルバックの著作などいわ
ゆる「禁書」をコミュニケーション回路に供給する書籍商ネットワークの存在が不可欠であり、
ウィーンではヨーゼフ 2世の統治が生み出した「出版の自由の拡大」を存分に利用した書籍商ゲ
オルク・フィリップ・ヴーヘラーがその役割を果たす大きな存在であった。
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日本における「古典」の成立とその展開
─ 『太平記』を事例として ─

若　尾　政　希（一橋大学）

はじめに

「太平記は史学に益なし」（『史学会雑誌』17、1891）とは、久米邦武の言である。日本近代の歴
史学は、その出発点で、14 世紀の動乱期を描いた軍記物語『太平記』との決別を宣言したのであ
るが、結局、『太平記』から離れられず、三度にわたり躓き挫折した。第一は久米邦武が帝大教授
の職を追われた久米事件であり、第二が 1911 年の帝国議会での南北朝正閏論争、そして第三の挫
折が平泉澄らの皇国史観である。平泉が皇国史観の聖典として評価したのが『太平記』であり、
理想的臣民として称揚したのが「楠公」正成だった。
近代歴史学は、いわば『太平記』のくびきを逃れられず、結局のところ、『太平記』により挫折

させられた。そのため、戦後、研究者は『太平記』を避けてきた。教育の現場でも、教科書に墨
を塗り正成を抹消してきた。しかしながら、冷静に考えてみると、『太平記』は 14 世紀の歴史的
産物であり、それに対し皇国史観は 20 世紀の歴史観である。『太平記』は本当に皇国史観の聖典
としてしか読めないのか。『太平記』という軍記物語が、成立してから現代まで、時代のなかでど
のように読まれてきたのか。『太平記』の読まれ方を検討してみる必要がある。

1．『太平記』の成立と出版、そして古典へ

『太平記』とは、14 世紀の動乱期を描いた全 40 巻の軍記物語であり、1318 年の後醍醐天皇の即
位から 1368 年の細川頼之の管領就任までの、動乱の半世紀を描いている。この『太平記』の享受
を考えるときに画期となるのは、17 世紀、日本の歴史家が近世と呼び習わしている時代である。
日本の近世を、本報告では、読書が一般化した時代、人々が本を読むようになった時代と位置づ
けておきたい。それ以前にも書物はあったが、それは写本であり、しかも公家ら上層の人々が秘
匿してきたものであった。それが、17 世紀になると、日本列島に商業出版が成立したのである。
実は『太平記』や『徒然草』や『源氏物語』など、こんにち古典文学として本屋に並んでいる
ものが出版されて一般の人に読まれるようになったのは江戸時代である。この時代になって、秘
匿されていた書物が初めて公開され、一般の人が読むことができるようになった。しかも、近世
人により、解釈・注釈、読み直し・読み替えが行われた。時代にかなった読み替えがなされるこ
とによって、出版され読まれたのである。
『太平記』は 14 世紀に成立したが、中世には写本しかなく、よってそれを受容できる層は、極
めて限られていた。それが 17 世紀に『太平記評判秘伝理尽鈔』により『太平記』の読み替えが行
われ、また『太平記』そのものも出版され、その結果、古典として現代まで伝わったのである。
『徒然草』も、『源氏物語』についても同様のことがいえる。我々が日本の古典と呼んでいるもの
は、近世人が再評価・再解釈してくれたからこそ、古典となったと言えるのである。
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2．日本近世において『太平記』はいかに読まれたのか―17世紀の正成像―

（1）『太平記評判秘伝理尽鈔』とは何か
『太平記評判秘伝理尽鈔』（『理尽鈔』）は、17 世紀に一世風靡した書物であるが、最近まで、まっ
たく忘れられていた（現在は、平凡社の東洋文庫の入るなど再ブレイクしている）。当初『理尽
鈔』は講釈（私はそれを「太平記読み」とカッコをつけて呼んでいる）により享受された。最初
の『理尽鈔』講釈師は、大運院陽翁という日蓮宗の僧侶であり、この陽翁から、唐津藩主寺沢広
高、金沢藩主前田利常らに講釈。陽翁の弟子の横井養元から岡山藩主池田光政らに講釈というよ
うに、17 世紀前半にそれを享受できるのは、専任の講釈師を招聘できるごく一部の人たち（大名
や上層の武士）に限定されていた。
講釈の中味は、私が本格的に研究するまでは、単なる娯楽だと思われていたが、実は、『太平
記』の人物・事件等を論評・批判して、政治と軍事のあり方をまじめに語ったものであり、その
語り手として登場するのが、政治・軍事双方に卓越した能力を持つとされる楠（楠木）正成であっ
た。
もともとの『太平記』中の正成は、卓越した知謀を持つ軍略家にして忠義の武将。そして神仏
に篤い信仰心を持つ。それに対して『理尽鈔』の正成は、この軍略家という面がさらに増幅され
た。足利尊氏や新田義貞ら当時の正成のライバルたちでさえ、正成を師と呼び、正成に軍略を学
んだという。さらに『太平記』には見えない、明君、理想的指導者としての正成像が新たに付加
された。農業の環境整備を行い、民の恵む政治を行う新鮮な正成像が提起されたのである。
すなわち『太平記』世界の知謀・忠義の武将から、『理尽鈔』世界の理想的指導者へ、正成像は
劇的にイメージチェンジされた。この時期は武将から為政者へ、武士自体も変わらざるを得ない
時期だった。そういう時代に、『理尽鈔』の講釈が流行し始めたのである。理想的為政者としての
正成像は、武将から為政者への転換を余儀なくされた武士たちにとって、模範だったのではなか
ろうか。17 世紀初頭に「太平記読み」が流行したことの理由は、ここにあったと推定されるので
ある。
このように、当初は、口誦による講釈として受容された「太平記読み」であるが、17 世紀半ば
に、『理尽鈔』の写本が書肆の手に渡り出版されや、45 冊の大部にかかわらず、この書物は地域・
身分の違いを超えて広く読まれていった。『太平記大全』や『太平記綱目』といった『理尽鈔』を
収載した末書が作られる一方で、楠正成の教えを抜き出し敷衍したダイジェスト版が作られ、正
成ブーム・『太平記』ブームが起きた。17 世紀後半には、民衆を対象に『太平記』を講釈する大
道芸能者太平記読みも出現し、また歌舞伎や浄瑠璃にも影響を与えた。赤穂浪士の敵討を劇にし
た『忠臣蔵』は、『太平記』・『理尽鈔』の世界や人物を借りて劇化されたものなのである。
（2）なぜ地域・身分を超えて読まれたのか
ところで『理尽鈔』は、なぜ地域・身分を超えて読まれたのか。政治と軍事。このどちらにも
関わらない民衆がなぜ『理尽鈔』を読んだのか。『理尽鈔』から何を学ぼうとしたのか。
河内国石川郡大ヶ塚村（現在の大阪府河南町）の上層農民で、酒造業も兼ねた河内屋可正が、

『可正旧記』という子孫への教訓書を書き残している。これを読むと、可正が『理尽鈔』及び関連
書を読んで、「太平記読み」の楠正成像を受容していることがわかる。
可正は、まず、「修身・斉家」の論に読み替えて受容する。もともとの、「いかに、国を治める
か」という論を「自分の家をどう治めていくか」、「自分の身をどう修めていくか」に読み替えて
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受容したのである。さらに、可正は、みずからが村役人として村民を治める指導者であるという
強い自覚を持って、村落指導者像とその仕置のあり方を説く。つまり、自身が村を治める時に、
正成のように治めようというように、正成像を受容していったのである。
ここで面白いのは、「太平記読み」の政治論が、領主層だけでなく、村落指導者層、村役人レベ

ルまで下降化していることである。つまり、武士層から民衆上層までに共通の治者像・指導者像
が形成定着している。「政治はどうあるべきか」、「為政者はどうあるべきか」ということが、武士
から民衆上層までの広範な人々に共有されている。そういう社会が、日本列島史上はじめて実現
したと見ることができる。同じ本を読むということ、読書により、それが実現したと見ることが
できるのである。
（3）指導者像や政治のあり方に関する社会の共通認識（政治常識）の形成
こうして、私は、領主層から民衆までの社会の広い層に読まれることによって、『理尽鈔』は指
導者像や政治のあり方に関する社会の共通認識、政治常識の形成に寄与したという仮説を提起し
た。このような政治常識の形成・定着という事態は、一方では支配の安定化につながるが、同時
に「あるべき為政者像」というのを民衆自身が持つようになる。そうすると、領主とは本来、楠
正成公のように民を恵む政治を行うべきなのに、今の領主の政治はおかしい、私腹を肥やすこと
ばかり考えている、と民衆が現実の政治に対して批判意識を持つようになる。江戸時代の政治と
いうと、賢い領主と、無知蒙昧な民衆という構図でこれまで理解されがちだったが、修正が必要
である。「民は国の本」であり、領主たるものは民衆に仁政を施すべきだという理念が社会全体に
共有されていて、民衆は領主が仁君かどうか見ている。いわば民衆の視線を意識しながら、領主
は政治を行わなければならないのである。

むすびにかえて

冒頭でも述べたが、近代歴史学は、『太平記』のくびきから逃れられず、『太平記』により挫折
させられたが故に、戦後、研究者は『太平記』を避け、教育の現場でも、教科書に墨を塗り正成
を抹消してきた。では、『太平記』を尊皇の書物としてみる見方から脱却できたかというと、でき
ていない。むしろ、歴史学は、『太平記』から決別するのではなく、逆に『太平記』という物語を
積極的に史料（もちろん徹底的な史料批判が必要となるが）として使いこなしていく。そんな研
究が、今、待望されている。これを結びの言葉として小稿を閉じたい。

参考文献
若尾政希『「太平記読み」の時代』平凡社ライブラリー、2012、原版は平凡社選書、1999
若尾政希『安藤昌益からみえる日本近世』東京大学出版会、2004
若尾政希「『太平記』は尊皇の書か？―『太平記』をして史学に益あらしめん―」『歴史評論』740、
2011

若尾政希『近世の政治思想論―『太平記評判秘伝理尽鈔』と安藤昌益』校倉書房、2012
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論文

ジャン＝ジャック・ルソー『ルソー、ジャン＝ジャックを裁
く―対話』のロンドン草稿

─ ブルック・ブースビーによる「第一対話」の編集について ─

Étude sur le manuscrit de Londres de Rousseau juge de Jean-
Jacques, Dialogues : Sens et portée de l’édition du premier 

dialogue par Brooke Boothby

土　橋　友梨子（Yuriko DOBASHI、学習院大学大学院博士課程）

Résumé

Jean-Jacques Rousseau a confié l’un des quatre manuscrits de Rousseau juge de Jean-

Jacques, Dialogues, nommé « le manuscrit de Londres », à Brooke Boothby. Ce manuscrit a 

été publié par ce dernier à Lichfield en 1780. La publication de cette œuvre scandaleuse a 

dévoilé la folie de Rousseau à toute l’Europe. Cette édition est différente de l’édition 

définitive établie d’après le manuscrit de Genève. L’éditeur de celle-ci a tronqué quelques 

passages, notes et noms propres afin d’estimer la volonté de l’auteur. Au contraire, Boothby a 

essayé d’éditer le manuscrit tel quel, car il considérait que cette manière de procéder 

respectait Rousseau et sa mémoire. Après la condamnation de l’Émile, dans ses œuvres 

polémiques, Rousseau, qui se considérait être victime de jugements injustes, déclara que ses 

accusateurs l’auraient jugé après avoir altéré ses livres : son intention aurait volontairement 

été détourné par eux. Selon lui, leur objectif unanime et ultime serait de défigurer Jean-

Jacques. Pour prouver son innocence ou plutôt, pour faire connaître Jean-Jacques, il affirme 

que les lecteurs doivent lire les livres intacts eux-mêmes. Boothby a réalisé l’édition idéale 

pour Rousseau : non seulement il a tenu à ne pas changer le texte des Dialogues, mais aussi à 

offrir une édition dont la présentation soignée serait compréhensible pour le lecteur. Bref, 

Boothby a jugé qu’on doit éditer les Dialogues sans les déformer pour transmettre la vérité de 

Rousseau à la postérité.

最後の審判のラッパはいつでも鳴るがいい。
私はこの本を手にして最高の審判者の前に出ていこう。

ジャン＝ジャック・ルソー『告白』1

1　Les Confessions, OC, I, p. 5. ルソー作品からの引用は、特記しない限り以下の版を用い、これ以降は先述のよう
に略記する。Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, édition publiée sous la direction de Bernard Gagnebin 
et Marcel Raymond, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I-V, 1959-1995. 訳文はジャン =ジャック・ルソー
『ルソー全集』、小西嘉幸訳、第三巻、白水社、1979 年を参考にした拙訳である。
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はじめに

ジャン＝ジャック・ルソー（1712-78）の晩年の作品、『ルソー、ジャン＝ジャックを裁く―対
話』（以下、『対話』と略記）には、ルソー自身によって清書された四つの草稿がある。それらは
BNF草稿、ロンドン草稿、パリ草稿、ジュネーヴ草稿と呼ばれている 2。
この四つの清書原稿のうち、作品の決定稿は、ルソーが最後まで手元に置いていたジュネーヴ
草稿であると見做されている。したがって、初版の『ルソー全集』（1782）から最新の『ルソー全
集』（2012）にいたるまで 3、ただ一つの例外を除いて、これまでの『対話』の版はすべてジュネー
ヴ草稿に基づいて校訂され、出版されてきた。
このただ一つの例外こそ、本稿が着目するロンドン草稿にほかならない。ロンドン草稿とは、
ブルック・ブースビー（1744-1824）4 という一人のイギリス人によって校訂され、ルソーの死から
2年後の 1780 年にイギリスのリッチフィールドで出版された原稿である。本稿では、このロンド
ン草稿に焦点を当て、ブースビーによる編集作業の特殊性について考察したい。
「つねに自分について語らねばならない」、そうルソーは述べ、『対話』のなかに「ルソー」と
「J.- J.（ジャン＝ジャック）」という名の登場人物を生み出した 5。『対話』は、作者であるルソーと
非常に似通ったこれらの登場人物が、フランス中の人々によって陰謀を企てられ、迫害された苦
しみを、切に訴えるという驚くべき内容を含んでいる。また、ルソーは『対話』内で多くの同時
代人の名を挙げた。ともすれば、『対話』という作品の出版は、彼らの名誉を汚す危険さえ孕んで
いたのである。こうした作品の出版がヨーロッパ中の人々に知らしめたのは、ルソーの迫害妄想
や狂気であった。ロンドン草稿出版後のフランスでの批評に耳を傾けてみよう。

要するに、［『対話』のなかに］見られるのは、病に侵された頭脳なのです。その頭脳は自ら
を幻影で満たし、それを相手取って戦うのです。しかしこの病気は怪物的で、嘆かわしい自
己愛なのであり、これまでに例がないものでしょう。それにしても、この人が『エミール』
や『エロイーズ』の作者だとは 6 ！

［『対話』］を書きながら、ルソーが完全に狂ってしまったのではないかと疑わずにはいられま
せん。そしてこんな作品を書くことができたのは、この世界でただ一人、ルソーだけなので

2　各草稿はそれぞれが所蔵されている場所にちなんだ名が付けられている。BNF草稿はフランス国立図書館
（BnF）、ロンドン草稿は大英図書館、パリ草稿は国民議会図書室、ジュネーヴ草稿はジュネーヴ図書館に所蔵され
ている。
3　初版：Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, publiée par Du Peyrou, Genève, 1782-1789 ; 最新の版
（スラトキン版）：Œuvres complètes, Edition thématique du tricentenaire, sous la direction de Raymond Trousson 
et Frédéric S. Eigerdinger, Slatkine Genève et Champions, 2012.
4　ブルック・ブースビーについては、とりわけ以下の二つの論考が参考になった。Jacques Voisine, « Un ami 
anglais de Jean-Jacques Rousseau : Brooke Boothby（1743-1824）», in Reveue de littérature comparée, no. 274, 
1995, pp. 215-224.（論文名中においてはブースビーの生誕年が 1743 年となっているが、正しくは 1744 年。）; Jacques 
Zonnefeld, Sir Brooke Boothby, Rousseau’s Roving Baronet Friend, La Haye, Uitgeverij « De Nieuwe Haagsche », 
2003.
5　Rousseau juge de Jean-Jacques, OC, I, pp. 663-664.
6　Jean François de La Harpe, Correspondance littéraire, Genève, Slatkine reprints, 1968, t. II, CXXXI, p. 297.
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はないでしょうか 7。

両者とも、作者であるルソーの精神状態が常軌を逸したものとして疑わない。そのほかの当時
の読者の反応も似たようなものばかりであり、『対話』が好意的に受け入れられることは皆無と
言ってよかった。さらに、このような批判はフランスだけにとどまらず、イギリス、ドイツ、イ
タリアなどのヨーロッパ諸国においても同じく、辛辣なものばかりであった 8。
読者のこのような反応こそまさに、ロンドン草稿のあとに出版された『ルソー全集』の編纂に
関与した、三人の編者たちが危惧していた事態であった。事実、『対話』を『ルソー全集』に収録
するべきか否か、彼らの間でも意見が分かれていた。ジラルダン侯爵（1735-1808）が、『対話』
を自伝的作品である『告白』や『孤独な散歩者の夢想』と共に、年代順に『ルソー全集』に収め
ようと主張する一方で 9、ポール＝クロード・ムルトゥー（1731-87）は、ルソーの意志に従って
『対話』を『ルソー全集』に収載することに否定的だった 10。最終的に『対話』は、アレクサンド
ル・デュ・ペールー（1729-94）によって、いくつもの文章や注を削除され、人物名を伏せられ、
そのうえで『告白』（二部構成）の第一部に続く、回想録の第二部として『ルソー全集』に収めら
れたのである。ルソーに対する反感を少しでも緩和しようとした『ルソー全集』の編者たちによ
るこれらの処置は、ルソーの意向と作品を彼らなりに尊重しようとしたゆえでありながらも、実
際にはテクストを改竄するという結果を招いたのだった。
一方で、ブースビーはロンドン草稿を編集するときに、文章も注も、人物名も削除しなかった。
ブースビーは『全集』の編者たちとは反対に、ルソーが清書した原稿通り、ありのままに文字を
起こすことに細心の注意を払ってこの作品を出版した。たしかに、ロンドン草稿の出版はルソー
への厳しい批判を巻き起こしてしまった。しかし、作品の尊重という観点において、ブースビー
による編集は、『全集』の編者たちによるジュネーヴ草稿の編集と比べて、配慮を欠いたものだっ
たとは言えまい。むしろ、ロンドン草稿のこのような編集方法は、ブースビーにとって極めて意
識的に、ルソーに対して忠実であろうとした結果であると見做しうるのである。
本稿では、ブースビーによる『対話』の編集の有様とその意味について考えたい。そのために
まず、ブルック・ブースビーとロンドン草稿について説明したあと、ルソーが理想としていた自
らの作品の編集方針について考察する。ここではとりわけ、『エミール』断罪後に出版された『ボー
モンへの手紙』（1763）や『山からの手紙』（1764）といった抗議文書、いわゆる論争作品が問題
となるだろう。そして最後に、ブースビーの書簡や回想録、および彼自身の手によるロンドン草
稿の「編者の前書き」の読解を通して、彼がなぜロンドン草稿をこのように編集したのかという
ことを検討したい。そうすることで、ルソーが文章に残した言葉と、ブースビーの編集との関係
を示すことができるだろう。

7　Correspondance littéraire, Juillet 1780, tome XII, p. 409.
8　Jacques Zonnefeld, op. cit., pp. 119-121.
9　CC. 7448（Girardin à Moultou, vers le 25 janvier 1779, XLIII, p. 65.）ルソーの書簡からの引用は以下の版を用
い、これ以降は先述のように略記する。Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau, établie et annotée 
par R. A. Leigh, Genève, Institut et musée Voltaire, 1965-1991.
10　例えば以下の書簡を参照のこと。CC. 7390（Moultou à Girardin, le 9 décembre 1778, XLII, p. 208.）
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1.　ブルック・ブースビーとロンドン草稿

ブルック・ブースビーとルソーの出会いと交流、そしてロンドン草稿の委託から出版までの過
程を追うことから始めよう。

1-1.　ブースビーとルソー
ブースビーがルソーと出会ったのは、1766 年 4 月、ルソーのイギリス亡命中のことであった。
この亡命は、1762 年 6 月の『エミール』断罪事件、つまり、『エミール』（1762）と『社会契約論』
（1762）がソルボンヌや高等法院の不評を買い、ルソーに有罪判決が下されたことに端を発してい
る。当時、犯罪者として追われることとなり、フランスにいられなくなったルソーには、スイス
各地を転々とする生活が強いられていた。そうした苦境のなか、ルソーに手を差し伸べたのがイ
ギリスの哲学者デイヴィッド・ヒューム（1711-76）であった。こうして、ルソーは 1766 年 1 月
にヒュームを頼ってイギリスに渡ることになったのである。
2ヶ月程ロンドンで過ごしたのち、ルソーはリチャード・ダヴェンポート（1706-71）の領地で
あったウットン・ホールに移動し、そこに身を落ち着ける。ブースビーはウットン・ホール近郊
のアッシュボーン・ホールに暮らしていた。当時、まだ男爵の爵位を継承していなかったブース
ビーは、ヨーロッパ各地を旅行し、イギリス人でありながらもフランス語に精通した若者であっ
た。彼の流暢なフランス語と共通の興味である植物採集が、彼らを友情で結び付けたのだった。
ルソーのウットン滞在中もブースビーは各地を旅しており、ルソーも 1767 年 5月にイギリスを
発っているため、二人が共に過ごした時間は短かったが、彼らは遠く離れて暮らすようになって
も手紙の交換を続けていた。1770 年にルソーがパリに戻ってからも、ブースビーはプラトリエー
ル通りにあった彼の家を何度か訪れ、ルソーに会っていたようだ。そしてついに、初めての出会
いから約10年後の1776年 4月 6日 11、イタリア帰りのブースビーはルソーからロンドン草稿を託
されたのである。

1-2.　「第一対話」のみのロンドン草稿
ロンドン草稿と決定稿、すなわちジュネーヴ草稿の間には大きな違いがある（図 1）。両者の構

成を比較してみると一目瞭然で、ジュネーヴ草稿は「第三対話」まで含むが、ロンドン草稿は「第
一対話」で中断している。また、ジュネーヴ草稿には「さきの著作のてんまつ」というタイトル
の後日談や、「さきの文中で語られた回状の写し」というパンフレットの写しが付されているが 12、
ロンドン草稿にそれらは含まれない。ロンドン草稿の最後に付けられている「ノートルダム委託
の失敗について」と「摂理への委託」という短い二つの文章は、決定稿であるジュネーヴ草稿に
おいては、少し変更を加えられ、「さきの著作のてんまつ」の中に組込まれた。要するに、これま
でロンドン草稿があまり注目されてこなかったのは、それが部分的な草稿であったためである。
では、「第一対話」以降の続きの部分はどうなったのだろうか。そのことを知るために、ブース
ビーが、友人であるジョージ・シモン・ハークール（1736-1809）に宛てた手紙を見てみよう。

11　ロンドン草稿の 1ページ目には、「この草稿は、ジャン＝ジャック・ルソー氏によって、1776 年 4 月 6 日に私に
託された　ブルック・ブースビー」というフランス語でのブースビーによる書込みがある。
12　1776 年 4 月、ルソーは道行く人々にこのパンフレットを配って回り、5月にはそれを友人たちに送ったという。
このエピソードについては、「さきの著作のてんまつ」を参照。Rousseau juge de Jean-Jacques, OC, I, pp. 984-985.
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あなたがご存知の通り、私はルソーの原稿の一つを持っています。その原稿はイギリスに置
いておくのが一番安全だと考えました。［ルソーは］その英語翻訳が直ちに終わることを望ん
でおり、対話の残りの巻を私に送る期日を決めてもいます 13。

ルソーからブースビーへの手紙は紛失しているために、彼がブースビーとどのような約束をし
たのかは明確ではないが、この手紙を読む限り、ルソーは『対話』の残りの部分もブースビーに
託すことを約束していたようである。ところが、一度は続きを渡すと約束したものの、ルソーは
この約束を反故にした。その理由が「さきの著作のてんまつ」内で告白されている。

私はこの若者［ブースビー］が委託物を受け取った態度にも、別れ際私に言ったことにも、
私の信頼の重みを感じ、心を動かされた人間の調子は見いだせなかった 14。

ルソーがブースビーに「第一対話」しか渡さなかったのは、ブースビーが信頼に足る人間なの
かを疑い始めたからだというのである。
一方、その当時のブースビーは、自分がルソーから疑いをかけられているなどとはつゆ知らず、
晩年のルソーの財政を気にかけ、ルソーが年金を受給できるように力を尽くし、さらにはルソー
をもう一度イギリスに呼び寄せる計画を立ててさえいた15。しかし、こうしたブースビーの奔走も
むなしく、ルソーはイギリスへ行かずにエルムノンヴィルへと向かい、年金を受け取る前にその
生涯を終えたのであった。

ジュネーヴ草稿（決定稿） ロンドン草稿
× 題名、エピグラフ、目次
序文 序文

この作品の主題と形式について この作品の主題と形式について
第一対話 第一対話
第二対話 ×
第三対話 ×

さきの著作のてんまつ（後日談）
ノートルダム委託の失敗について
摂理への委託　　　　　　　　　

×
ノートルダム委託の失敗について

摂理への委託
さきの文中で語られた回状の写し ×

図 1：決定稿とロンドン草稿の構成の差異

13　CC. 7131（Brooke Boothby à George Simon Harcourt, vicomte Nuneham, le 10 août 1777, XL, pp. 141-142.）
14　Rousseau juge de Jean-Jacques, OC, I, p. 983. ルソーのこのような態度の急変の原因については、晩年の彼の不
安定な精神状態に帰されることが多いが（ex. Jacques Voisine, op. cit., p. 220.）、ルソーは「さきの著作のてんまつ」
以外の場所で、ブースビーに対する不信について言及していないため、その真意をより詳細に探ることは困難であ
るというのが現状である。
15　年金の問題をめぐっては、以下の書簡などが参考になる。CC. 7131（Boothby à George Simon Harcourt, vicomte 
Nuneham, le 10 août 1777, XL, p. 141.）; CC. 7145（Boothby à George Simon Harcourt, vicomte Nuneham, le 14 
décembre 1777, XL, p. 177.）また、終の住処に関しては、ブースビーによって付された「第一対話」内の注に、以
下のように書かれている。「ルソー氏はイギリスに対する偏見を捨てたので、死の少し前、この国［イギリス］で晩
年を過ごすために、自分の終の住処探しを編者［ブースビー］に頼んだ。」（Rousseau juge de Jean-Jacques, OC, 
I, p. 1641.）
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1-3.　ロンドン草稿出版までの経緯
ルソーの死後、ブースビーはロンドン草稿の出版計画を、『ルソー全集』の編者の一人であるジ
ラルダン侯爵に知らせた 16。ところが『ルソー全集』の編者たちは、ロンドン草稿を出版すること
を強く反対し、出版をやめるよう、あるいはせめて計画を延期するようブースビーに何度も手紙
を送り続けた 17。これには、『対話』がいつ、誰によって公にされるべき作品であるのか、という
問題が大きく関わっていた。ルソーは四つある『対話』の草稿をそれぞれ別の人に託しており、
それぞれの受託者に公開時期の指定をしていたのだ。
まず、一番初めに清書された BNF草稿は、エティエンヌ・ボノ・ド・コンディヤック（1715-

80）に託された。委託の際、ルソーはコンディヤックに「今世紀が終わるまで開封しないでほし
い」と告げたという。コンディヤックに告げた開封期日は、BNF草稿が保管されていた封筒の表
書にも 18、「さきの著作のてんまつ」にも明記されている 19。一方、パリ草稿はダンジヴィエ伯爵
（1730-1810）に託されたが、公開に関する証言は未発見のままである。そして、ジュネーヴ草稿
は『ルソー全集』の編者の一人であるムルトゥーに渡された。彼はルソーから自分の著作集の編
者になるよう頼まれていた人物である 20。ルソーは自分の死の一ヶ月程前の1778年 5月 15日に、
『告白』などの原稿をムルトゥーに託しており、『対話』もその中に含まれていた。ムルトゥーが
ロンドン草稿の出版を断固阻止しようと試みたのは、彼はルソーから、「この作品は、［自分の］
死後20年経つまでは発表しない」という意向を示す手紙を受け取っていたからである 21。つまり、
BNF草稿とジュネーヴ草稿の二つの草稿に関して言えば、しばらくの間は『対話』を人目に触れ
させないでほしい、という願いとともに委託が行われたのである。
その一方で、ロンドン草稿は事情が違ったようだ。ブースビーの『回想録』によると、『対話』
は「彼［ルソー］の死後に出版されるための」作品であると述べられている 22。しかしながらこの
『回想録』での証言は、ブースビーが遠い昔の記憶を頼りに書いたものなので、必ずしも無謬であ
るとは言い切れない。現に、ブースビーは『回想録』のなかで、『対話』を託された年を「17....年」
と曖昧に記している 23。そのため、証言としてはむしろ、ジラルダン侯爵がデュ・ペールーに宛て
た手紙の方に信頼を置くべきかもしれない。

16　CC. 7471（Girardin à Du Peyrou, le 13 février 1779, XLIII, p. 126.）
17　CC. 7502（Girardin à Moultou, 18 mars 1779, XLIII, p. 196.）
18　封筒の表書には次のように書かれている。「この封筒の中にある原稿は決して私のものではない。これは委託さ
れたものである。これを私に託してきた人は、この小包が今世紀が終わるまで開封されないことを求めている。［…］
それゆえに 1800 年になる前にこの包みを開けることを禁ずる。［…］」（BnF, Banque d’images du département de 
la reproduction, picture collection.）
19　「さきの著作のてんまつ」では次のように述べられている。「［…］私はそれ［原稿］を、誰かもっと若い女性に
でも渡していただきたいとだけお願いした。その人なら、私や迫害者たちよりも十分永らえて、いつかはこの著作
を公表することができ、そして誰も傷つける恐れがないだろうと。［…］［コンディヤックは］私が頼んだように、
原稿は今世紀末までは印刷にも付されず、人にも知られないように万全の手配をしてくれたらしい。」（Rousseau 
juge de Jean-Jacques, OC, I, p. 982.）
20　CC. 7390（Moultou à Girardin, le 9 décembre 1778, XLII, p. 207.）
21　CC. 7506（Moultou à Girardin, le 25 mars 1779, XLIII, p. 204.）
22　Souvenirs de Brooke Boothby, CC, XL, p. 264.
23　この『回想録』は『対話』委託の 40 年後、つまり、73 歳のブースビーによって書かれたものである。Ibid, p. 
278.
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［…］私はさきほどイギリス人の若者［ブースビー］から手紙を受け取りました。それが私に
伝えるところでは、彼はまったくいかなる期日の指定もされず委託物［ロンドン草稿］を受
け取ったので、彼の現在の計画は、自分が持っている巻をロンドンで出版することであり、
そして作家の名誉、名声、意志のためにそれを成し遂げなければならないと考えているとの
ことです 24。

ルソーがこのようにロンドン草稿に限って出版の期日を指定しなかったという点について、
『全集』の編者であるムルトゥーは信用することができなかった。なぜなら、ルソーは自分だけで
なくコンディヤックに渡した BNF草稿にも公開時期の条件を付けていたし、何よりも、ムル
トゥーは後日談である「さきの著作のてんまつ」内でルソーがブースビーを信用しなくなった、
と記していることを、ジュネーヴ草稿を読んで知っていたからである 25。
かくして、『ルソー全集』の編者がブースビーに出版の計画を中止するよう要請したのは、即座
の出版を希望しなかった作者の意志を尊重しようとしたためであった。だが、ブースビーは自ら
の計画を断念したりはしなかった。というのは、ロンドン草稿には、ロンドン草稿にだけ書き加
えられた注があり、この注の存在がブースビーに出版計画を続けさせたからである。

一人のイギリス人を私の［草稿の］受託者、そして信頼できる相手として選ぶことは、イギ
リス国民ついて私が考え、口にしてしまったかもしれない悪意を、正当な方法で埋め合わせ
てくれるだろうと私には思われるのです。彼らは私についてあまりに誤解をさせられていた
ので、私の方でも彼らについて時々思い違いをしていたのかもしれません 26。

あえてイギリス人を草稿の受託者に選んだという、ロンドン草稿のみに存在するこの注の書き
込みは、『対話』のイギリスでの出版への決定的な後押しとなったのである。
こうしてブースビーは編集作業に取り掛かった。彼はルソーの原稿に忠実に、ありのままに文
字に起こすことを目指した。彼は編者として、3つの注釈 27、「編者の前書き」、そして「正誤表」
をその版に加え、1780 年の春にリッチフィールドでこの作品を出版した 28。ロンドン草稿はその
後、1781 年 1 月 5 日にブースビー自身によってロンドンにある大英博物館に寄贈されたことで、
今日の通称を得、現在は大英図書館で保管されている 29。

2. ルソー作品内で示される理想の編集方針

ロンドン草稿は、手稿に忠実であろうとするブースビーの意志に支えられ、ルソーが書いた通

24　CC. 7471（Girardin à Du Peyrou, 13 février 1779, XLIII, p. 126、下線強調は引用者）
25　先述したように、ロンドン草稿には「さきの著作のてんまつ」は存在しない。さらに、デュ・ペールーのブー
スビーに対する配慮から、1782 年に出版された『ルソー全集』からは当該箇所は削除されたため、ブースビーは自
らに向けられた疑惑について、幸いにも生涯知ることはなかった。
26　Rousseau juge de Jean-Jacques, OC, I, p. 1640.
27　Ibid., dans la Table des Matières, p. 1641 et p. 1648.
28　以下、ブースビーによる校訂版を参照する際は、Rousseau juge de Jean-Jacques, Dialogues, éd. par Boothby
と記す。
29　ロンドン草稿の整理番号は、Ms. 4925。
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り、文章も注も削除されずに出版された。実は、このような編集の方法は、ルソーの作品内で述
べられている願いに一致していると言える。では、その理想の編集とは一体どのようなもので
あったのだろうか。このことについて、ルソーの書簡や、論争作品である『ボーモンへの手紙』
と『山からの手紙』の読解を通して考察してみたい。

2-1.　テクストへの拘泥 ―『エミール』断罪前―
ルソーは作家活動を開始したばかりのときから、自分が書いた文章に他人の手が入ることで生
じる不備を大変嫌っていた。例えばルソーは、自分の手稿が、出版業者の手に渡り、そして印刷
されるまでの過程で生じる誤字や脱字にひどく敏感であった。ルソーは校正刷が手元に届くたび
に、細心の注意を払って原稿を調べ直した。その検証の対象は、綴りの問題だけにとどまらず、
句読点の一つ一つにまで至る。そのあと、誤植や修正箇所を細かく書き出して出版業者に送り返
していた。そして再び見直したときに、修正を申し立てた箇所が直されていなかったとしたら、
出版業者に対して落胆をまったく隠そうとはしなかった。とりわけ 18 世紀の印刷技術では、手書
きの原稿が印刷物になる過程で、しばしば間違いが発生したのであるが、それでもルソーは、出
版業者にも自分と同じくらい注意深く印刷作業に携わることを強く求めていたのだ 30。
一方で、18 世紀フランスには出版統制制度があり、検閲人によって、反宗教文書、反王権文書、
誹謗文書、反良俗文書と見做された本は、フランスでは公に印刷・出版できなかった 31。例えばパ
リの書店が『新エロイーズ』（1761）を売るためには、作品のいたるところを削除しなければなら
なかったのだ。たとえ作者の身の安全を守りながら作品を出版させるための対策であったとして
も 32、検閲による文章の削除に関しても、ルソーは常に不満を持っており、削除箇所があまりに多
かった『新エロイーズ』の版について次のように述べている。「しかし私は本屋にそれ［『新エロ
イーズ』の見本］を突き返します。この本は曲解と膨大な印刷ミスによってあまりに歪められて
おり、私はもはやその中に自分が書いたものを見いだせないのです。私はこの版を自らのものと
しては認めないということを明言しようと考えています。新聞や雑誌において公に行うこともあ
りうるでしょう。私の名の下でこんなふうに歪んだ化け物を、そしてこんなふうに切断された本
を出版するのはまったく正しいことではありません 33」。
この書簡のなかでルソーは、自らが書き上げながらも、姿を変えてしまった『新エロイーズ』
など、もはや自分の作品ではないし、その作者であることを公然と否認しようとする。このよう
に、ルソーと出版者との書簡からは、自らのテクストに対するルソーの作家としての強いこだわ
り、とりわけ、テクストの改竄に対する抵抗と嫌悪を読み取ることができるのである。

