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第 37 回大会

研究報告要旨

日本 18 世紀学会第 37 回大会は、2015 年 6 月 20 日（土）、21 日（日）に東京大学において開催
された。以下に研究報告の要旨を掲げる。なお自由論題研究報告のうち、論文として投稿され掲
載されたものについては、要旨を省略する。

自由論題
会場

東京大学

駒場キャンパス

5 号館

2階

524 番（土）・525 番（日）教室

アメリカのピクチャレスク移植
─ 19 世紀前半の 農 園 と霊園を中心に ─
近

藤

亮

介（東京大学大学院）

18 世紀末の英国で成立した美的範疇「ピクチャレスク」は、19 世紀になるとヨーロッパ大陸お
よび北米へ拡散した。とりわけアメリカ合衆国におけるピクチャレスクは、英国の造園術を農園・
霊園・公園へ敷衍することによって近代の都市計画・景観設計の基礎を築いた点で重要である。
本発表は、農園と霊園におけるピクチャレスクの移植過程の検証を通じて、アメリカ的ピクチャ
レスクの特性について論じる。
ピクチャレスクの移植は、第三代大統領トマス・ジェファーソン所有の農園「モンティチェロ」
にその萌芽が認められる。モンティチェロの庭園は、1794 年から 1809 年にかけて改良された。そ
の庭園の主要部分を構成する菜園には、農耕の育む自律性が共和主義維持のために不可欠と考え
るジェファーソンの政治思想が窺われる。また、助言者を務めた苗木屋バーナード・マクマホン
の『アメリカン・ガーデナーズ・カレンダー』（1806）には、英国人造園家ハンフリー・レプトン
のピクチャレスク理論に基づくアメリカ最初の風景設計論が収録されている。その特徴は、ピク
チャレスクな風景を、アメリカ東部の気候に適した在来植物によって実現しようとする点にあ
る。
次いで民間レベルでピクチャレスクが移植されるのは、霊園である。マウント・オーバーン霊
園（1831）は、アメリカで初めてピクチャレスクの造園術が応用された霊園である。その背景に
は、急速な産業化に伴って生じた教会墓地荒廃と地価上昇、公衆衛生の悪化など近代都市に共通
の問題があり、それらを物理的・精神的両面で解決するために景観設計の重要性が議論されるよ
うになった。ローレル・ヒル霊園（1836）、グリーンウッド霊園（1838）など 1830 年代の霊園は、
19 世紀後半の公園設計に指針を与えた。一方、建築家アレクサンダー・ジャクソン・デイヴィス
は、英国発祥のゴシック・リヴァイヴァル建築を積極的に導入し、個人レベルでピクチャレスク
な庭園付き住居を普及させた。彼はベルミードなどの農園設計にも携わっており、そこではピク
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チャレスクが白人経営者と黒人奴隷の協和的手段として応用されている。
これらの農園・霊園・庭園は、英国の地主階級よりも主にレプトンやジョン・クラウディス・
ラウドンなど職業造園家による言説に依拠している。アメリカにおけるピクチャレスクは、風景
を「見る」のではなく「住む」方法、すなわち「モラル・ピクチャレスク」として移植され、発
展してきたと言える。
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近代土地改革運動とコールリッジ
─ 1790 年代のコールリッジの土地所有観 ─
大

石

瑶

子（早稲田大学教育学研究科・博士後期課程）

イギリス・ロマン派の詩人、サミュエル・テイラー・コールリッジにとって、1790 年代は彼が
生涯のうちで最も熱心に政治的活動へ身を投じた時期であった。とりわけ、彼を政治へ駆り立て
たものは、フランス革命が成しえなかった平等社会を実現するという野望であった。当初、コー
ルリッジは平等社会の実現のためには、土地の私的所有を撤廃し、土地を共有する制度を作るこ
とが必要であると考えていた。しかしながら、彼は理想社会の実現を熱望し続けながらも、土地
の所有に対する立場を次第に変化させてゆく。本報告では、コールリッジの理想社会構想におけ
る土地の所有に対する態度の変化に焦点をあて、彼が、当初の理想社会構想の中で土地の共有を
強く訴えながらも、最終的に土地の私的所有を許容するに至るまでの過程を考察した。
コールリッジの理想社会構想は、彼が友人のロバート・サウジーと共に企てたパンティソクラ
シー（Pantisocracy）計画に端を発する。1794 年 6 月、サウジーはコールリッジをアメリカのサ
スケハナへ移住する計画に誘った。この移住計画は、新天地に実験的社会を建設することを目的
としていた。コールリッジによって、この実験的社会はパンティソクラシーと名付けられる。パ
ンティソクラシーとは、ギリシャ語の「全て pant」と、「平等な権利のもとに運用される政府
isocratia」を合わせたコールリッジの造語で、
「全ての者の平等な政府」を意味する。パンティソ
クラシーの目的は、文明が生み出した、人間を邪悪に駆り立てる要因を全て取り去り、人間を道
徳的欠落のない存在へ変えることによって、平等社会を実現することにあった。パンティソクラ
シー構想において、土地の共有は、重要な理念の一つであった。コールリッジが土地の共有を、
平等社会の有り様にふさわしいとした理由は、二つに集約することができる。一つは、土地の私
的所有を、貧富の格差を生み出す元凶であると考えていたためである。もう一つは、土地の私的
所有によって生み出される富が、利己心と贅沢を愛する心を生み、人間を道徳的に堕落させると
考えていたためである。サスケハナ移住計画は、コールリッジとサウジーの仲たがいや、経済的
理由によって、すぐに頓挫してしまった。だが、コールリッジはサウジーとの決別後も、平等社
会実現の夢を追い、その過程で彼の土地所有観を明確化してゆく。
1795 年、コールリッジはロンドンからブリストルへ移住する。この地で行った『啓示宗教につ
いての講義（Lectures on Revealed Religion, 1795）』において、コールリッジは原始キリスト教
社会における法制度を例にとりながら、彼の考える理想社会像を語っている。コールリッジによ
ると、原始キリスト教社会では、土地の平等な分配が守られるために、様々な規制があったとい
う。特に、土地の譲渡は、蓄財を抑制する規則として禁止されていた。原始キリスト教社会にお
いて、土地の私的所有が厳しく規制されるのは、富の増幅が、人々の欲望を掻き立て、人々の間
に差異を生み出すためである。ゆえに、コールリッジは土地の私的所有を「絶対的な土地の所有
という概念ほど有害なものはない。割り当てられた土地は、この仮定された権利によって蓄財の
制度を適用されたために、我々はほとんど全ての悪徳と悲哀をこうむったのだ」と激しく批判す
る。
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土地の私的所有を不平等の原因として厳しく非難するコールリッジの姿勢は、フランス革命を
支持したトマス・ペイン、スペンス、セルウォールらの態度と共通していると言える。しかし、
興味深いのは、コールリッジが土地の私的所有に否定的な態度をとる背景に、当時の彼に深い影
響をおよぼしていたユニテリアンたちの影響が垣間見られることである。パンティソクラシーの
目的は、不道徳を生み出す要因を取り去ることで完全な人間を生み出すことであった。また、
『啓
示宗教についての講義』では、私的所有を廃止し、富の増幅を抑制することが、おのずと人間を
善良な性質へ導くと主張されている。これらの背景には、生まれながらの人間の精神を白紙状態
であるとし、すべての悪徳は環境によって生み出されるとするコールリッジの人間観が窺われ
る。人間を受動的存在ととらえるこのような考えは、ユニテリアンのリーダー的存在であった
ディビッド・ハートリーの人間観と共通するものだ。ハートリーは、知識とは、外部からの刺激
と感覚器官による知覚で得られるものであると考えていた。ゆえに、人間の思考とは、身体的な
刺激の受容の結果であり、外部から受けた刺激の知覚に支配されていると考えていた。このよう
な立場からハートリーは、全ての人間の行動はその人の置かれている環境によって決定づけられ
るとしていた。
しかし、ハートリーからの心理的な離反と時を同じくして、コールリッジは土地の私的所有に
対する立場を軟化させてゆく。その当時のコールリッジは、急進派に近い発言を続けていたもの
の、土地に関しては共有を訴えるのではなく、むしろ下層の人々が小さな土地を私的に所有する
ことを容認し、生活水準の底上げを行うことによって社会の安定を図ろうとする論調に賛同を示
すようになる。このような、コールリッジの土地の私的所有に対する態度の変化は、1796 年 4 月
2 日の『見張り人（The Watchman）』に掲載された、ラムフォード伯の慈善活動に対する彼の賞
賛の中に表れている。ラムフォード伯は、兵士の待遇改善を目的とした、ミリタリー・ガーデン
を運用し、兵士の規律を向上させることに成功する。ミリタリー・ガーデンとは、平常時に、兵
士に耕作用の土地として提供される庭である。この庭は、兵士個人にそれぞれ割り当てられてお
り、兵士はそこで生産した農産物を自分のものにすることが許されている。ラムフォードによれ
ば、自分の意思で耕せる土地を持ち、労働によって得たものを自分の思うようにできることが、
兵士たちの道徳心を向上させ、軍の規律を高めたという。
コールリッジが、土地の私的所有を許容する過程で、ミリタリー・ガーデンのような、小さな
土地の私的所有に関心を向けた点は興味深い。ラムフォードのミリタリー・ガーデンでは、個人
が労働のために所有する小さな土地は、私的空間を保証し、人間の道徳心を向上する場を提供す
ると考えられている。コールリッジのラムフォードに対する関心は、コールリッジが、個人が小
さな労働のための土地を所有することで形成される私的な空間が、道徳的人間を生み出す精神的
土壌となる可能性を見出したためだろう。1797 年に、コールリッジはストウィーに移住し、身近
な田舎の暮らしと自然の中に自らの思い描く理想社会像を投影するようになる。そして、友人や
家族といった人々との親密な交流が作り出す私的な空間の中に、自らの居場所を求めるように
なってゆく。庭に代表される個人の所有する小さな土地が、家庭的な空間として認められ、一般
に認知されるようになるのは 19 世紀の中庸以降のことであるが、コールリッジはそれよりも早い
段階で、小土地の私的所有に関する論に触れ、それを受容していたと考えられる。コールリッジ
が土地の私的所有を許容したことは、単にコールリッジの保守化を物語るものではなく、コール
リッジが新たな土地の私的所有の見方をいち早く取り入れていたことを示しているだろう。
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フィジオクラットにおける自然法と儒教思想
安

藤

裕

介（日本学術振興会特別研究員）

フランス啓蒙思想に中国（あるいはその歪められた像）が少なからぬ影響を与えたことは周知
のとおりである。たとえば、ヴォルテールは中国における習俗・生活様式の洗練と集権化された
行政制度を高く評価した。これに対し、モンテスキューは悪しき専制政治や社会腐敗、さらには
文明停滞の実例を同国に見ていた。こうして批判するにせよ賞賛するにせよ、自分たちの文明や
政治社会を論じる際のモデルとして中国は参照され、宣教師や旅行者のもたらす報告書や研究文
献の出版によってそのイメージは増幅した。
本報告では、上のように中国とその文化に好奇心を駆り立てられた啓蒙思想家のうち、とくに
フランソワ・ケネーの率いたフィジオクラットたちに光をあてる。彼らのテクストの随所には中
国の統治に対する惜しみない賞賛が見受けられるのであり、とりわけ学派の指導者ケネーは好意
的な観点から『中国の専制政治』
（1767 年）という論稿までも発表している。さらに、弟子のボー
ドーがケネーのことを「ヨーロッパの孔子」と呼んだのも偶然ではない。彼らは自分たちの理論
体系の実例を中国とその儒教文化のうちに発見したのであり、そのことを強く自覚していたので
ある。
ケネーが『中国の専制政治』を著す際に主たる参考文献として選んだのは、イエズス会の宣教
師デュアルドが刊行した『中華帝国全誌』
（1735 年）であった。そのため、まず本報告ではこの
2 つのテクストの関連性を検討することから始め、どのようにしてケネーが彼なりの中国像を形
成したのかを探る。次に、明代から当時の清代に至るまで中国側の体制教学となっていた朱子学
（理学）―南宋の朱熹（朱子）によって儒教が体系化され、その後は科挙試験に採用された―
とフィジオクラットの自然法思想の間に極めて強い類似性が存在することを明らかにする。ケ
ネーは『中国の専制政治』のなかで儒学の経典である『五経』に何度も言及しており、とくに自
然の秩序や宇宙観を扱った『易経』への興味は尽きなかったようである。自然法則が道徳世界ま
でを貫徹し、人間本性が天の理によって規定されているという朱子学の教えは、ケネーにとって
自らの思想であるフィジオクラシー（Physiocratie：自然の支配）と呼応するものと映ったので
はないだろうか。
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シェレメーチェフ家の農奴劇場（1775 〜 97）における
トラジェディ・リリック上演
― フランス・オペラ受容からロシア・オペラの創出へ ―

森

本

頼

子（愛知県立芸術大学）

1．研究目的
本発表は、発表者が 2014 年度に愛知県立芸術大学大学院音楽研究科に提出した博士論文にもと
づくものである。
ニコライ・ペトローヴィチ・シェレメーチェフ伯爵 Николай Петрович Шереметев（1751-1809）
が中心となって運営した、シェレメーチェフ家の劇場は、農奴劇場の代表格として知られる。ニ
コライは、21 万人にも及ぶ農奴のなかからすぐれた人材を選んで一座を組織し、モスクワとその
近郊に専用劇場を建て、招待客の前で公演を行なった。
この劇場は、多くのフランスのオペラ・コミックをロシア初演したことで知られるが、その一
方で、フランスの二つのトラジェディ・リリックのロシア語上演を行なったことは、ほぼ見過ご
されてきた。トラジェディ・リリックは、高度なテクニックをそなえた歌手、大規模なオーケス
トラと合唱団、踊り手、豪奢で複雑な舞台装置などが求められる点で、オペラ・コミックよりも
上演にはるかに手間のかかるオペラ・ジャンルであり、当時のロシアでは、宮廷劇場を含むあら
ゆる劇場で上演されておらず、また世界的にみても、この取り組みはごく珍しいものであった。
それにもかかわらず、これまで、この劇場におけるトラジェディ・リリック上演は、上演作品の
少なさからまったく注目されず、掘り下げた研究も行なわれてこなかった。
本研究の目的は、シェレメーチェフ家の劇場におけるトラジェディ・リリック上演がいかなる
ものであったのかを明らかにし、その取り組みをロシア・オペラ史のなかに位置づけることであ
る。
2．トラジェディ・リリック《ルノー

》の上演（1788 〜 92 年）―ロシア語上演を通

じた正歌劇のロシア化の試み
シェレメーチェフ家の劇場では、1788 年にグルックの《アルミード Armide》を、1788 〜 92
年頃にサッキーニの《ルノー》のロシア語上演を実現した。この時期に至るまでに、ニコライは、
パリ・オペラ座の音楽家で、この劇場におけるオペラ上演を多方面からサポートしたイヴァール
Hivart（生没年不明）を通じて、多くのトラジェディ・リリックの楽譜や台本を取り寄せ、上演
準備を進めたほか、より大規模なオペラが上演できるよう、一座の組織改革や劇場設備の充実を
図っている。《ルノー》は、この劇場で使われた楽譜が現存する唯一のトラジェディ・リリックで
ある。本研究では、この楽譜を手がかりとして、この作品がどのようにロシア語に翻訳されたか
ということに焦点をあてて考察を行なった。ロシア語への翻訳は、トラジェディ・リリックの輸
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入にあたり、この劇場でほどこされた最大の変更点であるとともに、外国オペラの原語上演が優
勢であった当時のロシアにおいてきわめて新しい取り組みだったからである。
この作品では、すべての台詞が歌唱され、とりわけ対話や劇を進行させる場面では、フランス
語の抑揚に沿った朗唱的なレシタティフが多用されているが、現存楽譜からは、すべての楽曲が、
大変な労力をかけて余すことなく翻訳されたことが読みとれた。そして、楽曲によっては、複数
の翻訳が書き込まれているケースもあることから、ニコライが翻訳に対して強いこだわりをもっ
ていたことがうかがえた。
当時のロシアでは、地の台詞がまじるフランス語のオペラ・コミックは、翻訳がそれほど難し
くなかったこともあり、モスクワの公衆劇場などを中心に、ロシア語で上演されるケースもあっ
た。一方で、正歌劇のロシア語上演は、ごく珍しかった。正歌劇の上演は、宮廷劇場におけるイ
タリア語のオペラ・セリア上演に限られており、さらに、ロシア語による正歌劇の上演は、宮廷
劇場でもごくわずかな例しかなかった。したがって、ニコライによるトラジェディ・リリックの
ロシア語上演は、フランス・オペラを通じて正歌劇にアプローチする試みでもあり、さらには、
正歌劇のロシア化という意味合いももっていたといえる。
3．《マッサゲタイの女王トミュリス

》の創作（1790 〜 91 年）

―オーダーメイドの正歌劇創作の試み
この作品は、1790 年頃に、ニコライの依頼を受けたイヴァールを通じて、フランスの作家に
よって台本が作成されたオーダーメイドのオペラである。創作はその後中断され、上演には至ら
なかったが、イヴァールの書簡には、この作品には、ニコライの意向を受けて、合唱、踊り、レ
シタティフが取り入れられたことや、「オペラ・エロイック」（英雄的オペラ）というジャンル名
がつけられたことなどが記されている。これらの説明からは、このオペラが、トラジェディ・リ
リックに類似した要素をそなえていたことが分かる。
さらに、イヴァールの書簡には、このオペラが、エカテリーナ 2 世のシェレメーチェフ家への
来訪に合わせて作成されたものであり、作品中には、女帝を暗示する登場人物が現れるという説
明がある。したがって、この作品は、ロシアでは、皇帝個人と深く関係し、宮廷劇場で独占的に
上演されていた、イタリア語のオペラ・セリアと同様の性格をもっていたと考えられる。ここか
ら、ニコライが、宮廷劇場に比肩するようなオペラ上演を目指すと同時に、政治的意図をもって
オペラ上演にのぞんでいたことが読みとれる。
また、このオペラの作曲は、シェレメーチェフ家側で行なうことが想定されていたことが分
かっている。その理由は定かではないが、ニコライがこれまでのようにロシア語上演を見越して
いたとしたら、音楽のついていない台本をロシア語に翻訳したうえで、作曲させる予定だった可
能性もある。そう考えると、ニコライが、当初からトラジェディ・リリックの枠組みを使った、
ロシア語の正歌劇の創作を目指していたと推測することもできる。
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4．ロシア・オペラ《ゼルミーラとスメロン、またはイズマイル占領 Зельмира и Смелон, или
Взятие Измаила》の創作と上演（1795 年）―フランス・オペラ受容とのかかわり
これは、オスタンキノの新劇場のこけら落としのために創作されたロシア語によるオペラであ
る。このオペラは、露土戦争において、ロシア軍がトルコの重要拠点のイズマイルを占領したこ
とを題材としており、ポチョムキン Павер Сергеевич Потёмкин（1743-1796）が台本を作成し、コ
ズローフスキイ Осип Антонович Козловский（1757-1831）が作曲した。本研究では、この劇場に
おけるフランス・オペラ受容と、この作品の創作背景にどのようなかかわりがあったかを、現存
台本をもとに考察した（楽譜の現存は確認されていない）。
トラジェディ・リリックとの共通点としては、（1）トラジェディ・リリックを想起させる「抒
情劇 лирическая драма」というジャンル名、
（2）大人数の出演者と群衆場面の存在、
（3）豪華な舞
台装置の使用、
（4）音楽とバレエの重視が挙げられる。このうち、
（4）については、台本から、音
楽がさまざまな情景描写に使われていることや、アリアや二重唱（第 2 幕第 7 場のゼルミーラと
スメロンの二重唱など）、合唱のナンバーが作品中に効果的に配置されていることが読みとれた。
そのほかに、このオペラの筋書きは、フランス革命期に流行したオペラ・コミックである「救
出オペラ」のそれと酷似していることも分かった。この作品では、第 1 幕と第 2 幕で、主役の恋
人たちを取り巻く危機的な状況が緊張感たっぷりに描かれ、第 3 幕において、捕われの身となっ
たゼルミーラがスメロンの手で救出される。この劇場では、いくつかの救出オペラを上演したり、
上演準備を進めたりしていたことから、このオペラの創作にあたり、救出オペラがニコライに何
らかのインスピレーションを与えたことも十分に考えられる。
以上のように、シェレメーチェフ家の劇場におけるフランス・オペラ受容史を通じて、あらた
めてこの作品をみてみると、「フランス・オペラの影響のもとに生まれたロシア・オペラ」とい
う、新たな作品像が浮かび上がってくる。さらに、このオペラにみられるトラジェディ・リリッ
クとの共通点からは、この作品が、ロシア語による正歌劇としての性格をそなえていたことが読
みとれる。当時、ロシア語によるオペラ創作は、ほぼ喜歌劇のジャンルに限られていたことから、
これは、注目すべき試みとして再評価されるべきである。
5．まとめ
本研究により、ニコライがトラジェディ・リリック上演を強く志向し、試行錯誤のなかでロシ
ア語による上演を実現し、さらには、それを足掛かりにしてロシア語の正歌劇を創出したという、
ダイナミックな流れが浮き彫りになった。これは、この劇場が、あくまでもオペラというジャン
ルに強い志向性をもち続け、オペラ文化黎明期のロシアで、
「オペラ劇場」としてその発展を支え
る存在であったことを示唆している。また、この取り組みは、これまでロシア・オペラ史のなか
で存在が軽視されてきた農奴劇場が、実際にはきわめて豊かなオペラ文化を育んでいたことを示
すものでもある。さらに、この劇場におけるトラジェディ・リリック上演の試みは、フランス・
オペラ受容を通じてロシア・オペラが創出された事例の一つとして、ロシア・オペラ史における
フランス・オペラの影響力の大きさをあらためて浮き彫りにするものでもある。したがって、本
研究は、イタリア・オペラ受容の側面から描かれることが多かった、従来のロシア・オペラ史観
を大きく塗り替える端緒となりうるだろう。
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＊レクチャー・コンサート＊
フランソワ・クープラン（1668-1733）：
クラヴサン曲集第 2 巻（1717 年出版）より
2015 年 6 月 20 日（土）：東京大学駒場キャンパス
21 KOMCEE West 地下 1 階 MM ホール
クラヴサン演奏・解説：大井

浩明

司会：武田

将明

演奏曲目：《第 7 オルドゥル ト長調》《第 8 オルドゥル ロ短調》
《第 9 オルドゥル イ長調》《第 10 オルドゥル ニ長調》
報告（武田

将明）

大井浩明氏といえば、作曲者本人の推薦で実現したというヤニス・クセナキスのピアノ協奏曲
を録音した CD が特に有名で、現代の難曲を精緻な譜読みと非凡な集中力で攻略するピアニスト
というイメージが強いかもしれない。あるいは、氏のコンサートを聴いたことのある人なら、グ
ランドピアノが小さく見えるほどの巨体を躍動させ、常識では考えられない長時間のプログラム
を弾ききるスタミナに驚かされたことだろう。しかし他方で大井氏は、同時代の楽器でベートー
ヴェンのソナタを演奏するなど、古典音楽を正統的なアプローチで紹介する仕事も地道に続けて
いる。また、ピアノ以外にもチェンバロ（クラヴサン）、オルガン、オンド・マルトノ、笙など、
さまざまな楽器を弾きこなす多彩な演奏家でもある。なかでもチェンバロは、スイスへの留学時
代にピアノと共に学び、ディプロマも取得されている。
当初の計画では、駒場キャンパスの大教室にあるオルガンか、音楽実習室にあるスタインウェ
イのピアノを演奏していただくことになっていた。しかし、大井氏と筆者が駒場キャンパスを一
日歩いて音響などのチェックをした結果、チェンバロをレンタルし、KOMCEE という新しい建
物の地下ホールで演奏するのが最適であるとの結論に達した。ちょうど大井氏がフランソワ・
クープランに関心をもっていたので、曲目はすぐに決定した。クープランのオルドゥルのみとい
うのは、やや渋すぎるかも知れないが、本学会のような 18 世紀の専門家の集まりだからこそ実現
できるプログラムとも言えるだろう。
当日の演奏については、余計なコメントは差し控える。クープランの繊細極まりない音の連な
りが天井の高いホールに反響し、絶妙なモアレ模様の薄織物に包まれるような、稀有な音楽体験
を味わうことができた。この音響を実現するため、演奏者の大井氏と調律師の百瀬氏（モモセハー
プシーコード）は、当日の朝から 5 時間にも及ぶ調整をしてくださった。また、百瀬氏にご提供
いただいたフレンチチェンバロを地下に運搬するに当たり、数名の学生にお手伝いをお願いし
た。コンサートの前後にこうした方々のご尽力があったことをこの場で申し上げ、心からの謝意
を表したい。また、筆者はたまたま大井氏が京都大学に在学していたころから存じ上げていたも
のの、まさか多忙な氏を本学会のコンサートにお招きできるとは思っていなかった。大井氏の招
聘に当たり、ご理解・ご協力をいただいた長尾伸一代表幹事、大石和欣幹事をはじめとする皆様
にも感謝申し上げたい。
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大井浩明氏プロフィール
京都市出身。スイス連邦政府給費留学生ならびに文化庁派遣芸術家在外研修員としてベルン芸
術大学（スイス）に留学、チェンバロと通奏低音をディルク・ベルナーに師事、同大学院古楽部
門コンツェルトディプロマ課程修了。
チェンバロ奏者として、ブル・ボールドウィン・バードら初期バロックによるリサイタル（東
京・自由学園明日館／京都・青山バロックザール）
、船山信子レクチャー・コンサート《18 世紀
人ラモーの仕事―オペラとクラヴサン作品を中心に》（東京・日仏会館）、京の華舞台「古都五
宴／参の宴《心と技の共鳴》
」での金剛永謹との共演（京都市・金剛能楽堂）
、三日間連続公演に
よるバッハ《クラヴィア練習曲集》全 4 巻チクルス、前田りり子（フラウト・トラヴェルソ）
・土
倉政伸（バロック・ヴァイオリン）とのバッハ：トリオソナタ公演（大原美術館）、三宮正満（バ
ロック・オーボエ / オーボエ・ダモーレ）とのバッハ：オーボエソナタ集、頼田麗（ヴィオラ・
ダ・ガンバ）氏とのバッハ：ガンバソナタ全 3 曲、F. クープラン《王宮のコンセール集》
（全 4
曲）
、ラモー《コンセールによるクラヴサン曲集》（全 5 曲）公演、J.J. フローベルガー《墓》集
とショパン夜想曲集によるリサイタル等を行っている。現代チェンバロ作品にも意欲的に取り組
み、クセナキスのチェンバロ協奏曲《ゴレ島へ》独語圏初演、クセナキス《ホアイ》
《ナアマ》
《コ
ンボイ》
《オーファー》
（日本初演）やリゲティ《コンティヌウム》
《ハンガリー風パッサカリア》
《ハンガリー風ロック》（東京・ハクジュホール）に加え、三宅榛名《カム・バック・トゥ・ミュー
ジック（チェンバロ版）》、伊左治直《機械の島の旅（夜明け）》、川上統《花潜（ハナムグリ）》、
佐野敏幸《GRS（ガレサ）》等を委嘱初演している。
2006 年秋には、日本モーツァルト協会例会にて寺神戸亮指揮レ・ボレアード（古楽器オーケス
トラ）とフォルテピアノで協奏曲（KV453）を共演すると同時に、グラスハーモニカ作品（KV356/
KV617）もオリジナル楽器（Finkenbeiner, 430Hz）で紹介、その成果により第 61 回文化庁芸術
祭新人賞を受賞した。2008/09 年には、ベートーヴェン：クラヴィアソナタ全 32 曲ならびにリス
ト編交響曲全 9 曲を、時代順様式別の 9 種類のフォルテピアノで弾き分けるシリーズ（全 13 公
演 ） を 開 催、NHK-BS「 ク ラ シ ッ ク 倶 楽 部 」 等 で 紹 介 さ れ た 他、 ラ イ ヴ 盤 は ENZO/King
International レーベルからリリースされており、また i-Tunes Store でも公開中である。 http://
ooipiano.exblog.jp/
曲目の詳細
・フランソワ・クープラン（1668-1733）：第 7 オルドゥル（1717 年出版）
メヌトゥ−子供の頃（ミューズの誕生／子供時代／青春時代／悦楽）−バスク−シャゼ−気晴
らし
・同：第 8 オルドゥル（1717 年出版）
ラファエル−アルマンド オーソニエーヌ−第 1 クラント−第 2 クラント−サラバンド 無比−
ガヴォット−ロンド−ジグ−パッサカイユ−モリネット
・同：第 9 オルドゥル（1717 年出版）
清涼−魅力−サンス王女−オランピック−謙虚−誘惑−翻るリボン−半喪、または三人の寡婦
−メニュエ
・同：第 10 オルドゥル（1717 年出版）
− 10 −

凱旋（戦の喧騒／勝利者の歓喜／ファンファーレ）−メザンジェール−ガブリエル−ノワンテ
ル−溌剌−アマゾン−バガテル
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共通論題

18 世紀の舞台音楽
武

田

将

趣旨説明
明（コーディネーター、東京大学）

Cambridge Companion to Eighteenth-Century Opera（Anthony R. DelDonna, Pierpaolo
Polzonetti 編、Cambridge UP, 2009）の序文は、このように書き出されている。「18 世紀オペラ
は現代文化における生きた芸術様式であり、新たな上演、録画や録音、さらには校訂版が続々と
登場している。
」同じ見解は、同書の第一章「プロセスとしてのオペラ」
（Polzonetti 著）でさら
に強く打ち出される。「18 世紀オペラは前例のない復活を遂げつつある。私たち現代人の感性に
可能なかぎり共鳴する手法を用いた新演出が次第に増えている。」たしかに、ヘンデルのオペラの
DVD がこれほど数多く手に入るようになったのは比較的最近であろうし、また昨年話題となった
テオドール・クルレンツィスの指揮する『フィガロの結婚』、『コジ・ファン・トゥッテ』のよう
に、なじみの深いはずの作品の印象を一変する斬新な演奏もしばしば現れている。
他方で、19 世紀以降のオペラと比べれば、18 世紀のオペラを中心とする舞台音楽は、まだまだ
未知の領域といってよい。前掲書によると、この時代には平均して年 50 作ものオペラが製作され
ていたというが、現代人が知っているのはそのほんの一部にすぎない。オペラは紛れもなく、音
楽に留まらない 18 世紀文化全般の鍵をなす事象のひとつである。18 世紀においてもオペラは一
種の総合芸術であり、『スペクテイター』（1711-12, 1714）でアディソンが揶揄するような奇抜な
演出によって大衆を魅了してもいた。ハーバーマス、イーグルトンが『スペクテイター』を「ブ
ルジョワ公共圏」の成立を象徴する作品として重視したのはいまさら指摘するまでもないが、オ
ペラはまさに、17 世紀末から 18 世紀初頭にかけて生じたヨーロッパ文化の近代化を背景に発展
している。
ただし、この発展はいわば弁証法的なものであり、イギリスにおけるジョン・ゲイ（およびゲ
イの協力者であるスウィフト）、ドイツにおけるゴットシェートなど、イタリア起源のオペラの作
為性を諷刺・批判することによって近代的な感受性を確立する試みも見られるし、オペラ自身も
また、イタリア語から各国語を用いたものに推移するなど、国民国家の形成に対応した変化を遂
げている。これが 19 世紀のヴェルディ、ワーグナーに代表される「偉大なるオペラ」の時代へと
つながっていくのだが、20 世紀のオペラをみると、ストラヴィンスキーの『放蕩児の遍歴』
（1951）
やジェラールの『女家庭教師』（1949）など、18 世紀からインスピレーションを得たものが見ら
れるようになる。
このように、18 世紀のオペラに向き合うことは、近代文化の重層的な理解につながり、なおか
つ 20 世紀以降の文化を考える上での試金石ともなりうる。今回は、こうした 18 世紀オペラの多
様な可能性を探究するために、あえて専門・世代ともに多彩な方々に集まっていただいた。20 世
紀以降のクラシック音楽に関する著述で知られる長木誠司氏は、文化史も視座に入れつつ 18 世紀
オペラのドラマツルギーについて語り、モーツァルトを中心とした音楽研究者の森泰彦氏は、
モーツァルトの同時代人マルティン・イ・ソレルのオペラを題材に 18 世紀オペラの同時代的な文
脈を解き明かし、18 世紀イギリスの美術・芸術論を専門とする岩佐愛氏は、ヘンデルとジョン・
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ゲイとの対立というよく知られたトピックに新たな光を当て、最近バロック歌唱に関する博士論
文を完成させた大野はな恵氏は、現代におけるバロック歌唱の「再発見」に伴う問題点を明らか
にする。
ここまで多岐にわたる議論をまとめるのは、一介の音楽ファンにすぎないコーディネーターに
は荷が重すぎる。そこで『オペラの 18 世紀』および『初期オペラの研究』の編者である丸本隆氏
（早稲田大学）にコメンテーターをお願いした。
本学会の年次大会では、18 世紀音楽のコンサートをすることが恒例になっている。会場に少な
からずいらっしゃるはずの音楽通の方々と共に、愉快で朗々とした談論の場を築ければと願って
いる。
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18 世紀オペラのドラマトゥルギー
長

木

誠

司（東京大学）

ヨーロッパにおける 18 世紀の音楽について考える場合、国や地域、時期、ジャンルによって多
様な切り口が設定できる。ことにバロックの最盛期と言ってもよいような前半と、古典派音楽が
主流になっていく後半とでは、スタイル上の大きな変動がある。そうしたなかで、今回の発表は
オペラというジャンルに絞り、18 世紀における急展開・急変の様子の一断面を追ってみたい。
18 世紀にはオペラの作劇法ががわりと変わる。小さな宮廷のお抱え音楽家か教会音楽家であっ
たような J.S バッハのような作曲家は、結果的にいっさいオペラに縁がなかったが、17 世紀初頭
に誕生したこのジャンルは、17 世紀末から 18 世紀初頭にかけて、最初の盛期を迎えており、宮
廷や民間を問わず、もっとも人気を得たジャンルであった。ロンドンのような音楽の一大マー
ケットで活動したヘンデル、あるいは商業都市ヴェネツィアのような観光も兼ねた都市の劇場を
テリトリーにしたヴィヴァルディは、次々と人気作のオペラを書き続けていった（そして、多く
の作曲家の多くの作品が失われていった）。
こうしたバロック期の、ことにイタリア語によるオペラは、しかしながら、ロンドンにおける
英語のオラトリオ・ブームなどによって、あるいはフランス革命のような社会変動によってひと
つの時代を終えながら、次の時代へと架橋されていく。18 世紀後半にはオペラの作劇法ががらり
と変わってくる。それは上記のようなヘンデルやヴィヴァルディのオペラとモーツァルトのそれ
とを比べてみれば明らかであろう。
その変化には、もちろん複数の要因があった。劇場組織のあり方、
（音楽）社会のあり方、客層
のあり方、詩人と音楽家の地位等々の変化というような外的な要因にともなって、オペラの構成
方法、例えば台本の作り方、曲の付け方、アリアやアンサンブルの組み立て方等々、音楽内部の
変化も多岐に及ぶ。
今回はそれを、いくつかの「代表的な」作品、あるいは「代表的な」台本を追うなかで、オペ
ラのドラマトゥルギーの変化という視点から捉え直してみることにより、そこから 18 世紀ヨー
ロッパ社会における音楽文化の大きな枠組みの転換を考えるための糸口を見出したい。
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モーツァルト「ダ・ポンテ・オペラ」のコンテクスト
─マルティン・イ・ソレルの場合。あるいは
「ポスト・モダン」期における 18 世紀オペラの復興
森

泰

彦（くらしき作陽大学）

1989 年の「ベルリンの壁崩壊」あたりから、17・18 世紀のオペラが本格的に復活してきた。当
時の楽器の使用はもちろんのこと、この時代のイタリアに顕著に見られる役と演者の性の不一致
も広く受け入れられている。録音や映像が続々と発売され、世界屈指のオペラハウスで、わざわ
ざ古楽器専門のオーケストラを起用してまでこうした作品が上演されることさえあるのは、そう
した作品がふつうのオペラ愛好者にも浸透しつつあることを示している。
そのおかげで私たちはいながらにしてそうしたオペラを生きた舞台作品として享受できるよ
うになり、楽譜のみ、あるいは音のみの体験とは次元の異なる体験を積み重ねつつある。
18 世紀のオペラは上演可能なマテリアルが残っているものだけでも膨大であるが、ほんの数十
年前まで、当時の作品としては決して典型的でない、ヘンデル、グルック、モーツァルト以外は
ほとんど一般に知られず、実際にこの世紀の大半を支配したピエートロ・メタスタージョらの台
本によるいわゆるオペラ・セーリア、あるいはカルロ・ゴルドーニらの台本によるいわゆるオペ
ラ・ブッファについて、体験的に語ることは不可能だった。特に「メタスタージョ型オペラ」に
ついては、当時支配的だったことが認識されていたにもかかわらず、20 世紀半ばを過ぎても、台
本・音楽とも徹底して否定的に語られることがごくふつうだった。
何十回も異なる音楽が付けられたメタスタージョの主要作のいくつかは、今では複数の作曲を
聴き（・観）比べることさえ可能になっており、アリアのアンソロジーなども多いので、私たち
は当時の音楽家やオペラの常連がその歌詞をほとんど諳んじていたいくつかの有名なアリアを
さまざまな作曲家による作例で楽しむことができるし、たとえば以前にはなかなか踏み込めな
かったモーツァルトのいわゆる「コンサート・アリア」に含まれる、そのような有名な歌詞によ
るものを、少なくとも以前よりはコンテクスト化して理解することを試みうる。
今回の発表では、目を喜劇オペラに転じ、モーツァルトの暮らしたまったく同時代のヴィーン
で図抜けた人気を得ていたマルティン・イ・ソレル（1754 〜 1806）の 3 つのオペラを紹介した
い。これらは 1780 年代のヴィーンで、モーツァルトとの仕事で名高いロレンツォ・ダ・ポンテの
新作台本に作曲され、しかもしばしばモーツァルトの作品とまったく同じ歌手のために書かれ
た。これらを知ることはモーツァルト作品の理解に対して新たな視座を提供するばかりでなく、
18 世紀のオペラ文化にさまざまな光をあてることになるはずである。
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ゲイのバラッド・オペラ《アキレス》とヘンデルの
イタリア・オペラ《デイダミア》
：対立するジャンルの相克？
岩

佐

愛（武蔵大学）

ジョージ・フリデリック・ヘンデルが手がけた最後のイタリア・オペラ《デイダミア》（1741
年ロンドン初演）とジョン・ゲイの遺作となった英語バラッド・オペラ《アキレス》
（1733 年ロ
ンドン初演）は共に、トロイア戦争の英雄アキレスの少年時代（いわゆる「スキロス島のアキレ
ス」にまつわる物語）を題材とする。ところが 1728 年に最初のバラッド・オペラ《乞食オペラ》
が大成功を収めたことで、ロンドンの主要なイタリア・オペラ公演団体（王立音楽アカデミー）
の凋落、ひいてはイタリア・オペラと競合する英語オペラの隆盛につながったとされて以降、
《乞
食オペラ》の台本作者であるゲイとアカデミーの座付き作曲家の一人であったヘンデルとの間に
何らかの敵対関係を想定する説が流布することとなる。確かに英語オペラ上演団体（イギリス・
オペラ等）とイタリア・オペラ上演団体（第二次王立音楽アカデミー等）が 1730 年代のロンドン
において何らかの競合関係にあったことは否定できないが、古くからの友人同士であるヘンデル
とゲイの間にバラッド・オペラの成功を機に個人的軋轢が生じたとの証拠は無い。外来芸術であ
るイタリア・オペラと当時の劇場で上演されていたその他の人気ジャンル（英語オペラやバラッ
ド・オペラに加えドラマやパントマイム等を含む）との競合関係を両者の個人的対立に反映させ
る言説には、むしろ何らかの政治的意図が働いていたと考えられる。そもそも、当時のロンドン
でのオペラ上演の文脈において政治的対立を煽ることは台本作者ゲイの当初の目的ではなく、特
に続編《ポリー》
（1729 年出版）の上演差し止め騒動以降、ゲイがこれ以上の自作の政治問題化
を望まなかったことは明らかである。結果としてゲイの《アキレス》は作者の病没後に初演され
ることとなるが、古代神話に基づく主題選択からも、むしろその他のバラッド・オペラとの差別
化が意図されていたと考えられる。また、この作品は 1730 年代のロンドンでヘンデルが実際に目
にする機会のあった「スキロス島のアキレス」に基づく唯一の劇音楽作品であったと目される。
旧友ゲイの遺作となった《アキレス》にみられる風刺的喜劇精神とヘンデル最後のイタリア・オ
ペラが示すオペラ・セリアの調和的理想からの逸脱は、両者の対立関係ではなく親密さをむしろ
示すのではなかろうか。
同じ「スキロス島のアキレス」というスタティウスの『アキレウス伝』やオウィディウスの著
作を通じて当時広く知られた物語を主題とするにも関わらず、
《乞食オペラ》に匹敵する興行的成
功をおさめた《アキレス》に対し《デイダミア》は僅か 3 回で公演打ち切りとなった「失敗作」
とされる。しかし相似点として、既にイタリア語台本（リブレット）が多数存在していたにも関
わらず、いずれも古いリブレットの再利用とは言えず独自色が強い点が挙げられる。《アキレス》
のリュコメデス王に意図された喜劇的性格や、
《デイダミア》で主人公のアキレスを高音の男性歌
手（カストラート）ではなく女性ソプラノ歌手が男装して演じる点など、両者とも当時の「英雄
オペラ」
（特にメタスタージオの「改革オペラ」台本モデルに基づくオペラ・セリア）の標準的な
台本解釈や慣習的配役からむしろ逸脱している。
ゲイとヘンデルの交友は長期にわたり、両者が政治的対立関係にあったとの確たる証拠は存在
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しない。渡英後のヘンデルが最初に手掛けたオペラ《リナルド》は、
（《デイダミア》を除き）ほ
ぼ唯一とも言える新作台本を用い、この台本の原作者として知られるアーロン・ヒルと出会った
のもこの頃と考えられる。実はゲイとヒルはグラマー・スクール時代の同級生でもあり、同じく
1685 年生まれのヘンデルと《リナルド》初演の 1711 年前後にヒルを通じて知りあった可能性が
高い。いずれにしろ 1712 年以降、ともにバーリントン伯爵邸に滞在していたヘンデルとゲイが、
両者の親しい友人である医師アーバスノットの紹介でカナーヴォン伯爵（後のシャンドス公爵）
邸で英語マスク《エイシスとガラテア》を共作した 1718 年以前に親しい友人となったことは確か
で、ヘンデルはゲイの『詩集』
（1720 年出版）の予約購入者の一人になった。この時期のヘンデ
ルとの交友を振り返るかのように、ゲイが後に手掛けた 2 つのバラッド・オペラ《乞食オペラ》
と《ポリー》はいずれも、ヘンデルのオペラ・アリア（前述の《リナルド》と 1726 年初演の《シ
ピオーネ》からのもの）や器楽曲『水上の音楽』やゲイの戯曲（1715 年初演）にヘンデルが提供
した劇中歌の旋律を引用している。これらは《乞食オペラ》の音楽（序曲と編曲）を手掛けた作
曲家ペープシュもヘンデルと同時期にシャンドス公爵邸に滞在していた事実と決して無縁では
ない。しかし同時に共通のパトロンや「スクリブレラス・クラブ」メンバーとの交遊を通じて培
われた、ヘンデルとゲイの交友関係が 1720 年代以降も良好であり続けた証左とも考えられる。
《アキレス》上演の時代的背景として、1720 年代末の王立音楽アカデミーの崩壊と 1730 年代初
頭の英語オペラの台頭が挙げられる。1720 年代の王立音楽アカデミーは政治的内紛状態にあり、
両者のパトロンだった貴族や友人たちもアカデミーの出資者や理事として争いに巻き込まれて
ゆく。また、ゲイの熱心なパトロンだったクィーンズベリー公爵夫妻が「反国王派」貴族の一員
として、
「反ヘンデル派」とみなされた「ボノンチーニ派」に肩入れしていたこともあり、アカデ
ミー内の党派対立が次第に政治色を帯びるようになると、ゲイは当然「反ヘンデル」の立場をと
る作家とみなされることになる。ここに《乞食オペラ》がヘンデルのオペラに代表されるイタリ
ア・オペラ（特に英雄オペラ）の風刺を目的にしたことで大成功をおさめアカデミー崩壊の原因
となったとの俗説が生まれるが、現在ではその直接的因果関係は否定されている。
同じ頃、ロンドンの劇場主リッチ（《乞食オペラ》の興行主）はイギリス人観客の嗜好に合わ
せ、台本だけでなく舞台効果（装置・背景・衣装等）を重視したイタリア・オペラ上演への変革
を求め、その理想の一部を自身のパントマイム公演で実現し、確実に観客の支持を拡大しつつ
あった。つまり、
《乞食オペラ》の真の風刺対象はヘンデル個人や彼の作品にはなく、イタリア人
歌手の高額な出演料に莫大な資金を費やす一方で、プリマドンナの支持者達が起こした不毛な政
治的党派対立を煽るなどして自己改革の可能性を失ったアカデミー自体に向けられていた可能
性が高い。少なくともアカデミーの利害関係者に多くのパトロンや友人を持つゲイ自身が、こう
した党派対立を煽る立場になかったことは確かである。こうしたなか、ヘンデルやゲイと旧知の
仲のヒルは、アカデミー解散後もイタリア・オペラ上演に邁進するヘンデルが英語オラトリオ公
演の不振に悩むさまを皮肉ったパンフレットを匿名で出版する傍ら、ヘンデル宛ての書簡ではイ
タリア人歌手が英語で歌う「オラトリオ形式」（装置・背景・衣装を省略）の上演を続けるのでは
なく、舞台効果を重視した「英語オペラ」としての上演を行うよう旧友として助言する。ところ
がヒルの親身な助言をヘンデルが聞き入れることはなく、1730 年代を通じてイタリア・オペラお
よび「劇的音楽作品」と称する英語オラトリオやオードの上演に執着した結果、
《デイダミア》の
興行的失敗で遂に終止符がうたれたとするのが一般的説明である。だが、当時のヘンデルによる
イタリア・オペラ上演を取り巻く状況からは少々異なる事情が明らかとなる。
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1733 年から 37 年にかけ、リッチが《乞食オペラ》の興行収益を元手に新設したコヴェント・
ガーデン劇場でヘンデルのオペラ公演が行われていた。いうまでもなくリッチの劇場ではオペラ
以外にも様々な娯楽作品が日替わりで上演されており、特にコヴェント・ガーデン期のオペラに
はリッチの劇場が抱える芸術家や舞台設備の存在無しには説明のつかない要素の導入が頻繁に
みられる。この時期、ヘンデルのイタリア・オペラと英語オペラ（バラッド・オペラを含む）の
間には、
《乞食オペラ》に象徴される対立関係とはむしろ逆に、音楽的親和性が増したとみること
が可能だ。両ジャンル間の相互影響関係は共通様式としてのパスティッチョ形式の採用からもう
かがわれる。
《乞食オペラ》の音楽を担当したペープシュがこの種のオペラの達人であったことも
大きいが、
「先行作品からのアリア引用」の伝統は確実にバラッド・オペラへと引き継がれた。引
用元はいわゆる「バラッド」（流行歌）に限定されず、他のバラッド・オペラやヘンデルのオペ
ラ・アリアからの引用も積極的に行われた。オペラ作曲家ヘンデルがこうした状況に無知無関心
であったとは考えられず、そもそも前述の《リナルド》自体がヘンデルの自作パスティッチョ作
品に近い形態であった。また、ヒルの英語台本は 1700 年代初頭の英語オペラの特色である派手な
舞台効果を重視したものだったが、こうした視覚的要素もリッチの劇場で行われたヘンデルのオ
ペラ公演（特に「魔法オペラ」と称される演目）に再導入された。
以上の文脈をふまえ、本報告では古代神話に基づく主題を共有する 2 作品の間に対立関係を想
定するのではなく、先行作品であるゲイの《アキレス》への一種の返答としてヘンデルの《デイ
ダミア》を解釈し位置づけることとしたい。

− 18 −

虚構の物語に潜むポリティクス
─「バロック歌唱」の再構築 ─
大

野

はな恵（お茶の水女子大学）

60 年前、フルトヴェングラー、カラヤンといった偉大な指揮者たちがバロック作品を演奏する
際に、演奏スタイルが声高に問われることは稀であった。しかし、1960 年代の「古楽復興運動」
の登場を境に潮目は変わった。過去の音楽を発掘するという考古学的な興味と、既に新鮮味を失
い、色褪せてしまったレパートリーに新たな息吹を吹き込むという利点から、古楽は一大ブーム
となって、急速な広がりをみせていったのである。当初、古楽復興運動の主な関心は、楽譜や古
楽器の復元にあったが、その波は次第に声楽にも押し寄せ、作曲された当時の歌声を希求すると
いう慣習が定着していった。いつしか、バロック期の声楽作品を歌うことは「バロック歌唱
baroque singing」という特別な呼称で括られ、それを歌う声楽家は「バロック歌手 baroque
singer」を名乗るようになった。
オリジナルな響きを求める「オーセンティシティ」が強力なスローガンとして、古楽復興運動
の追い風となったのは間違いないが、80 年代以降、一転して「オーセンティシティ」は厳しい批
判に曝された。作曲された当時、教会で歌っていた声楽家の声は広い空間性を活かしたもので
あっただろうし、貴族の邸宅での歌声は柔らかかったかもしれない。バロック時代の史料から、
往時の歌声を把握することは、推測の域を出ないものである。もはや、
「バロック歌唱」をめぐる
ユートピア的な考えは瓦解したわけだが、実践の現場では、懐疑的な反応が目立って前景化して
くることはなかった。むしろ「オーセンティシティ」批判の高まりとは逆行する形で、用語「バ
ロック歌唱」が生み出され、音楽大学等の専修コースの設立によって、その専門性は広く浸透し
ていった。
それでは、当事者たる古楽指揮者や歌手たちは、不在とも言うべき「バロック歌唱」を、一体、
どのように表象していったのだろうか。「バロック歌唱」が纏うイメージとその実践は、同時代の
社会的・地域的な価値観や心性と不可分に結びついた虚構の物語である。それは、楽器収集に魅
了され、小さなアンサンブルに身をおいていた一人の愛好家が、一躍、脚光を浴びてスターダム
へと駆け上るなかで生じたパラドキシカルな身振りにも端的に現われている。また、古楽指揮者
らは「ロマン派的」な演奏を踏襲せず、一旦は否定した。このことは、歴史を連続性があるもの
として認識することへのアンチテーゼにほかならないが、
「特権的」な彼らの歌声に対するイメー
ジが歌手の身体に及ぼした影響は大きかった。本発表では、
「バロック歌唱」の生成と変容を再考
し、
「オーセンティック」と看做された歌声のイメージには、何が包摂され、一方で何が排除され
たのかを、歌声の身体に目配せしつつ読み解いていく。
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ミニ・シンポジウム

デジタル資料の展開と古典研究の可能性に向けて
─ 思想／文芸／歴史研究と手法としての情報 ─
深

貝

保

趣旨説明

則（横浜国立大学）

近年、情報化の進展は人文的な学の領域においても相当に浸透している。手書き文書を画像に
収録して劣化に備えるだけではなく、ネットワーク上に公開して利用の便を図るなど、デジタル
人文学（digital humanities）と呼ばれる領域も育ちつつある。虫喰いなどで解読困難な文字に
ついて、当該文書の字体などを手掛かりにパターンを読み取り類推するなどの手法も育っている
し、ロンドンのベンサム・プロジェクトが推進する Transcribe Bentham のように、ネットワー
クを介して有志による解読への参加を促す方式も試みられている。これらは稀少書類、書籍の画
像を提供する側の試みなのだが、電子的なデータを研究に利用する側も手法を育てる必要があろ
う。このミニ・セッションは、18 世紀研究においてデジタル情報をいかに研究のトゥールとして
利用するのか、議論を試みるものである。データベースのコンソーシアム方式が展開中でもある
ので、国立情報学研究所の協力を得てサンプルを提供しながら、可能性と留意点をめぐって検討
したい。
近年の、google, europeana, internet-archive, gallica などをベースとしたデジタル書籍の展開
や、さまざまな研究機関や博物館などが所蔵する貴重資料コレクションの web 上でのデータ公開
などは、従来に比して研究資料へのアクセスを大幅に改善した。とりわけ国立情報学研究所およ
び国立、公立、私立それぞれの図書館の連絡組織の協力をベースとした JUSTICE の仕組みのお
蔭で、コンソーシアム方式によるデータベースの導入も可能となりつつある。これらをいかに研
究に活用するのかについて、画像を用いて具体的なサンプルを提供しながら今後の可能性を探
る。
具体的には、日本の研究者によって推進されている『百科全書』のデータベース化の事業、オー
プンアクセスのデータベースを用いての 18 世紀英仏の修辞学の検討、情報学の知見によるテクス
ト分析の可能性、コンソーシアム方式のデータベースによる 18 世紀経済思想書籍の検討について
それぞれ報告を行なっていただき、全体的な議論に付したい。
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テキストデータベースを用いた研究の現状と課題
─ 18 世紀修辞学研究を例に ─
玉

田

敦

子（中部大学）

日本の 18 世紀研究においては従来、校閲版が国内に存在するテキストを中心としたコーパスに
絞った研究が主体であった。ところが近年、Gallica や GoogleBooks といったデータベースの充
実により、18 世紀に刊行された資料を研究の中心に据えることが可能になってきている。フルテ
キスト・データベースの発展によって、校閲版が存在しないテキストについても国内において研
究が可能になったことは想像を遥かに超えて人文学研究を発展させると考えられる。むろん日本
だけでなく、海外においても、研究対象の本国から離れ、他国に拠点を置く研究者による資料研
究が今後大きく進化を遂げるであろう。
本報告では、Gallica や GoogleBooks など、書籍ごとに提供される無償のデータベース、また
ECCO や MOMW など、より包括性の高いデータベース、さらに FRANTEXT などテキスト化
されたデータベースの活用によって、人文学研究の可能性が刷新されていることを明らかにした
い。報告においては、まず、18 世紀フランスにおいて刊行された文献（一次資料）と研究論文の
データベースの使用方法についてそれぞれ簡潔に紹介する。さらに、これまで 18 世紀イギリスと
フランスにおいて刊行された「修辞学理論書」と「作法書」に関して研究を進める上で、いかに
データベースを活用し、どのような成果を得てきたかを述べる。
とはいえデータベースを用いた研究が様々な問題を孕んでいることも確かである。電子テキス
トのライセンス契約の状況は大学によって異なり、研究環境はそうした状況の如何に大きく左右
される。紙の書物とは異なり、有料のデータベースには契約の更新の度に費用がかかるものもあ
るため、図書館が通常の書籍を購入する費用を圧迫している面もある。さらには著作権に守られ
ている近年の書物はデータベースには現れにくいため、今日の研究者にとっては、たとえば 18 世
紀の原典のほうが、20 世紀の二次資料よりもアクセスしやすいという状況も生まれている。そこ
においては、人文学研究のこれまでの蓄積は、どのように継承されうるのであろうか。
本報告は、これまでの人文学研究の潮流を、良かれ悪しかれ刷新する可能性を持つ、テキスト
データベースに基づく研究の動向を整理し、人文学にとってのその真価を、浮かび上がらせるこ
とを目指す。問われているのは、
「テキスト」とは、
「書物」とは、そもそも何なのかという問い
である。
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フルテキスト・データベース MOMW を用いた用法調査
─ アダム・ファーガスンの商業的アート概念 ─
福

田

名津子（一橋大学附属図書館）

本報告では 2 種の英語フルテキスト・データベースに関し概要・動作説明をし、それらの存在
が思想史研究に与えるインパクトについて述べた。
18 世紀の人文・社会科学でよく知られた英語フルテキスト・データベースに、The Making of
the Modern World: Part I: The Goldsmithsʼ-Kress Collection, 1450-1850（MOMW I） と The
Eighteenth Century Collections Online（ECCO）がある。前者は、2010 年に国立情報学研究
所・国立大学図書館協会コンソーシアム・公私立大学図書館コンソーシアムの 3 者の働きかけに
より、後者は 2013 年に大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の働きかけにより、共同購
入契約が成立している。データベースの購入には別途出版社との契約が必要となるものの、コン
ソーシアム加盟機関の購入価格はきわめて低く抑えられており、この恩恵に預かった機関は少な
くない。
報告者は昨年、「アダム・ファーガスンの商業的アート概念：The Making of the Modern World
を用いて」（『一橋大学附属図書館研究開発室年報』第 2 号、19-37 頁、2014 年 4 月）を執筆した。
ファーガスンは商業 commerce と商業的アート commercial arts を区別しており、後者は、生活
に要するモノの獲得全般に関するアートを指し、採取・生産・交換の概念とも含んでいる。論文
では、ファーガスンの定義は当時一般的であったのか彼独自のものなのか明らかにするため、フ
ルテキスト・データベースを用いて調査を行った。調査対象時期はファーガスンの著作物が集中
している 18 世以降半とし、commercial art（s）で全文検索をかけ用法を判断した。検索で見つ
かった 83 の用例からファーガスンのような広義の用法を見つけることはできず、商業的アートの
定義は彼独自のものと結論づけた。
今回の調査で実感されたフルテキスト・データベースの利点は、研究者個人の読書量をはるか
に超え関連資料が見つかることであった。膨大な文字資料がコンピュータの扱えるデータ形式に
変換されデータベースに収録された結果、数百年をかけ築いてきた人間の英知を輪切りにしたり
串刺しにしたりと、好きに料理できるようになった。これはコンピュータ技術なしには不可能な
到達点といえる。しかしコンピュータによるデータ処理から得られるのは研究材料にすぎず、そ
れを分析し結論を出すのは依然として研究者自身であること、コンピュータも誤りうること、の
2 点は強調に値する。コンピュータが得意なこととできないこと、人間が得意なこととできない
ことは歴然と異なっている。この違いを認識し、この新しい技術との協同関係を築くのが合理的
であろう。
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電子版『百科全書』の活用と課題
小

嶋

竜

寿（慶應義塾大学非常勤講師）

1990 年代、Redon 社による DVD-ROM 版刊行により、
『百科全書』のデジタル化の口火が切ら
れた。時は過ぎ、電子テキスト化のために使用された版本に対する信頼性の低さと、アルファベッ
ト以外の文字のデジタル化に失敗したのみならず、DVD-ROM 形式のパッケージも時代にそぐわ
なくなった Redon 社の製品は姿を消し、近年では、シカゴ大学の ARTFL や Wikisource といっ
たオープンソースが公開され、広く利用されるようになっている。
デジタルテキストの無償公開をつうじて閲覧環境が改善された結果、
『百科全書』そのものを広
く読解の対象とし、研究の俎上に載せることも決して困難ではなくなった。実際、関連論文数は
年々増加の一途をたどっている。これは『百科全書』のデジタル化が研究にもたらした最大の成
果であるといえよう。一方、電子テキストを基礎としたデータベースも、
『百科全書』に含まれる
莫大な情報量の検索や抽出の容易化をもたらしつつあり、デジタル化の恩恵を受けていない研究
など今や想像しがたいほどである。今後、現況は加速こそすれ、後退することはないと思われる。
しかし、現時点におけるデータベースの利用が研究に与える影響は利点ばかりではない。データ
ベース構築時に行なわれるタグ付の際に抜け落ちてしまう情報も少なくなく、外見上の利便性と
裏腹に、
『百科全書』の全貌を反映しているとはいい難いからである。では、データベースの不備
を補完するためにどうすればよいのだろうか。
本報告では『百科全書』のデジタル化の現状を概観したのち、現在の『百科全書』研究で最も
使用されているデータベースの一つである ARTFL の検討を通じて、限界点とその要因の可能性
を指摘する。問題点は、電子データを検索可能にするために行った構造化と実際の『百科全書』
の不安定な構造との違いに基づくように思われる。現在と 18 世紀の事典構造の差と言い換えるこ
ともできるかもしれない。現行のデータベースでは、データのタグ付けは、機械的に処理できる
形式的に明示された情報にのみ依拠し、いまだ完全な形式化に至らない 18 世紀の事典構造の実情
を反映しきれていないのである。さらに、問題の生じる原因として、書物に対する観念の違いに
ついても触れる必要があるだろう。このような方針の前提として、事典を完結した作品として看
做すという近代的な作品観が潜んでいるのではないだろうか。そして、今日的な視点に立脚して
整理された情報に誘導される解釈は、
『百科全書』を閉塞的な作品空間へと閉じ込め、歪曲する可
能性が潜んでいる。
そもそも『百科全書』の項目の多くは、先行する数多の知見が蒐集され、編集されることによっ
て形成されたため、他の文献との比較なしに理解することは難しい、開かれた作品といえる。こ
れまでの『百科全書』研究が間テクスト的解釈に道を開いてきたのも故なしとしない。しかし、
従来の機械的なデータ抽出方法では、先行文献情報を抽出するのはそうした性質を汲み取ること
はできない。現在、日本で進められている『百科全書』データベース事業の中心的な作業である
典拠情報抽出は、読者側の積極的な介入により、データベースの改善に寄与すると同時に、18 世
紀のアカデミックに限定されない民間的な知的冒険の礎を浮かび上がらせることを目的として
いる。本プロジェクトの作業と照らし合わせながら、データベース使用の展望と問題点も合わせ
て検討したい。
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論文

ヴォルテールによる悲劇の改革と保守
La rénovation et la conservation de la tragédie selon Voltaire
渋

谷

直

樹（Naoki SHIBUYA、関西大学非常勤講師）

Résumé
Voltaire débuta originellement comme dramaturge et se dévoua à lʼécriture de tragédies à
la manière de Racine. Car pour lui, la tragédie était le meilleur genre littéraire. Mais la
tragédie était menacée par la diversité des genres provenant de la variation du goût public.
Voltaire tenta donc dʼintroduire sur la scène française le spectacle terrible considéré comme
tabou.
À propos de sa réforme, certains critiques accentuent seulement lʼaspect visuel, dʼautres
relèvent sa passivité pour la mise en scène. Cependant Voltaire ne voulut jamais faire du
tragique traditionnel un genre nouveau. Ainsi il se gardait dʼavilir lʼautorité de la tragédie :
même si Voltaire, influencé par Shakespeare, a déployé un spectacle à lʼanglaise, il lʼajustait à
la sensibilité française habituée au tragique traditionnel pour ne pas dégoûter le public. De
plus, Voltaire sʼinquiétait que lʼintérêt excessif pour un spectacle fît négliger aux
dramaturges de transmettre leurs idées par les beaux vers qui étaient la plus grande valeur
du tragique.
Avant tout, Voltaire croyait que la tragédie traditionnelle avait des valeurs éducatives et
quʼavec de petites améliorations elle pourrait plus efficacement instruire les hommes. Par là,
il mentionnait toujours la supériorité de la tradition sur la rénovation. Il semble que dans de
telles attitudes se trouve la vraie signification entre la rénovation et la conservation du
cothurne chez Voltaire.
I．はじめに
現在では哲学コント『カンディード』の作者として名を馳せているヴォルテールだが、もとも
と彼は 1718 年上演の『オイディプス』で劇作家として出発し、自らを悲劇作家と生涯自負してい
た。 し か し、18 世 紀 に は オ ペ ラ や 市 民 劇 に 留 ま ら ず、 パ ロ デ ィ ー や 催 涙 演 劇（comédie
larmoyante）、陰鬱演劇（pièce sombre）といったジャンルが台頭し、ルイ 14 世の下で花開いた
悲劇の権威は危ぶまれていた。そこでヴォルテールは過去の遺産の復権のために改革を試みる。
先ず悲劇では禁忌とされていた恐怖の場面の導入が挙げられる。次に彼は異国趣味を取り入
れ、
「演出」の面で改革を行った。ピエール・ペイロネは「演出」という語を、一定の美学的視点
の下で演技や衣装、舞台装置などの調和を図るという現代の定義に当てはめる危険性に触れ、ま
た職能としての「演出家」も当時は存在せず劇作家や俳優がその役割を兼ねていたと述べている
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が、ルイ・モランに倣い本論では「演出」という語を、劇を構成する衣装、舞台装置といった諸
要素も表す語として用いる 1。そしてダニエル・モルネはヴォルテールの戯曲の質は批判しながら
も、恐怖の舞台や異国の導入に彼の悲劇と演出との緊密な関係は認めている 2。一方イザベル・ドゥ
ゴークは地方色導入を彼の最たる改革と見ているが、シェイクスピアを模した彼の舞台は消極的
なものとし、当時のパロディー作家を援用して改革への彼の臆病さを裏付けている 3。だが彼には
改革によって 17 世紀の悲劇に変わる新しいジャンルを確立しようという意図は決してなく、改革
は常に伝統的な悲劇の立場から行われていたのである。こうした姿勢にピエール・フランツとミ
シェール・マット＝アスカンも触れているが、前者はヴォルテールが目を楽しませるための視覚
要素も考慮していたことを指摘し、後者は彼の改革としてスペクタクルの娯楽性を強調してい
る 4。しかし彼が恐怖の舞台を導入したのは教育的立場からであった。彼にとって人々の啓蒙には
恐れと憐れみを効果的に吹き込むことが大事なのであり、そこでヴォルテールは嫌悪感を催さな
いよう礼節を重んじる悲劇の立場を守ったのである。さらに彼には恐れと憐れみはスペクタクル
に頼らなくとも韻文詩だけで吹き込むことができるという確信もあった。そこで彼はスペクタク
ルに対する韻文詩の優位性を訴えながら、悲劇の韻文における教育的側面を重視する。このよう
な彼の悲劇をマガリ・スラ―ジュは「国民的・異国的な歴史的悲劇」と称し、ロナルド・リッジ
ウェイは「哲学悲劇」と命名するが、ヴォルテールが悲劇を用いて啓蒙しようとした理由には触
れていない 5。だが実際彼が韻文詩を教育に有効な手段と見なした根拠は、悲劇の韻文詩によるフ
ランス語の改良が自国語を他国に普及させただけではなく、フランス人自身の伝達能力も向上さ
せた、という考えから発している。そして、劇作家は哲学者でなければならないと絶えず唱えて
いたヴォルテールは、韻文詩による伝達手段の有効性に着眼し、伝統的な韻文という形式に哲学
思想を織り込むことで人々の啓蒙に努める。つまり彼によってなされた教育は、韻文詩と切り離
して考えることはできない。それでは、本論ではヴォルテールの演出への熱意を先ず見る。次に
スペクタクルに対する韻文詩の優位性を説く彼の見解を確認し、最後に韻文詩の持つ教育的な側
面に注目しながら、劇作家として哲学者として悲劇を書いていたヴォルテールの姿勢を考察した
い。それによって彼における悲劇の保守と改革の真の意義が明らかにできると思われる 6。
1

Pierre Peyronnet, La Mise en scène au XVIIIe siècle, Paris, Nizet, 1974, pp. 7-8 et 12-13 : Louis Moland,
« Avertissement pour la présente édition » de Zaïre, M, t. 2 [1877], p. 535.
2
Daniel Mornet, La Pensée française au XVIIIe siècle, 11e édition, Paris, Armand Colin, 1969（1926）, pp. 13-14.
3
Isabelle Degauque, Les Tragédies de Voltaire au miroir de leurs parodies dramatiques : d Œdipe（1718）à
Tancrède（1760）
, Paris, Honoré Champion, 2007, pp. 129-131 et 273-299.
4
Pierre Frantz, L Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1998, pp. 83-85 ; « Lʼopéra
au secours du théâtre », in Voltaire à l opéra, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 22 ; « Spectacle et tragédie au
XVIIIe siècle », in Tragédies tardives, Paris, Honoré Champion, 2002, p. 72 : Michèle Mat-Hasquin, Voltaire et
l Antiquité grecque, Oxford, Voltaire Foundation, 1981, pp. 202-203.
5
Magali Soulatges, « La tragédie », in Le Théâtre français du XVIIIe siècle, Paris, LʼAvant-scène théâtre, 2009,
p. 59 : Ronald S. Ridgway, La Propagande philosophique dans les tragédies de Voltaire, reprise dans Studies on
Voltaire and the eighteenth century, no 15（1961）, Genève, Institut et Musée Voltaire, pp. 113-142. さらにリッジ
ウェイはヴォルテール悲劇を「哲学的メロドラマ」とも呼んでいる（ibid., p. 110）。
6
本論ではヴォルテールの引用に以下の略号を用いる。Voltaire（Fançois Marie Arouet, dit）
, Œuvres complètes
de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, 1968-（OC）; Œuvres complètes de Voltaire, éd. Louis Moland, Paris,
Garnier frères, 1877-1885, 52 vol.（M）; Correspondance, éd. Theodore Besterman, Gallimard, coll. « Bibliothèque
de la Pléiade », 1977-1993, 13 vol.（GC）; Œuvres historiques, éd. René Pomeau, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », 1957（GH）
. なお個々の作品に編者がそれぞれいる場合は、初出のみ校訂者、出版

− 25 −

II．スペクタクルに対するヴォルテールの熱意
1726 年、ロアン騎士の謀略でバスチーユに投獄されたヴォルテールは、亡命を条件に釈放とな
り、3 年間のイギリス生活でシェイクスピア劇に出会う。帰国後 1730 年に彼は『ブルートゥス』
を上演し、出版の際に付した演劇論の中で『ユリウス・カエサル』をこう評していた。「確かに私
はこの悲劇にはびこる粗暴な不規則さを認めようとは思いません。
［…］しかし多くの粗野の過ち
の中にあってもカエサルの血で染まった短刀を手にしたブルートゥスを、私はいかなる恍惚とし
た気持ちで見たことでしょう！ 7」伝統的な悲劇の立場から、シェイクスピアが演劇の規則を犯し
たことは容認できないものの、それでも彼はこの生々しい舞台に衝撃を覚えている。なぜならフ
ランスではこうした舞台は禁忌だったからである。同時にこの発言から恐怖の場面への彼の興味
が伺われる。次に彼は自国民の恐怖に対する感受性に触れている。「フランス人は［…］血だらけ
のカエサルの遺体が観客の目に曝されるのを［…］認めはしないでしょう。国民の好みを変え我々
が嫌悪するものを喜びへと向けるのは、この世の中の王妃である慣習によるものなのです 8。」ヴォ
ルテールは血生臭い舞台への抵抗が慣習から来ているということは十分認識している。だがフラ
ンス人の感情は弁護しながらも、彼は逆説的に自国の悲劇を批判し始める。
もしギリシア人やあなた方［イギリス人］が礼節の域を越えるとしても、またことさらイ
ギリス人が恐怖を吹き込もうと望んでぞっとするような見世物をしたとしても、
［…］我々は
自分たちを激しく揺り動かすことを恐れてひどく立ち止まってしまいます。そして我々は境
界を越えはしまいかと心配して、しばしば悲劇の域にまで達することができないのです 9。
恐怖の場面の導入を困難にする慣習の違いを痛感する彼の思いには、他国の舞台への羨望が伺わ
れる。フランスでは観客の感情を損なわぬよう極力心を砕くため、悲劇は他のジャンルと区別す
るための使命を果たすことができない。最後に彼ははっきりと自国の劇作術に疑問を投げかけ
る。
少なくとも私に教えて下さい。どうして我々の演劇の英雄やヒロインは自刃が許されてい
ますのに、人を殺めることは彼らに禁じられているのかということを。恋人［バジャゼ］の
ために自刃するアタリードの舞台はカエサルの殺害ほど血に染まらないというのでしょう
か？［…］もしこの断片［息子マーカスの遺体がカトーの前に運ばれる場面］が、イギリス
でもイタリアでもフランスの礼節の最大の支持者らに拍手で迎えられ、もし最も繊細な女性
たちが不快に思っていなかったのでしたら、どうしてフランス人だけがそれに慣れないとい
うのでしょうか？自然の感情は全ての人間において同じではないのでしょうか？ 10

年を、それ以外では出版年だけを記し、2 回目以降はタイトルと頁数もしくは行数を示す。またタイトルの後にあ
る年数は作品の出版・執筆年であり、引用の下線はすべて筆者による。
7
Brutus, « Discours sur la tragédie à milord Bolingbroke »（1731）, éd. John Renwick, OC, t. 5 [1998], pp. 168169.
8
Ibid., pp. 170-171.
9
Ibid., p. 172.
10
Ibid., pp. 172-173. ここで引用されている悲劇は、アディソンの『カトー』とラシーヌの『バジャゼ』である。
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ヴォルテールは他国民が抱く恐怖への好みをフランス人も生まれ持っているのではないのかと
疑っている。また彼は主人公の死にも納得していない。というのも彼は 1724 年に『マリアンヌ』
で苦汁を嘗めたからである。彼は当時を振り返っている。
「平土間にいたある三流詩人が、マリア
ンヌに毒入りの盃が手渡されるのを見て『王妃が飲むぞ』と厚かましくも叫んだのです。全ての
フランス人は笑い出し、演劇は最後まで遂げられませんでした 11。」死を宣告された王妃は毒薬を
飲まされるのだが、伝統的でない方法を用いたことで劇は失敗に終わる。そこで翌年彼は王妃の
死を報告の形に変える。何よりこの一件から、ヴォルテールが亡命前にはすでに恐怖の場面に関
心があったことが確認できる。従ってシェイクスピアによって思いが再燃した彼は 1733 年の『カ
エサルの死』で、血まみれの衣服で覆われたカエサルの遺体を舞台に登場させたのである。
次に恐怖の場面への彼の別の試みを確認しよう。1732 年の『エリフィール』ではギリシアを舞
台にアンピアラオスの亡霊が登場する。その意気込みをヴォルテールは俳優に語らせている。
認めて下さいますよう、今日恐怖が再び現れんことを、
墓に眠るアイスキュロスの大胆な試みがここで復活せんことを。
［…］
どうか神々と共に生きていた最初の人類の
当時の時代、当時の国へと身を移して下さいますように。
そしてソフォクレスとギリシアが敬うべきものとした
神話にあなた方の理性が立ち戻りますように 12。
実際悲劇は失敗に終わり、また 1748 年の『セミラミス』ではニヌスの亡霊を登場させたが、今度
も成功とはならなかった。それでも彼はフリードリヒ 2 世に恐怖の場面への熱意を見せている。
パリにギリシアの舞台を持ち込み、軽薄でおどけた国民に亡霊を見て震撼することを強い
たのは些細なことではありません。陛下はこの亡霊を登場させないでも済ますことができた
と十分感じておられます。しかし人間はあらゆるものに慣れることができるということ、そ
して実行に移すしか方法はないということを、私は人に分かってもらいたかったのです 13。
ヴォルテールは結果よりも先ずはフランス人も恐怖の場面に接することが大事と考え亡霊を登
場させたのである。だが失敗は彼らの感情にだけ帰されるのではなく、当時舞台には長椅子が置
「ニヌスの
かれ観客が座っていたという事情も関わっていた 14。その時の模様が伝えられている。
墓の場面で亡霊のための通路さえないのを目にした［…］見張り番は声高く叫んだ。『亡霊に場所
を！』と。亡霊は若い貴族らの脚で身動きが取れず危うく転びそうになった。このような条件で

11
12

Hérode et Mariamne, « Avertissement »（1738）, OC, t. 3C, éd. Michael Freyne [2004], p. 322.
Ériphyle, « Discours prononcé avant la représentation dʼÉriphyle （
» 1732）, OC, t. 5, éd. Robert Niklaus, v. 53-

62.
13

Lettre à Frédéric II, 31 décembre 1749, GC, t. III [1975], p. 147.
この伝統は当時舞台上に置かれていた移動式の椅子をモリエールが固定式の椅子に取り替えたことに端を発し
ており、その後フランスの劇場では一般的となる。1739 年に再演されたラシーヌの『アタリー』の舞台には、180
人もの観客が同席していたと言われている（Pierre Peyronnet, op. cit., p. 59）。
14
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完全な幻想がどれだけ不可能であるかを理解するのに人は苦労しなかった 15。」舞台の狭さで目玉
である亡霊がままならなかったのである。だがヴォルテールはすでに 20 年も前から「舞台上の観
客のために設置された椅子は舞台を狭くし、あらゆる動きを不可能にしています」と不平を鳴ら
し、後も「我々の演劇は動き［…］を欠いています。動きを無くさせるのは、それは劇場が若い
貴族で覆い隠されているからです」と繰り返している 16。実際この貴族らは舞台に溢れていただけ
ではなく、上演中に耳を聾するほどに騒いでもいた。その対策として長椅子の前には手すりが設
置されるが、それが返って舞台を余計に狭くしてしまう 17。舞台の観客の存在は演劇の観賞を妨
げ、遂には俳優から動きを奪うという弊害しかもたらさなかった。『セミラミス』の上演後ヴォル
テール自身も嘆いていた。
「我々国民が上演の威厳さにおいてギリシア人と同等になれないのは
［…］悲しいことでしょう。我々の演劇で堂々とした悲愴的なあらゆる動きを妨げている最も大き
な障害の 1 つは、舞台上で俳優らと混じった観客たちの群集なのです 18。」そして 1759 年、ロラ
ゲ伯爵の功績で長椅子は除去されることとなり、ヴォルテールは彼を讃えている。
いかにして［…］悲劇の最大の原動力の 1 つである堂々とした恐ろしい動きを思い切って
することができるのでしょうか？いかにして血に染まったシーザーの遺体を舞台に運ぶこ
とができるのでしょうか？いかにして取り乱した王妃を夫の墓に降させ、息子の手で瀕死に
ある王妃を墓から救い出すことができるのでしょうか？墓と息子と母親を隠し、それとは対
照的である滑稽さでもって、スペクタクルが生み出す恐怖を弱めてしまう群集がいる中で
は？
あなたにのみ帰されるご尽力により、舞台からこの異常な欠点が排除されたのです 19。
伯爵のお蔭で 1759 年再演の『セミラミス』は大成功を収める。また長椅子除去後のヴォルテール
は、ヒロインたちを同年の『タンクレード』では息絶えた恋人に横たわらせ、1764 年の『オラン
ピー』では燃え盛る薪に飛び込ませ、1770 年の『ソフォニスブ』では胸に短刀を刺した姿で登場
させるなど舞台を大いに活用している。では最後に彼による異国趣味の導入を検討しよう。
ギリシア神話やローマ史が主であった悲劇の主題を、ヴォルテールは時代も古代から中世、近
世へと移しながら、エルサレム、ペルー、中国といった国々をも描いた。また俳優らは自分が演
じる英雄がローマ人であろうとギリシア人であろうと、貴族から譲り受けた舞踏会の衣装を着て
いた。その結果、設定された国々や時代とは無関係に当時宮廷で流行していた格好が主役の衣装
となった。逆に英雄以外では例え王侯であっても身分不相応な格好をする場合が多かったため、

15

Louis Moland, « Avertissement pour la présente édition » de Sémiramis, M, t. 4 [1877], p. 482.
Brutus, « Discours sur la tragédie à milord Bolingbroke »（1731）, OC, t. 5, p. 165 ; Lettre à Desfontaines, 14
novembre 1735, GC, t. I [1977], p. 656.
17
カール・マンツィウス著、飯塚友一郎訳、
『世界演劇史』、第 4 巻、東京、本の友社（平凡社）、2000（1931）年、
129-139 頁。Cf. Theodore Besterman, « n. 2 » de la Lettre à Desfontaines, GC, t. I, p. 1582 : Pierre Peyronnet, op.
cit., p. 60.
18
Sémiramis, « Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne »（1749）
, éd. Robert Niklaus, OC, t. 30A
[2003], p. 156.
19
Le Café ou l Écossaise, « Épître dédicatoire au comte de Lauraguais »（1760）, éd. Colin Duckworth, OC, t. 50
[1986], p. 344.
16
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彼らからは威厳が奪われてしまっていた 20。確かにこうした事情には俳優の金銭的な問題もあっ
た。そこでヴォルテールは役者の衣装代を負担したのである。彼は俳優のルカンに言っている。
「あなたがもし早速にもこの芝居を演じて下さるのでしたら、どうぞお好きなように演じて下
さって構いません。私はこの芝居［『中国の孤児』］の報酬を役者さん方に払いましょう。あなた
は先ずその報酬で美しい衣装を購入して下さい 21。」ヴォルテールが舞台衣装の手配を優先的に考
えていたのが分かる。彼は 1 ヶ月後にもルカンに確認をしている。「私は［…］あなたがタタール
人［チンギス・カン］の役を美しく飾ろうとして下さるご配慮に大変感謝しております。お仲間
の方々へ私が払う報酬の条件として、あなたの衣装代を［先ず］払わせて頂きたいと、私ははっ
きりと申しつけておきました 22。」さらに彼はルカンの手掛ける演出にも触れている。「つまりあ
なたは舞台衣装を重んじ、動きを劇的にし、舞台上では完全に相応しい華やかさを繰り広げて下
さるという大胆さを兼ね備えておりますので、あなたのスペクタクルは大きな成功をもたらすこ
とでしょう 23。」ヴォルテールは自分の演劇に適った演出をするルカンを当てにしているのであ
る。そして彼は演劇と演出の関係を、ギリシアとフランスの両作家の悲劇を比較しながら述べて
いる。「ソフォクレスが自分の『オイディプス』を飾っていた素晴らしい情景は、詩とは別の分野
がアテネでもたらしたのと同じ効果を与えたことでしょう。しかしコルネイユの時代には［…］
俳優たちの滑稽な衣装やそれと同じくらい場違いな舞台装置が、本当のスペクタクルのきらびや
かさを追放し、悲劇を単なる会話へと陥らせていたのです 24。」主題に調和した衣装や装置が劇に
与える視覚効果の重要性が唱えられている。だからこそヴォルテールは国の風習や身分に合った
登場人物の雰囲気を出すために衣装などの演出の面でも改革を試みたのである。
III．スペクタクルと韻文詩
先の考察でスペクタクルへのヴォルテールの熱意が確認できた。だが彼は恐怖の場面や異国趣
味の導入を悲劇の再興のためだけに行った訳ではない。彼の悲劇の最大の目的は教育にあったか
らである。従って彼は見世物には細心の注意を払う。そこでは先ず吹き込むべき恐怖が問題とな
り、やがてそれは見ることによってではなく、聞くことによっても与えられるという見解へと展
開する。そこから最終的にヴォルテールは視覚を通してのスペクタクルと聴覚を通しての韻文詩
を比べながら、常に韻文詩を優先するのである。それでは次に彼のこのような姿勢を考察したい。
1731 年、ヴォルテールはギリシア悲劇の恐ろしい場面を列挙した後で、古代の劇作家たちが捉
えていた恐怖をこう評していた。
「ギリシア人の悲劇はしばしば嫌悪感を催す恐怖を激しい恐怖
と、不愉快極まりないもの［…］を悲劇的なこと［…］と見なして彷徨っていました。技術はア
イスキュロスの時代にはまだ揺籃期にありました。シェイクスピア時代のロンドンにおけますよ
20
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うに 25。」ヴォルテールは揺籃期という言葉で詩人の劇作術の未熟さを強調し、恐怖の取り違いを
咎めるのである。20 年後にも彼は繰り返す。
「悲劇の大詰めの残忍極まる行為につきましても、そ
れは我々の慣習においては嫌悪感を催す恐怖に思われても、ギリシア人にあっては激しい恐怖で
しかなかったのです 26。」そして 1759 年の『タンクレード』に処刑台の導入を申し出たクレロン
嬢に対しヴォルテールは答えている。
「お願いですから、フランスの舞台を不快極まりなく嫌悪感
を催させる恐怖で満たさぬよう気をつけて下さい。そして激しい恐怖で満足して下さい。
［…］そ
の処刑台が筋と何の関係があるというのでしょうか 27 ？」彼は処刑台が嫌悪感を呼び起こすだけ
でなく、筋に調和しないということを理由に彼女の提案を退ける。
ではヴォルテールが頑なにこの 2 つの感情を区別した理由は何であろうか？それは恐怖の舞台
が生む恐れと憐れみで教育を志す彼の態度から来ている。嫌悪を催す場面は目を背けさせるだけ
で目的を妨げてしまう。だからこそ彼は「私はダランベール氏に我を貫きました。彼がいかに処
刑台の美しさを証明しても無駄です。［…］私はそれにデプレオーで答えます。// だが正しき技が
耳に訴え、目から逸らさねばならぬ物事がある」とボワローを盾に聴覚の重要性を説き、9 年後
も「だが正しき技が耳に訴え、目から逸らさねばならぬ物事がある。// 激しい恐怖を嫌悪を催す
恐怖にまで推し進めるべきではないと、いつも心に留めて置きましょう」と同じ詩で訴える 28。
従って目と耳の分担の明確な区別が彼に『オレステス』で自論を実践に移させたのだった。「彼
［ヴォルテール］には、舞台裏で生贄とされるクリュタイメストラの叫びと言葉、女優が恐ろしい
悲痛な声で発せねばならぬ言葉を聞かせただけで十分なのです 29。」目ではなく耳でも恐怖は感じ
られるというヴォルテールの主張が確認できる。その上彼は憐れみも韻文詩で催すことができる
と唱える。「私はプロイセンの王が［…］
『ベレニス』の朗読だけで感動したのを見ました。何と
いう魅力がこの哲学者である英雄の目から涙を引き出したのでしょうか？それはこの真の詩人
が持つ文体の魔術の力だけによるものなのです 30。」1750 年から 3 年間のベルリンでの思い出を通
して、韻文詩で心を打たれた王の姿が語られている。また彼自身も当時から 28 年経た己に照らし
合わせラシーヌを採り上げている。「『イピゲネイア』を 100 回読んでさえも、私から引き出した
感嘆と感動の涙で私の眼はまだ濡れています 31。」それ故ヴォルテールはシェイクスピアに鼓舞さ
れながらも、韻文詩の威力を強調しスペクタクルに対する詩の優位性を唱えたのだった。また彼
はこの主張を恐怖の場面から華やかさのみに頼った舞台にも適用する。
「スペクタクルの豪華さ
に支えられた恐れと憐れみがより大きな効果をもたらしたのを私はほとんど見たことがありま
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, OC, t. 5, p. 171.
Dissertation sur les Électre（1750）, éd. David Jory, OC, t. 31A [1992], p. 576.
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せん。恐れと憐れみがなければ悲劇は存在しません 32。」ここには韻文詩という語は見られないが、
ヴォルテールの見解を追うことで詩の優位性が認められる。次にそれを確認する。
1731 年、彼は 2 つの職業を区別していた。「人が輝かしい装置で目を驚かそうと望めば望むほ
ど、優れたことを述べる必要性を己に課さねばなりません。さもなければ彼は舞台装置家でしか
なく、悲劇作家ではないでしょう 33。」劇作家にとって最優先すべきことは詩作であり、常にスペ
クタクルよりも優れていなければならない。『セミラミス』の上演の際にも彼は言っていた。
私が演劇の動きというものを話題にする時はいつでも、盛儀や祭式、会合、戯曲に必要な
出来事のことを私は言っているのでして、荘厳というよりも子供じみたこれらの虚しいスペ
クタクルや、詩人が耳と魂に話しかけることができない場合、自分の才能の欠如の埋め合わ
せをし、目を楽しませようする舞台装置家の方策について話しているのではないのです 34。
ヴォルテールによれば見世物にのみ頼るのは、詩を通して耳と魂に訴える使命を負った劇作家と
しての能力の欠如を自ら暴露することなのである。次に彼はスペクタクルの地位に言及してい
る。「詩の価値にとって舞台装置は何だというのでしょうか？もし成功が目を驚かせることにか
かっているのでしたら、そこでは動きのある絵画だけを見せさえすればよいのです。スペクタク
ルの壮麗さに関わる部分は恐らく最後に回す部分なのです。人はそれを無視すべきではありませ
ん、しかしそれに余りにも執着するべきではないのです 35。」悲劇が演劇である以上もちろん見世
物は否定されないが、それでもその分野は詩人が最後に携わるものであり、最優先されるのは詩
なのである。彼は続ける。
「もし心が韻文詩の美しさによって、感情の真実さによって動かされな
いのであれば、これらの惜しみなく与えられた見世物には目も満足を覚えないでしょう 36。」スペ
クタクルとは優れた詩があって初めてその効果を発揮できるのである。10 年後も彼は見世物好き
の文学者の勧めで上演された『イピゲネイア』に触れている。「リュノー・ド・ボワジェルマン氏
が提案したスペクタクルがパリで試みられ、それは成功しなかったということを最近私は知りま
した。ラシーヌの手で書かれた語りはあらゆる演劇の動きよりも優れていることを知らねばなら
ないのです 37。」スペクタクルは優れた韻文詩の前では無力な存在でしかないのである。
だがこれらの見解は彼独自のものでなく、アリストテレスはすでに指摘していた。
「見世物は心
を最も魅了するものだが、それは技術とは完全に無縁で詩法とは何の関係も持っていない。なぜ
なら実演されなくとも俳優がいなくとも悲劇はその目的を達成でき、その上スペクタクルの技術
的な出来栄えは詩人の技術よりも小道具係の技術に左右されるからである 38。」従ってヴォルテー
ルが詩作の優位性を唱える姿勢は彼の考えに基づいているのが分かる。だが古代の哲学者はこう
も述べていた。
「悲愴的な出来事とはそれは破滅やあるいは悲痛を引き起こすような行為である。
32
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例えば舞台上での殺害や激しい苦痛、負傷、そしてこれに類する全てが挙げられる 39。」ここでは
先の見解とは矛盾しむしろ恐怖の舞台が推奨されている。だからこそ悲愴的な出来事を嫌悪感を
催す恐怖と捉えたヴォルテールは、韻文詩の力で恐怖を吹き込もうと目指したのである。その点
からも見世物を重要視する劇作家と詩作に重きを置く劇作家とを区別しながら、韻文詩の優位性
を絶えず訴えていた彼の態度はアリストテレスよりも徹底していたと言えよう 40。ではヴォル
テールは詩の価値をどこに見出していたのだろうか？彼はフランス人の伝達能力の向上は韻文
詩のお蔭であると常々考えていた。そこで彼は教育には不可欠と見なした詩の形式を最大限活か
し、伝統的な悲劇を根底に哲学的悲劇へと高めようと努めたのだった。そこに悲劇に対する彼の
姿勢の真の意味が見えて来ると思われる。それでは本論の締めくくりとして、先ず彼の中で韻文
詩がどれほど悲劇には必要であったかを確認し、次に韻文詩と教育との関係についての彼の見解
を考察したい。そして最後に劇作家・哲学者としてのヴォルテールの姿を眺めてみよう。
IV．劇作家として哲学者としてのヴォルテール
1725 年、アカデミー会員の 1 人が悲劇を散文で作ったことを耳にした彼は、「ラ・モット氏は
自分の『オイディプス』をどうしても上演させたいそうです」と納得できぬ様子で伝え、さらに
1730 年には「ラ・モットはなおも演劇から詩を排除し、散文の悲劇を我々に与えようと望んでい
ます」と直接攻撃に出ている 41。5 年経た後でも散文悲劇に執着する彼の気持ちがヴォルテールに
は理解できない。これに対し相手は答えている。
「あなたは私が演劇から詩を追放し、散文の悲劇
を上演したがっているとおっしゃっておられる。
［…］私はただ悲劇の才能を持ちながら詩才には
恵まれぬ者たちも受け入れるべきではないかと、望んでいるだけなのです 42。」ラ・モットは韻文
で悲劇が書けないだけで劇作家の道を絶たねばならぬ者へ門戸を開放しようと提案していたの
である。しかし彼は詩人を志す者に韻の踏み方を細かく指導した後でこうも述べていた。
「もし彼
がその教えに全く従ったのでしたら、彼はどうなってしまうのでしょうか？彼の詩に見られるは
ずの才気もすでに［どこかで］見出されてしまいます。彼にはもはや機械的で軽蔑すべき作業を
するしかないのです 43。」ラ・モットには脚韻とは詩人の考えを制限してしまう形骸化した文学形
式にしか映らないのである。直ちにヴォルテールも反論に出る。「従ってラ・モット氏が詩作を
『機械的で軽蔑すべき作業』と呼ぶことは、それは我々の全ての偉大な詩人だけでなく、古代の全
39
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ての詩人にこの滑稽なことの責任を負わせることになるのです 44。」ラ・モットの発言はヴォル
テールの尊敬する詩人への侮辱であると共に彼自身への侮蔑でもあった。
だが実は彼も脚韻に不満を漏らしていたのである。「我々は適切な言葉を用いることはできま
せん。脚韻に従って考えを探すことを強いられています 45。」彼はラ・モットとの論争後でさえ繰
り返していた。
「イギリス人は言いたいことを全て言えますが、フランス人は言うことができるこ
としか言えません。一方は広大な競技場を駆け回り、他方は足枷をはめて滑り易い狭い道を歩い
ているのです 46。」従ってラ・モットへの批判は不当なのだが、それでもヴォルテールは誰よりも
作詩の難しさも痛感していた。
「韻文詩で雄弁に述べるという技術は、あらゆる芸術の中で最も難
しく、そして最も希少価値のある技術なのです 47。」しかし逆に彼は崇拝する劇作家が今まで成し
て来たことを、同じ職業に携わる者として自らの義務とする。彼は詩人を定義している。
「情念を
語らせる時、全ての人物はほとんど同じ考えなのです。ですがその表現の仕方こそが［…］天才
と機知しか持たぬ者、詩人とそれに憧れる者とを見分けるのです 48。」真の詩人とは脚韻を克服し
巧みな表現を成した者にだけ授けられる称号なのである。彼は詩人らを諭す。
「もし人が大胆にも
無韻詩の悲劇を創作したのでしたら［…］悲劇は失われてしまいます。あなた方が楽な道をとる
や否や功績を失うことになるのです 49。」ヴォルテールにおいては悲劇が悲劇であるためには韻文
詩が不可欠となる。そして 1777 年にはモンターギュ夫人との間に韻文詩を巡る論争が起こる。夫
人が先ずヴォルテールを批判する。
「あるフランス人批評家は、観客の大きな喜びは彼らの言語に
おいて押韻の難しさに思いを馳せることだと我々に教えています。その場合明らかに作家も観客
も劇の真の完全さを目的とはしません。［…］注意が劇から詩人に向けられるほど、心は上演に感
動を覚えなくなります 50。」彼女にとって演劇の本質とは、観客に詩を朗唱することよりも、先ず
は観客の目に動きを見せることなのである。反対にヴォルテールは詩人の立場から反論する。
「モ
ンターギュ夫人は［押韻の］困難さを克服することに何ら重きを置いていません。しかしご夫人
よ、あなたはこの地上では功績が困難と結び付かないようないかなる技術も決して存在しなかっ
た、ということをお忘れなのでしょうか 51 ？」さらに彼は具体例を挙げ夫人を説得する。「ギリシ
ア人がムーサイをパルナッソス山の高所に位置づけた唯一の目的は、障害を乗り越えることで女
神に近づけるという功績と喜びを強調するためであった、というのは実に確かなことです。［…］
韻を克服するためにその困難さに屈したアリオストやタッソといったイタリア人の真の天才を、
ポープが手本としたということをお認め下さい 52。」彼女との論争を通じ見解の正否は別にして
も、ヴォルテールにとっては、困難を乗り越え韻文詩を書くことが劇作家であるための最大の条
44
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していましたように、無韻詩というのは怠惰と韻文詩を作ることができない無力さが生み出したものなのです。悲
劇の中に散文で書かれた場面全体を挿入することは、それは一層恥ずべき無力さの告白なのです。」（ibid., p. 111）。
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件となる。45 年前にも彼は韻文詩の必要性を訴えていた。「ラ・モット氏が我々の偉大な劇詩人
を導いていたあらゆる規則に反する規則を確立した以上、古代からの規則を弁護することは正当
なことです。それはこれらの規則が古いからということではなく、有益で必要だからです 53。」ヴォ
ルテールが韻文詩にこだわるのは、単に権威から来ているのではなく、悲劇で用いられる韻文詩
に重要性を見出していたからなのであった。そこで彼は教育の面における伝統的な悲劇の貢献に
力点を置く。次にそれを確認しよう。
1761 年にヴォルテールは悲劇の功績に触れている。「言語がまだ洗練されていない時代［…］
我々は長い間書くという全てのジャンルで骨の折れる虚しい努力だけをしていました。
［…］フラ
ンス語が光栄にもあなた方に話して頂けるようになったのは、わずか 130 年前からでしかありま
せん。そしてそれは我々が始めた演劇によってなのです 54。」フランス語の普及に対する彼の喜び
はただ国の名誉だけでなく、他国との共通語が伝達を容易にしたという利点にも向けられている
と思われる。だからこそ彼は未発達の言語による思想伝達の困難さを強調しながら、考えを的確
に伝え合うことを可能にした悲劇の韻文詩の重要性を訴えるのである。アカデミーの入会演説で
もヴォルテールは言っている。
「従って国民全体の精神を変え高めるために生まれたこのような
天才たち［ペトラルカ、アリオスト、タッソ］の誰一人も持つこともなく、フランス語は凡庸さ
の中でいつまでも留まっていました。
［…］我々の言語を外国人が尊敬するようしたのはコルネイ
ユただ一人だけでした 55。」この発言で大事なことは、韻文詩によって発展を遂げた言語が長い間
停滞していたフランス人の精神を高めたと、その功績をヴォルテールが 17 世紀の悲劇作家に結び
付けているということである。そして彼は韻文詩の別の重要な要素にも着眼している。それは先
ほどのラ・モットとの論争で次のように述べられていた。
「どうして彼は韻文詩における韻律の困
難さこそが、耳に快いハーモニーを生み出すということを感じないのでしょうか 56 ？」脚韻によっ
て奏でられるハーモニーは音楽性を産むのである。20 年後にもヴォルテールは繰り返す。「これ
ほどまで貴重な［韻文詩の］雄弁さが持つ美の長所とは、
［…］繊細な耳を魅了する妙なる音楽の
ようなものなのです 57。」さらに 15 年後も同じ主張がなされる。「サッポーが 5 脚詩を［…］発明
し、ホラティウスがそれを時々模倣したのは音楽のためなのでした。その時、歌というものは詩
に結び付けられていたのです 58。」ヴォルテールは詩と音との関係を強調しているが、さらに彼は
音楽性を帯びた韻文詩を、記憶を助けるための重要な手段と見なすのである。もちろんそれは思
想を人々の胸に刻み込むためであった。最後にそれを確認しよう。
1731 年にヴォルテールはすでに述べていた。「韻文で書かれた優れた言葉はより簡単に覚えら
れるものです 59。」彼は韻文詩と記憶との深い結び付きを強調し、さらにボワローの詩を用いて訴
53