2-2.　テクストの改竄とルソー像の歪曲 ―『エミール』断罪後―

30　『人間不平等起源論』の校訂を行っていた、1754 年の出版業者との書簡からすでに、ルソーが原稿に対して非常
に細かい確認作業をしていたことが読み取れる。また、この点に関しては以下の論考が参考になった。Philip 
Stewart, Éditer Rousseau : enjeux d’un corpus, 1750-2012, Lyon, ENS éditions, Institut d’histoire du livre, 
2012 ; Nathalie Ferrand, « Jean-Jacques Rousseau : le dernier état de la Lettre à D’Alembert sur les spectacles
（1758）», in Genesis, Brouillons des Lumières, 34, 2012, pp. 135-157.
31　18 世紀フランスの検閲制度に関しては多くの参考文献があるが、とりわけ以下の論考を参照した。木崎喜代治
『マルゼルブ―フランス一八世紀の一貴族の肖像』、岩波書店、1986 年。
32　同書、115 頁。
33　CC. 1235（Rousseau à François Coindet, le 26 janvier 1761, VIII, p. 29.）



－ 33 －

ところが、『エミール』断罪という「事件」を境に、このような作家としての固執は、その後の
執筆活動それ自体に甚大な影響を及ぼすルソー独自の執着へとその性質を変える。換言すると、
ルソーはこの「事件」以降に書かれた作品のなかで、歪曲された書物というものが、歪んだ自己
像を読者に伝える媒介物になりうるということを声高に主張するようになるのである。
この事件で、犯罪者の汚名を着せられたルソーは、『ボーモンへの手紙』や『山からの手紙』と
いった論争作品のなかで、作品と自身に下された裁きの不当性を訴えながら、同時に、自己を語
ることでその無実を証明しようと試みている。そのため、『ボーモンへの手紙』はしばしば自伝的
な側面を持った作品であると評されるが 34、ジャン＝マリ・グールモはこの『手紙』が、それ以前
の著作とは一線を画していることを次のように述べている。

『ボーモンへの手紙』を通して、ジャン =ジャックは真理を述べるのではなく、高位聖職者
によって歪められた彼という人間と、その考えの誠実さ［本質、真実］とを回復させるつも
りである。「もしあなたが私の本だけを攻撃したのであれば、私はあなたに言わせたままにし
ておいたでしょう。しかしあなたは私の人格も攻撃なさいました。」ジャン＝ジャックはここ
で、作家ルソーよりも重要である。この『手紙』［『ボーモンへの手紙』］の冒頭から、言うべ
きことの要点が「運命の特異さ」であることは象徴的である。ジャン＝ジャックが言説の第
一の対象となるばかりではない。真実への関わり方もまた全面的に変貌するのである。何よ
りもまず、差し出された命題の真の特徴を強調するのではなく、話し手［ルソー］の誠実さ
を強調している 35。

こうして、この作品以降、ルソーは死の直前まで、様々なスタイルで自分自身を弁護する作品
を書き続ける。ルソーは自己弁護をし、自らに下された判決の不当性を訴えるが、それでは、ル
ソーの訴える不当性とは一体どういうものなのだろうか。
『ボーモンへの手紙』は、パリの大司教クリストフ・ド・ボーモン（1703-81）によって発表さ
れた「教書」への返答である。「教書」のなかで、ルソーはボーモンから「無神論者」、「ペテン
師」などと責め立てられる。ところがルソーによると、このような人格への攻撃は、全くの言い
がかりであり、ボーモンによるルソー作品の読み方に問題があるというのだ。ルソーの言い分は
以下に典型的である。

あなた［ボーモン］は私の主張をより厳しいものにするために、ご親切にも「つねに」とい
う語を削除することから始めています。そうなさることは、私の命題を修正するだけでなく、
それに別の意味を与えることになります。［…］猊下、あなたは作品を大変軽く読んでいらっ
しゃいます。いい加減に引用していらっしゃいます。あなたは作品の名誉をひどく傷つけて

34　Pierre Trahard, Les Maîtres de la sensibilité française au XVIIIe siècle 1715-1789, t. 3, Genève, Slatkine 
Reprints, 1967, pp. 15-16. そのほかにも、例えばエドマンド・バークは、『ボーモンへの手紙』の抜粋に 、« Character 
of Mr. Rousseau »というタイトルを付けてイギリスで紹介した（Jacques Voisine, J.-J. Rousseau en Angleterre à 
l’époque romantique : les écrits autobiographiques et la légende, Didier, 1956, p. 131.）
35　Jean-Marie Goulemot, « Pourquoi écrire ? Devoir et plaisir dans l’écriture de Jean-Jacques Rousseau », in 
Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, IV, 1980, pp. 222-223. （下線強調は引用者。また引用内にある
『ボーモンへの手紙』の引用は、Lettre à Beaumont, OC, IV, p. 927.）
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いるのです。私は検閲を行う立場の人間は、自分の判断を下すにあたって、もう少し厳密な
検討をするべきだと思います 36。

同じように、匿名で発表された『野からの手紙』37 への返答である『山からの手紙』でも、ル
ソーは次のように述べている。「私のもろもろの主張は、元の場所においてはいかなる害ももたら
しえないものでした。私が与えた意味のままに理解されれば、それらは正当で、有益で誠実なも
のでした。それらを罰すべきものにしているのは彼ら［ルソーを咎める者たち］の偽造、虚偽、
不正な解釈なのです。［…］作品をバラバラにし、あらゆる部分を歪め、非難を行う不誠実な者の
選択によってあちこちから切り取られた切れ端に基づき判断するという卑劣なやり方に対して、
これまでに幾度、名誉を傷つけられた作家と憤慨した公衆は抗議したでしょうか。善は悪を正し、
悪を説明するものですが、そこから悪のみを切り離し、至るところで本当の意味を歪めながら、
不誠実な者は自ら悪を生み出しているのです 38」。
ルソーの批判者たちが、彼らの作品のなかで『エミール』や『社会契約論』を糾弾するとき、
彼らはテクストを間違って引用したり、本来書かれたはずの言葉を故意に削除することで、作品
の本当の意味をねじ曲げ、自分たちに都合のいいように、作者の意図までをも変えてしまう、と
いうのがルソーの言い分である。こうすることで、作品内で表明されたルソーの意図は善から悪
へと変わってしまうというのだ。論争作品のなかで、ルソーは幾度となく彼らのこのような行為
に対して抗議をしている。そしてルソー自身が抗議文に反論するときには、彼らと同じように卑
劣な手段を取らぬよう、自分は正確な引用を行うと繰り返すのである 39。
ルソーはボーモンや『野からの手紙』の作者であるトロンシャンによる糾弾の方法のなかに二
種類の不正行為を見出した。第一に、裁き手が「作品」それ自体を故意に破壊すること、第二に、
その破壊されてしまった本、もはや作者の誠実な意図がねじ曲げられてしまった作品を通して、
本来とは異なる本性をルソーに押し付け、彼の名誉を傷つけることである。歪められた作品を証
拠として、歪んだ作者像が作り出されることの弊害は、「無神論者」、「ペテン師」、「忌まわしい
男」、「極悪人」といった中傷にとどまらず、事態はもっと深刻で、有罪宣告と犯罪者の汚名をも
伴わせる。ルソーは、もしかしたら自分は作品のなかで間違ったことを書いたかもしれない、と
打ち明ける。しかしながらそれは、「作家としての間違い」であって、「犯罪者としての罪」では
ない 40。自分が犯罪者にされたのは、自らの言論が告発者たちによって歪曲されたからなのであ
る。もし読者がルソーの作品を読んでおらず、抗議文だけに目を通し、評判だけを耳にしていた
としたら、ルソーが公平に判断されることは絶対にないだろう。なぜなら、公衆は自らの判断で
はなく、ルソーの批判者たちによるフィルターを通してルソーとその作品を知ることになるから
である。
しかしルソーは、自分には自身の無実と誠実な本性を証明できる確固たる証拠があると考え
る。それこそがまさに、他人の検閲が介入していない自らの作品、すなわち「無傷の作品」なの

36　Lettre à Beaumont, OC, IV, pp. 948-949.
37　匿名で出版されたこの作品の著者は、ジャン＝ロベール・トロンシャン（1710-93）である。
38　Lettres écrites de la montagne, Lettre I, OC, III, p. 707.
39　一例として、「私の迫害者の流儀を模倣しないようにするために、つねに文章を忠実に写すことから始めましょ
う」というルソーの言葉が挙げられる（Lettres écrites de la montagne, Lettre V, OC, III, p. 788.）
40　このことは、『山からの手紙』「第一の手紙」内で繰り返し述べられている。
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である。歪められた作品に基づいてルソーは有罪判決を下された。だが、もし反対に、ルソーの
作品がありのままの状態であったなら、果たして同じ結果になったのであろうか、とルソーは問
う。そしてルソーは裁いた人間こそ、神によって有罪を宣告されるであろうと言い放つ。それも、
自分よりも身分の高い聖職者に対してである。

もしあなた［ボーモン］が私と同じように一個人であったなら、そして私があなたを公正な
法廷に召喚することができ、私たちが二人とも、私は自分の書物を持ち、あなたはあなたの
教書を持ってそこに出頭していたなら、あなたは確実に有罪を宣告され、私に対する侮辱が
公然と行われたのと同様に、私に対して公然と償いをするよう命じられているでしょうに 41。

ルソーにとって、自らを裁く者たちの不正をとがめるのは、すべてを見通すことのできる神だ
けではない。読者もまた、改竄されていない作品を彼ら自身で直接読んだとするなら、つまり、
誰もがルソー作品を曲解することなしに読みさえすれば、むしろ書物を通してルソーの真の本性
が分かるというのが彼の言い分なのである。そして、たとえ 18 世紀の読者がすでに公論によって
毒されていたとしても、自らの作品さえ後世に残れば、後世の読者が作品を読んで、そのとき必
ずや真実が明らかになるだろうという確信さえルソーは持っている。

［…］私の著作はあなた方の意に反してあなた方の恥辱として残るでしょう。キリスト教徒た
ちは、先入観を持たぬようになり、あなたが見出したと主張しているおぞましさを私の著作
の中に探してみて驚くでしょう。彼らはそこに、聖なる主の教えと共に、平和と和合と愛徳
の教えしか見出さないでしょうから 42。

このように、公正な読者が誕生するためには、ルソーの作品が無傷のままで残されている必要
がある。ルソーが求めたのは、作品のそのような編集であったと考えられるだろう。

3. ブースビーによるロンドン草稿の編集

本稿の始めですでに述べたように、デュ・ペールーはジュネーヴ草稿内のいくつもの文章と注
を削除した。彼によって、「第二対話」、「第三対話」、「さきの著作のてんまつ」内の文章 13 カ所
と 9個の注が『対話』から取り除かれたのである。その後、プレイヤード版の『ルソー全集』が
発表される 1959 年まで、削除された箇所が日の目を見ることはなかった。
一方、同じく先述したように、ロンドン草稿に関しては、ルソーの手になる草稿とブースビー
の編集を経た印刷版を照らし合わせると明白なのだが、そこではジュネーヴ草稿の編集において
争点となる、人物名を含めたテクストや注の削除は見当たらない。そればかりか、ブースビーは
ルソーの文章を可能な限り、ありのままに読者に提示しようと注意を払ってさえいたようだ。
ブースビーによるこのような編集方法は、熟慮の末に選ばれたものであると考えられる。その根
拠を以下で明らかにしたい。

41　Lettre à Beaumont, OC, IV, p. 1007.
42　Lettre à Beaumont, OC, IV, p. 983.



－ 36 －

3-1.　変更への注記
ロンドン草稿に付された、ブースビーによるあとがきでは、以下の注が付けられている。

この版は地方の小さな町で、この言語［フランス語］に精通していない人々によって作成さ
れたので、読者はこの版にある見落とされた間違いに対して寛大でいて下さるでしょう。こ
れらの誤りの他に、［ルソーの］原稿のなかには句読点や綴りにいくつかの特徴がある。編者
は作者に対する敬意から、文意が完全に必要とした場合にしか変更したくなかった 43。

確かに、印刷された版にはアクサンの付け忘れや、固有名詞の大文字と小文字の混同、ヴィル
ギュルやポワンなどの句読点の付け忘れなどが間々見つかる。しかし注において、それらは意図
的に成されたものでは決してないということが表明されている。また、誤植だけでなく、ルソー
が書いた草稿内にもわずかに誤字が存在するが、完全な誤字であると認められる場合には、修正
は必要事項であると考えられたため、それらはできる限り修正され、印刷に付されている。この
点についても、ブースビーがルソーの用いた語彙に対して、むやみに変更を加えないよう心がけ
たということが注で読者に表明されている。

3-2.　正誤表 Table d’erreurs

この注記のほかに、印刷版にはさらに、正誤
表が付けられており（右図）、そこでは草稿と印
刷物の間に生じた差異が細かく指示されてい
る 44。この正誤表で示されているのは、印刷後に
発見された誤植である。
例えば正誤表の上から 8番目、81 ページ、8
行目、と指示されている箇所は、« inflames »と
いう語が、« infames »と読むよう指示されてい
る。というのは、この単語は本来 « infames »と
綴られなければならないにもかかわらず、ブー
スビーによる印刷版の本文では « inflames »と
間違って綴られているからだ。この語はルソー
が書いた草稿内では正しく« infames »と綴られ
ているため、ブースビー側の間違いということ
になる 45。そのため、ブースビーは読者にこの部
分を « infames »と読むよう知らせているのだ。
次に上から 4番目、36 ページ、9行目、と指示されている箇所を参照しよう。定冠詞の « Les »

が « Le »と修正されている。この文章は、印刷版の本文において、« Les tourment de la possession 

empoisonneroit »と書かれている。しかし、« tourment »の語尾と動詞の活用を見ると分かるよ
うに、ここは正しくは単数形の « Le »と綴られなければならない。では、ブースビーが間違って

43　Rousseau juge de Jean-Jacques, Dialogues, éd. par Boothby, p. 334.
44　Ibid., p. 334.
45　Éd. p. 81. / Ms. p. 27.
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複数形の « Les »としてしまったのだろうか。実は、この箇所はルソーの書いた草稿内でも同じ
ように « Les tourment de la possession empoisonneroit »と書かれている46。つまり、この間違い
は初めからルソーの草稿内にあった、ルソー自身の誤字ということになる。ルソー自身の誤字は、
まず訂正され、そのあと印刷されると述べたが、印刷前の段階で見落とされてしまった間違いが、
印刷後に再び点検され、そして正しい綴りで正誤表に載せられたのである。
正誤表に関して言えば、例えばこれまでにも、『演劇に関するダランベール氏への手紙』（1758）

の初版にも付けられた。しかし、『ダランベールへの手紙』に付けられた正誤表は、あくまでル
ソーが出版業者に依頼して付けてもらったものであり、出版業者が印刷の過程で生じた間違いを
一字一句自発的に調査して掲載したのではない47。そのため、ブースビーがロンドン草稿のために
あえて作成した正誤表とはその意味が大いに異なるのだ。
綿密な探索を経たのちにも、印刷された本の中には正誤表に載せられていない誤植がときおり
見受けられる。それでも、これらのパラテクストが示すのは、ブースビーが可能な限りルソーの
原稿に逐字的に忠実であろうとしたということである。

3-3.　編者の前書き Avertissement de l’éditeur

逐字的に忠実であろうという意志をより明白に示すべく、最後に、ブースビーによる「編者の
前書き」に着目したい。この「前書き」の中でブースビーは、ルソーに対する迫害の嵐が 16 年も
の間どれだけ激しく吹き荒れていたのかを、事情をよく知らないであろうイギリスの読者に示す
ために、匿名で発表されたヴォルテールの作品である『市民の意見』（1764）と、ディドロの作品
である『セネカの生涯に関する試論』（1778）の一部分を引用している 48。ヴォルテールはそこで、
ルソーが自分の子どもたちを孤児院の門前に捨てたことを暴露し、彼のことを「自然のあらゆる
感情を公然と捨て去った」と糾弾している。また、ディドロはルソーの名を挙げず、スイッリウ
スを非難しているという体で、ルソーの恩人たちに対する恩知らずな態度や旧友たちを貶めよう
とする人間性に対して嫌悪感を示している。
ブースビーは彼らに何と言って反論するのだろうか。意外なことに、これらの作品を引用した
あと、ブースビーは自身の「前書き」のなかでヴォルテールやディドロに対して反論を行いはし
なかった。彼はそこで、ルソーを擁護しなかったのだ。なぜならば、人々がルソーという人間を
知るために必要となるものは、自らによる弁明ではないとブースビーははっきりと認めていたか
らである。それでは一体何が必要だというのだろうか。ブースビーによる「前書き」は以下の言
葉で締めくくられている。

ソクラテスは自らが生きている間に、彼が示した教えや模範によって大勢の弟子を集めてい
ました。そして私たちがこのすばらしい人物について知っているすべてのことは、幾人かの
弟子たちのおかげなのです。ルソーは自らの時代にたった一人で生きていました。しかし彼
の本が私たちに残っています。そして彼の本を読む能力を持つ人々にとっては、彼の人生、

46　Éd. p. 36. / Ms. p. 12.
47　Nathalie Ferrand, op. cit., p. 136.
48　Brooke Boothby, « Avertissement de l’éditeur », dans Rousseau juge de Jean-Jacques, Dialogues, éd. par 
Boothby.
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彼の生活習慣に関する他の物語は必要ないのです 49。

ルソーのことを知るために残されなければならないのは、ルソー以外の人間の証言ではない。
たとえそれが好ましい証言であったとしても、である。なぜならその役目を担うべきは、結局の
ところ、ルソーのあるがままの姿の作品であるとブースビーは判断したからだ。ブースビーの『対
話』編集背景には、こうした信念が見られるのである。

おわりに

ブースビーがルソーに宛てた手紙のなかに、次のような一節がある。

私はあなたのことをほとんどあなたの著作の中でしか知りません。美徳への愛を感覚として
吹き込むために書かれているように思えるのは、現代の作品のなかであなたの著作だけで
す。あなたの作品だけが心と精神に同時に働きかけ、その美徳に興味を持たせます。私はこ
のような作品を読みながらも、同時にその作者を愛さないような人とは決して友人になれな
いだろうと感じています 50。

ルソーの後半生の多くの時間は自己を語ることに費やされた。そして同じように、ルソーの敵
たちも友人たちも、誰も彼もがルソーのことを語りたがった。ヴォルテールやディドロの例が示
すように、敵たちはルソーの私生活の秘密や、彼のひねくれた性格を暴き出そうと躍起になった
し、友人たちはルソーとの個人的な関係に基づいて、彼の知られざる素顔を描いてみせよう試み
たのだった 51。
彼らとブースビーの間には決定的な違いがある。ブースビーがルソーの名誉を守るために、つ
まりルソーへの愛ゆえに行ったのは、ルソーという人間を語るのではなく、自らに託された『対
話』を完全な姿で後世に伝えることだったのだ。

49　Ibid.
50　CC. 6262（Boothby à Rousseau, le 24 février 1768, XXXV, pp. 144-145.）
51　 一 例を挙げるなら、Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, La Vie et les ouvrages de Jean-Jacques 
Rousseau, Édition présentée et annotée par Raymond Trousson, Honoré Champion, 2009.
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カステル神父の「リボン」
─ リヨン・アカデミー所蔵 1741 年の未発表書簡を中心に ─

Le « ruban » du père Castel
̶ autour des lettres inédites de 1741 à l’Académie de Lyon ̶

寺　尾　佳　子（Yoshiko TERAO、日本学術振興会特別研究員）

Résumé

Depuis la Grèce antique, on a cherché une correspondance entre son et lumière ; Louis-

Bertrand Castel（1688-1757）tenta de lui donner forme en mettant au point un « clavecin 

oculaire » pour voir de la musique. Bien que son projet restât inachevé, il continua toute sa 

vie à préciser sa théorie et à faire de nombreux essais pour sa réalisation. De ces tentatives, 

est née l’idée d’employer un « ruban » teint présentant les 144 « degrés » que Castel distingue. 

Diderot fait une mention importante de ce « ruban du père Castel » dans Le Rêve de D’
Alembert（1769）.
Nous étudions ici deux lettres qui mettent en évidence le tâtonnement autour des possibilités 

de la réalisation de ce « ruban ». Castel entretenait à l’époque des relations scientifiques et 

amicales avec des académiciens lyonnais, et il envoya en 1741 ces deux lettres à Jean-Pierre 

Christin, secrétaire de la classe des Lettres à l’Académie de Lyon. Notre inventeur y détaille 

l’idée de faire réaliser par la fabrique lyonnaise son fameux « ruban », en utilisant une suite 

de gradations imperceptibles dans toutes les nuances des couleurs. À l’aide de ces deux 

lettres inédites, notre but est d’analyser comment les échanges avec cette Académie ont 

participé au développement de la théorie de Castel.

万物は絶えず流転している。……あらゆる動物は多かれ
少なかれ人間であり、あらゆる鉱物は多かれ少なかれ植
物であり、あらゆる植物は多かれ少なかれ動物である。
自然には何ひとつ分明なものはない。……カステル神父
のリボンだ……そうです、カステル神父さん、あなたの
リボンですよ 1。
 ―ドゥニ・ディドロ『ダランベールの夢』

1　ドゥニ・ディドロ『ダランベールの夢』、新村猛訳、岩波文庫、1958 年、52 頁。
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はじめに

「色彩の音楽」に関するカステルの計画では、異なった二種類の研究が同時に進められていたよ
うに思われる。一つ目は、クラヴサンの鍵の動きに応じてそれぞれの音に対応する色彩が出現す
る装置の研究で、二つ目は、それらの色彩（音）を、染色された「リボン」という形で表現する
ものである。この論文で扱うのは、後者の「リボン」の実現の方である。
「音の色を見る」というと、特殊な感覚の経験であるように思えるかもしれない。19 世紀の詩
人ランボーが「aは黒、eは白」とうたった「母音」や、あるいは作曲家スクリャービンの音と
色彩の融合を企図した音楽を思い浮かべるだろうか。しかしながらふと日常を振り返ってみる
と、このような感覚を横断するような発想は、ひそかにわたしたちの生活に浸透していることに
気づく。たとえば、コンピューターで音楽を再生するさいに用いられる視覚エフェクトでは、さ
まざまな色をした波の形で音が表され、これは音を「見せる」表現法のひとつといえるだろう。
音楽と色彩（そして天体）の照応関係は、じつは古くから理論のレベルで論じられてきた。古
代ギリシャの数学者ピタゴラスは、数と音のあいだに密接な関わりを認めて音階を見出し、そし
て、この音楽のもつ調和をとおして宇宙の法則を解釈しようと試みた。17 世紀、18 世紀初頭にお
ける色彩の学説も、アタナシウス・キルヒャーやニュートンらにみられるように、いぜんとして
音楽理論とわかちがたく結びついていた。こうした流れのなかで、1725 年、ルイ＝ベルトラン・
カステル （Louis-Bertrand Castel : 1688-1757）は新しい「色彩の音楽」論を発表した。カステル
の試みが際立っているのは、それが理論の枠を越え、「音楽を目でみる」ための装置の製作という
形で、音楽／色彩の照応理論の実践に挑んだ点である。残念ながらカステルの試みは結局おそら
く実現されず、図面すら残っていない。そのため、機械のメカニズムも、最終的な形態も不明で
ある。
しかしながら、未完に終わったとはいえ、カステルはその構想の実現をめざし、長期間にわたっ
て理論の精緻化と実践とをいくども繰り返していた。その試行錯誤の途上で、染色された「リボ
ン」という形で 144 段階の色彩（音）を表現する発想が生まれる。この論文で取り上げるのは、
その「リボン」の実現の可能性を模索する経緯をあきらかにする書簡である。1741 年にカステル
がリヨン・アカデミーへ書き送った二通の未発表書簡 2 を資料に用いて、「リボン」製作のための
実践的な議論が、カステルの理論の展開とどのように関係しているのかをここで分析したい。
「色彩の音楽」論の実現にむけた「リボン」の染色という主題は、色彩論、絵画論、音と色彩の
照応理論、美学、共感覚など幅広いテーマを内包しているために、それについての研究は、18 世
紀という時代の一面に光を当てることになるだろう。また、上に触れたように、音の視覚化が身
近になりつつある今日から、18 世紀文化にひろく影響を及ぼしたカステルの構想を見直すこと
は、今日の映像文化の一側面を映し出すことにつながるだろう。
この論文では、まず、「色彩の音楽」論がはじめて公にされた 1725 年以降、いかに理論が進展

して「リボン」の構想が生み出されていったのかその経緯を浮かびあがらせる。第二章では、そ
の「リボン」の構想と当時の色彩理論との影響関係を考察する。さいごに、リヨン・アカデミー

2　Académie de Lyon, Ms 268-I-136 ; 140 ; 141. この手紙の全文に関しては、本稿と並行して発表された以下の研究
を参照のこと。Denis Reynaud et Yoshiko Terao, « Deux lettres du père Castel à l’Académie de Lyon », Mémoires 
de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, 4e série, t. 12, Lyon, Édition de l’Académie, 2013, pp.190-
195.
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とカステルとのあいだでなされた、「リボン」製作についての具体的議論のさまを、両者による往
復書簡を紹介しながらあきらかにしたい。

1. カステルの生涯と「色彩の音楽」論

1-1. カステルの人物像
ルイ＝ベルトラン・カステル神父は、1688 年にモンペリエで生まれ、1757 年パリでその生涯を終

えている。ボルドーとルーアン、リヨンのアカデミー、そしてロンドンの王立協会の会員であった 3。
神父はトゥールーズのイエズス会で教育を受けたのち、1712 年からクレルモンで修辞学を教え

ている4。同時期、ラモーがそこでオルガン奏者をつとめていた5。カステルの書いた論考がフォン
トネルらの目にとまり、彼らの勧めにより、1720 年にカステルはパリにやってくる。パリでは、
コレージュ・ルイ＝ル＝グランで 30 年以上のあいだ教鞭をとり、数学、物理学、音・光の物理
学、火薬学、時計技術、軍事建築学等さまざまな教科を担当している 6。また、ごくはやい時期か
らジャーナリズムにも精力的にたずさわっていた。『トレヴー』誌の主要寄稿者のひとりであり、
個人的論考をおよそ30件のほかに、300件を超える書評を同誌に掲載している7。20年代はじめの
書評には、ラモーの『和声論』、ニュートン『光学』の書評等がある。また、20 年から 45 年まで
は同誌の編集に従事していた。24 年から 55 年のあいだには、『メルキュール・ド・フランス』に
もおよそ 30 件の記事を寄せている 8。この『メルキュール・ド・フランス』に、カステルによる視
覚用クラヴサンについての論考がはじめて掲載される。

1-2. 1725 年『メルキュール・ド・フランス』における視覚用クラヴサンの構想
1725 年 11 月、カステルは、『メルキュール・ド・フランス』に「音ならびにあらゆる種の楽曲
を描く術を備えた、目のためのクラヴサン」というタイトルの論文を発表する 9。その「クラヴサ
ン」の構想の特徴はつぎのように述べられている。

音
0

を目に見える
0 0 0 0 0

ようにすること［…］音ならびに音によって作られうる音楽全体を描く
（peindre）こと。私が言うのは、これらの音および音楽を実際に

0 0 0

描くことであり、色彩を用
いて、それもそれらに固有の色彩

0 0 0 0 0

を用いて絵を描くということである。要するに、それらの
音および音楽を、耳にとってもそうであるように、目に感知可能なものにして現前させるこ
とであり、耳の不自由な人が、音楽をきく人と同じようにその美しさを味わい

0 0 0

、判断する
0 0 0 0

こ
とができるように、また逆に、ことわざに反することにはなるが、目の不自由な人が色彩の

3　Anne-Marie Chouillet-Roche, « Le clavecin oculaire du père Castel », Dix-huitième siècle, n˚8, 1976, Paris, 
Éditions Garnier Frères, p.141. リヨン芸術アカデミー登録簿によれば、1748 年 12 月に、カステルはリヨン・アカ
デミー会員に選出されている。
4　Corinna Gepner, Le Père Castel et le clavecin oculaire, Paris, Honoré Champion, 2014, p.8.
5　Chouillet-Roche, op.cit.
6　Gepner, op.cit.
7　Chouillet-Roche, op.cit.
8　« Castel », Dictionnaire des journalistes（1600-1789）, Jean Sgard（dir.）, Oxford, Voltaire Foundation, 1999, p.193.
9　Castel, « Clavecin pour les yeux, avec l’art de peindre les sons, et toutes sortes de pièces de musique », 
Mercure de France, Paris, Guillaume Cavelier, novembre 1725, pp.2552-2577.
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美しさを耳で
0 0

判断できるようにするのである 10。

「目のためのクラヴサン」とは、「色彩」という手段を用いて、音と音楽を文字どおり描き出し、
それらを視覚的に感じさせる装置である。この 25 年の論文によれば、カステルの構想は、おもに
ドイツの学者アタナシウス・キルヒャーの光と音の類似性を主張した学説をもとにして生み出さ
れた11。光／音という主題のなかで、カステルは絵画における色彩と音楽における音を主たる研究
対象とする。芸術におけるこれらの二つの素材は、キルヒャーにくわえて、ニュートンにおいて
もその親和性が指摘されている。彼らの主張によれば、色彩の移行は音階に準じ、「それぞれの音
は、それぞれの色彩に対応している」12。カステルは、実際に「音を見る」ための装置を作る目的
で、この音楽／色彩の照応理論を独自のやり方で発展させる。
まず、理論の実践化を踏まえたさいに、色彩と音のあいだには「本質的な相違」がある。色彩
は、絵画の色彩がそうであるように、「静止した fixe」性質をもっている。一方で、音楽は「フー
ガ」に顕著であるように、「はかない fugitif」、「変わりやすい volage」性質をもっている 13。こう
した色彩と音との違いを指摘した上で、カステルは、新しい「視覚の音楽」において、音のもつ
流動的な性質をベースとして、そこに色彩を適応させることを目標とする。つまり、不動であっ
た色彩に、動きをあたえ 14、最終的には、音楽の旋律や和声に認められる「美しさ」を色彩にもた
らすことをめざす 15。
では、どのようにして音楽を奏でるように色彩を演奏してみせるというのだろうか。視覚用ク
ラヴサンにおける色彩の提示法は、この 25 年の論文のなかでつぎのように述べられている。その
方法とは、クラヴサンの鍵盤を指でたたきながら、「各鍵に対応する音をきかせるのと同じ順に、
そして同じ組み合わせで色彩が現れるようなやり方で、色彩を配置」するというものである 16。こ
うして、クラヴサンの鍵の動きに合わせて一連の色彩を動かすことにより、「不動の画布において
はけっしてもたなかった生気と軽快さ」を色彩にあたえる可能性がひらかれるのである 17。
そして、このクラヴサン方式にくわえて、「音楽と音を描くより簡単なもうひとつの方法」が論
文の終盤で触れられていることに注目しておこう。それは、楽曲における音価やパート等の区別
を尊重しながら、音を一枚の「画布 toile」や、「タペストリー」上に「定着」する方法であると
いう。

リゴドンやメヌエット、サラバンド、パッサカリア、ソナタ、カンタータ、さらにお望みな
ら、オペラにおける楽曲まるまる一式の演奏のタペストリーで飾られた部屋（chambre 

10　Ibid., p.2553. 強調はカステルによる。
11　Ibid., pp.2557-2558. カステルによれば、キルヒャーの『普遍音楽』（1650）におけるつぎのような言及が視覚用
クラヴサン構想のおもな発想源である。「音は動きによって様々に着色された空気に過ぎない。楽器が弾かれた際
に、空気の非常に繊細な動きを見ることができる者がいるとするなら、まさに美しい絵画のようなものが彼には見
えるに違いない。」（アタナシウス・キルヒャー『普遍音楽』菊池賞訳、工作舎、2013 年、252 頁。）
12　Ibid., pp.2559-2560.
13　Ibid., pp.2562-2563.
14　Ibid., p.2565.
15　Ibid., p.2571.
16　Ibid., p.2567.
17　Ibid., p.2573.
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tapissée）がどのようなものになろうか、ご想像がつきますか 18。

ここにおいてカステルは、論文のタイトルにあるように、「目のためのクラヴサン」について論
じている。しかしながら、この第二の方式には、「クラヴサン」という鍵盤楽器のもつ特性はまっ
たく反映されていない。「クラヴサン」という名称は比喩にすぎず、あくまで、「音楽を色彩で描
く」というカステルの構想の主題のみが論点となっている。そして、どのような手段によって、
どのような案配で、どのような種類の織物に着色をほどこすのか、そうした具体的な問題にはま
だ立ち入っていない。
このように、1725 年の記事において、「クラヴサン」モデルに並行して、布に音楽を表現する

という案がすでに示唆されていた。この二つ目の方式は、その後急速に具体性を帯びていくこと
になる。

2. 「リボン」の構想における音楽／色彩照応理論

1725 年に『メルキュール・ド・フランス』に発表された記事は、のちにフランスを中心にヨー
ロッパ中で視覚用クラヴサンに対して寄せられる並々ならぬ関心を生むきっかけとなった 19。以
後 30 年以上にわたり、カステルは「色彩の音楽」論の練り上げに取り組み、その実践可能性を模
索することになる。のちのカステル自身の言葉によれば、25 年の時点では、この構想はじつは
「純然たる理論」にすぎなかった。しかしながら、その 10 年後には、「純然たる実践事項」に変
わっていった 20。そして、33 年には「光学／音響の実験」を実際におこない 21、さらに、35 年、「光
学と音響の新実験 22」を『トレヴー』誌に発表する。この論考は親交のあったモンテスキューに宛
てた形で書かれている。この記事のなかで、「視覚の音楽」のために「グラデーション」に染めら
れたひも状の絹織物を使用する案が出版物においてはじめて登場する 23。この構想は、その5年後
に出版される『色彩の光学 24』（1740）において、より鮮明に描き出されることになる。この本の
なかでは、「リボン」に染め出す色彩をめぐってカステルの色彩論（音楽／色彩の照応理論）が展
開される。この理論は、ニュートンの色彩論への異論と、音楽的規則性の色彩への適用というお
もに二つの基盤から成り立っている。

18　Ibid., pp.2573-2574.
19　視覚用クラヴサンとルソーやコンディヤック、ディドロの言語論との関係については、以下の論文を参照のこ
と。Akira Baba, « Langage esthétique et système épistémologique », Étude Jean-Jacques Rousseau 16, Musée 
J.-J. Rousseau-Montmorency, 2008, pp.175-198.カントやメンデルスゾーン、ヘルダーなどドイツ哲学者との関係に
ついては、以下の論文を参照のこと。杉山卓史「啓蒙主義の徒花か、ディスコの先駆か―色彩クラヴィーアをめぐ
る狂騒―」、『京都美学美術史学』、第 8号、2009 年、33 ～ 63 頁。
20　Chouillet-Roche, op.cit., p.149.
21　Ibid., p.144.
22　Castel, « Nouvelles expériences d’optique et d’acoustique, adressées à M. le président de Montesquieu », 
Mémoires de Trévoux, Paris, Lyon,1735. 全 320 頁に及ぶこの論考は、1735 年 8 月から 12 月のあいだに 6回にわけ
て『トレヴー』誌に掲載されている。
23　Cf. Ibid., IV, octobre, p.2020.
24　Castel, L’Optique des couleurs, Paris, Briasson, 1740.
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2-1. ニュートンの色彩論からの決別
カステルは自身の色彩論を構築するさい、ニュートンの理論を活用しようと試みている。上で
触れたとおり、カステルは 1723 年に『トレヴー』誌のなかでニュートンの『光学』の書評をおこ
なっている。さらに、1743 年には『アイザック・ニュートン氏の一般物理学の真の体系』を出版
し、そこにおいて、光学理論だけでなく、ニュートンの学説をより多角的に批評している。しか
しながら、カステルの理論はニュートンのものとは相容れず、この本や『色彩の光学』のなかで
ニュートンは批判的に論じられる。そしてニュートンとの相違の表明を起点として、カステルの
理論は明確にうちだされる。「リボン」の構想をさぐる本稿において、両者のあいだにつぎのよう
な大きな二つの相違があることに注目しておく必要があるだろう。
第一に、ニュートン理論では、プリズムが色彩論に決定的な役割を果たすのに対して、カステ
ルはその特権性を否定する。「プリズム」や「虹」などの「形態を備えていない」色彩を取り扱う
ニュートンに異論を唱えて、カステルは「画家や染色職人、あらゆる種の彩色者により用いられ
る実体のある色彩」である色素色を研究対象とする 25。
第二に、色の生起現象の説明において、ニュートンとカステルのあいだには大きな違いが認め
られる。ニュートンは、プリズムを用いて白色光を分光し、基本的な色の感覚は、赤、橙、黄、
緑、青、藍、菫の七色であるとする。そして、一度分解されたスペクトルをふたたび合成して白
色をつくる実験をおこなう。こうしてニュートンは、白色光が、じつは色光が重なり合ったもの
であることをあきらかにし、その純粋性を否定した。ニュートンのこの主張は、伝統的に受け継
がれてきたアリストテレス的な色彩論に異論をとなえるものであった 26。
ニュートンのこの新たな見解に対して、カステルはむしろ伝統的な色彩論を踏襲している。カ
ステルによれば、色彩は黒から派生し、全色彩は黒と白のあいだに存在する。そして、この二色
のあいだには無数の色が存在するが、基本となる色は黄、赤、青の三色である 27。カステルのこの
主張は、前述のキルヒャーや 17 世紀の美術理論家アンドレ・フェリビアンにしたがっている 28。
ちなみに、カステルは同時代の学者やニュートンと同様に、絵の具や染料における色の混ぜ合わ
せと、色光の混色とを明確に区別して考えていない 29。
色彩生成の問題に関するカステルのこの選択は、多色刷り版画における論争においてカステル
がとった立場にそのまま結びつく。1715 年ごろ、ドイツの版画家ヤコブ＝クリストフ・ル・ブロ
ンは、黄赤青の三色で多色刷り版画を実現し、彼の死後 1741 年以降、ル・ブロンの理論と、フラ
ンスの版画家ジャック・ゴーティエ・ダゴティにおける新たな色彩印刷論とのあいだで優劣がき

25　Ibid., p.2.
26　アリストテレスは『感覚論』のなかで、「色は光と闇、白と黒の混合によって生じる」とし、色の基本は白と黒
であり、ほかのすべての色は、これらの中間に現れると述べている（日本色彩学会編『色彩科学事典』（普及版）、
朝倉書店、2007 年、8頁。）
27　Castel（1740）, op.cit., p.47.
28　キルヒャーによれば「中心となる色彩は三つあり、それらは黄、赤、青である。」フェリビアンによれば、「他
のどんな色からも構成されることがなく、しかし、他のあらゆる色彩を構成するような三つの基本色が存在する。
すなわち、黄、赤、青である。」（Chouillet-Roche, op.cit., p.150.）
29　Michel Blay, « Castel critique de la théorie newtonienne des couleurs », dans Roland Mortier, Hervé 
Hasquin（éd.）, Autour du Père Castel et du clavecin oculaire, Études sur le XVIIIe siècle, vol. XXIII, Bruxelles, 
Édition de l’Université de Bruxelles, 1995, p.52. 今日では、色光の混色と色料の混色とは区別され、「加法混色」と
「減法混色」に分けて説明される。
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そわれる。カステルは、はじめはニュートンの色彩論に依拠したル・ブロンの色彩印刷の理論を
支持していたが、最終的には、白黒を基本とするアリストテレス的な色彩論にしたがうゴーティ
エ・ダゴティの側につくことになる 30。

2-2. 音楽／色彩間における照応
さらにカステルは、美術の領域において、すでに音楽／色彩間の親和性に言及しているフェリ
ビアンを拠り所にすることによって、みずからの理論の有用性を強調する。カステルはフェリビ
アンの第五の『対話』を参照し、絵画には、ある色と別の色との違いを客観的に区別して示すよ
うな明確な基準が欠けていることに注目する 31。そして、旋法等の規則をもっている音楽と、その
ような規則性をもたない色彩との比較をとおして絵画の「不完全」性を問題にする 32。カステルが
述べるように、たしかにフェリビアンは彩色法について語るとき、音楽とのアナロジーを用いる。
フェリビアンによれば、音楽における調性と色彩にみられる段階的秩序はきわめて類似してお
り、「声の和音が耳に快く響きうるの同様に、色彩を適切に配置することにより、目に心地よい演
奏が生じる」33。さらに、フェリビアンは、諸色彩の混合や、空気遠近法、事物の形の「丸み」等
について論じるとき、彩色にも規則性があることを認めている。しかしながら、その規則性はあ
る程度までしか存在せず、それ以上は、実際に絵を制作する過程で体得するしかないとする。す
なわち、この文脈においてフェリビアンが強調するのは、彩色における理論の欠如ではなく、修
練を積むことや、画家における才能の重要さの方である 34。それに対してカステルは、つぎの項に
みるように、色彩について論じるときに、音楽を引き合いに出し、音楽が内包する数学的規則性
に目を向ける。そして、音階と色彩の段階的な色の推移とを全面的に照応させようと試みながら、
色彩を数値に変換して捉えることに意欲的である。カステルによれば、この試みが実現すれば、
「諸色彩の調和」や「不調和」を客観的に示すことができるために、絵画の領域にも寄与すること
になる 35。
ディドロは『絵画論』（1765）のなかで、色彩間の調和を論じるさい、「虹の七色の絵画におけ

る役割は、音楽における基礎低音の役割に等しい」としている。ここに、ラモーにより発展した
音楽理論と結びつけられて、カステルの視覚用クラヴサンの構想によって提起された問いが垣間
みられる 36。

2-3. 「色彩環」の製作
上にみてきたように、カステルは、黒から派生する青、黄、赤という三基本色の存在と、音楽
と色彩間における完全な照応関係という二つの原理を基本にして色の生成を説明する。まず、青、

30　Martin Kemp, The science of art, New Haven and London, Yale University press, 1990, p.288. Louis Roux
（dir.）, Dénominateurs communs aux arts et aux sciences, Université de Saint-Étienne, 1986, pp.25-26.
31　当時の彩色法とカステルの色彩論との関連は Gepner前掲書において詳しく論じられている。
32　Castel（1735）, op.cit., I, août, p.1447.
33　André Félibien, Entretien V, Paris, J.-B. Coignard, 1679, p.28. (Gepner, op.cit., p.62.)
34　Ibid., p.63.
35　Castel（1725）, op.cit., pp.2574-2575.
36　Cf. Ulrike Boskamp, « L’arc-en-ciel de Joseph- Marie Vien », dans Thomas W. Gaehtgens（dir.）, L’art et les 
normes sociales au XVIIIe siècle, Paris, Édition de la Maison des sciences de l’homme, 2001, p.38.
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黄、赤は、それぞれ階名のド、ミ、ソに相当する 37。そして、この根源となる色同士を混ぜ合わせ
ることにより、他のすべての色合いが生み出されることになる。それは以下のとおりである。青・
青磁色・緑・オリーヴ・黄・淡黄褐色・赤橙・赤・深紅・紫・瑪瑙色、灰青。これらの色はそれ
ぞれ、半音階の十二音であるド、ド＃、レ、レ＃、ミ、ファ、ファ＃、ソ、ソ＃、ラ、ラ＃、シ
に対応している。色相に関する言及にくわえて、もうひとつの色の属性として明暗のシステムが
定められ、それについても音楽がもちだされる。明暗は黒、灰、白という三つの区分からなり、
これらの混合により、色の明るさの度合いにおいても十二段階（オクターヴ）まで設定される。
そして、すべての色合いに対してそれぞれ十二段階の明暗が存在するために、最終的に、すべて
の色彩は144色まで数え上げられる 38。こうして秩序づけられた144色をもとにして、これらが組
み合わせられることにより、無限の色彩の移行が一本の「リボン」上に表される。そこにおいて、
各々の境界を見分けることが難しいほど少しずつ色彩は変化していき、そして、その両端は紫色
に染められてつなぎ合わされ円の形をとることになる。

両端は紫色で、そのあいだは瑪瑙色、灰色、青、青磁色、緑等とつぎつぎに変わっていきま
す。つまり全音、半音、4分の 1音、8分の 1、16 分の 1、というふうに移行し、64 分の 1音
まで存在します。要するに、色彩の移行は感じ取れないほど少しずつ進み、それぞれの色が
どこで始まりどこで終わるのかを読み取れはしないでしょう。同一色で始まり終わるので、
これらの色合いの変化を色彩環（

0 0 0  

cercle des couleurs39）と呼びます。何色から始まり何色で終
わるのかは重要ではありませんが、最初私は虹を作り出すつもりでした。実際、ここでの色
彩とその順序は、ここにおいて虹におけるものと同じです 40。

こうして、カステルの「色彩の音楽」論は、1725 年の構想発表時にはまだ漠然としていたが、
1735年から40年ごろの論考でははっきりとした輪郭があたえられつつあった。そのなかでは、こ
れまで混沌とした状態にあった彩色の体系に対して、音楽からの類推を利用し、規則性を付与す
ることが企図される。そして、色彩を把握しやすい形に変換し、一本の布の上に、あらゆる色彩
の段階的移行を表すことがめざされる。このように、「リボン」の製作法が詳述される一方で、「リ
ボン」を用いてどのように「音楽を見」させるのか、その具体的な仕組みについてはいぜんとし
て不明瞭なままであった。
しかしながら、この時期、「リボン」製作に関するカステルの計画は着実に進んでおり、その

37　医者マラン・キュホー・ド・ラ・シャンブル（1594-1669）は、『虹に関する新所見と推考』のなかで、音階に
そった色彩の移行をすでに論じている。それによれば、2オクターヴのあいだに、白・黄・赤・緑・青・赤紫・黒
の順でこれら色彩が移行する。カステルはフェリビアンの第五の『対話』をつうじてド・ラ・シャンブルの学説を
知っていた可能性が考えられる。しかしながらカステル自身は、その論考では、ド・ラ・シャンブルについてまっ
たく言及していない。両者の関係については、つぎの論文に詳しい。Elisabeth Lavezzi, « Le clavecin irisé. Le 
clavecin oculaire du père Castel et les couleurs de l’iris de Cureau de la Chambre », Revue d’histoire littéraire 
de la France, 2001, Vol. 101, pp. 327-339.
38　Cf. Chouillet-Roche, op.cit., pp.152-154.
39　強調はカステルによる。色相の変化を円の形で表す試みは、17 世紀イギリスの博学者ロバート・フラッドの医
学書のなかにすでにみられる。しかし、この色彩環において混色の原理をはじめて表明したのはニュートンである。
（金子隆芳『色彩の科学』岩波書店、1988 年、18、19 頁。）
40　Castel（1735）, op.cit., IV, octobre, pp.2048-2049.
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「リボン」はすでに試作の段階にあった。カステルは、『色彩の光学』（1740）において、染色作業
に取り組んでいることをあかしている41。そして色彩の生成に試行錯誤を重ねるうちに、パリにお
ける染色技術の不十分さを自覚するようになる。そしてしだいに、フランス中部の都市リヨンの
染色技術に目を向けるようになる。

3. 「リボン」製作とリヨン・アカデミー

『色彩の光学』によれば、パリの染物業者では色の取り揃えが豊富ではないために、パリで「リ
ボン」の製作を進めることは困難であった。カステルは、パリの染色関係者に「リヨンでは、絹
の染色と製造がよりいっそう巧みで、よりいっそう豊富におこなわれ、よりおあつらえ向き」で
あると勧められ 42、リヨンの技術に関心を寄せるようになる。そして、周囲の染色関係者らとのあ
いだで、彼らが「リヨンに手紙を書いてそこで働くようにする」、またリヨンの職人を「パリで働
かせるようにする」という約束がなされ、1740 年ごろ、リヨンの職人芸がカステルの構想に導入
されることはすでに現実味を帯びつつあった 43。そしてこの翌年、神父はリヨン・アカデミーに手
紙を送り、実際にリヨンの町と接触をもつにいたる。

3-1.「リボン」をめぐるリヨン・アカデミーとカステルとの交流
カステルとリヨン・アカデミー間の手紙のやりとりは、つぎのような流れでおこなわれた。
・  1741 年 1 月 17 日、カステルが文芸部門の書記ジャン＝ピエール・クリスタン（Jean-Pierre 

Christin : 1683-1755）に手紙を書き送る44。（Académie de Lyon, Ms 268-I-136.以後C1と表記。）
・同年 2月 6日、クリスタンからカステルへ返信 45。（Ibid., 141.以後 L1 と表記。）
・同年 3月 14 日、カステルからクリスタンへ返信。（Ibid., 140.以後 C2 と表記。）
この三通の往復書簡では、「視覚の音楽」がテーマとされ、おもにつぎの三点について述べられ
ている。第一に、リヨンの染色、絵画、音楽等の専門家らとカステルとの人的交流について、第
二に、三つの基本色の生成に関する染色技術上の問題について、第三に、音楽と色彩との照応に
ついて語られている。第一の人物交流から順に取り上げて手紙の内容を紹介していきたい。
この一連の手紙から、リヨン・アカデミーとカステルを結ぶ、三人の主要人物が存在したこと
を読み取ることができる。一人目は、カステルが手紙を宛てた数学、物理学、音楽を専門とする
クリスタンである。第一の手紙のなかでカステルは、「視覚の音楽」についての話題をつぎのよう
に切り出し、計画が直面している問題に言及する。

私が新たに提唱する視覚の音楽について造詣の深い意見を述べてくださり、そのご厚意に感
謝いたします。この目で見る音楽が、有効なものであるとの感を私はますます強めているの
ですが、それを実現することの困難さも感じています。この音楽の新奇さのため、そしてそ

41　Cf. Castel（1740）, op.cit., pp. 249-250.
42　Ibid., p.190.
43　Ibid., pp.265-266.
44　この手紙は、同月 25 日の芸術アカデミーの会議で読まれている。
45　クリスタンからカステルへの手紙については、手紙の抜粋が複写されリヨン・アカデミーに保管されており、こ
の複写を資料に用いた。
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れを製作するための資金が私にわずかしかないためです。職人たちはあまり御しやすい相手
ではありませんが、謝礼を大いにはずめば、彼らに目的を達成させることは可能でしょう。
イギリス人たちはこれからそうしようと考えているのです。私は、戦争 46 が再び障害となる
のではないかと恐れています。それは外在的要因ではありますが、職人たちにやる気を出さ
せるには相当支障をきたします。このように、発明家はひとりで外国の怪物や幽霊たちと戦
わなければならないのです（C1）。

引用冒頭の文章に注目すると、クリスタンは、本稿で取りあげた手紙の前にすでに、「視覚の音
楽」についての意見をカステルに伝えていることがわかる。もっとも、この第一の手紙は「お返
事させていただく前に」という言葉により開始されており、41 年 1 月 17 日以前にクリスタンは、
カステルに手紙を出しているということになる 47。
41 年に交わされた書簡にみる二人目の主要人物は、パリ在住のカステルの友人で、当時リヨ
ン・アカデミー会員 48 でもあった。同じく第一のカステルの書簡を読むと、この人物は染色によ
るリボンの実現を望んでいることがわかる。

あなた方と同郷で、リヨン・アカデミーに所属してもいるがパリに住む私の友人が、リボン
を染色してこの構想をリヨンで実現させたいと望んでいました。私の『光学』で述べてさえ
いますが、リヨンにおいてのみ、この種の作品が成し遂げられうるのです。とはいえ、リボ
ンと織物のモデルとして最適な紙製の見本を預けるには数ヶ月待ってくれるよう、友人に頼
みました。リヨンの町のおかげで、この斬新な趣向が幾分壮麗に実現されるのを私は非常に
光栄に思うでしょう（C1）。

このカステルの友人であるリヨン・アカデミー会員は、パリに住んでいるため、同じくパリ在
住のカステルとリヨン・アカデミーとを結びつける上で重要な人物であると推測される。事実、
上記引用において、カステルは、「リボンと織物のモデルとして最適な紙製の見本」をこの友人に
預ける約束をしている。
第三の要となる人物は、リヨン・アカデミー会員で古代史と博物学を専門とするローラン・ジョ
アノン・ド・サン＝ローラン（Laurent Joannon de Saint-Laurent : 1714-1783）である。まず、
クリスタンからカステルへの返信抜粋の末尾において、「アカデミー会員の一人は同様の諸色彩
の体系についてたいへんよく研究しています」との記載がある。それに対してカステルは、「ジョ
アノン氏に訪問していただいたことをまことに感謝しております。氏は探究心が強く、教養があ

46　オーストリア継承戦争（1740-1748）。フランスはドイツ、スペインと手を結び、オーストリアと結んだイギリス
と対立関係にあった。
47　1741 年の書簡の文面を考慮すれば、この手紙送付の経緯はつぎのように推測される。まず、リヨン・アカデミー
会員の論文が手違いにより『トレヴー』誌に掲載されず、同アカデミーは同誌へ抗議の文書を送付。つぎに、カス
テルが同アカデミーへ返信。その返信は、同アカデミーの講演概要の請求を兼ねている。第三に、同アカデミーが
『トレヴー』誌へ講演概要を送付する。それに対してカステルが返信。この返信が本稿で取り上げる第一の書簡であ
る。以上のようないきさつが考えられるために、『トレヴー』誌におけるアカデミー会員の論文掲載をめぐって起き
た問題のなかで、クリスタンは、カステルの構想にすでに言及していた可能性が指摘される。
48　現段階でこの人物の特定にはいたっていないが、おそらく通信のアカデミー会員であったのではないかと推測
される。
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り、非常に才気煥発な識者です」（C2）と返信する。したがって、クリスタンの取り計らいによっ
て、ジョアノンはカステルのもとを訪れ、カステルと直接意見を交わし合っていると考えられる。
このように、クリスタン、パリ在住カステルの友人、ジョアノンという三人のリヨン・アカデ
ミー会員らがカステルの計画の実現に協力している。クリスタンは手紙の交換をとおしてカステ
ルと議論し、そして後者二人に関しては、パリにおいてカステルと対話している。これらの議論
のなかで、カステルの計画はつぎのように練り上げられていく。

3-2. 理論と実践のあいだの矛盾点―三基本色の生成をめぐって
「視覚の音楽」の実現計画は、41 年当時、最終段階にあったとカステル自身は述べる。「力学

mécanique」はすでに確認され 49、現在は最終的に色彩を見定めている状況にあるという（C1）。
色彩に関する当面の課題とは、先にも触れたとおり、織物を染める技術の改良である。手紙のな
かでカステルは、具体的に布の染め付けに用いられる染料に言及しながら、とくに赤色の生成に
苦心を重ねていることをあきらかにする。
なぜ赤の生成が難しいのかというと、それはカステル独自の事情に由来する。カステルにとっ
て赤とは、青、黄とともに、すべての色の基盤である。したがってその他の色彩の混合から作ら
れるものであってはならず、反対に、この三つの基本色から他の全色が生み出されねばならない。
クリスタンはカステルの主張する色の基本原則を尊重した上で、赤の生成における問題点を指摘
する。

コチニールに由来する深紅（cramoisi）はどんな混ぜ合わせによっても作り出されることは
ありません。火色（couleur de feu）、あるいは緋色（écarlate）は硝酸液と他の薬品にコチ
ニールをつけだすことによりコチニールを用いて作られます。したがって、この色彩は、深
紅から生み出されるので、根源あるいは母胎となる色ではありません（L1）。

ここでクリスタンは二種類の赤を想起している。ひとつは「深紅 cramoisi」でそれは「コチ
ニール」のみによって作られる。問題なのは別の「火色 couleur de feu」や「緋色 écarlate」で、
これらは「コチニール」による「深紅」由来の赤なので、カステルのいう三つの「母胎」となる
色彩の構成要素とはいえない。このようにして、クリスタンは三基本色をめぐって、理論上での
色彩生成と染色によるそれとの矛盾を指摘する。それに対してカステルは、「母胎となる色彩を二
色、深紅と火色を認める必要があるとは思わない」としながらも、しかしながらいずれにせよ、
赤の生成に腐心しているという（C2）。青、黄については、「紺青」や「アンバー」をはじめとし
て、これらの色の原料が豊富にあるため（C2）、染料を合成して色を作りだす必要がない。それ
ゆえに理論と実践のあいだに違いは存在しない。一方で、赤の生成についてはその限りではない。
カステルによれば、自身が望むような赤を単独で作りだすことができるような顔料は染色におい
ても絵画の領域においても存在しないのである。

あらゆる色彩の中で、常々もっとも頭を悩ませていたのは真の赤でした。数日来どうにかそ
れにふさわしい色合いを認めています。染色において、硝酸液とスズはコチニールを赤く、

49　しかしながら、この「力学」の具体的内容については手紙のなかで触れられていない。
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もしくはそれに黄色味を帯びさせ、緋色（écarlate）を生み出します。しかしながら硝酸液
は取り扱いに慎重さを要する薬品なので、むやみに優先して取り入れてはなりません。なに
かより刺激の穏やかな、そして同時によりしっくりくる、よりふさわしい色を案配するもの
に頼らなければなりません（C2）。

こうして、クリスタンの質問をとおして、三基本色の学説が実践に移されるとき、どのような
技術上の問題が浮上してくるのかがあきらかにされる。クリスタンとカステルの議論において
は、「リボン」という具体物を製作するという観点からカステルの理論が見直される。そのため
に、「視覚の音楽」論はこれまでの理論面からの検討とは違った方向に深化していくことになるの
である。染料の話題につづいて、二人は音楽／色彩の照応関係について突き詰めて話し合う。

3-3.音楽／色彩の照応理論の精緻化
上に述べたように、カステルによれば、青、黄、赤がすべての色彩の基礎であり、この三色同
士は互いに釣り合いが取れている。音楽における主要三和音ド、ミ、ソと同様の位置づけである。
「色彩の音楽」論の核心部ともいうべきこの基本原則に対して、クリスタンは疑問をとなえ、それ
に答える形でカステルは、みずからの音楽／色彩の照応理論をさらに掘り下げる。まず、クリス
タンの問いかけとはつぎのとおりであった。

諸色彩の調和について、この町でもっとも腕がよく豊富な織物を取り揃えている商人の一人
と論じ合いました。かつて絵を描いていた人物で、彼の織物はきわめて洗練されており、当
人は才気煥発で偉大な音楽家です。このテーマについて相談すべき人物というわけです。彼
によれば、主音の（tonique）青色、中音の（médiante）黄色と属音（dominante）の赤は
目に完全な調和をもたらしはしません。彼は私の友人ですし、一緒になってこのテーマにつ
いて話し合う機会がもてるでしょう（L1）。

クリスタンは、絵画、音楽、織物を専門とするリヨンの織物商人との話し合いの結果、三基本
色の織りなす視覚的効果を問題視する。それに対してカステルは、クリスタンへ寄せた二通目の
手紙のなかで、まず、クリスタンの会談相手を「かつて画家であって、音楽に精通した織物業者
のご友人についてですが、青、赤、黄の調和に対して唱えられたその反論だけで、ご友人がその
道に長けた人物で、おっしゃるとおり相談すべき人物であると感じます」と評価し、その上でク
リスタンらに反論する。

私はこう返答するでしょう、同じ反論が、ある最高位の地位にある人物によってなされてお
り、この人物はたしか、著名な画家からそう聞いたらしいのです。しかしながらその人物は、
音楽家というよりは画家に相当します。これらすべてのことを判断するには、両方である必
要がありますが、この二つは一体であるべきです。音楽に対して凡庸な画家であることはあ
りえます。そして、絵画に対して凡庸な音楽家であることもありえます。音楽において画家
であり、絵画において音楽家である必要があるのです。もっとも、私の計画の基盤となって
いるのは音楽なのですが（C2）。
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カステルによれば、三色間における調和の主題は、絵画の領域からのみ判断されてはならない。
この問題を考えるには、画家でありまた同時に音楽家であるという条件を満たす必要がある。そ
してその上で、音楽を基盤にしてこの色彩の問題を検討しなければならない。
では、いかにして絵画の性質を音楽軸に導入することが可能であるのか。二つの領域にまたが
る発想を、カステルは噛み砕いて段階をもって説明する。まず、絵画と音楽の特質を抽出し、そ
れぞれ「連続性」、「離散性」と呼ぶ。

絵画は、段階的濃淡の変化と色の微妙な差異によって進行します。それに対して、音楽は跳
躍（saut）と、はっきりと区切られた大小の間隔（intervalle）によって進行します。私が色
彩の音楽を語るとき、色彩の絵画について話しているのではありません。自然と幾何学には
二種類の規模があり、連続的なものと離散的なものとがあります。絵画は連続性（le continu）
を好み、音楽は離散性（le discret）を求めます（C2）。

そして一般に、「連続性」は絵画の特質であり、「離散性」は音楽の特質であるとされているが、
実際にはこれらは交換可能であると主張する。

しかしこれ自体は一般的にしか正しくありません。画家たちは、色の微妙な差異と段階的濃
淡の変化にとらわれすぎています。自然はやにわにあざやかな対比や対立を示しますし、そ
れを相応に模倣するのは絵画においてなのです。反対に、音楽は絵画の段階的推移を非常に
うまく模倣することができます（C2）。

自然の光景に目を向ければ一目瞭然であるが、諸事物の色彩は、つねにグラデーションの法則
にそって移行しているわけではない。したがって、自然の模倣が絵画の専門であるという前提を
考慮するなら、絵画が「離散」的な性質を示すことはまったく不思議ではない。他方で、音楽が
「連続」的な性質をもつこともじつは知られているとされる。「連続性」という特徴が認められる
音楽の例を具体的に言い表すために、カステルは、バイオリンにおける指の動きを取り上げる。

バイオリンでは、ある音から別の音へと指を上げることなく滑らせ出しており、そのすぐれ
た効果を私は目の当たりにしました。この手法と、この上なく美しく見事な演奏により、タ
ルティーニはヴェネツィアで異彩を放っています。いずれこの手法によって、バイオリンに
語らせ、バイオリンの演説と雄弁を評価するようになるだろうことを期待すべきです（C2）。

バイオリンの演奏では指を滑らすように段階的に移動させる。したがってこの指使いはクラヴ
サンにおける断続的なそれと対照的であり、カステルのいう、絵画の一般的な性質である「連続
性」を表している。このバイオリンについての言及は「色彩の音楽」をイメージするのに役立つ
だろう。すなわち、指をなめらかに滑らしながら少しずつ音を変化させ、なおかつ音同士の連続
性を保つバイオリンの演奏のように、「色彩の音楽」におけるあらゆる色彩は、それぞれが間断な
く連なって流れるべきなのである。
バイオリンの話に続けて、手紙の最後で、カステルは「視覚の音楽」計画実現の一過程である

「リボン」の染色について、これまでの成果と今後の展望をつぎのように述べる。
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織物における段階的濃淡の変化（dégradation）について話してくださっていますね。それ
については、実のところ、私の見守るなかで仕上げたもの以外を一切目にしたことがありま
せん。この織物については、ジョアノン氏により報告がなされるでしょう。これらの織物を
発表して以来、リヨン製の織物やリボンの中に、淡彩画の試みをいくつか目にしました。滑
り出しとしては順調です。私はその技法を、我が光学理論書のなかで示しました。口頭であ
れば、私はさらにじっくりと職人たちを教育できるでしょう。職人らは理解しがたいでしょ
うが、私には何でもありません。私は製法を心得ているので、彼らの目に話しかけることが
可能です。想像しうるかぎりのあらゆる色彩が感じ取れないほど微妙に変化していく両端が
紫のリボンを私はもっていました。じっさいそれはあらゆる色彩を備えていて、緑、黄、曙
色、橙、赤、深紅、という調子なのです。私はこのリボンをなくしましたが、製作法はなく
していません。そのリボンでは、虹の色彩の微妙な色の差異とその順序を逐一完璧に真似て
いました。私は、これらすべてに再び取りかかる機会を待ち望んでいるのです（C2）。

おわりに

本稿では、1741 年にカステルがリヨン・アカデミーへ寄せた二通の書簡を手がかりにして、視
覚用クラヴサンの理論の展開と、「リボン」製作のための実践的な議論の関連を分析した。カステ
ルの計画は、当時、カステルと複数のリヨン・アカデミー会員との度重なる話し合いのもとに進
められていた。その主題は、リヨンの染色技術を用いた「リボン」の実現であったために、理論
から実践への移行という視点からカステルの理論は吟味されることになった。それにより、染色
における基本色の生成の問題点があきらかにされたことにくわえて、音楽を表現する色彩の提示
法もしだいに鮮明になりつつあったように思われる。というのも、1725年の構想発表時において、
絵画と音楽はそれぞれ「静止」と「はかなさ」と特徴づけられ、時間に関する二つの属性がこれ
らの芸術に付与されていた。それに対して、この 41 年の手紙では、それぞれの性質は「連続性」、
「離散性」とされ、空間における二つの属性描写に変わっている。すなわち、時間への関心から空
間における区分へと関心が変化している。さらに、この手紙では、カステルの計画は「視覚の音
楽」とのみ呼ばれ、「クラヴサン」という語は用いられていないこと、そして、30 年代から 40 年
ごろにおいて、音楽の理論を反映した「リボン」製作にカステルは専心していること、これらの
分析結果を考え合わせると、1741 年ごろのカステルの「視覚の音楽」の実現計画は、「クラヴサ
ン」方式とは別のもうひとつの方式、すなわち音楽の表現された「リボン」の創造をめざしてい
たのではないだろうか。
本稿で取り上げた手紙のその後、この「リボン」製作の計画がどのような結末を迎えたのかは
まだあきらかになっていない。しかしながらこれらの手紙は、リヨンの染色技術とカステルの構
想を結ぶ貴重な証言であるといえる。今後は、クリスタンをはじめとしたリヨン・アカデミー会
員らの 1740 年ごろの足取りを追うとともに、リヨンの当時の染色技術の状況などをさぐることに
よって、カステルの計画をさらにあきらかにしていく必要があるだろう。
同時代の多くの人々を巻き込んで形づくられつつあったこの「リボン」は、1769 年、ディドロ
による哲学的対話編『ダランベールの夢』の中に「カステル神父のリボン」として登場し、神父
の死後、虹色の「リボン」は新たに生を吹き込まれることになる。
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Naturalist としての詩人シェリー：Queen Mabを中心に

P. B. Shelley as a Naturalist Poet: Queen Mab

加　藤　芳　子（Yoshico CATO、北海道大学大学院）

Summary

     This article explores how Shelley uses all the various fields of natural history to describe 

his belief in the productive as well as destructive power of Nature.  His early work, Queen 

Mab（1813）, describes the regenerative power of Nature and is the main focus of this study.  

Shelley has been regarded as a Romantic Poet, but should be regarded as a Naturalist Poet, 

for his poetry is full of naturalist imagery.  He is known to have had a mentor, Dr. J. Lind at 

Eton; but he had another, Dr. A. Walker at Syon House Academy, earlier. The author has 

checked the Syllabus of the latter in the British Library.  Both of them not only taught him 

natural history, but led him to read the works of the British and French philosophers like the 

Abbé A. Barruèl, and those of their friends, published in the Philosophical Transactions of the 

Royal Society of London, such as E. Darwin, who discovered the making of clouds and 

photosynthesis, J. Priestley, who discovered oxygen, J. Keir, a chemist, W. Herschell, an 

astronomer, W. Hamilton, a volcanologist, J. Banks, a botanist, B. Franklin, who discovered 

electricity in the lightning, J. Watt, an engineer, and J. Wedgwood. 