Œdipe, « Préface »（1730）
, OC, t. 1A, p. 262.
Olympie, « Lettre dédicatoire à Mr de Shouvalof »（1761）, OC, t. 52, pp. 389-390.
55
Discours de M. de Voltaire à sa réception à l Académie française（1746）, éd. Karlis Racevskis, OC, t. 30A,
p. 28. ヴォルテールは至る所でフランス語へのコルネイユの功績を讃えている（Lettre à Mairan, 16 août 1761, GC,
t. VI, p. 516 ; Commentaires sur Corneille（1761）, « Avertissement », OC, t. 54 [1975], p. 1 et « Œdipe », OC, t. 55,
p. 808 ; Lettre à Rosset, 22 avril 1774, GC, t. XI [1987], p. 663 ; Irène, « Lettre de M. de Voltaire à lʼAcadémie
française »（1778）, OC, t. 78A, p. 102）。
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Œdipe, « Préface »（1730）
, OC, t. 1A, p. 283.
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Dissertation sur les Électre, OC, t. 31A（1750）, p. 590.
58
Dictionnaire philosophique（1765）
, art. « Hémistiche », M, t. 19 [1879], p. 330.
59
Brutus, « Discours sur la tragédie à milord Bolingbroke »（1731）
, OC, t. 5, p. 163.
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える。
「デプレオーのこの訓えを思い出しましょう。// 悲劇作家から発せられた覚え易い全てのも
のは / あなた方の胸に彼の作品の思い出を長く残させるということを 60。」彼はボワローと共に韻
文で表現された言葉こそが暗記するには効果的であると主張する。ヴォルテールはこの詩を 1764
年の『コルネイユについての注釈』でも引き合いに出し、1778 年の『アカデミーへの手紙』では
2 度も引用し、半世紀も信念を貫いて来たのである。1778 年の 1 つは次のようにある。
「悲劇作家
から発せられた覚え易い全てのものは / あなた方の胸に彼の作品の思い出を長く残させる // とボ
ワローが述べた時 // 彼は脚韻がより簡単に思想を記憶の中に刻み込むということを理解してい
たのではないでしょうか 61 ？」ヴォルテールは悲劇の韻文詩こそが劇作家の考えを人々の心に植
え込むのには一番適しいと繰り返している。彼にとって詩人の使命とは思想を伝えそれを記憶に
止めさせながら教育することなのである。彼は自分の見解を正当化するために言っている。
「歴史
の目的は人に模範として役立たねばならない数少ない偉人の名声を後世に残すことにありまし
た。
［…］人類が暗記すべきものしか記されませんでした。そうした訳で人は記憶を助けるために
韻文詩の持つハーモニーというものを利用していました。最初の哲学者や立法者、開祖、歴史家
らが全て詩人であったというのはそういう訳なのです 62。」初めヴォルテールは伝承すべきことを
記す職業として歴史家を挙げていたが、最終的に他の職に携わる者も全て詩人であったと結論す
る。従って、韻文詩という手段を駆使する詩人こそが暗記すべき物事を胸に刻みつけるのに最も
適した職業となる。そして重要なことは、そのような詩人が教育すべき立場にある哲学者になる
ことで、より効果的に人々を啓蒙しようとヴォルテールが決意していたということである。こう
した観点から彼は 17 世紀の作家らを評している。「その上モリエールには、コルネイユもラシー
ヌもボワローもラ・フォンテーヌも持っていなかった他の功績がありました。彼は哲学者なので
した。そして彼は理論と実践で哲学者なのでした 63。」喜劇作家を称賛しながらも、むしろヴォル
テールにはとりわけコルネイユ、ラシーヌという彼の尊敬する悲劇作家が、哲学者でなかったこ
とが非常に遺憾なのであった。そこで彼はフリードリヒ 2 世に告げている。
悲劇というものは心を矯正しないで心に触れるだけの単なるスペクタクルであるべきで
はないと私は常々考えておりました。もしも情念や古代の英雄たちの不幸が我々を教育しな
ければ、これらは人類にとって何だというのでしょうか？
『タルチュフ』という喜劇は、
［…］この傑作は醜悪さ全体の中でその偽善を見せながら人
間に多くの善をもたらした、ということを人々は認めています。
［…］この種の欺瞞を悲劇において攻撃するのを試みることはできないのでしょうか？ 64
ヴォルテールはモリエールが喜劇の分野で劇作家・哲学者として振る舞っていた姿勢を、今度は
60
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Commentaires sur Corneille, « Les Trois Discours »（1761）, OC, t. 55, p. 1031. Cf. Nicolas Boileau-Despréaux, op.
cit., ch. III, v. 157-158.
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, OC, t. 1A, p. 277.
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Le Siècle de Louis XIV, « Catalogue de la plupart des écrivains français », art. « Molière »（1751）
, GH,
p. 1186.
64
Lettre à Frédéric II, 20 janvier [décembre] 1740, GC, t. II [1977], p. 469.
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自分こそが悲劇においてするのだという決意を見せる。そして彼は自作の悲劇『マホメット』を
採り挙げ、彼が最も人に訴えたかったことを同じ王に打ち明けている。「もしこの作品を読んで、
異国の狂気の軽蔑すべき激昂に絶えず引き込まれようとしている魂を持った誰かが、残酷な誘惑
から身を守ることができ、もしその人が『どうして私は［…］憎み、迫害し、破滅させなさいと
私に声高に命じる盲目の者たちに盲従するのだろうか？』と自分の胸に問いかけてくれたのでし
たら、それだけでこの仕事は十分に報われたと私は思うでしょう 65。」ヴォルテールが『マホメッ
ト』を創作したのは、理性を呼び戻し人々が狂信に陥らないためであった。彼は理性と狂信との
関係を、冤罪の犠牲となったカラスの妻に述べている。
「パリではトゥールーズよりも人は啓蒙さ
れ人間的で、理性が狂信に打ち勝っていますが、その代わり地方では狂信が理性に打ち勝ってい
ます 66。」もちろんヴォルテールの意図は狂信を防ぐことと、宗教的不寛容を攻撃することである。
また彼は伝えることの意義を述べている。「重要なことはそれ［『カクモ宗教ハ罪ヲ奨励サセルコ
トガデキタノカ』］を頻繁に繰り返し、人間たちが最終的に宗教は虎を産むべきではないと気づい
てくれることです 67。」ここではローマの詩人ルクレティウスが引用されているが、実際にはヴォ
ルテール自身が自分の言葉で何度も繰り返し、人々の目を開かせようと日頃から心掛けていたこ
とは、不寛容に対し飽くなき戦いを続けた彼の行動からも明らかである。だからこそ彼は悲劇を
ただの娯楽のためだけでなく、哲学へと高めた悲劇によって人々を啓蒙するために、劇作家とし
て哲学者として振る舞っていたのだった。何より重要なことは、ヴォルテールは『マホメット』
の創作以前から最晩年に至るまで、この決意を表明し続けていたということである。
さようなら、友よ、常に文学と哲学を耕して下さい。
私は敢えて申しますが、詩人は哲学者でなければならない時代に我々は来ているのです。
あなたの傍では私は［…］芸術のためだけにしか働かないでしょう。しかしあなたから離
れて、しっかりと哲学者であらねばなりません。
私は半分詩人、半分哲学者の憐れな老人です 68。
ヴォルテールはその揺るぎない信念をもって、常に悲劇作家として哲学者として人々の啓蒙のた
めに行動していたのであった。

65

Ibid., p. 472.
Lettre à Anne-Rose Calas, 29 décembre 1762, GC, t. VI, p. 1150.
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V．おわりに
以上ヴォルテールの悲劇における改革と保守とについて見て来た。確かに彼はスペクタクルに
関心を持ち、とりわけ恐怖の場面の導入は彼の行った大きな改革の 1 つであった。しかし、常に
教育的観点から悲劇を眺めていた彼は、スペクタクルが恐れや憐れみを効果的に発揮できないと
判断した時は、礼節を重んじる伝統的な悲劇の立場をとる。またスペクタクルと韻文詩とを比較
する際にも、韻文詩の優位性を訴えながら伝統を守ろうとするヴォルテールの確固たる姿勢が見
られた。というのも、彼は韻文詩があって初めて見世物が活かされると考えていたからである。
何より彼には韻文詩の重要性を強調する最大の理由があった。それは脚韻のハーモニーから生ま
れる音楽性によって韻文詩は記憶を助けることができるという、ヴォルテールの信念から来てい
る。だからこそ彼は韻文詩からなる伝統的な悲劇を人々の啓蒙には最も適した手段と考えたので
ある。そして彼は自分の思想を伝えるために、劇作家として哲学者として悲劇を哲学の域にまで
高めようと絶えず自らに言い聞かせたのである。しかしながら、ヴォルテールは伝統的な悲劇に
代わる新しい演劇を創り出そうとしたのでは決してなかった、ということを忘れてはいけない。
彼においては伝統的な悲劇が存在しなければ、哲学の導入という改革は成しえなかったのであ
る。そこに悲劇に対する保守的立場と改革的立場に立つヴォルテールの真の姿が見られると思わ
れる。
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1800 年のフリードリヒ・シュレーゲルにおける
「知解可能性」と「知性」
─ 通俗哲学及びコモン・センスに対する批判に注目して ─

Friedrich Schlegelʼs Concept of Unintelligibility
and Intellect in 1800: Criticism against
Popular Philosophy and Common Sense
山

口

沙絵子（Saeko YAMAGUCHI、東京大学大学院博士課程）

Summary
In the late 1790s, the so-called popular philosophers of the German late Enlightenment
accused the emerging Kantian philosophers of the day, including the leading theoretician of
Frühromantik Friedrich Schlegel（1772-1829）, of making overly abstruse works and claimed
this as evidence of a fallacious deviation from “common sense”. This term was often
translated into German as healthy（gesund）or general（gemein）human intellect
（Menschenverstand）
. This article shows that, despite Schlegelʼs criticism of the common
sense understood as Verstand and seemingly-irrationalistic appraisal of incomprehensibility
in his much-discussed work “On Unintelligibility”（1800）, he conceives of and defends, so to
say, true Verstand that manifests in the very incomprehensibility of philosophical texts that
goes beyond the mere concordance of common sense with conventional prejudices. Such an
argument, which has its latent predecessor in Fichte, shows that Schlegel breaks from the
Enlightenment through his rejection of common sense, but also coincides with it in promoting
true Verstand. One of the challenges in re-examining the relationship between
Enlightenment and German Romanticism has been to determine how the latter valued the
concept of reason（Vernunft）at the core of the former. By focusing on its rather peripheralized
conceptual counterpart, intellect（Verstand）, this research sheds a new light on this issue.
はじめに
ドイツ初期ロマン派の機関誌『アテネーウム』（1798-1800）最終巻の末尾を飾ったフリードリ
ヒ・シュレーゲル（1772-1829）の論考「知解不可能性について（Über die Unverständlichkeit）」1
1

既存の邦訳（Fr・シュレーゲル『ロマン派文学論』山本定祐訳、冨山房、1978 年）において unverständlich の
語は「原理的に理解不可能なこと」という意味では「不可解」
、「理解が困難な（しかし原理的には理解可能な）こ
と」という意味では「難解」と訳し分けられている（同書「解題」xxiii 頁を参照）
。対して本稿ではこれを基本的
に「知解不可能」とした上で、場合により「知性的でない」という別の訳語をカッコ書きで添えた。というのもシュ
レーゲルの議論は verständlich の語が Verstehen/Verstand の両者に対して、必ずしも語源的にではないが少なく
とも意味上の関連を有しており（Vgl. Grimm, J.; Grimm, W.: Art. „verständlich“. In: dies.: Deutsches Wörterbuch,
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は、創刊当初から同誌に対して寄せられてきた、あまりに難解だという非難に対する彼なりの弁
明として位置づけられる。解釈学の歴史におけるその重要性を指摘されるのみならず、システム
同時に彼の残し
論や脱構築といった現代的視点からも様々に論じられてきた 2 この論考はしかし、
た「最も謎めいたテクストの一つ」3 としてそれ自体が非常に晦渋でもある。とりわけ解釈におけ
る躓きの石は、本来次元を異にするはずの二つの主題がそこに共存している点にあるように思わ
れる。一方で論考の出発点及び主たる対象は著述の難解さという言語表現の問題であるが、他方
で後半の一段落（KA II, 371）に限っては謂わば「存在論化」4 された、世界と人間的生の根源にあ
るものとしての「知解不可能性つまり混沌」（Ebd.）が突如として議論の俎上に乗せられるので
ある。度々引用されるこの一段落の重要性は疑うべくもないが、然るに二つの主題の相互関係を
真に明らかにしようとするならば、両者をまず別個に論じることが必要であろう。
そこで本稿では差当り第一の問題、すなわち『アテネーウム』のように文字通り言葉で書かれ
たテクストの難解さを肯定的に捉えるシュレーゲルの思想に的を絞り、これを当時の哲学的文脈
に即して、特に 18 世紀の所謂スコットランド常識哲学において重要な意味を獲得した「コモン・
センス（common sense）」の概念を手掛かりとして明らかにする。哲学書の翻訳などを通じて世
紀後半のドイツ哲学界にも多大な影響を及ぼしたこの概念は、とりわけ後期啓蒙の一潮流に数え
られる所謂「通俗哲学」5 の論者たちから重要視され、彼らが一般に分かり易い哲学叙述を標榜す
Leipzig 1854-1961, Quellenverzeichnis 1971, Bd. 25, Sp. 1587-1608）
「知解可能」とも「知性的である」とも解せる
ことを踏まえていると考えられるからである。Verstehen/Verstand の訳語として（中世神学とりわけアンセルムス
の信仰理解の文脈で慣例的に intelligere/intellectus にあてられる）
「知解スル／知性」の語を採用したのは、神学
的文脈への目配りからではなく、単に語形上の類似を明確に示そうという意図による。なお「理性」を Verstand の
訳語とするのは慣行を鑑みても無理があり、不要な混乱を招く恐れがあるため「理解スル／理性」とはしなかった。
「悟性」はカント哲学における用法をあまりに強く想起させ、また対応させるべき適当な動詞形も見当たらないた
め、これを避けた。
2
比較的近年の先行研究の例としては、解釈学の歴史におけるその独自性を論じたものとして Scholtz, Gunter:
Das Unverständliche bei Chladenius und Friedrich Schlegel. In: Gudrun Kühne-Bertram und Gunter Scholtz
（Hg.）: Grenzen des Verstehens. Philosophische und humanwissenschaftliche Perspektiven, Göttingen 2002, S. 1733. システム論的な視点に立って論じたものとして Landgraf, Edgar: Comprehending Romantic Incomprehensibility.
A Systems-Theoretical Perspective on Early German Romanticism. In: MLN, Vol. 121, No. 3（2006）, pp. 592-616.
脱構築との共通点に注目したものとして Schumacher, Eckhard: Die Ironie der Unverständlichkeit. Stabilisierung
und Destabilisierung bei Jaques Derrida, Friedrich Schlegel und Johann Georg Hamann. In: Bernhard Gajek
（Hg.）
: Die Gegenwärtigkeit Johann Georg Hamanns. Acta des achten Internationalen Hamann-Kolloqiums an
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2002, Frakfurt a.M. 2005, S. 383-398. が挙げられる。
3
Breuer, Ulrich: Friedrich Schlegel. In: Wolfgang Bunzel（Hg.）: Romantik. Epoche – Autoren – Werke,
Darmstadt 2010, S. 69.
4
Arndt, Andreas; Zovko, Jure: Einleitung. In: Friedrich Schlegel: Schriften zur Kritischen Philosophie 1795 –
1805. Mit einer Einleitung und Anmerkung, hg. von Andreas Arndt und Jure Zovko, Hamburg 2007, S. LIV.
5
1990 年代後半以来の再評価の機運の中で、
「通俗哲学」は「啓蒙」の自己理解という点で重要であったことが指
摘されている。図式的には 18 世紀半ばに「講壇哲学（Schulphilosophie）」との対比のうちに成立したと位置づけ
られる「通俗哲学」に関する哲学史記述の歴史と現在の研究状況については Böhr, Christoph: Philosophie für die
Welt. Die Popularphilosophie der deutschen Spätaufklärung im Zeitalter Kants, Stuttgart-Bad Cannstatt 2003,
S. 236-272 を参照。「通俗哲学」の語は、哲学史的語彙としては哲学史家 W. L. G. エーバーシュタインによって 1794
年 に 初 め て 用 い ら れ た と さ れ る（Holzhey, H.: Art. “Popularphilosophie”, in: Historisches Wörterbuch der
Philosophie [HWPh], hg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Basel/Darmstadt 1971-92, Bd. 7, Sp. 1094）
。
こうした哲学史的呼称の常であるとおり、誰を「通俗哲学者」と見なすのかは論者により異なり、
「通俗哲学」の核
心にある「通俗性（Popularität）」の理念もまた厳密化が必要である。本稿では詳述しないが、筆者の考えではそこ
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る立場から難解なテクストを攻撃する際の理論的根拠となったからである。その有力な独訳語と
しては、逐語的な「共通感覚（Gemeinsinn）
」に並び「健全な（gesund）」あるいは「通常の
（gemein）
」という形容詞を伴う形で「知性（Verstand）」「人間知性（Menschenverstand）
」あ
るいは「理性（Vernunft）」
「人間理性（Menschenvernunft）」の語がほぼ意味上の別なく交換可
能な形で一般的に用いられた 6。ただしこのように用語上錯綜している感のある当時の議論を、論
考「知解不可能性について」のシュレーゲルはあくまでも「知性」の問題として捉えている。
語源という導きの糸を―それが至極尤もであると思われる場合に―好んで頼りにした
が る、 健 全 な 人 間 知 性 な る も の［ の 持 ち 主 ］ は、 知 解 不 可 能 性［ 知 性 的 で な い こ と ］
（Unverständlichkeit）の原因は非知性（Unverstand）にあるのだという推測に、容易に辿
り着き得ることであろう。ところで私は生来、非知性を全く我慢できないたちであって、知
性の欠如した者たち（Unverständigen）の非知性もそうだが、ことに知性のある者たち
（Verständigen）の非知性がもっと我慢できない。（363）
能力としての知性の有無にかかわらず見られる「非知性」とは、
「知性」が（その不在あるいは誤
用のために）正しく働かせられていない状態全般を指すと言ってよいだろう。シュレーゲルはこ
こで「健全な人間知性」に基づく通俗哲学的見解を「知解不可能性［知性的でないこと］の原因
は非知性にある」という命題によって定式化しつつ、
『アテネーウム』の難解さの原因は著者の側
における「知性」の欠如あるいは不十分な使用にあるのではないかという嫌疑に対し、自らはあ
くまで「知性」の側に与する者であることを表明しているのである。
以上を踏まえて本稿では「コモン・センス」に対するシュレーゲルの批判を「知性」の問題と
して捉え直し、最終的には彼の論じるテクストの「知解不可能性」の内実を明らかにすることを
目指す。以下第 1 節では、まずシュレーゲルの論考に至るまでの「コモン・センス」概念をごく
簡単に辿る。次いで第 2 節では彼の「コモン・センス」批判を、多くの場合見過ごされがちな個々
の独訳語の差異に気を配りながら検討する。第 3 節ではテクストの「知解不可能性」に対するシュ
レーゲルの立場を先行するフィヒテの議論との関わりにおいて明らかにする 7。その上で第 4 節で
には伝達の表現形式、伝達の目的及び内容、そして伝達の根拠という三つの問題群がある。本稿では差し当り第一
の問題のみを扱い、具体的な論者としてはガルヴェとニコライを取り上げる。シュレーゲル自身、彼らは「この時
代の悪魔」であるところの「凡庸さ（Mediokrität）」を「この時代の宗教にまでもたらしてしまった」（KA XVIII,
228: PL IV-408）と述べるなどして、この二人に対して特に批判的な立場を取っている。
6
後世に及ぼした影響という点から言えば、哲学的述語として「理性」と「悟性（知性）
」を明確に区別し前者を
後者よりも高次に位置づけるカントの枠組みが決定的であるが、18 世紀末当時の語法それ自体は未だ非常に流動的
であり曖昧でもあったことに留意されたい。両概念に関する主要文献としては Schneiders, Werner: Vernunft und
Verstand - Krisen eines Begriffspaares. In: Lothar Kreimendahl（Hg.）
: Aufklärung und Skepsis. Studien zur
Philosophie und Geistesgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Günter Gawlick zum 65. Geburtstag,
Stuttgart-Bad Cannstatt 1995, S. 199-220. 特に S. 208ff. を参照した。
7
シュレーゲルの「知解不可能性」論に哲学史的観点から言及した比較的近年の論考として、知の最終的根拠の存
在を否定するというシュレーゲルの反基礎づけ主義（Anti-foundationalism）的な思想に焦点を当てた E. ミラン＝
ザイバートの研究がある。この研究は 18 世紀末当時の「コモン・センス」をめぐる議論に一章を割いており、本稿
もここから多くの示唆を得ている。然るにシュレーゲルの「知解不可能性」論の解釈は、それ自体は研究全体の本
旨からしてやや周辺的な言及に留まるものであるとは言え、看過できない問題を孕んでいる。ミラン＝ザイバート
によれば、シュレーゲルがテクストの「知解不可能性」を承認するのは、我々がテクストの意味を最終的に決定す
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は、1800 年のシュレーゲルにおける肯定的な「知性」概念を、
「コモン・センス」的な「知性」と
の対比から考察する。
1．コモン・センス的な「知性」と通俗哲学
そもそも英語の「コモン・センス」が「知性」や「理性」といったドイツ語によって翻訳され
得たという事実は、或いは一見したところ奇妙にも思われるだろう。そこでその背景にはスコッ
トランド哲学の受容以前からドイツ哲学が有していた概念的伝統があったことを、まず確認しな
ければならない。18 世紀ドイツにおける「コモン・センス」概念に関して現在でも基本的文献と
なっている M. キューンの研究が受容の前史として整理するところによれば、そこには大別して
ヴォルフ流の「センスス・コムニス（sensus communis）」とトマージウス流の「レクタ・ラチ
オ（recta ratio）」という二つの流れが存在した。前者は多くの場合「通常の人間知性（gemeiner
Menschenverstand）」と訳され、経験的世界あるいは日常言語の世界に関わるもの、そして同時
に純粋な理論的理性によって矯正あるいは正当化されねばならない不十分なものとして理解さ
れた。対して普通「健全な知性（gesunde Vernunft）」と訳された後者は、堕落した自然的理性
の中にも不完全ながら残っている神的理性として位置づけられ、思弁的哲学の攻撃から宗教的真
理を守るという神学的文脈の中で特に大きな重要性を付与された。理論により補完されるべき
「通常の人間知性」と真理の基準としての「健全な理性」という初期啓蒙におけるこのような用語
上の区別が、1750 年代に入ってクルージウスの著作において消失したことにより、両者は類義語
として扱われることになった 8。
1760 年代からドイツで受容されたスコットランド哲学流の「コモン・センス」が翻訳の過程で
これらの語に置き換えられたのは、その内実がまさにこの二つの用語の流れを融合するもので
あったからだと考えられる。無論、
「コモン・センス」概念の内実は非常に曖昧である 9。しかし主
としてヒュームの懐疑論への応答として受容されたリード（1710-1796）、オズヴァルト（17031793）、ビーティー（1735-1803）らの思想は概して、経験的観察や帰納に基づいて発見される人
間精神の原理をアプリオリかつ証明不要として前提する、というものであった 10。そうした原理た
る「コモン・センス」が一方では非理論的で経験的でありながら、他方ではまた懐疑論に抗って
真理の基準をなすという点に注目するならば、これはまさにヴォルフ流の「通常の人間知性」と
トマージウス流の「健全な理性」を共に含みこむものであった、と言えるだろう。
るための確実な哲学的基盤を持たないがゆえである。これに対してフィヒテは、哲学の第一原理の存在を擁護した
ために絶対的な知解可能性を主張することになったとして、シュレーゲルに対置させられている（Vgl. MillánZaibert, Elizabeth: Friedrich Schlegel and the Emergence of Romantic Philosophy, Albany 2007, p. 83）。しかし第
一に、フィヒテ解釈の論拠として引用されているテクストからこのような内容は読み取れない。第二に、知の最終
的根拠の存在を認めるか否かという問題と、個々のテクストがその都度知解可能であるかという問題は次元を異に
しており、両者を直接因果のうちに結びつけるのは議論の飛躍である。
8
以上、
18 世紀前半のドイツ哲学における展開については Kuehn, Manfred: Scottish Common Sense in Germany,
1768-1800. A Contribution To the History of Critical Philosophy, Kingston 1987, pp. 251-267 を参照した。なお、
ここでのキューンの議論の主眼はヴォルフやトマージウスによるコモン・センス概念のみに基づいて（つまりスコッ
トランド哲学の影響を度外視して）1755 年以降のドイツ哲学の発展を説明することはできない、と論じることにあ
る。
9
長尾伸一『トマス・リード：実在論・幾何学・ユートピア』名古屋大学出版会、2004 年、第六章を参照。
10
スコットランド常識哲学の基本的傾向については、特に Kuehn: Scottish Common Sense, p. 34 を参照。

− 41 −

1770 年以降一時的に成功を収めた「通俗哲学」の思想家たちは、自らの標榜する（学者のみな
らず）一般教養人にも受け入れ易い哲学叙述の理論的根拠として特にこの「コモン・センス」と
の一致を重視した。その際、啓蒙思想におけるレトリック批判の流れを継承する彼らの思想を構
成する主要な要素の一つとなったのが、特に新奇な専門用語の不明瞭さに対する批判であった 11。
こうした通俗哲学者たちにとって『純粋理性批判』
（1781）の公刊をもって登場したカント流の批
判哲学は、非実用的で経験から遊離しており、そして何より専門用語の多用のために徒に晦渋な
ものとなっているのではないかという疑いをもって現れた。当時メンデルスゾーンや前批判期の
カントと並んで最も成功した作家の一人であったクリスチャン・ガルヴェ 12（1742-1798）は、カン
トとの間で行われた一連の議論の発端となった『純粋理性批判』に対する書評（1782/83）におい
て、難解な「暗い迷宮」としてのカントの著作に「通常の人間知性（gemeiner Menschenverstand）
［コモン・センス］の昼光」13 を象徴的に対置させ、一方では厳密さを担保する上での専門用語の
必要性を認めつつも、他方でカント哲学は厳密さを多少犠牲にしてでも「より普通の言葉に翻訳
され得るものでなければならない」14 として「コモン・センス」に基づく通俗的提示の必要性を強
調している。この概念は後の論考「講演の通俗性について」（1793 年初出、1796 年に「論文集」
に再録）おいては、叙述内容の真理性の基準にまで高められる。ガルヴェによれば、通俗的提示
の 失 敗 と は 新 た に 構 築 さ れ た「 体 系 の 独 特 の 形 式 が、 一 般 の 人 間 理 性（allgemeine
Menschenvernunft）［コモン・センス］からの実際の逸脱をはらんでいる」ことから生じるので
あり、ゆえにそこには「同時に誤謬が隠されている」15 ことになるからである。
1790 年代後半に至って、通俗哲学の立場からカント派の一員としてのシュレーゲルに対して行
われた批判も、同様にこうした「コモン・センス」からの逸脱をその根拠とするものであった。
そこで主要な批判者となったのが、出版業者兼文筆家としてベルリン啓蒙主義の中心をなし、特
に書評誌『ドイツ百科叢書』
（Allgemeine Deutsche Bibliothek）
（1765-1806）の編集者として知

11

批判者の典型として頻繁に引き合いに出されるロックが、人が恣意によって陥る「言葉の誤用」の第一の例と
して『人間知性論』（1689）第 3 巻第 10 章において非難したのも「偉大な鋳造の達人たち（great mint-masters）」
によって
「作り出される
（coin）
」
ところの
「新しい用語」
（Locke, John: An Essay concerning Human Understanding,
edited with an introduction, critical apparatus and glossary by Peter H. Nidditch, Oxford 1975, p. 491）が明晰な
観念に対応していないという事態であった。ちなみに通俗哲学の背景にロックがいることはシュレーゲルも把握し
ており、彼はロックをニュートンと並んで「通俗哲学のアリストテレス」かつ「彼らの教会における流行」
（KA
XVIII, 224）であると位置づけている。
12
ガルヴェに対する評価の変遷については Koch-Schwarzer, Leonie, Populare Moralphilosophie und Volkskunde.
Christian Garve（1742-1798）- Reflexionen zur Fachgeschichte, Marburg 1998, S. 269-291 を参照。カントはガル
ヴェに自らの批判哲学を広める上での協力者としての期待をかけており、後の『道徳形而上学』（1797）でも彼を
「言葉の真正な意味における哲学者」
（AA VI, 206）と称している。ガルヴェによるカント批判については以
下の文献を参照した。Vgl. Altmayer, Claus: Aufklärung als Popularphilosophie. Bürgerliches Individuum und
Öffentlichkeit bei Christian Garve, St. Ingbert 1992, S. 640-661; Koch-Schwarzer: Populare Moralphilosophie, S.
303-322; Böhr: Philosophie für die Welt, S. 108-104.
13
Garve, Christian: Kritik der reinen Vernunft, von Immanuel Kant [Rezension]. In: Allgemeine deutsche
Bibliothek, Anh. 37-52 Bd., 2.Abt, 1783, S. 839.
14
A.a.O., S. 840.
15
Garve, Christian: Von der Popularität des Vortrages（1796）
. In: ders.: Popularphilosophische Schriften über
literarische, ästhetische und gesellschaftliche Gegenstände im Faksimiledruck, hg. von Kurt Wölfel, Bd. 2,
Stuttgart 1974, S. 350.
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られるフリードリヒ・ニコライ 16（1733-1811）である。若きシュレーゲル兄弟に当初は目をかけな
がらも、フリードリヒによる 1796 年の異端的なレッシング論をきっかけに批判に転じた彼に言わ
せれば、シュレーゲルの『ギリシア人とローマ人』
（1797）は「複雑怪奇な批判の誤解をともなっ
た応用によって一人の若者の健全な理性（gesunde Vernunft）［コモン・センス］がいかに損傷
させられ得るかについての証拠」17 に他ならなかった。このような立場からニコライは風刺小説
『S・グンディーベルトの生活と意見』（1798）において作中にシュレーゲルの見解の代弁者を登
場させ、その上でこの代弁者を「健全な理性［コモン・センス］へと再び連れ戻す」18 ことは自分
には無理であった、と別の登場人物をして告白せしめており、さらに翌 1799 年の風刺小説『アー
デルハイト・B からその女友達ユーリエ・S に宛てた私信』では、作中でシュレーゲルの『アテ
ネーウム断章』
（1798）を専ら台詞として引用し口にする大学教授が「健全な理性［コモン・セン
ス］を学問によってみずから損ねてしまう」19 人々、すなわち難解で現実に応用不可能なことを頻
りに言い立てる大学人の化身として描写されてさえいる。シュレーゲル兄弟の著作が難解である
という評判は、E. シューマッハーの研究によれば『アテネーウム』誌の創刊当初から存在してい
たが、とりわけニコライによる 1799 年の風刺小説は同年を通じて顕著に増加した同誌に対する批
判の「決定的な結節点」となり、以来「健全な知性」と「病的」な「知解不可能性」を区別する
ニコライの立場は「続くほとんどすべての風刺や批判において再生産」20 されることになった。
2．「健全な（gesund）」「通常の（gemein）［凡俗な／共通の］」という形容詞をめぐって
シュレーゲルは「コモン・センス」に対する自らの批判を、その最大の批判者として知られる
カントのそれを超えてさらに徹底的なものであると考えていた節がある。よく知られているよう
に『プロレゴーメナ』（1783）の序論においてカントは、ヒュームの「反対者であるリード、オズ
ヴァルト、ビーティー」に言及し、彼らの発案した「神託として」の「通常の人間知性［コモン・
センス］に訴えること」は「何らの洞察もせずに挑戦するための便利な手段」
（AA IV, 259）に過
ぎない、と糾弾していた。このような記述にもかかわらず、シュレーゲルは 1797 年の断章で「哲

16

ニコライに関しては 1960 年代からのドイツ 18 世紀史研究の活性化の中でドイツ啓蒙主義のキーパーソンとし
ての再評価が進んでいる。その 2000 年までの動向については戸叶勝也『ドイツ啓蒙主義の巨人：フリードリヒ・ニ
コライ』朝文社、2001 年、2-11 頁を参照。ニコライとシュレーゲルの関係については、特に Albrecht, Wolfgang:
Friedrich Nicolais Kontroverse mit den Klassikern und Frühromantikern（1796-1802）
. In: Hans-Dietrich
Danke; Bernd Leistner（Hg.）: Debatten und Kontroversen. Literarische Auseinandersetzungen in Deutschland
am Ende des 18. Jahrhunderts, Berlin 1989, S. 26-39 を参照した。
17
Nicolai, Friedrich: Vorrede des Verlegers. Zu: [Johann Christoph Schwab]: Neun Gespräche zwischen
Christian Wolff und einem Kantianer über Kants metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre und der
Tugendlehre, Berlin/Stettin 1798, S. 56.（Zit. nach Albrecht: Friedrich Nicolais Kontroverse, S. 30f.）
18
Nicolai, Friedrich: Leben und Meinungen Sempronius Gundibert s eines deutschen Philosophen. Nebst zwey
Urkunden der neuesten deutschen Philosophie, Berlin und Stettin 1798, S. 218. ND: Nicolai, Friedrich:
Gesammelte Werke, hg. von Bernhard Fabian und Marie-Luise Spieckermann, Bd. 10, Hildesheim/Zürich/New
York 1987.
19
Nicolai, Friedrich: Vertraute Briefe von Adelheid B. an ihre Freundin Julie S., hg. und mit einer Nachwort
von Günter de Brün, Frankfurt a.M. 1983, S. 80.
20
Schumacher, Eckhard: Ironie der Unverständlichkeit. Johann Gerog Hamann, Friedrich Schlegel, Jacques
Derrida, Paul de Man, Frankfurt a.M. 2000, S. 177.
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学はいまや通常の人間知性［コモン・センス］と和解したのだという歓呼の声は、カントのうち
にも存在する」（KA XVIII, 22: PL II-43）と述べ、カントの思想とコモン・センスの繋がりを強
調している。両者の間に隠れた本質的関連を見出すという議論は前述のキューンの研究にも見ら
れる 21。おそらくシュレーゲルも同様の見解を持っていたのであろう 22。
シュレーゲルの「コモン・センス」的な「知性」に対する批判を検討する上では、ドイツ語表
現上の様々な差異を無視することはできない。まず「知性」の語に添えられる「通常の（gemein）」
というドイツ語には、カントも意識していた「凡俗な（vulgaris）」そして「共通の（communis）」
という二つの含意があることに留意しなければならない 23。すなわち「通常の知性」は第一の意味
では学問的な哲学的知性に対置される日常的知性として、そして第二の意味では特殊例外的知性
の誤謬を是正する基準となる、万人に普遍妥当的知性として解され得るのである 24。こうした「通
常の知性」はまた、
「健全な」知性としては、
「病」に対置させられる。通俗哲学の立場からすれ
ば、
「凡俗」かつ「共通」な「通常の知性」こそが「健全」であり、反対に非日常的で特殊な哲学
的知性は「病」として排除されるべきものとなるのである。
何よりもまず「健全さ」と「病」という対概念に即しては、シュレーゲルの「健全な知性」に
対する批判が決して「健全さ」の否定や「病」そのものの称揚を意味しない、ということが指摘
されて然るべきであろう。「ロマン主義」という概念は、その定義はどうあれ度々「病」と結びつ
けられてきた。特にゲーテによる次の言葉が決定的に有名である。
「古典的なものをわたしは健全
なものと呼び、ロマン的なものを病的なものと呼ぶ。」25 しかしシュレーゲルの主張は「健全」で
あると標榜している「コモン・センス」こそ「病的」なのだ、という点にある。こうした視点は
件の『プロレゴーメナ』の一節で「健全な知性」は「みずからを多くの場合反語的に（per
antiphrasin）そう名付けている」（AA IV, 260）と述べるカントにも既に見られるが、これに対
しシュレーゲルはより明確に「健全な人間知性」は「イングランドで発生したひとつの疫病
（Epidemie）」（KA II, 174: AF 61）ですらあるとして、これを「病」と結びつけている。
21

キューンによればカントの思想の「歴史的源泉」のみならず、その「体系的基礎を適切に理解する」（Kuehn:
Scottish Common Sense, p. 191）上でも「コモン・センス」は非常に重要な意味を持っている。キューンの解釈に
よれば、カントが『プロレゴーメナ』で「コモン・センス」に批判的態度をとったのは自らの理論の独自性を強調
するためであり（Vgl. p. 193）カントは明らかに「哲学なしのコモン・センス」も「コモン・センスなしの哲学」も
上手く行かないと考えていた（Vgl. p. 247）。ただしキューンの議論は、カントが少なくとも『判断力批判』（1790）
第 40 節では概念的に区別しようとしていたはずの「共通感覚」と「健全な知性」の双方を原語への目配りがないま
ま「コモン・センス（common sense）」と訳出してしまっている点では、問題を孕む。
22
まさにこの点にこそ彼がカントとガルヴェ、ニコライの間に類似を見出し（KA XVIII, 67: PL II-469）そこから
距離を取ろうとした理由もあると考えられる。
23
カントは『判断力批判』第 40 節において、
「通常の人間知性」と「共通感覚（Gemeinsinn）」を区別した上で、
後者に含まれる gemein という形容詞が「凡俗な（vulgar）」ではなく「共通の（gemeinschaftlich）」（AA V, 293）
という意味であるべきことを強調している。また『実践的見地からの人間学』
（1798）にも、sensus communis と
sensus vulgaris への言及がある（Vgl. AA VII, 139）。以下では gemein の語を、その含意が明らかな場合には「凡
俗な」あるいは「共通の」と訳し分けつつ、原語を併記する。
24
こうした「通常の」という形容詞の二義性は、まさに非理論的なセンスス・コムニス（ヴォルフ）及び真理の
基準としてのレクタ・ラチオ（トマージウス）の区別にも対応する。初期啓蒙におけるかの区別はこのように、用
語上はともかく内実としては 1790 年代の議論にも脈々と受け継がれているように思われる。
25
Zit. nach: Jenisch, Erich: „Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke“.
Goethes Kritik der Romantik, In: Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft, Bd. 19
（1957）
, S. 51.
ただし 1820 年代後半になされたこの発言そのものは、直接シュレーゲルを批判の対象としたものではない。
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シュレーゲルが「コモン・センス」的な「知性」をそれほどまでに拒否した根拠の最大の手が
かりとなるのが、
『あるドイツ知識人サークルによる哲学雑誌（Philosophisches Journal einer
Gesellschaft Teutscher Gelehrten）』
（以下『哲学雑誌』
）に対するシュレーゲルの書評（1797）
である。その冒頭で彼は、当該雑誌の主幹編集者であり当時イエーナ大哲学教授でもあった F. I.
ニートハンマー（1766-1848）が創刊号の序文及び第一論文「哲学に対する通常の知性［コモン・
センス］の要求について」で唱えた「コモン・センス」論に異議を唱えている 26。常識哲学からの
影響を受けつつも、あくまでカントに連なる批判哲学者を自任していたニートハンマー自身は、
二重の意味で通俗哲学から距離を取ろうと試みている。第一に彼は「通俗的」であること、すな
わち「凡俗な（gemein）知性」に影響を及ぼすことをこの雑誌の目的としながらも、叙述の平易
さによる直接的影響の行使を目指す通俗哲学とは別の道を取っている。彼によれば「通俗性」は
「凡俗な知性の使用（gemeiner Verstandesgebrauch）」に最も近い領域である「個別諸科学」27 が
現在用いている、曖昧な諸概念に対して厳密な体系的規定を付与することにより間接的に達成た
されなければならない。第二に彼は「共通の（gemein）知性」を「あらゆる人間にとって等しく
妥当すること、それゆえに万人にとって例外なく共通（gemein）であることを要求する諸判断」28
を下すものと定義しながらも、その普遍妥当性を単なる「要求」の次元において捉えている。ゆ
え に 彼 に よ れ ば「 我 々 の 知 の す べ て の 確 実 性 の 基 礎 を な す 共 通 の（gemein） 知 性 の 主 張
（Aussprüche）を、懐疑論に抗して擁護し、普遍妥当的なものとして証明すること」29 が哲学の唯
一の課題となる。「証明」の必要性を強調することで、それを不要とみなす通俗哲学との差異化を
図っているだと言えよう。
こうした二面性を持つニートハンマーの「通常の知性」論に対し、シュレーゲルはそれぞれ反
駁を行っている。第一にシュレーゲルによれば、ニートハンマーのように「凡俗な知性」を導く
ために個々の知の分野を統一する「学問の学問（Wissenschaft der Wissenschaft）」30 として哲学
を構想することは、哲学本来のあり方の歪曲に繋がる。というのも「哲学」とは「目的それ自体
であるべき」（KA VIII, 13）であり、
「自らの高い尊厳」を少しでも保持しようとするならば「所
与の知に対して学問的な統一を求めること」
（Ebd.）を自らの使命とすることはできないからで
26

ニートハンマーの位置づけについては、Vieweg, Klaus: Skepsis und Common sense - Hegel und Friedrich
Immanuel Niethammer. In: Kraus Vieweg; Brandy Bowman（Hg.）: Wissen und Begründung. Die SkeptizismusDebatte um 1800 im Kontext neuzeitlicher Wissenskonzeptionen, Würzburg 2003, S. 127 を参照。
27
Niethammer, Friedrich Immanuel: Vorbericht über Zweck und Einrichtung dieses Journals. In:
Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten, hg. von Friedrich Immanuel Niethammer, Bd.
1, Heft 1（1795）
, S. VI. ND: Hildesheim 1969. 原文には頁数が記されていないため、これを補った。
28
Niethammer, Friedrich Immanuel: Von den Ansprüchen des gemeinen Verstandes an der Philosophyie. In:
Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten, Bd. 1, Heft 1（1795）, S. 2. ND: Hildesheim 1969.
29
A.a.O., S. 5.
30
Niethammer: Vorbericht, S. IV. こうした議論の大きな背景としては、個別諸科学が次第に独立していったこと
で固有の対象と機能を縮小しつつあった 18 世紀末の哲学が、自身をいかに正当化するのかという問題に直面してい
たという事情がある（Vgl. Altmayer: Aufklärung als Popularphilosophie, S. 617f.）。カントの『諸学部の争い』
（1798）によって知られるような制度上の問題にも関わる哲学の自己了解の問題に対する回答として、例えばカント
は「近代科学を考慮した上での防御的な自己反省」（ヴェルナー・シュナイダース『理性への希望：ドイツ啓蒙主義
の思想と図像』
、法政大学出版局、2009 年、176 頁）に向かい、あるいは通俗哲学は近代科学の学問性に対抗して
「哲学の実存的性格を強調」し、それを「有用性、あるいは人間の幸福にとって意味のある主たる真理に限定しよう
とする実用主義的な試み」（前掲書、173 頁）へと向かった。ニートハンマーの主張は、個別諸科学と哲学の調停と
いう難問に対する（必ずしも上手くいっているとは言えない）一つの回答であると言えよう。
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ある 31。それゆえ彼はニートハンマーとは異なり、「凡俗な知性」と「哲学」を厳密に分離する。
シュレーゲルによれば両者は「互いにいかなる積極的な要求をも行い得ない」のであり、むしろ
「それぞれ相手にたいして相手の領域においては干渉しないという義務」
（Ebd.）を負うのである。
ここでは「凡俗な知性」をそもそも哲学の取り組むべき課題を同定する上で視野に入れようとす
るニートハンマーの構想が、哲学に対する非本来的な見方として批判されている。
第二にシュレーゲルは、ニートハンマーが「共通の知性の主張」の普遍妥当性を「要求」に留
めることによって通俗哲学との差異化を目指そうとしたことを暗に批判する形で、
「共通の知性」
を「普遍的に妥当するという直接的な要求を単に行うのではなく（というのもいかなる個人的な
妄想であってもそうしないものはないのだから）実際に普遍妥当的である見解の総括概念」
（Ebd.）として定義する。シュレーゲルの解釈によれば、単なる普遍妥当性の「要求」であれば
「個人的な妄想」さえをも含むあらゆる判断に見られるのであるから、これは「共通の知性の主
張」に固有の特徴とはなり得ず、ニートハンマーは畢竟「共通の知性」を事実として普遍妥当的
なものと見なしてしまっていることになる 32。こうしてシュレーゲルはニートハンマーの思い描
く「共通の知性」と通俗哲学の同質性を強調し、その恣意性を次のように指摘する。
この意味における共通の知性の主張を微塵も演繹せずに、その他のあらゆる無数の主張から
選り分け完全に提示するということは、決して簡単な仕事ではない。ところでそれを為しう
るのはただ哲学者のみであり、しかもただ哲学によってである。これは言うまでもなく循環
である。ゆえに共通の知性もまた各々の哲学においては全く別のことを口にするが、その内
容は総じてその哲学と全く一致するのを常としている。（14）
「共通の知性の主張」とは哲学者が自らに都合のよい内容を恣意的に選択した結果生じる「死した
道具」（Ebd.）に過ぎない。それにもかかわらず、これを自らの議論を正当化するための客観的
根拠とするのは循環的な欺瞞である。それゆえにシュレーゲルは普遍妥当的な「共通の知性」の
31

シュレーゲルは日常的知性を全面的に否定したわけではない。彼の批判の要点は、ニートハンマーが「哲学に
相対するものとしての凡俗な知性に、正当であるよりも多くのことを容認している」
（KA VIII, 13）という点にあっ
たが、この箇所からは彼が裏を返せば「凡俗な知性」をあらゆる場合において否定しているのではなく、一定の「正
当」な範囲内においてはその権利を容認し得ると考えていたことが伺える。この範囲を同定する手がかりとなるの
が、1800 年に至ってシュレーゲルが行う哲学の三つの時期の区分、とりわけ「哲学が自己自身を構成する」第一の
時期と「哲学が自己自身のうちから出て、生の哲学となる」
（KA XII, 78）第二の時期の区別である。彼によれば、
前者の場合においては「凡俗な（gemein）知性の発言内容を問題にすることは許されない」が、後者においては
「凡俗な知性の哲学への問いかけが忌むべきものとされるようなことはまったくあり得ない」（85）。
32
確かにニートハンマーの議論には「共通の知性の主張」が普遍妥当性に関して行う「要求」の正当性をいかに
して判定するのか、という点に関して混乱が見られるように思われる。この問題はニートハンマーの議論の背景に
ある後期ラインホルトの「通常の健全な人間知性」の理論においても同様に見られる。ラインホルトは 1794 年の論
文「健全な知性と哲学的知性によって可能となる知の基礎から見た両者の違いについて」において、数多ある「通
常の知性」の可謬的諸判断の中からいかにして「通常の健全な知性」の行う真なる主張を選別するかという問題に
取 り 組 ん で い る が、 そ の 答 え は 十 分 に 明 確 で あ る と は 言 え な い（Vgl. Reinhold, Karl Leonhard: Über den
Unterschied zwischen dem gesunden Verstande und der philosophierenden Vernunft in Rücksicht auf die
Fundamente des durch beide möglichen Wissens. In: ders.: Beiträge zur Berichtigung bisheriger
Mißverständnisse der Philosophen, Zweiter Band, die Fundamente des philosophischen Wissens, der
Metaphysik, Moral, moralischen Religion und Geschmackslehre betreffend, mit einer Einleitung und
Anmerkungen, hg. von Faustino Fabbianelli, Hamburg 2004, S. 9-48）。
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虚構性を主張し、その存在を否定するのである。
3．非知性的であるがゆえの「知解可能性」：フィヒテとの連続性
「コモン・センス」批判と「知解不可能性」の問題を関連づけて論じるシュレーゲルの視点は、
先述の『哲学雑誌』書評において彼が「所謂健全な人間知性の主張について、いかに精神をもっ
て哲学するべきかを示す模範（Muster）」（KA VIII, 29）であるとして賞賛している同誌所収の
フィヒテの論文「シュミット教授の提示した体系と知識学の体系との比較」
（1796）のうちに既に
見られる。この論文はイエーナ大学における彼の同僚であった C. C. E. シュミット（1761-1812）
の主張に応答してフィヒテ自らの「知識学」の優位を論じるという論争的なものであったが、こ
こでは同時に「知性」と「知解可能性」の問題が論じられてもいるのである。ただしフィヒテ自
身は「健全な人間知性」の語そのものを用いてはいない。そこでまず、シュレーゲルがいかなる
議論を「規範」として捉えたのかを明らかにしなければならない。
シュレーゲルが頁数のみを挙げて参照する箇所でフィヒテは実のところ、あらゆる哲学はそれ
を越えて思索を進めることの不可能な「直接的な意識」を通じて知られる「意識の事実（Tatsache
des Bewußtseins）」
（GA I/3, 257）に基づくべきであるというシュミットの主張に対し、この「意
識の事実」がいかなる意味で「事実」足りうるのかを問題にしている。フィヒテの議論を整理す
るならば、その要点は「意識の事実」が思索の最終的限界であるという主張は、この「事実」が
単に外的に与えられたものであることを露呈するものだ、という点にある。フィヒテによれば、
人 々 は 幼 年 時 代 か ら「 乳 母 」 や「 世 話 係 」 や「 教 理 問 答 書 」 に よ っ て 謂 わ ば「 基 礎 体 系
（Grundsystem）」（Ebd.）を刷り込まれており、これをただ無批判に、その発見過程をもはや問
うことなく受け入れている。シュミットが「意識の事実」としているものも、その出所が問題に
されない「事実」として主張される限りにおいてこの基礎体系に属し、
「噂」や「教理問答書」
（263）からの受け売りであることを自ら示してしまう。なぜなら「事実」の起源を遡求できない
ということは、そこへ到達するまでの議論の道筋を知らない、ということに他ならないからであ
る。こうした「意識の事実」に関するフィヒテの議論を「健全な人間知性」に対する批判の「模
範」と見なすシュレーゲルの視点から換言するならば、
「コモン・センス」とは決して哲学の基礎
たり得るものではなく慣習によって刷り込まれた先入観に過ぎないのだ、ということになるだろ
う。
さらにフィヒテは、同論文の中で「ある種の説教、講義や書き物が普通の聴衆及び読者に対し」
て「並はずれた知解可能性」
（Ebd.）を有するという事態について、二点の重要な指摘を行って
いる。第一に「みずから思考する者（Selbstdenker）は、それらを一語たりとも知解することが
できない」という点、そして第二にその理由は「そこに知性がまったくない」
（Ebd.）ことに求
められる、という点である。ここでフィヒテは「知解可能性」の相対性に目を向けつつ、それを
「みずから思考する者」にふさわしい「知性」に基づくものと、そうでないものとに分けて考えて
いるのである。彼が続けて言及する次の事例は問題の所在を簡潔に示すものであるため、多少長
くなるがその全体を引用することにしよう。
教会へよく行くかの老女、この人にたいして私はこの上ない尊敬を抱いているのだが、彼
女がきわめて分かり易く、またきわめて心を高めてくれるものだと感じる説教というのは、
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彼女が暗記していて後について一緒に祈ることのできる極めて多数の格言や歌詞をもちい
た説教であった。これと全く同様に、この老女よりも自分は遥かに優っていると信じている
読者たちが非常にためになり明快だと感じる書き物というのは、彼らが既に知っていること
を語ってくれる書き物なのであり、彼らが理路整然としていると感じる証明というのは、自
らが既に信じている内容を明らかにしてくれる証明なのである。書き手に対する読者の満足
は、自分自身に対する隠された満足である。読者は心中ひそかにこう考えているのだ。なん
という偉人であろうか、まるで私自身を聞き、あるいは読んでいるようだ、と。（Ebd.）
この引用からは、フィヒテがある種の「知解可能性」は既存の「基礎体系」との単なる合致を示
すに過ぎないと考えていたことが読み取れる。こうした「知解可能性」のみを認める人々にとっ
て、既存の先入観を超えて「みずから思考する者」の手になる（フィヒテ自身の著作を含む）テ
クストは「知解不可能」となる。しかし逆に「みずから思考する者」にとっては「基礎体系」に
囚われたテクスト、シュレーゲルに言わせれば否定さるべき「コモン・センス」のみに基づくテ
クストこそが、本来的な「知性」の働きを欠くがゆえに「知解不可能」となる。いずれの場合に
もこのような事態は、少なくとも書き手ないし読み手のどちらかの側で「コモン・センス」とは
異なる意味での「知性」が働いていればこそ生じる。その証左としての「知解不可能性」が肯定
されることは、
「知性」の側に与していることを自負するシュレーゲルにとっては、当然のことで
あったと言えるだろう。
4．「コモン・センス」的な「知性」と真に健全な「知性」
以上のようなフィヒテの議論の枠組みを踏まえるならば、それを色濃く受け継いでいるシュ
レーゲルの論考「知解不可能性について」における「知解不可能性」そして「知性」をめぐる議
論を、より一貫した形で解釈することが可能になる。
わたしはあらゆる知解不可能性が相対的であることを証明し、例えばガルヴェが私にとって
いかに知解不可能であるかを書き表そうとしたのであり［...］最も純粋で混じり気のない知
解 不 可 能 性 は、 ま さ に 知 性 的 に す る こ と（Verständigen） そ し て 知 解 可 能 に す る こ と
（Verständlichmachen）を目指すところの学問と芸術、哲学と文献学の中からこそ得られる
のだ、ということを示そうとしたのである。（KA II, 364）
このようにシュレーゲルが述べるとき、そこではまさに「知解可能性」を目指しているはずのガ
ルヴェのテクストそして通俗哲学的な文献学 33 や哲学が、実は臆見への迎合を企てるものでしか
ないという意味では「知性」を欠いたものになるという事態が、あるいはこれらの学問が然るべ
き「知性」をもって遂行される場合には臆見との齟齬ゆえの「知解不可能性」が生じるという事
態が念頭に置かれていると言えるだろう。さらに論考末尾の来るべき 19 世紀に関する次のような
予言的な描写は、
「コモン・センス」的な「知性」を超えて思索する、いわば真の「知性」を論じ
33

シュレーゲルはガルヴェ流の文献学に対して非常に批判的であった。1797 年のものと推測される断章において
0 0 0 0 0 0 0
シュレーゲルは「なぜほとんど全ての文献学者はガルヴェ主義者（Garvianer）なのか」
（KA XVI, 35）と慨嘆して
いる。
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たものと位置付けられる。
知性と非知性の重大な分離は一層ありふれたもの（allgemein）となり、一層激しくまた明
確になるだろう。もっと遥かに目につきにくい知解不可能性もいちどきに現れて来ざるを得
なくなるだろう。しかし知性もまたその全能を発揮するであろう。［...］知性そのものが知解
される［知性の対象となる］（verstanden werden）であろう［...］。（371）
「目につきにくい知解不可能性」の出現とは「コモン・センス」的な「知性」すなわち「非知性」
の臆見がその細部に至るまで暴露され、
「自ら思考する者」によってますます徹底的に打破されて
ゆくことを意味するだろう。ここで「非知性」を超えてそこからますます離れ、より一般的にな
り、また自らを対象として思索するものとして肯定的に言及されている「知性」は、
「コモン・セ
ンス」的なそれとは全く異質なものとして構想されている。
論考「知解不可能性について」では単に示唆されるに留まっている、肯定的な「知性」概念の
内実の一端は、同年冬学期にイエーナで開始されたシュレーゲル唯一の大学講義『超越論的哲
学』34（1800/01）において明らかになっている。そこで様々に展開される「知性」論の中でも、本
稿の文脈ではとりわけ「序論」末尾の一段落に注目したい。
0

0

0

0

0

我々は、哲学の外部ではいかなる健全な知性をも想定することはできない。一般的な健全な
る知性と言われているもの（der gewöhnliche gesunde Verstand, so genannt）は、ただ単
に有限なものに、したがって錯覚に、誤謬に、あらゆる偏見の中の偏見に向かってゆく。そ
のような知性はそれゆえ健全ではなく、徹頭徹尾病的で、堕落している。［…］ひとが健全な
知性の主張と呼ぶところのものは、せいぜいその時代の精神の中くらいの平均値でしかな
い。様々な国々あるいは時代におけるこの精神をいま比較してみるならば、それらは多くの
0

0

0

場合真っ向から矛盾しあっている。もしそれが健全な理性［ママ］の主張であるならば、ど
うしてこんなことが可能であろうか ?（KA XII, 29）
第一に「健全な知性」の存在は「哲学の外部」においては全く否定されるという見解を、裏を返
せば哲学の内部におけるその可能性を暗示するものと見なすならば、シュレーゲルがこの講義で
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（13）として称揚
「古代人がヌースの語によって表現したところの精神的思惟能力の最高の完成」
する「知性」こそ、真なる「健全な知性」として構想されていると考えられるだろう。第二にこ
こでは「健全」であると称している「知性」すなわち「コモン・センス」こそが実際には「病的」
である、という議論の根拠が、それが「有限なもの」を志向するものであるという点、そしてそ
の「主張」が様々で一貫性を欠くという点に求められている。ならば真の「健全な知性」は逆に、
「ただ一つであり、従って取り違えられることがない」
（9）と規定される「無限なもの」を志向す
ることになるだろう。以上のような推測は、実際にシュレーゲルが「知性」を「無限な意識、意
識された無限」
（28）として「その目的とするところは仮象すなわち有限なものの根絶である」
34

全集に収録されている現存の資料はあくまで筆記者不明の講義録に過ぎないとは言え、シュレーゲルが「初め
て自らの哲学をいわば体系的な形式のうちに一貫した形で展開しようと試み」（Elsässer, Michael: Einleitung. In:
Schlegel, Friedrich: Transzendentalphilosophie. Eingeleitet und mit Erläuterung versehen von Michael
Elsässer, Hamburg 1991, S. IX）たその成果として、この講義は無視できない重要性を有している。
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（84）と述べていることからも、ある程度正当化され得る。「知性」は「有限なもの」という「病」
を克服するという点においては、確かに「健全」さの極に置かれていると言えるからである 35。
シュレーゲルがこのように二種類の「知性」を視野に入れ、一方では「コモン・センス」的な
「知性」を批判しながらも、他方では別様の真なる「知性」を肯定していることを鑑みれば、彼が
「知解は知性に基づくものであるという啓蒙の金言を解体」36 しようと目論んでいたわけではない
ことは明白である。彼が反駁しようとした「知解不可能性」の根底には「非知性」がある、とい
う通俗哲学的な命題は確かに、同時にその論理的対偶として「知性」をもって書かれたものであ
れば「知解可能」であるはずだという命題を意味する。しかし「知性」をどのようなものと想定
するかによって、
「知解（不）可能」すなわち「知性的（でない）」ということの内実もまた、二
重性を帯びるのである。
おわりに
1800 年のシュレーゲルにおける「知解（不）可能性」の二重性と、その基礎にある「コモン・
センス」的な「知性」およびそれを打破する真なる「知性」の区別を明らかにした以上の議論の
意義は、次の二点にある。第一に本稿は、
「理性」を上位に置くドイツ観念論あるいは 1790 年代
の自らの思想とは異なり、1800 年以降明確に「知性」を人間の知的能力の頂点に位置付けるよう
になるシュレーゲルの思想展開の論理を明らかにする上で、一つの足がかりとなるであろう 37。た
だしその際には、真なる「知性」とは畢竟どこへ向かい、いかなる「知解」をもたらすものなの
かをさらに問う必要がある。第二に本稿は、所謂「啓蒙の世紀」の末期に産声を上げたロマン主
義と、その母体の一翼たる啓蒙の関係にも新たな光を当てるものである。ロマン主義に対して端
的に「反啓蒙」の烙印を押す 19 世紀からの見解が前世紀後半に再検討を迫られて以降、
「啓蒙」
の核心をなすものとしての「理性」概念がロマン主義においてどれほど重んじられたのかという
問題はしばしば中心的論点の一つとして挙げられてきたが、
「知性」の問題はその陰に隠されてき
35

シュレーゲルは評論『ヤコービのヴォルデマール』
（1796）において「無限なものへと向かう努力（Streben）」
と「健全な［…］魂の支配的原動力（Triebfeder）」（KA II, 76）の関連に言及している。これはヤコービの主張の
間接的な引用ではあるが、「無限なもの」と「健全さ」の可能的連関を示唆しているという点で興味深い記述であ
る。「病」と「健全さ」の対概念に関しては「シュレーゲルと三つの傾向―病的か健全か―」と題されたテオドー
ル・ツィオルコフスキーによる論文（Ziolkowski, Theodore: Friedrich Schlegel und seine drei Tendenzen. Krank
oder gesund? In: Goethe-Jahrbuch 112（1995）
, S. 121-134）があるが、これはその標題にもかかわらず「病」と「健
全さ」をめぐるシュレーゲルの自己理解についての問い、あるいは彼の思想を果たして「病的」なものと見なすべ
きかという問いに答えを与えているとは言い難い。
36
Rennecke, Petra: Das große Lalula. Friedrich Schlegels Konzept einer progressiven Universalpoesie. In:
Athenäum, Heft 20（2010）
, S. 214.
37
F. バイザーは 1793 年の書簡を論拠として、シュレーゲルが「知性」に対し「理性」を上位に置くカント的な図
式を採用しているとし、そこには知的直観の能力として捉えられた「理性」を重視する（プラトン的伝統に基づく）
「超合理主義」とも言うべきものが見られると主張している（Vgl. Beiser, Frederick C.: Romantic Imperative. The
Concept of Early German Romanticism, Cambridge/London 2003, pp. 60ff.）。また 1795 年（97 年公表）の『ギリ
シア文学研究論』において「理性」の優位が見られることも既に指摘されている（Vgl. Bickmann, C: Art. „Vernunft;
Verstand: VI. Von Kant bis Hegel“. In: HWPh, Bd. 11, Basel 2001, Sp. 824）。これに対してイエーナ講義『超越論
的哲学』以降、
「知性」は「理性」よりも高次のものとして捉えられるようになる（Vgl. Elsässer: Einleitung, S.
XVf.）。1799 年の断章で既に「普通の（gewöhnlich）見解に従えば知性は理性を越えたものであり、これはまた恐
らくまったく正しい」（KA XVIII, 216: PL IV-262）と述べられていることも注目に価する。
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たように思われるからである 38。このような観点から暫定的に結論づけるならば、シュレーゲルの
思想は啓蒙主義の哲学において一定の重要な役割を果たした「コモン・センス」的な「知性」を
徹底的に拒否する点においては啓蒙との断絶のうちに、しかし他方で偏見や先入観に満ちたもの
としての「コモン・センス」的な「知性」を退け、それとは別様なる真の「知性」による思考の
促進を目指す点では啓蒙との連続のうちに位置付けられる、と言うことができるだろう。

シュレーゲル、カント、フィヒテの引用は以下の全集により、巻数をローマ数字、頁数をアラビ
ア数字で略号とともに本文中に記した。適宜邦訳を参照したが、本文中の引用の翻訳はすべて引
用者による。
KA: Schlegel, Friedrich: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, hg. von Ernst Behler unter
Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett und Hans Eichner, Paderborn et al. 1958-.（頁数の後に
併記した AF は『アテネーウム断章』を、PL は遺稿断片集『哲学的修行時代』を指す。）
AA: Kant, Immanuel: Kants gesasmmelte Schriften, hg. von der Königlich Preußischen
Akademie der Wissenschaften, Berlin/Leipzig 1902-.
GA: Fichte, Johann Gottlieb: Gesamtausgabe der bayerischen Akademie der Wissenschaften,
hg. von R. Lauth und H. Jakob, Stuttgart 1962-.
付記

本研究は日本学術振興会特別研究員として助成を受けた研究成果（課題番号 15J11627）の

一部である。

38

従来の議論における「啓蒙」そして「理性」概念の曖昧さに関しては Stockinger, Ludwig: Die Auseinandersetzung
der Romantiker mit der Aufklärung. In: Helmut Schanze（Hg.）: Romantik-Handbuch, Tübingen 1994, S. 86 を、
「ロマン主義」と「啓蒙」の関係を問う上で「理性」の問題を重視する近年の研究としては Beiser: Romantic
Imperative, pp. 43-55 をそれぞれ参照した。
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観念連合論と天才
─ ヒュームを中心に

Genius and the Association of Ideas in Hume
山

口

遥

子（Yoko YAMAGUCHI、

東京藝術大学大学院・日本学術振興会特別研究員）
Abstract
Hume conceives the association of ideas, the “cement of the universe” in his words, as an
inventive principle in literary genius. However, when the principle of association is used for
literary criticism, the question is if and how a mere train of ideas can form the unity of a
literary composition. This paper shows how Hume explains the unity by using the principle of
association, and how both associationist Gerard and anti-associationist Reid refuted Humeʼs
argument, stating the necessity of the power of judgment for establishing the unity of a
composition. In Humeʼs theory, association is not to be restrained by judgment to have unity,
but on the contrary association itself enables unity of a composition. This paper is also to
show the originality of Humeʼs association theory. Contrary to Gerard, Hume does not say
that the imagination connects ideas. In Humeʼs association theory, the idea itself has the
connecting power. “Notwithstanding the empire of the imagination,” there is a connection
between ideas. Hume suggests the new concept of genius, which is ascribed neither to
judgment, nor imagination, but to the connecting power of ideas.
序
天才とは、どんな概念にもあてはまらないほど豊かな表象、すなわち「美的理念（ästhetische
Ideen）」を表示する能力である、とカントは『判断力批判』
（1790）の第 49 節で論じている 1。そ
して、こうした最大限に豊かな表象が生み出されるのは、構想力が「連想の法則」
（Gesetz der
Assoziation）から解放されたときである、とカントは続ける。カントにとって「連想の法則」は、
自然秩序の再生産以上のことを意味しない。たしかに芸術創作のための「素材」は「連想の法則
にしたがって」自然から与えられることをカントは認めるが、素材だけでは芸術作品にはならな
い。創作のさい、連想によって集められたアイディアは、いったん「連想の法則」から自由にさ
れ、
「連想の法則」ではなく「いっそう高く理性のうちにある諸原理」にしたがって構成され直す
ことで、自然を超えるものとなりうる 2。たんなる「連想の法則」によっては、断じて「美的理念」
1

Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Kantʼs gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen
Akademie der Wissenschaften. Hrsg. von Wilhelm Windelband. Berlin 1913（1908）, Bd. 5, p.314.（以下、カント
の引用は全てアカデミー版からである。書名、巻数、ページ数を記す。）
2
Ibid.
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のような天才的表象は生み出されない、というのがカントの主張である。カントにおいて、天才
的創造と「連想の法則」とは、対立的に捉えられている。
ところで、この「連想の法則」とは何か。カントは明示していないが、意味されているのはお
そらくヒュームの観念連合論である。カントはヒュームの「連想の法則」を、因果論のみならず
美学においても退け、18 世紀を代表する天才論を展開した。だがカントの天才論は、悟性・想像
『判
力・判断力といった能力の組み合わせによって天才を語る点では画期的なものではなかった 3。
断力批判』に至るまで 18 世紀においては能力論的天才論が一般的であるなか、ヒュームは観念連
合論に立脚することによって、能力論とは異なる独自の天才論を提起していたのである。
しかしその主題に入る前に、ヒュームの著名な観念連合論が、なぜ天才論の文脈において論じ
られているかを明らかにしておくべきであろう。そのために、まず観念連合論の辿った大まかな
変遷と、観念連合論が文芸批評へと応用された契機について確認しておきたい。
カントは「連想の法則」と書いたが、そもそもヒューム以前には、連想が必ずしも「法則」や
「原理」を持つべきものだと考えられてはいなかった。チェインバーズの Cyclopædia（1727）に
はすでに「観念連合」（association of ideas）の項目が見られるが、そこでは観念連合の法則の有
無は問題とされない。
観念連合は、二つかそれ以上の観念が常に直接的に心の中で互いに連接しているために、一
つの観念が殆ど間違いなく別の観念を生み出すことである。それらの観念の間に自然な関係
があろうと、なかろうと。4
「自然」な、もしくは「不自然」な関係に基づいて、ある観念が特定の観念に引き続いて生じる
こと、というチェインバーズによる連想の定義は、ロックの『人間知性論』第 4 版（1700）第 2
巻末尾に付け加えられた章「観念の連合について」（Of the Association of Ideas）の議論を反映
している。ただしロックは観念の間に「自然」な結合と「不自然」な結合の両方があることを認
「観念連合」の名で呼んだ。ロックが挙げている例
めながらも 5、とりわけ「不自然」な結合を、
は、メイドが暗闇に棲むゴブリンの話をしたことで子供が暗闇を怖がってしまうことや、生徒が
学校生活の辛さを書物に結びつけたことで大人になっても書物を嫌ってしまうこと、またダンス
を習ったときに部屋の片隅にトランクが置いてあったために、トランクがないとうまく踊れなく
「まったく偶然または習慣によ
なってしまった紳士の話などである 6。ロックが思う観念連合とは、
「間違った結合」8 のことである。ロックは観念連合の偶
る」、
「少しも同類でない諸観念」7 の間の、
3

Baeumler, Alfred, Das Irrationalitätsproblem in der Ästhetik und Logik des 18. Jahrhunderts bis zur Kritik
der Urteilskraft, pp.141f.; Wolf, Herman, Versuch einer Geschichte des Geniebegriffs, I. Bd., Heidelberg 1923:
“Addisonʼs Geniebegriff” pp.248, “Alexander Baumgarten” 97f.; Tonelli, Giorgio, “Genius from the Renaissance
to 1770” in Dictionary of the History of Ideas, vol.2, ed. Philip P. Wiener, New York: Charles Scribnerʼs Sons,
1973. pp.293f.
4
Chambers, Ephraim, Cyclopedia [1727], London 1750.
5
Locke, John, An Essay concerning Human Understanding, edited with an Introduction by Peter H. Nidditch,
Oxford, 1975, p.395.
6
Ibid., pp.397-9.（訳文は次にしたがう：ロック『人間知性論』全四冊、大槻春彦訳、岩波文庫、1972-77 年。）
7
Ibid., p.395.
8
Ibid., p.397.
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然性・恣意性を強調するだけであって、そこに法則性を認めなかった。
観念連合に法則性を認める考察の先鞭をつけたのはホッブズである。すでに『リヴァイアサン』
（1651）においてホッブズは「制御された思考の連鎖」
（train of thoughts regulated）として因
果関係に基づく連想を論じているほか、一見でたらめに結びついているような「導きのない思考
の連鎖」（train of thoughts unguided）にも「思考と思考の間の依存関係」（the dependence of
one thought upon another）が見出され、他人でもその思考の道筋を再構成できるということに
触れている 9。しかしながら、ホッブズの観念連合論は 18 世紀においてはあまり注目されなかっ
た 10。ホッブズと比して甚大な影響力を及ぼしたのは、ヒュームの観念連合論である。ヒュームは
ホッブズに言及することなしに、しかもより明確に、カントが述べるような自然秩序を反映する
「連想の法則」を理論化した。ヒュームは「私はかつて連想（association）11 のすべての原理を枚
挙ないし分類したどのような哲学者の例も知らない」と明言して、
「連想の原理」
（principles of
association）の「発見者」（inventor）を自負している 12。そして、周知のようにヒュームは観念
連合を「宇宙のセメント」と呼び、経験世界の基盤を観念連合の原理に求めるのである。ヒュー
ムは観念の「自然な」関係を生む、想像の合理的側面を説明する原理として観念連合を考えてお
り、ロックが観念の「不自然な」関係を生む、想像の恣意的側面として観念連合を捉えたのと対
照的である。
さて、ロックやヒュームに発する観念連合論は、認識論の枠組みとして語られることが多いが、
実際には美学においても大きく影響を及ぼした。観念の「誤った」結合作用を意味したロック的
観念連合論について言えば、それはしばしば趣味論に用いられ、文芸についての誤った判断を生
む原因として言及された。例えばヒューム以前に、アディソン（1711）やハチスン（1726）は古
典的価値観から逸脱する多様な趣味を説明するために観念連合論を用いている 13。これに対し、
9

Hobbes, Leviathan, edited by Richard Tuck, Cambridge University Press, 2003（1996）vol.2, pp.21-25. ホッブ
ズの観念連合論については、次が詳しい。Kallich, op.cit., pp.18-28.
10
数少ない例外の一つが、リードによる言及である。Reid, 386: “It [train of thought] was hinted by Mr. Hobbes,
but has drawn more attention since it was distinctly explained by Mr. Hume.” Cf. Kallich, op.cit., p.17n.
11
本稿では、association of ideas を「観念連合」と訳し、“of ideas” がつかない association（英）ないし Association
（独）を「連想」と訳している。逐語訳的に association を「連合」と訳さないのは、日本語の語感としては「連合」
より「連想」の方が事象に即してイメージしやすいように思われるためである。なお、ヒュームはしばしば、
association of ideas を意味しながら association とのみ表記する場合があるし、association of impressions をも含
めて association と呼ぶ場合もある。その場合でも、association は統一して「連想」と訳した。
12
EHU 3.2; Abs. 35. ただしヒュームが観念連合の法則の「発見者」であったかどうかについては、18 世紀後半に
すでにいくつかの反論が見られる。カリッチの指摘によれば、ジェームズ・ハリスが 1751 年に、ビーティーが 1783
年に、観念連合の法則に関してアリストテレスに言及している。またドイツにおいては、ゲッティンゲン大学教授
で『観念連合論の歴史』
（1777）を著したヒスマンが、すでにプラトンの対話篇にその先駆が見られるとしている
し、エーバーハルトと共にカント反駁を行ったハレ大学教授マースは『想像力試論』（1792）において、アリストテ
レスが時間と空間の近接、類似、対立という観念連合の三法則を捉えていたと記している。Cf. Martin Kallich, The
Association of Ideas and Critical Theory in Eighteenth-Century England. Paris: Mouton, 1970, p.15n; Hißmann,
Michael, Geschichte der Lehre von der Association der Ideen. Göttingen 1777, pp.10-11; Maaß, Johann Gebhard
Ehrenreich, Versuch über die Einbildungskraft, Halle 1792, pp.319-328.
13
“This different Taste must proceed either from the Perfection of Imagination in one more than the another,
or from the different Ideas that several Readers affix to the same Words”
（The Spectator, ed. by Donald F. Bond,
5 vols, Oxford 1965. No. 416.（III, 561））; “The Association of Ideas . . . is one great Cause of the apparent
Diversity of Fancys in the Sense of Beauty, as well as in the external Senses.”（Hutcheson, An Inquiry into the
Original of our Ideas of Beauty and Virtue [1726], ed. Wolfgang Leidhold, Indianapolis: Liberty Fund, 2004,
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ヒューム的観念連合論は、天才論において用いられたところにその特徴がある。本論で詳しく検
討するように、ヒューム的観念連合論は法則の例外ではなく、むしろ天才的創作の法則性を説明
するために用いられたのである。従来の研究においても指摘されているように、18 世紀イギリス
において観念連合論と文芸批評との結びつきは強固であり、なかでもヒューム的観念連合の影響
力は甚大であった 14。こうした背景があって、カントもまた 18 世紀美学の集大成たる『判断力批
判』（1790）の天才論において、否定的な形ではあれ、ヒュームの「連想の法則」に言及したので
ある 15。
さて、天才の詩的創造を「連想の法則」によって解き明かそうとしたヒュームは、カントの他
にも、ジェラード、リード、オズワルド、ビーティなど幾人かの同国の哲学者によって反論を受
けている。なかでもジェラードとリードは、観念連合論の天才論への応用について対極的な立場
をとっており、ヒュームの観念連合論が当時の文芸批評に与えたインパクトを考える上で、注目
に値する。ジェラードは全面的に観念連合論を文芸批評へと適用して、
『趣味論』
（1759）『天才
論』（1774）を書いたが、リードはヒューム的な天才論に対して、最も明確に反対の立場を示して
いる。
ジェラードとリードは対照的な立場をとるが、しかし観念連合論を天才論に適用する際の問題
点を共有している。すなわち、観念と観念のたんなる結びつきが、いかにして、秩序ある全体性
を有する秀れた作品を生み出しうるのか、という問題である。連想という想像力の働きは、観念
のよせあつめを行うにすぎないのではないか？

秀れた文芸作品たるには、作品全体のデザイン

に適合した観念が、適切に選択・配列されている必要があるが、それはしかし観念連合によって
可能なのか？

リードやジェラードは共にこうした問いを立て、その問いにまた自らも答えるこ

p.70）Cf. Kallich, op.cit., pp.45-51, 56-66; Peter Kivy, The Seventh Sense: Francis Hutcheson and EighteenthCentury British Aesthetics, Oxford University Press, 2003, pp.178-191.
14
ベイトは「ある哲学的または心理学的学説が文芸批評に浸透したその度合いにおいて、この時代の観念連合論
の場合を凌ぐものがあっただろうか」と述べている。またカリッチは、ヒュームについて「一八世紀批評理論にお
ける連合主義の歴史において、最も重要であり影響力があった」と評価している。Cf. ベイト『古典主義からロマン
主義へ』小黒和子訳（みすず書房、1993 年）p.104; Kallich, op.cit., pp.73-4. 本稿の注 16 も参照。
15
ただしカントは連想を、芸術的創作一般との関係において、否定的にのみ語っているわけではない。連想はむ
しろ、芸術的創作に積極的に関与するものとされる。カントは『人間学』
（1789）で、
「創作能力」
（Dichtungsvermögen）
の一種として、
「連想」（Beigesellung; Association）を挙げる。もちろん「創作」といっても、ここでカントは芸
術創作のみを意味しているのではなく、空想や夢や会話を含む、広い意味での構想力の創作的働きのことをいって
いる。とはいえ天才において最も顕著である、悟性の法則に自由に合致する構想力の働きを、カントは「連想」と
呼ぶのである。「黙って考える場合にも、考えたことを伝える場合にも、多様なものがそれに即して配列されるよう
な主題が、つねになくてはならないはずである。したがって、そこでは悟性も働いていなければならないはずであ
る。しかし、ここで構想力の戯れは、構想力に素材を供給する感性の法則にしたがうのである。その［素材の］連
想［Association］は、規則を意識することなくしてしかもその規則に適い、したがって、悟性から由来するものと
してではないにもかかわらず悟性に適うようにしてなされる。」（Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. VII
177.）さらに、上述のように天才は「美的理念」の表出の折に発揮されるが、カントは「美的理念」を次のように
も定義している。「一言で言えば、美的理念は、ある与えられた概念に連れ合わされた［beigesellte］構想力の表象
である。この表象は、構想力の自由な使用では部分表象のおびただしい多様と結合している［verbunden］ので、
この多様に対して、規定された概念を表示する表現は見出されることができないほどである。......」（Kritik der
Urteilskraft. V316.）美的理念の豊饒さは、
構想力の「連れ合わせる」能力によって成立している。この「連れ合わ
せる」beigesellen という語はカントが 連想（Association）というラテン系の語に対応させたド イツ語で あり
（Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. VII 174-177）、連想の法則から「自由」になったときにはじめて可能
になるとされた美的理念それ自体にも、ある種の「連想」の働きがかかわっていることが示唆されている。
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とで、観念連合論についての自説を構築したと言える。
本稿の課題は、こうした同時代の哲学者との比較を通じて、ヒュームの連合主義的天才論の特
徴を明らかにすることである。ヒュームの観念連合論は認識論上の問題に限って注目されてきた
ため、美学や文芸批評の観点からの観念連合論研究は、いまだ十分ではない 16。したがって本稿は、
これまであまり顧みられてこなかったヒュームの観念連合論の美学的応用の、とりわけ天才論に
おける意義を明らかにすることを目指す。結論を先取りすれば、ヒュームの観念連合論は、
「判断
力」対「想像力」という二項対立の枠組みに収まらない、18 世紀において特異な天才論を示唆し
得ている。
1.1．ヒュームの観念連合論
観念連合論は、
『人間本性論』（1739）およびその第 1 部の知性論を書き直して公刊された『人
間知性研究』
（1748）で展開される。観念連合論の創作美学における意義を検討していく上でまず
確認すべきは、創造的能力である想像力（imagination）と観念連合の関係である。『人間本性論』
で、想像力は論理的推論のさいに働く力 17、また空想のような散漫な思考のさいに働く力 18、さらに
は「詩や物語」を作るさいにも働く力 19 であるとされる。まず論理的推論における想像力は、習
慣から生じた原因と結果の原理に導かれたものでなければならない。ヒュームは近代の哲学を古
代の哲学から区別するために、論理的推論のさいにしたがうべき想像力の原理（すなわち原因と
結果の原理であり、近代の哲学はこれに立脚する）と、したがってはならない想像力の原理（不
規則な原理であり、古代の哲学はこれに導かれる）との間に区別をもうけた。これに対し、空想
や「詩や物語」を作るさいに働く想像力については、こうした制限がかけられることはない。『人
間本性論』でヒュームは「想像力ほど自由な能力はない」と述べ 20、基本的に想像力一般について
無制限に自由なものとしているが、
『人間知性研究』では想像力の自由をさらに強調した記述が見
られる。
人間の想像力ほど自由なものはない。想像力は、内感や外感によって供給された諸観念の根
源的な蓄えを超えることはできないにせよ、これらの観念を混合し、複合し、分離し、区分
して、ありとあらゆる種類の虚構や幻想を作り上げる、無限の力［unlimited power］をもっ

16

観念連合論と天才論にかんする先行研究は、あまり多くはないが次のようなものがある。第一に挙げるべきカ
リッチ（1970）は、18 世紀イギリスの文芸批評における観念連合論を最も包括的に論じている。ただし時系列に
沿って論じているため、趣味論・天才論・崇高論が渾然と論じられており、それぞれにおける観念連合論の意義が
明瞭となっているとは言い難い。エイブラムズ（1953）は天才論と観念連合論の関わりについてデザイン概念を中
心に論じているが、ヒュームについての分析に乏しい。連合主義的文芸批評にかんする最新の研究成果であるケア
ンズ（2007）は、一九世紀の文芸批評にも観念連合主義が主要な支配原理として働いていることを証明している。
しかし 18 世紀に関する議論の力点はヒューム的観念連合論ではなく、J.S. ミルやコウルリッジが直接引用している
ハートレイやプリーストリーの生理学的な連合主義にある。Cf. Kallich, op.cit.; Abrams, The Mirror and the
Lamp, Oxford: Oxford University Press, 1953; Cairns, Craig, Associationism and the Literary Imagination.
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
17
T 1.4.4.1.
18
T 1.1.3.4.
19
Ibid.
20
T 1.1.4.1.
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ている 21。
ヒュームは想像力に最大限の自由を認める。しかしヒュームがさらなる注意を促すのは、空想
や夢などで想像力が自由に働くその最中にも、ある合法則性が見出されるということである。
もっとも荒々しく、もっとも奔放な夢想のなかにさえも、いや夢そのもののなかでさえ、内
省してみると、想像力は決して勝手放題に走り回るものではないということ、むしろ相互に
継起するさまざまな観念の間には、なお結合［connection］が保たれていることを見出すで
あろう 22。
つぎつぎと脈絡のない観念が現れては消えるような夢も、まったくの無秩序ではない。夢の中
ですら、観念の結びつきはある仕方で秩序づけられている。この秩序づけの働きこそ、観念連合
に他ならない。想像力を一定の仕方で制限する役割が、観念連合に与えられていると言ってもよ
いだろう。観念連合の働きは、
「類似」（resemblance）
・
「近接」（contiguity）
・
「因果」（cause and
effect）という三つの法則に還元される。
ある絵画を見ると、自然とわれわれの思考は実物へと導かれる（類似）。ある建物の中の一部
屋について話せば、自然と他の部屋についての探求や会話へと導かれる（隣接）。そしてもし
傷の事を考えれば、その後に続いて起こる痛みのことを考えないわけにはいかない（因果）23。
この三法則の発見は、ヒュームがその業績をニュートンの発見に喩えるほど誇るべきもので
あった。ヒュームはこの発見を自賛して、『人間本性論』で次のように述べている。
ここにあるのは一種の「引力」であって、これは自然界におけると同様、心の世界におい
て驚くべき結果を生み出し、多くの様々な形をとって現れることが、見られるであろう。そ
れの結果は、至る所で顕著である 24。
その翌年に出された『人間本性論摘要』
（1740）でも、ヒュームは観念連合の原理の発見ゆえに
「発見者」
（inventor）という称号を自らに贈り、哲学界のニュートンを自任していた 25。『人間知性
研究』においてはしかし、こうした自負は影を潜める。連合原理の枚挙についても「読者の満足
はもとより、あるいは論者自身の満足のいくようにでさえ証明するのに困難であろう」と述べ、
ヒュームは観念連合論への懐疑を覗かせている 26。とはいえヒュームは『人間知性研究』において
21

EHU 5.10.
EHU 3.1.
23
EHU 3.3.
24
T 1.1.4.6. Cf. EHU 1.15.
25
Abs. 35.
26
『人間本性論』で重視されていた観念連合論に対し、すぐにヒューム自身が不満を持つようになったことはしば
しば指摘されている。例えばミリカン（2002）は、”The Sceptic” での「お気に入りの原理に固執し ... 暴力的で不
合理な推論を行う」というヒュームの記述を引いて、これが観念連合論についての自己批判的な言及であると解釈
して、これを『人間知性研究』で「観念連合論に驚くほどマイナーな位置を与えた」ことの証拠だとしている。ミ
22
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も連合原理を放擲せず、むしろ一つの分野においては『人間本性論』よりも明白にまた広範に、
観念連合を原理に用いて議論を展開していく。すなわち、文芸批評の領野である。
1.2．文芸批評における観念連合論
『人間本性論』第 1 巻第 1 部第 4 節「観念の結合すなわち連合について」は全 7 段落からなる
が、
『人間知性研究』第 3 章「観念の連合について」は全 18 段落と拡張されており、そのうち実
に 15 段落以上が文芸批評に費やされている 27。これはヒュームが観念連合論と文芸批評との結び
つきをより明確に認識するようになったことを示すものと言えるだろう。
すでに『人間本性論』の信念論においても、
「因果関係」が現実の秩序の代わりに「ものごとの
詩的体系」（a poetical system of things）をつくりあげ、虚構の基礎となるという趣旨の記述が
ある。また「あらゆる天才的作品」（all works of genius）に真実性や現実性（truth or reality）
がどれほど必要に見えても、それがもたらす効果は「因果関係」によっても得られる、という叙
述がある。すなわち、観念連合の原理が天才的な詩的創造を支えていることが『人間本性論』に
おいてすでに示唆されているといえる。しかし観念連合論と詩的創造との関係は、『人間知性研
究』において、より明らかとなる。観念連合論によって詩的創造を論じた代表的書物はアレクサ
ンダー・ジェラードの『天才論』（1774）であるが、それに先んじて、ヒュームは観念連合を「あ
らゆる天才的詩文」（all compositions of genius）を貫く原理とするのである。
リカンが「驚くほどマイナーな位置」と呼んでいるのは、文芸論のことである。『人間知性研究』でヒュームは、
『人
間本性論』のように認識論に全面的に適用するのではなく、観念連合論を主に文芸論との関連で論じているのであ
る。加えて 5.2 で信念について、6 で確実性について論じるところでも観念連合論は登場する。しかし、後者の二つ
は文芸論に比べてほとんど紙幅を割かれていない。たしかにヒュームは観念連合論の適用範囲を減らし、文芸論に
ばかり集中して観念連合を論じたように思われる。このことは、ヒュームが観念連合論に対して全面的に興味を失っ
てしまったことを意味するのだろうか。いや筆者はむしろ、観念連合論がヒュームの認識論の根幹を支えるもので
はなくなった以降も、文芸論においては一貫して観念連合論が有効であるとヒュームが考えていたという事実に注
目 し た い。Cf. Beauchamp. Introduction. An Enquiry Concerning Human Understanding, by David Hume.
Oxford: Clarendon Press, 2000, pp.xlii-xlv; Millican, Peter. “The Context, Aims, and Structure of Humeʼs First
Enquiry” in Reading Hume on Human Understanding, ed. Millican, Oxford: Clarendon Press, 2002, pp.27-65.
27
ただし 1777 年版では第三章から文芸論の箇所がそっくり削除されている。そのため、普及版の SB 版を始め、
1777 年版を採用してきたこれまでの版においても、文芸論は収録されていなかった。しかし、1742 年の初版から
1772 年版まで、一貫してヒュームが文芸論と観念連合論の関わりを重視していたことは事実である。1772 年版につ
いて、ヒュームはストラーハンに対して、
「繰り返し繰り返し見直して、完全になった」との手紙を出している。こ
うした理由から、最新のクラレンドン版ヒューム全集では、文芸論を収録した 1772 年版を採用している。文芸論が
現れる第 3 段落途中〜第 18 段落までは、初版から 1772 年版までの、これまで確認されている十の全ての版に現れ
ているが、ヒュームの没後に刊行された、11 番目の 1777 年版では削除されている。セルビイ・ビッグ版およびグ
リーン・グロス版は 1777 年版を底本としているため、この箇所は本文に収録されていない。セルビイ・ビッグ版で
は断りなしに削除され、グリーン・グロス版では脚注に収録されている（第 4 巻 19 〜 23 頁）。これに対し、最新の
クラレンドン版ヒューム全集は、1772 年版を底本として採用した。編者のビーチャムは 1772 年版をより信頼性の
高いものであると考える根拠として、出版人であるストラーハンに宛てられた 1771 年 3 月 11 日付の書簡を挙げて
いる：
「これはおそらく私がこの作品を修正する労をとる、最後の回となるでしょう。これはいまや、私が達成しう
る最高の正確さの度合いにまで到達しました。」
（Letter 455 in: The Letters of David Hume. Vol. 2, ed. J.Y.T.Greig,
Oxford: Oxford UP, 1932.）Millican（2002）はビーチャム版が過去最高の EHU の版であると評価しつつも、1772
年版を底本にしたことについては「論争の余地はあるが、他の多くの編者が採用していることから、1777 年版のほ
うが信頼性があるのではないか」とだけ述べている。没後版で削除されているにせよ、文芸批評と観念連合の関連
を論じたこの箇所が、初版以降 1772 年版に至るまで度重なる改訂を経て残り続けていたことは、この問題への
ヒュームのなみなみならぬ関心を証していると筆者は考える。Cf. ibid.
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ヒュームの文芸に対する基本的な価値観は、他の 18 世紀的批評家と比べて際立ったところはな
「統一」（unity）が優れた作品の
い 28。『人間知性研究』においても、古典主義的な価値観に則り、
基準とされている。「あらゆる天才的詩文」において、
「作者の物語る出来事や行為は、なんらか
の絆や紐帯［bond or tye］によって結びつけられていなければならないし、想像の中で互いに関
0