1．本論の主旨
Percy Bysshe Shelley（1792-1822）は、「naturalistの詩人」である。彼は従来ロマン派の詩
人として紹介されてきたのであるが、それでは説明のつかない重要な点が存在することは否めな
い。Carl Grabo1やRobert E. Schoffield2、 Desmond King-Hele3、Kenneth Neil Cameron4等によ
る、科学的な影響の背景を歴史的に研究したものはある。しかしこれらとても、思想的な面に重
点が置かれており、シェリーを「naturalistの詩人」として捉えるには至っていない。
シェリーは詩作する際に、当時発達していた博物学のイメージを駆使して、現実社会の諸問題
を出来うる限り科学的に分析し、理想社会の実現のための夢を人類に提示しようとした点で、博
物学の詩人、即ち「ナチュラリストの詩人」であるというのが、本論の主旨である。
本論では、シェリーが当時の最先端の科学（即ち博物学 natural history）を学んで実践し、

1　Carl Grabo, A Newton among Poets: Shelley’s Use of Science in Prometheus Unbound（Chapel Hill: North 
Carolina P, 1930）.
2　Robert E. Schoffield, The Lunar Society of Birmingham（Oxford: Clarendon P, 1963）.
3　Desmond King-Hele, “The Lunar Society of Birmingham”, Nature, 212, （London, 1966）, 229-33; “Shelley and 
Dr. Lind,” Keats-Shelley Memorial Bulletin（Rome: Keats-Shelley Association of Rome, 1967）, 18, 1-6; Erasmus 
Darwin and the Romantic Poets（London: Macmillan, 1986）.
4　Kenneth Neil Cameron, The Young Shelley:Genius of a Radical（NY: Macmillan, 1950）.
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naturalistらしいイメージを駆使して、「文学と科学」を結びつけたユニークな詩人であること
を、彼の初期の作品 Queen Mab5 を中心に検証していく。

2．Naturalist の定義

ここでまず、本論で使う naturalistという用語の定義をする必要がある。18 世紀英国は、理性
の時代と言われ、博物学が発達し、いわゆる博物学者のみならず、教養のある紳士淑女の嗜みと
して、一般人も英国各地で野に出て標本を採集し、地域ごとに手紙で情報を交換していた。6 本論
でシェリーに関して使う naturalist の意味は、OEDの naturalistの項の最初の意味にあるよう
な、いわゆるプロの博物学の学者を指す訳ではなく、別の意味の、博物学を学び実践している博
物学の愛好者、玄人はだしの意味である。そのため、誤解を避けるために、敢えて日本語で「博
物学者」とは書かずに、「naturalist」あるいは「ナチュラリスト」と書くことにする。勿論、言
うまでもないとは思うが、いわゆる小説で言う自然主義とは関係がない。

3．博物学小史

シェリーが naturalistの詩人となるに至った歴史的背景を知るために、ヨーロッパの博物学の
歴史を概観する必要があろう。シェリーがイートン校（Eton College）時代に読んだ本は、広範
囲にわたり、彼がギリシア語から英語に翻訳した、古代ギリシアの大プリニウスの『博物学』や
アリストテレスに始まる。中世のヨーロッパ大陸では、カトリック教会のべネディクト会の修道
会が薬草の栽培や研究を実践し、やがて南イタリアのサレルノ（Salerno）には医学校が生まれ、
北イタリアのパドヴァ（Padova、英語では Paduaパドゥアと言う）大学では医学・薬学等が発
達していく。パドヴァには大学の植物園も創設されて、今日に至っている。シェリーはヴェネツィ
ア近くのエウガネイ丘陵地帯に住んでいた時期があり、遠くにパドヴァとヴェネツィアを見て、
この 2つの都市の栄枯盛衰を自らの人世に比べた、「エウガネイ丘陵にて」なる詩を書いているこ
とから、ガリレオ・ガリレイが教鞭をとっていたパドヴァというこの大学町の歴史を知っていた
ことは明らかである。また、イートンでの恩師リンド（Dr. Lind）が医師であったことから、こ
の医学・薬学の町のことは知っていたことは当然である。ルネサンス期になるとダ・ヴィンチが
化石を研究したことが残っており、デンマークの N.ステノが土の堆積から地層を発見すると、ド
イツの A.G.ウェルナーに代表される水成論者（Posidonian）が登場する。ウェルナーは鉱山学
の教授で、近隣の花崗岩を調査して歩き、これが聖書のノアの洪水伝説を支持する事になる。同
様の調査は、フランスの G.キュヴィエや A.ブロンニャールの地層の分類法を生み出していく。
19 世紀初めにはウェルナーの弟子のフォン・ブーフがイタリアやフランスの山脈を調査し、英国
のW.スミスも、化石の研究から地層の鑑定法を確立する。皮肉にも、ドイツ人弟子のブ―フの
調査と、フランス人 J.E.ゲッタール、そして英国の J.ハットンのスコットランドの花崗岩の調
査等が、火成論（Plutonism）を証明する事になってしまい、19 世紀初めには水成論は衰退して
いく。英国のW.バックランドも初めは聖書の洪水伝説に基づく水成論者であったが、科学とし

5　シェリーの詩と手紙の textは全て、Percy Byshe Shelley. Ed Roger Ingpen. The Complete Works of Shelley.
（NY:Gordian P, 1965）, I-XIIによる。
6　David E. Allen. The Naturalist in Britain: A Social History（Princeton: PUP, 1976）.
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ての地質学を提唱し、J.アガシや C.ライエルの『地質学の原理』なる本に結実していく。この本
をかのチャールズ・ダーウィンはビーグル号に載せていったことで分かるように、シェリーの時
代はこの水成論から火成論へと移行していく、地質学の大転換期だったことを念頭に置かないと
いけない。C.ダーウィンは、シェリーがイートンで多大な影響を受けたリンド博士の友人であり、
博物学者で詩人でもあった、イラズマス・ダーウィン（Erasmus Darwin）の孫に当たるのであ
る。

4．シェリーに影響を与えた naturalist 達

シェリーが読んだ本の蔵書目録は現存している。それを見ると、彼はギリシア・ラテンの古典
に始まる文学のみならず、プラトンやアリストテレス等の古代ギリシアの哲学や、プリニウスの
博物学、中世のアウグスティヌスやトマス・アクイナス等の神学や錬金術、英国の理神論、経験
論、英国やフランスの啓蒙主義、アジア・アフリカ等に関する旅行記、それに同時代の科学論文
等と、実に多岐にわたっており、およそ伝統的な作家の枠にも、また単にロマン派詩人という枠
にも、到底入りきれないタイプの作家である。特に最後の科学論文なる物は、当時の英国の科学
者、つまり専門家用の雑誌に掲載されたものであり、その影響の跡が彼の詩の中にはかなり見ら
れ、重要な役割を果たしているのである。（この中で、「西風に寄せるオード」に於ける火山学の
影響に関しては、既に 2006 年のWordsworth Conferenceで発表済みであるので、本論では軽く
触れさせて頂くに留めたい。）
18 世紀の英国では、産業革命が進行し、アメリカでは独立戦争が勃発し、独立宣言が発布され、
フランスでは 1789 年にはついに三部会が招集され、やがてフランス革命が起こる。シェリーはこ
の直後の 1792 年に生まれている。1798-9 年のナポレオンのエジプト遠征、続くロゼッタ・ストー
ン発見の頃にはシェリーは 6才になっていた。シェリー研究家の Christopher Goulding7 や Carl 

Grabo8、Desmond King-Hele9 や、Robert E. Schoffield10 等が調べてきたように、シェリーが学校
教育で最も強い影響を受けた博物学者は、イートンで教わった Dr.リンドであるというのが、こ
れまでの定説であった。リンドの周りには、王立協会の Fellow（特別研究員）であった科学者達
や、ルナー協会のような私的サークルに属する、雲の生成過程や光合成を発見した E.ダーウイン
や、 酸素の英国での発見者 J.プリーストリー、銀河や天王星等を発見した天文学者W. ハーシェ
ル、植物学者の J. バンクス等の科学者、そして J. ワットや J. ウェッジウッドのような技術者達
が沢山おり、シェリーはリンドを通して、彼らの輝かしい業績を知る事になったのである。リン
ドとバンクスは、かのクック船長の第 1次探検に参加しており、バンクスは後の王立協会の会長
になる。
しかし、シェリーがイートンに入学する前に、ロンドンのサイオン・ハウス・アカデミー（Syon

House Aademy）なる学校で教わった、アダム・ウォーカー（Dr. Adam Walker）なる博物学
者の影響は、これまで余り注目されてはこなかった。 ウォーカーは、自ら「コエレスティーナ
（Coelestina）という、余音が長く響くように工夫したハープシコード状の楽器や、「オルリー」

7　Christopher Goulding, op.cit., 43.
8　Carl Gabo.op.cit.
9　Desmond King-Hele, op.cit.
10　Robert R. Schoffield, op.cit.
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（Orelley）なる、天体の運行を説明するためのオリジナルの機械を発明したりして、英国全土の
学校から招待されて講義をして歩いていた、当時英国では非常に有名な naturalistであった。彼
の授業のシラバスが、大英図書館で何年も検索していたところ、ある時初めて運よくヒットし、
所蔵されているのが分かったので、後でその内容を検討する。
さて、シェリーがイートンで教わったリンドはと言えば、インドで軍医の経験もあり、熱病の
研究で医学博士になり、後、「壊血病」11 の原因を究明した歴史に残る naturalistで、金星の通過
（日食）を観測したり、人体に電気治療の可能性を実験したりしており、時の国王ジョージ III世
の侍医にも推薦されたが辞退して、シェリーがイートンで教わった頃には、既にウインザーに引
退しており、近くに住む、天王星や銀河系等を発見した天文学者のW. ハーシェル（1738-1822）
と一緒に天体望遠鏡を覗き、月面に火山のクレーター状の物があるのを発見したりしていた。
シェリーは、リンドの家にお茶に招待されたりして特に可愛がられ、彼を通して、当時の英国の
科学者やフランス革命期の急進思想家達の業績を知る事になる。リンドは、先のウォーカーとも
知り合いであり、英国の王立協会 の Fellowとしても交友関係が広かった。リンドを通してシェ
リーは、王立協会の機関誌、『哲学会報』（The Philosophical Transactions of the Royal Society 

of London 、以下 Phil.Tr.と省略）　に掲載された、恩師リンド自身やその友人達の論文を読破し
ていく事となる。これらから得た最新の博物学の知識は、naturalistらしいイメージとして彼の
詩の中で重要な機能を果たしていくのである。以下では、シェリーの書いた詩の中の naturalist

らしい具体例と、それに影響を与えたと思われる、博物学者達の関係する論文を検証していく。

4．作品例：　　Queen Mab　（1813）

（4-1.）製作の背景
本論で検討する Queen Mab『マブ女王』なる詩をシェリーが執筆し始めたのは、従来、Oxford

大学 University Collegeに入学直後、『無神論の必然性』（Necessity of Atheism）の出版のために
退学処分を受けた 1811 年 3 月（18 才）の頃で、書き上げられたのは 1813 年、シェリーが 20 才
の頃とされていた。しかし Cameron の検証によれば、1811 年 12 月の手紙に言及があるので、そ
の頃に書き始めたのだが、その後アイルランドやスコットランドに持参するも出版社が見つから
ずそのままになり、1886 年に Dowden が出版するまでは原稿のままであったものである。
既にイートン時代に彼は授業をさぼっては、古代ギリシアの博物学者プリニウスの『博物学』
をギリシア語から英語に翻訳したり、当時出始めたばかりの静電気の発電機を既に所有してお
り、自分の姉妹や教師に実験して感電させたりしていた。出たばかりの畜電池（galvanic battery）
を実験したり、レンズで太陽光を集めて、火薬に発火させ、イートン校内の樹木に点火（小爆発）
させる実験（トラブルとも言うかも知れない）なども起こしたりしていて、彼の部屋は薬品の焦
げ跡だらけで大変な状況であった事が伝記に記されている。12

この年 1811 年 8 月に彼は、貴族の長男でありながら、庶民の出の Harriet Westbrookと秘密
結婚をしており、父親と決定的な仲違いとなる。この『マブ女王』なる詩は彼女に献呈されてい
るし、主人公マブが話す相手の少女の名前は、1813 年に生まれた彼らの娘と同名のアイアンシー

11　Luois H. Roddis. James Lind: Founder of Nautical Medicine.（London: W Heinmann. Medical Books, 1851）.
12　Richard Holmes. Shelley The Pursuit. London: Quartet Book（1974）1976, 24.
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（Ianthe）となっている。当時シェリーは、英国のアイルランド政策に失望し、活動家として行
動するためにアイルランドに渡り、Proposals for an Association of These Philanthropists（1811）
や、An Address to the Irish People（1812）等の 政治パンフレットを出版するが、現地での反応
はなく、その絶望感は、この『マブ女王』 や後の自伝的作品と評されている『アラスター』（Alastor, 

1816）なる詩に表わされていると言われる。この『マブ女王』は、かつて T. S. Eliotなる批評家
によって、子供じみた習作だと決めつけられた事もあるが、今日では、政治的な詩人としてのシェ
リーの出発点になる作品であると評価されている。特に膨大な博物学の知識が、その詩文と彼自
ら付けた註の両方に披歴されている点で、この詩は彼の作品の中でも重要な位置を占めていると
言える。

（4-2.）テーマとあらすじ
この詩は、妖精の女王マブが主人公となっているので、一見、妖精の世界の話かと思われるが、
それは全く関係がない。女王マブはあくまでも語り手に過ぎず、その聞き手はアイアンシーなる
人間の少女の魂である。マブは、過去から現在に至るまでに人類が犯した、ありとあらゆる過ち
を少女に見せながらも、人類の未来には素晴らしい希望がある事を悟らせる。この詩のテーマは、
公私共に失意の内にあったシェリーが、それでもなおかつ捨てられなかった、愛と平和に満ちた、
人類の未来の楽園に対する希望の啓示である。シェリーは、過去や現在に於ける、暴君や残忍な
国王や悪徳の僧侶のような、自然界や人間社会に潜む諸々の「力」を、nauralistらしいイメージ
で表現している。例えば、雷光や嵐、毒の草木、冬の霜、全ての物を破壊し、後には何物をも残
さない氷河、そして、あらゆるものを破壊し、大地の土壌を再生させる火山等は、「暴君」の象徴
として、博物学の知識とともに正確に描かれていく。古代エジプトやギリシア・ローマの宮殿、
塔、砦、神殿は、政治・宗教上の権力の象徴である。暴君が過去に建設したものは、結局は滅び
て、自然に帰り、再生されて未来の楽園となる。やがて自然は力を取り戻し、永遠にこの世に君
臨するという、再生（regeneration）という、シェリーの生涯にわたる思想が、この初期の詩の
中に既に芽生えているのである。

（4-3.）naturalistのイメージの例
（4-3-a.）天文学・気象学上のイメージ：
妖精の女王マブは、純粋な魂となったアイアンシーを自らの戦車に乗せて、空、更には宇宙へ
と連れていく。そこでは、無数の銀河系が回転運動をしており、天体が生まれては消滅している
という、天文学上の真理が示される。

         Innumerable systems rolled,

And countless spheres diffused

An ever-varying glory.

     It was a sight of wonder:                （I, 253-6）

この宇宙での旅という発想は、ダンテ Danteの『神曲』（Divina Comedia）の「天国篇に於け
る、ダンテの飛翔を想起させる。ダンテは星の間を飛んで、永遠の恋人ベアトリーチェ Beatrice

の魂を探しに行き、遂に天堂で、聖母マリアのそばに座っているのを見つけるのであるが、シェ
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リーの場合はここで、ダンテには見られない、naturalistらしい宇宙の描写を披露しているので
ある。
“It was a sight of wonder “ というこの感動は、シェリーが Syon House Academyで ウォー
カー博士 の「オルリー」13 なるオリジナルの機械で講義を受けた時の感動を彷彿とさせる。シェ
リーがニュートン14やハーシェル15の宇宙論を知っていたことには疑いの余地はない。なぜなら、
この『マブ女王』には、E. ダーウィンの手法にならって、シェリー自身がかなりの註をつけてい
るのであるが、その中に、彼ら天文学者に対するコメントが登場しているからである。宇宙には
おびただしい systemsが存在し、太陽系はその1つにすぎないことも出てくる16。オルリーなる機
械に戻るが、この機械の中心には、太陽としての灯りがともしてあり、周りに太陽系の星を配置
してある。それぞれは自転・公転などの回転をするように作ってある。教師がハンドルを回すと、
太陽系全体がそれぞれに回転していくようになっており、中心の太陽からの光がどこに影を落と
すかという「蝕」の実態まで説明出来るようになっていた。ウォーカーは、息子を助手として使
いながら、講義をしていたことが分かっている。[筆者は数年前に、ロンドンの自然史博物館
Natural History Museumに常設展として展示されている現物とその絵画を見てきている。]こ
の絵画には、 宇宙の天体の回転の様子が一目でわかるこの機械を囲んで目を輝かせて見ていた子
供達が描かれているのであるが、シェリーは確実に、このような少年達の一人であったと、
Cameron も認めているのである。
次のウォーカーであるが、以下の彼のシラバスから、彼が天文学を講義していたのが事実であ
ることが分かる。下線部はシェリーが好んでいたと、学友ホッグ（Thomas Jefferson Hogg）17 の
『シェリー伝』に出てくる学問の一部である。

Dr. Adam Walker. Syllabus of a Course of Lectures, on Natural and Experimental 

Philosophy, viz. Astronomy, Use of The Globes, Pneumatics, Electricity, Magnetism, 

Chymistry[Chemistry], Mechanics, Hydrostatics, Engineering, Fortification, Optics, &c. 

Liverpool: W. Nevett, and co., 1771.18

[Underlines mine.]

次の例はウォーカーが、アイルランドのある洞窟内を調査した時の報告書の 1部で、シェリー
の手紙等に踏襲されている、ナチュラリストらしい表現の 1例である。下線部にあるように、

13　Richard Holmes. The Age of Wonder: The Romantic Generation and the Discovery of the Beauty and the 
Terror of Science. London: Harper Collins, 2008.の表紙の写真を参照 .Cameron は、校長の Dr. Greenlawに雇わ
れた Dr.Walkerが、このオルリーなる機械を学生に見せて、新しい宇宙観を教えたという、シェリーの学友 Hogg
の『シェリー伝』の一節を紹介している .シェリーはそれまで天文学も、”Plurarity of worlds” を知らなかったとさ
れている .Cf. Cameron, 18.
14　Donald Reiman and Neil Fraistat Edd. The Complete Poetry of Percy Bysshe Shelley. Oxford: Clarendon P, 
1975. 2 vols. I, 267-8.
15　Ibid, 267.
16　Ibid, 256.
17　Thomas Jefferson Hogg. The Life of Percy Bysshe Shelley. London: Edward Moxon, 1950.
18　Phil. Tr. 1773, 63, Part I, 16-19. Liverpool: W. Nevett, and co., 1771. 英国大英図書館所蔵マイクロフィルムよ
り。
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ウォーカーは naturalistらしく「数字」を出して、洞窟の「深さ」や「直径」、そして「地質」、
「形状」等を報告している。

Different from those of Derbyshire and Mendip, this cave descends perpendicularly 30 
yards, from the top of a small hill. Through an opening 40 yards in diameter.  The sides of 

this pit are limestone-rock, whose chinks nourish variety of shrubs and trees.... When he 

reaches the bottom, he sees one side of this pit supported by a natural arch of rock, above 

25yards wide, under which he goes horizontally, and sees two subterraneous openings to 

the right and left....we …proceeded to view the left-hand part…there were many 

different branches of the cavern.... A small rill accompanied us, which, by its different 

falls, formed a sort of rude harmony, well suited to this place.... Many of the rocks on the 

roof and sides of this cavern are black marble, full of white spots of a shell-like figure;19....

[Underlines mine.]

ここでウォーカーは naturalistらしく、洞窟の「大きさ」や「深さ」を「数字」で示し、地下
に洞窟が複数あり、内部の「地質」が黒い大理石である事や、地下水が川と流れていると報告
し、”subterraneous openings” つまり「地下の噴火口」なる火山学の用語により、自分が火成論
者である事を明かしてもいる。引用の後続の部分には、天井も床も鍾乳洞になっている所もあり、
まるでゴシック建築のようだと描写しているのであるが、これは、シェリーの色々な詩の中で描
かれる洞窟の描写の原型となっているとも思われる。
シェリーの手紙にも、naturalistらしい書き方を意識している例が見られる。以下はシェリー
が、ナポリ湾西部の火山地帯を見て回った時の様子を、ロンドンにいる友人のピーコック
（Thomas Love-Peacock）に送ったものであるが、上記のウォーカーのように、「数字」を出して
「形状」を報告するという、naturalistらしい同様の報告の仕方が、特に最後の 1行の下線部に表
れている。

After passing the Bay of Baiæ, and observing the ruins of its antique grandeur standing 

like rocks in the transparent sea under our boat, we landed to visit lake Avernus.  We 

passed thro the cavern of the Sybyl）not Virgil’s Sybil（which pierces one of the hills 

which circumscribe the lake, and came to a calm and lovely basin of water, surrounded 

by dark woody hills, and profoundly solitary.  Some vast ruins of the temple of Pluto 

stand on a lawny hill on one side of it, and are reflected in its windless mirror.  It is far 

more beautiful than the Elysian fields―but there are all the materials for beauty at the 

latter, and the Avernus was once a chasm of deadly and pestilential vapours.  About   a 

mile from Avernus, a high hill, called Monte Nuovo was thrown up by Volcanic fire. 20            

[Underlines mine.]

19　Dr. Adam Walker, “A Letter to Charles Morton, M.D., Sec. R.S. from Mr. Adam Walker; containing an 
Account of the Cavern of Dunmore Park, near Kilkenny, in Ireland, Dublin, April 26, 1771, Read Nov. 19, 1772. 
Phil. Tr., London: Royal Society, 1773, 63, Part I,16-20.
20　P. B. Shelley. Ed F. L. Jones. The Letters of Percy Bysshe Shelley. Oxford: Clsrendon P, 1964. X, 17-18.

1
2
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この手紙の中でシェリーは、アヴェルノ湖 [アヴェルヌスというのはラテン語名で、現在のイ
タリア語ではアヴェルノ（Averno）となる ]から約半マイルのところに、モンテ・ヌオヴォとい
う噴火で出来た丘があることを友人に報告しているのである。この辺りは古くから火山地帯で、
カンピ・フレーグレイといい、英国の火山学の祖と言われる Sir William Hamiltonが登山、観察
し、『哲学会報』に 30 年もの長きにわたり報告した地域である。その同じ期間に恩師リンドの論
文も掲載されていたことから、恩師とハミルトンの両方の論文を読んだことは、当然のことと思
われる。
以下には、ナチュラリストの詩人としてシェリーが追随したと思われる、ハミルトンの火山学
の用語の例が、下線部のように見受けられる。シェリーは、naturalistのウォーカーやハミルト
ンにならい、「数字」をあげて、火山の「形状」や「地質」を報告しているのが分かる。

The soil of the Campagna Felice is very fertile; I saw the earth opened in many places 

last year in the midst of that place, when they were seeking for materials to mend the 

road from Naples to Caserta.  The stratum of good soil was in general four or five feet 

thick under which was a deep stratum of cinders, pumice, fragments of lava, and such 

burnt matter as abounds near Vesuvius and all Volcanos.21

[Underlines mine.]

カンパーニア・フェリーチェなる地域の土壌が非常に肥沃なのは、火山性の土地だからだとい
うことである。これは今日の火山学や土壌学であれば、火山性の土壌はミネラル分が豊富なので、
肥沃になるというのは常識ではあるが、当時は火山学の始まりの時代に過ぎず、誰でも知ってい
た訳ではなく、シェリーがハミルトンの火成論の火山学を知っていたことの証左となるのであ
る。
シェリーはハミルトンの後妻エンマの伝記を所蔵しており、この中には夫ハミルトンの業績も
紹介されているので、シェリーが彼の火山学を知らないとは言うのは難しい。
さて『マブ女王』の作品に戻るが、女王マブはアイアンシーの魂を、天上にある自分の神殿「妖

精の神殿」（”Fairy’s fane”, II, 21）に連れていく。そこは、E.ダーウィンと B.フランクリン の論
文を彷彿とさせるように、雲と「まばゆい電光」”flashing light”（II,32）でできており、2人は
そこから、眼下の宇宙を見て、「無数の終わることなき球体が」”Countless and unending orbs”
（II,73）ガリレオやニュートン、ケプラー、ハーシェルが唱えたように、「永遠の自然の法則」
“Eternal nature’s law”（II,76）を全うしているのを見るのである。
2人は、永遠の自然と、死すべき人間の権力の象徴として、古代パルミラの宮殿の廃墟（II,109）

や、エジプトのナイル川やピラミッド（II,126-7）、砂漠の中のアラブの天幕（II,135）や、エル
サレムの神殿、古代のセイラムやアテネ、ローマ、スパルタの廃墟などを見る。マブはアイアン
シーに説く。「美徳と知恵と真理と自由のみが、人類を永遠に繋ぐ魂に相応しい至福を与える事が
できるのだ」と。そしてマブは続ける。たとえ「この上なく希薄な雲にぶら下がっている、極小
の雨粒一滴たりとも」（“the minutest drop of rain, /That hangeth in its thinnest cloud”（II,213-

21　Sir William Hamilton. “Remarks upon the Nature of the Soil of Naples, and its Neighbourhood,” Letter V,  
Phil. Tr.  London, 1770,  64.
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4）”）、自然界に於いては、「万物にとっては、原子一個（”one atom”）ですら、普遍的なのであ
る」、と。また、「知覚できない空気中の極小の物の中に生きている目には見えない物であっても、
人間のように思考し、感覚を持ち、生きているものなのである」（II,211-34）と。「彼方で回転し
ている天球達を支配しているあの荘厳なる自然の法則は、万物に普遍的なものなのである」（II, 

242-3）と結論づける。マブがここで披露している宇宙論は、ニュートンやケプラーを踏まえたも
のであるし、「雲」が希薄な空気で出来ているというのは、イラズマス・ダーウィンの雲の生成に
関する論文を踏まえたものでもあり、どちらもシェリーが、王立協会の『哲学会報』に掲載され
た論文を読んでいた事による。そもそも詩人というものは、naturalistでもなければ、雲が雨粒
で出来ていて電気が稲妻となるとか、宇宙には天体が永遠の回転運動を展開しているなどとい
う、天文学や気象学、即ち博物学に基づいたイメージ、つまり naturalistのイメージなどを詩に
描く事など、ありえないのである。この 1節は、シェリーが naturalistの詩人であるが故に、宇
宙の真理を描写していた証拠となるものなのである。
この他にシェリーは、化学や医学、植物学、機械工学のイメージも駆使している。

（4-3-b） 化学・医学・植物学上のイメージ
マブ女王は続ける。この世には悪もあるが、救いもある。全てを与える自然は、自然界の掟を
犯すものを浄化する事もできるのだ。人は、自然を知って、現在から未来を推論すべきだと（III, 

60-101）。ここには言わば、彼の naturalistの詩人としての基本姿勢が表明されているとも言え
る。シェリーは、”Those gilded flies/ That, basking in the sunshine of a court, / Fatten on its 

corruption!” とあるように、王達を「金メッキのハエ」（III, 107）に、そして「抑圧された人々」
は、”a protracted death”「長引く死」に耐え、「不健康な炭鉱で日蔭の人世を送り、あくせく働
き擦り減っていく職工」（III, 114-5）にたとえる。ここには、リンドの友達 J. ワットや、リンド
の従兄弟 J. ケアー等から聞いたであろう、産業革命期の炭鉱の抗夫のみじめな人世が描かれてお
り、ケアーの得意分野であったメッキの知識が、シェリーの念頭にあるのは確実である。小さい
生き物でも自然の 1部であり無視してはいけないというのは、プリニウスの『博物学』の冒頭に
出てくる考えである。マブは、暴君がいても、徳のある者は敬意を表されるべきである、自然は
王を拒むが、人を拒む訳ではない、明日は必ず来ると説く。そして権力というものは、ペストの
ように、触れるものすべてを汚染してしまうものだ（III,176）というたとえには、伝染病という
医学上のイメージがある。
マブは、第 4編において、悪政の象徴である雷鳴と嵐の後には必ず、平和とハーモニーと愛に
満ちた人類の未来が訪れるという、希望に対する信頼を述解する。ここには、シェリーのお気に
入りの気象学上のイメージが見られる。シェリーの雲や蒸気に関する描写には、J. プリースト
リーや , E.ダーウィン等の博物学者達の歴史的な研究の成果が確実に活かされているのである。

                                 To-morrow comes:

Cloud upon cloud, in dark and deepening mass,

Roll o’er the blackened water: the deep roar

Of distant thunder mutters awfully;…       （IV, 25-8）
[Underlines mine.]
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イラズマスの酸素や光合成、雲（蒸気）に関する研究は Phil. Tr. に掲載されており、シェリー
は読んでいたと思わざるをえない。というのは、少なくとも、イラズマスのシェリーに対する影
響は、前述のように既に認められているからである。

It is evident that at some time [Erasmus] Darwin made a profound impression upon 

Shelley’s thought and imagination. 22

[Underline mine.]

しかし、これは特に『マブ女王』に関してのものではなく、またシェリーを naturalistとして
捉えている訳でもない。以下のイラズマスの雲の生成過程と電気、つまり稲妻に関する論文を見
ると、シェリーがこれらのイラズマスの議論を知っていた事は明らかとなる。

4-4. 　E.Darwinの蒸気、雲、電気に関する論文
以下の引用にあるように、空の雲は、水蒸気が太陽の熱によって上昇させられ、上空で冷やさ
れると発生するのだという、イラズマスの考えは、シェリーの詩の中の雲の描写の背後に現前と
して存在する大前提のようなものであったろう。

…some properties of solar heat are sufficient to account for the elevation and support of 

vapours;…the electric æther is far from having any share in the production of this 

important phænomenon. 23

[Underlines mine.]

4-5.　雲と雷に関する論文
以下の論文は、後の合衆国大統領、B.フランクリン等が実験したように、雲の中にはいつも雷

が出来るとは限らないと言っているのであるが、シェリーの詩では、上記第 4編の 28 行目にある
ように、雷が鳴るパターンが多いのである。

…from the experiments of Mr. Franklin and others, the clouds are sometimes focused to 

be electrified plus, sometimes minus, and sometimes manifest no signs of electricity at 

all.（253.）24                                     [Underlines mine, italics original.]

4-6. 　雲の生成過程
雲が、凝縮した水滴の集まりであるという、以下のようなイラズマスの表現は、シェリーの詩
に受け継がれている。

22　Carl Grabo, op. cit., 200.
23　Erasmus Darwin, “Remarks on the Opinion of Henry Eeles, Esq.; concerning the Ascent of Vapor, published 
in the Phil. Tr. Vol. xlix. Part i. p. 124. By Erasmus Darwin, M.D. Communicated by Mr. William Watson, F.R.S.; 
Letter I. To the very honourable and learned the PRESIDENT and MEMBERS of the Royal Society, May 23. 
1757,” Phil. Tr., 1757, 50,248.
24　Erasmus Darwin. op. cit., 1757, 50,253.
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Now, when the barometer sinks（from whatever cause not yet understood this may 

happen）the lower stratum of air becomes expanded by its electricity, being related from 

a part of the super incumbent pressure, and, in consequence of its expansion, robs the 

vapour which it contains of its heat; whence that vapour becomes condensed, and is 

precipitated in showers, as is visible in the receiver of an air-pump above mentioned. 25

4.7.　火山学の影響―Barruèl の、革命は火山の噴火というたとえ
フランスの思想家バリュエル（ Abbé Augustin Barruèl）の本には、革命は火山の噴火のよう
なものだというたとえが登場する。バリュエルはフランスのカトリックの神父であり、反革命派
の立場に立つ人物であるが、フランス革命を成功に導いたジャコバン派の組織作りを克明に研究
し、彼らがいわゆるフリー・メイスンの組織作りをとことん模倣した事を突き止めるのである。
バリュエルの本の各所に登場する火山のイメージをまとめて列挙すると、以下のようになる。曰
く、万人は平等であるが、ジャコバン派の罪は火山の噴火口に立ち上る黒煙で、庶民の噴満は火
口内に硫黄を含む有毒な蒸気を上げ、やがて圧力を増し、噴火となって外に噴出する。革命とは
このような火山の噴火のようなものだという。フランスは地獄、底なしの穴のよう。革命は火山
の噴火のようだ。だから、悪者をやっつけろ、云々と、キリストやキリスト教に対する攻撃など
が続いていく。

…all men were equal and free….（I, ix）;[the Jacobins’ crime is like]; the black cloud（IV,3）
[ hovering over ] the summit of the volcano, the bituminous and sulphurous vapours [ 

which the volcano exhales bear witness to its] interior combustions [until at last, ]  

[signifies] the abyss [in which so great a convulsion has been generated.][Barruèl 

regards revolution as a volcanic eruption and France, ] like hell, a bottomless pit.（I, x.）;
Crush the wretch! Cescrasez l’infame!（I, 28）; Crush Christ, crush the religion of Christ,

crush every religion that adores Christ.  Let the real Philosophers unite in a

brotherhood like the Free-Masons.（I, 45）[ Frederic II ] mentioned that] I will preserve

a seed of so precious and so rare a planet, to furnish those who may wish to cultivate it

hereafter.（I, 93）; [Voltaire proposed] Let the real Philosophers unite in a brotherhood

like the Free-masons; [which is a colony and secret academy, whose]…his most sacred

duty is to annihilate the wretch（I, 120-21）. 26

[Underlines mine.]

革命をうたい、未来の希望をうたうシェリーにとり、このバリュエルの火山の比喩は、先のハ
ミルトンの火山学と共に、シェリーの詩に於いては、非常に重要な役割を果たしていく。火山の

25　Erasmus Darwin, “Frigorific Experiments on the Mechanical Expansion of Air, explaining the Cause of the 
great Degree of Cold on the Summit of high Mountains, the sudden Condensation of aerial Vapour, and of the 
perpetual Mutability of atmospheric Heat.  By Erasmus Darwin, M.D.F.R.S.; communicated by the Right 
Honourable Charles Grenville, F.R.S., Read December 13, 1787.  Phil. Tr., 78（1788）, 49-50.
26　Abbé Augustin Barruèl. Tr. T. Burton.  Memoirs Illustrating The History of Jacobinism.  London; I. Burton, 
（1797）, 1798. 2nd ed. Reprint. I, 120-21.
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噴火は、ポンペイのような都市を破壊はするけれども、長い月日がたてば、火山性のミネラル分
が多い噴出物は、かえって肥沃な土壌を生みだし、豊かな実りをもたらすので、火山は自然の破
壊的な力と、生産的な力の象徴となり、自然の再生的な力を重視するシェリーにとっては、最も
重要なイメージであるとも言えるのである。

結論

以上のようにシェリーは、naturalistの詩人である。彼は、博物学に基づくイメージと、数学
的韻律を持つ詩という形式を組み合わせて用いる事により、文学を科学（即ち当時の博物学
natural history）と結びつけた、英文学史上ユニークな詩人であるということは、これまで指摘
されてはこなかった。シェリーは、少年期に教わった アダム・ウォーカーや ジェームズ・リン
ド等の naturalist達の教育と、自らの勉学、実験、観察等により身につけた当時最新の博物学の
知識を駆使して、人類の理想を詩に描こうとした。彼にとって naturalistのイメージは、創造と
破壊を繰り返す自然界の神秘的な美や力を、出来うる限り正確に描写するためには、必要不可欠
な手段なのであった。シェリーは、ニュートンやケプラーはいざ知らず、ハーシェル等の新しい
天文学を知っている上で、宇宙の神秘を描く。シェリーはまた、地上ではゆっくりと山を下りて
いき、あらゆる物を破壊し尽くしていく氷河や火山の溶岩を、時には破壊的ではあるが、逆に再
生的でもある自然の力の象徴として描いている。彼は、例えば暴君のような破壊的な力が、この
世界を破壊してしまった後であっても、世界は確実に自ら再生する力を有しているという希望を
私達に提示するために、自然を描写しているのである。その理想が実現されるまでは、人は長い
期間耐えなければならないかも知れない。だが、かのバリュエルが唱えたように、やがて人間の
社会には、丁度火山が噴火するように、革命が起きる時がやってくる。その時、溶岩は世界を破
壊もするが、逆に後には肥沃な土壌となり、豊かな実りを約束する。こうして最終的に、宇宙全
体には愛が充満し、結果、この世には楽園が実現されるであろうというのが、シェリーの理想で
あった。読者をこの理想に到達させるためにシェリーは、自然の破壊的かつ再生的な面を、なる
べく具体的かつ正確に描写する必要があり、そこに naturalistらしいイメージが駆使されていく
事になるのである。したがって、シェリーは「naturalistの詩人」と呼ぶべきなのである。
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J.-P. ラモー作曲《一つ目巨人》に見られる
手指の機能展開と楽曲形式の発展に関する試論

Essai sur le développement entre la fonction des mains et la 
forme musicale dans « Les Cyclopes » de Jean-Philippe Rameau

高　野　裕　子（Yûko TAKANO、フランソワ・ラブレー大学博士後期課程）

Résumé

　De grands événements historiques du début du 18ème siècle, qui, commençant par la mort 

du Roi Soleil（1715）, firent trembler la société française et y apportèrent des changements. La 

musique française pour le clavecin s’appliquait dans ce cas : nous pouvons constater un 

aspect que l’on peut considérer comme un « tournant » dans le domaine de la musique du 

clavecin du début du 18ème siècle. 

　Dans cet article, nous avons considéré une œuvre intitulée « Les Cyclopes » de Jean-

Philippe Rameau（1683-1764）comme un exemple de ce changement. D’abord, nous avons 

montré le nouveau développement de la fonction des mains de Rameau : le toucher du 

clavecin avec lequel « l’œil partage le plaisir qu’en reçoit l’oreille ». Après cela, nous avons 

mentionné la possibilité que le développement de la fonction des mains de Rameau annonçait 

une germination de la nouvelle forme musicale : sonate. 

 Avec toutes les observations mentionnées, nous avons pu présenter que Rameau 

rechercha le plaisir visuel dans les mains des interprètes virtuoses. Il dirigea le 

développement de la fonction des mains : une nouvelle tendance intégrant la virtuosité dans 

le jeu du clavecin du 18ème siècle en France et une découverte d’une nouvelle forme 

musicale.