0

係付けられ、一種の統一［Unity］を形成しなければならない」とヒュームは述べる 29。しかしこ
の「統一」をめぐって、ヒュームはその古典的価値を保持しつつも、観念連合論を通じて従来の
議論を刷新しようとするのである。
ヒュームは、「行為の統一」
（unity of action）について論じた全ての批評家たちが「哲学の厳
密さをもって」自分の論を導いていないために、これほど多く論じられていながら「おそらくほ
とんど成果が挙げられていない」との評価を下す 30。統一をめぐる議論の哲学的基礎付けを、
ヒュームは他でもない観念連合論によって試みる。すなわちヒュームは行為の統一をも、観念連
合の三法則に還元するのである。
ヒュームが取り上げて論じるジャンルは叙事詩、歴史、劇詩であるが、例えばオウィディウス
の『変身物語』は、観念連合の「類似」の原理によって説明される。ヒュームによれば、出来事
同士が神々の変身譚であるという点で「類似」していることで、作品に統一が与えられている。
同様に、ヨーロッパの或る世紀を扱う歴史書は、
「（時間と場所の）近接」の原理によって説明さ
れる。さまざまの出来事同士が時間・空間において「近接」していることで、歴史記述に統一が
与えられる、とヒュームは述べる。
だがヒュームがもっとも重要であると見なしているのは、
「原因と結果」の原理である。この原
理は、歴史・伝記・叙事詩・悲劇といった「あらゆる説話的創作」に見られるとヒュームはいう。
ヒュームがここで定める定義にしたがえば、歴史家の仕事とはすなわちある出来事の「秘められ
た動因」と「最も遠い帰結」とを記述することである。それゆえ歴史家が記述するさまざまな出
来事や行為は、すべて因果の原理によって結合されていなければならない。
そして詩作（poetry）もまた、歴史と同じく、人間の行為の因果連鎖の記述に他ならないと
ヒュームは考える。詩と歴史の本質がともに因果連鎖にあるとされたことで、詩と歴史とは質的
に異なるものとしてではなく、連続的に捉えられることになる。ヒュームによれば、詩作および
歴史記述において必要とされる「統一」は、
「種類においてでなく、程度において相違するにすぎ
ない」31。したがってヒュームは「行為の統一」が劇詩および叙事詩のみならず伝記や歴史にも適
用される規則であると主張する。ヒュームは連合原理に立脚することで、アリストテレス以来の
ジャンル区別や「行為の統一」論に異を唱えるのである 32。
28

『四論集』（Four Dissertations）（1757）収録の「趣味の基準について」はヒュームが文芸批評について論じて
いる中で最もよく知られたものであるが、ここでもヒュームは文芸に対する古典主義的な価値観を示している。例
えば趣味の能力は何よりもまず「作品全体の整合［consistence］と統一［uniformity］」とを知覚しなければなら
ず、天才の作品には「部分間相互の関係［relation］や照応［correspondence］」が存する、と述べている。なお
「部分間相互の関係」とはおそらく観念連合のことであるが、この論考においてはこれ以上の説明はなされない。Cf.
Essays Moral, Political, and Literary, ed. E. F. Miller, Indianapolis: LibertyClassics, rev.ed., 1987, p.240.
29
EHU 3.6.
30
EHU 3.10.
31
EHU 3.10.
32
なおヒュームの異議について 18 世紀の古典学者であるトマス・トワイニングは、アリストテレス詩論の英訳書
（1789）において、ヒュームの「種類においてでなく、程度において相違するにすぎない」という文章を引用した上
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さて詩と歴史の区別は「程度において」とみ異なるとされたが、その差異は観念連合の強さに
ある。詩においては歴史よりも原因の観念と結果の観念がより緊密に結びついていなければなら
ない。すなわち、原因と結果がより近く、直接的に関係していなければならない。なぜなら、詩
は（作者と読者両方の）情念をかきたてることを目指すものであるが、観念連合が強ければ情念
もまたより強くかきたてられるからである。観念連合は論理的結合を担うのみならず、情念を喚
起する役割をも担うのである 33。
先行する行為や人物とまったく関係のない新たな行為や人物が突然登場することで、観念結
合に破綻が生じ、それによって情念の過程にも目覚しい破綻や空白を見出してしまったら、
本来抱かれるはずの感情の高まりがいかに消し去られるに違いないことか 34。
以上のように、歴史家にせよ劇作家にせよ詩人にせよ、作者は「類似」「近接」
「原因と結果」
という観念連合原理によって、作品に「統一」を与えなければならない。これが、ヒュームの主
張するところである。
さて、ヒュームのこのような観念連合論に対して、アバディーンの二人の哲学者、トマス・リー
ドとアレクサンダー・ジェラードが批判的に応答している。たしかに観念連合は、作品に登場す
る出来事が相互に関係しているという意味での「統一」を説明することができる。しかしヒュー
ムは、
「あらゆる天才的詩文」が作者の「デザイン」（design）を前提していると述べ、
「デザイン
を欠いた制作は、天才や学識者のまじめな労作というよりも、むしろ狂人の戯言に類するであろ
う」と論じていた 35。もし「統一」にデザインの意を含めるならば、観念連合の原理だけでは説明
できないのではないか。なぜなら、作者がデザインを抱いて創作するとき、とうぜん作者は連想

で、
ヒュームが述べたことはアリストテレスが意図していたことと対立しないと指摘している。“Aristotle certainly
did not mean to say, that a biographical Poem, if I may so term it,（a Poem περι ενα,）has no unity, no relation of
cause and effect, &c. to connect the incidents; but only, it has not that degree of unity, which is requisite for the
purpose of Tragic, or even Epic, Poetry. Mr. Hume himself allows, that Poetry “requires a stricter and closer
unity in the fable;” and this is all that Aristotle appears to mean.”（Thomas Twining, Aristotle s treatise on
poetry, translated: with notes on the translation, and on the original [1789]. Hants : Gregg International Pub.
Ltd., 1972, vol. 2, p.55）
33
EHU 3.12. ここで論じられているのは、観念連合と印象連合の相互作用である。この相互作用については、
『人
間本性論』第 2 巻で詳しく述べられている。ヒュームは観念と観念の間に働く観念連合のほかに、印象と印象の間
にも同様の連合が働いているとし、これを「印象連合」（association of impressions）と呼んだ上で、もしも観念連
合と印象連合が同時に働く場合、観念から観念への移行、印象から印象への移行が、より容易になされると述べた。
『人間本性論』第 2 巻にはすでに芸術を例として挙げた記述が見られる。もし一枚の絵の中に英雄的な図柄と滑稽な
図柄が同居している場合、それら二つの図柄は「一枚の絵」であることによって観念的に結合されているため、奇
怪で不愉快な印象を生み出す。しかしこれらの図柄の二枚別の絵があったとして、それらを同じ部屋に並べても、
まったく感情は影響されない。これら二枚の絵は別個であり、観念的になんら結合されていないからである（T
2.2.8）。ヒュームはさらに、アディソンが「鳥の歌声や滝の落ちる音」と「眼前に広がる場所の様々な美」という
「二つの別の感覚の観念」が同時に精神に入ってくるほうが心地よい、と述べている箇所を引用して、これがまさに
印象の連合と観念の連合の相互作用であると述べている（T 2.1.4.）。また Of Tragedy（1757）においても、悲劇の
快は印象連合と観念連合の相互作用によって生み出されるということが示唆されている（Essays Moral, Political,
and Literary, ed. E. F. Miller, Indianapolis: LibertyClassics, rev.ed., 1987, pp.216-225）。
34
EHU 3.13.
35
EHU 3.5.
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によって浮かんだ観念をそのまま並べればよいのではなく、デザインに適合した素材を取捨選択
し、ふさわしい仕方で配列しなければならないはずだからである。このような選択や配列を、観
念連合は説明できるのか。こうした問題意識を共有しながら、リードとジェラードは観念連合論
に対して対照的な立場を表明した。リードは観念連合論の天才論への適用に全面的に反対してお
り、対してジェラードは連合主義的天才論の代表者とみなされる。次節から、ヒュームに対する
二者の応答の検討を通じ、ヒュームの議論の妥当性、ならびにその特徴を明らかにしていきたい。
2．観念連合主義的天才論の問題点
さて、リードは『人間知的能力試論』（Essays on the Intellectual Powers of Man）（1785）に
おいて、一節を割いて観念連合を論じている。ただしリードはヒュームの「観念連合」
（association
of ideas）という語ではなく、ホッブズが用いた「思考連鎖」（train of thoughts）という語を用
いている。二種類の思考連鎖の区分など、リードの議論はホッブズの観念連合論を引き継ぐもの
である。しかしヒューム的な観念連合論に対するリードの態度は基本的に否定的であり 36、また観
念連合論を文芸論に適用することについても、リードは次のように強く反対している。
ある幸運な思考がアキレウスの復讐の歌のデザインを最初に示唆したとしても、説話がどこ
で始まり、終わるべきかを決めるのは、確実に、判断力［judgment］と選択［choice］であ
る。詩人の豊かな想像力［imagination］がさまざまな素材を豊富に示唆したとしても、何
が適切か、何が不適切かを選択し、そうした素材を適切な作品へと配列し、互いに適合させ、
そしてまた全体のデザインへと適合させるためには、判断力が必要ではないか？

ホメーロ

スの観念が、単に共感や反感によって、また自然本性に内在する引力［attractions］や反発
力［repulsions］によって、叙事詩の完全な法則に従うように配列［arrange］されたのだな
どとは、誰一人として考えまい 37。
リードは詩作が「想像力」38 と「判断力」という二つの対抗する力の働きによってなされるという
同時代に通例の意見に則りつつ、ヒュームの「引力」としての観念連合論に反論している。その
論点は、（1）素材の選択（choice）、（2）素材の配列（arrangement; disposition）の二点に整理
できるだろう。観念連合によっては、デザインに即した素材の選択も配列も達成されないのだか
ら、デザインを有する統一的作品は観念連合によっては生み出され得ない、というのがリードの
意見である。デザイン概念をめぐるリードのこうした指摘は、ヒュームの連合主義的天才論が直
面する問題点を的確に捉えている 39。リードが挙げた論点は連合主義者にとっては重要な問題で
36

Reid 103.
Reid, 385.
38
リードにおいては、imagination と fancy の用法に明確な差異は見出されない。これについてはリード自身の次
の よ う な 言 及 を 参 照。”This continued succession of thought has, by modern Philosophers, been called the
imagination. I think it was formerly called the fancy, or the phantasy. If the old name be laid aside, it were to
be wished that it had got a name less ambiguous than that of imagination, a name which had two or three
meanings beside.”（Reid 379）また、本稿の注 42 も参照。
39
なおエイブラムズもまた『鏡とランプ』において、
「連合主義者が美的なデザインの概念とどのように折り合い
をつけるか、その努力は彼らの書物の中でも最も興味深い側面である」と述べている。Cf. Abrams, op.cit., p.166.
37
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あり、ジェラードもまた課題として認識していた。以下ではこの二つの論点に沿って、リードな
らびにジェラードの議論を詳しく検討していきたい。
2.1．「選択」の問題
ではまず、作品にふさわしい観念の「選択」というプロセスがどのように捉えられているのか
について、三者の議論を比較検討していきたい。初めに、リードの場合をみてみよう。
想像力［fancy］に対して群れをなして現れ出る思考をわれわれが扱うやり方というのは、偉
大な人物が謁見式で出席者を扱う仕方に似ているように思われる。出席者は皆、彼の注目を
熱望している。彼は回って歩き、ある者にお辞儀し、別の者に微笑みを投げかける。……し
かし殆どの者はとりたてて注意を向けられることなく、来たときと同じように去って行く。
なるほど不在の者には注意を向けられないが、彼には選択［choice］と区別［distinction］に
足る、十分な数の出席者がいる。同様に、多くの思考が想像力に対して自ずと現れ出る。し
かしわれわれが注意を向けなければ、もしくは対話しなければ、それらは群れとともに去り、
一度も現れ出たことがないかのように忘れ去られてしまう。だが、われわれが注意するにふ
さわしいと考えた思考は留められ、精査され、われわれが視野に入れている特定の目的にし
たがって配置されるのである 40。
リードはまず頭の中にさまざまな多くの観念が現れ、次にそれらを一望の下に眺めることのでき
る「判断力」
（judgment）が適切な観念を選び出す、といった二段階にわたる思考のプロセスを
考えている。リードは、このプロセスの第一段階たる、観念の蒐集のみを、想像力ないし観念連
合に求める。そして、第二段階たる観念の選択、ならびに配置は、判断力という別の能力に帰す
るのである。リードによれば、観念連合は「素材の堆積」（heap of materials）をしか生み出さ
ない。それが作品（composition）となるには、判断力の関与が必須なのである 41。
さて、翻ってヒュームは、こうした一連のプロセスをどのように捉えているのだろうか。ヒュー
ムはリードと異なり、天才のうちに、蒐集と選択とが一度になされるような創造の過程を見出し
ている。
想像力（imagination）が諸観念を、それらが必要または有用となるまさにその瞬間に提
示し現前させる素早さほど、驚くべきものはない。想像力（fancy）は、任意の主題に属する
観念を寄せ集めるために、宇宙［universe］の端から端まで駆け巡るのである。その様子は、
知的な観念界の全体が一度にわれわれに見渡されていて、われわれのなすことと言えば、目
的に最も適した観念を拾いだすことだけである、と考えたいほどである。しかしながら、こ
のように心のいわば魔術的な能力［magical faculty］によって実際に寄せ集められた観念以
外には、いかなる観念も心に現前している必要はないのである。心のこの魔術的な能力は、
もっとも偉大な才能［greatest geniuses］の人々において常に最も完全であり、適切にもわ
れわれが天才［genius］と呼ぶものであるが、人間知性の努力の限りを尽くしても解明でき

40
41

Reid, 380.
Reid, 383.
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るものではない 42。
これはヒュームが抽象観念について論じる箇所であるが、観念連合を「魔術」に喩え、さらにそ
の完全性を「天才」と呼ぶヒュームのこうした特異な表現は、そのままジェラードの天才論に引
き継がれる。
天才を有する人においては、連想の力は非常に強いので、何か観念が彼の心に現れるや否や、
連想の力は直ちにその観念と結びついた概念へと彼を導く。デザインが形作られるや否や、
もしくは主題のきっかけが生じるや否や、それを完成させるために必要な全ての観念が彼の
視界になだれ込む。それはまるで魔術の力［the force of magic］によって取り出されたかの
ようである。彼の不敵な想像力［imagination］は自然界の全てを横切り、宇宙［universe］
の最も離れた端から、彼の目的に合う素材を蒐集する 43。
以上のようにヒュームは、またヒュームの連合論を継承したジェラードは、
「魔術」的な観念連
合の働きによって、デザインに適合した素材の蒐集・選択が一度になされると考えた。ヒューム
のこうした視点に立ってみれば、ホメーロスのような天才にとっては、観念連合の原理のみに
よって素材が集まり、しかもそれが必要十分である、ということが可能であろう。素材の選択に
関わる観念連合論の問題点は、ヒュームとジェラードにおいてこのように解決されている。
ジェラードは素材の選択ついて、さらなる理屈付けをしている。ジェラードは連想の種類を、
（1）概念と概念の間の連想、
（2）概念と全体のデザインとの間の連想、の二つに区分する。これ
はヒュームには見られない、ジェラードの独自性である。そしてこれら二つの異なる種類の連想
が同時に働いていることを、天才の想像力の特徴とするのである。観念連合の働きに、観念同士
の結合のみならず、観念とデザインとの結合という働きを見出したことによって、ジェラードは
素材の「選択」の問題に明瞭な回答を与えている。
このようにデザインへの取り付き［attachment］は、自然と、想像力の規則性を生み出す。
すなわち、外的で、不用で、余分な観念を避けるが、同時に必要であり適切である観念を決
して見逃さない能力を、生み出すのである。この能力はつねに最も偉大な天才において最も
42

T 1.1.7.15. リード同様、ヒュームの fancy と imagination の語用における決定的な区別は見出せないため、ここ
では共に「想像力」と訳出した。Fancy は T 1.1.3.4 の用法のように、偶然的な観念結合による想像を意味している
こともあれば、ここに見られるように imagination と互換的に使われている場合もある。またヒュームは、T 1.4.4.1
で想像力（imagination）を「永続的で、不可抗で、普遍的である諸原理」にしたがう想像力と、「変わりやすく、
弱く、規則的でない諸原理」にしたがう想像力の二つに区別しているが、ここでは後者に fancy の語があてがわれ
るわけでもなく、
いずれも imagination と呼ばれている。
EHU 5.20 にも “any loose, floating reverie of imagination”
という記述があり、ここでも空想や夢想が imagination とよばれている。なお、ビーティー（1783）の次のような
言及も参照されたい。“According to the common use of words, Imagination and Fancy are not perfectly
synonymous. They are, indeed, names for the same faculty; but the former seems to be applied to the more
solemn, and the latter to the more trivial, exertions of it. A witty author is a man of lively Fancy; but a sublime
poet is said to possess a vast imagination. However, as these words are often, and by the best writers, used
indiscriminately, I shall not further distinguish them.”（Beattie, Dissetations. Moral and Critical. Vol.1. Dublin,
1783, p.87）
43
Gerard, 43.
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完全であり、彼らの卓越性のかなりの部分を占めているのである 44。
以上で、リードは「選択」のプロセスを判断力に委ねるが、ヒュームとジェラードは観念連合
論の枠組内でそれを説明したということが確認された。
2.2．「配列」の問題
ジェラードは素材の配列についても、観念連合論の課題として明確に認識していた。ジェラー
ドは「諸芸術においても諸学問においても、概念の膨大な集積は、概念同士もしくは概念と主題
との間に一定の関係を帯びていたとしても、もし適切な配置［disposition］によって一つの規則
的な作品へと統一されないのであれば、たんなる混乱した寄せ集めにしかならないだろう」と述
べて 45、配列の問題についても、観念連合論の体系内での解決を試みる。
注目すべきは、天才の創作において「自然」の働きたる観念連合の働きによって素材の蒐集・
配列が一度になされるのだということを説明するために、ジェラードが天才と植物の比喩を用い
る箇所である 46。
建築家は、一瞬のうちに、宮殿全体を案出する。しかし、建てる段になると、彼はまず素材
を供給し、建造物の異なる部分を順々に建てていかなければならない。しかし、天才にとっ
ては、素材を集めることと、それを配置することは、別々の、順を追った仕事ではない。こ
の能力は、より不完全な力である技術よりも、自然に似ている。植物が土から水分を吸い込
む時、自然は、吸い込むのと同じ動きによって、そして同時に、水分を植物の栄養へと変換
する。水分は一度に管をつうじて循環し、諸部分へ同化される。同様の仕方で、天才は、観
念を集めるのと同じ働きによって、そしてほとんど同時に、観念を配列するのである 47。
ジェラードは素材の配列について、観念連合論の体系内の説明を試みることで、同時に判断力
の関与を必要としない、観念連合の原理のみによる天才論の可能性を示唆している。しかしこの
革新的な言及に反し、直続の箇所でジェラードはすぐさま判断力の関与の必要性を論じるのであ
る。
しかし連合原理が、その仕事のこの部分［配置］をどれほど完全に果たしたとしても、判断
力によって権威づけられるまでは、人はその配置の適切さを確かであると自らみなすことは
ないのである 48。
つづけてジェラードは配列のプロセスについて、リード同様の想像力・判断力二段階説を開陳す
る。

44
45
46
47
48

Gerard, 47.
Gerard, 60.
なおエイブラムズはこれを想像力の有機体論の萌芽と見なしている。Cf. Abrams, op.cit., p.167.
Gerard, 63-4.
Gerard, 84.
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想像力は、諸部分のありとあらゆる配置を表示しなければならない。……同時に判断力は透
徹した眼でそれらを調べ、ある配置における各部分の効果を直ちに比較し、……どれが最良
の配列かを素早く述べるのである 49。
かくしてジェラードは、
「広汎な想像力と正確な判断力との統合、これこそがあらゆる時代にお
いて最も優れた天才を成立させてきたのである」というありふれた結論に落ち着く 50。
ジェラードにはこうした妥協的解決が見られる。しかしヒュームは一切判断力に言及すること
なく、配列についても観念連合の働きのみによって説明している。配列の問題に関わるのは、
ヒュームにおいてはとりわけ「原因と結果」の原理である。ヒュームは歴史家の創作過程を次の
ように説明する。
歴史家は、諸行為の系列を原因と結果の自然の順序に応じて跡づけ、それらの秘められた動
因と原理へと遡り、そしてそれらの最も遠い帰結さえも記述する 51。
歴史家は「自然の順序に応じて」、また「途切れない」52 ように出来事の連鎖を記すとヒューム
はいうが、歴史家は当然あらゆる出来事を記すのではなく、出来事の取捨選択を行っているはず
である。この取捨選択の原理となるのが、原因と結果の法則である。「自然の順序」として歴史に
連なるのは、原因と結果の原理によって結合されうる出来事のみである。ヒュームにとって因果
の原理は、知覚の結合原理であるのみならず、意識的創作の際に働く、最も重要な原理でもある。
原因と結果の原理に従って出来事は選択され、配置される。そうして出来事の途切れない連なり
へと仕立て上げられたものが、歴史家の作品となる。すでに述べたように、こうした因果連関に
よる統一性は、詩においてより緊密である必要がある。たとえばアキレウスによって親友の仇ヘ
クトールが殺害されるという出来事を書くとき、パリスの審判のような遠い原因にまでさかの
ぼって出来事を書き連ねることは、歴史書では許されるが、詩においては適当ではない。詩は情
念を燃え立たせる必要があるので、歴史よりも「出来事間の結合がより緊密で、より感得しやす
い」ものでなければならないのであった 53。すなわち、観念連合と印象連合の相互作用がより活発
になされるように仕向けることが、詩の条件である。したがって歴史と詩のそれぞれのジャンル
を成り立たせるのも観念連合の原理であり、また歴史と詩のいずれにおいても、出来事の取捨選
択および配列を説明するのは、原因と結果という観念連合の原理である。
以上で確認されたのは、ジェラードが「配列」についても植物の比喩によって観念連合による
説明を試みたものの、その立場を貫かず、判断力の関与を要請したということ、そしてヒューム
は判断力に言及せず、観念連合論の枠組内で「配列」を説明したということである。

49
50
51
52
53

Gerard, 86.
Gerard, 71.
EHU 3.9.
EHU 3.9.
EHU 3.10.
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3．ヒュームの観念連合論の特徴
これまでの検討を通じて、三者の議論は次のようにまとめることができる。リードは選択と配
列のいずれも判断力に委ねており、一貫して詩的創造における判断力を重視する立場をとって、
観念連合は創造性を持たないと述べる。ジェラードは、すでに見たように観念連合に対する判断
力の関与についてあいまいな主張をしている。ジェラードは一方で、素材の蒐集のみならず、選
択・配置の営みも観念連合の働きによってなされると述べるが、他方では判断力が必要であると
も述べる。対してヒュームは、詩的創造を観念連合の原理のみによって説明している。
ヒュームと、リード・ジェラードとの天才論の間に、判断力の意味合いにおいてこうした違い
が生じた背景は何か、最後にそれを考察したい。結論を先に言えば、それはヒュームが観念自体
に「引力」が働いていると捉えたこと、つまり、いわば観念実在論的に連想の働きを捉えていた
ことによるのではないか、と考えられる。ジェラードはヒュームと同じく「連合主義者」である
と目されているが、
「想像力によって連合される」54 というヒュームには見られない表現を用いて
いるように、観念自体が結合力を持つというよりは想像力が観念を連合させると考えている。つ
まり、観念連合の働きをより能力論的に捉えていると思われる。対してヒュームは、第 3 章で観
念連合についての一般的な説を述べた後、文芸論に移行するところで次のように述べていた。
われわれはこうした結合の、情念や想像力に対する影響のいくらかを考察しよう 55。
想像力は結合を行う主体としてではなく、むしろ観念連合の結合力によって影響を受けるものと
して捉えられていることに注目したい。さらにヒュームは次のようにも述べていた。ここでも、
観念連合の主体とされているのは、想像力というよりも観念それ自体の持つ結合力であるように
思われる。
もっとも荒々しく、もっとも奔放な夢想のなかにさえも、いや夢そのもののなかでさえ、内
省してみると、想像力は決して勝手放題に走り回るものではないということ、むしろ相互に
継起するさまざまな観念の間には、なお結合が保たれていることを見出すであろう 56。
われわれの想像力は、われわれの観念に対して大いなる権威をもつ。そして、相互に異なっ
ている観念で、想像力が分離し、結合し、そしてさまざまの虚構へと合成できないものは存
在しない。しかし、想像力の帝国的支配権にもかかわらず［notwithstanding the empire of
the imagination］、特定の観念の間には、秘密の紐帯ないし結合が存在しており、これが特
定の観念を他より頻繁に相互に連接させたり、一方の観念が出現すると同時に他方の観念を
導入したりするよう、心を促すのである 57。
54

“There are certain qualities which either really belong, or at least are supposed to belong all the ideas that
are associated by the imagination.”（Gerard, 40.）Cf. “collected by such an imagination”（Gerard, 50）; “fancy
has collected”（Gerard, 70）; “imagination has collected”（Gerard, 307.）
55
EHU 3.3.
56
EHU 3.1.
57
Abs. 35.
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ヒュームは「想像力」が観念を結合させると言わず、
「想像力の帝国的支配権にもかかわらず」、
観念の間に紐帯があると述べている。こうした捉え方は、観念連合を「引力」になぞらえること
と軌を同じくしている。ここには、想像力が観念同士を結びつけるというより、観念の側に結合
原因があることで観念結合が生じる、というヒューム独自の観念連合論が窺われる。ヒュームは、
天才を判断力に帰さないのみならず、想像力にも帰さない道を示唆していると考えられるのであ
る。
ヒュームの特異性をより明瞭にするために、再びカントの天才論に視線を戻したい。カントは
天才をさまざまに規定しているが、いずれの規定も、天才がどのような「能力」（Vermögen）で
あるかを述べるものである。冒頭に引用したように、天才はまず「美的理念を表示する能力」で
ある 58。さらに、天才は「構想力と悟性」という二つの能力から生じる 59。構想力が悟性に強制され
ず自由に働きつつ、それでいて構想力は悟性と調和している、という二つの能力の微妙なバラン
スが天才を生むのである。このバランスを調整するものとしてカントが挙げるのは、さらに別の
能力、すなわち「判断力」である。カントはこのようにあくまでも「能力」を中心に天才を捉え
ているのであり、それゆえにヒューム的な「観念の引力」を主体とする観念連合が創造的原理と
して語られる余地はない。
ヒュームは文芸批評においても徹底的に観念連合論に依拠したことで、ありふれた能力論とは
一線を画する天才論を提起し得たのである。あくまで観念の結合力を中心に人間本性の組み立て
を考えるヒュームの特異な発想が、ヒュームの文芸理論をも支えていた。観念連合論は、天才論
においても、ヒュームに「発見者」の称号を与えるだろう。
引用について
・ヒュームの引用は、Four Dissertations を除き、すべて The Clarendon Edition of the Works
of David Hume を用いた。
『人間本性論』
（A Treatise of Human Nature）については巻（Book）
・
章（Part）・節（Section）・段落番号を記す（例：T 2.3.2.1）。
『人間知性研究』（An Enquiry
Concerning Human Understanding）については、章（Section）
・段落番号を記す（例：EHU
9.5）。『人間本性論摘要』（An Abstract of … A Treatise of Human Nature）については、段落
番号のみを記す（例：Abs. 35）。
・ヒュームの訳文は『人間本性論』（木曽好能ほか訳、法政大学出版、1995）、
『人間知性研究』（斉
藤茂雄・一ノ瀬正樹訳、法政大学出版、2004）を用いるが、筆者が適宜変更を加えた。
・リードの引用は、The Works of Thomas Reid（1863）, 6th edn. Edinburgh: MacLachlan and
Stewart. Reprint Bristol: Thoemmes Press, 1994 を用いた。ページ番号のみを記す（例：Reid
385.）。訳文は筆者による。
・ジェラードの引用は、An Essay on Genius（1774）, ed. Bernhard Fabian, München: Wilhelm
Fink Verlag, 1966 を用いた。ページ番号のみを記す（例：Gerard 203.）。訳文は筆者による。
・その他の引用については、特に断りがない場合訳文は筆者による。
・［ ］内は筆者による挿入である。

58
59

Kant, Kritik der Urteilskraft, V 314.
Ibid., V 317.
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「音楽的修辞フィグーラ」から「趣味」へ
─ 対位法への理念的挑戦としてのハイニヒェン
『作曲における通奏低音』─

From Musical-Rhetorical Figures to Representations of Musical
Taste: Examining Heinichenʼs Der General-Bass in der
Composition as an Ideological Challenge to Counterpoint
松

原

薫（Kaoru MATSUBARA、

日本学術振興会特別研究員 PD（東京藝術大学））
Abstract
This study examines Johann David Heinichenʼs（1683-1729）Der General-Bass in der
Composition（1728）and proposes an understanding of this treatise, not as a follower of
Christoph Bernhard（whose Tractatus comspositionis augumentatus was one of the
authorities of Figurenlehre）nor as a predecessor of Friedrich Wilhelm Marpurg（who
persuasively explained the galant style）
, but as a transitional work after Bernhard. Although
Bernhard and Heinichen commonly used ʻmusical-rhetorical figuresʼ（such as anticipatio
transitus）to explain the dissonances in the practical phase, there was one difference between
them. While the former considered the dissonances as figures that functioned as explanatory
devices in contrapuntal theory, the latter considered them as progressions outside the
framework of counterpoint because such irregular use of dissonances in theatrical style were
not appreciated by the great contrapuntists of that time. Furthermore, echoing Johann
Matthesonʼs contemporaneous criticism of counterpoint, Heinichen proposed the concept of
ʻtasteʼ to justify the departure from the authority. This concept was borrowed from previous
thoroughbass treatises by Saint-Lambert and Francesco Gasparini. A comparison of the
usage of ʻtasteʼ by these three theorists shows that the primary meaning of this term referred
to stimulating the creative license while producing progressions that still please the ear,
which was in accordance with Heinichenʼs ideological challenge to the authoritative
framework of counterpoint.
序
（1728）は
ハイニヒェン（Johann David Heinichen, 1683-1729）の『作曲における通奏低音 1』
通奏低音技法の指南書であると同時に、18 世紀の音楽美学の一側面を伝える重要な文献である。

1

[General-Bass]: Johann David Heinichen, Der General-Bass in der Composition（Dresden: Heinichen, 1728）.
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この著作に先立ち、彼は 1711 年に『通奏低音の完全な習得のための手引き 2』を出版していた。二
つの著作に挟まれた期間は、彼がヴェネツィアでオペラを学び、その後ドレスデン宮廷楽長を務
めた時期とほぼ一致する。イタリアでの研鑽は、この間に本格化したマッテゾン（Johann
Mattheson, 1681-1764）の批評活動がドイツの音楽家の間に巻き起こした旋風とともに、ハイニ
『作曲における通奏低音』の重要な主題の一
ヒェンの著作にいっそう充実した内容をもたらした 3。
つは劇場様式における不協和音の扱い方である。本稿ではハイニヒェンの理論書の音楽史におけ
る位置づけを出発点として、彼が伝統的な「フィグーラ」概念とそれに代わるものとして「趣味」
概念をどのようにして不協和音の正当化に用いたのかを明らかにする。
第1節

音楽史の中の『作曲における通奏低音』―「不協和音の正当化」をめぐって

ハイニヒェンの『作曲における通奏低音』は「ギャラントで洗練された劇場様式」
（GeneralBass, 28）という言い回しをよりどころとして、しばしばギャラント様式の文脈において論じら
れてきた 4。音楽理論の観点からのアプローチを試みたシェルドンは、劇場様式（とりわけレチタ
ティーヴォ）における不協和音についてのハイニヒェンの優れた説明がマールプルクに代表され
「予備されない 7 度」
る 18 世紀後半のギャラント様式の理論に影響を及ぼしている、と指摘した 5。
の解決という事柄に注目したとき、ハイニヒェンは禁則の正当化に先駆的な役割を果たした理論
家とみなされるのである 6。
一方、ダールハウスは音楽理論よりも音楽美学に重心を置いてハイニヒェンを音楽史に位置づ
けることを試みた。彼によれば、1720 年代から 30 年代にかけて自由楽曲 7 が広く受け入れられた
背景には、当時、音楽の享受者として重要な位置を占めつつあったギャラントム 8 が従来の音楽の
2

Johann David Heinichen, Neu erfundene und gründliche Anweisung（Hamburg: Schiller, 1711）.
ビューローは 1711 年と 1728 年の著作の間に見られる変化として、通奏低音実践に関する記述のほか、序論にお
ける対位法批判や趣味概念の提示など、音楽の様式や美的価値に関する思考を挙げている。しかし対位法批判と趣
味概念の関連性には触れていない
（George J. Buelow, Thorough-Bass Accompaniment according to Johann David
Heinichen（Revised Edition）（Ann Arbor, MI: UMI Research Press, 1986）
, p. 276）。
4
ギャラント様式はバロックと古典派の過渡期の様式としてビュッケンによって提唱された（Ernst Bücken, ʻDer
galante Stil: Eine Skizze seiner Entwicklungʼ, Zeitschrift für Musikwissenschaft, 6（1923/24）, pp. 418-430）。ただ
しその定義については、この時代を特徴付けるほかの用語（「ロココ」
、「多感性」
、「疾風怒濤」、「前古典」）との間
で依然として検討の余地がある。本稿ではシェルドンやダールハウスの論考における「ギャラント」の用法を採用
し、この様式を自明のものとして扱う。
5
シェルドンは 18 世紀ドイツの「ギャラント様式」を以下の二つの段階に分類している。すなわち、社会や文学
の流行としてのギャラント概念と密接な関わりをもつギャラント様式（18 世紀前半）と、上述のギャラント概念か
ら切り離された、単に、厳格な規則から自由な音楽様式としてのギャラント様式（18 世紀後半）である。ここでの
ギャラント様式は後者のことを指す。David A. Sheldon, ʻGalant Style Revisited and Re-Evaluatedʼ, Acta
Musicologica, 47/2（1975）
, pp. 240-270（esp. p. 270）.
6
シェルドンは以下の文献において後述のダールハウスの見解に反論している。David A. Sheldon, ʻThe concept
galant in the 18th centuryʼ, Journal of Musicological Research, 9（1989）, pp. 89-108.
7
ダールハウスは「自由楽曲」という語で「厳格な楽曲の規則からの逸脱が許容された楽曲」、具体的にはモンテ
ヴェルディ（Claudio Monteverdi, 1567-1643）に代表されるような「「第二の作法」としてモノディーや協奏曲様式
の形で 17 世紀初頭から存在した」音楽を指している（Die Musik des 18. Jahrhunderts, ed. by Carl Dahlhaus,
Neues Handbuch der Musikwissenschaft, vol. 5（Laaber: Laaber-Verlag, 1985）, pp. 400, 26）。
8
ギャラントム（galant homme）とは 17 世紀フランスにさかのぼる紳士の理想像である。トマージウス（Christian
Thomasius, 1655-1728）がライプツィヒ大学講義要綱（1687）でフランス人のギャラントな振る舞いの模倣を推奨
3
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衒学性（対位法規則の遵守など）を好まなかったという事情があった。しかし自由楽曲の創作は
すでに 17 世紀初期にはじまっていたのに対し、ギャラントは 18 世紀音楽を特徴付ける概念であ
る。したがってギャラント概念と自由楽曲は恣意的に同一視されるべきものではなく、両者の間
にはさまざまな要素が介在していたと考えなければならない、とダールハウスは指摘する。そこ
で彼はその契機の一つとして、100 年前に生まれていた自由楽曲がようやく 1720 年代、30 年代に
「筋の通ったものとなり、十分に説明され 9」るにいたったことに着目する。ただしダールハウスに
よれば、18 世紀前半にまで影響を及ぼしたベルンハルト（Christoph Bernhard, 1628-1692）の
「厳格な対位法の規範からの逸
『増補作曲理論 10』とハイニヒェンの『作曲における通奏低音』は、
脱」を音楽的修辞フィグーラ、すなわち「『文法的』規則からの『修辞学的』に根拠づけられた例
外」として説明した点で一致しているため、ハイニヒェンは古い伝統の要素を色濃く残している。
むしろフィグーラという「修辞学的な説明方法を解体」することに重要な役割を果たしたのは、7
度音程に「独立した存在と意味」を与えたラモー（Jean-Philippe Rameau, 1683-1764）の『和声
（1722）の根音バス理論だった 12。ラモーの理論が提起した非衒学的な聴取のあり方がギャラ
論 11』
ントムの美的理念と一致することによって、自由楽曲は対位法規則から独立に理解されうるよう
になったのである。ダールハウスの理解にしたがうならば、自由楽曲の新たな聴取のあり方をき
りひらいたのはラモーであり、ハイニヒェンは 17 世紀の伝統を継承したにすぎなかった理論家と
して位置づけられることになる 13。
したことをきっかけに、ドイツ語圏にもギャラントムという概念が広まり、彼らが文化の担い手として重要な役割
を果たすようになっていった（エンゲルハルト・ヴァイグル（三島憲一、宮田敦子訳）『啓蒙の都市周遊』岩波書
店、1997 年、40-64 頁）。たとえばマッテゾン『新設のオーケストラ』（1713）はギャラントムのための音楽手引書
として書かれたものであり、そのことはタイトル頁の副題中で示されている。
9
Dahlhaus, Die Musik des 18. Jahrhunderts, p. 27.
10
[Tractatus]: Christoph Bernhard, Tractatus compositionis augmentatus, in Die Kompositionslehre Heinrich
Schützens in der Fassung seines Schülers Chr. Bernhard, ed. by Joseph M. Müller-Blattau（Leipzig: Breitkopf
& Härtel, 1926; 2nd ed. Kassel: Bärenreiter, 1963）
. この著作が書かれた時期は定かではないが、おそらく 1650 年
代後半ではないかと推測される（Walter Hilse, ʻThe Treatises of Christoph Bernhardʼ, in Music Forum 3, ed. by
William Bitschell, Felix Selzer（New York: Columbia University Press, 1973）, p. 4）。シュッツ（Heinrich Schütz,
1585-1672）の弟子だったベルンハルトが対位法、フィグーラを論じた『増補作曲理論』は当時の音楽理論の一つの
典型だった。たとえばマッテゾンの『新設のオーケストラ』第二部第一章「協和音、不協和音の一般的規則につい
て」第五項にはベルンハルトの理論が大幅に借用されている（Birger Petersen-Mikkelsen, Die Melodielehre des
Vollkommenen Capellmeisters von Johann Mattheson: Eine Studie zum Paradigmenwechsel in der
Musiktheorie des 18. Jahrhunderts（Eutin, 2002）, pp. 196-204）。このことが示すように『増補作曲理論』は出版
こそされなかったものの筆写を通じて 18 世紀のドイツ語圏の音楽理論にまで影響力を及ぼし、
「ベルンハルトの伝
統」を形成していた（Werner Braun, Deutsche Musiktheorie des 15. bis 17. Jahrhunderts: Von Calvisius bis
Mattheson, ed. by Thomas Ertelt, Frieder Zaminer, Geschichte der Musiktheorie, 8/II（Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994）, p. 165）。
なお、16 世紀末のブルマイスター（Joachim Burmeister, 1564-1629）から 18 世紀末のフォルケル（Johann Nikolaus
Forkel, 1749-1818）に至るフィグーレンレーレの長い伝統については以下を参照。礒山雅「バロック音楽における
フィグーラ―修辞学的音楽論の一側面」
『思想』
（岩波書店）682 号、1981 年、208-226 頁 ; Dietrich Bartel, Musica
Poetica: Musical-rhetorical figures in German Baroque music（Lincoln and London: University of Nebraska
Press, 1997）.
11
Jean-Philippe Rameau, Traité de l Harmonie Réduite à ses Principes naturels（Paris: Ballard, 1722）
.
12
ここで示したダールハウスの議論については以下を参照。Daklhaus, Die Musk des 18. Jahrhunderts, p.31.
13
ダールハウスが指摘するとおり、
『作曲における通奏低音』はラモーの『和声論』から 6 年後に出版されたにも
かかわらずその影響は読み取れない。ただしハイニヒェンが出版直前に追加した補遺によれば、
『作曲における通奏
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このようにハイニヒェンの音楽理論を 17 世紀のフィグーレンレーレの伝統の後衛とみるダー
ルハウスと、18 世紀のギャラント様式理論の前衛とみるシェルドンの見解は正反対といってもよ
いほどに異なっている。このことは対位法理論と和声理論の過渡期に生み出されたがゆえの、ハ
イニヒェンの理論の複雑な位置づけを物語っている。ただしラモー理論が本格的にドイツ語圏に
紹介されるには 1750 年代を待たなければならなかったことを考えれば、ラモー理論によるフィ
グーラの解体を 1720 年代、30 年代に始まる事象とするダールハウスの説明には困難が伴う 14。ま
たハイニヒェンが「ベルンハルトの伝統」の域を脱するものではなかったという指摘はフィグー
ラを用いている点にのみ着目したものであり、いささか一面的な解釈である。一方、後の世代へ
の影響を重視するシェルドンの解釈は理論によって説明された個別事例の分析を重視するあま
り、ハイニヒェンの理論にみられる修辞学的伝統（フィグーラ、着想論など）を捨象してしまっ
ている。むしろハイニヒェンの理論の中に伝統と革新が混在していることを示すことによってこ
そ、彼の著作の過渡的な位置づけを的確に捉えることが可能になる。
そのために本稿ではまず、不協和音の正当化にかんするハイニヒェンの議論がベルンハルトに
代表される伝統的なフィグーレンレーレと完全に重なりあうものではなかったことを明らかに
する。そして、たしかに慣習にならってフィグーラ概念を用いている場合もあるが 15、不協和音を
正当化する際にハイニヒェンの念頭に置かれていたのはむしろ、同時代の音楽批評や先立つ通奏
低音理論書の影響のもとで形成された対位法批判、およびこれと密接に結びついた「趣味」概念
だったことを示す。
第 2 節 「予備されない 7 度」の正当化の手法―ベルンハルトとハイニヒェンの比較
ハイニヒェンは『作曲における通奏低音』第 2 部第 1 章「劇場様式における不協和音の解決」
で不協和音の使用例を 8 通りに分類している（General-Bass, 587-588）。その中の一つ「バス声部
における経過音の先取」（General-Bass, 685f.）の項目では、不協和音である七和音を予備せずに
用いることが「経過音の先取 anticipatio transitus」として説明されている。たとえば【譜例 1】
（General-Bass, 686）をリアリゼーションした一例が【譜例 2】だが、ハイニヒェンは○をつけた
音（協和音）が省略（ellipsis）され、経過音（□で示した）が先取されている（anticipatio
transitus）と説明することによって、
【譜例 3】の二拍目、四拍目に現れる「予備されない七度」
を正当化している。
ハイニヒェンは anticipatio（transitus）を「フィグーラ」と名指しており（General-Bass,
686）、
「予備されない 7 度」を anticipatio transitus として説明するときにフィグーラを念頭にお
いていたことは明らかである。彼が用いたフィグーラ（anticipatio（先取）、transitus（経過音）、
ellipsis（省略）
）はすべて、ダールハウスが指摘するようにベルンハルトがすでに定義していた
低音』は最終的な出版の「6 年前」
（つまり 1722 年頃）に印刷所に入稿されていた（General-Bass, 938）。このこと
を考慮に入れれば、彼がラモーの名前に言及するのみでその理論が著作の内容にあまり反映されていないのは当然
のことといえよう。
14
ラモーの理論はダランベールによる要約『ラモー氏の原理に基づく音楽理論と実践の基礎』（1752）が 1757 年
にマールプルクによって翻訳されることによってドイツ語圏に広まった。
15
ベルンハルト以降の理論家（ヴァルター、マッテゾン、シャイベ）が、フィグーラを扱うものの、その概念規
定を行わなくなっていったことに見て取れるように、フィグーラはしだいに本来の意義を離れ、
「慣習的に用いられ
る常套的な技法」へと化していった（礒山「バロック音楽におけるフィグーラ」214 頁）。
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【譜例 1】（General-Bass , 686）

【譜例 2】

【譜例 3】

ものであり、かつそのうち anticipatio と ellipsis はベルンハルト以前のフィグーレンレーレでは
言及されていない 16。したがって、18 世紀前半のドイツにおける「ベルンハルトの伝統」も考慮に
入れるならば、ハイニヒェンが『増補作曲理論』のフィグーラの定義を念頭においていた可能性
は非常に高い。
しかし両者が理論の適用される対象として何に重きを置いていたのかということに着目する
と、相違点が浮き彫りになる。ベルンハルトは音程（協和音、不協和音）の理論に続けて、著作
の大半を占める後半部分ではそれぞれの作曲様式においてどのフィグーラ（リツェンツィア）が
使用可能であるかを論じている 17。たとえば荘重様式で許容されるフィグーラはわずかであるの
に対し、華麗様式ではより多くのフィグーラが許容されるといった具合である。ここで留意した
いのは、様式分類の冒頭で「対位法の主たる区別は等価の対位法と、不等価の対位法であり（後
略）」
（Tractatus, 42）と述べていることからわかるように、ベルンハルトがあらゆる様式（Stylo）
は対位法（Contrapunctus）としても言い換え可能だと考えていたことである 18。したがって彼は
対位法（の下位分類）におけるフィグーラの用法を論じていることになる。言い換えるならば、
対位法規則から逸脱した不協和音の使用を正当化するためのフィグーラですら、既存の対位法の
枠組みとの関わりにおいて捉えられていたのである。
一方ハイニヒェンの場合、フィグーラは不協和音の説明において表層的に用いられたにすぎな
かった。彼は劇場様式の成立を次のように説明する。もともと不協和音の正しい解決方法は stylo
gravi ないしは alla breve 様式 19 の音楽のために考案された。しかしこの様式における音程の用法
が多様化するにつれ、不協和音の解決や声部の交代に際してより多くの自由が許容される劇場様
16

バルテルによれば、音楽理論書の中ではベルンハルト『増補作曲理論』が anticipatio と ellipsis を用いた最初
の例だが、修辞学の分野ではクインティリアヌス、スセンブロトゥスの先例がある（Bartel, Musica Poetica の各
項目を参照）。なおバルテルがフィグーレンレーレの調査対象とした音楽理論家のうちベルンハルト以前に活動した
のはブルマイスター、ヌチウス、テューリングス、キルヒャー、エリアス・ヴァルターである。
17
ベルンハルトは Contrapunctus（Stylo、Composition）を「等価 aequalis・不等価 inaequalis」、「不等価」を
「荘重 gravis・華麗 luxurians」、さらに「華麗」を「一般的 communis・喜劇的 comicus」に分類した（Tractatus,
42-43）。ただしそれぞれの様式を形容する語には揺らぎがある。『増補作曲理論』は全部で 63 章で構成されるが（二
重対位法にかんする補遺を含めると 70 章）、そのうち第 16 章から第 63 章までの 48 章がフィグーラの解説に充てら
れている。
18
ベルンハルトは「作曲」
、「対位法」
、「様式」の 3 つをほぼ同義語として用いていた。彼の用語法については佐
藤望『ドイツ・バロック器楽論―1650 〜 1750 年頃のドイツ音楽理論における器楽のタイポロジー』慶應義塾大
学出版、2005 年、204 頁を参照。
19
stylo gravi、alla breve、後述の antique stylus といった語で指示されるものは、スカッキ（Marco Scacchi,
1602-1662）が提唱し、慣習的に広く用いられていた様式三分類（教会・室内・劇場）の中の教会様式とほぼ同一と
見てよい。17 世紀から 18 世紀にかけての音楽の様式分類の錯綜した用語法については佐藤『ドイツ・バロック器
楽論』204-207 頁を参照。
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式が生まれた。ハイニヒェンはこのような劇場様式を「まったくもって重要なものであり、また
同時に協和音程、不協和音程は規則通りの antique stylus よりもずっと技巧的に美しく解決され
ている」
（General-Bass, 586）と捉えていた。しかし彼によれば、多くの音楽家は「劇場様式を
蔑んでおり、その規則を観察せずに、そこでの不協和音程、およびその美しい解決を重要でない
ものとして扱っている」（ibid.）。つまり劇場様式は本来、教会様式の内部発展によって生み出さ
れたにもかかわらず、一般的には対位法理論の正統な対象と見なされていなかったのである。不
協和音が多用されるがゆえに劇場様式が正面から取り組まれていない、という当時の状況を認識
していたハイニヒェンは、対位法の枠組みの中でその不協和音を正当化しようと試みても、十分
な説得力をもって受け止められないであろうことを容易に想像できたにちがいない。彼の理論書
にベルンハルトのようなフィグーラの体系的な説明が含まれていないのは、理論書の主題があく
までも通奏低音実践であるのもさることながら、対位法理論との関連において劇場様式の不協和
音を正当化することは困難だと考えていたからにほかならない。むしろハイニヒェンは以下で見
るように、対位法理論に帰せられていた絶対的な権威を相対化させ、そのかわり「趣味」概念を
提起することによって、劇場様式における不協和音の説明を準備したのである。
第3節

対位法批判から趣味概念の提起へ

ハイニヒェンは作曲における「趣味」の重要性を、対位法批判を発展させる形で訴えた。この
ことは『作曲における通奏低音』の 94 頁にわたる長大な序論を手がかりに明らかにすることがで
きる。彼はそこで厳格な対位法の規則よりも聴覚の快を優先すべきであること、そしてその過程
には「趣味」が不可欠であることを説いた。
（1）対位法、あるいは「視覚のための音楽」の批判―マッテゾンの音楽批評との共鳴
ハイニヒェンは序論の冒頭付近に付した長大な注の中で、聴覚（Gehöre）と理性 20（ratio,
Vernunfft）のいずれが優位であるべきかを問う。彼によれば「音楽共和国」では「音楽とその規
則は耳によって規定されるのか、それともいわゆる理性によって規定されるのか」
（General-Bass,
2）という問題をめぐって、
「過去の作曲家は理性の側、最近の作曲家は聴覚の側に立って」
（General-Bass, 2-3）対立している。
「視覚的なるもの（das Gesichte）」は理性とともに音楽の支配的要素として機能するようになっ
たが、最近の作曲家はこうした状況に賛同せず、音楽の支配権は理性から聴覚へと返還された。
今や理性は「主人」でも「対等な共同統治者」でもなく、
「思慮深い大臣、助言者」として聴覚が
犯す過ちに警告を発する役割に徹しなければならない。「もし理性が〔聴覚と〕異なる意見を持っ
た場合、理性は聴覚に完全に服従して仕えなければならず、紙上における音楽の視覚的現れ（das
Gesichte auf dem Pappire）ではなく、絶対的支配者たる聴覚の満足のためにあらゆる技を用い
なければならない」のであり、
「仮に楽譜上よく見えるからと言って（これは衒学的である）
、耳
20

ハイニヒェンは聴覚と理性の対比に関する一連の議論の中で Vernunfft と ratio をほぼ同義に用いている。通常
数比を意味する ratio という語から、ハイニヒェンは理性主導の音楽を批判する際、その背後に旧来の数学的音楽
観を想定していると推察される。数学的音楽観にかんするハイニヒェンとマッテゾンの見解については拙稿「マッ
テゾン『完全なる楽長』における旋律論―数学的音楽観批判と対位法理論の調停―」
『美学』
（美学会編）第 66
巻第 1 号、2015 年、161-172 頁を参照。
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を喜ばせることにはならない」。「我々の音楽の目的は、アフェクトを動かし、真の音楽の対象た
る聴覚を楽しませることなのである」（以上、General-Bass, 4）。
聴覚と視覚の対比を用いながら対位法を批判するというハイニヒェンの論法は、すでに 1711 年
の『通奏低音の完全な習得のための手引き』にその萌芽が見られるが 21、1710 年代から 20 年代に
かけてのマッテゾンの批評活動への応答を通じていっそう明確になった。たとえばハイニヒェン
は「音楽の目的は視覚や（中略）理性ではなく聴覚を志向するものである 22」と理性（視覚）にた
いする聴覚の優位を指摘したマッテゾンの『新設のオーケストラ』に賛同した。そして「もし退
屈な実践と並んで巧妙で繊細な規則が、心を乱すような視覚のための音楽（Augenmusik）（中
略）ではなく心を動かされるような聴覚のための音楽に欠かせないものだ、と今日言う者がいる
とすれば、それは偏見に絡め取られて全く道理のわかっていない者である 23」と述べ、対位法に依
拠した厳格な作曲法を「視覚のための音楽」として批判する書簡をマッテゾンに送っている。ハ
イニヒェンは同時代の音楽家の中に、教会旋法や古いソルミゼーション等のいわば「古代の廃
墟 24」を復活させようとする者が依然として存在するのは嘆かわしいことだと考えたのである。
ほかにもハイニヒェンは、マッテゾンとボーケマイヤー（Heinrich Bokemeyer, 1679-1751）の
カノンをめぐる論争に際して、伝統的な模倣対位法を批判する側に立つ書簡をマッテゾンに送っ
ている 25。1711 年の著作ではわずかの分量であった対位法批判が 1728 年には 2 頁半に及んでいる
ことから、ハイニヒェンの主張は『新設のオーケストラ』や「カノン論争」を含むマッテゾンの
一連の音楽批評活動の影響のもとで先鋭化していったのだと考えられる 26。
（2）対位法批判から趣味の提起へ
ハイニヒェンによれば、「根拠をもって規則から逸脱する」
（General-Bass, 17）ためには十分
な判断力が必要である。ただしこれは規則を習得していることを前提とするため、
「無味乾燥な理
論よりも 10 倍難しい」
（ibid.）
。一方、彼は作曲家に必要な要素には三つの階梯、すなわち「才
能」、
「知識」、
「経験」があると考え、その中で最も重要な「経験」については「一般的な理論と
21

例えば Heinichen, Neu erfundene und Gründliche Anweisung, p. 9.
Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre（Hamburg: Schiller, 1713）, p. 128.
23
Johann Mattheson, Critica Musica II（Hamburg: Wiering, 1725）, pp. 212-213.『新設のオーケストラ』へのブッ
トシュテット（Johann Heinrich Buttstett, 1666-1727）の批判（1716）に反駁するために、マッテゾンは当時の著
名な 13 人の音楽家の見解を求め、『クリティカ・ムシカ』第 2 巻に掲載した。ハイニヒェンはこれらの音楽家に含
まれており、引用の書簡は 1717 年に書かれたものである。
24
Mattheson, Critica Musica II, p. 212.
25
マッテゾンはボーケマイヤーとの往復書簡を「カノンの解剖学 Die Canonische Anatomie」というタイトルで
『クリティカ・ムシカ』第 1 巻に掲載した（Johann Mattheson, Critica Musica I（Hamburg: Wiering, 1723）, pp.
236-368）。前者は美しい旋律を重視する観点からカノンを批判したのに対し、後者は 17 世紀以来の伝統的な音楽の
価値観を踏襲する立場から、カノンをあらゆる作曲技法の基本であると考えた。カノン論争に関するハイニヒェン
の見解は Mattheson, Critica Musica I, pp. 357-358 に掲載されている。
26
ただしマッテゾン、ハイニヒェンの対位法批判は対位法を完全に拒否するものではなく、ルネサンス以来の「感
性 sensus と理性 ratio の均衡」の追求、すなわち音楽の「純粋に思弁的な知覚が『人間らしい理解』に帰着した」
と捉えるのが妥当である（Bartel, Musica Poetica, pp. 25, 27）。その証左として、ハイニヒェンは「古い旋法、様々
な種類の対位法、モノコルド、多様な調律、また他の同様の音楽的要素の一部はたしかにきわめて絶対的なもので
あり、完全には放棄されるべきでない」との考えから、これらが「アルファベット 24 文字における母音に相当す
る」
（General-Bass, 7-8）ものであると指摘している。そして対位法が有効な場面として作曲学習や教会音楽創作を
挙げている。
22
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実践を習得したあとで達成しなければならない」（General-Bass, 22）と述べている。つまり、規
則からの逸脱は、知識の後に獲得される判断力や経験によって可能になるのである。さらに経験
を積んだ者が追求しなければならないのは「趣味 Gout（bon gusto）」（ibid.）である。
趣味を備えた音楽は「世間一般の思慮のある人々に喜ばれ気に入られ、また同様に、熟練した
技巧によって聴覚を楽しませたり、感覚を動かす」（General-Bass, 23）ことができる。具体的に
は「音楽全体を覆うカンタービレ、適切で人の心を動かすような通奏低音、耳にとって心地よい
和声の変化、そして今日我々が『経験則』という曖昧な名前で呼んでいる、経験によって得られ
るが紙の上ではしばしば悪く見えるような長所」（ibid.）によって、良い趣味の音楽は成り立つ。
ハイニヒェンの主張を要約するならば、規則から逸脱していても聴覚を楽しませる音楽は、判断
力、経験、そして趣味によって作られる、ということになる。
このようにして対位法規則からの解放という『作曲における通奏低音』序論の重要な主張は趣
味概念の提起に収斂される。「知識」
（対位法理論）の先に「経験」を、
「経験」の先に「趣味」を
位置づけるハイニヒェンの主張はすなわち、規則から逸脱した不協和音の処理を「趣味」によっ
て解決しようとするものである。彼は具体的説明のレベルでは当時の慣習であったフィグーラを
用いたものの、理念のレベルでは「趣味」という概念を導入した。これは、あらゆる不協和音の
処理をフィグーラとして、すなわち「知識」
（対位法理論）との関連において論じたベルンハルト
とは対照的である。ハイニヒェンは「趣味」概念を用いることによって当時も依然として絶対的
な権威であった対位法理論（「知識」）そのものを相対化した。したがって一見共通している両者
の見解は、対位法理論に留まるか（ベルンハルトのフィグーラ）、対位法理論を超越するか（ハイ
ニヒェンの趣味）という根本的な枠組みの点で異なっていたのである。
上述の『作曲における通奏低音』序論の読解を通じて、対位法批判が趣味概念の提示と密接な
関係をもっていたことを明らかにした。ただしこれは趣味概念がフィグーラにかわる規範となっ
たことの説明としては不十分である。というのもハイニヒェンが具体的な通奏低音の説明の中で
この概念をどのような意味で用いているのかを把握してはじめて、彼の理論書における趣味の役
割を特定することが可能になるからである。以下ではハイニヒェンが参照した先人たちの理論書
との比較を通じて、彼の趣味概念の内実を明らかにすることを試みる（第 5 節）が、その前に彼
の趣味論の全貌を概観しておきたい（第 4 節）。
第4節

ハイニヒェンの趣味概念の二面性―「良い趣味」と「混合趣味」

（1）ハイニヒェンの混合趣味論とその背景
前節ではフィグーラにかわって対位法規則からの解放を正当化するものとしての「趣味」に着
目したが、本節では一旦、ハイニヒェンによる趣味にかんする記述全体に目を向けてみたい。と
いうのも『作曲における通奏低音』序論での「趣味」の意味は一通りではないからである。ハイ
ニヒェンは前節で見た趣味の説明（General-Bass, 22-23）より前の箇所で、ドイツと他の国の作
曲家を比較する際にも「趣味」概念を用いている。彼が「外国の有力な音楽家」の言葉を借りて
述べることによれば、イタリアの音楽は「甘美さ」を、フランスの音楽は「快活さ」を特徴とす
るが、この甘美さと快活さを混合させるならば、
「全世界の人々に気に入られうるような第三の趣
味が現れる」（General-Bass, 10）。ハイニヒェンはこの音楽家の言葉を受けて、
「イタリアとフラ
ンスの趣味の幸福な混合は聴覚をもっとも力強く揺り動かし、世界のあらゆるほかの趣味に勝る
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に違いない」（ibid.）と述べ、これまで独自の趣味を持たなかったドイツ人は、混合趣味によっ
てイタリア人やフランス人よりも優位に立つべきであると主張する 27。
この記述は 17 世紀フランスを起源とし、18 世紀ヨーロッパで一つの音楽様式として流行して
マッテゾン、クヴァンツ（Johann Jachim Quantz, 1697-1773）ら音楽批評家によって論じられ
た混合趣味論の系譜に位置づけることができる。ハイニヒェンは 1711 年の著作では混合趣味に全
く言及していないため、1728 年の著作でこの主題が取り上げられることとなった背景には、両著
作に挟まれた期間にドイツ語圏において本格化したイタリア音楽とフランス音楽の比較論争、混
合趣味への関心の高まりがあったと考えられる 28。
さらに、同時代のドイツの音楽批評だけでなく、以下で概観するような『作曲における通奏低
音』執筆時に彼が置かれていたドレスデン宮廷の音楽事情も混合趣味論に影響を及ぼしたと思わ
れる。フランス演劇を愛好したザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト 1 世は即位とともにイ
タリア人音楽家を解雇したため、1717 年まで宮廷には常設のイタリア・オペラ団が置かれていな
かった。宮廷楽団はフランスの影響が色濃く、たとえば楽師長ヴォルミエ（Jean-Baptiste
Volumier, 1670-1728）はフランスで学んだヴァイオリン奏者だった。一方、ヴェネツィア滞在を
経験した皇太子はイタリア趣味を持ち、ハプスブルク家出身の妃マリア・ヨゼファも幼少の頃よ
りイタリア音楽に親しんでいた。そのためフリードリヒ・アウグスト 1 世は皇太子の結婚祝典行
事にはイタリア音楽が不可欠であると考え、皇太子に指示してハイニヒェンを含むイタリア音楽
の専門家の採用を行わせた 29。その結果、1719 年 9 月にドレスデンで行われた結婚祝典行事の演奏
を主導する地位にはドイツ（ドレスデン少年聖歌隊出身のシュミット（Johann Christoph
Schmidt, 1664-1728））、イタリア（ハイニヒェン）
、フランス（ヴォルミエ）をそれぞれ背景に
もった音楽家が集まった。このようにザクセン宮廷は 1 世の時代にはフランス趣味が中心的だっ
たのに対し、2 世が皇太子であった 1719 年以降、すなわちハイニヒェンの楽長就任後はフランス
趣味とイタリア趣味が交錯する場へと変化した。彼はそこでイタリアとフランスの混合趣味が普
遍的に人々に受け入れられる可能性を模索したのだと思われる。
（2）二つの趣味に共通する「聴覚本位」と「普遍性」
前段では、ハイニヒェンが『作曲における通奏低音』序論で「聴覚の快をうながす趣味」（「良
い趣味」）のみならず「イタリア趣味とフランス趣味を混合した趣味」
（「混合趣味」）も論じてい
たことを明らかにした。本来別の文脈に置かれるべき二種類の「趣味」が明確な分類なしに記述

27

カワートによれば、ここで引用されている「外国の有力な音楽家」の混合趣味にかんする発言はおそらく『メ
ルキュール Mercure de France』（1713）に掲載された「L. T. 氏によるイタリアとフランスの音楽に関する論考
Dissertation sur la musique italienne et française par Mr L. T.」に依拠している。この論考はマッテゾン『クリ
ティカ・ムシカ』第 1 巻で詳細な注とともにドイツ語に翻訳されている。Georgia Cowart, The Origins of Modern
Musical Criticism: French and Italian Music 1600-1750（Ann Arbor, MI: UMI Research Press, 1981）
, p. 133.
28
18 世紀のドイツ語圏における混合趣味論については Cowart, The Origins of Modern Musical Criticism, pp.
123, 130-133; 吉田寛『民謡の発見と〈ドイツ〉の変貌』青弓社、2013 年、81-84 頁参照。
29
他にドレスデン宮廷に採用された音楽家としては楽長ロッティ、ヴァイオリン奏者ヴェラチーニ、そのほか多
くのオペラ歌手が挙げられる。このようにして準備された祝典ではフランス演劇、イタリア演劇に加え、ロッティ
のオペラ、ハイニヒェンのセレナータが上演された。荒川恒子「ザクセン選帝侯国における 1719 年の音楽事情に関
する考察―皇太子フリードリヒ・アウグスト 2 世の結婚祝典行事を通して」
『山梨大学教育人間科学部紀要』第
13 巻、2011 年、289-290 頁を参照。
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されている一因は、
『作曲における通奏低音』序論全体が彼の主張を全て盛り込もうとするばかり
にしばしば入り組んでしまっていることにある。しかしこのことを差し引いても、二通りの意味
の「趣味」が一つの語のもとで論じられていることに着目するのは有意義だと思われる。そこで
両者の定義が交差する箇所を手がかりに、ハイニヒェンの「趣味」観について一つの指摘を試み
たい。
たとえば「混合趣味」を論じた箇所の最後で、自分たちの音楽が良い趣味のものであるか否か
確認する際の指針を、ハイニヒェンは次のように述べる。
もしあなたの音楽の大部分が豊富な経験によって調整されているのならば、そして（1）教養
ある者にもそうでない者にも、
（2）全く異なった気質や体質の人にも、
（3）趣味が全く異な
る世界各地の人々にも喜ばれ公衆の賞賛を得ることができるのならば、あなたは正しい道を
進んでいると考えて良い。（General-Bass, 13）
「良い趣味」が「趣味が全くことなる世界各地の人々にも喜ばれる」というのはすなわち、
「良
い趣味」は（混合趣味の文脈における）各国の趣味を超越し、様々な国の人々に普遍的に受け入
れられるということである。この記述からは、混合趣味を論じるうちに「経験」、
「良い趣味」、
「趣
味の普遍性」へと彼の関心が移行していることがわかる。
一方、ハイニヒェンは第 3 節（2）でみた「聴覚の快をうながす趣味」の定義の直後で、趣味は
音楽におけるいわば「賢者の石」、
「稀少な宝石」（General-Bass, 23）であり、これらは経験を通
じて見つけ出さなければならないものであると述べている。苦労、危険、出費をおしてまで外国
を旅しなければならないのは「音楽の知識」や「才能」を追求するためではなく、
「趣味」をより
よいものにするためである。ここからは諸外国の音楽を学ぶことによって良い趣味が形成され
る、という混合趣味を連想させる考えを読み取ることができる。
このようにハイニヒェンが論じた二つの趣味はいずれも「聴覚本位」で「普遍的」に受け入れ
られる音楽を志向するものだったことがわかる。二種類の「趣味」の記述は本来別の文脈に属す
るが、目指すものが一致している点で相補的である。したがって、彼が二通りの「趣味」を一つ
の語で論じたことは文脈の混同とは言い切れず、ある程度は理に適っていたと結論できる。
最後に二つの「趣味」に共通する性質のうち「普遍性」について言及しておきたい。すでに本
稿第 3 節でハイニヒェンの趣味（「良い趣味」）は伝統的なフィグーレンレーレに代わり、規則に
従わない不協和音を正当化するための規範だったことを指摘した。もし趣味が一部の人々にしか
受け入れられないのであれば理論として記述することは不可能であるが、趣味に「普遍性」を見
出すことによって、ハイニヒェンは不協和音を正当化する際に（部分的にフィグーラを援用する
ことはあっても）「趣味」を基準とすることができたのである 30。このことを踏まえた上で、次節
では聴覚の快をうながすものとしての狭義の「趣味」へと視点を戻したい。
30

本稿第 3 節（2）で引用したように、ハイニヒェンは「カンタービレ」、
「耳に心地よい和声」といった、良い趣
味として普遍的に通用する音楽の特徴を具体的に挙げている（General-Bass, 23）。しかし一方で「通奏低音の流儀
や装飾は数限りなく存在するが、これは各人の趣味と経験によって異なる」（General-Bass, 522）とも述べており、
ここには即興で装飾を加えながら行われる通奏低音演奏が、演奏者の趣味や経験、力量に大きく依存するというハ
イニヒェンの見解が読み取れる。このように彼の考える「趣味」には、厳密にいえば聞き手の捉え方と弾き手の力
量という二面性があったと思われるが、本稿の範囲を超えるためここでは詳しく論じない。
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第 5 節 「規則からの逸脱」を正当化する趣味―サン＝ランベール、ガスパリニーニとの比較
ハイニヒェンの『作曲における通奏低音』は、17 世紀末以降にドイツ語圏で出版されたいくつ
かの通奏低音理論書の一つに数えることができる 31。しかし、対位法規則からの逸脱を認め、それ
を趣味によって正当化するという彼の主張は、ドイツ語圏の通奏低音理論書の伝統の枠に収まる
ものではなく、むしろフランスの音楽家サン＝ランベール（Saint-Lambert, 生没年不詳）の通奏
低音理論書の影響の下で形成されたものだということは、すでにアーノルド、ビューローによっ
て指摘されてきた 32。ただし彼らの研究では、サン＝ランベールのみならず、当時影響力のあった
ガスパリーニ（Francesco Gasparini, 1668-1727）の通奏低音理論書でも趣味概念が言及されてい
ることは等閑視されてきた 33。またハイニヒェン、サン＝ランベール、ガスパリーニが具体的にど
のようにして趣味概念を通奏低音と結びつけて記述しているのか、ということも十分には検討さ
れてこなかった。そこで以下では上記の三者の理論書中の趣味にかんする記述を比較する。そし
て第 3 節でみたハイニヒェン『作曲における通奏低音』の序論で提唱された趣味概念が、本論部
分でも実際にそのような内実を伴ったものとして扱われていたことを確認する。
（1）サン＝ランベール『クラヴサン、オルガン、他の楽器による通奏低音のための新しい理論 34』
サン＝ランベールは「クラヴサンによる通奏低音にも趣味（un goût）と伴奏の流儀があり、こ
れは通奏低音の基本とほとんど同じくらい重要である」（Nouveau traité, 61）と述べ、主に第 9
章「通奏低音の趣味について」の中で趣味論を展開する。しかしその直前の第 8 章「通奏低音に
おいて許容される破格」で連続五度の可否を論じた箇所にも趣味にかんする考えが示されてい

31

例えば以下の理論書を挙げることができる。
Daniel Speer, Grund-richtiger, Kurtz=, Leicht= und Nöthiger, jetzt
Wol=vermehrter Unterricht der musicalischen Kunst oder Vierfaches musicalisches Kleeblatt（Ulm: Kühnen,
1697）; Andreas Werckmeister, Die nothwendigsten Anmerckungen und Regeln（Aschersleben: Strunz, 1698）;
Friedrich Erhardt Niedt, Handleitung zur Variationen（Hamburg: Schiller, 1706）
. これらの多くは再版、あるい
は改訂版が出版されていることから、17 世紀末から 18 世紀にかけて通奏低音理論書の需要が高まっていたことが
うかがい知れる（佐藤『ドイツ・バロック器楽論』、233 頁参照）。
32
Franck Thomas Arnold, The Art of Accompaniment from a Thorough-Bass vol. 1.（Oxford: Oxford University
Press, 1931; repr. Dover, 1965）. pp. 173-174; Buelow, Thorough-Bass Accompaniment, p. 24.
33
ハイニヒェンは通奏低音の先行文献としてガスパリーニ、
サン＝ランベール、
ボワヴァン
（Jacque Boyvin, 1649?1706）の著作を挙げている（General-Bass, 91-93）。ただし彼は序論執筆時点でボワヴァンの Traité abrégé de
l Accompagnement（Paris: Ballard, 1705）を読むことがかなわなかったと述べており、また出版直前に追加した
補遺ではこれを「取るに足らず不完全なものである」と批判してそれ以上詳しくは言及していない（General-Bass,
938）。そのため本稿では検討対象から外した。ただしビューローが指摘するとおり、ボワヴァンの著作は通奏低音
に関する包括的な記述を目指すものではなく彼の曲を演奏するための手引きという性格が強いため、ハイニヒェン
の批判は必ずしも的を射ていない（Buelow, Thorough-Bass Accompaniment, pp. 287-288）。
34
[Nouveau traité]: Saint-Lambert, Nouveau traité de l accompagnemnt du clavecin, de l orgue, et des autres
instruments（Paris, 1707）. サン＝ランベールについては 1700 年頃にパリで活動したこと以外、ファースト・ネー
ムを含め詳細は不明（Buelow, Thorough-Bass Accompaniment, pp. 22-24）。イタリア語翻訳の写本がボローニャ音
楽院図書館に所蔵されており、この著作がイタリア語でも読まれていたことが推測できる（タイトルは Trattato
dell accompagnamento, dell organo e di qualsivoglia altro stromento、ただし写本の成立年は不詳。Arnold, The
Art of Accompaniment 1, pp. 172-173）。ただしハイニヒェンはサン＝ランベールの記述をフランス語のまま引用し
ているため（General-Bass, 133）、この著作を原語で読んでいたものと思われる。
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る。
たとえば、サン＝ランベールは一般的には禁則として扱われる連続五度進行の説明に趣味概念
を用いている。まず連続五度進行を、
「先に現れるのが完全五度か不完全五度か」、
「上声部間かバ
ス声部との間か」という基準で以下のように分類する（Nouveau traité, 60）。
・完全五度→不完全五度（増五度、減五度）…バスと上声部との間でも許容。（【譜例 4】）
・不完全五度→完全五度…上声部間であれば許容、バスと上声部との間は不可。※譜例なし
・上声部間の連続五度…取るに足らない破格（une legere licence）。（【譜例 5】）

【譜例 4】（

, 60）

【譜例 5】（

, 60）

そしてこれらの進行について次のように述べる。
「偉大なる」規則との一致がこれ〔破格 , les licences〕を許容しないことはわかっているが、
この誤り（もし誤りであるならばだが）がほとんど目立たないのであれば、大胆におこなっ
てよいと私は考えている。なぜなら音楽は耳のためだけに働くのであり、耳に不快感を与え
ない誤りであればそれは誤りとは言わない（Nouveau traité, 60）。
上記のケースはいずれも一般的な規則からは逸脱しているが、もし聞き苦しくなく目立たないの
であれば軽微な破格は許容される。このとき破格の進行を選ぶかどうかという判断の助けとなる
のが「良い趣味」
（bon goût）である（Nouveau traité, 60）。上述のような趣味概念はもっぱら
「規則からの逸脱」にたいして適用されるものだといえる。
続く第 9 章の趣味論では、通奏低音の音量が取り上げられる。たとえば、主旋律を完全に覆い
隠してしまうほどのたくさんの音で弾いてはならないし、あるいは反対に、十分に聞こえないほ
ど少ない音しか弾かないのも良くない。歌手の歌い方やアリアの言葉の意味に合わせてクラヴサ
ンの弾き方を工夫するのが、趣味を備えた通奏低音である。
「伴奏において我々が表出させうる最
も優れた趣味とは、伴奏している声部の性質や歌われているアリアに合わせる方法をよく知るこ
と」（Nouveau traité, 63）なのである。このように趣味概念は「即興性」にも適用される。
サン＝ランベールは「クラヴサンによる通奏低音にかんしては、良いものとして通っている一
般的な趣味（goût général）がある」
（Nouveau traité, 60）と述べる。趣味には一種の規範性が
ありそれに従うことによって普遍的に受け入れられる音楽が作られる、という考えをここに見て
取ることができる。
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（2）ガスパリーニ『チェンバロの実践的奏者 35』
サン＝ランベールが一章を設けて論じたのに対し、ガスパリーニは散発的にしか趣味概念に言
及していない。彼によれば、
「通奏低音を行うためには対位法のあらゆる有効な規則を習得してい
ることだけではなく、良い趣味（buon gusto）、自然さ、作曲のあらゆる種類を即座に見きわめ
る率直さが必要である」
（L armonico pratico, 14）。たとえば不協和音である増四度（三全音）は
耳障りな響きがするため従来は回避されてきたが、最近の音楽家はこれをよく用いる。もし「適
切に、そして良い趣味を伴って」（L armonico pratico, 58）演奏され、かつ適切に不協和音が解
決されるならば、増四度は「快く、和声的」なものとして聞こえる。
またレチタティーヴォの中で良い趣味の通奏低音を行おうとするならば、「協和音はあたかも
アルペジオのように」（L armonico pratico, 91）弾かなくてはならないが、常にアルペジオで弾
いていると歌を邪魔してしまうので頻度は加減しなければならない、と指示される。またモルデ
ントやアッチャカトゥーラを適切な箇所で用いることも必要である（L armonico pratico, 97）。
サン＝ランベールと比較すると「良い趣味」にかんするガスパリーニの記述の量は限られてい
るが、
「規則からの逸脱」と「即興性」にたいして「良い趣味」が適用されるという見解は両者の
間で共通している。
（3）ハイニヒェン『作曲における通奏低音』
ハイニヒェンは第 1 部第 2 章で連続五度や連続八度の可否を論じるにあたり、サン＝ランベー
ルの趣味論の記述を引用している。議論の概要は以下の通りである。
連続五度や連続八度は一般的には回避しなければならないが（General-Bass, 123）、多くの声
部を用いて通奏低音を実施する際、内声部に生じる連続五度、連続八度は許容される（【譜例 6】）。
これが許容されるのは、多くの声部が同時に鳴ることによって外声部が内声部に生じた連続五
度、連続八度を隠し、またあたかも声部が交代したかのように聞こえる（連続五度、八度が特定
の 2 声部間で生じていることが認識されない）からである（General-Bass, 133）。そして彼は前
出のサン＝ランベールの言葉「音楽は耳のためだけに働くのであり、耳に不快感を与えない誤り
であればそれは誤りとは言わない」（Nouveau traité, 60）を原語（フランス語）のまま引用して
いる（General-Bass, 133）。ハイニヒェンはこの前後で「趣味」という語を用いてはいないが、サ
ン＝ランベールはこのことを趣味論の文脈において語っていたのだからハイニヒェンも当然、そ
れを念頭に置いて引用をおこなったと考えられる。つまり、ハイニヒェンは声部が重複すること
によって誤りが「ほとんど目立たない」ならば規則の遵守に固執する必要はないというサン＝ラ
ンベールの趣味論の方針を採用している
のである。
趣味への言及は第 1 部第 6 章にも見られ
る。ここでは通奏低音奏者が独自の判断で
行うべき装飾が解説されている。たとえば
【譜例 6】（General-Bass , 134）

「旋律」に関するハイニヒェンの見解は以
35

[L armonico pratico]: Francesco Gasparini, L armonico pratico al cimbalo（Venezia: Antonio Bortoli, 1708）.
この著作は 1802 年までの間に計 6 回再版されたことが判明しており、18 世紀を通じて広く読まれた（Buelow,
Thorough-Bass Accompaniment, p. 22）
。なお、ハイニヒェンはヴェネツィア滞在中にガスパリーニと交流があっ
た。
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下の通りである。通奏低音の上声部が同じ
音や近い音の単調な連続になってしまっ
ている場合（【譜例 7】）、上声部に即興で完
全に新しい旋律を奏者が作り出す（【譜例
8】）ことによって「ずっと優美」
（General-

【譜例 7】（General-Bass , 543）

Bass, 543）になる（第一の代替案）
。さら
に、右手には全く和音構成音を割り当てず
に、旋律だけを弾く方法（【譜例 9】
）が挙
げられる 36。和音を左手に集中させること
によって右手の動きが自由になり、その結
果「着想、趣味、才能が許す限りにおいて

【譜例 8】（General-Bass , 545）

優れた」（General-Bass, 545）旋律を作り
やすくなる（第二の代替案）。ただしこの場
合、すでに作曲家によって「作曲されてい
る声部（componierten Stimme）」を邪魔
しない範囲で行うように気をつけなけれ
ばならない（General-Bass, 547）。

【譜例 9】（General-Bass , 548）

上述のようにハイニヒェンの理論にお
ける趣味は、サン＝ランベールと同様、「規則からの逸脱」と「即興性」の二つの点に適用され
る。また引用が行われていることからも、先行研究が指摘する通り、彼の趣味論がサン＝ランベー
ルの影響の下で形成されたことは確実である。一方、趣味論の文脈でハイニヒェンが直接参照し
ているわけではないが、ガスパリーニも同様に、通奏低音実践で生じる「規則からの逸脱」、
「即
興性」を趣味概念で説明していた。ガスパリーニがサン＝ランベールを参照した形跡は見られな
いため、1700 年代にはフランスのみならずイタリアでもこのような趣味の定義がある程度定着し
つつあった可能性が考えられる。もしそうであれば、ハイニヒェンはサン＝ランベールとガスパ
リーニの理論書やイタリア留学経験から通奏低音実践には趣味が重要であることを学び、これを
ドイツ語圏に広めたと考えることができよう。
本稿第 3 節ではハイニヒェンが趣味を、規則から逸脱していても聴覚を喜ばせる音楽を作るも
のとして定義したことを指摘したが、本論部分における語法を比較検討することによって、趣味
が「規則からの逸脱」を正当化する役割をたしかに担っていたことが確認された。この点でハイ
ニヒェンはサン＝ランベールやガスパリーニと共通していた。一方、趣味概念の理念的前提とな
る対位法批判をどのように展開したのかという点にかんして、三者は完全に一致していたわけで
はない。上で見たようにサン＝ランベールは「偉大なる規則」（Nouveau traité, 60）を批判して
おり、またガスパリーニも「対位法のあらゆる有効な規則を習得していること」
（L armonico
pratico, 14）だけでは不十分だと述べている。しかし彼らの理論書ではこうした主張は具体的な
実践を説明する際に持ち出されるにとどまっていた。それに対して、序論の読解を通じて見たよ
うにハイニヒェンは、同時代にマッテゾンがおこなった数学的音楽観批判の立場からの音楽批評
36

【譜例 8】、【譜例 9】に見られるように、ハイニヒェンの装飾記号の中には現代では用いられていないものも含
まれている。これらの装飾記号とその奏法にかんしては Buelow, Thorough-Bass Accompaniment, pp. 176-188 を参
照。
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と呼応しながら、対位法が音楽の絶対的な権威たりえないことを主張した。このように思想的な
裏付けを伴ったかたちで展開されることによって、ハイニヒェンの趣味論は従来の理論書のよう
な通奏低音実践の指南の域を超えて、音楽美学の次元にまで高められたのである。
結
本稿では、ハイニヒェンの理論書が音楽史に占める位置を議論の出発点として、彼の不協和音
の正当化の手法を検討した。
『作曲における通奏低音』の不協和音の正当化の手法を振り返ると以
下のように整理することができる。彼は個別事例のレベルではフィグーラを用いて不協和音を正
当化しているが、これはベルンハルトのような対位法理論と密接な関係をもつフィグーレンレー
レではなかった。むしろハイニヒェンが目指したのは対位法（「知識」）を超越した「趣味」によっ
て聴覚に訴えるような音楽だった。
「趣味」を普遍的に受け入れられるものとして定義しているこ
とからわかるように、ハイニヒェンの考えでは「趣味」は規範性を有するものであり、従来のフィ
グーラに代わって不協和音を正当化する機能を担っていた。この「趣味」は具体的には、先人（サ
ン＝ランベール、ガスパリーニ）の理論の影響のもとで「規則からの逸脱」、そして必ずしも対位
法の「知識」と合致しない「即興性」をも許容するものとして定義された。以上のことを音楽史
の文脈においてみるならば、ハイニヒェンは当時常套手段と化していたフィグーラを用いるとい
う保守的な側面を持っていた一方で、対位法理論そのものを相対化する「趣味」という新しい理
念によって従来の権威に挑戦した、と言い換えることができるだろう。
理念と実態の齟齬は 18 世紀前半の音楽理論にしばしば生じた。たとえば、進歩的音楽観をもち
対位法批判を主導したマッテゾンですら初期の著作『新設のオーケストラ』ではベルンハルトの
対位法理論を援用しており、主著『完全なる楽長 37』では旋律論という新たな理論を展開する一方
で、依然として対位法理論の記述を省略しなかった。また、のちにラモー理論によって解体され
ることになるフィグーラが、たとえ本来の意味を離れていたとしても、1720 年にはまだ不協和音
正当化の常套的手段として健在だったことは本稿が示したとおりである。これらの事象はすべ
て、厳格な対位法理論が音楽の実態と適合しなくなりつつあったにもかかわらず、それが伝統と
して継承されているがゆえに容易には棄却されなかった、という当時の音楽の状況によって生み
出された。フィグーラと趣味、伝統と革新が共存していたハイニヒェンの理論もこの一つに数え
ることができる。このように捉えるならば、ダールハウスとシェルドンが論じたような「ハイニ
ヒェンの不協和音の説明は前時代的か先進的か」という問いに単純な答えを出すことが不可能な
のは明らかである。趣味概念がフィグーラを内包するという矛盾した理論の構造こそが、伝統を
保持しつつ新しい理念を追求するというハイニヒェンの理論書の音楽史における過渡期的な位
置づけを物語っているのである。

37

Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister（Hamburg: Herold, 1739）.
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研究ノート

フリードリヒ＝アウグスト 1 世・2 世時代における
ザクセン宮廷のオペラ上演
Opera Performances at the Saxony Electoral Court
in the Age of Friedrich August I and II
大河内

文

恵（Fumie OKOUCHI、東京藝術大学）

Summary
The Sachsen Electoral Court had a brilliant court culture and excellent music in the early
18th century. Above all, it is worth stating that Italian operas kept being performed. Why
could the court keep performing operas, which needed political, economical and diplomatic
supremacy?
At the time, Italian operas were performed in the carnival season, on the Electorʼs birthday
and other name days and at weddings between the courts or at celebration parties, whose
diplomatic importance is obvious. An opera had to be performed at a wedding, so when the
member at the court wasnʼt enough, it was supplied from other courts or opera companies.
From the second half of the 1740ʼs in particular, the performances by other opera companies
increased, when performing an opera for entertainment. On the other hand, only court
musicians participated in the opera performed on the Electorʼs birthday.
As opera performances require a huge cost, it is difficult to serve all performances only
with a court member. Therefore other help was needed, and the court got cooperation actually
for wedding and carnival performances. However, Electorʼs birthday and celebration at the
court were the exception. Indeed the true property of the court appears here.
はじめに
イタリアの音楽様式をドイツに取り入れたことで知られるシュッツ（Heinrich Schütz 15851672）は、1627 年、最初のドイツ・オペラと言われる《ダフネ Dafne》1 の上演によってザクセン
宮廷にオペラという音楽ジャンルを持ち込んだ。このオペラがザクセン選帝侯ヨハン・ゲオルク
1 世の息女ゾフィー・エレオノーレの結婚のために書かれたことから看取されるように、17 世紀
のザクセン宮廷では、その後の本格的イタリア・オペラであるボンテンピ（Giovanni Andrea
Bontempi 1625-1705）の《パリデ Paride》2 を含め、宮廷の外交上重要な機会のためにオペラを上
1

現在では、イタリア・オペラと同等の意味をもつオペラかどうかは疑問視されている。バロック音楽研究会編
『ドレスデン：都市と音楽』、東京書籍、2007 年、111 頁。
2
上演の背景については、川端眞由美「ジョヴァンニ・アンドレーア・ボンテンピに関する一考察」
『モーツァル
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演するという伝統ができあがっていた。
18 世紀に入り、幾多の宮廷が群雄割拠しつつ、西欧全体が壮大な陣取り合戦を繰り返す時代に
おいて、大きな経済力および、優秀な歌手や奏者、作曲家等を獲得するためのさまざまな力を必
要とするオペラ上演は、結果的にその宮廷の政治的・経済的・社交上の優位性を映し出す鏡となっ
た 3。こうした対外的な権力誇示の場としてだけでなく、宮廷内あるいは国内の娯楽としてのオペ
ラが定着していったのは、フリードリヒ＝アウグスト 1 世（Friedrich August I、1670-1733、ザ
クセン選帝侯在位 1694-1733、ポーランド王アウグスト 2 世在位 1697-1704, 1709-17334）とフリー
ドリヒ＝アウグスト 2 世（Friedrich August II 1696-1763、ザクセン選帝侯在位 1733-1763、ポー
ランド王アウグスト 3 世在位 1734-1763）の時代であった 5。
近年のオペラ研究においては、いつどんなオペラが作られたかという創作状況の解明のみに留
まらず、いつどこでどんなオペラが上演されていたかというレパートリー研究も重要なファク
ターとして取り上げられつつある。そこで本研究では、従来この時代のオペラを語る際に参照さ
れてきたフュルステナウの研究を基礎資料とし 6、各作曲家の個人研究や地域研究の成果を加味し
た上で、さらに宮廷年鑑の記録によって裏付けながら 7、1694 年から 1763 年のザクセン宮廷にお
けるオペラ上演の記録の再構成を試みた【附録 1】。
そのうえで、1. 上演機会、2. 選帝侯の趣味、3. 劇場問題と聴衆の変化、4. 宮廷楽団の組織改革、
5. ジャンルと上演機会、6. ポーランドでのオペラ上演の 6 つの観点から検討し、当時のザクセン
宮廷におけるオペラ上演の実態と諸問題を再考する。
1．上演機会
ミュッケは 1700 〜 1760 年のドイツの宮廷のオペラの上演機会を、宮廷の祝祭の最高点として
の結婚式、選帝侯の誕生日や聖名祝日、謝肉祭オペラと娯楽の要求、の 3 つに分類している 8。こ
れを【附録 1】と照らし合わせると、この分類だけではすべての上演機会を集約することができ
ないことがわかる。そのため、本稿では以下の 3 つに定義し直した。
a）結婚式及び外交上重要な機会
ティアーナ：海老澤敏先生古希記念論文集』東京書籍、2001、259-267 頁。
3
Mücke, P. Johann Adolf Hasses Dresdner Opern: Im Kontext der Hofkultur. Laaber, 2003.pp.13-14.
4
ポーランド王位が途切れているのは、1700 年に勃発した北方戦争に敗北し、王位を剥奪されていたためである。
5
アウグスト 3 世がポーランド王になった時期については諸説ある。オーストリアとロシアの支援を受けて 1733
年 12 月に国王に選出されたものの、王位を主張したポーランド貴族スタニスワフ・レシチンスキをフランスが支持
し、1735 年 10 月にヴィーン予備条約が結ばれるまで戦いが続いた。ポーランド継承戦争については、イェジ・ル
コフスキ、フベルト・ザヴァツキ著、河野肇訳『ポーランドの歴史』
、創土社、2007 年を参照。なお、ザクセン選
帝侯がポーランド王を兼ねている期間は、国の正式名称は「ポーランド王国並びにザクセン選帝侯国」であり、そ
の長たる者は「王」とすべきであるが、本稿ではすべて「選帝侯」を用いることとする。
6
Fürstenau, Moritz. Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden. Dresden, 1862. Reprint,
1971. なお、オペラのタイトルとジャンル名については、Sartori, Claudio. I libretti italiani a stampa dalle origini
al 1800: Catalogo analitico con 16 indici. 6 vols. cuneo, 1990-1997. を参照した。
7
Königl. Polnischer und Churfürst. Sachsischer Hoff und Staats Calender Jahrgänge 1728-1729, 1731-1733,
1735-1757. Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden 2015.
8
Mücke. 2003. pp.94-125.
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b）選帝侯の誕生日や聖名祝日、宮廷内部の祝賀
c）オペラ・シーズン（夏期・謝肉祭）
以下、ザクセン宮廷の実態に即して具体的に検討しよう。
a）結婚式及び外交上重要な機会
フリードリヒ＝アウグスト 1 世、2 世の時代に挙行された結婚式は、1719 年および 1747 年の皇
太子の結婚式と 1738 年と 1747 年の息女の結婚とに大きく分けられる 9。
1719 年におこなわれた、皇太子フリードリヒ＝アウグスト 2 世と、前オーストリア皇帝ヨーゼ
フ 1 世（1678-1711）の長女マリア・ヨゼファ（1699-1757）との結婚に際しては、2 年前から準備
が始められた。1717 年 5 月に両者の婚約が整うと、そのわずか 2 か月後の 7 月 22 日には、当時
ヴェネツィアの聖マルコ大聖堂の首席楽長を務めていたロッティ（Antonio Lotti 1667-1740）が
大聖堂参事会に休暇の許可を得、台本作者のルキーニ（Antonio Maria Luchini c1690-1730 以降）
や妻で歌手のサンタ・ステッラ（Santa Stella ?-1759）らとともにドレスデンに向けて出発して
いる。ロッティは 1717 年 10 月 25 日にルキーニの台本による《アルゴのジョーヴェ Giove in
Argo》、1718 年 2 月に《アスカーニオ Ascanio》をそれぞれ初演した。そして、婚礼行事が 1719
年 9 月 3 日に始まると、その日の夕方に《アルゴのジョーヴェ》が新オペラハウスの杮落としと
して再演されたのを皮切りに、13 日には新作オペラ《テオファーネ Teofane》の初演、
《アスカー
ニオ》も含め 3 つのオペラの延べ 5 回の再演がおこなわれた 10。祝典が終わるとロッティ夫妻らは
ヴェネツィアに戻り、1717 年に新設された「イタリア・オペラ団」も 1720 年には解散され 11、ザ
クセン宮廷はイタリア・オペラ担当者のいない宮廷へと戻った。
次の世代の皇太子が結婚した 1747 年には事情が一変する。後述するように、フリードリヒ＝ア
ウグスト 2 世の時代には楽団の組織改革がおこなわれ、すでにドレスデンでは毎年複数のオペラ
が上演される状況になっていた。結婚式のために臨時の歌手や奏者などを雇用する必要はなかっ
たのである。その上でさらに、前年からドレスデンで公演するようになっていた移動オペラ団ミ
ンゴッティ一座およびビアッジョ一座によるオペラ上演がおこなわれ、祝祭に華やかさをもたら
した。5 月 25 日のミンゴッティ一座によるパスティッチョ《メローペ Merope》上演を初めとし
て、宮廷全体がピルニッツに移動しての《ガラテア Galatea》（6 月 28 日）《エルコレとエベの結
婚 Le nozze dʼErcole e dʼEbe》（6 月 30 日）に至るまで延べ 9 回オペラが上演された。この時は
皇太子の結婚式だけではなく、息女マリア・アンナが皇太子妃と同じ家柄に嫁ぐ結婚式もおこな
われ、結果として二重結婚式となった。すなわち、6 月 13 日にはザクセンの息女マリア・アンナ
（1728-1797）とのバイエルン選帝侯マクシミリアン 3 世ヨーゼフ（1727-1777）
、6 月 20 日に皇太
子フリードリヒ・クリスティアン（1722-1763）とマクシミリアン 3 世ヨーゼフの姉であるマリ
ア・アントニア・ヴァルプルギス（1724-1780）の結婚式がおこなわれた 12。選帝侯の皇太子の結婚
9