はじめに

「クラヴサン楽派の父」（Anthony 1997: 290）と称されるシャンボニエール Jacques Champion 

de Chambonnières（c. 1601/2- 1672）以降、フランス・クラヴサン音楽はおよそ 150 年にわたっ
て華々しい歴史を刻んだ。しかしながら、その音楽は決して一様では無く、クラヴサン奏法の面
から見ると「転換期」とも言うべき時期が存在した。17 世紀中頃に活躍したフランスのクラヴシ
ニストたちは、「弦をはじく」という楽器構造上の共通点からリュート音楽を模倣し、フランス独
特の音楽語法を作り出した 1。もちろん、クラヴサン奏法もリュートからの影響を強く受けたので
あるが、これは「響きを豊かにする」という利点を生むと同時に、鍵盤上における手指の動きを

1　響きを豊かにするために施された豊かな装飾音や、「スティル・ブリゼ style brisé」と呼ばれる、音を方々に散
らしながら演奏する様式などが挙げられる。
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制限することにもつながった 2。しかしながら、18世紀に入ると徐々にリュート音楽からの影響力
が弱まり、クラヴシニストたちは、手指の動きを制限することなく、本来「クラヴサン」が持つ
楽器の特性を存分に生かした音楽語法を楽曲に用いるようになった。すなわち、鍵盤上における
「手指」の用い方を展開させることにより、フランスのクラヴサン音楽や奏法は転換期を迎えるこ
とになったのである。
これまで、フランス・クラヴサン音楽に関しては、17 世紀フランス・クラヴサン音楽の手稿譜
や出版譜を詳細に調査したグスタフソンによる研究（1979）やフラーとグスタフソンによる 18 世
紀フランス・クラヴサン音楽研究（1990）をはじめ、楽譜資料に基づく先行研究が大半であった。
演奏に関わる研究としては、サドラーによるラモー Jean-Philippe Rameau（1683-1764）の自作
借用に関する研究（1989）やモンタンによる F・クープランの『クラヴサン奏法 L’art de toucher 

le clavecin』研究（2004）などが挙げられるが、フランス・クラヴサン音楽の転換期と手指の用
い方を関連づけた先行研究は見られなかったといっても過言ではない。
本論では、手指の機能を展開させることにより、クラヴサン音楽史に転換期をもたらした一つ
の例として、ラモーのクラヴサン楽曲を取り上げる。これまで、劇作曲家・音楽理論家として語
られる機会の多かったラモーは、1724 年に発表したクラヴサン演奏に関する自身の小論の中で、
それまでの手指の用い方を一新し、リュート風クラヴサン奏法からの脱却に大きく貢献した人物
でもある。そこで、ラモーのクラヴサン音楽の中でも、特に革新的な楽曲である《一つ目巨人 Les 

Cyclopes》に見られる「手」の機能展開に着眼し、それらを実際に分析することにより、ラモー
による「手」の機能展開がフランス・クラヴサン音楽の流れを大きく転換させただけではなく、
楽曲形式の発展にも大きく関わっていた可能性についても論じる。

1．ラモーによる「目で受ける楽しみ」―聴き手の眼差しを組み込んだクラヴサン奏法

はじめに、ラモーのクラヴサン奏法における革新点について概観する。ラモーは、1724 年に発
表した小論『クラヴサン上における指のメカニック De la mechanique des doigts sur le 

clavecin3』において、それまでに見られなかった、全く新しいクラヴサン奏法を提案した。その中
でも「耳で受ける楽しみを目でも分かち合う」（Rameau 1724: 6）奏法は、ラモー独特のものと
して特に言及すべき事柄であろう。本項では、この奏法を可能にした要因の一つである「指の独
立性」について述べたあと、「耳で受ける楽しみを目でも分かち合う」ことの出来る 3種類の新し
いバトリ奏法に関して概観を行う。
ラモーは前述の小論において、指の「独立した運動」に関して繰り返し述べており、それぞれ
の指が他の指から独立した独自の運動をすること（Rameau 1724: 4）、5本の指の運動が全て均等
になること（Rameau 1724: 4-5）、親指を自由に他の指の下にくぐらせること（Rameau 1724: 5）
を強調した。これは当時、非常に画期的な内容であった。というのも、18 世紀までの鍵盤楽器に

2　当時、減衰が早く、金属的なクラヴサンの音は楽器にとって一番の欠点であると考えられており、リュートのよ
うに柔らかで響き豊かな音にするためには、出来る限り鍵盤上に手指が這うように演奏することが良いとされてい
た。その結果、手指の大きな動きや跳躍が避けられることとなった。
3　1724 年にパリで出版された《クラヴサン曲集 Pièces de clavessin》の冒頭に挿入された小論。装飾音表とラモー
による指使いが付された小曲〈ロンド風メヌエット Menuet en Rondeau〉も同時に掲載されている。
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おける運指法には、「良い指」・「悪い指」という指のヒエラルキーに関する概念が見られ 4、各指が
均等に用いられるということがなかったからである。また、指の下に親指をくぐらせるようなこ
とはせず、隣り合う連続した運指で順次進行によるパッセージを演奏することが好まれた 5。これ
らの運指法は、リュートから派生した、ポール・ド・ヴォア port de voix やクレ couléといった、
隣り合う音を連続して奏する装飾音の演奏に適しており、響きを補強し、音に陰影をつけようと
するリュート風クラヴサン奏法にも適っていた。この運指法や奏法は、手の大きな動きや跳躍に
は向いていないものの、当時のクラヴシニストたちがいかに楽器の響きを充実させることに情熱
を傾けていたことが分かる。以上の理由から、ラモーのように 5本の指のヒエラルキーを取り払
い、自由に指を用いる奏法は、それまでの指の用い方とは全く異なるものであった。
ラモーは、指に対して独立した運動を課し、自由に動かすことを推奨したが、それを踏まえて
5種類の新しいバトリ奏法 6を提示した。一つ目は、親指を他の指の下にくぐらせることにより広
い音域のパッセージを演奏することが出来るバトリ（Rameau 1724: 5 and 9）、二つ目は幅広い音
域を持つアルペッジョを両手で分担しながら演奏するバトリ 7（Rameau 1724: 5）である。3、4、5
つ目のバトリに関しては、以下のように述べている。

同じように一方の手が交互に他方の手の上を通るようなバトリもある。（略）他に 2種類のバ
トリがある。その例は〈一つ目巨人〉と題された曲に見られる。そのバトリの一つでは、両
手は一つの太鼓の 2本の撥のような連続的な運動を見せ、もう一つのバトリでは、最低音と
最高音を交互に演奏するために、左手が右手の上を通る。このようなバトリは私独特のもの
であり、少なくともこの種のものは見たことがないと思う。これらの良いところは、耳が受
ける喜びを目でも分かち合う（l’œil y partage le plaisir qu’en reçoit l’oreille）ということで
ある。（Rameau 1724: 5-6）

引用にもあるように、3つ目のバトリは「同じように一方の手が交互に他方の手の上を通るよ
うなバトリ」、4つ目は「両手が一つの太鼓の 2本の撥のような連続的な運動を見せる」バトリ、
5つ目が「最低音と最高音を交互に演奏するために、左手が右手の上を通る」バトリである。こ
れら 5つのバトリ全てにおいて、手指の大きな移行や運動、あるいは両手の交差が求められる 8。
ラモー以前のクラヴシニストたちは、響きを重視するために、このような手指の大きな運動はク
ラヴサンに合わないものと考えてきたが、ラモーはこれらのバトリに関して「耳が受ける喜びを

4　この指のヒエラルキーは当時、ヨーロッパ全体で見られたものであるが、フランスでは「良い指」は 2と 4の指、
「悪い指」は 3と 5の指と考えられていた。親指は、他の指より短いという理由で用いられなかった。
5　例えば、右手上行形ドレ－ミファ－ソラ－シドでは 23-23-23-23 という連続した運指法が用いられた（Saint-
Lambert 1702: 42）。
6　バトリ batterieはフランス語で「打つ battre」から派生した言葉で、当時、跳躍を含むパッセージ、あるいは一
つ一つの音が切り離され、連続して演奏されるアルペッジョを指した。F. クープラン（1716-17）や J-J. ルソー
（1775）もバトリに関して記述を残している。
7　ラモーの〈つむじ風〉、〈一つ目巨人〉（いずれも 1724 年）に見られる。
8　両手の交差に関して、ラモー以前にもルイ・クープランやフランソワ・クープランが用いたが、ラモーのものと
比較すると圧倒的に手の運動量が少ない。ルイやフランソワは、手の動きを重視したというよりも、交差が引き越
されるような微妙な音域で、クラヴサンの 2段鍵盤を用いて左右の手を弾き分けることにより、音色の違いを出そ
うとしたものと思われる。



－ 70 －

目でも分かち合う」ことが出来るものであり、彼独特のものであると指摘している。すなわち、
バトリを演奏することにより、耳だけではなく、演奏者の手指の動き（＝演奏技術）を目で見て
楽しむことを示唆しているのである。この手指の動きを楽しむのは、演奏者だけではなく、もち
ろんそれを見る「聴き手」の存在も含まれる。ラモーは、演奏を見る「聴き手」の存在を作り出
し、その聴き手の眼差しを演奏技術に組み込んだのである。ラモー自身「私独特のもの」と述べ
ているように、これはフランスにおいて視覚的効果を持つ技巧性を求めた最初期の例であった 9。

2．ラモーによる手指の機能展開と新たな楽曲形式の萌芽―〈一つ目巨人〉を例に
リュート風クラヴサン奏法から完全に脱却し、手指の機能を展開させることに成功したラモー
は、「目で受ける楽しみ」を組み込んだ 5種類のバトリを全て、〈一つ目巨人〉という楽曲に取り
入れた。このような例は、他に見ることが出来ない。そこで本項では、手指の機能を展開させる
ことを可能とした 5種類のバトリと楽曲形式の発展との関わりに着眼する。ラモーは、3冊の独
奏クラヴサン曲集において、当時のクラヴシニストたちと同様に、二部分形式やロンドー形式を
用いて作曲した。しかしながら、〈一つ目巨人〉に関しては、表向きはロンドー形式で書かれてい
るものの、実際は形式からの逸脱が見られるのである。

2－ 1．楽曲構成の概観と分析
〈一つ目巨人〉で用いられている「ロンドー形式」は、当時のフランス・クラヴサン音楽におい
て、二部分形式と共に代表的な楽曲形式の一つであった。一般的に、この時代のロンドー形式は、
ルフラン部分（以降、Aと記す）といくつかのクプレ（B, C, D… と記す）で構成されており、
A-B-A-C-A-D…というように、ルフランとクプレの繰り返しで曲が進む。17-18 世紀初期のクラ
ヴシニストたちは、繰り返し部分の冗長さを避けるために、ルフラン部分を数小節カットしたり、
クプレの小節数を拡大したりという工夫をしているものの、全てのロンドーにおいて、この基本
構成を完全に保守していると言って良い。しかしながら、ラモーの〈一つ目巨人〉では、このよ
うな基本的なロンドー形式の構成を見ることが出来ない。〈一つ目巨人〉における基本的な楽曲・
調構成を概観してみよう。

A：ルフラン m. 1-52（52 小節、ニ短調－ト短調－ヘ長調－ニ短調）─ B：第 1クプ
レ m. 52-84（33 小節、ニ短調－ト長調－ヘ長調－変ロ長調－ヘ長調）─ A’：短縮型
ルフラン m. 85-88（4 小節、ニ短調）─移行部 m. 89-97（9 小節、ニ短調）─ C：第
2クプレ m. 97-123（26 小節、ニ短調－イ短調）─ A：ルフラン m. 1-52（52 小節、
ニ短調－ト短調－ヘ長調－ニ短調）

冒頭と曲尾のルフラン部分（A）が 52 小節であるのに対し、中間に表れるルフラン（A’）は、
たった 4小節で構成されている。また、その直後の 8小節では、冒頭のルフラン部分には見られ
ない、第 2クプレ（C）部分へ向かう移行部のようなパッセージが挿入されている。また、第 1

9　同時代人である、J. S. バッハや D. スカルラッティも手の交差を取り入れた楽曲を残しているが、ラモーのよう
に自らの言葉で視覚的効果を狙ったものであるとは明言していない。
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クプレが 33 小節、第 2クプレが 26 小節という長さに対して、ルフラン部分が 52 小節と、ほぼ倍
の長さを示しているために、中間部分のルフラン再現部の短さが余計に際立っている。
さらに特徴的であるのが、ラモーの提示するクラヴサン奏法の選択である。すでに述べたよう
に、「耳が受ける喜びを目でも分かち合うことの出来る」奏法であると位置づけた、5つのバトリ
を全て用いているのである。まず、ルフラン部分である第 1小節から 52 小節目までを見てみた
い。第 1小節から 4小節目までは、楽曲テーマとも言える旋律が提示される【譜例 1】。

この主題は右手・左手ともに順次進行によるパッセージで構成されている（本項では、この順
次進行の要素を持つパッセージを aと記し、バトリの要素を持つパッセージを bと記す。また、
バトリの種類については、出現順に b1, b2…と記す）。続いて、第 5小節から 16 小節目には、ラ
モーによる独自のバトリ奏法「2本の太鼓の撥のような動き」（b1）、そして第 6小節目左手には
「幅広い音域を持つアルペッジョを両手で分担しながら演奏するバトリ」（b2）が現れる【譜例 2】。

譜例 2では、第 5－ 6 小節の 2小節間にわたって 2本の太鼓の撥のようなバトリ b1 が提示さ
れており、続く第 7小節目では、両手で分担しながら演奏するバトリ b2 が演奏される。第 8－ 9
小節目では、主題 aの順次進行によるパッセージを逆行させたものが右手で演奏される。この 2
本の太鼓の撥によるバトリ b1 は、後に現れるバトリ b3 を予告する役割を担っている。この「b1
─ b2 ─ a」という形が 5－ 9 小節間、10 － 14 小節間にわたり 2度繰り返されたあと、第 17 小
節目から 26 小節目まで「左手が右手を飛び越え、最高音と最低音を交互に奏するバトリ」（b3）
が現れる【譜例 3】。

譜例 1　ラモー〈一つ目巨人〉テーマm. 1-4

譜例 2　ラモー〈一つ目巨人〉　2本の太鼓の撥のような動き（バトリ）m. 5-9
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この、左手が最高音と最低音を交互に奏するバトリ b3 は、10 小節間にわたって見られ、主題
aと同様、音楽的に特徴を持ったパッセージであると言える。さらに、主題 aが順次進行で進め
られているのに対し、バトリを含むパッセージ b3 では、対照的に非常に激しい手指の動きが生
み出されていることから、ルフラン部分における第 2の主題であると考えられる。
続く第 29 小節目から 52 小節目までは、冒頭の主題旋律が右手により演奏されるが、左手には、

「親指を他の指の下にくぐらせることにより広い音域のパッセージを演奏することが出来るバト
リ」（b4）が用いられており、主題が新たに展開されていることが分かる【譜例 4】。

譜例 4を見ても分かるように、左手で演奏される親指を軸とするバトリ b4 は、時に 1オクター
ヴを超えるような幅広い音域を含む。このバトリ上で演奏される右手は、冒頭のテーマ aの旋律
を奏でることから、主題の転回形であると言える（これを a’ と記す）。この a’ の箇所は、右手・
左手間で対照的な手の動きを見せている。
以上の事柄を踏まえて、ルフラン部分の楽曲構成を以下に示す。

譜例 3　ラモー〈一つ目巨人〉左手が最高音と最低音を交互に奏するバトリ m. 17-28

譜例 4　ラモー〈一つ目巨人〉親指をくぐらせるバトリ m. 29-39
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a（主題 1）m. 1-4―b1, b2＋ aの要素（移行部的パッセージ）m. 5-14―b3（主題
2）m. 15-26―b3から a’への移行部m. 27-28―a’（a＋ b4、主題の展開）m. 29-52

これからも明らかであるように、ラモーは順次進行する主題 aに対し、手の動きが顕著である
バトリ b3 を対置させている。さらに、それらを組み合わせることにより、新たに a’ というパッ
セージを作り出しており、ルフラン内で aと bの要素を巧みに作用させていることが分かる。
第 52 小節目から始まる第 1クプレでは、aと bの要素を含みつつ、新しい楽想が繰り広げられ
る。まずは、第 52 小節から 63 小節目を見てみよう。ここでは、aの要素とアルペッジョが含ま
れている。この左手に現れるアルペッジョは、第 7小節目に見られたバトリ b2 を彷彿とさせる
【譜例 5】。

ラモーはこの第 1クプレの冒頭部で、主題 aの要素とアルペッジョのパッセージを組み合わせ
たあと、2度進行で繰り返し演奏される新しい要素 c（第 59-63 小節）を提示している。この cの
要素は、第 69 小節目以降にも現れる【譜例 6】。

譜例 5　ラモー〈一つ目巨人〉第 1クプレ冒頭部 m. 52-64
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譜例 6の第 64 小節目からは、主題 aの反行形とも言える旋律線が現れる。その後、第 70 小節
目からは、cの要素が 4小節間にわたって演奏されるが、これは第 74 小節目以降に現れるバトリ
b1 への移行部としての役割を担っている。このバトリによる上行形（第 74-78 小節）と小休止
（第 80 小節目）、4小節間にわたる下行形によるスケール（第 81-84 小節）を挟んだあと、再びル
フラン（主題 a）の 4小節が演奏される【第 85 小節目以降、譜例 7】。

ルフラン（主題 a）を示す 4小節が演奏されたあとに奏される、第 89 小節目以降のパッセージ
には、右手の旋律部に aの要素が含まれているが、冒頭のルフラン部分にはこのような箇所は見
られなかった。また、このパッセージは、第 2クプレの冒頭部と密接に結びついているために、
ルフラン部分から第 2クプレへの移行部として機能するパッセージであると考えられる。

譜例 6　ラモー〈一つ目巨人〉第 1クプレ　m. 64-78

譜例 7　ラモー〈一つ目巨人〉ルフラン（主題 a）再現部から第 2クプレ m. 85-98
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第 97 小節目以降の第 2クプレで演奏される「左手が右手を飛び越えるバトリ」（b5）は、13 小
節間にわたって演奏され続け、第 2クプレを特徴づけるクラヴサン奏法として用いられている、
その手の動きからは、ルフラン部分における第二の主題（b3）を想起させる。第 110 小節目から
は、全く右手の新しい旋律線と、左手の親指をくぐらせるバトリ b4 が用いられており、そのま
まルフランに戻るための移行部へと入る【譜例 8】。

ここで、第 1クプレから第 2クプレまでの楽曲構成を概観してみよう。

第 1クプレ：aの要素＋アルペッジョ＋ c（m. 52-74）・・・b1（m. 75-84）―ルフラ
ン再現部：主題 a（m. 85-88）・・・移行部（m. 89-96）―第 2クプレ：b5（m. 97-
109）・・・新しい旋律＋ b4 （m. 110-117）・・・移行部（m. 118-123）

第 1クプレから第 2クプレまでの楽曲構成が示しているように、第 1クプレ・ルフラン再現部・
第 2クプレ共に、aの要素と bの要素が対比されて用いられていることが分かる。
これまでの分析を踏まえた上で、再び本項冒頭で示した、ラモー〈一つ目巨人〉の楽曲構成

（A-B-A’-C-A）全体を見てほしい。
全体的に見ると、第 1クプレ後のルフラン再現部分が非常に短いため（4小節）、ルフランと各
クプレ間の小節数におけるバランスは決して良いとは言えない。また、一つのルフラン間、ある
いはクプレ間において、様々な手の動きを伴うバトリや奏法を用いている。このような楽曲形式
と手指の動きの関係は、当時の他のクラヴシニストたちによる楽曲では決して見られない。
17 世紀中頃から 18 世紀初期にかけて活躍したフランス・クラヴシニストたちによるロンドー
形式で書かれた楽曲の場合、全てのロンドーにおいて、ほぼ例外なく「A-B-A-C-A-D…」といっ
たロンドー形式の基本構成を完全に保守している。例えば、F・クープランは多くの楽曲をロン
ドー形式で書いたが、彼によるルフラン部分は、比較的短い主旋律の繰り返しにより構成されて
おり、楽曲を通して継続的に用いられる特徴的な奏法や音楽語法（例えば、リュート音楽で多く

譜例 8　ラモー〈一つ目巨人〉第 2クプレ最終部分 m. 110-123
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用いられていたシンコペーション・リズムや無窮動の 16 分音符によるパッセージなど）が提示さ
れる【譜例 8】。

紙面の都合上、本項では一例しか引用出来ないが、譜例8の〈神秘的なバリケード Les Baricades 

Mistérieuses〉10 におけるルフラン部分では、両手ともにシンコペーションによる奏法が求められ
ている。この手の動きは、ルフラン全体を通して見られ、その他にこの楽曲を特徴づけるような
手の動きは見られない。これは、ルフラン部分だけではなく、曲全体を通して用いられている。
一つの主旋律内、あるいはルフラン部分において、複数の要素を持つ奏法が同時に現れることは
ない。つまり、一つのルフランを通して、同じ奏法や音楽書法が常に用いられており、手指の動
きが限られているのである。
この傾向は、F・クープランによるほぼ全てのロンドーに当てはまり、「ルフラン部分」・「クプ
レ」という単位ごとに区切って、手の動きや奏法が定められていたことが分かる。そして、この
手の動きや奏法が、形式という枠組み内でのみ形成されていたことと、「ルフラン─クプレ」とい
う楽曲形式が厳格に保守されていたことには関連性があると考えられる。F・クープランや当時
のクラヴシニストたちにとって、ルフラン部分で提示した手指の動きを生かすためには、ロン
ドー形式の基本的要素である「繰り返し」は絶対的なものであった。このことから、手の動きも
楽曲形式と同様に、様式化されていたと言っても過言ではない。
また、当時のクラヴシニストたちは楽曲内において、ラモーが提示した、手指の動きの大きな
奏法や聴き手の眼差しを惹きつける目的でバトリを用いたりはしていない。これは、ロンドー形
式による楽曲に限ったことではない。当時は、リュート的な音楽語法や順次進行によるパッセー
ジが特に好まれて用いられていた。そのため、楽曲内におけるクラヴサン奏法の種類と、楽曲形
式の保守にも関連があったとも言えるだろう。

2－ 2．〈一つ目巨人〉における新たな楽曲形式の萌芽
これまで述べてきたように、他のクラヴシニストたちが、基本的なロンドー形式を絶対的に維
持し、形式の枠組み内で手指の動きを保ち続けた一方、ラモーは、手指を自由に動かすことによ

10　《クラヴサン曲集第 2巻》（1717）より、第 6オルドル。

譜例 8　F. クープラン〈神秘的なバリケード〉より m. 1-11
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り、楽曲形式の崩壊を招いた。だが視点を変えてみると、この楽曲形式の崩壊は、ロンドー形式
からの脱却、あるいは新たな形式の萌芽とも見ることが出来る。全体的に見ると、第 1クプレ後
のルフラン再現部分は、その極端な短さと直後の移行部から、本来繰り返されるべきルフランと
しての機能を果たしているとは言えず、むしろ第 1クプレ・第 2クプレ間を橋渡しする役割を担っ
ているように見える。また、第 1クプレ・第 2クプレ共に、ルフラン部分で提示された奏法や音
型を用いており、それらを様々な方法で連動させながら発展させている。そのため、この 2つの
クプレは、第一の主題（a）と第二の主題（b3）に対する、一つの大きな展開部として機能して
おり、縮小されたルフランは、主題が展開していく過程のパッセージであるとも考えられる。第
1クプレ・第 2クプレを以上のように捉えると、前後のルフラン部分は、a, b3 という、特徴的な
二つの主題を持つ「提示部」と「再現部」と読み取ることが出来る。

提示部（ルフラン、2つの主題 a, b3）―展開部（第 1クプレ・・・縮小されたルフ
ラン・・・第 2クプレ）―再現部（ルフランの繰り返し、2つの主題 a, b3）

このように大きく概観してみると、〈一つ目巨人〉におけるロンドー形式はもはや崩壊してお
り、その代わりに、新たな楽曲形式の兆しを見せていることが分かる。それは、後の音楽界を席
巻することになる「ソナタ形式」11 である。一般的に「ソナタ形式」とは、提示部・展開部・再現
部（そして、規模の大きな楽章であればコーダ）で構成された楽曲形式のことを指す。多くの場
合、各部の間に主調との調関係を持っており、提示部における第 1主題が主調、第 2主題が属調
あるいは平行調、転調を重ねる展開部を経て、再現部では再び主調に戻る。「2－ 1．楽曲構成の
概観と分析」の冒頭に挙げた図にもあるように、ラモーの〈一つ目巨人〉はニ短調で書かれてい
るが、ソナタ形式に見られる主調との調関係が全体を通して定まっておらず、主題の展開などの
内容から見ても「ソナタ形式」と呼ぶには不十分ではある。しかしながら、完全にロンドー形式
からは逸脱しており、新たな楽曲形式の萌芽と言うべき片鱗が見えるのである。では、何がこの
楽曲形式の逸脱を招いたのだろうか。
ラモーの作品の中で、親指をくぐらせる新しい奏法や、「耳が受ける喜びを目でも分かち合う」
奏法であるバトリ全てを一つの楽曲に取り入れているものは、〈一つ目巨人〉のみである。ラモー
はこの楽曲に対し、手の動きの激しい、技巧性溢れる奏法を用いることにより〈一つ目巨人〉と
いうタイトルが持つおどろおどろしさを表現しようとした。順次進行で奏される主題 aに対し、
唐突に現れるバトリ奏法を含むパッセージは、ラモーの狙い通り、聴き手にとっては視覚的・聴
覚的両面において驚かされるものである。ラモーは、このような技巧性を生み出す奏法に対し「2
本の太鼓の撥のようなバトリ」、「最高音と最低音を交互に奏するバトリ」などというように、そ
れぞれに分かりやすい言葉や説明を加え、奏法自体にキャラクターを吹き込んだ。それぞれに特

11　ここで言う「ソナタ形式」とは、後述する通り、提示部・展開部・再現部（さらに、規模の大きい楽章であれ
ばコーダ部分）を持ち、それぞれに調関係が見られる楽曲形式のことを指している。この形式はバロック時代後期
から古典時代にかけて誕生し、興隆した。一方バロック時代には、「ソナタ形式」とは異なる「（バロック）ソナタ」
が存在した。これは、イタリア語の sonare（音を出す）から派生しており、16 世紀には漠然と器楽曲を指してい
たが、17 世紀から 18 世紀にかけて、教会ソナタ（sonata da chiesa）、室内ソナタ（sonata da camera）、トリオ・
ソナタ（trio sonata）の 3種類のソナタが生まれた。
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徴化された奏法は、楽曲内においても音楽的キャラクターを持つことに成功し、弾き手に対して
も聴き手に対しても、それを印象づけている。これらの奏法は、音楽的に対比しやすく、互いに
動機的関連を持ちやすい。ラモーが意図的に行ったかどうかは明言することは出来ないが、〈一つ
目巨人〉の中でこのようなバトリ奏法を積極的に用いた結果、従来の楽曲形式の枠組みから外れ
ることになり、2つの対照的な性格を示す主題と共に「提示部・展開部・再現部」の 3部から構
成される、新たな楽曲形式の萌芽が見られた。このことから、「目で受ける喜び」を生む、視覚的
な効果を狙った奏法は、手指の機能を展開させるのみならず、楽曲形式の発展とも密接に関わっ
ていた可能性を指摘することが出来るだろう。

3．後世におけるラモーからの影響―奏法と形式

前項で述べた、ラモーによる新しい奏法は、楽曲形式における新たな萌芽を導いただけではな
く、後世に対しても大きな影響を与えた。その一例として、ミシェル・コレット Michel Corette

（1707-1795）が 1734 年に出版した、《クラヴサン曲集第 1巻 Premier livre de pièces de clavecin》
が挙げられる。曲集冒頭において、コレットは自ら用いた記譜法と、その演奏法を記したのであ
るが、それらは全て、ラモーによる「目で受ける喜び」を生む奏法から影響を受けたものである
と言っても良い【譜例 9】。

譜例 9において、①と③の箇所は、ラモーが「2本の太鼓の撥のような」と表現したバトリ奏

譜例 9　コレット　《クラヴサン曲集第 1巻》（1734）より演奏法



－ 79 －

法と同様のものである。②は親指のくぐりを含むバトリ奏法、⑤は一つの旋律線を両手で分け合
いながら広範囲の音域を奏するバトリ奏法、そして⑥は左手が右手を飛び越えて最高音と最低音
を奏する、手の交差を含むバトリ奏法である。また、④では同音上で 1と 2の指を置き換えなが
ら同音連打する演奏法を示しており、ラモーが提示した新しいバトリ奏法には含まれていないも
のの、1と 2の指を平等に扱っており、まさしく「5本の指の運動が全て均等になること」（Rameau 

1724: 4-5）を実践している。さらにコレットは、1749 年に出版した《パルナッスのアミューズマ
ン Les amusemens du Parnasse》において、ラモーが二つ目のバトリとして提示した「幅広い
音域を持つアルペッジョを両手で分担しながら演奏するバトリ」や手の交差に関する記述を行っ
ており（Corette 1749: Ae）、メカニックの面から練習曲を分類している。このようなバトリ奏法
や手指の用い方は、ラモーによるものと全く同様のものである。同じく、ジョラージュ Charles-

Alexandre Jollage（ ?-1760）も自身のクラヴサン曲集（1738）において、「親指のくぐりを含む
バトリ」に関して説明を挿入しており、この奏法を用いた小練習曲を収録している。
このように、ラモーによるクラヴサン奏法から影響を受けたと考えられる、フランスのクラヴ
シニストたちは数多く存在するのであるが、特に 1745 年に出版されたギユマン Louis-Gabriel 

Guillemain（1705-1770）の《ヴァイオリン伴奏付きソナタによるクラヴサン曲集作品 13 Pièces 

de clavecin en sonates avec accompagnement de violon œuvres XIII》の第 1ソナタでは、ラ
モーの「目で受ける喜び」を生み出すバトリ奏法を用いると同時に、〈一つ目巨人〉のような楽曲
形式の新たな展開をも見出すことが出来る。冒頭の流れるような主調（ト長調）による旋律に対
し、属調（ニ長調）に転調する部分では、ラモーによる「2本の太鼓の撥のような動き」を持つ
バトリ奏法が使用されており、手の動きと転調を巧みに連動させている【譜例 10】。

譜例 10　ギユマン《ヴァイオリン伴奏付きソナタによるクラヴサン曲集　作品 13》より
第 1ソナタ　アレグロ冒頭部
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同様の例は、ギユマンのようにクラヴサン用のヴァイオリン伴奏付きソナタを多く書き残した
モンドンヴィル Jean-Joseph de Mondonville（1711-1772）による楽曲にも見られる 12。これらの
作品は、二部分形式で書かれているが、前半部分に提示される対照的な 2つの手の動きが後半部
分において展開しており、最後に再び、前半部分に見られた手の動きが省略した形で繰り返され
ている。このことからも分かるように、〈一つ目巨人〉と同様、モンドンヴィルやギユマンの作品
においても、当時一般的であった二部分形式からの逸脱が認められる。これまで、フランス・ク
ラヴサン音楽において「ソナタ」と名付けられた作品集は存在したが、それらはいわゆる「バロッ
ク・ソナタ」であり、後の古典時代に見られるような「ソナタ形式」ではなかった。しかしなが
ら、モンドンヴィルやギユマンのソナタは、「ソナタ形式」を彷彿とさせる側面を備えている。ラ
モーの例と同様に、この楽曲形式の展開は、性格の異なる手の動きを対比させることにより生ま
れたと言えるだろう。

結論

ラモーが「私独特のもの」と呼んだ 5つのバトリ奏法は、弾き手や聴き手に対して「聴く喜び」
だけではなく「見る喜び」を与えるようなものであり、演奏する手指に「技巧性」という新たな
機能を与えた。これら特徴的な手指の動きを持つ奏法は、音楽的に対比しやすく、〈一つ目巨人〉
の中では「主題」・「第 2主題」と呼ぶことの出来るようなパッセージを作り出した。その結果、
従来のロンドー形式の枠組みから外れ、新たな楽曲形式の兆しを提示することになった。第 3項
でも述べたが、モンドンヴィルやコレット、ジョラージュやギユマンのように、ラモーの新しい
クラヴサン奏法から影響を受けたクラヴシニストたちは多かった。そして、彼らの楽曲の中には、
ラモーによる〈一つ目巨人〉の例と同様に、手指の動きを対比させることにより、対照的な 2つ
の主題を作り出し、それらを展開させている例が見られた。つまり、18 世紀半ばのフランス・ク
ラヴサン音楽には、すでに最初期の「ソナタ形式」の萌芽が見られたのである。これは、現在「古
典派ソナタの先駆け」と捉えられる機会の多い、D・スカルラッティ Domenico Scarlatti（1685-
1757）とほぼ同時期であると言える。18 世紀後期以降のソナタ形式に関して考察を行ったヘポコ
スキによる研究（2011）には、ソナタ形式の形成や発展に関して、様々な角度からの考察や楽曲
分析が掲載されているが、18 世紀前期から中期にかけての記述は驚くほど少ない。ソナタ形式の
萌芽を明らかにするためには、18 世紀初期に作曲された、ロンドー形式や二部分形式に関する考
察も今後、必要であろう。また、演奏技術や奏法が、楽曲形式の展開にも深く関わっているとい
う視点からの分析も忘れてはならない。
その後、18 世紀後半にパリで活躍した鍵盤楽器奏者たち―フランス人音楽家であるセジャン 

Nicolas Séjan（1745-1819）やエデルマン Jean-Frédéric Edelmann（1749-1794）、外国人作曲家
であるショーベルト Johann Schobert（ca. 1723-1767）やエッカルト Johann Gottfried Eckard

（1735-1809）、そしてモーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart（1756-1791）など―は、ソナタ
形式による多くの楽曲を鍵盤楽器のために作曲した。彼らにとってソナタ形式とは、主題や楽曲

12　例えば、モンドンヴィルが 1740 年に出版した《ヴァイオリン伴奏付きのソナタによるクラヴサン曲集　作品 3
　Pièces de clavecin en sonates avec accompagnement de violon œuvre 3》の第 2ソナタの 1楽章では、冒頭に提
示される順次進行による旋律に対し、右手が左手の上を越えるさいに手の交差が起きるパッセージを対比させてい
る。



－ 81 －

を展開させる方法を学ぶ手段であっただけではなく、各々が持つ技巧を披露する場でもあった。
本稿で行った楽曲分析は、ラモーの作品においてもそのような兆しがすでに芽生えていたという
ことを示している。ラモーによる「耳が受ける喜びを目でも分かち合う」奏法は、手指の機能を
展開させるだけではなく、楽曲形式に対しても作用し、その後の鍵盤楽曲史の内容をリードする
ものであったのだ。
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書　評 
小特集：ジョナサン・スウィフト

Leo Damrosch, Jonathan Swift: His Life and His World

New Haven: Yale UP, 2013, ix + 573 pp.