フリードリヒ・アウグスト 2 世時代以後のザクセン宮廷での結婚式については、Poppe, Gerhard. “Opern zu
Hochzeiten am kursächsischen Hof nach dem Siebenjährigen Krieg.” In: Italian Opera in Central Europe 16141780. Vol. 3. 2007. pp. 7-16. 参照。
10
酒巻和子「ドレスデン宮廷における 1719 年の結婚祝祭行事のための音楽：楽長ヨハン・ダーフィト・ハイニヒェ
ンのセレナータに関する考察」『昭和音楽大学研究紀要』第 31 号、28 〜 29 頁。
11
ハイニヒェンの新作オペラのリハーサル中にセネジーノとベルセッリ、ハイニヒェンの間でトラブルが発生し、
それが解散のきっかけとなった。Fürstenau 1971. pp.153-154.
12
バイエルン選帝侯国での正式な結婚式は 7 月 9 日におこなわれた。Poppe. 2007. p. 7.
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とは、国の内外に次代を担う君主の披露をおこなう場であり、盛大に開催する必要があったがゆ
えに通常の宮廷内のオペラ上演に加えて、祝祭を盛大に執り行うための上演がおこなわれたもの
と考えられる。なお、息女が他国の皇太子などと結婚する場合は事情が異なるため、次項で詳し
く扱う。皇太子の結婚の場合とは異なり、息女が結婚する際には嫁ぎ先へ向かう前のセレモニー
の一環としてオペラが上演されたが、宮廷年鑑に記載されたセレモニー記録の席順などから、選
帝侯の家族および宮廷の管理職のみの内輪の行事であったことが確認できるからである 13。
結婚式以外の重要な外交行事として、1709 年のデンマーク王フレデリク 4 世の訪問があげられ
る。フリードリヒ＝アウグスト 1 世とフレデリク 4 世は従兄弟関係にあったが、この時の訪問は
単なる親戚付き合いではなく、フリードリヒ＝アウグスト 1 世が 1707 年に失ったポーランド王位
を取り返すための助力を依頼するという国家戦略のためであった。それゆえ、ハプスブルク家か
らオペラ要員を借りて上演がおこなわれた。
このように、国家的行事としてのオペラには、通常よりも多くの人員が必要となるため、一時
的に増減が可能な人員を調達して、その遂行にあたったものと思われる。そのためには、ハプス
ブルク家のように信頼のおける宮廷からの拝借（1709）、グランドツアーのためイタリア滞在中の
皇太子に指示を出してイタリア・オペラ団と契約（1719）、前年度に行事のレベルにクオリティが
達していることを確認した移動オペラ団（1747）をそれぞれ調達する、周到な準備がなされたの
である。このような機会は、宮廷の権威を示すためには恰好の機会であるが、宮廷本来の状況を
示すものではなく、例外的な状態であることを考慮に入れる必要がある。
b）選帝侯の誕生日や聖名祝日、宮廷内部の祝賀
フリードリヒ＝アウグスト 1 世時代には、選帝侯の誕生日にオペラを上演するという習慣はな
かった。唯一の例外が 1718 年 8 月 15 日の聖名祝日に上演されたリストーリ（Giovanni Alberto
Ristori 1692-1753）のオペラ《クレオニーチェ La Cleonice》である。1 世時代にはこの 1 回のみ
であるが、2 世時代になると、聖名祝日におけるオペラ上演は頻繁におこなわれた。1737 年 7 月
26 日にはロシアのアンナ皇帝（1693-1740）の聖名祝日を祝うため、パッラヴィチーノ（Stefano
Benedetto Pallavicino 1672-1742）台本、ハッセ（Johann Adolf Hasse 1698-1783）作曲の《アタ
ランタ Atalanta》が初演された。フリードリヒ＝アウグスト 2 世がポーランド王位を確実なもの
にするためには、アンナ皇帝の援護は絶対的に必要なものであったため、翌年からはアンナ皇帝
の誕生日にオペラが上演され、それはアンナ皇帝が亡くなる 1740 年まで続いた 14。
フリードリヒ＝アウグスト 2 世の誕生日のオペラ上演は 1736 年から始まっている。この年は
パッラヴィチーノ台本リストーリ作曲の《アリアンナ Arianna》が上演されたが、翌年からは作
曲の担当がハッセに変更になり、選帝侯がドレスデンを不在にしていた年を除くほぼ毎年、フベ
ルトゥスブルクにおいて、ハッセの新作オペラが上演された 15。
選帝侯一家の誕生日と並ぶ規模でオペラが上演されたのが、息女の結婚である。マクシミリア
ン・ヨーゼフと結婚したマリア・アンナの場合は、二重結婚式だったためにどのオペラがこのた
めの上演か明確でないが、1738 年の息女マリア・アマーリア（1724-1760）と当時ナポリ・シチ
リア王で後にスペイン王となるカルロ 3 世（1716-1788）との結婚の際には、5 月 9 日にセレモ
13
14
15

Königl. Polnischer und Churfürst. Sachsischer Hoff und Staats Calender auf das Jahr 1739. f.23r - 24v.
1731 年、アンナ皇帝の戴冠 1 周年記念行事のため、ザクセン宮廷から 19 名の音楽家が派遣された。
1746 年のみシューラーのオペラである。

− 86 −

ニー 16、5 月 11 日に宮廷詩人パッラヴィチーノの台本、宮廷楽長ハッセ作曲による新作オペラ《ア
ルフォンソ Alfonso》が上演された。また、1747 年 1 月 7 日には息女マリア・ヨゼファ（17311767）とフランス王太子ルイ・フェルディナン（1729-1765）との結婚が執り行われ、1 月 11 日
に《セミラーミデ Semiramide》が上演された。息女の結婚の場合と皇太子の結婚の場合の違い
はザクセン宮廷に限られたことではなく、ハプスブルク家でも同様であった。マリア・ヨゼファ
がドレスデンに来る前に上演されたオペラは、カルダーラ（Antonio Caldara ?1671-1736）作曲
の《シリタ Sirita》のみである 17。
これらと同程度に重視されたのは、選帝侯もしくは皇太子の帰還である。1726 年 9 月 2 日、フ
リードリヒ＝アウグスト 2 世がワルシャワから戻った際には、リストーリの《カランドロ
Calandro》が上演され、1740 年フリードリヒ＝クリスティアンがグランドツアーから戻った際
にも皇太子妃の采配でハッセの《アルタセルセ Artaserse》が上演された。
宮廷年鑑をみると、息女など選帝侯や皇太子以外の家族の誕生日や聖名祝日には、特別行事が
おこなわれているものの、オペラの上演はない。フリードリヒ・アウグスト 2 世の戴冠記念日（1
月 17 日）は、戴冠 3 周年にあたる 1738 年には《ティート帝の慈悲 La Clemenza di Tito》が上
演されたが、翌年にはテ・デウムが演奏されたのみでオペラはおこなわれていない 18。宮廷内のさ
まざまな慶事にはヒエラルキーが設定されており、その階層に応じて、催しの規模が決められて
いることが見て取れる。宮廷内の祝祭行事におけるオペラ上演では外部への委託はおこなわれ
ず、原則的に宮廷内の人員のみで執り行われている。そういった意味で、真にその宮廷がオペラ
上演にどの程度の歳費と労力をかけているかを知るには、このタイプの上演の頻度と規模に注目
することが必要であると考えられる。
c）オペラ・シーズン（謝肉祭・夏期）
フリードリヒ＝アウグスト 1 世の時代には、娯楽のためにおこなわれるのはイタリア・オペラ
ではなかったため、オペラ・シーズンはなかったが、2 世の時代になると、行事に伴わないオペ
ラ、すなわち娯楽のためのオペラが謝肉祭シーズンに復活した。選帝侯位継承後、選帝侯が初め
てドレスデンでカーニバル・シーズンを迎えた 1737 年には、2 月 27 日にハッセの《セノクリタ
Senocrita》が上演された 19。宮廷年鑑をみると、数年間は 1 月 17 日の戴冠記念日や 2 月 8 日のア
ンナ皇帝の誕生日などにオペラを上演するものの、シーズンと言えるほどの定着はしていない。
ようやくシーズンとして形になるのは 1743 年で、1 月 10 日の初日から 2 月 26 日の最終日までに
2 つのオペラが延べ 16 回上演された 20。以後、選帝侯がポーランドに滞在しドレスデンを不在にし
ている年以外は、年明けから灰の水曜日の前日まで断続的に 2 つの演目のオペラが上演されてい
た。
カーニバル時期のオペラ上演は、1 月 17 日の選帝侯の戴冠記念日や 2 月 8 日のロシアのアンナ
皇帝の誕生日など宮廷行事のある日を中心に日程が組まれていたが、徐々に新作あるいは再演オ
16

Königl. Polnischer und Churfürst. Sachsischer Hoff und Staats Calender auf das Jahr 1739. f.23r - 24v.
Sommer-Mathis, Andrea. Tu Felix Austria Nube: Hochzeitsfeste der Habsburger im 18. Jahrhundert. Wien
1994.
18
Königl. Polnischer und Churfürst. Sachsischer Hoff und Staats Calender auf das Jahr 1740. f.18v.
19
ハッセはこの上演のため呼び戻され、1 月 28 日にドレスデンに到着した。Fürstenau 1971: 224.
20
Königl. Polnischer und Churfürst. Sachsischer Hoff und Staats Calender auf das Jahr 1739. f.17v.
17
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ペラの初日は宮廷行事と関係のない日程が選ばれるようになっている。たとえば、カーニバル・
シーズン最後の 1756 年は、カーニバル初日の 1 月 7 日に《牧人の王 Il re pastore》が上演され、
もう 1 つの演目である《エツィオ Ezio》は 1 月 26 日、2 月 13 日に上演された 21。
カーニバルには宮廷楽団と宮廷歌手が出演していたのと異なり、夏期のオペラ・シーズンは移
動オペラ団による開催であった。後述するように 1745 年 12 月から 1747 年に向けて宮廷劇場が改
修期間に入り、この期間はミンゴッティ一座によって建てられた木製の小劇場を使って、移動オ
ペラ団の公演が行われた 22。ミンゴッティ一座は 1746 年の 7 月 7 日から 9 月 6 日まで、1747 年 5
月 25 日から 9 月半ばまで、1748 年の 1 月と 3 度に渡る公演をおこなっている 23。一座の上演記録
をみると、宮廷オペラではあまり見られないパスティッチョ・オペラが上演され、選帝侯やその
家族が頻繁に臨席していることがわかる。期間中には 3 〜 4 作品のオペラが上演され、各々 1 〜
2 回ずつ再演されていることが多い 24。
1754 年 6 月 25 日、ロカテッリ一座によって 25、ガルッピ（Baldassare Galuppi 1706-1785）の
《あべこべの世界 Il mondo alla roversa》がブリュールの劇場において上演された 26。夏期のロカ
テッリ一座公演は翌々年の 1756 年まで続いた。1756 年 5 月 31 日に再びロカテッリ一座がドレス
デンに現れ、4 つのオペラを上演するが、この年が彼らの公演の最後の年となった。1756 年 8 月
末に七年戦争がはじまり、プロイセンの砲撃を受けて 9 月 9 日にはフリードリヒ・アウグスト 2
世がワルシャワに亡命してしまったからである。
2．選帝侯の趣味
宮廷でどんな音楽が演奏されるかについては、その宮廷の宗教に左右されることも多いが、選
帝侯の趣味によるところも大きい。当時、ヨーロッパのある程度以上の階級の子弟は青年期にグ
ランドツアーに出されることが多く、その際の行き先が後の趣味に大きく影響を与えていた。
フリードリヒ＝アウグスト 1 世は 1687 年 5 月 19 日から 1689 年 5 月末にかけてのグランドツ
アーの一環として、フランスに滞在した。1687 年 6 月 24 日から 1688 年 12 月末までの 1 年半の
滞在中の楽しみは夕方の外出で、特に劇場でフランス・オペラやコメディー・フランセーズなど
21

Königl. Polnischer und Churfürst. Sachsischer Hoff und Staats Calender auf das Jahr 1757. f.9r.
オペラ改革で有名なグルック（Christoph Willibald Gluck 1714-1787）は 1745 年からミンゴッティ一座にかか
わり、1748 年から 1749 年にミンゴッティ一座の座長を務めている。また、1751 年から 1752 年にはロカテッリ一座
の座長も務めるなど、これらの一座に深い関わりを持っている。
23
ミンゴッティ一座の上演の詳細は、米田かおり「ザクセン選帝侯宮廷における『ミンゴッティ一座』の活動：18
世紀前半における『旅するイタリア・オペラ一座』は果たした役割」 武蔵野音楽大学研究紀要第 45 号（2013）、
155-175 頁、Müller, E.H. Angelo und Pietro Mingotti.: Ein Beitrag zur Geschichte der Oper im XVIII.
Jahrhundert. Dresden 1917. 参照。
24
Fürstenau 1971. pp.242-243. ミンゴッティ一座の公演は週 4 回、月火木土におこなわれていた。
25
ロカテッリ（Locatelli, Giovanni Battista 1713-1790）はイタリア出身の興行主・台本作家で、ミンゴッティ一
座に所属した後独立し、移動オペラ団を結成してプラハ、ロシアなどで活躍した。この一座の中にはグルックも座
付作曲家として活動していた。
26
Fürstenau 1971. p.280. 現在の「ブリュールのテラス」付近にあった。ブリュール（Heinrich von Brühl 17001763）はザクセン宮廷の宰相で、自ら楽団ももっていた。ブリュールの楽団については Kollmar, Ulrike. Gottlob
Harrer（1703-1755）, Kapellmeister des Grafen Heinrich von Brühl am sächsisch-polnischen Hof und
Thomaskantor in Leipzig. Ortus 2006. 参照。
22

− 88 −

を鑑賞することであった。1687 年に彼のために使われた歳費 800 ターラーのうち、家賃や召使の
給料と並んで大きな比重を占めていたのはオペラやコメディーを鑑賞する際にヴェルサイユに
行くための旅費で、総費用の 1/5 に当たる 160 ターラーであった。その後、スペインやヴェネツィ
アにも滞在したが、彼の音楽趣味の大半は、17 歳から 18 歳という多感な時期を過ごしたフラン
スで形成されたと言ってよいだろう 27。
次の選帝侯フリードリヒ＝アウグスト 2 世は即位したのは 1733 年だが、後述するように、宮廷
の音楽生活への準備はそれ以前から始まっていた。そのきっかけとして大きな役割を果たすの
は、皇太子時代のグランドツアーと 1719 年のマリア・ヨゼファとの結婚である。フリードリヒ＝
アウグスト 1 世の唯一の嫡出子だった彼は、1711 年 7 月 20 日にグランドツアーに出発し、最終
的に 1719 年 5 月にツアーを終えるまで、現在でいうドイツ、イタリア、フランス、スペインなど
各地を回った。ボローニャ滞在中の 1712 年 11 月 27 日にカトリックに改宗したことで、ポーラン
ド王位継承の下地作りがおこなわれたほか、計 3 回のヴェネツィア滞在では、オペラを始めとす
るイタリア音楽に魅了され、後の音楽趣味の方向性が決定づけられた 28。
オペラの上演意義が外交的なことに留まるのであれば、選帝侯の趣味がオペラ上演に影響を与
えるとは考えにくい。選帝侯の趣味に関係なく上演しなければならないからである。しかし、宮
廷内部の祝賀や娯楽のためであれば、選帝侯の好みに従ったとしても問題はない。上演機会の b
と c には選帝侯やその家族の趣味が反映されやすいと考えるのが妥当であろう。
3．劇場問題と聴衆の変化
宮廷でオペラが上演されるかどうか、どのようなオペラが上演されるかについては、それを上
演する劇場との関係を抜きには語ることができない。宮廷劇場に関しては、皇太子の結婚が契機
として大きく関与している。フリードリヒ・アウグスト 1 世が即位した時点では、宮廷劇場はま
だ存在せず、宮廷内の舞踏ホールでオペラが上演されていたが、1719 年の皇太子の結婚に向けて、
宮廷劇場が新たに建設された。
以後オペラを上演してきたこの劇場は、1745 年 12 月から 1747 年 1 月にかけて、改修のために
閉鎖された 29。時期から考えて、1747 年 6 〜 7 月の二重結婚式と 1747 年 1 月の息女マリア・ヨゼ
ファとフランス王太子ルイ・フェルディナンの結婚セレモニーの準備の一環としておこなわれた
改修であったと考えられる。宮廷劇場が閉鎖されていた期間、オペラ上演に使われたのは、1746
年 7 月初旬までにツヴィンガーの中庭にミンゴッティ一座が建てた木製の簡易な劇場である 30。こ
27

Doubek, Katja. August der Starke. Reinbeck bei Hamburg 2007. pp.12-14.
1712 年 2 月 2 日から 3 月 17 日、1713 年 5 月 21 日から 9 月 16 日、1717 年 2 月 9 日から 8 月初旬の計 3 回。フ
リードリヒ＝アウグスト 2 世のグラント・ツアーの詳細については、Mojzsz, Zenon. Cleofide – Dramma per
musica von Johann Adolf Hasse. Carus, 2011. pp.16-27.
29
1745 年 12 月 19 日の《アルミニオ Arminio》上演後に改修が開始された。
30
Mizler, L.C.Musikalische Bibliothek, Leipzig 1746. によれば、この劇場の大きさは長さ 60 エレ、幅 30 エレと
いう大きさであった。エレは現在でいうと 50 〜 80 センチであるから、長さ 30 〜 48 メートル、幅 15 〜 24 メート
ル と い う 計 算 に な る が、Gurlitt, C. Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der
Köigreiches Sachsen. 21-23 Hefte. Dresden 1903. p.462 に掲載されている設計図の縮尺をみると、長さがおよそ 30
メートルであることがわかる。ゆえに、30 メートル× 15 メートルという大きさであったことが推測できる。なお、
同書の 457 頁には 1738 年当時の宮廷劇場の設計図も掲載されており、その縮尺から推測すると劇場の長さは 60 メー
28
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の劇場を使って、移動オペラ団の公演がおこなわれるようになり、ドレスデンのオペラ上演の回
数が飛躍的に増大し、上演されるオペラのジャンルの幅も広がった。
しかし、この劇場は 1748 年 1 月 29 日に焼失する。再建された小劇場は、1755 年 5 月イタリア
人喜劇役者のモレッティ（Pietro Moretti）によって建てられた木製の劇場で、ドイツ喜劇とイ
タリア・オペラのためのものであった 31。
ザクセン宮廷の場合、宮廷メンバーのみで上演されるオペラと移動オペラ団によって上演され
るオペラとで大きく異なるのは鑑賞のための費用である。いわゆる「宮廷オペラ」は無料で鑑賞
することができ、宮廷関係者以外も入場できたが、その割当てを決めるのは上級主馬頭の仕事で
あった。社会階層によって座る席がおおよそ決まっており、宮廷関係者以外に大臣や聖職者、貴
族、学者などが入ることができた 32。
一方、移動オペラ団の場合には、選帝侯やその家族が臨席することも多かったが、原則的に入
場料を払えば誰でも見ることができた。たとえば、ミンゴッティ一座の場合、ボックス席は 1 等
と 2 等がワンシーズン 24 ドゥカーテン、一晩だと 2 ドゥカーテン、チケット 1 枚は 16 グルデン
であった。3 等になると、それぞれ半額、チケットは 12 グルデンとなっていた。選帝侯はミン
ゴッティ一座に 2000 ターラーの助成金を支払っていた 33。1755 年夏のロカテッリ一座による公演
では、4 か月の定期会員が 1 階前列の席で 30 ターラー、平土間で 15 ターラー、1 回分のチケット
が前列の席で 1 ターラー、2 階が 12 グルデン、平土間が 8 グルデンだったとフュルステナウは報
告している 34。
移動オペラ団の上演の場合も宮廷は無関係ではなかった。上記のように宮廷関係者が観客とし
て加わる以外にも、移動オペラ団の興行主は事前に興行の許可を取ることが必要で、そのために
上演計画の審査を受ける義務があることと引き換えに、宮廷は助成金を払い公演を支えていた。
1709 年の皇太子の結婚が宮廷劇場建設のきっかけとなり、次の皇太子の結婚が宮廷劇場改修の
きっかけとなったのと同様、宮廷劇場の改修期間が、宮廷劇場以外の劇場の存在の要因となった
と考えて間違いない。そしてそれは、聴衆層の変化をももたらし、オペラの好みの変容へとつな
がっていったのである。
4．楽団の組織改革
フリードリヒ・アウグスト 1 世と 2 世の時代の最大の違いは、結婚式などがない平常時にオペ
ラが上演できる体制を整えていたかどうかであるが、これはフリードリヒ・アウグスト 2 世の即
位後に始まったことではない。
1720 年に解散されたイタリア・オペラ団を再結成するための準備は長期計画でおこなわれた。
まず 1723 年に、ヴェネツィア大使ヴィッリオに依頼して 4 人の少年と 3 人の少女をヴェネツィア

トルほどであるので、倍の大きさであったと思われる。
31
この劇場はのちに、1841 年にゼンパーオーパーとしてオープンした歌劇場の前身である。この時つくられた建
物は 1869 年に火災で焼失しており、その後 2 度再建されている。
32
Mücke. 2003. pp.70-79.
33
Fürstenau 1971: 242-243.
34
Fürstenau 1971: 285.
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に行かせ、歌手として養成させた 35。彼らは 1730 年頃に相次いで帰国し、フリードリヒ＝アウグ
スト 2 世時代のオペラ上演において非常に活躍する。次に、1725 年にイタリア人歌手を 6 人雇用
する。声種の高いほうから、ソプラノのマルゲリータ・エルミーニとルドヴィカ・ザイフリート、
男声ソプラノのアンドレア・ルオータ、男声アルトのニコラ・ポッツィ、テノールのマッテオ・
ルッキーニ、バスのコジモ・エルミーニの 6 人であり、彼らのうち、インテルメッゾを担当して
いたエルミーニ夫妻およびポッツィを除く 3 人は 1731 〜 32 年にドレスデンを去っている。
イタリア・オペラへの準備として、1730 年 2 月にはハッセに宮廷楽長の打診がされた可能性が
ある。ヴェネツィア大使ヴィッリオはドレスデンに送った 2 月 25 日付の手紙において、ハッセに
会うことができ打診を伝えることができたと喜びをもって記している 36。
ハッセは、1731 年にドレスデンを訪れ、9 月 13 日に《クレオーフィデ Cleofide》を上演した。
このオペラの題名役はハッセの妻であるファウスティーナ（Faustina Bordoni Hasse 1700-1781）
がつとめ 37、シュトロームが指摘したように「自身の作品のパスティッチョ」であったことも手
伝って 38、ザクセン宮廷の人々にハッセ夫妻を強く印象づけたが、この上演にはもう 1 つの重要な
意味があった。ヴェネツィアで養成された歌手たちの披露である。6 人の歌手のうち、エリッセー
ネ役、アレッサンドロ役、ガンダルテ役の 3 人がその歌手に該当する。
1733 年 2 月 1 日フリードリヒ＝アウグスト 1 世が歿すると、跡を継いだフリードリヒ＝アウグ
スト 2 世はすぐさま宮廷の音楽環境の組織改革を開始した。まず、フランス声楽アンサンブルと
ポーランド楽団を解散し 39、フランス・バレエ、イタリア・オペラ、イタリア喜劇を組織した。そ
して、ハッセ夫妻が 1734 年 2 月 3 日にドレスデンに到着し、ザクセン宮廷における本格的なイタ
リア・オペラ時代が幕を開ける。上演機会 b）のすべてと c）の一部は、このような体制に支えら
れていた。対外的な華やかさはなくとも、宮廷内に着実にオペラを根付かせていたことが顕著に
みてとれる。

35

Domenico Annibali, Casimiro Pignotti, Venturo Rocchetti, Giovanni Bindi, Maria Rosa Negri, Anna Negri,
Maria Santina Cattanea の 7 人。 㶀órawska-Witkowska, A. Beitrag zur Bildungsgeschichte der italienischen
Opernsänger: ʻI virtuosi di S. M. il Re di Polonia, Elettore di Sassoniaʼ, 1724-1730. Musica Antiqua Europae
Orientalis, X, vol. 1 Acta musiclogica, 1997, pp. 401-411
36
Mojzsz, Z. 2011. p.67.
37
改訂は題名役の比重を高める形でおこなわれている。ハッセの意図は不明だが、自分の作品とともに歌手の妻
の活躍を考えていたものと思われる。
38
Strohm, Reinhard. “Metastasioʼs Alessandro nellʼIndie and its earliest settings” in: Essays on Handel &
Italian Opera. Cambrifge 1985. p.240。ただし、全アリアのうち、新たに作曲されたのは 15 曲のみで、残りの 14
曲が他の台本からの転用もしくはパロディであるというシュトロームの主張は正確ではなく、Mojzysz, Z. 2011.
p.58 によれば、たしかにメタスタジオの台本によらないアリアは 14 曲であるが、パロディはメタスタジオのテク
ストにもおこなわれており、歌詞がオリジナルと異なることと、旋律が転用やパロディであることは必ずしも一致
していないことに留意すべきである。なお、モイシシェは 11 曲のアリアについて原曲を突き止めている。
39
ポーランド楽団を解散したという証拠はないが、ポーランド宮廷が閉鎖されて動かせる財産はすべて一旦ドレ
スデンに移動させたことから、楽団も引き上げたものと思われる。 Zórawska-Witkowska, A. The Saxon Court of
the Kingdom of Pokand. in: Music at German Courts, 1715-1760. Ed.by Owens, Reul, Stockigt. The Boydell
Press, 2011. pp.62-63.
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5．ジャンルと上演機会
宮廷オペラでは、オペラ・セリアが上演されるのが原則である。しかし、フリードリヒ・アウ
グスト 1 世の時代には、数少ないオペラ上演のうち半数がセリアではないオペラである。一方、
フリードリヒ・アウグスト 2 世時代になると、喜劇オペラは専ら移動オペラ団が上演するのみで、
宮廷ではオペラ・セリアのみが上演されていた。それゆえ、喜劇オペラの上演機会は c）のカー
ニバルや夏期シーズンに限られる。1 世時代に比べて、オペラの上演の回数が格段に増えただけ
でなく、上演機会とジャンルとの関係が固定化されたというのが 2 世時代の特徴であるといえよ
う。そして、その特徴は劇場のあり方とも不可分に結びついているのである。
6．ポーランドでのオペラ上演
前述のように、ザクセン選帝侯はこの時代ポーランド王も兼ねていた。フリードリヒ＝アウグ
スト 2 世の在位期間中、王のワルシャワ滞在中には同地でもオペラが上演されていたことが知ら
れている。フリードリヒ＝アウグスト 2 世の即位とともに、それまでのポーランド楽団は一旦解
散された。1733 年 2 月 1 日にポーランド王アウグスト 2 世（フリードリヒ＝アウグスト 1 世）が
死去すると、ポーランド継承戦争が勃発し、1735 年にヴィーン条約が結ばれ 1736 年の和平議会
で正式に承認されるまで、フリードリヒ＝アウグスト 2 世のポーランド王位は定まらなかったの
である 40。政情の不安定さもあり、1734 年 1 月 17 日のクラクフでの戴冠式当時、楽団員の数は極
限まで減らされている。1734 年 5 月 2 日の記録には 1 月 1 日時点で支払うべき音楽家として 6 人
の名前が掲載されているのみである 41。その後、1735 年 12 月 3 日には 4 人の歌手を含む 13 人の音
楽家および副楽長のリストーリと宮廷詩人のパッラヴィチーノがワルシャワに到着し、12 月 8 日
にはセレナータ《妃マリア・ヨゼファの誕生日のための 4 声カンタータ》が演奏された 42。1734 〜
1736 年にはハッセのオペラ《カヨ・ファブリツィオ Cajo Fabricio》
《エツィオ》
《クレオーフィ
デ》の上演が計画されたが、当のハッセが不在であり、歌手が 4 人しかおらず、上演に適した劇
場がないという 3 つの理由から、見送られた 43。その代わりに上演されたのが喜劇オペラ、1739 年
の《コスタンティーノ Il Costantnino》と、1748 年の新劇場建設決定を祝した《メストレとマル
ゲラの王位をめぐる争い Le Contese di Mestre e Malghera per il trono》である。新劇場での最
初のオペラは、1754 年 10 月 7 日、王の 58 歳の誕生日に上演されたハッセの《シナの英雄 LʼEroe
cinese》であった。
1756 年 8 月に七年戦争が始まり、プロイセンに攻め込まれたザクセンは 10 日余りで陥落し、10
40

北方戦争時（1704 〜 1709 年）にアウグスト 2 世と敵対関係にあったレシチンスキ Stanisław I Leszczy㶠ski 16771766 がフランスとポーランド参政権をもつシュラフタらを味方につけて王に選出され、ロシアとオーストリアの支
持によって選出されたアウグスト 3 世（フリードリヒ＝アウグスト 2 世）と二人の王が並び立つ事態となったこと
によって勃発したポーランド継承戦争は、1734 年にレシチンスキが降伏し 1735 年 10 月にヴィーン条約が結ばれる
まで続いた。
41
ヴァイオリン奏者 2 人、ホルン奏者 1 人、
「バス奏者」3 人で、6 人とも 1732 年の楽団員表にも掲載されている。
㶀órawska-Witkowska. 2011. p.64, pp.74-76.
42
米田かおり「ザクセン宮廷副楽長ジョヴァンニ・アルベルト・リストーリ（1692-1753）の音楽活動：18 世紀前
半のザクセン選帝侯宮廷における知られざる音楽家の肖像」。武蔵野音楽大学研究紀要第 43 号（2011）、232-233 頁。
43
㶀órawska-Witkowska. 2012. p.61.
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月 27 日フリードリヒ＝アウグスト 2 世は宰相ブリュールとともに皇太子を除く息子たちを連れ
てポーランドへ亡命した。マリア・ヨゼファと皇太子夫妻はドレスデンに残ったため、楽団はポー
ランドとドレスデンの 2 つに分割されることとなった。七年戦争開始後から 1758 年の王の誕生日
まではオペラ上演の記録がない。戦争でオペラどころではないのは当然であるが、1757 年 11 月
17 日にマリア・ヨゼファが世を去ったことも大きな要因であろう。2 年の空白期間に終わりを告
げたのは 1758 年 10 月 7 日上演のハッセの音楽劇 azione teatrale《シピオーネの夢 Il sogno di
Scipione》で、
この上演は、ハッセをイタリアから呼び戻すきっかけともなった。この作品は 1735
年 10 月 1 日にプレディエリ（Luca Antonio Predieri 1688-1767）作曲で初演されたメタスタジオ
の台本に基づいているが、戦争で領土の多くを失ったカール 6 世を励ますために作られたもので
あった。ワルシャワ版はオリジナルに変更が加えられてはいるが、七年戦争に敗北した上に妻を
亡くした選帝侯を元気づけるために上演されたことは想像に難くない 44。これを契機として、ワル
シャワにてハッセのオペラが次々と上演され、5 年間で計 11 作品 116 公演に及んだ 45。1763 年 2 月
15 日にフベルトゥスブルクの和議が調印されると、3 月には臣下の者たちがドレスデンへ大移動
を始め、王も 4 月 25 日にワルシャワを離れた。
ポーランドをザクセンが支配していたのはフリードリヒ・アウグスト 1 世と 2 世の時代のみだ
が、それまでオペラを上演する劇場も人的資源もなかったところに劇場を建設し、戦争による亡
命がきっかけであったとはいえ、恒常的にオペラが上演されたことが、かの地の音楽生活に大き
な影響を与えたことは明らかである。ドレスデンでのオペラ上演の空白期間にもワルシャワで上
演が続けられたことは、ザクセン宮廷のオペラ上演全体の 1 つの重要な駒であり、ザクセン宮廷
におけるオペラ上演の重点が、上演機会 b）にあることの裏づけでもある。
むすび
18 世紀のドイツの宮廷にとって、イタリア・オペラとはまず第 1 に宮廷の体裁を維持するため
に外交上欠かせない必須要件であった。その機会とは結婚式あるいは重要な国の首長を迎えた歓
迎行事などである。その際には、ハードとしての劇場とソフトとしての歌手や奏者、作曲家など
が必要であった。それゆえ、1719 年の皇太子の結婚に際しては劇場が建設され、1747 年の皇太子
結婚前に改修がおこなわれた。人的資源が宮廷内で確保できない場合には信頼のおける他の宮廷
から借り、宮廷内で足りない場合には移動オペラ団を調達した。
娯楽としてのオペラは、それをおこなうかどうかという点で、選帝侯の趣味に左右される。ま
た、外交上の理由とまったく関係なく移動オペラ団が導入されたが、それは劇場の建設という外
交上の事情と連動している。一見かけ離れたようにみえる 2 つのカテゴリーが、劇場という視点
からみると繋がっているのである。
一方、外交上の必要性と娯楽との中間にあたるのが、宮廷内の慶事に伴う上演である。これは
すべて宮廷内の人員でおこなわれ、外部の団体などが担当することはない。ここには選帝侯の趣
味が大いに反映され、オペラ上演を伴う行事と伴わない行事との線引きは行事ヒエラルキーに
よって決められている。宮廷におけるオペラ上演を考える際、目を引きがちな結婚式やカーニバ
44

セレナータは本来は 1 幕物で合唱を含まないが、ワルシャワ版では合唱と四重唱が追加されている。㶀órawskaWitkowska. 2012. p.63.
45
㶀órawska-Witkowska. 2011. p.72.
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ルなどではなく、この部分にこそ、まさにその宮廷の本質的な部分が反映されていると考えられ、
宮廷劇場の存在が密接に関わっている。
このような上演機会の使い分けがザクセン宮廷固有のものなのか、同時代の周辺の宮廷でもみ
られることなのかについては今後の課題としたい。
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○

Glʼ Amori di
Circe con Ulisse

Giove in Argo

Ascanio

La Cleonice

Giove in Argo

Ascanio

Teofane

1709/6/20

1717/10/25

1718/2

1718/8/15

1719/9/3

1719/9/7

1719/9/13

○

○

○

Les quatre
saisons

Flavio Crispo

Calandro

Un pazzo ne fa
cento

Cleofide

Euristeo

Cajo Fabricio

Le Fate

1719/9/23

1720

1726/9/2

1727/2/2

1731/9/13

1733

1734/7/8

1736/8/10

○

△

×

○

―

○

Li quattro
elementi

1719/9/15

○

×

×

○

○

○

―

不明

1705

―

初演

1694

オペラ

Aleramo und
Adelais

年月日

台本

Pallavicino

Zeno
Ristori

Hasse

Hasse

Hasse

Metastasio/
Boccardi

Zeno/Lalli

Ristori

Ristori

Heinichen

Schmidt

Lotti

Lotti

Lotti

Lotti

Ristori

Lotti

Lotti

Badia

不明

不明

作曲者

Dresden

Dresden

Warschau

Dresden

Dresden

Pillnitz

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Moritzburg

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

上演地

宮廷劇場

野外劇場

palace garden

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

Redoutensaal

Redoutensaal

劇場

*1：初演：○＝初演、△＝改訂初演、×＝再演

Pallavicino

Pallavicino

不明

Poisson

不明

Pallavicino

Luchini

Luchini

Constantini 訳

Luchini

Luchini

Ancioni

不明

不明

【附録１】ザクセン宮廷オペラ上演一覧

カーニバル

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世ワルシャワからの
帰還

divertissement

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の結婚

commedia per
musica

commedia per
musica

―

carrosello

melodramma
pastoralle

melodrama
pastoralle

―

ジャンル

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の結婚

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の結婚

フリードリヒ＝アウグス
ト 1 世の聖名祝日

カーニバル

フレデリク 4 世歓迎行事

カーニバル

カーニバル

演奏機会

一幕物

改訂初演：初演は 1732/1/12
ローマのカプラニカ劇場

初演は 1732 年 5 月ヴェネツィ
アの聖バルトロメオ劇場、上
演されたかどうか不明

皇太子妃の采配による

NG:Heinichen の項では「上演
されず」

21・27 日にも再演

24・29 日にも再演

フランス・オペラ

備考

*2：ジャンルについては、オペラ・セリア以外のもののみ記載
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○

○

×

○

○

Alfonso

Il Costantino

La Clemenza di
Tito

Demetrio

Artaserse

Numa Pompilio

Lucio Papirio

Didone
abbandonata

1738/5/11

1739/2/10

1740/1/11

1740/2/8

1740/9/7

1741/10/7

1742/1/18

1742/10/7

○

△

△

○

○

Irene

1738/2/8

△

La Clemenza di
Tito

1738/1/17

×

Asteria

1737/8/3

○

1737/10/7, 13 Asteria

Atalanta

1737/7/26

○

×

Senocrita

1737/2/27

○

初演

1737/10/5, 11 Atalanta

Arianna

オペラ

1736/10/7

年月日

Metastasio/
Algarotti

Zeno
Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Metastasio/
Boldinio

Pallavicino

Hasse

Hasse

Verocai

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Ristori

作曲者

Metastasio

Metastasio

不明

Pallavicino

Pallavicino

Metastasio

Pallavicino

Pallavicino

Pallavicino

Pallavicino

Pallavicino

Pallavicino

台本

Hubertusburg

Dresden

Hubertusburg

Dresden

Dresden

Dresden

Warschau

Dresden

Dresden

Dresden

Hubertusburg

Hubertusburg

Dresden

Dresden

Dresden

Hubertusburg

上演地

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

改訂初演：初演は 1730/2/11
ヴェネツィアの聖ジョヴァン
ニ・グリゾストモ劇場

選帝侯公子フリードリヒ
クリスティアのグランド
ツァーからの帰還

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

カーニバル

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

改訂初演：初演は 1732/2/10
ヴェネツィアの聖ジョヴァン
ニ・グリゾストモ劇場

改訂初演：初演は 1735/9/24
ペーザロのプッブリコ劇場 ,
1/23 再演

候位継承後初めてドレスデン
で迎えたシーズン

備考

ロシアのアンナ皇帝の誕
生日

カーニバル

息女マリア・アマーリア
とナポリ・シチリア王カ
ルロの結婚式

宮廷劇場

宮廷劇場

ロシアのアンナ皇帝の誕
生日

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世戴冠 3 周年

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の聖名祝日

ロシアのアンナ皇帝の聖
名祝日

dramma
ridicolo per
musica

azione scenica

カーニバル

ジャンル

演奏機会
フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

劇場
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Lʼasilio dʼamore

1743/10/7

×

Antigono

Antigono

Arminio

Arminio

1744/10/10

1745/1/20

1745/10/7

1745/12/19

×

×

○

Argenide

La Clemenza di
Tito

Artasese

Astrea placata

Astrea placata

Galatea

Semiramide

Ercole sul
Termodonte

Doris

1746/7/11

1746/7/26

1746/8/23

1746/10/7

1746/10/29

1746/11/8

1747/1/11

1747/1/9

1747/2/13

○

×

○

×

×

Argenide

1746/7/7

×

×

△

×

○

1744 カ ー ニ
Antigono
バル

○

×

Didone
abbandonata

1743/2/14

初演

×

オペラ

Numa Pompilio

年月日

17431/10

台本

Bussani

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Giusti

Giusti

Pasquini

Pasquini

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio/
Algarotti

Pallavicino

作曲者

Schürer

Schürer

Hasse

Schürer

Schürer

Schürer

Vinci

Hasse

Galuppi

Galuppi

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

上演地

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Hubertusburg

Dresden

Hubertusburg

Dresden

Dresden

劇場

演奏機会

小劇場

宮廷劇場

Singspiel

ビアッジョ一座

初演は 1744/11/4 ナポリのサ
ン・カルロ劇場

ビアッジョ一座 , 1 週間後再演

componimento
drammatico
小劇場
カーニバルと結婚式

ビアッジョ一座

componimento
drammatico
小劇場

小劇場

ビアッジョ一座

ミンゴッティ一座 , 国王夫妻
臨席 , 8/29, 9/2 再演

ハッセは参加せず , ミンゴッ
ティ一座も加わる , 8/2, 8/4,
8/8, 8/13, 8/31 再演

ミンゴッティ一座，皇子アル
ベルトの 8 歳の誕生日

ミンゴッティ一座、Scalabrini
指揮 , 国王夫妻，皇太子夫妻臨
席

componimento
drammatico

小劇場
フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

pasticcio

小劇場

小劇場

pasticcio

息女マリア・アンナの零
名祝日

フリードリヒ大王の求め
に応じて

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

備考

改訂初演：初演は 1730/8/28 ミ
ラノのレージョ・ドゥカーレ
（現：スカラ座，初演時の台本
は Salvi）

一幕物

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日
カーニバル

再演
festa teatrale

ジャンル

カーニバル

カーニバル

小劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場
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○

×

○

La spartana
generosa

Demetrio

Galatea

Le nozze
dʼErcole e dʼEbe

Filandro

Leucippo

1747/6/14

1747/6/25

1747/6/28

1747/6/29

1747/7/18

1747/10/7

○

×

○

×

○

Leucippo

Calandro

Demofoote

La contesa di
Mestre e
Malghera per il
trono

Il natal di
Giove

Attilio Regolo

Leucippo

Il Ciro
riconosciuto

1748

1748/1/20

1748/2/9

1748/11/4

1749/10/7

1750/1/12

1751/1/7

1751/1/20

○

○

×

La spartana
generosa

1748

×

○

○

―

―

Didone

1747/6/10

―

初演

Merope

オペラ

1747/5/25

年月日

Metastasio

Pasquini

Metastasio

Metastasio

Antoni Gori,
Giovanna
Casanoca

Metastasio

Pallavicino

Pasquini

Pasquini

Pasquini

Cassani

不詳

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Salvatore
Apollini

Hasse

Schürer

Hasse

Hasse

Hasse

Porpora

Gluck

Schürer

―

―

Metastasio

Hasse

―

―

作曲者

Pasquini

―

―

台本

Dresden

Hubertusburg

Dresden

Hubertusburg

Warschau

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Hubertusburg

Dresden

Pillnitz

Pillnitz

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

上演地

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

小劇場

小劇場

宮廷劇場

野外劇場

野外劇場

小劇場

宮廷劇場

小劇場

小劇場

劇場

カーニバル

カーニバル

カーニバル

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

新劇場建設決定

カーニバル

カーニバル

カーニバル

favola
pastorale

serenata

ミンゴッティ一座

comedia per
musica

初演は 1734/2/21 ヴェネツィア
のサン・サミュエレ劇場 , 初演
のタイトルは
Le metamorfosi odiamorosi
in Birba reionfale