原　田　範　行（東京女子大学）

小人の国から巨人の国、空飛ぶ島ラピュータ、そしてフウイヌムとヤフーの島へと展開する『ガ
リヴァー旅行記』（1726）の主人公の奇想天外な旅の物語は、大人にも子供にも間違いなく面白
い。だがこの一連の旅の結末で主人公が発する言葉は、醜悪なヤフーと同一視された人間への呪
詛に満ちたものだ。「多少なりともそういう悪徳を持つ者は私の前に姿を見せないでほしい」。こ
の作品が今なお多くの読者を惹きつけてやまないのは、ダイナミックな想像力と痛烈な諷刺、
ウィットやユーモアと絶望的なまでの人間不信といった、相反する要素が巧みに織りなされ、主
人公の旅が人間存在の深奥に及んでいるからである。作者ジョナサン・スウィフトは 58 歳。主教
就位の夢破れ、アイルランドはダブリンの聖パトリック大聖堂の首席司祭に甘んじていた還暦前
の男のどこに、これほどの筆力と瑞々しい感性が宿っていたのか。ハーヴァード大学のダムロッ
シュの新著 Jonathan Swift: His Life and His Worldは、こういう疑問に一つの答えを与えてく
れる快著である。
スウィフトの人生は実に謎めいている。それを吟味して事実を厳選し、浩瀚な3巻本Swift: The 

Man, His Works, and the Age（1962-83）にまとめたのが、エーレンプライスである。今日、最も
信頼すべき伝記研究とされているものだ。しかしダムロッシュは、このエーレンプライスに異を
唱える。エーレンプライスはスウィフトの人生を詳細にたどってはいるが、その人柄や言動に関
する彼の見解が信用できるわけではない、否、「おそろしく主観的な自らの解釈を事実としている
のみならず、十分に妥当性のある事実まで大幅に削っている」と指摘する。そして、こうした従
来の伝記研究にあっては「扱わない」とされてきた内容にも踏み込み、スウィフトの「複雑にし
て魅力ある陰翳に富んだ人生」を浮かび上がらせることが本書の目的であるとダムロッシュは言
う。実際、ダムロッシュの軽快な筆致によって描かれるスウィフトは、生き生きと躍動している。
持病が悪化し、記憶力も衰えた晩年の姿でさえ、老いと苦悩の質が浮き彫りにされて精彩に富む
ものとなっている。ポウプやジョンソンといった 18 世紀イギリスの文人のみならず、ルソーや
トックビルについても優れた研究を世に問うてきたダムロッシュならではの作品理解と人生観
察がそこにはある。
もっとも、本書においてスウィフトが特に生き生きとしているのは、著者が、彼の人生にある
重要な補助線を想定しているからである。すなわち、スウィフトはウィリアム・テムプルの父ジョ
ンの、そして永遠の恋人とされるステラは、ウィリアムの庶子であった、つまり両者は叔父と姪
の関係にあったという可能性である。この点を核にすると、秘密は秘密として葬らざるをえな
かったスウィフトや周囲の友人知人たちの謎めいた言動も俄かに現実味を帯びてくるし、もう一
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人の恋人ヴァネッサとの濃密な関係も自然に理解される。本書の冒頭には、ヴァネッサ宛のス
ウィフトの手紙にたびたび登場する隠語としての “coffee” （愛液）への言及があるが、このこと
は、ダムロッシュの引いた補助線により、これまで漠然と ”misogynist” （女嫌い）として論じら
れてきたスウィフト像に大きな修正を迫るものと言えよう。そしてそこから、人生に漂う豊かな
香気のごときものが蘇り、それが作品に見られる若さや瑞々しい感性のありかにもつながってい
く、というわけである。
もちろんダムロッシュは、自らの補助線を絶対視してはいない。あくまでも一つの可能性とし
て提示し、それを検証しつつ、スウィフトの人生を蘇らせたというにとどまる。しかしながら、
後のサッカレーやキャロル、ジョイスやワイルドらにまで言及しながらスウィフトの文学的創造
の質を伝記研究から浮かび上がらせた本書の功績は大きい。彼の引いた補助線の検証が、今後の
スウィフト研究の重要な課題となることは間違いあるまい。

スウィフト著、富山太佳夫訳、
原田範行・服部典之・武田将明注釈

『「ガリヴァー旅行記」徹底注釈』（本文篇・注釈篇）

岩波書店、2013 年、［本文篇］viii + 317 頁、［注釈篇］xiv + 593 + 23（文献表）頁
中　島　　　渉（明治大学）

あの名作『ガリヴァー旅行記』の日本語による注釈本がついに出た。それも 600 ページを超え
る空前のスケールである。本書は、2002 年に岩波書店の「ユートピア旅行記叢書」から出た富山
太佳夫訳を再録し、至る所に注記号を付した「本文篇」と、第一線の英文学者 3名による重厚な
解説を加えた「注釈篇」という 2冊組の構成となっている。5年の歳月をかけて練り上げられた
中身の濃さは、まさに「徹底注釈」の名に偽りなしであり、規模といいレベルといい、国内はお
ろか世界的に見ても、極めて稀な注釈本という以外に形容のしようがないものである。
そんな本書の白眉をなす部分を列挙するのはもはや野暮でしかないが、念のためいくつか記し
ておこう。まず、小人国リリパットの皇帝の容姿を評して、「オーストリアの王家風に」厚い「下
唇」はハプスブルク家を、「鷲鼻」はウィリアム 3世を、「血気盛んな時」を過ぎて「アジア風と
もヨーロッパ風ともつか」ぬ格好をする様はジョージ 1世を、それぞれ風刺したものと読み解く
手さばきは、実に小気味よいものである（［注釈篇］80-84）。巨人国ブロブディンナグに出てくる
農夫とガリヴァーの利き手の設定が、初版のモット版とその後のフォークナー版で変化したこと
に着目し、子細な検討を行っている点も興味深い。この変化に伴い、農夫の表象する「土地中心
主義」が、ガリヴァーの表象する「貨幣中心主義」に侵食されつつあるという解釈が生まれ、改
訂に至る約 10年の間に、作者スウィフトの社会観がより悲観的になった可能性が示唆されている
（174-76）。さらに、作中でも異質な第三篇の位置づけについて長い考察を加えたり（267-72）、フ
ウイヌム国でガリヴァーが牝のヤフーに襲われるシーンから、白人による植民地経営と黒人奴隷
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へのレイプの問題が連想されることに言及したりと（503-06）、目を見張る指摘は枚挙にいとまが
ない。綿密な調査と精読に基づく、大胆かつ意欲的な解説の数々は、質量ともに比類なきもので
あり、こうした注釈本の刊行が実現したこと自体が奇跡と言ってもよいであろう。
ただ、これほどのサイズと 18,000 円＋税という価格設定からして、果たしてどのような読者層
を想定しているのかという点は、やはり気になる。特に本文篇の翻訳は、前回の刊行から 10 年以
上の歳月が経っており、大きな改訳の形跡がなさそうに見えて、割に合わないと感じる向きもあ
るかもしれない。瑣末ではあるが、例えば、ガリヴァーを捕縛したリリパット国の兵士たちが「背
中には箙

えびら

」（"with . . . a Quiver at his Back"）を背負っているとの描写がある（20）。しかし、日
本語でいう「箙」とは、通常（右）腰につけるものである。いかつい甲冑に身を包んだ武士の背
中に箙があったら、戦場で矢を射ようとしても、すぐに取り出すことができないのだ。ゆえにこ
こでは、「矢筒」や「矢入れ」（を背負う）といった表現を用いて訳を練った方が、より言葉の実
相を踏まえたものとなるのではなかろうか（ちなみに、中野好夫訳［新潮文庫、1951, 1992］・平
井正穂訳［岩波文庫、1980］も「箙」だが、最新の山田蘭訳［角川文庫、2011］では「矢筒」が
採用されている）。
注釈篇から気になる点を挙げてみると、『アテネとローマにおける貴族・平民間の不和抗争』

（1701）の執筆動機について、当時の政権を主導していたシドニー・ゴドルフィンを擁護するため
との説明がされている（16）。これはより厳密にいうと、フランスとスペイン領土分割条約（1698, 
1700）を極秘に結んだかどで、下院で弾劾を受けていたジョン・サマーズら 4人のホイッグ党幹
部を弁護しようとしたものである。ときの与党をかばうこの文書は、スウィフトが論壇デビュー
を飾った出世作であり、これを機に中央政界で成り上がるための足がかりをつかもうとしていた
ことは、注記に値すると思われる。ほかにも、巻末の文献表にある「2．スウィフトの著作」のう
ち、執筆時期と発表年が大きく異なるものは前者だけの記載となっているが（2）、本書の資料的
価値を考えた場合、わかるものについては初版の出版年も併記すべきであったろう。「選集・著作
集」の項においては、最新版である The Cambridge Edition of the Works of Jonathan Swiftが、
2010 年刊行開始・全 18 巻刊行予定となっているが、これはそれぞれ 2008 年・17 巻ではないだろ
うか（5）。
全体としては、先行研究を離れた注釈者自身の果敢な解釈も少なくないだけに、独自の論とし
ての検証をもう一歩深めて、一人一冊ずつのシリーズとして出しても面白かったもしれない。希
有とも言える優れた研究成果が、厚さと価格ゆえに学界内の流通にとどまってしまうとしたら、
あまりにもったいない。できるだけ多くの読者の目に触れてほしいと願えばこそ、より入手しや
すい形を模索したくなるのである。
とはいえ、こうした要望はことごとく、己の眼高手低を棚に上げた、気楽な書評子の放言に過
ぎぬというものであろう。このような著作が世に出たことは、日本の英文学界の歴史に残る出来
事であり、同じ分野に携わる研究者にとって大きな誇りであると、声を大にして訴えたい。
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Jonathan Swift, Gulliver’s Travels. Ed. David Womersley. 
The Cambridge Edition of the Works of Jonathan Swift

Cambridge: Cambridge UP, 2012, civ + 806 pp.

武　田　将　明（東京大学）

イギリス文学史上、スウィフトの『ガリヴァー旅行記』ほど多くの版を重ねたロングセラーは
他にほとんどないだろうが、にもかかわらず、あるいはそれゆえにと言うべきか、1726 年の初版
刊行からもうすぐ 300 年を迎える今日まで真の決定版は存在しなかった。
そもそも始まりから呪われていた。初版にはスウィフトの意図を損ねる改竄や誤記が無数に存
在し、著者自身によって訂正が試みられた。なかでもスウィフト生前の 1735 年に刊行された版
は、彼の意向をよく反映したものと一般的に見なされている。1941 年（改訂版は 1959 年）に『ス
ウィフト散文全集』の一冊としてハーバート・デイヴィスが編纂した『ガリヴァー旅行記』以来、
オックスフォード大学出版の系列本はすべて 1735 年版を底本としてきた。
これに対し、『ガリヴァー旅行記』の寓意的解釈で知られるアーサー・ケースによる版（1938
年）は、初版を底本としながらスウィフト自身の訂正（と編者が見なすもの）を反映する方針で
テクストが編まれ、ペンギン版（ロバート・ドマリア編、2001 年）とノートン版（アルバート・
リヴェロ編、2002 年）は同系統である。つまり『ガリヴァー旅行記』の真の姿をめぐって、大西
洋を挟んで英米の研究者が対立している構図になる。なお、ほとんどの主要な邦訳は 1735 年版を
底本としているが、新潮文庫の中野好夫訳だけは初版に依拠しているので、ところどころで記述
が異なっている。
それにしても、デイヴィス版もケース版も刊行後すでに 70 年以上がすぎており、この間なされ
たさまざまな研究成果を反映した、まったく新しい『ガリヴァー旅行記』の刊行が長年待たれて
いた。そもそも、信頼できるスウィフトの著作集も、上述の『散文全集』を最後に半世紀も更新
されていなかった。しかし 2008 年、ついにケンブリッジ大学出版から散文だけでなく詩も収めた
『スウィフト全集』の刊行が開始され、さらにその四年後、新全集の一冊として世に出たのが、デ
イヴィッド・ウーマズリーの編纂した本書である。ウーマズリーといえば、ギボンの大著『ロー
マ帝国衰亡記』の手堅い編纂ぶりで知られるが、その手腕は『ガリヴァー旅行記』に対しても遺
憾なく発揮されている。
もっとも、テクストの編纂の方針はデイヴィスと同様で、1735 年版を基準にしている。さらに
ウーマズリーは、ケースのように初版に様々な訂正を追加する手法は「不幸な宿命を背負った試
み」（doomed practice）だと断言する。評者としては、英米の「書物戦争」にあまり興味はなく、
むしろ本書が『ガリヴァー旅行記』の主要テクストにおける無数の異同について、これ以上は不
可能なほど詳細に調査した点を評価したい。その徹底ぶりは、本文の前に付された 64 ページに及
ぶ「序文」とは別に、27 ページの「テクスト概説」（Textual Introduction）を巻末に置いただけ
でなく、これに続けて 45 ページにおよぶ「年代の異なるテクストの校異」（Historical Collation）
や 55 ページもの「重要な冊子への書きこみの再現」（MS Readings from Particular Copies）を
載せていることから分かる。「テクスト概説」のうち、失われてしまった『ガリヴァー旅行記』の
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手稿を三系統に分けて整理した記述は（630-32）、スウィフト研究者にとって特に参考になるだろ
う。校異についてはデイヴィスも掲載しているが、本書のそれは規模・正確性ともにはるかに凌
いでいる。
また、デイヴィスは内容に関する注釈を一切付していないが、本書には多数の優れた注が付さ
れている。クロード・ローソンとイアン・ヒギンズの編纂した、オックスフォード大学出版のワー
ルズ・クラシックス最新版（2005 年）もヒギンズによる膨大な注を含み、中には本書より詳しい
記述も見られる。しかしヒギンズの注釈は、『ガリヴァー旅行記』とジャコバイト（名誉革命で亡
命したジェイムズ二世とその子孫の支持者たち）との関係の説明が極端に長くなるなど、注釈者
のスウィフト観が露骨に反映されていた。その点で、ポール・ターナーの編纂したワールズ・ク
ラシックス旧版は、ときに不正確な記述もあったとはいえ、一般の読者や初学者にとって必要充
分な情報を簡潔に得ることができ、安価なペーパーバックへの要求をよく満たしていた。詳注を
付した版として、他に SF作家のアイザック・アシモフによる『注釈つき「ガリヴァー旅行記」』
（1980 年）や、評者も執筆に関わった岩波書店の『「ガリヴァー旅行記」徹底注釈』（2013 年）も
挙げられるが、この二つは簡便な情報提供というより、注釈自体を読む楽しみを重視したものだ。
これらに比べ、ウーマズリーによる注釈は研究者に必要な情報を思慮深く網羅している。参照
の便宜を図って主に脚注の形式をとり、無駄のない記述のうちに、通常の語注のほか、スウィフ
トの著作や書簡との相互連環、スウィフトの同時代の言説との関係、古典からミルトンまで含め
た過去の文学作品からの影響、さらには 20 世紀以降の主要な研究についても解説されている。上
記のどの点に関しても、ターナーやヒギンズを踏まえつつ、新たな情報も追加している。評者に
とって特に興味深かったのは、西欧の政治思想史と『ガリヴァー旅行記』の関係を示す注である。
例えば第 4篇第 5章で、ガリヴァーがフウイヌムの主人に法と弁護士の弊害を説く箇所（368-69）
は、モアやマンデヴィルといった作家に加え、グロティウスからヒューム、ブラックストーンに
至る思想家・法学者との関連、さらには同時代の比較的マイナーな文献との対応まで、手際よく
まとめられている。同じ箇所へのヒギンズの注釈（Oxford World’s Classics（2005）, 348-49）と
比べると、ウーマズリーの注釈のありがたさが実感されるだろう。また、第 4篇最終章でガリ
ヴァーが繰り広げる植民地主義批判への解説も（440-41）、スウィフトの反植民地主義を物語る文
献や、その起源としてラス・カサスは勿論のこと、モンテーニュの『エセー』（およびローソンに
よる関連研究）とロックの『寛容に関する書簡』にも言及する。加えて、ここに見られる
“distributive Justice” という語句の意味も適確に述べられている（しばしば「分配的正義」と和
訳されるこの語は、要するに「国王による土地支配権の承認」を意味する専門用語である）。さら
に、脚注に収まりきらない事項については、本文の後に別途設けた「長い注」の欄で扱っている。
「スウィフトとホラティウス」、「婉曲表現（innuendo）」、「公益（public Good）」、「スウィフトと
ウォルポール」、「ヤフーの発生」など、いずれも『ガリヴァー旅行記』の全体像を捉える上で重
要な内容がじっくりと論じられている。
序文と校異と注釈の他にも、本書にはスウィフトの年譜と『ガリヴァー旅行記』の作中で起き
る出来事の年譜、『ガリヴァー旅行記』関連の詩と書簡も収めている。書簡のなかには、スウィフ
トの指示を受けた友人のチャールズ・フォードが初版の出版者に送った訂正文や、『ガリヴァー旅
行記』のフランス語訳者であるピエール・デフォンテーヌとのフランス語のやり取りも含まれる。
フランス語の手紙には編者による英訳が付されているが、これはデイヴィッド・ウリーによる『ス
ウィフト書簡集』（5vols. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999-2014）にはない親切な配慮であ
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る。ちなみに、2005 年にウリーが没したために刊行の遅れていた『スウィフト書簡集』のイン
デックス巻は、ヘルマン・J・レアルとディルク・F・パスマンの編集によって 2014 年に完成し
ている。
強いて本書の疑問点を挙げるならば、簡潔を期すあまりか、粗雑な印象を与える注釈も散見し
た。他の著作からの引用を示すだけの注がしばしば見られるが、ひとこと補足説明を加えた方が
分かりやすいだろう。また、注釈における引用の方針がいささか不明確で、ときにマイナーな文
献を長々と引用するかと思えば（例：330-31 頁の Campechyに関する注の後半）、参照すべき文
献のページ数だけを列挙した注もある（例：258 頁の fitter for Motionへの注）。もっとも、これ
らはなんら深刻な問題ではない。
もうひとつ、ささやかな疑問を抱いたのは、本書の「序文」の構成である。内容は読み応えも
あり、信頼のできるものだが、肝心の『ガリヴァー旅行記』の成立史には詳しく踏み込まずに「ガ
リヴァーの祖先」（スウィフトの過去の作品との関係）や「ガリヴァーの兄弟」（『ガリヴァー旅行
記』と同時代のスウィフトの著作との関係）について語られるので、なんだか本文のない注釈を
読まされている気分になる。先述のとおり、『ガリヴァー旅行記』のテクストに関する情報はすべ
て巻末にまとめたためこうなったのは分かるが 、特に「テクスト概説」の多くは「序文」に組み込
んだ 方が 格段に見通しがよくなると思うのは評者だ けだ ろうか。
本書は、テクストを確定する代わりにすべての異同を明確にし、量と正確さの両面で既存の版
を凌駕する注釈を備え、さらに研究者の便宜を図った様々な工夫がなされている。この書物は半
世紀以上におよぶスウィフト研究の成果を象徴する一冊として、長く記憶されるべきものだ。逆
にいえば、この書物自体が『ガリヴァー旅行記』の斬新な解釈を示すものではない。客観性を期
して記された注釈の文章はしばしば無味乾燥にも思える。しかしそれは、ウーマズリーが文学者
ではなく編集者としての立場を固守した結果である。『桶物語』に見られるように、スウィフトは
近代的な注釈を嫌悪していたが、まさに反スウィフト的な態度に徹したおかげで、本書は『ガリ
ヴァー旅行記』の決定版と呼ぶのに相応しい完成度を示している。思えば 20 世紀におけるスウィ
フト研究は、デイヴィスの編集した『著作集』がきっかけとなって劇的に発展した。それに勝る
とも劣らないインパクトをもつ、本書および『ケンブリッジ版スウィフト全集』の刊行により、
スウィフト研究の世界は無限に広がって行くことだろう。

Paddy Bullard and James McLaverty（eds.）
Jonathan Swift and the Eighteenth-Century Book

Cambridge: Cambridge University Press, 2013, xvi + 291 pp.

落　合　一　樹（東京大学）

社会史的な方法論に基づく書物史・出版文化研究においては、作家個人の名前は霞んでしまう。
たとえば、The Cambridge History of the Book in Britain: Volume V, 1695-1830（2009）を繙い
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てみれば、著名な作家の織りなす「文学史」とはまったく異なった、非人称的で群像劇的な社会
の全体像が描かれている。本書は、そうした社会史的アプローチによって得られた学問的成果を、
ジョナサン・スウィフトという一人の作家に焦点を当てて応用することで、社会史と文学史とを
接合する試みだと言えるだろう。ケンブリッジ版スウィフト著作集（2008 ～）の編者を中心に執
筆された全 12 章は、書物・出版に関する多様なテーマを扱い、当時の出版界におけるスウィフト
という個人の姿を浮き彫りにする。
それでは、書物史研究を応用した本書は、どのようなスウィフト像を新たに提示しているだろ
うか。正直に言って、この問いに答えるのは難しい。各章ごとに論じられている内容が独立して
いて、あらゆるテーマを貫徹するスウィフト像が見えてこないのだ。しかしそれは、本書のまと
まりのなさを意味するのではなく、むしろ、統一的なスウィフト像が立ち現れないことに積極的
な意味を見出すべきなのだろう。私たちはつい「当時の出版界のなかでスウィフトはこのように
振る舞っていた」という統一的な作家像を求めてしまうが、実際には一貫した姿勢など見られず、
スウィフトは臨機応変に、状況次第の対応をしていたのだ。いかにも「売文家」的なダニエル・
デフォーや、いかにもブルジョワ作家らしいサミュエル・リチャードソンと違って、頑固で偏屈
な文豪というイメージのあるスウィフトでさえ、局面ごとに異なる対応を強いられ、彼自身の主
体的な意思は必ずしも尊重されなかった。スウィフトの作家としてのキャリア前期にあたるロン
ドン時代に焦点を当てた第 2章で、イアン・ガッドは、「1710 年から 1714 年までのスウィフトの
バーバー［出版者］との経験は、18 世紀初頭のロンドンの印刷所において、著者に与えられた自
由がいかにわずかなものだったのかを示す実例である」と結論づけている。スウィフトの作品の
出版は必ずしも彼の意思を尊重したものではなかったことは、他の章でも示されている。たとえ
ば第 4章で、パット・ロジャースは、スウィフト作品が世に出るのにあたって海賊出版が果たし
た役割を明らかにしている。ポープの『愚人列伝』で風刺されたことで名高い海賊出版者エドマ
ンド・カールの主な仕事は、他人がすでに印刷した作品を勝手に印刷するという普通の意味での
海賊出版ではなく、まだ印刷されておらず、著者が印刷を認めていない原稿を見つけ出して出版
するという、発掘家としてのそれであった。また、第 6章では、スウィフト自身は公表を認めて
いなかった彼の書簡が、死後に相次いで出版されたことが論じられ、死後出版について論じた第
11 章では、スウィフト没後に複数のスウィフト作品集が、作家自身の意思とは無関係に企画され
出版されるさまを描いている。しかしながら、「不自由な作家と横暴で好き勝手な出版者」という
統一的なイメージですべてをまとめてしまうこともまた不可能だ。たとえば、スウィフトは随所
でエドマンド・カールを非難しているが、実は、彼に出版を許可しているケースもあった。また、
第 8章で論じられているように、ジョージ・フォークナーによるスウィフト作品集（1735-69）へ
の関与をスウィフトは否定しているが、実はフォークナーによる資料収集を支援していた。この
ように、スウィフトの出版界における振る舞いは、時と場合によりけりで、「かくかくであった」
というひとつの像は浮かんでこない。
スウィフトの思いのままにならなかったのは、作品の出版だけではない。出版された彼の書物
の読まれかた、解釈のされかたも、作家の支配を逃れてしまう。スウィフトは、テクストの解釈
をめぐる、著者の意図から遠く離れて延々と続く学問的論争を嫌悪していた。第 5章でマーカス・
ウォルシュは、『桶物語』に見られる傍注、脚注、リストの羅列、伏字、学術書の定型文などはみ
な、当時勃興していたリチャード・ベントリーを代表とする近代的な文献学の方法論のパロディ
であったことを示している。多様な解釈や綿密な注釈へのスウィフトの嫌悪は、第 3章でパディ・
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バラードが論じているように、より物質的な形で彼の書物観にあらわれている。擬人化された古
代と現代の書物が争う『書物戦争』において、古典は（文庫本のように）小さく敏捷であるのに
対して、現代の書物は（箱入りの学術書のように）嵩張ってどんくさい。また、『ガリヴァー旅行
記』の巨人国篇では、必要最小限の古典からなるコンパクトな蔵書が理想的なものとして描かれ
ている。自身の作品がやたらと流通し、読者がそれをそれぞれ勝手に解釈してしまうことをかく
も嫌悪したスウィフトだが、それでもなお、読者は彼の作品を自由に読んでしまった。第 12 章で
クロード・ローソンは、第 5章で分析されたような『桶物語』における印刷上・編集上のパロディ
の伝統を、スターンを経てノーマン・メイラーに至るまでの系譜に沿って論じている。興味深い
のは、そうしたパロディ的作品の系譜ではなく、非－パロディ的で「まじめな」作品でもスウィ
フトの発明した手法が用いられている（『クラリッサ』の印刷上の実験、『感情の人』における「発
見された文書」、オースティンの自由間接話法における断片化された語り等々）という指摘だ。ス
ウィフトの意図とはかけ離れた文脈でその手法が反復されてしまうほどに、実際には彼の作品は
開かれている。第 1章でスティーヴン・カリアンが論じている「手稿詩人」としてのスウィフト
の一面は、こうした、自由な読みに対して開かれている出版文化への、彼なりの抵抗だったのだ
ろう。彼が詩を印刷せずに、手稿のまま身内のサークル内だけで回覧させたのは、自身の原稿や
言説が自らの手を離れて流通し、意味づけられてしまうという事態への反動だったのではないだ
ろうか。とはいえ、「スウィフトは出版文化を嫌悪していた」というのも最終的な結論にはなりえ
ず、一方で彼は自身の書物・印刷物が多くの人に読まれることを望むこともあり、くり返しにな
るが、臨機応変の人なのである。

Jonathan Swift in Print and Manuscript（2010）の著者スティーヴン・カリアンが手稿につ
いての章を担当し、Edmund Curll, Bookseller（Paul Bainesとの共著、2007）の著者パット・
ロジャースが海賊出版についての章を担当していることが示すように、本書はすでになされた研
究の応用、あるいはまとめ直しといった傾向が強く、熱心にスウィフト周辺の書物・出版研究を
追っている人には新たな発見は少ないかもしれない。しかし、スウィフトと書物史をめぐって、
これほど多彩なテーマについて（それも簡潔に）論じた本は他になく、それぞれのテーマに関心
をもった人が最初に目を通すべき、とても便利な一冊である。それでもなお、あえて注文をつけ
るなら、その多岐にわたるトピックにもかかわらず、本書の視点があくまでイギリス国内に限ら
れている点だ。スウィフトの作品は同時代のうちからヨーロッパ諸語に翻訳され、またインドな
どの植民地でも読まれていた。「文学史」的な受容研究としてはすでに Hermann J. Real ed. The 

Reception of Jonathan Swift in Europe（2005）が刊行されているが、より物質的に、書物の越
境的な流通や翻訳の問題を論じた一章が、グローバルな視点からの研究がますますさかんな昨今
の 18 世紀英文学研究の傾向からしても、あってしかるべきだったように思われる。
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Roger L. Emerson, An Enlightened Duke: 
The Life of Archibald Campbell（1682‒1761）,

Earl of Ilay, 3rd Duke of Argyll

Kilkerran: humming earth, 2013, xvii + 553 pp.

壽　里　　　竜（関西大学）

本書は、スコットランド啓蒙の研究で知られる著者による、第 3代アーガイル公（アーチボル
ド・キャンベル）の伝記である。1991 年に出版された Professors, Patronage and Politics: The 

Aberdeen Universities in the Eighteenth Century以来、数々の論文でスコットランド啓蒙とその
背後にある政治的影響関係を扱ってきた彼は、2008 年に Academic Patronage in the Scottish 

Enlightenment: Glasgow, Edinburgh and St Andrews Universitiesを、2009年にEssays on David 

Hume, Medical Men and the Scottish Enlightenment: ‘Industry, Knowledge and Humanity’ も出
版している。
スコットランドという土地に啓蒙思想の花が開くには、その特殊な歴史的背景が必要だった。
名誉革命、合邦による独自の議会の喪失、イングランドとスコットランドおよびローランドとハ
イランドの経済格差、2度のジャコバイトの乱などがスコットランド啓蒙に独自の思想的特徴を
与えたことは知られている。だが、これまで「スコットランド啓蒙のパトロン」とも言うべき第
3代アーガイル公についてのまとまった伝記は存在しなかった。彼はビュート伯の叔父であり、南
海泡沫事件の張本人ジョン・ローとも親しかった。画家のアラン・ラムジーをジョージ 3世に紹
介したのも彼である。彼の片腕として活躍したアンドルー・フレッチャーは、スコットランドの
独立を主張した同姓同名のフレッチャーの甥である。これだけでも、様々なスコットランド・コ
ネクションが見えてくる。
本書は三部構成である。第 1部（第 1～ 5章）は 1725 年までのアーチー（本書で著者はアーチ
ボルドをこう呼ぶ）を描いている。第 2部（第 6～ 11 章）は彼の蔵書、科学・芸術への関心、宗
教観、法律家としての活動などを丁寧に描き出している。第 3部（第 12 ～ 18 章）は 1720 年代以
後の活動を扱っている。兄が死去するのが 1743 年なので、アーチーが第 3代アーガイル公となる
のは本書でもかなり最後の方（第 14 章）である。
ともすると兄ジョンの陰に隠れてしまいがちなアーチボルドだが、彼の受けた教育やもって生
まれた性格がスコットランドとその啓蒙思想の発展にも大きな影響を与えていることが分かる。
2歳年長の兄とはかなり性格が異なっており、軍人で威厳のある兄と、法律と自然科学を学んだ
世渡り上手な弟とが対比されている（p.227）。政治的には兄弟ともにトーリーとして出発するが、
弟はのちにウォルポールと親しくなることで、その長期政権を支える重要な役割を果たすことに
なる。ユトレヒトで科学と法律という実際的な学問を学んだアーチーは、兄とともにスコットラ
ンドの経済振興につとめ、漁業・製造業委員会やスコットランド王立銀行（第 13 章）の設立に尽
力する（現在でも同銀行の 1ポンド紙幣には彼の肖像画が描かれている）。その背後には、経済発
展こそが無秩序・反乱・貧困の解決策だという彼の確信があった。その一方で、2度目のジャコ
バイトの乱を受けてイングランド側が行おうとしたハイランドの急激な改革には反対していた。
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兄弟のこうした穏健な態度が、かえってイングランド側からたびたび「隠れジャコバイト」との
疑いを招くことになる（pp.51–2）。本書を通して見えてくるのは、イングランドとスコットラン
ドの間で板挟みになりながらもスコットランドの経済発展と政治的な影響力の維持を目指した
貴族の姿である。ウォルポールの長期政権が終わると、彼の権勢もやや衰えるものの、ペラムや
ニューキャッスルらの新政権も、結局は彼を抜きにスコットランドをまとめることができなかっ
た。この点についてエマソンは、こうまとめている。「スコットランドはロンドンの後ろ盾がなけ
れば管理できなかった。ロンドンの大臣たちも、アーガイルの支配する集団が供給するスコット
ランド人たちの協力を必要としていた」（p.316）―この言葉は、そのまま当時のイングランド
とスコットランドの関係を象徴していると言えるだろう。
なお、本書は 2013 年にスコットランドの文化振興を行う the Saltire Societyの book awardを
受賞している。同賞は毎年かならず授与されるものではないことからも、本書の学問的価値が高
く評価されていることが分かるだろう。

村松茂美『ブリテン問題とヨーロッパ連邦　
フレッチャーと初期啓蒙』

京都大学学術出版会、2013 年、xi + 338 pp.

松　園　　　伸（早稲田大学）

本書はアンドルー・フレッチャー（Andrew Fletcher, 1653?-1716）の思想についての本邦初の
包括的研究である。現在の英国においてもフレッチャーはさほど著名な思想家ではない。彼の言
説が問われるときまず挙げられるのは、イングランド側からの種々の懐柔工作にもかかわらずス
コットランド議会において頑として「吸収」としての合同反対の姿勢を崩さなかった ”patriot” の
立場であろう。フレッチャーは研究対象としては容易い存在ではない。60年に及ぶ彼の生涯で論
文、パンフレットを発刊したのは 1697 年から 1704 年のたかだか 7年ほどに過ぎないしその量も
決して多作とは言えない。ロビンスやポコックらは長いヨーロッパ思想史の文脈の中でフレッ
チャーの思想を捉えようとしたが、村松氏はこれらを踏まえつつ常備軍問題、合同問題、農業・
商工業に対する立場そしてヨーロッパ政治における平和保障システムの構想など多角的にフ
レッチャーの立場を分析している。とくに合同問題についてはこれの賛否をめぐるスコットラン
ド議会内の醜悪な争い、合同に向け金銭的報酬をばら撒くイングランド政府の動向が多く注目さ
れる中、フレッチャーの合同観の斬新さは評者にとって非常に有益であった。そして村松氏は研
究の終章としてフレッチャーを「初期啓蒙」として位置づける。まずこの独自性に富んだ労作へ
敬意を評したい。ただ近代イギリス議会史を専攻している評者としては、初期啓蒙思想家として
のフレッチャーの評価は手に余る事柄であり、またこれにはより相応しい評者がいるであろう。
そこで本書評では、一政治史研究者としての立場から評者は感想と若干の疑問点を提起する。
フレッチャーが著述活動を開始した 1690 年代における常備軍反対運動は確かに大きな政争の
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的であった。ただし当時はウイッグ・トーリ間の「最初の政党時代」ではあったが、常備軍問題
に関して言えば両党の抗争を超えて、それぞれの党内で宮廷－政府から距離を置き、批判的なス
タンスをとる「カントリ」勢力が存在していた。さらにハリー・ディキンソンの『自由と所有』
（原著 1977 年刊）が現れた後、多くのカントリ思想の研究が出ている。だが著者はカントリ勢力・
思想には着目をしつつもその対象は主にトレンチャード、トランドらのウイッグ系政治家に絞ら
れているようである。名誉革命以降の財政革命、財政－軍事国家の萌芽期にあってウイッグは総
じて商業社会を肯定している。だがカントリ勢力内での常備軍批判勢力は、革命後の金融界の擡
頭について行けないトーリ系勢力が多くを占めていたので、これらに対する分析が少なかったの
は残念であった。第二には、彼の社会的出自と思想の関連がもう少し問われ得なかったであろう
か？フレッチャー自身は法律家ではないが、その家系は累代職業法曹人を輩出している。スコッ
トランド法曹は同業団体としての弁護士会（faculty of advocates）に属し、その古典古代の思想
についての豊かな素養は、イングランドで弁護士会に匹敵する「法学院」を凌駕すると言われた。
フレッチャーの古典に対する深い造詣はこの面からも考察できるのではないか。
最後に、フレッチャーは宗教的には（リベラルではあるが）監督制教会の支持者であったと見
られる。18 世紀当初既に長老派教会はスコットランドで国教化していたのであって、彼の信仰上
の立場が思想形成にいかなる影響を与えたかがもう少し問えなかったか、という疑問は残った。
ともあれ国際機関の創設によって祖国の繁栄と安全保障を図ろうとしたフレッチャーには瞠目
するしかないし、300 年の時を経て漸くイングランドの「呪縛」から離れヨーロッパ連合の一員
たろうとする現代スコットランド独立論者とフレッチャーが二重映りするのは評者だけではな
いであろう。

坂本達哉『ヒューム　希望の懐疑主義：ある社会科学の誕生』

慶應義塾大学出版会、2011 年、407 + 33 頁
若　澤　佑　典（東京大学／ニューヨーク大学）

坂本達哉氏は『ヒュームの文明社会：勤労・知識・自由』（1995 年）から一貫して、「社会科学
者としてのヒューム」を論じてきた。坂本氏の研究プロジェクトは、ヒュームによる社会科学の
構想が、1）『人間本性論』（1739-40 年）で展開される哲学原理に根差したものであること、2）政
治論・経済論・歴史論が交差する学際的性格を持っていること、3）18 世紀スコットランドの現
実に実践的に向き合いつつ、新たな社会の在り方を模索する規範的視点を持っていること、以上
の三点に着目している。
前著の『ヒュームの文明社会』では「文明社会」をキーワードとして、ヒュームの主要四著作
―『人間本性論』、『道徳・政治論集』（1741-42 年）、『政治論集』（1752 年）、『イングランド史』
（1754-61 年）―が時系列に沿って読み解かれている。ここで坂本氏はヒュームが「人々の欲求
と勤勉と共感とが分業と市場のシステムを支えつつ、豊かで秩序ある社会を生み出していくよう
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な経済社会の理想像」（373）を構想していたと結論付けている。ヒュームによる社会科学は、「経
済活動（・・・）と社会的なコミュニケーションを通じて陶冶される（・・・）人間の自由なあ
り方」（373-74）の擁護として位置付けられる。
『ヒューム　希望の懐疑主義』は前著に引き続いて、ヒューム社会科学の形成を問題としてい
る。『イングランド史』への言及が無くなったことを除けば、対象となるテクストもほぼ同じであ
る。本書第 I部では、因果論、正義論、労働論を事例として、ヒューム思想における哲学から社
会科学への展開が提示される。第 II部では、『道徳・政治論集』及び『政治論集』所収のエッセ
イを用いて、ヒューム思想における政治論と経済論の交差が論じられる。第 III部では、18 世紀
という歴史的枠組みを超えて、ヒューム社会科学の現代性が探究される。ここでヒュームは、ア
リストテレスやマキアヴェリ、ジェームズ・ミルといった異なった時代の思想家たちと対置され
る。また第 III部の最終章では、日本におけるヒューム受容の歴史から「市民社会」概念の再検
討が行われる。『ヒュームの文明社会』がヒューム社会科学における基本理念、歴史的文脈、間テ
クスト性を中心問題としているのに対して、『ヒューム　希望の懐疑主義』では 18 世紀と現代社
会の連続性が意識され、ヒューム思想のアクチュアリティが繰り返し問われている。ヒュームに
とって、哲学的思索と歴史的思考は探究の両輪であった。坂本氏も同様に、ヒューム思想の歴史
化と現代化を連続した作業として実践している。
本書はヒューム思想の現代性を「神なき世界を生きる諸個人が作り上げる社会秩序の可能性」

（16）として提示している。18世紀に生きたヒュームと現代の読者との接点は、「本当の意味での
神（絶対的価値）が存在しない世界、自己利益に動かされ商業的・貨幣的富に幻惑され、それで
もなお、ひとつの地域的・国民的単位をもって人類社会の秩序を模索せざるをえない」（15）とい
う状況の共有にある。ヒュームの探究は原理主義を拒絶し、独断的な信仰や形而上学に基づいた
二分法を批判する。これに代わって、討議的コミュニケーションを介した命題の吟味、立場が異
なる言説間の調停が試みられる。ヒュームの方法論とは、「文明の『進歩』が人類に強制する最小
限の前提を歴史の絶対的所与として受け入れたうえで、あとは最大限に選択肢を広げ、その範囲
内での自由な諸個人による最適な社会秩序の選択を、『中庸』の判断として追究」（15）すること
である。
本書が提示する問題系（＝神なき世界を生きる諸個人が、討議的コミュニケーションを介して
作り上げる共同性）は、坂本氏が依拠する思想史のみならず、英文学研究に対しても有効な見取
り図を提示してくれる。特に、文筆家としてのヒュームを論じる本書第 4章（「スコットランド啓
蒙における『学問の国』と『社交の国』」）では、18 世紀思想史と英文学史が潜在的に交差してい
る。ヒュームは教会や貴族といった支持基盤を持たず、新興の社会階層を対象とした読み物を執
筆・出版することで、その原稿料・印税を基に生計を立てた。また彼はアディソンを模範とし、
商工業者をはじめとする中流身分に向けた文体を模索した。本書はこうしたヒュームの試みが、
日常世界と学問の世界の知的交流を促し「新しい近代社会＝文明社会の担い手たるべき市民＝国
民の形成」（129）を目標としていたことを指摘する。従って、ヒュームにおける文体的洗練・言
語的格闘は、文明社会における主体をパフォーマティヴに作り上げていく試みということにな
る。『ヒューム　希望の懐疑主義』が指し示す言語と政治の連続性は、18 世紀文学（＝新しい言
語形式をめぐる格闘）と 18 世紀思想（＝新しい社会概念の構築）が地続きであることを示してい
る。
さらに本書第 4章は、ヒュームの文体を 18 世紀スコットランドの言説空間から文脈化してい
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く。ヒュームはイングランド型の洗練された文体を受容し、スコットランド方言の排除を試みた。
しかし彼は同時に、こうした文体改良が「イングランド中心主義（・・・）にからめ取られてい
ることをも鋭く意識」（149）していたことが指摘される。イングランドへの同化とスコットラン
ドとしての自我、こうした言語空間におけるヒュームの葛藤は 18世紀英文学史でおなじみの構図
である。本書の枠組みに従えば、ヒュームを 18 世紀スコットランド文学の文脈で論じられるかも
しれない。例えばグラスゴー大学に学び、雑誌の編集やイングランド史の執筆を行った、トバイ
アス・スモレットを参照軸にして。あるいは、エディンバラの文芸界で活躍し、感受性の語彙を
用いて主体の葛藤を描き出す、ヘンリー・マッケンジーを対置することで。新興の知的階層に向
けて書き、言語を通じて共同性を問う態度は、こうした作家たちとヒュームを結び付けるだろう。
こうして文筆家としてのヒュームは、現代に生きる我々が異なる研究分野と出会い、学際的な共
同性を作り上げるための経路を提供してくれる。

新見肇子・鈴木雅之共編著
『揺るぎなき信念 ―イギリス・ロマン主義論集』

彩流社、2012 年、466 頁
小　川　公　代（上智大学）

『揺るぎなき信念―イギリス・ロマン主義論集』は現在精力的に研究を行っている 21 人の執
筆者による論文が収められ、450 頁を超える大冊になっている。各執筆者がロマン主義的な共感
（sympathy）、情動（passion）、反抗（rebellion）、喜び（joy）、快楽、（pleasure）、反奴隷制
（anti-slavery）といったテーマについて論じているが、近年の研究の拡がりに伴い、伝統的な英
文学研究という枠に収まりきれなくなった政治的、美学的、宗教的言説とロマン主義文学との複
雑な絡み合いを論じる野心的なものばかりである。
地域、時代、主題という点からみても、古代ローマの彫像から 20 世紀詩人ルイ・マクニースま
で網羅しており、広義のロマン主義文化・文学の論文集といった印象を受ける。初学者の入門書
としては多少不向きかもしれないが、最近のロマン主義研究の動向を理解したり、知識の整理を
したりするのに役立つ。ロマン主義の思想の流れや文化的文脈、受容の変容などをより深く学べ
るという点で、一冊手に入れる価値はあると思われる。
わたしが多少期待はずれであると感じたのは、本書の構成や編集の仕方である。全体としては
テーマごとに 4つのパートで構成されているようだが、第 4部の「時代の目撃者ウィリアム・ブ
レイク」だけブレイクに関係する論文がまとめられており、少なからず違和感を感じる。
もっともテーマに一貫性があるのは 5篇の論文が収録された第 1部「女性作家の諸相」であろ
う。とくに女性作家の作品論、また文筆活動を通じて女性が公共圏に参加するプロセスや政治的
意図を扱った論文はわたしにとって大変興味深く感じられた。新見論文は出版社の営利主義に翻
弄されながらも、「手紙」という手段によって「批判、弁明、依頼、提案」するシャーロット・ス
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ミスの苦衷を、大石論文は奴隷貿易の言説は女性詩人たちに「共感」という連帯感をもたらした
が、その実、政治的、宗教的思惑は共有されていなかったことを、また鈴木（美津子）論文はシ
ドニー・オーエンソンの『宣教師』の政治的意図を、それぞれ明らかにしている。
第 2部の「美術・自然・テクスト」なるくくり方は何を意味するのかわかりにくいが、このパー
トで収録されている 6篇中、大河内論文、小口論文、アルヴィ論文は主体表象が見え隠れする論
文であり、その繋がりが目を引く。確かに大河内論文はラドクリフの『ユドルフォの謎』をピク
チャレスクという美学的言説の中で捉えているが、それが表象する「洗練された感受性」の主体
はやがて法的な主体に変容する。Susan Chaplinの Law, Sensibility, and the Sublime in 

Eighteenth-Century Women's Fiction（2004）を彷彿とさせる主体の議論である。また、わたし
がもっとも刺激的と感じた小口論文は、これまであまりロマン派の文脈で取り上げられてこな
かった功利主義の流れにワーズワスの「歓喜」（“joy”）を位置付けようとする試みであり、功利
主義の計量的で流動的な主体も論の鍵となっている。Adam Potkayの優れた著書 The Story of 

Joy: From the Bible to Late Romanticism（2007）に基づく最新の研究である。アルヴィ論文は、
サー・ウィリアム・ジョーンズらを介して入ってきた東洋の動植物のイメージを取り込んだもの
としてシェリーの「インド風セレナーデ」を丁寧に分析しているが、語り手の性別の決定不能性
といった主体のあいまいさも射程に入れている。そういう文脈で読んでいくと、川津論文のバイ
ロンのサッポー受容もまた時代によっていかに女性の主体が読み替えられていったかを示して
おり、アルヴィ論文と同様の問題意識が共有されている。
第 3部「ロマン主義の拡がり」に収録された 5篇の論文は、従来の「ロマン主義」の枠組みに
収まりきらない作品や、ロマン主義文学の受容に関するものである。ブラドショー論文ではロマ
ン派時代の後期に位置づけられる詩人トーマス・フッドの「ケンタウロスになったライカス」、そ
してワトソン論文ではキーツの天敵としてより広く知られているジョン・ロックハートの小説
『アダム・ブレア』の文学的価値が見直されている。道家論文は、ルイ・マクニースのロマン派受
容を検証することで彼の『秋の日記』がロマン派へのアルージョンであることを示している。
第 4部「時代の目撃者ウィリアム・ブレイク」に配置された佐藤論文は白樺派の千家元麿のブ
レイク受容を考察する点で他の 4篇とは異なり、第 3部の道家論文との連続性が感じられる。も
ちろん「時代の目撃者」としてのブレイクはクラーク論文、コノリー論文、鈴木（雅之）論文の
テーマである。コノリー論文は、ブレイクの育児表象が当時の関心事のひとつであった母子の主
従関係にまつわる医学的、教育的言説を映し出していることを明らかにし、鈴木論文は、当時の
英国の「美術史上、前代未聞」のスキャンダルを糾弾すべくブレイクが個展を開催した事情を詳
細に伝えている。
テーマの多様性や拡がりは本書全体がうまく束ねられていない要因でもあるが、それはまた強
みでもある。全く別の作家や主題を論じている複数の執筆者のまなざしが、ときにロマン主義の
同じ文化現象、同じ思想概念、同じイメージを捉えていることがある。パートの垣根を越えて交
差する概念やイメージこそが、本書の核であるのかもしれない。感受性言語としての「共感」は
大石論文、ワトソン論文、クラーク論文で重要視されており、それともリンクする情動と自己抑
制の 18 世紀的問題意識は鈴木（美津子）論文、大河内論文、コノリー論文で扱われている。ま
た、芸術や視覚メディアを作品分析の拠り所とした笠原論文、ワトソン論文、中村論文、鈴木論
文はそれぞれ瀕死の剣闘士像、ウィルキーの絵画、反パーネル論調を強めた新聞の風刺画、ジェ
イムズ・ギルレイの風刺画を援用している。とりわけわたしが注目したのは、鈴木（美津子）論
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文とアルヴィ論文に取り上げられている東洋女性の「黒髪」の豊かで芳しいイメージであるが、
これはロマン主義の時代にすでに西洋的な文学伝統からはみ出す物語世界が広く受容されてい
た事例としてみることができる。
全体を見渡すと、個々の論文のスタイル、言語（日本語と英語使用）、論の掘り下げ方も一様で
はなく、研究成果としての論文集なのか、教科書として英文学専攻の学生を導くものなのか、序
章を設けて明確な方向性を示してほしかったというのが正直なところである。とはいえ、それぞ
れの執筆者の丹念な作品・資料分析には、イデオロギーや既存の作品論を振り切ろうとする気概
が十分すぎるほど漲っていて、その姿勢に心から感服する。本書は、今後のロマン主義研究の有
り様や行く先を示すだけでなく、豪壮な構えのタイトルに遜色ないほどの「信念」を読者に感じ
させることだろう。

鷲見洋一・井田尚監修
ディドロ著作集 第 4 巻『美学・美術　付・研究論集』

法政大学出版局、2013 年、646 頁
木　村　三　郎（日本大学）

ディドロ著作集の中で、『哲学』の巻が刊行されたのが 1989 年である。その後 24 年が経過した
後の本書の刊行は、本学会を牽引してこられた、中川久定、鷲見洋一両氏が中心となり、小場瀬
卓三氏の仕事を加え、次の世代、青山昌文、井田尚、小関武史、田口卓臣、橋本到各氏が、邦訳
を試み、脚注と論文に先端的な研究成果を発表したものである。本学会のフランス派精鋭による
労作であり、我が国のディドロ研究が国際水準にあることを改めて物語っている。
本書には「美の起原と本性についての哲学的探求」と、「絵画論断章」についての邦訳が収録さ
れている。特に、「絵画論断章」には、具体的な美術作品に基づいた、ディドロの思索がおさめら
れており、フランスの 18 世紀絵画史に関心を持つものからは、長く刊行が待たれていたものであ
る。一方で、後半の「研究論集」には、シュピッツァー、ディークマン、ファーブル、スタロバ
ンスキー、プルースト各氏による論文が、邦訳されており、そにには、鷲見氏によるディドロ先
行研究史についての論考が加わっている。優れて広範囲にわたる論集であり、今後我が国におけ
るディドロ研究に新しい地平を開いたことは間違いない。
ところで、ディドロの美術批評を読みながら気になるところは、プッサン N.Poussinに、

sublimeという冠を授けつつ論じた箇所である。この画家の研究に40年以上携わって来た身から
いえば、関心はそこにある。サロン評にあるプッサンの風景画についてのコメント、また、『絵画
論断章』等の中にある、《エウダミダスの遺書》（本書、p.183）を引用する部分が、しばしば指摘
されるからである。
ディドロが、プッサンを引用する場合、実際に絵画を見ている場合とほとんど複製版画だけで
論じている場合とが見受けられる。たとえば、1763 年のサロンに、《アシュエロス》を描いたレ
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ストゥ J.Restoutの作品が展示された。この作品の分析を行うために、ディドロは、プッサンが
描いた《アシュエロス王の前のエステル》を引用している 1。そこには、明らかに自分が実際に見
た（sous mes yeux）プッサンの作品について、ディテールに細かく眼を配りつつ言葉を連ねて
いる。記述は詳細である。登場人物、小道具、群像表現、人物の情念表現等のありかたを指摘し、
何故に感動的な作品になっているかを個々に説明している。いかにも作品を目の当たりにした記
述であろうことがしのばれる。ディドロはこの作品を好み、1761 年にも既に引用しており、そこ
では、版画家ポアイ POILLYによる複製版画も見ていることを書き記している。エルマン版の編
者で、脚注を施した CHOUILLETは、現在、エルミタージュ美術館にある絵画と、その関連版
画 2 とを比較し、ディドロが書いた作品記述のありかたに若干の注釈を入れている。18 世紀中葉
における、プッサンの受容史という視点からは興味深い指摘である。
ディドロが、サロンに展示された同時代画家の作品を情熱的に語る時の方法としては、美術史
でいう「比較記述」を行う場合がある。評者は、その際彼の手元には、時には、自分のコレクショ
ンにあった、17 世紀のフランス画家の複製版画を持参していたのではないか、それとの比較で、
メモを取り、時に、サントーバンが行ったと同じように、自ら素描も行っていたのではないか、
という推測を誘われることがある。
こうした事情を勘案すると、前時代の美術史を学んでいた 3 ディドロは、批評の規範として引用

していた巨匠たちの、どのオリジナル作品を、あるいは、どの複製版画を見たのか、という問題
意識が生まれてくる。長く、フランス国立図書館版画室での調査を続けて来た経験からいえるこ
とは、ルーヴル美術館などに展示された絵画そのものを見て、作品記述を行う場合の視点と、コ
ピーではない、これも「オリジナルの」複製版画を分析する視点は自から異なるからである。「絵
画論断章」が生まれる背景の一端であろう。
こうした視点を持つには、もう一つ別の理由がある。それは、フランスで、版画の収蔵と研究
についてのセンターである、上記の版画室収蔵作品の目録が、近年、GALLICAで、信じられな
い程簡単に検索が可能になっているからである。Googleで、「Gallica, estampes」と入力したあ
とに、気になる欧文版画家名、あるいは、版画名を追加して御覧になることをお奨めしたい。時
には、そこで、ディドロの書斎にあったであろう、版画コレクションを入れた portefeuille4 の中
の作品と同じ刷りのデジタル画像を、瞬時に得られる時代が到来しているのである。SEZNEC, 

CHOUILLETだけでなく、BUKDAHL, LORENCEAUといった、ディドロの「サロン評」の歴
代の研究者にはできなかった方法が、生まれているからである 5。

1　DIDEROT（D.）, Salons, Oxford, Clarendon Press, 3 vol, texte établi et présenté par SEZNEC（J.）et 
ADHEMAR（J.）, （1957）1975-83；一方で、Salon de 1759, 1761,1763, Paris, Hermann, textes établis et présentés 
par CHOUILLET（J.）, 1984 が関連版画についての情報は詳しい。
2　現在では、フランス美術史学会で版画史研究の世界では揺るぎない地位にいる、ミシェル教授の若き時代の論文
がある。MICHEL（C.）, « Diderot et la gravure », in cat. expo. : Diderot et l'art de Boucher à David, RMN,1984
3　PROUST（J.）, « L'initiation artistique de Diderot », GBA, 1960,4, p.225-232
4　註 1, CHOUILLET, p.141, note.67
5　我が国のみならず、フランスの美術絵画彫刻アカデミー研究は、ドイツでも盛んである。近年刊行されたペーパ
バック版の好著がある。ディドロが論じたアカデミーの画家を簡単に調べるには、巻末の画家案内が有用である。
VALERIUS（G.）, Académie Royale de Peinture et de Sculpture 1648 - 1793. Geschichte - Organisation - 
Mitglieder, Book on Demand GmBH, 2010
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佐々木健一『ディドロ「絵画論」の研究』

中央公論美術出版、2013 年、842 + 109 頁
鷲　見　洋　一（慶應義塾大学）

ディドロ生誕三〇〇周年記念にちなんで日の目を見た多くの刊行物の中でも、本書は質量共に
抜きんでている。いや、それどころか、日本で今までにフランス啓蒙期について書かれた人文系
の書物を思い出してみても、若干のすぐれた先例を除けば、これほどの著作が現れたためしはほ
とんどなかったと断言できる。一つの事件と言っても大袈裟ではあるまい。
美学者である著者の佐々木健一氏は、長らくディドロの『絵画論』に拘りつづけてきた。氏が
1984 年から 1999 年まで、東京大学の紀要を中心とした研究誌に 15 回にわたって発表した『絵画
論』の精密な注解が、この大著の出発点であり、また中核をなしている。
まず、本書の常軌を逸した規模の大きさと、厳密にして複雑な構成に注目したい。ハードカバー
の本論は 2部構成で、第 1部「絵画論注解」と第 2部「理論的考察」とに分かれ、併せて 840 ペー
ジを超える大冊である。さらに第 3部として『絵画論』のテクストが添えられる。この 100 ペー
ジを超える冊子は左右見開きで、左側のページに佐々木氏自身の校訂になるフランス語の原文、
右ページに日本語訳（すでに岩波文庫でも刊行されているが、訳文は必ずしも完全に同一ではな
い）が対応している体裁である。整理すれば、「注解」、「理論」、「校訂」の 3部構成ということに
なる。
この書評にあたえられている紙幅では、浩瀚な本書の全貌を紹介することなど到底不可能である
が、これだけは指摘しておきたい。まず、佐々木氏にはアンリ・グイエから学んだ、「原初的直観」
の歴史的把握という根本課題がある。この目標設定は佐々木氏をどんな場所に連れて行くのか。文
字通りディドロの「原初的直観」、すなわち「思考現場」ともいえる生々しい観念の坩堝に赴かせ
るのである。この坩堝状態にあるディドロの諸思念を丁寧に吟味し腑分けすることに、氏の根気強
い、異常なまでの努力は注がれている。それが 15年をかけた第 1部「注解」の仕事である。
この注解作業に方法や基準があるとすれば、それはディドロのテクストと思想の「現場」に立
ち会い続ける意思とでも呼ぶしかない徹底性である。佐々木氏はディドロ（とそのテクスト）に
とって外部の要素、すなわち「欧米の先行研究」だの「現代思想」だのという安易な参照枠を持
ち込んで、ディドロをディドロならざるもの（往々にして研究者自身の願望や思いこみ）に読み
替えるような、よく見かける手口をどこまでも自分に禁じている。欧米の先行研究は適宜参着さ
れるにせよ、どちらかというと辛口の批判が浴びせられることもある。ディドロの美学思想につ
いて大きな研究書を刊行した J・シュイエ（p.772、注 10、p.777, 注 66）、ディドロ研究の大御所
H・ディークマンと R・モルチエ（p. 805, 注 13）などが、次々と俎に乗せられる。とりわけ新全
集版で『絵画論』を担当している G・メイ（p. 799, 注 22）の仕事に対して、佐々木氏は大きな疑
問を抱き、ついには氏みずから一次資料にあたって『絵画論』のテクスト校訂作業をやり直す仕
儀となった。「注解」がおのずと「校訂」を招き寄せたのである。この一点だけでも、本書の価値
はきわめて高い。普通、そこまでやる研究者はほとんどいないからである。
校訂作業ばかりではない。『絵画論』の注解から導き出される「理論的考察」で佐々木氏が尊重
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するのは、注解の蓄積と、その周辺の調査や検証で身につけた確固たる「鑑識眼」である。その
結果、氏の曇りのない鑑識眼が映し出すものは、絵画の素人であるディドロが哲学者の立場から
発言している『絵画論』全 7章の「実像」である。シャフツベリの自由訳、『百科全書』項目「美」、
『劇詩論』と進んで『絵画論』にいたる 10 年間にわたるディドロの思索の歩みを跡付けたあと、
『絵画論』の各章について精緻な分析と解釈がなされる。そのいちいちをここで紹介できないのが
残念だが、「真善美」、「美＝有用説」と「関係の知覚説」、自然の構造を把捉する「かん」、「美し
い自然の摸倣」と「観念的・理念的モデル」など、従来論者によってさまざまな位置づけをあた
えられてきたキー概念が、ディドロの「原初的直観」という巨大な展望のなかで改めてそれぞれ
の付置と意味を取り戻すのである。なかでも特筆すべきは、これまで誰もがまともに論じようと
しなかった第 6章「建築に関するわたしの意見」と第 7章「全体に関する小さな補論」を初めて
対象とし、きわめて説得的な論議を展開していることで、ここの部分は本書の全体でも白眉と呼
べる迫力で執筆されている。
ディドロはそもそもからして横断的で横紙破りの物書きであり、その著作のほとんどが既存の

「ジャンル」や「カテゴリー」の枠に収まりにくい多面性を特徴とする。『絵画論』しかり、『サロ
ン』しかりである。従って、そうした変幻自在なディドロの「原初的直観」を追いかける佐々木
氏の歩き方自体が、いつしか領域横断型の動きを帯びざるをえなくなるのは当然である。その意
味で、本書はたんに美術史学の専門書というには留まらない。啓蒙期の美学を離れて、ディドロ
の小説作品や科学思想や政治思想に関心のある読者にとっても、人文学のあるべき姿を身をもっ
て示したお手本のような仕事なのである。
もう 1点、ディドロ研究者にとって見過ごせないページが、この大著の最後の方にひっそりと
加えられていることに注目したい。第 2部「理論的考察」の第 2篇「各論」の第 2章「ディドロ
のテクスト」と第 3章「書き手としてのディドロ」がそれである。約 50 ページに及ぶこの記述の
中で、佐々木氏は「ディドロの仕事法」と呼ぶ大胆な仮説を提出する。読んでもよく分からない、
脈絡が見つからないといった印象は、日頃ディドロの読者であれば誰しもが共有する経験である
が、佐々木氏はその「ディドロらしさ」のよってきたるところを、10 種類の特徴に分けて説明し、
成功していると思う。そして、私が勝手に付け加えるのなら、その特徴の多くは、ディドロが『百
科全書』の編集長として自分や他人の原稿に手を入れたり、加えたり、削ったりして身につけた、
天才的なジャーナリストの作法と習慣から生み出されたものであることは確実である。
今後、分野を問わず、ディドロについてどのような研究を目指そうとも、本書は避けて通れな
い険峻な高峰として立ちはだかるであろうことは間違いない。
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Marianne Schröter, Aufklärung durch Historisierung: 
Johann Salomo Semlers Hermeneutik des Christentums

Berlin/Boston: De Gruyter, 2012, XI + 413 pp.

桑　原　俊　介（東京大学）

近年、ピエール・ルジャンドルの提唱する「中世解釈者革命」が注目を集めている。彼によれ
ば、革命と称される社会の構造的大変革は、テクストの解釈を通じて行われる。それは第一に、
グレゴリウス 7世の統治下における『ローマ法大全』の再発見であり、ローマ法を教会法と擦り
合せる精緻な解釈を通じた新たな法典の編纂作業が、近代法治国家の起源となるまったく新しい
国家形態、まったく新しいその表象システムを生み出すことになる。第二の革命は宗教改革であ
り、それもまた聖書というテクストの解釈をめぐる革命である。そこでは、聖書を教会のドグマ
に即した解釈から解放することが〈聖書主義（sola scriptura）〉という旗印の下で実践される。
だがプロテスタントの内部でも、16世紀の半ばにはすでに聖書解釈のドグマ化が進行し、教会
の定める「信仰告白（confessio）」が、カトリックにおけるドグマと同等の機能を果たすようにな
る。聖書は再び、教会の定める教義を〈証明するための言葉（dicta probantia）〉と堕した。そし
て、プロテスタント神学をこのようなカトリック化から再び解放したのが、18世紀中葉の神学者、
ヨハン・ザロモ・ゼムラー（Johann Salomo Semler 1725-91）であり、その功績から彼は、「新し
いドイツ神学の最初の宗教改革者」、その「紛れもない先駆者」と呼ばれる。このような、ゼム
ラーによるドイツ神学の近代化もまた、聖書の解釈を通じた革命であった。そしてその革命は、本
書の表題にもある通り、聖書解釈の「歴史化（Historisierung）」を通じた革命に他ならない。
本書の著者であるシュレーターによれば、ゼムラーにとっての「歴史化」とは「歴史記述」の
ことであり、本書では、ゼムラーによる歴史記述が、本書の本体となる C章の各節において 3つ
の位相に即して分析される。第一節（C-I）は、聖書の成立と編纂に関わる文献学的な歴史記述で
ある。例えばそこでは、公会議を通じた正典の選別と編纂、正典概念の歴史的変遷、宗教改革に
おける逐語霊感説の形成過程等に関するゼムラーの歴史記述が分析される。第二節（C-II）は教
会史、第三節（C-III）は教義史であり、そこでは、教会の位階制度、道徳や異端に関する規定、
各種教義（三位一体、原罪、悪魔と天使など）が、個別的な歴史的状況下でいかに偶然的に形成
されたのか、そしてそれらがいかに聖書解釈を変容させたのかに関するゼムラーの歴史記述が分
析される。
具体的に、例えばゼムラーは、聖書の逐語霊感説の根拠とされる旧約聖書のヘブライ語（ruach 

hakkodäsch）、あるいは新約聖書のギリシア語（θεόπνευστος）は、当時は、聖書の一字一句では
なく、そこに含まれるより一般的な内容（神の教え）のみに関わる概念とされたこと、むしろ逐
語霊感説は、宗教改革におけるカトリックに対する対抗言説として、あるいは、プロテスタント
内部の論争の過激化を通じて形成されたことを歴史記述する（C-I 4）。また彼は、教義学
（Dogmatik）概念は、神学概念から峻別されるべき概念であり、それは本来、聖書教育の補助手
段として教父が集積した聖書解釈の一覧に起源を持つこと、ゆえにそれは、教育や教化といった
純粋に神学的な論理とは異なる外在的な目的や手段に依存すること、そして、聖書解釈はそれに
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より、各時代や各宗派、信徒集団の個別性に依存して大きく変化したことを実証的に歴史記述す
る（C-III 5）。シュレーターによれば、ゼムラーによる神学の刷新は、このような聖書解釈の刷
新、正確に言えば、歴史化という解釈の「方法」の刷新によって果たされた。ゼムラーにとって
聖書解釈の「歴史化」とは、「信仰告白やドグマに基づく解釈からの解放のメディア」に他ならな
い。
注目すべきは、シュレーターが、啓蒙主義の方法としての歴史化というプログラムが孕む固有
の問題性に無自覚ではないという点である。彼女によれば、ゼムラーによる「歴史化」という方
法は、「啓蒙された理性」に基づくが、それは、「古典的な合理主義のように、アプリオリな原理、
論理学的証明方法、確実性の水準に基づく古典的合理主義、さらには体系的構築にはもはや向け
られていない、新しい啓蒙された理性の理解」を必要とする。シュレーターによれば、ゼムラー
における「歴史」概念は、端的に「経験的なもの」を意味するが、一般に、理性的な普遍物を扱
う合理主義と、経験的な個物を扱う歴史とは、ベーコンの言う理性（ratio）の対象と記憶
（memoria）の対象として、学問的な領域を異にする。だが、啓蒙主義における歴史化として問
題となるのは、まさしく、歴史的なものを理性的に捉える理性、すなわち「歴史的理性」なので
ある。問題の核心は「偶然的なものの理性的な扱い」にある。シュレーターによれば、それは最
終的には「比較考量による吟味」を出ないのだが、ゼムラーは歴史をいたずらに理性化すること
なく、その記述の「断片的な性格」を、自身の「問題設定と探究にとって義務となる学問的姿勢
の必然的な犠牲」として「甘受」した。「欠陥」にも見えるゼムラーの断片性は、むしろゼムラー
の方法的徹底性を物語る。
また注目されるのは、シュレーターが、ゼムラーの聖書解釈に二極性を見出す点である。ひと
つは、歴史記述に即した解釈としての「歴史的解釈」、いまひとつは、聖書の読者である信者の信
仰心を涵養するため、つまり「教化」や「適用」を目的とする「道徳的解釈」である。シュレー
ターによれば、ゼムラーの聖書解釈の歴史化の目的は、聖書を脱神聖化し、聖書解釈から「教化」
を捨象することにあるのではない。むしろその最終目的は「教化」にあり、「歴史的解釈」はその
ための不可欠の条件となる。ゼムラーにとって「歴史化」は「解放のメディア」ではあるが、解
体のメディアではない。ゼムラーによれば、真に「自由」な「教化」の根底には、「聖書のテクス
トとの自発的で批判的・解釈学的付き合い」がなければならない。
本書は、著者の博士論文に基づくものであり、極めて体系的な構成を持つ。その論述もゼムラー
のテクストを丁寧に分析する堅実なものである。ゼムラーの書物は論戦的なものが多く、背景知
識なしには十分に読みこなすことが困難であるが、本書にはコンテクストへの十分な配慮が見ら
れる。また、ゼムラーが自己形成したハレ大学の教育環境・学問状況への言及も豊富である。例
えばゼムラーによる『詩篇』の重視がフランケを代表とするハレ大学の敬虔主義的「禁欲的
（asketisch）」講義形態と結びつけられ、また、彼の合理的な文献学的姿勢が、ヴォルフやバウム
ガルテン兄に見られるハレ大学の合理主義的伝統、とりわけ後者によるイギリス理神論の聖書解
釈に関する書物のドイツへの先駆的紹介と結びつけられる。また B章では、聖書解釈学それ自体
の歴史展開も記述される。
シュレーターもこのようにして、ゼムラーのテクストを徹底して歴史化する。むろんその記述
は、シュレーター独自の思想を展開するものではい。ゼムラーのテクストも、彼独自の神学体系
を構築するものではない。だがむしろ、このような他者のテクストの徹底した解釈の内にこそ、
新しい革命の芽も萌すのではないか。
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Alexander García Düttmann, 
Teilnahme: Bewußtsein des Scheins

Konstanz: Konstanz University Press, 2011, 192 pp.

田　中　　　均（大阪大学）

本書は、カントの「芸術」の定義から出発して、現代の芸術論に至る、芸術への「参加」の理
論の研究である。本書は狭義の 18 世紀研究に属するものではないが、現代の芸術の実践とその理
論を規定している概念の一つについて、その起源を 18 世紀末の美学に求めているという点で、18
世紀美学の研究にとっても意義を有していると言えるだろう。
その一方で、本書からはまた、現代の芸術の状況と近代美学とを連続的に捉えることの難しさ
もうかがえる。それが端的に見て取れるのは、本書の表題である Teilnahmeの語からである。私
はこのドイツ語をここで「参加」と訳しているが、その理由は、本書の中で著者がこの語を英語
の participationと対応させており、さらに現代の芸術の政治的次元を指示する用語として規定し
ているので、著者がいわゆる「参加型芸術」を念頭に置いていると考えられるからである。
しかし、本書において Teilnahmeの語が、「参加型芸術」という語から想像されるような、非
芸術家と芸術家との共同制作や、観賞者による作品／上演への身体的な関与を意味する場合は多
くない。むしろほとんどの場合にこの語が指示しているのは、芸術作品の観賞者が、作品に描写
された対象が虚構であることを知りつつも、あたかもそれが現実の対象であるかのようにみなし
て作品世界に没入するという、芸術受容の基本的な両義性である。副題の「仮象の意識」がまさ
にこの両義性を表している。すなわち、「意識」は虚構性の意識を、「仮象」は現実とみなすこと
を指す。著者は前者を「そのとおり」（So-ist-es）、後者を「かのように」（Als-ob）とも言い換え
る。
このような用法を考えれば、Teilnahmeはむしろ「関与」などと訳す方が正確かもしれないが、
その場合にはかえって著者の問題意識を捉え損なう恐れがあるだろう。
以下、本書の構成を概観しよう。序章に続く「参加の歴史：カントからアドルノへ」では、ま
ず『判断力批判』における芸術の定義（「芸術とは、それが同時に自然であるように見える限りで
の技術である」）のうちに、自然の「仮象」と技術の「意識」との緊張関係が指摘される。この緊
張関係は、観賞者の経験に限定されるものではなく、習得可能な技術と習得不可能な天分によっ
て制作する芸術家の場合にも見出されると著者は主張する。著者によれば、この緊張関係を解決
するために、シラーは「素朴文学」と「情感文学」という歴史哲学的・理念的な概念対を提示し
た。またヘーゲルは、美を理念の感性的な顕れと規定することで「仮象」と「意識」の統一を図っ
たが、むしろ統一の解体による「芸術の終焉」という帰結に至った。
著者は芸術への「参加」を規定する上で、カントとならんでアドルノの「芸術の謎的性格」の
議論を重視している。すなわち『美学理論』における、「芸術作品は何事かを語り、同じ一息でそ
れを隠す、このことが指しているのが、言語の観点から見た謎的性格である」という一節に含ま
れる、美的経験を経験の内側から見る視点と外側から見る視点との緊張関係である。著者は、こ
の緊張関係はアドルノにおいても解決されず、解決されるとすれば、アドルノが「脱芸術化」
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（Entkunstung）と呼ぶ、芸術の文化産業への解消に至ると述べる。
「芸術への参加」の章では、ゴンブリッチ、ウォルトン、キャロル、ウォルハイムらの、絵画を
中心とする芸術における描写の知覚を巡る論争が概観され、やはり「仮象」と「意識」との両義
性の解消不可能が主張される。
以上の議論をふまえて、美学と現代の芸術との接続が試みられているのが、「参加の限界事例と
誇張」の章である。ここで著者は、観賞者の参加が強調される事例として、ペーター・ハントケ
《観客罵倒》の初演（1966 年）と、ニコラ・ブリオー『関係性の美学』（1998 年）を挙げている。
著者はとりわけ、社会関係それ自体を芸術の素材とみなす『関係性の美学』について批判的であ
り、参加が自己目的化しているという「形式主義」、未来の社会関係を先取りすると称する「ポジ
ティヴィズム」、作品の経験が観賞者の恣意に委ねられる「幼児性」を挙げて、芸術への「参加」
がゆがめられていると論じている。
最後の章「政治への参加」では、再びカントに立ち戻り、『学部の争い』におけるフランス革命

へのドイツ人の熱狂という事例を挙げて、政治的に行為することとそれを観察することの緊張関
係と、芸術への「参加」との類似性について考察している。
本書の議論では、特に『関係性の美学』への批判が否定的に過ぎる点が指摘されるべきであろ
うし、18 世紀美学における「参加」については、カントの共通感官論やシラーの美的国家論、さ
らにルソーの演劇論を取り上げる方が、現代の状況とのより適切な比較が可能であると考えられ
る。とはいえ、観賞者の「参加」の観点から、近代美学と現代の芸術への思想的系譜を構想する
こと、それ自体は有意義な課題であり、本書は今後の研究を刺激すると考えられる。
著者は本書の出版時点で、ロンドン大学ゴールドスミス校の哲学・視覚文化論担当の教授であ
る。

宮谷尚実『ハーマンの「へりくだり」の言語
―その思想と形式』

知泉書館、2013 年、xii + 227 + 51 頁
斉　藤　　　渉（東京大学）

本書があつかうヨハン・ゲオルク・ハーマン（1730-1788）は、難解をもって知られる。魅力的
だが独特で、時に奇抜な表現や比喩、ギリシア語、ラテン語、ヘブライ語などさまざまな言語の
引用を織り交ぜたその特異な文体は、詳細な注釈がないと通読も難しい（例えば、レクラム文庫
の著作集は右ページを本文、左ページを注に充てている）。この難しさは、程度の差こそあれ、同
時代人にとっても同様であった。本書の著者も引用するゲーテの言葉を借りれば、ハーマンの著
作を読む者は、「一般に理解と呼ばれるものを完全にあきらめなければならない」と言われるほど
だ。
だが、カントの同時代人としてケーニヒスベルクに生き、ヘルダーやゲーテにとっては偉大な
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先達となり、キルケゴールやベンヤミンにも少なからぬ影響を与えたこの人物は、難解さにもか
かわらず、いやむしろ、難解さゆえに興味を引く存在であり続けている。実際、日本においても
ハーマン研究は地道に積み重ねられてきた。川中子義勝氏による主要著作の翻訳（これも上巻が
テクスト、下巻が訳注という構成）をはじめ、本書以前にもすでに研究書だけで三冊、翻訳も―
宮谷氏自身の訳書を含め―三冊を数える。
本書はこうした国内外の研究成果を踏まえつつ、さらに一歩を踏み出そうとする論考を収めた
ものである。まずは全体の構成を挙げておこう。
短い序章で、ハーマンの生涯と活動を紹介しつつ、各章の内容を概観した後、第一章は、ゲー
テに始まる受容史ないし研究史を振り返りながら、言語の問題を中心に本研究の位置づけと目標
を提示している。続く第二章では、「子供向け自然学」というハーマンとカントの（実現しなかっ
た）共同プロジェクトに即して、本書の鍵概念となる「へりくだり」のコミュニケーションモデ
ルが論じられる。ヘルダー『言語起源論』を批判した一連の文書をあつかう第三章では、言語起
源論争におけるハーマンの立場を、同じく「へりくだり」の構造から示しているが、これまでの
章が言語に関するいわば総論にあたるとすれば、残りの章は言語の諸相をあつかった各論と見な
しうるだろう。第四章は音声コミュニケーション、第五章は文字（正書法）、第六章は索引と図像
（パラテクスト）、第七章は翻訳、第八章は書簡をあつかい、最後の終章では対話性と書簡性を論
じている。
ハーマンは、言語が「理性と啓示の母であり、そのアルファにしてオメガ」だという。それゆ
え言語の問題は、研究においても中心であり続けているが、宮谷氏はこの中心的テーマに真正面
から取り組み、そこでの導きの糸を「へりくだり」という、やはり中心的な概念に求めた。この
思想は、若きハーマンがロンドンで迎えた回心体験に深くかかわっている。彼自身の言葉を引用
しておこう。

著作家である神―［…］この書物［聖書］の霊感は、父の創造の業と子が人となったこと
と同様に、きわめて偉大な神の自己卑下とへりくだりである。それゆえ、心の謙虚さは聖書を
読むときに唯一必要な気持ちのあり方であり、聖書読解に欠かせない準備である。［本書、45
頁］

ハーマンにおける「神のへりくだり」には、宮谷氏の整理にしたがえば、父なる神の業として
の創造、子なる神が「人間になること」すなわち受肉、そして聖霊の働きとしての聖書という三
つの位相がある。特に、神が人間に対して人間の言語で啓示した聖書（「著述家としての神」）は、
単に聖書の読解にとどまらず、ハーマン自身が著述する上でのモデルとなった。その意味で、本
書が論じる「へりくだり」の思想とは、「人と人とのコミュニケーションを神と人とのコミュニ
ケーションのアナロジーで捉えた考え方」だとされる。
宮谷氏によると、ハーマンの多用した偽名や架空の著者名も、相手と同じ立場にあえて立つた
めの一手段、「へりくだり」の一形態にほかならない。例えば、合理主義的な正書法改革論者が、
発音されない hを廃止しようと提案するとき、ハーマンはこの抹殺されつつある文字になり代わ
り、「字母 h自身による新たな弁明」を著す。自らの存在を擁護する文字という一見すると突飛
な着想も、目に見えない霊と真理の顕現、つまり、神の「へりくだり」とのアナロジーとして理
解されうるだろう。hは息＝霊のメタファーでもある。発音されない文字を切り捨て、文字の表
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音性のみを重視しようとする「正書法（Orthographie）」は、耳に聞こえるものにしか関心を示
さない「耳書法（Otographie）」だと批判するハーマンのイロニーも、「へりくだり」を手がかり
に読むことでよりよく解釈できるかもしれない。
本書は、これまでの長い研究史を踏まえながら、従来あまり注目されてこなかったテクストを
含め、ハーマンの独特な文体の細部にまで進んでいこうとする意欲的な研究である。とりわけ、
全集に収録された著作や書簡はもちろん、初版本や遺稿に立ち返りつつ、多くの研究者たちが見
落としてきた微細な論点を指摘する手際は鮮やかだ。それは、著者の読解の緻密さ、そして何よ
りテクストに対する「心の謙虚さ」を示しているように思われる。
ハーマンの思想は、これからも 18 世紀研究にとって、難解ではあるが魅力ある対象であり続け
るだろう。本書が、次世代の研究者をハーマンに誘うきっかけになることを期待したい。
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展覧会評

「ディドロの趣味」展

ファーブル美術館（フランス）2013 年 10 月 5 日～ 2014 年 1 月 12 日
エルミタージュ財団美術館（スイス）2014 年 2 月 7 日～ 6月 1日

川　村　文　重（神戸女学院大学非常勤講師）

2013 年はドニ・ディドロ（1713-1784）の生誕 300 年を記念して、学会をはじめとする諸企画
が、フランスを中心に世界各地で行われた。その記念行事の一環として、南フランスのモンペリ
エにあるファーブル美術館では、「ディドロの趣味（Le Goût de Diderot）」と題された特別企画
展が、ディドロの誕生日の 10 月 5 日から 2014 年 1 月 12 日まで開催され、その後、スイスのロー
ザンヌにあるエルミタージュ財団美術館にて、2014 年 2 月 7 日から 6月 1日まで開催された。
展示作品は、ディドロが『文芸通信』誌に寄稿した『サロン』（1759-1781）の美術批評の中で、
特に彼の注意を引いた絵画・彫刻作品である。43 人の画家・彫刻家の約 80 作品を網羅的に配す
ることで、ディドロの 20年余りにわたるサロン批評の足跡を丁寧にたどろうとする意欲的な企画
である。その結果、ディドロの審美眼を通した、18 世紀後半フランス美術の一大パノラマを呈す
る展覧会となった。
展示の構成として興味深いのは、作品の配列が『サロン』で取り上げられる順、すなわち単純
に制作年順に基づくのではなく、近年飛躍的な発展を見せてきたディドロ美学研究の成果をもと
にした、 「真理の賭け」、「詩人として描き、彫る」、「魔術師的画家」のテーマに充てられ、リアル
さ、詩学、神業的技法という、ディドロが『サロン』で作品を評価する際に用いた 3基準に基づ
いている点である。
第 1テーマ「真理の賭け」のもとでは、当時人気を博していたブーシェやボードゥアンのロコ
コ様式の絵と、グルーズらの道徳的観念を表す絵画とを対比させながら、ディドロが前者を非難
し、後者を称賛したことが明確に示される。ディドロにとって、ブーシェらの絵画に見られるよ
うな、真面目な主題になじまない浮薄な表現や不自然な美が趣味の堕落を招き、他方、主題と表
現を一致させたリアルさを追求するグルーズの絵画こそが賞賛に値する。真実味のある表現の追
求の末に「真理」へと到達すること―この困難な追求は文字通り「賭け」であり、そこにおい
てこそ芸術の真理は自然の、あるいは人間社会の真理と重なり合うとディドロは考えた。
第 2テーマ「詩人として描き、彫る」のもとでは、ホラティウスの「詩は絵画のように」に基
づく古典主義美学の絵画と詩学の相互性に従い、宗教的・神話的・歴史的主題の持つ意味を力強
く明確に表現する「詩」として、ディドロが高く評価した歴史画・彫刻が展示されている。叙事
詩的に誇張するという伝統的方法で表現されたドワイヤンらの作品と、単純な構成から浮かび上
がってくる崇高さを前面に打ち出す新しい方法に基づいたダヴィッドらの作品が並列される。
最後のテーマ「魔術師的画家」のもとでは、18 世紀当時、歴史画を頂点とする美術ジャンルの
序列で低位に位置づけられていたが、ディドロによって歴史画と等価の意義をもつと見なされた
風俗画・静物画・風景画が、シャルダン、ヴェルネ、ユベール・ロベールの絵画を中心に展示さ



－ 107 －

れている。ディドロはシャルダンの静物画を「自然そのもの」と見なし、シャルダンを「偉大な
る魔術師」と呼んだ。絵画の魔術とは、ディドロの用法によれば、キャンバス上に配置する色彩
が自然の色彩に匹敵するような調和的効果を生じさせる技法を意味する。筆者が特に目を奪われ
たのは、このテーマに充てられた展示室に唯一置かれた彫像であるファルコネの「ピグマリオン」
群像（1761 年）である。女性の肉体と見紛うようなガラテ像や軽やかな雲の表現から明らかなよ
うに、この作品は技法のもたらす幻覚効果を十全に発揮していると言え、まさに槌と鑿による「魔
術」の名にふさわしい。『1763 年のサロン』で、ディドロはファルコネのこの卓越した技法を讃
えて、彼を作品に命を与えたピグマリオンその人になぞらえ、さらに彼の芸術を、神々のライバ
ルであるプロメテウスの創造に匹敵すると述べている。自然の従順な模倣にとどまらず、自然を
凌駕するに至る芸術観の転換の一例を、ここに見ることができる。
以上の「真理、詩学、魔術的技法」のテーマは、ディドロの美的判断基準であると同時に、趣
味の深まりを示す 3段階だとも言える。技法なしに、真理と詩学だけでは真の芸術に到達するこ
とはできないのだ。さらに、この三位一体としての美的判断基準は、造形芸術の美的基準として
完結するのではなく、ディドロのエクリチュール全体に関わる開かれたテーマだとも言えるだろ
う。特に技法に関して、ディドロの『サロン』は、絵画・彫刻の描く瞬間性と文字テクストの記
述する単線的継起性という 2つの異なる時間性をいかに架橋させるかという実験の場でもあっ
た。つまり、観ることと書くことを同位相のもとに置く試みだったのである。その意味で、この
企画展の観覧は、美術とエクリチュールの問題をめぐる横断的な思考を誘発・触発させる意義深
いものであった。

ターナー展
東京都美術館　2013 年 10 月 8 日～ 12 月 18 日
神戸市立博物館　2014 年 1 月 11 日～ 4月 6日

出　羽　　尚（宇都宮大学）

日本での大規模なターナー［1775-1851］の展覧会は 1997 年以来 16 年ぶりとなる。前回同様、
ターナーの遺贈品を所蔵するテイト・ブリテンからの作品で構成されているが（日本国内所蔵品
2点が東京展のみ展示）、前回に続いて出品されたものは数点のみで、テイトが誇るターナー・コ
レクションの充実を改めて感じる。
企画は長くターナー・コレクションの担当を務めてきたイアン・ウォレルが監修し、アデレー
ドとキャンベラを経て日本を巡回した。これはテイトでギャラリーの改修が行われたことに際し
て実現した展覧会である。
展示はほぼ時系列に沿った 10のテーマで構成され、ターナーの画業の各時期の特徴が分かるよ
うになっている。そのうち 18 世紀に関わるのは「1．初期」と「2．『崇高』の追求」だ。画業の
初期に位置づけられる両テーマの展示作品を見ると、18 世紀の美術を取り巻く伝統や流行といっ
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た多様な要素を画家が幅広く吸収したことが理解できる。つまり、ターナーがアカデミックな伝
統（プッサン、月光図、海景画、人体素描等）を真摯に研鑽する一方、この時代のイギリスで展
開した潮流（崇高の理論、地誌的風景画、自然スケッチ等）に意欲的に取り組んだ様子が、油彩、
水彩素描、スケッチブックなどの作品を通じて示されている。
そして、伝統と流行を同時に取り込んだ 18 世紀の制作が、ロマン主義や自然主義といった 19
世紀の枠組みで理解される中期（「3．戦時下の牧歌的風景」「4．イタリア」「5．英国における新
たな平和」）、そして 19 世紀後半の美術にも通じる表現主義的な後期（「6．色彩と雰囲気をめぐる
実験」「7．ヨーロッパ大陸への旅行」「8．ヴェネツィア」「9．後期の海景画」「10．晩年の作品」）
へと展開する画業の基礎として位置づけられる。
ターナーの画業を概観するこの時系列に沿った語りは、もはや新鮮味もないほど繰り返されて
きたものだが、副題（The Making of a Master）で示される本展全体のテーマ、つまり、18 世紀
から19世紀に活動した画家が巨匠となる過程を伝える上では有効だろう。また各テーマそれぞれ
に代表作をそろえ、展覧会のテーマを理解するのに十分な質とボリュームが備わっていた。惜し
まれるのは、版画が出品されなかったことだ。版画制作はこの時代の美術を語る上では欠かせず、
経済的にもターナーを巨匠へと押し上げた要因であるから、独立した展示セクションを設けるだ
けの重要性を持っていたはずだ。
カタログにも一言加えたい。ターナー・コレクションの形成や画家の伝記、あるいは日本との
関係を扱った論自体は良いとして、彼の制作を本質的に扱う論考がないのでは本展のテーマを理
解する上では不十分だ。オーストラリアを巡回した際のカタログにはあった論考を日本版に掲載
できなかった事情はあるのかもしれないが、少なくともそれらを踏まえた論考があってしかるべ
きだと思うのだが。また、研究を始める若い学生にはカタログがその入口となることも多いのに、
日本版では参考文献表が削られている。
さて、本展は国内二か所を巡回したが、両施設の違いが展示に異なる印象を与えていた点に触
れたい。東京展では2012年にリニューアルした東京都美術館の企画棟が使われた。様々な企画展
を催すこの施設では、展示空間は作品に対して訴えることはなくニュートラルだ。テーマごとに
壁紙を使い分け空間に変化を出しているが、これはテイトのターナー・ギャラリーがテーマに応
じた壁紙を選択しているのと同様で、モダンな展示空間を利用するテイトの展示形態がそのまま
東京に導入された印象だ。
一方で、神戸展では 1935 年竣工の旧横浜正金銀行ビルを転用した神戸市立博物館が使われた。
本来ギャラリーでない建築の特性上、空間の広さや天井の高さ、また照明も部屋ごとに異なる。
冒頭の数セクションは天井が高く、複数のシャンデリアが使われた開放的なスペースであるのに
対し、例えば「4．イタリア」や「10．晩年の作品」は、目測だが天井高は 3メートル余りと低
く、展示室の面積も狭い閉じた印象の空間だ。各室の物理的な違いが作品にコミットし、展示空
間に異なる印象を与えているのだ。博物館という場を一瞬忘れさせ、英国の邸宅のコレクション
を部屋ごとに見て歩く時の感覚にも通じ、作品と親密な関係が持てる居心地の良さを受けた。
作品と展示空間との関係は、18-19 世紀には画家自身が制作時に明確に意識していた問題であ
るにもかかわらず、ともすれば現代の研究者は忘れがちだ。主催者の意図したところではないか
もしれないが、作品と場との関係が画家にとっても鑑賞者にとっても重要な要素であることを改
めて認識させられた。
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『百科全書』　情報の玉手箱をひもとく
─ ドニ・ディドロ生誕 300 年記念 ─

丸善・丸の内本店 4階ギャラリー　2013 年 10 月 9 日～ 10 月 15 日

小　関　武　史（一橋大学）

慶應義塾大学では国内外の稀覯書の収集に努めており、世界的に見ても貴重なコレクションを
形成している。それらの蔵書を広く一般に紹介する試みとして、1985 年以来、テーマを設定した
展示会が定期的に開催されている。昨年 10 月に開催された第 25 回貴重書展示会は、2013 年が
ディドロ生誕 300 年に当たっていたことをふまえて、ディドロが中心となって編集した『百科全
書』に焦点が当てられた。
本展は、『百科全書』パリ版の多様な側面を提示することを基軸として、この巨大な辞典を歴史
的文脈に位置づけることを目指している。全体は八つの部分から成り立っている。『百科全書』前
史、『百科全書』パリ版、同時代の刊行物、後続版、反百科全書派、外国への波及、博物図鑑、19
世紀以後の展開、である。
『百科全書』は突発的に出現した「驚異」ではない。百学連環（Encyclopédie）を提示する試
みとしては、ベーコンが『学問の進歩』（1605 年、展示番号 1）で試みた学問の分類を受け継いで
いる。項目単位で語句や事物について記述する辞典（Dictionnaire）というあり方においては、リ
シュレの『フランス語辞典』（1680 年、展示番号 4）や『アカデミー・フランセーズ辞典』（1694
年、展示番号 6）、チェンバーズの『サイクロピーディア』（1728 年、展示番号 14&15）の系譜に
連なる。ライバル的存在の『トレヴー辞典』（1743-52 年、展示番号 32、および 1771 年、展示番
号 33、初版は 1704 年）のように、互いに写し写される複雑な関係を結んだ辞典も存在する。『百
科全書』の影響は、外国や後世にも及ぶ。現存種（絶滅危惧種かもしれないが）である英国の『ブ
リタニカ百科事典』（初版 1771 年、展示番号 44）や『百科全書』のトスカーナ版（ルッカ版、
1758-1771 年、展示番号 47&48、リヴォルノ版、1770-1775 年、49&50）も貴重だが、日本との関
係で言えば、フランス語で書かれたショメルの『家政事典』改訂版（1767 年、展示番号 52）がオ
ランダ語に訳され（1778-1793 年、展示番号 53）、ついには日本の『厚生新編』（1937 年、展示番
号 54）として結実する過程を跡づけているのが興味深い。
出品された書物がどれほど貴重であろうと、その価値を観覧者に伝えるのは容易ではない。扉
ページを開いた状態でずらっと並べてみても、どれも同じように見えるだけであり、視覚的な訴
求力に乏しい。「見せる工夫」が必要だ。この難点を解消するために、企画者は二つの方法を採り
入れた。
第一の方法は、図版の陳列である。『百科全書』は文字の巻と図版の巻に別れており、補遺の図
版 1巻を加えれば、全 35 巻中 12 巻が図版で占められる。視覚による知識の伝達を編集者がいか
に重視していたか、この数字からも窺い知れる。本展では、普段は隠されている断面をあらわに
した図版群（展示番号 21 ～ 25）に注目し、それらが制作者の意図を超えた歴史の証人になって
いることを明らかにしている。後半に置かれた「博物図鑑」のコーナーでは、ゲスナーの『動物
誌』（ドイツ語版、1606 年、展示番号 56）からビュフォンの『一般と個別の自然誌』（1749-1804
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年、展示番号 58&59）を経て、レッソンの鳥類図譜（『フウチョウの自然誌』、1835 年、展示番号
66、および『ハチドリの自然誌』、1829 年、展示番号 67）に至るまで、想像力の過剰な発現とさ
え思われる図像が次から次へと目に飛び込んで来る。このジャンルの書物と百科辞典の間には、
図像と文字の相乗効果によって知を伝達するという共通点がある。
第二の方法は、特定の共通テーマを切り口にして、複数の文献を横断的に比較することである。
設定されたテーマは「独身」で、その是非をめぐる記述は辞典によって異なる。論争を単純化す
ると、教義上の理由から聖職者の独身を擁護する立場と、人口増加の妨げになるという観点から
独身を批判する立場が衝突している。会場では、それぞれの辞典の該当箇所が開かれたうえで、
記述内容の日本語訳がパネル表示されていた。賛成・中立・反対が一目で分かるシールも用意さ
れており、書物の展示を無味乾燥な文字列にとどめない配慮がなされていたと言える。
この展示会は、日本 18 世紀学会とも非常に縁が深いものだった。企画・監修に当たったのは、
鷲見洋一会員である。小嶋竜寿会員がこれを補佐し、図録の説明にも健筆をふるっている。展示
会の最終コーナーでは、本学会会員の手になるディドロや『百科全書』に関する研究書も並べら
れていた。
充実した貴重書展示会であったが、会期が一週間と短かったのが残念でならない。大学外の書
店で行うために何かと制約はあろうが、せめて二週間くらいの時間があれば、遠方からの観覧者
も都合をつけやすかったであろう。図録は高精細の写真を盛り込んだ美しい仕上がりだが、「独
身」をめぐる論争を採録していれば、資料的価値はもっと高まっていただろう。
本展示会では、『百科全書』を玉手箱になぞらえた。確かに、『百科全書』の世界に没入すると、
時間を忘れてしまう。しかし、この玉手箱は開けてはならないものではない。私たちは安心して
この知の宝庫で遊ぶことができる。
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青山　昌文：ディドロ「絵画論断章」、『ディドロ著
作集』第 4巻 <美学・美術 >、法政大学出版
局、2013 年 9 月、pp. 145-223（翻訳）、pp. 
224-238（訳注）、pp. 607-613（解説）（E）

安藤　裕介：ジョン・G・A・ポーコック『島々の発
見 --「新しいブリテン史」と政治思想』名古
屋大学出版会、2013 年 12 月、480 p.（E）

　　―：『商業・専制・世論―フランス啓蒙の
「政治経済学」と統治原理の転換』創文社、
2014 年 2 月、218 p.（A）

今野　喜和人：ルイ =クロード・ド・サン＝マルタ
ン『クロコディル　一八世紀パリを襲った鰐
の怪物』国書刊行会、2013 年 3 月、360 p.（E）

内田　勝：「1751 年の『紙の戦争』とモノ語りの増
殖―クリストファー・スマートとジョン・
ヒルの確執について」、『岐阜大学地域科学部
研究報告』第 34 号、岐阜大学地域科学部、
2014 年 2 月、pp. 1-12.（C）

大石　和欣：Mark Sandy, Romantic Presences in 
the Twentieth Century（Ashgate, 2012）, The 
Review of English Studies, vol. 64（265）, 
Oxford University Press, Jun. 2013, pp. 545-
47.（F）

　　―：David Vallins, Kaz Oishi, Seamus 
Perry, Coleridge, Romanticism, and the       
Orient: Cultural Negotiations, Bloomsbury, 
Aug. 2013, 224 p.（B）

　　―：伊藤航多・菅靖子・佐藤繭香『欲ばり
な女たち―近現代イギリス女性史論集』（彩流
社、2013 年）『ヴィクトリア朝文化研究』第
11 巻、2013 年 11 月、pp. 102-108.（F）

奥　香織：「マリヴォーにおける「露呈」の演劇性」、
『日仏共同国際シンポジウム　演劇と演劇性』
早稲田大学演劇博物館演劇映像学連携研究拠
点、2014 年 1 月、pp. 71-80.（C）

小田部　胤久：「美学の生成と無意識―三つの系譜
に即して―」、『思想』2013 年第 4 号（第

1068 号）、岩波書店、2013 年 4 月、pp. 81-96.
（C）

　　―： “Japanese Aesthetics seen from an 
Inter-Cultural Perspective”, Gao Jianping 
and Peng Feng（eds.）, Diversities in 
Aesthetics: Selected Papers of the 18th 
Congress of International Aesthetics, Peking 
University Press, Jul. 2013, pp. 417-428.（B）

　　―：「Auffassung／ Zusammenfassung／
Zusammensetzung／ Darstellung―カン
ト『判断力批判』における「構想力」につい
て―」、『美学芸術学研究』第 32 号、東京大
学美学芸術学研究室、2014 年 3 月 .（C）

　　―： “Das Unbewusste im letzten Viertel 
des 18. Jahrhundert aus der ästhetischen 
Sicht”, JTLA, vol. 38, 東京大学美学芸術学研
究室 , Mar. 2014.（C）

川島　慶子：「科学者マリー・キュリーの『栄光』」、
『サイエンス・ネット』第 46 号、数研出版、
2013 年 4 月、pp. 10-13.（G）

　　―： “The Evolution of the Gender 
Quest i on  in  the  Study  o f  Madame 
Lavoisier”, Historia Scientiarum, vol. 23-1, 
日本科学史学会 , May. 2013, pp. 24-37.（C）

　　―：「マリー・キュリーの庭：キュリー博物
館訪問記」、『化学史研究』第 40 号第 4巻（通
巻第 145 号）、化学史学会、2013 年 12 月、pp. 
213-215.（G）

　　―：「科学アカデミーに挑んだ女－エミ
リー・デュ・シャトレと『火の論文』（1744）
出版の意味」、『化学史研究』第 40 号第 1 巻
（通巻第 142 号）、化学史学会、2013 年 5 月、
pp. 1-19.（C）

　　―：「ジェンダーの視点から見た『科学者』
マリー・キュリーの『成功』」、『化学史研究』
第 40 号第 1巻（通巻第 142 号）、化学史学会、
2013 年 5 月、pp. 20-33.（C）

会員業績
日本 18世紀学会会員の研究業績

１）この書誌は本学会事務局が書く会員に対しておこなったアンケートへの回答である。
２）会員の配列はアイウエオ順である。
３）原則として過去 1年間のものを掲載してあるが、新人会員や記入漏れの場合についてはその限りではない。
４）書式は慣行に即して統一してある。
５）  書く業績末尾に付したアルファベットによって、業績の種別を示す。A：著書、B：共著、C：論文、研究ノー
ト、D：共同論文、E：翻訳、F：書評、G：学会展望、エッセー、H: その他。

６）各会員の複数の研究業績の配列は、会員自身によるアンケート回答の配列に従っている。
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　　―：Émile du Châtelet et Marie-Anne 
Lavoisier, Science et genre au XVIIIEe 
siècle, Honorè Champion, Paris, septembre 
2013, 328 p.（A）

　　―：「マリー・キュリーのキャリアに見る
ジェンダーと科学の問題」、『女性学・ジェン
ダーの現在』第 16 期、大阪府立大学　女性学
研究センター、2013 年 9 月、pp. 21-50.（C）

　　―：「ディドロ展覧会評」、『学会ニュース』
74 号、日本 18 世紀学会、2013 年 12 月、pp. 
5-6.（G）

川津　雅江：「女性同士の友情を超えた愛はセクシュ
アルか？」、『女性・ジェンダー・歴史』第 60
号、イギリス女性史研究会、2013 年 6 月、p. 
4.（C）

　　―：「アン・リスターの隠れたセクシュアリ
ティ」、『人文科学論集』第 92 号、名古屋経済
大学人文科学研究会、2013 年 11 月、pp. 37-
30.（C）

　　―：「飛ぶのは怖くないーサッポーの愛と自
殺とジェンダー」、『IVY』第 46 号、名古屋大
学英文学会、2013 年 11 月、pp. 1-22.（C）

　　―：Jane Moore（ed.）, Mary Wollstonecraft
（Farnham: Ashgate, 2012）, Studies in 
English Literature, vol. 55, 日本英文学会、
2014 年 3 月、pp. 123-129.（F）

川村　文重：Diderot et la chimie. Science, pensée et 
écriture, Classiques Garnier, 2013, 584 p.
（A）

桑島　秀樹：「パトロン 政治家バークを描くジェイ
ムズ・バリー ―忘れられた十八世紀アイルラ
ンド人画家の葛藤―」、『人間科学研究（平成
24 年度広島大学大学院総合科学研究科紀要
Ⅰ）』第 7巻、広島大学大学院総合科学研究
科、2012 年 12 月、pp.1-24.（C）

佐藤　實枝：マリヴォー『マリヴォー戯曲選集』早
稲田大学出版部、2006 年 10 月、511 p.（E）

　　―：マリヴォー『贋の侍女・愛の勝利』（井
村順一共訳）岩波書店、2009 年 1 月、329 
p.（E）

　　―：マリヴォー『偽りの打ち明け話、翻訳
と試論』早稲田大学出版部、2013 年 6 月、236 
p.（E）

末松　壽：「ルソーにとってロビンソンおよび金曜日
とは何であったか（2）」、『山口大学哲学研究』
第 20 巻、山口大学人文学部、2013 年 3 月、
pp. 60-85.（C）

　　―：「ロビンソンの肖像－デフォーおよびル
ソーの場合－」『フランス文学論集』第 48 号、
九州フランス文学会、2013 年 11 月、pp. 65-

87.（C）
鈴木　雅之：「顕微鏡的想像力の系譜（3）―『顕

微鏡的博物学』と媒介性」、『英文学会誌』第
42 号、宮城学院女子大学学芸学部英文学会、
2014 年 3 月（C）

　　― : Steve Clark, Tristanne Connolly and 
Jason Whittaker（ed.）, Blake 2.0: William 
Blake in    Twentieth-Century Art, Music 
and Culture. （London: Palgrave Macmillan, 
2012）『イギリス・ロマン派研究』第 38 号、
イギリス・ロマン派学会、2014 年 3 月（F）

鈴木　美津子：「スコットの『外科医の娘』に描かれ
た危険な他者としてのインド亜大陸」、『試論』
第 48 集、2013 年 8 月、pp. 43-57. （C）

　　―：川津雅江『サッポーたちの十八世紀－
－近代イギリスにおける女性・ジェンダー・
セクシュアリティ』（音羽書房鶴見書店、2012
年）、『イギリス・ロマン派研究』、第 37 号、
2013 年 3 月、pp. 131-34.（F）

高橋　博巳：「通信使行から学芸の共和国へ」、『日本
近世文学と朝鮮』勉誠出版、2013 年 4 月、
pp.62-83.（C）

　　―：「篆刻異聞－木村蒹葭堂から李顕相まで
－」、『金城学院大学論集』人文科学編第 10 巻
第 1号、2013 年 9 月、pp.112-126.（C）

　　―：「鳥山崧岳逸事」、『蒹葭堂だより』第
13 号、木村蒹葭堂顕彰会、2013 年 11 月、pp.1-
2.（G）

　　―：『草場佩川』佐賀県立佐賀城本丸歴史
館、2013 年 12 月、110 p.（A）

長尾　伸一：「明治初期の天文学と世界の複数性論」、
『経済科学』第 61 巻第 3 号、2013 年 12 月、
pp.1-14.（C）

　　―：「初期近代ヨーロッパにおける複数世界
論の展開」、『経済科学』第 61 巻第 4号、2014
年 3 月、pp.1-21.（C）

仲島　陽一：「モンテーニュと『共感』の問題」、『国
際地域学研究』第 16 号、東洋大学国際地域学
部、2013 年 3 月、pp. 129-138.（C）

　　―：エドワード・ヤング「独創的な作品に
ついての推測」、『研究年誌』第 57 号、早稲田
大学高等学院、2013 年 3 月、pp. 107-119.（E）

中山　智子：« Condamnation de l'équivoque du 
travestissement au théâtre français du 
XVIIIe siècle » 『研究論叢』第 77 号、京都外
国語大学、2011 年 7 月、pp. 65-75.（C）

　　―：«  Réception du travestissement des 
femmes en homme dans le théâtre français 
de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle »『研
究論叢』第 79 号、京都外国語大学、2012 年
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7月、 pp. 97-118.（C）
　　―：「フランス革命期（1789 － 1799）のパ

リの演劇状況」、『研究論叢』第 82 号、京都外
国語大学、2014 年 1 月、pp. 121-129.（C）

鳴子　博子：「フランス革命と明治維新―ルソーの
「国家創設」論からの比較考察―」『法学新報
（中央大学法学会）』第 120 巻第 1・2号、中央
大学出版部、2013 年 6 月、pp. 867-903.（C）

野原　慎司：『アダム・スミスの近代性の根源ー市場
はなぜ見いだされたのか』京都大学学術出版
会、2013 年 3 月、360 p.（A）

FAUVERGUE Claire：« Le leibnizianisme et 
l ’h i s t o i r e  d e  l a  p h i l o s o p h i e  d a n s 

l’Encyclopédie », Diderot Studies, XXXIII
（33）, Droz, 2013, pp-311-323.（C）

増田　真：「言語と他者　―ディドロと 18 世紀フラ
ンス言語論―」、『思想』第 1076 号、2013 年
第 12 号、岩波書店、2013 年 12 月、pp. 269-
285.（C）

松波　京子：「1868 年イギリス電信国有化法にける
公益性の概念に関する言説分析」、『経済科学』
第 61 巻第 3号、名古屋大学大学院経済学研究
科、2013 年 12 月、pp. 53-70.（C）

山﨑　怜：『アダム・スミスに遊ぶ ----越境と出会
（合）いのよろこび ----』私家版、2013 年 12
月、211 p.（A）
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編集後記

編集担当幹事が新旧交替して初めての年報となった。会員諸氏の手厚いサポートを受けて、よ
うやく刊行にまで至ったことは慶びとしたい。
第 35回大会開催校であった一橋大学での、素晴らしいチェンバロコンサートの記憶が鮮やかで
ある。同大会では、寺田元一会員がコーディネーターを勤めた共通論題「18 世紀の〈地下世界〉
を掘る」を始め、充実した議論が多く聴けた。今号も、同大会での発表論文を基にした優れた論
考が集まっている。書評では、日本語で記念すべき初の注釈本が出たジョナサン・スウィフトの
特集を組んだ。昨年に生誕 300 年を迎えたドゥニ・ディドロも、日本語での著作集、研究書の書
評、そして展覧会評と並んでいる。
安西信一会員のあまりにも早すぎる逝去は、学会にとって衝撃であった（2014 年 2 月 10 日。享
年 53 歳）。あるときは表舞台から、あるときは裏手から、先生は学会の発展にその心を尽くされ
た。先生の訃報に接して、われわれの哀悼の情もひとしお深い。

編集担当幹事　小関武史
編集担当幹事　逸見龍生
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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
　⑴　賛助会員の年会費は20,000円とする。（ただし学術交流団体等、非営利団体は10,000円）
　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。

（http://www.gakkai.ac/jsecs/AnnualReport/）
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書評について
書評に取り上げる書物および書評者は、幹事会で決定します。取り上げるべき書物があ
る場合、あるいはご自身が書評執筆を希望される場合には、事務局にご連絡ください。書
評担当幹事より連絡を差し上げます。

1．字数：2,000 字以内（二作品を併せた書評の場合は 3,000 字、小特集の場合 4,000 字）。

2．締め切り：原則として毎年 2月末日。

大会発表要旨について
※自由論題・共通論題を発表した後の年報に載せるもの

1．字数：4,000 字以内。

2．執筆要領：
　・原稿は横書きとして下さい。
　・論題、氏名（所属）を明記してください。
　・  原稿は原則としてパソコンまたはワープロで執筆し、電子ファイルと打ち出し原稿
の双方をお送り下さい。なおMicrosoft Word以外のソフトをお使いの場合は、念の
ためテキストファイル形式に変換したものも添付していただければ幸いです。

　・欧文記号などは、打ち出し原稿に赤ペンで指定して下さい。
　・2桁以上の数字および外国語は半角入力。
　・フロッピーディスク等には当該原稿のみをお入れ下さい。
　・  E-mailでの原稿送付も歓迎します。電子ファイルを添付するか、メール本文内に貼
り付けてお送りください。メールによる入稿の場合、アクセント記号、特殊文字な
どは、著者校正のさいに指示していただきます。

3．締め切り：原則として毎年 10 月末日。

以上
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