ミンゴッティ一座

favola
pastorale

favola
pastorale

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

ミンゴッティ一座

ビアッジョ一座

componimento
drammatico

ミンゴッティ一座 , Scalabrini
指揮 , 6/19 再演

ミンゴッティ一座 , Scalabrini
指揮

dramma comico
pastrale

カーニバル

備考
ミンゴッティ一座 , Scalabrini
指揮 , 6/3 再演

―

pasticcio

pasticcio

ジャンル

マリア・アントーニアの
誕生日

皇太子結婚

皇太子結婚

皇太子結婚

皇太子結婚

皇太子結婚

皇太子結婚

演奏機会
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○

○

Ipermestra

Zoroastro

Adriano in
Siria

Arminio

Solimano

Astrea placata

Lʼeroe cinese

Solimano

Artemisia

1752

1752

1752/1/17

1753/1/8

1753/2/5

1753/9/5

1753/10/7

1754/1/7

1754/2/6

×

×

×

○

△

×

Calamità de
cuori

Il mondo della
luna

Le pescatrici

Il trionfo della
fedeltà

Lʼeroe cinese

Artemisia

Ezio

Arcadia in
Brenta

1754

1754

1754

1754

1754/10/7

1755

1755/1/20

1755/5/23-

×

×

×

Il mondo alla
roversa

1754/6/25-

○

×

○

×

○

△

×

△

Ipermestra

1751/10/7

初演

オペラ

年月日

Goldoni

Metastasio

Migliavacca

Metastasio

Maria Antonia

Goldoni

Goldoni

Goldoni

Goldoni

Migliavacca

Migliavacca

Metastasio

Metastasio

Migliavacca

Salvi

Metastasio

Cassanova

Metastasio

Metastasio

台本

Galuppi

Hasse

Hasse

Hasse

Maria Antonia

Bertoni

Galuppi

Galuppi

Galuppi

Hasse

Hasse

Hasse

Schürer

Hasse

Hasse

Hasse

Rameau/Adam

Hasse

Hasse

作曲者

Dresden

Dresden

Dresden

Warschau

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Hubertusburg

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Hubertusburg

上演地

演奏機会

ロカテッリ一座

Theater des
Brühl

ロカテッリ一座

カーニバル

宮廷劇場
小劇場（新）

カーニバル

宮廷劇場

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

ロカテッリ一座

Theater des
Brühl

新劇場

ロカテッリ一座

ロカテッリ一座

カーニバル

カーニバル

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

フリードリヒ・クリス
ティアンの誕生日

カーニバル

カーニバル

カーニバル

カーニバル

カーニバル

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

Theater des
Brühl

Theater des
Brühl

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

劇場

dramma
giocoso

dramma
pastorale

dramma
giocoso

dramma
giocoso

dramma
giocoso

dramma
giocoso

componimento
drammatico

tragedia
tradotta

ジャンル

初演は 1749/5/14 ヴェネツィア
のサンタンジェロ劇場 , 5/23
〜公演開始

初演は 1730 年ナポリ

Maria Antonia はフリードリ
ヒ・クリスティアン妃

初演は 1751/12/26 ヴェネツィ
アのサン・サミュエレ劇場、
1761 ロンドン

初演は 1750/1/29 ヴェネツィア
のサン・モイス劇場

初演は 1752/12/26 ヴェネツィ
のサン・サミュエレ劇場

初演は 1750/11/14 ヴェネツィ
アのカッシアーノ劇場 , 12/24
にも再演

初演は 1730/8/28 ミラノ

初演は 1744/1/8 ヴィーン宮廷

備考
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×

×

Il Conte
Caramella

Lo speziale

Artaserse

Li pastori per
allegrezza
impazziti

Il re pastore

1755

1755

1755

1755

1755/8/3

1755/10/7

○

×

×

×

×

Olimpiade

Il pazzo
glorioso

La cascina

Li vaghi
accisenti

La ritornata di
Londra

La maestra

Il sogno di
Scipione

La Nitteti

Demofoonte

Artaserse

Semiramide

1756/2/16

1756/5/31-

1756

1756

1756

1756

1758/10/7

1759/8/3

1759/10/7

1760/8/3

1760/10/7

×

1756/1/26-

×

×

×

×

×

×

Il re pastore

Ezio

1756/1/7

○

×

×

初演

オペラ

Il filosofo di
campagna

年月日

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Palomba

Goldoni

Goldoni

Goldoni

Villani

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

不明

Metastasio

Goldoni

Goldoni

Goldoni

台本

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Cocchi

Fischietti

Galuppi

Scolari

Cocchi

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

不明

―

Fischietti

Galuppi

Galuppi

作曲者

Warschau

Warschau

Warschau

Warschau

Warschau

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Hubertusburg

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

上演地

小劇場（新）

小劇場（新）

小劇場（新）

小劇場（新）

小劇場（新）

宮廷劇場

宮廷劇場

宮廷劇場

小劇場（新）

小劇場（新）

小劇場（新）

小劇場（新）

劇場

ジャンル

azione teatrale

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

dramma
giocoso

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

初演は 1744/11/4 ナポリ

初演は 1758 ヴェネツィアのサ
ン・ベネディット劇場

初演は 1747 年春 , ナポリのヌ
オヴォ劇場

初演は 1756/2 月ヴェネツィア
のサン・サミュエレ劇場

初演は 1755/11 月ヴェネツィ
アのサン・サミュエレ劇場

初演は 1755/12/26 ヴェネツィ
アのサン・サミュエレ劇場
dramma
giocoso
dramma
giocoso

フュルステナウの Galuppi は
誤り，初演は 1753 年ヴェネ
ツィアのサン・カッシアーノ
劇場 , 5/31 〜公演開始
dramma
giocoso

August III（フリードリヒ＝ア
ウグスト 2 世）の聖名祝日の
ため

初演は 1755 年カーニバルの時
期ヴェネツィアのサン・サ
ミュエレ劇場

dramma
giocoso

pastorale
giocosa

初演は 1751 年ヴェネツィア

opera buffa

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の聖名祝日

備考
初演は 1754/10/26 ヴェネツィ
アのサン・サミュエレ劇場

dramma
giocoso

dramma
giocoso

ロカテッリ一座

ロカテッリ一座

ロカテッリ一座

ロカテッリ一座

ロカテッリ一座

カーニバル

カーニバル

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

ロカテッリ一座

ロカテッリ一座

ロカテッリ一座

ロカテッリ一座

演奏機会
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×

Il trionfo di
Clelia

Il re pastore

La cameirera
sposata per
forza

Siroe

1762/8/3

1762/10/7

1762/2/8

1763/8/3

Talestri

×

Il Ciro
riconosciuto

1762

1763/8/23

○

Zenobia

1761/10/7

△/×

×

×

Olimpiade

1761

×

初演

Arminio

オペラ

1761/8/3

年月日

Maria Antonia

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Pasquini

台本

Maria Antonia

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

Hasse

作曲者

Dresden

Dresden

Dresden

Warschau

Warschau

Warschau

Warschau

Warschau

Warschau

上演地

宮廷劇場

小劇場

劇場

演奏機会

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の聖名祝日

モレッティ一座

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の聖名祝日

カーニバル

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の誕生日

フリードリヒ＝アウグス
ト 2 世の聖名祝日

―

ジャンル

初演は 1733/5/2 ボローニャの
マルヴェッツィ劇場

備考

書

評

Iris Meinen,

Würzburg: Königshausen & Neumann 2015, 342 S.
吉

田

耕太郎（大阪大学）

ウートラムは『フランス革命と身体』1 のなかで、革命期におけるブルジョワの自死を、貴族・
下層民・犯罪者らとまとめて処罰されることへ抵抗するブルジョワの英雄的行為として解釈して
みせたが、革命に限定されることなく、自死は、十八世紀西欧の市民世界にアプローチする際の
有効な視点になるといえるだろう。なにより自死は、文学作品や戯曲が好んでとりあげたモチー
フであった。ピストルで主人公が自殺するゲーテの『ウェルテル』に、同時代の若者たちが共感
したという事実は、自死を人生の結末として選択できるという自死の可能性が、文学作品を通じ
て広く流布したことを裏付けている。
ここで紹介する、イーリス・マイネン『十八世紀戯曲における自死のモチーフ』は、タイトル
が示すように、自死を描いた十八世紀ドイツの戯曲についての研究である。扱われている作品は、
ゴットシェートの『死を選ぶカトー』にはじまり、レッシング、シラー、ゲーテのスタンダード
作品、自死というテーマから十分予想できるクリンガーやレンツらの疾風怒涛に類される破滅
劇、加えてヨーハン・ゴットロープ・ベンヤミン・プァイルの『ルーシー・ウッドヴィル』（1756）、
Der Freigeist

ヨアヒム・ヴィルヘルム・フォン・ブラーヴェの『無神論者』（1757）、そしてシェイクスピアの
翻案であるクリスチャン・フェーリクス・ヴァイセの『ロメオとユーリエ』（1768）のような普段
取り上げられることの少ない作品も含まれている。
自死劇としてくくられたこれら一連の作品を、マイネンはどのような問題意識でもって分析し
ようとしているのだろうか。その点を明らかにするためにも、ドイツ語圏の自死研究を振り返っ
て、本研究の位置を確認しておく必要がある。ゲーテの『ウェルテル』は、十八世紀の自死を読
み解くためのプリズムであったといってよい。というのもゲーテに触発されて産み出された数多
W e r t h e r i a d e n

くのウェルテルものは、自死に賛成か反対かという社会の反応を映し出したものであったから
だ。従ってゲーテを筆頭に文学作品を対象とした十八世紀の自死研究は、自死そのものではなく、
自死への反応を扱ってきたといってよい。近年のハイコ・ブールの研究 2 も、圧倒的な数の歴史的
言説をとりあげてはいるが、ウェルテルの自死が受け入れられなかった時代背景の跡付けに落ち
着いている。こうした研究潮流のなかで、自死そのものを文化史的に扱ったのがハラルト・ノイ
マイヤーであった。ノイマイヤーの研究 3 は、神学や医学の文献にも目配せしながら、キリスト教
1

ドリンダ・ウートラム（高木勇夫訳）『フランス革命と身体 ― 性差・階級・政治文化』平凡社 1993.
Heiko Buhr, Sprich, soll denn die Natur der Tugend Eintrag tun? - Studien zum Freitod im 17. und 18.
Jahrhundert, Würzburg: Königshausen & Neumann 1998.
3
Harald Neumeyer, Anomalien, Autonomien und das Unbewusste – Selbstmord in Wissenschaft und Literatur
von 1700 bis 1800, Göttingen: Wallstein 2009.
2
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社会において長きにわたって罪として理解されてきた自死が、自由の証として積極的な価値をも
つようになった変遷をたどるもので、
『ウェルテル』のような作品に社会が注目することになった
背景を、明らかにする研究であった。
マイネンの研究は、自死への賛否ではなく、人が選びうる可能性としての自死を論じたノイマ
イヤーの研究を前提として、自死のポジティブな価値をより細かく分析するものということがで
きる。例えば、好色な公爵によって婚約者を殺害されたうえに、みすみす恥辱を受けることを避
けるために、父親の手で自らの命を絶つことを求めた『エミーリア・ガロッティ』のエミーリア
の自死は、貞操という市民的徳を守る殉教者のイメージが重ね合わされていると読み解く。
『ミ
ス・サラ・サンプソン』で、優柔不断な態度から恋人サラの毒殺を招いたメルフォントの自死は、
自死によってすべてを精算しようとする身勝手な思い込みの行為であるが、自死する若者の姿
は、戯曲の聴衆に対しては、人間は常に過ちや誘惑にさらされており、死によって徳を完成する
というイメージを与えたと分析する。またシラー『群盗』第四幕の盗賊カールが父の城館を襲撃
する前の場面、拳銃を自らに向け、自死する自由を奪うことはできないと神をののしるセリフか
ら、自死を自律した自己の証として描き出していると解説する。このような具合に、マイネンは
それぞれの作品に向き合い、自死の意義を丁寧にときほぐしていくのだ。とはいえ作品に寄り添
いすぎた結果なのだろう、戯曲のテクスト分析がいささか冗長であるところ、そしてまた、明ら
かになった自死の多様な意義を総括する考察が欠けているのは非常に残念である。
それでは実際に、自死する人はどのような理由から自らの命を絶ったのだろうか。マイネンの
研究が、戯曲を対象としている以上、このような歴史的な問いは、彼女の研究の範囲を超えたも
のということになるだろう。しかし戯曲が当時の大衆メディアであったからこそ、実社会とのつ
ながりもまた問題になってくるはずだ。本書はこのような新たな問題に取り組むための出発点と
もなる。例えば「自死についての理解の枠組み」と題された、本書前半の思想史的整理をおこなっ
ている章は、十八世紀の自死研究の見取り図を提供してくれている点で有益である。

Marion Heinz（Hg.）,

Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-holzboog, 2013, 276 S.
杉

山

卓

史（京都大学）

本書は、2009 年 7 月 10 日から 12 日にかけてジーゲン大学（編者ハインツの勤務校）で開催さ
れた研究集会「ヘルダーの『メタクリティーク』―前カント的哲学の変容と後カント的哲学の成
型―」の報告論文集であり、以下の 12 編が収められている（①のみが英語で、それ以外の 11 編
は独語。全論文冒頭に英独両語の要約が付されている。また、③は例外的に 2003 年 7 月 4 日にマ
インツで開催された研究集会「言語理性と言語忘却―ヨハン・ゲオルク・ハーマンによる神の語
り―」における講演である）。
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①アンゲリカ・ヌッツォ「カントとヘルダーの『メタクリティーク』における感性」
②ぺトラ・ローマン「ヘルダーの「生き生きとした存在」概念―『メタクリティーク』におけ
る存在と意識の関係ならびに同時代の建築を例とした美学議論に対するその意義―」
③オズヴァルト・バイアー「超越論的理性批判の言語忘却に抗して―ハーマン『理性の純粋主
義についてのメタクリティーク』導入―」
④ヴィオレッタ・シュトルツ「形而上学の無意味―カント、ヘルダー、ホーン・トゥック―」
⑤マルティン・ボンデリ「『あらゆる経験なしに』―カントの形式主義に対するヘルダーの批判
―」
⑥ピエルルイジ・ヴァレンザ「実在論という途―ヘルダー、ラインホルト、バルディリの比較
―」
⑦アンドレアス・アルント「ヘルダーの超越論的弁証論批判」
⑧マリオン・ハインツ「理性はただ一つ―ヘルダーの『メタクリティーク』における理性概念
の考察―」
⑨マルクス・ブントフス「『プロテスタンティズムはメタクリティークである』―ヘルダーの後
有神論的宗教神学―」
⑩マンフレット・バウム「ヘルダーにおけるカントの『純粋理性の誤った批判』について」
⑪ライナー・ヴィスベルト「哲学的自己形成の理念―『メタクリティーク』におけるヘルダー
のカントとの教育学的対決―」
⑫ギュンター・ツェラー「人間と大地―ヘルダーとカントの人文地理学的並行性―」
なお、以上に先立って編者ハインツの序文が、最後に 1988 年以降の『メタクリティーク』にか
んする研究文献抄が付されている。
ヘルダーの『メタクリティーク』、すなわち、旧師カントの『純粋理性批判』を批判した『純粋
理性批判のメタクリティーク』（1799 年）をめぐって一つの研究集会が催され、さらにその報告
論文集が出版されたということ、このこと自体に、評者はまずは感慨を禁じえない。従来、この
『メタクリティーク』
（と翌年の『カリゴネー』＝『判断力批判』批判）は、旧師に対するヘルダー
『イデーン』）
の罵詈雑言―直接的にはそれは、ヘルダーの主著『人類歴史哲学考』（1784-91 年、
をカントが厳しく批判したことに端を発する―として、狭くカント研究においても広く哲学史
一般においても、まともに取り上げられてこなかった。最後の研究文献抄が（「抄」とはいえ）2
頁にわずか 19 点を収めただけで終わってしまうことも、こうした事態を雄弁に物語っている。た
しかに、そのような「罵詈雑言」的な性格を『メタクリティーク』が持つことは、一方で事実で
ある（実際、カントに対するヘルダーの無理解を「返り討ち」した⑩のようなものもある）。しか
し他方で、そのようにして切り捨ててしまうには惜しい豊かな内実を、この書は持っている。こ
うしたポジティヴな見方が、徐々にではあれ定着しつつあることの象徴が、この書をめぐって一
つの研究集会が催され、さらにその報告論文集が出版されたということなのではないか。
「切り捨ててしまうには惜しい豊かな内実」とは何か。編者ハインツは、それを「前カント的哲
学の変容と後カント的哲学の成型」に見、だからこそ、これを研究集会の副題に掲げたのだ（そ
の意味で、書籍化に際してこれが引き継がれなかったことが惜しまれる）。具体的に言えば、
「前
カント的哲学」とはライプニッツ・ヴォルフ哲学、「後カント的哲学」とはドイツ観念論である。
すなわちハインツは、ライプニッツ・ヴォルフ哲学とドイツ観念論とを「カント（批判哲学）と
は異なる仕方で」つなぐことを、ヘルダーとりわけその『メタクリティーク』によって、試みた
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のだ（なお彼女は、本書に先立って 1998 年に『フィヒテ研究』補巻として『ヘルダーとドイツ観
念論の哲学』を編さんし、自身はその中に「ヘルダーの『メタクリティーク』」という論考を寄せ
ており、いわばその「続編」として本書は企図されたといえる）。このことを示す序文の一節を引
用しておこう。「ヘルダーは『純粋理性批判』に対して前批判哲学の定理―いわゆるドイツ講壇
［…］しかしまた、
哲学および 1770 年以前のカント自身の哲学に由来する―を寄せ集めている。
『メタクリティーク』がこれらの定理を変容することで後カント哲学の原型となりえたことも、同
様に明らかである。このことは、認識論や存在論におけるヘルダーの一元論、普遍と特殊との生
き生きとした統一という体系構想、そして何より、ヘーゲルの弁証法を先取りする概念展開の［正
−反−合の］三角形構造の方法論的主導理念に、妥当する」。
最後に内容を俯瞰しておくと、全体は 3 部に分かたれ、③〜⑩の 8 編を収める第 2 部「言語と
理性」が、分量的にも、また、
『メタクリティーク』第 2 部の書名をそのまま借用していることか
らしても、本書の中心をなしている。ここでは、「言語即理性」という『言語起源論』
（1772 年）
以来のヘルダーの中心思想が、その畏友ハーマンのカント批判をも顧慮しつつ、さまざまな側面
から検討される。また、⑪⑫の 2 編を収める第 3 部「個と人類の形成」
（これは『イデーン』の主
張を想起させる）は、
『メタクリティーク』の中で『純粋理性批判』以外のカントの著作・思想を
扱った箇所に焦点を当て、
『メタクリティーク』の多面性を浮かび上がらせている。評者の関心を
引いたのは、①②の 2 編を収める第 1 部「存在と感性」であった。実際に『メタクリティーク』
を読み進めると、ヘルダーは『純粋理性批判』を（冒頭の「超越論的感性論」のみならず全編に
わたって）きわめて「感性論的（ästhetisch）」に解釈していることに気づかされるが、最初期の
論考『存在試論』（1763 年？）の基本思想「存在即感性」が『メタクリティーク』にまで引き継
がれていることを示唆する第 1 部は、この実感を裏打ちしてくれるものであったからである。ド
イツ観念論において「芸術は哲学の証書にして機関である」というシェリングの言葉によって芸
術が哲学の最高位に上昇したことを想起するならば、
『純粋理性批判』を感性論的に解釈した『メ
タクリティーク』は、その意味でも「後カント的哲学の成型」であろう。

Boje E. Hans Schmuhl, Ute Omonsky（hrsg.）,

Augsburg; Stiftung Kloster Michaelstein, 2014, 424S.
瀬

尾

文

子（東京大学）

現在ザクセン＝アンハルト州立音楽アカデミーが拠点を置く元シトー会のミヒャエルシュタ
イン修道院では、研究と演奏の理想的な連携を示す（ワークショップやコンサート付きの）学会
が毎年開かれている。その第 37 回、
「啓蒙された敬虔の鳴り響き―宗教音楽における回顧と進
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歩」
（2009 年 5 月 7 〜 9 日）の成果として出版されたのが本論文集である。収録された 20 本の論
文は、主として 18 世紀ドイツ語圏における「狭義の」（すなわち典礼と結びついた）教会音楽を
扱う。内容は、カトリックとプロテスタントそれぞれの音楽情勢を歴史的に概観する 2 論文に始
まり、宗派を超えた啓蒙主義的特徴に着目した 3 論文、そして、カトリック圏の個別的な歴史研
究 4 論文、プロテスタント圏の同研究 7 論文と続き、最後の 4 論文は、教会内空間の音響や個別
の楽器（ツィンク）の性質および具体的な楽曲構造を論じ、演奏実践への直接的なヒントを提供
するものになっている。先行研究ではいわば盲点だった「Kirchenlied」や「heilige Musik
（Musica
sacra）」という概念の再考に加え、近年発見されたエステルハージ侯ニコラウス二世の音楽アル
ヒーフや、ゴータ宮廷楽長シュテルツェルの作品目録とカンタータ年鑑（そのうちの幾つかの作
品は J.S. バッハも知っていた可能性がある）、メクレンブルク地域の教会資料、そしてもちろん、
1999 年の発見以降、数々の調査報告がなされているベルリン・ジングアカデミーの蔵書など、新
資料に基づく実証的研究の充実ぶりが、これまで比較的遅れていた 18 世紀（とりわけ後半）の教
会音楽史研究の「最前線」を示している。
本書のタイトルにある「啓蒙された敬虔」とは、
「敬虔」の語を「不合理なるが故に我信ず」
（テ
ルトゥリアヌス）の延長線上にあるような、超越的なものへのナイーヴで受動的な信仰と捉える
ならば、語義矛盾に思えるだろう―実際、「敬虔」に対するそうしたネガティヴな解釈が 1960
〜 80 年代の神学では優勢だった（参考：Stefan Fassbinder, „Frömmigkeit. Entwicklung und
Problemfelder eines Begriffs“, in Saeculum, vol.47, No.1, S.6-34, 1996）。だが、実のところ「敬
虔」の内実は流動的であり、今日では「敬虔の歴史 Frömmigkeitsgeschichte」（定訳はまだ無い
ようだ。いずれにせよ神学思想や教会制度といった客観的対象ではなく、信者の心情という主観
的事柄に焦点を合わせた歴史）も語られるようになってきている―。17 世紀末以降のプロテス
タンティズムに大きな影響を及ぼした敬虔主義は、形式よりも実質を重んじる、主体的で合理的
な、その意味で啓蒙思想と矛盾しない信仰である。その影響下で音楽に求められた役割は、もは
や福音告知ではなく個人の内面への効力、すなわち信仰覚醒であった。
18 世紀の「啓蒙された」指導者たちにとって教会音楽における最優先事項は、この聴衆への心
理的影響の実効性であったというのが、本書の論者たちの共通認識である。確かにそれを踏まえ
れば、一見不可解に思える様々な 18 世紀的現象に説明がつく。例えば、カトリックとプロテスタ
ントの両方に見られた、宗派の垣根を超える動きである。合理精神に基づく典礼改革で有名な
ヨーゼフ二世やザルツブルクのコロレド大司教が、ミサにドイツ語讃美歌（ヨーゼフに至っては
会衆讃美歌）を組み込んだのも、あるいは、カトリック教会でプロテスタントの、プロテスタン
ト教会でカトリックの作曲家の作品が、歌詞の変更はあれ、しばしば典礼で演奏されたのも、狭
量な信条主義よりも会衆の宗教的涵養が重視された結果とみなせる。また、プロテスタントの音
楽家が 16・17 世紀イタリアの声楽ポリフォニーに熱狂した事実につきまとう違和感も、その音響
の感性的な魅力に着目すれば解消される。本書には、有名なシスティーナ礼拝堂のアレグリ《ミ
ゼレーレ》の演奏を聴くためにローマ詣をしたプロテスタントの作曲家たちの「真意」を問題に
した論文があった。彼らは本当にそこに教会音楽の規範を見出したのか、それともそれはいわば
単なるエキゾチズムだったのか。彼らの残した文章や作品から導かれた結論は、後者である。
メクレンブルクの啓蒙君主フリードリヒ侯による教会音楽の実践も、印象的な事例だった。侯
が建設した城教会の内部は、一見、時代錯誤的な装飾が施されている。祭壇の張子細工―ルター
派教会において正統的な十字架像ではなく、聖夜の牧場の情景が描かれている―が、オルガン
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本体を会衆の目から完全に隠しているのである。光輝く雲の奥から響いてくるその音は、さぞ神
秘的に聞こえただろう。魔術的なやり方で民衆の教化を図ろうとする考えは、合理的である。
このように、18 世紀の教会音楽事情を読み解くための重要な手がかりは、聴き手への心理的効
果にある（教会の音響、とりわけ残響の考察は、その関連で興味深い）。それはまた、前後の時代
との連結を見出せる要素でもある。バロック時代のアフェクテンレーレも、19 世紀市民社会にお
けるアマチュア合唱運動も、音楽が人の心に与える効果を前提に興隆したものだからである。

松山壽一『造形芸術と自然―ヴィンケルマンの世紀と
シェリングのミュンヘン講演』

法政大学出版局、2015 年、xviii ＋ 300 頁
田

中

均（大阪大学）

本書は副題にも示されているように大きく 2 部に分かれており、第 1 部は「ヴィンケルマンと
その世紀」、第 2 部は「シェリングのミュンヘン講演」と題されている。ヴィンケルマンの古典主
義と様式史的古代美術史は 18 世紀研究者には周知のものだろうし、第 1 部のタイトルが、ゲーテ
がヴィンケルマンの書簡集を編纂し論考を寄せた書のタイトルに基づくことも明白だが、第 2 部
で言及される「ミュンヘン講演」には少し説明が必要かもしれない。シェリングは 1807 年にミュ
ンヘンの王立アカデミーにおいて「造形芸術の自然との関係について」という講演を行い、そこ
で彼は自身の自然哲学に基づいて、造形芸術は「単なる所産としての自然」を模倣するのでもな
く、またヴィンケルマン流に古代美術を模倣するのでもなく、
「芸術家は自然精神を範とすべし」
と提唱している（193 頁）。
この 2 部構成には著者の方法論的な意識が表れている。というのも著者は、本書の「独自の意
義」の 1 つとして、
「シェリング講演」における「シェリングの発言を、著者年来の概念史的研究
法に従い、18 世紀半ば以降の多声（「ポリフォニー」）の中での一声（「モノフォニー」）として聴
き分けることに徹した点」（iv 頁）を挙げているからである。ゆえに著者は第 1 部においてヴィ
ンケルマン、レッシング、ヘルダー、ヒルト、ゲーテ、ロマン派などの芸術論を、
「ラオコーオ
ン」問題を軸として周到に検討したうえで、第 2 部において「ミュンヘン講演」の概念やテーゼ
を、「1800 年前後という時代の一思潮」（290 頁）のうちに正確に位置づけようとするのである。
著者のこのような「概念史的研究法」には、
「わが国における従来の哲学研究法に対する強いプ
ロテスト」（289 頁）が込められている。すなわち、
「『哲学研究』ならぬ、旧態依然たる『哲学者
研究』が営々と行われ続け」、
「主題とする哲学者のモノローグに研究者が唱和するだけに終始し
がち」（290 頁）であることへの批判である。
そのため、本書では、従来のシェリング芸術哲学研究者による「贔屓の引き倒し」がたびたび
批判される。とりわけ、上記の「芸術家は自然精神を範とすべし」という「根本テーゼ」につい
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ては、
「シラー、シュレーゲル（兄）、モーリッツ、ゲーテたちの主張」と比較検討することによっ
て、
「造形芸術論上のシェリングの貢献度は目減りを余儀なくされる」というシビアな評価を与え
ている。
本書における概念史的・ポリフォニー的方法が興味深いのは、哲学者・思想家の多声を再現し
ているからだけではなく、この方法が 18 世紀における絵画の展示法と類比的関係にあるためでも
ある。著者が序章「作品を観る場」で詳細に論じるところによると、ヴィンケルマン、シュレー
ゲル兄弟、シェリングさらにはヘーゲルも訪れたドレスデンの画廊「シュタルゲボイデ」は、18
世紀中ごろの成立当時、「各区画ごとの「対照原理・対副原理」Pendantprinzip に基づいた「対
照・並置展覧」Paragone」ないし「軸対称的構成」achsensymmetrische Komposition だったと
いう。たとえば、
「コレッジョの《聖フランチェスコの聖母》や《聖ジョルジョの聖母》あるいは
《羊飼いの礼拝（聖夜）》の周りに若きボローニャ派の作品が配置され、
「ボローニャの人アンニー
バレ・カラッチがコレッジョに鼓舞され、イタリアのポスト・マニエリスム絵画の刷新と救出を
成就した」次第が理解できるよう配置されていた」（14 頁）。このような展示法はのちに、「歴史
的展示」つまり「編年式かつ国別・流派別という配列」（32 頁）にとって代わられるようになる。
これについて著者は、
「『歴史的展示』が『研究のため』にも『鑑賞のため』にも有益であるには
違いなかろう」と譲歩しつつも、
「絵画の歴史的発展」（ヘーゲル）という概念が、
「『成長モデル』
に全事象を押し込めるという陥穽にわれわれを導く危険性」について警告している（著者はこの
「陥穽」について、ヴィンケルマンの様式史に即して詳細に指摘している）。これに対して、
「旧王
室画廊の『対副展示』は絵画における『ポリフォニー』を響かせるものであるように筆者には思
われる」（33 頁）と述べて、自らの方法との共通性に言及している。
本書の注目すべき「ポリフォニー」についてさらに付言しておこう。本書の狙いの 1 つは、既
に述べたように、絵画の展示法を再現することで、
「今日的な観点から一方的に過去を裁断するの
ではなく、できる限り当時の時代状況に寄り添」うことである（iv 頁）。そのうえで、ときに著
者は自分自身の鑑賞体験を率直に語り出す。たとえば、ルーベンスとグイードの「手法化過剰効
果」を批判するフリードリヒ・シュレーゲルに対して、
「筆者の思いはフリードリヒのそれに同じ
である。ルーヴルを訪れる度ごとに、筆者が決まってそそくさと素通りする間がルーベンスの間
にほかならない」（258 頁）と述べる。歴史的再構成をふまえた上でのこのような語りによって、
過去の著者たちと、本書の著者との間にも「ポリフォニー」が成立している。
これは「著者の関心の向かう先が、主題とする人物や考えを越えてその先にある対象そのもの
に及んでいること」（292 頁）の現れであり、本書は、美学史研究にとどまるものではなく、美学
史研究がいかにして美学研究たりえるかについての示唆も含んでいるのである。
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林誓雄『襤褸を纏った徳：ヒューム

社交と時間の倫理学』

京都大学学術出版会、2015 年、270 ＋ x 頁
若

澤

佑

典（ヨーク大学大学院）

「会話」そして「社交」は、18 世紀のイギリス文化・思想を特徴づけるキーワードの一つであ
る。ジャーナリズムの勃興に見られる出版文化の成立を背景とし、人々は読書を通じて多様な言
説と出会い、コーヒーハウスをはじめとする公共空間でそれらについての討議を交わした。商業
社会で品物が流通・売買されるように、言説や思想もこうした循環の対象としてイメージされ、
会話を通じた多様な意見の衝突・交換が、有機的な社会の基礎として位置づけられていた。スコッ
トランド啓蒙を代表する哲学者デイヴィッド・ヒュームも、エッセイの執筆を通じてこの知的潮
流に与している。彼は「エッセイを書くことについて」で、文筆家としての自己を「学問の国」
から「会話の国」への「大使」として示し、人々がエッセイを読むことで新たな知と触れ合い、
それらが提起する幅広い主題について会話を重ねることを願っている。
会話をめぐる社会的・文化的理念を背景としたヒュームの文芸的実践は、これまで文学批評や
社会思想史の領域で論じられてきた 1。こうした分野のアプローチでは概してエッセイ集が読解の
対象となり、アディソンとの関わりの下で彼の文筆活動のコンテクストが考察されてきた。
ヒュームの知的活動領域は多岐にわたり、読み手側のディシプリンによって、テクスト解釈から
立ち現れるヒューム像も異なってくる。文学・歴史研究が会話のファシリテーターとしての
ヒューム、そして会話の触媒・社会の接着剤としてのエッセイを主題化してきたとするならば、
哲学研究は『人間本性論』の吟味を通じてヒュームの懐疑論を主要な争点としてきた。一方でエッ
セイ集から浮かび上がる、会話を愛し文筆を通じて社会の一員たろうとするヒューム像があり、
他方で『人間本性論』で見られるようなラディカルな懐疑論者としてのヒューム像が存在する。
林誓雄の『襤褸を纏った徳：ヒューム

社交と時間の倫理学』は、こうしたヒュームの多面性

を俯瞰的・包括的に眺める手がかりを与えてくれる。本書は実践哲学の立場からヒュームを読み
解いているが、その射程はかなり幅広い。林の目標は『人間本性論』全三巻を「ひとつなぎの道
徳哲学の書」として提示することにあり、「社交・会話」そして「時間（軸）」というキーワード
がヒュームの倫理学、さらには彼の思想全体を通底するモチーフとして見出される。ヒュームの
テクストが指し示す「社交と時間の倫理学」とは、人々が会話を通じて異なる意見と出会い、こ
れを通じて自らの道徳判断を修正していくプロセスを描くとされる。
『襤褸を纏った徳』の論旨は、三つのポイントによって再構成できる 2。第一に、社交・会話はど
1

18 世紀イギリスの会話をめぐる言説については、Jon Mee が Conversable Worlds: Literature, Contention, and
Community 1762 to 1830（2011）において包括的に論じている。とりわけヒュームを論じた 57-67 頁を参照のこ
と。社会思想史の立場からヒュームの文筆活動について論じたものとしては、坂本達哉『ヒューム 希望の懐疑主
義：ある社会科学の誕生』（2011）の第 4 章が挙げられる。
2
林自身の議論は『人間本性論』第一巻における信念論の検討からスタートし、いわば外堀を埋めた後（すなわち、
「社交と時間の倫理学」を提示するのに必要なヒューム哲学のターム、そして関連領域の解説が完了した後）
、主題
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のようにして人間本性の中に位置づけられるのか？第二に、なぜ社交・会話はヒュームの倫理学
を支える原理になりうるのか？第三に、
「社交と時間の倫理学」を通じて明らかとなる『人間本性
論』
、あるいはヒューム哲学の全体像とはどのようなものであるのか？これら三点を踏まえた上
で、本書評では林の読みに対する哲学的応答というより、むしろ異分野（すなわち文学批評や歴
史学、とりわけ 18 世紀研究において哲学以外の方法論でヒュームを扱っている研究領域）の立場
から『襤褸を纏った徳』がどう読めるのか、ヒューム研究に対してどのような意味を持った研究
書なのか考えたい。林自身はヒューム解釈を通じて、現代の徳倫理学に対する理論的寄与、そし
て 21 世紀のグローバルな社会（とそれが抱える諸問題）に対するクリティカルな視座を引き出そ
うとしているが、こうした現代倫理学の理論と実践に対する関心を共有しない者にとっても『襤
褸を纏った徳』は意味を持った書物である。
林は『人間本性論』第三巻第三部―ヒュームはこの箇所で人間の利他的特性について論じて
いる―の読解を中心に、人間本性（の探究）における社交・会話の位置づけを行っている 3。
ヒュームは人間が生来的に他者への関心を抱き、身近な人間への配慮を行うと考えている。これ
らは「気前のよさ」や「善意」といった形で表れ、自然的徳と呼ばれる。こうした顧慮の範囲は
本来限定的で、身近な人々にしか及ばないとされる。しかし、我々はしばしば気前のよさや善意
が見知らぬ他者へと向かっている事態を目撃する。道徳論第三部におけるヒュームの焦点は、い
かにして限定的だった他者への顧慮が拡張されるか、という点にある。従来の研究史においては、
ヒュームは共感原理の導入によってこれを説明している、と考えられることが多かった。これに
対して林は、ヒュームが共感原理に加えて社交・会話の働きに基づき、顧慮の拡張を説明してい
ると解釈する。
社交の空間は、サロンに代表される歓談の場としてイメージされる。この場では見知らぬ他者
を交え、歴史や文芸、あるいは政治や道徳といった幅広いテーマについて、会話を交わすことに
なる。会話・社交を通じて、その参加者は「意見の不一致」を経験する。これは不快感を生むが、
語ることへの欲求が会話の中断という選択肢を棄却する。代わって彼（あるいは彼女）は自身の
立場からいったん離れ、一般的な観点から物事を眺めることで、意見の不一致を回避しようと試
みる。これは「一般的観点」の定立によって、他者への配慮が身近な存在から見知らぬ者へと拡
張されていく過程を示している。このように社交・会話は、意見の不一致とその解決という体験
を通じて、自然的徳の対象範囲を広げていく。
さらに林は、ヒュームのエッセイおよび『道徳原理の探究』を参照することで、この社交・会
話をめぐる描像の背後に「文明社会論」の存在を読み込んでいる。人間は他者との関わりを本性
的に希求している。しかし、この傾向は商業・産業の発展による生活の安定、余剰時間の成立に
よって花開く。こうした文明社会に生きる人間は、知識や学芸の探究に力を注ぎ、その成果を他
者と分かち合おうとする。これが社交・会話空間の形成・発展の原動力となるのである。このよ
うに社交・会話への志向は人間本性に内在しつつ、社会の進展に伴って「増幅」され、他者に対
する配慮の拡張を促すことになる。
人々は社交の場において、
「その場にはいない特定の人物について道徳的評価」を行うことがあ
となる社交・会話の詳細な検討が行われる。本書評ではこの構成を反復するのではなく、逆に主題の検討を最初に
取り上げ、これが他領域との関わりの中でどのように布置されるのか説明していく。
3
もちろん『人間本性論』の他の箇所でも、社交・会話は焦点となることがある。とりわけ林が本書第七章で指摘
しているように、ヒュームの情念論において「社交への顕著な欲求」が言及されていることは注目に値する。
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る。こうした道徳判断も会話のトピックとして数えられる。この際、道徳的見解の不一致に対し
て「一般的観点」は調停のメカニズムを働かせる。林はここで、一般的観点はアダム・スミスの
道徳感情論における「公平な観察者」とは異なると主張する。個人が一般的な観点に立つという
のは、評価対象となる人物にとっての「身近な人々」を想像し、彼らがその人をどう眺めるか考
えることである。またここで注目されるのは、評価対象の行った「行為」というより、行為者が
持つ「性格」そのものである。このように、道徳判断をめぐる会話の描出を通じて、林が捉えた
ヒューム倫理学の二つの特徴が明らかとなる。第一に、ヒュームの実践哲学は行為者の性格に焦
点を当てた「徳倫理学」として理解される。第二に、会話の中で道徳的評価の不一致が起こらな
い場合、一般的観点は道徳判断のプロセスには介入しないと解釈される。従来のヒューム解釈に
おいて、一般的観点は「道徳的観点」と理解され、道徳的判断の基礎をなすものとして捉えられ
ることが多い。これに対して、一般的観点を会話の調停者として位置づける林の解釈では、その
道徳的判断への関わりは限定される。したがって、これを規定する別のメカニズムとして、
『人間
本性論』第一巻において提示される「一般的規則」が取り上げられる。
ヒュームの知性論は、我々が「信念の真偽」を判定するプロセスに焦点を当てる。個人は最初
にこれまでの経験や習慣に基づき、類似性の想定によって事物への判断を形成する。しかし、こ
の想像力に由来する類推は、本来は異なる対象物を類似によって同一視させ、誤った信念を形成
させることがある。それゆえ第二段階として、知性によって想像力の働きをけん制し、判断の訂
正が行われることになる。このように、二つのレベルで我々の判断に干渉するシステムが「一般
的規則」と呼ばれる。林のヒューム解釈はこの信念形成・訂正の過程が、道徳判断のモデルにも
適用されていると考える。まずは、「習慣に基礎を置く一般的規則」により道徳判断が形成され
る。しかし、これは類似性の原理によって誤りを含む可能性があるため、
「反省を基礎に置く一般
的規則」を参照することで道徳判断の妥当性を確認し、適宜修正が加えられる。林はさらに、
ヒュームの道徳論が知性論の反復に留まらないことを指摘する。知性論の信念形成モデルにおい
ては、
「一個人内部における」判断のプロセスが論じられていた。これに対して、道徳論において
は「信念」に代わって「意見」という用語が用いられ、特定の判断が「個人の胸中」を超えて「他
者」へと伝達され、
「複数の人々の間で」共有されるプロセスまでが描出される。一般的規則は一
個人の習慣に根差す「習慣的一般規則」に加えて、複数の人々に共有される「風習的一般規則」
の二つに分類可能であることが示される。
この一般的規則の解釈に基づいて、会話の果たす役割が実践哲学の中で位置付けられる。社交
の空間において各人は会話を通じ、異なった意見＝異なる一般的規則と出会う。この不一致は当
人に不快をもたらすため、一般的観点が定立される。これを通じて、会話の場を共有する皆が「同
じ評価を下すことを可能にする『道徳の規準』が形成されるようになる」のである。その結果、
この基準に基づいた新たな一般的規則が各人の胸中に形成される。一般的規則は個人の道徳判断
を訂正するが、一般規則そのものの在り方も一般的観点の定立を受けて変化する、というのが林
の解釈のポイントであろう。社交・会話をしなくとも、一般的規則に基づき道徳判断は可能であ
る。しかし、より適切で妥当な道徳判断を導くために社交・会話の効用は不可欠となる。また、
人々が社交・会話を通じて異なる一般的規則と出会い、自らの道徳判断を修正する過程は時間を
要する。ヒュームの実践哲学は、社交・会話を通じた判断の訂正という視点を提示することで、
倫理学のモデルに時間軸を導入する。こうして林は、ヒュームの『人間本性論』を「社交と時間
の倫理学」として提示するに到る。
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『襤褸を纏った徳』は社交・会話をキーワードとして、ヒューム哲学の新たな見取り図を提示し
ようとする試みである。実践哲学の領域においては、一般的規則を中核として一般的観点、共感、
徳といった概念の関係性が再構成される。ここでは社交・会話を通じて見知らぬ他者への配慮を
身につけ、異なる価値判断の体系と出会う人間の姿が描き出される。また、一般的規則を道徳判
断の基底に据えることで、ヒュームの道徳論と知性論・情念論との関係性も明らかとなる。さら
に「社交と時間の倫理学」を構想する過程において、エッセイを中心とする他のテクストと『人
間本性論』の関わりも文明社会論を媒介として示される。
もちろん『襤褸を纏った徳』は、ヒュームの全体像を示す「完全な」地図ではない（むしろ、
「完全」という考え方こそが、無時間的な思考として退けられるのかもしれないが）。しかし本書
は自らがヒュームの一側面と格闘している際、それが他の領域（ヒュームの他のテクスト、彼の
違った分野における知的実践）とどう関わっているのか想像する手がかりになるだろう。とりわ
けヒュームの文筆活動において主題化される社交・会話が、懐疑論に代表される彼の知性論にま
で底流していることを示したのは注目すべき点である。その視座は異なるディシプリンのヒュー
ム研究が出会い、「会話」する触媒となりうる。
林はテクスト解釈を通じて、ヒューム哲学の可能性―「社交と時間の倫理学」が現代を生き
る我々の道しるべとなり得ること―を示そうとする。18 世紀と 21 世紀、その二つの世界の隔
たりを考えたとき、ヒュームによる会話の描像を歴史的に眺める作業が必要となるだろう。
「エッ
セイを書くことについて」で見られるように、ヒュームの社交論はコミュニケーションのメカニ
ズムに関する理論的な叙述を超えて、理想的な会話の在り方を思い描くものである。ヒュームが
提示しているのは、必ずしも人間が行う会話の実態ではなく、理想的な会話の在り方であるとも
言える。したがって、どのような空間においてこうした理想が実現可能であるのか、あるいは理
想とは程遠い「お喋り」に会話が堕してしまう原因について考える必要性がある。また、こうし
た会話の理想そのものが 18 世紀の社会的・文化的なコンテクストから生まれたことを踏まえ、サ
ロン的な社交空間の問題点が歴史的に精査されねばならない。ヒュームのテクストが指し示す希
望の裏にある限界点・落とし穴を見極めることが求められる。『襤褸を纏った徳』、とりわけその
終章において、未解決のまま留保された問題は複数存在する。しかしこれらの存在は、林の構想
する「社交と時間の倫理学」が実践哲学の枠組みを超えて問われるべき主題であることを意味し
ている。
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佐藤光『柳宗悦とウィリアム・ブレイク
―環流する「肯定の思想」』

東京大学出版会、2015 年、484 頁（本文）+153 頁（注・年譜・文献表・索引）
大河内

昌（東北大学）

本書は日本とイギリスにおけるウィリアム・ブレイクの受容をとおして異文化理解のあり方を
考察する研究である。その中心に柳宗悦が置かれる。本書で論じられる内容の射程はきわめて広
いが、基本的には三つの柱がある。ひとつは 19 世紀末から 20 世紀はじめの時期の日本とイギリ
スの両方でブレイクの影響を受けた文人、知識人、芸術家たちの思想的な特徴と彼らの交流を実
証的に描き出すこと、もうひとつはブレイクの作品のなかに、他者に対して開かれた「相互寛容」
を特徴とする宗教的・芸術的思想を探り出すことである。そして三つ目は、ブレイクの「相互寛
容」の思想の源泉をインド思想の中に発見することである。
本書の第Ⅰ部（第 1 章〜 3 章）は柳宗悦を中心とした日本におけるブレイク受容をあつかい、
ラフカディオ・ハーンや和辻哲郎の講義や論考も紹介される。柳のブレイク受容の特徴はブレイ
クの社会性や政治性を的確にとらえたことであり、なぜ柳にそれが可能であったのかを、ウィリ
アム・ジェイムズやレジナルド・キャンベルらの「プロテスタント自由神学」へ遡ることで説明
する。彼らの影響下で柳は、芸術は人格の反映であり、それを実現するためには慣習的形式に対
する反逆者とならざるをえないという芸術観をもつようになり、そうした芸術観が、政治的・芸
術的な反逆者としてのブレイクを受け入れる下地となったと著者は論じる。
第Ⅱ部（第 5 章〜第 6 章）は、柳にブレイクへの関心を呼び覚ましたとされるバーナード・リー
チを出発点に、1900 年代にブレイクを愛好したイギリスの知識人や芸術家たちの関係をたどり、
彼らが自由を愛する芸術家肌の人々であったこと、彼らの中に強い日本趣味をもった人物がいた
ことをあきらかにし、ブレイク、ボヘミアン、日本趣味、社会主義という関連性の存在を示唆し
ている。さらに、既存の権威に背を向けて「わが道を行く」芸術的態度は、彼らに先がけてブレ
イクに注目したロセッティ兄弟とラファエル前派の創作態度でもあったことを指摘する。
第Ⅲ部（第 7 〜 8 章）は『天国と地獄の結婚』を中心としたブレイク自身のテクストに焦点が
当てられる。周知のように、ブレイクの信仰は制度化された宗教（とくにイギリス国教会）を批
判するという点で反体制的なものであった。
『天国と地獄の結婚』は閉鎖的な教義の体系を解体し
人間の想像力を解き放とうとする作品だが、その背後にあるのは、神は人間の才能の発揮をとお
して顕現するという信念である。さらに筆者は同じく非国教徒であり国教会の批判者であった
ジョン・バニヤンの『天路歴程』と『天国と地獄の結婚』を比較することによって、ブレイクの
思想の急進性をあきらかにする。
第Ⅳ部（第 9 章〜 12 章）はブレイクとインド思想の接点を探り出す。ブレイクは彼のパトロン
で詩人でもあったウィリアム・ヘイリーの庇護を受け、3 年間彼の屋敷のあるフェルパムに滞在
し、共同で作品制作もした。ウィリアム・ジョーンズとも交友関係があったヘイリーの蔵書には、
インド思想に関する重要な資料が揃っていた。そもそも、ブレイクの宗教思想は、新約聖書のイ
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エスの「ゆるしの教え」を徹底して推し進めた「相互寛容」の思想であるが、その中心にあるの
は「状態」と「個人」の区別である。ひとは悪い「状態」に陥ったとき、悪い行為をする。しか
し、
「個人」はそうした「状態」から抜け出せば、良い人間となりうる。それによって罪人も救済
の対象となるのである。この思想の淵源については、スウェーデンボリ、ドルイド教、新プラト
ン主義などが指摘されている。だが、この思想がブレイクの作品に登場する時期が、彼のフェル
パム滞在の時期と重なることを考えると、ブレイクの「相互寛容」の宗教観がフェルパム滞在中
にヘイリーの図書室で学んだインド思想を源流としている可能性はきわめて高いのである。筆者
はこの時期のブレイクの作品を分析し、ヘイリーが所蔵していたインド関係の文献と照合するこ
とで、ブレイクとインドのつながりを裏づけようとする。
第Ⅴ部（第 13 章と終章）は大英博物館東洋部長で柳とも交流があったローレンス・ビニョンと
柳宗悦の外国文化研究の姿勢を論じている。両者の異文化理解を特徴づけるのは、文化の多様性
を認めたうえで異文化間の相互補完の可能性を探るという姿勢であった。そのことは、柳とビ
ニョンの双方がブレイクに惹かれていたことは無縁ではない。柳とビニョンは東洋と西洋の異な
る国において、ブレイクが理想とする「肯定の思想」―異なる文化と個性を受け入れる思想―
を実現したのである。それは、日常世界の中で使われる実用品の中に美と宗教性を見出した柳の
後期の活動を支える柱でもあった。
本書の方法論的な特徴は、文人たちの交流の有り様を、一次資料を用いて証明しようとする徹
底的なまでに実証的な態度である。それはときに探偵物語を読むようなスリルをもたらすが、こ
の短いスペースでは紹介できない。ぜひ、本書を手にとって読んでいただきたい。だが、そうし
た実証的姿勢の下には、おおきな思想的問題意識があることに注目すべきである。本書の根底に
あるのは、煎じ詰めれば、日本人が英文学といった外国文学を学ぶことに何の意味があるのかと
いう問題意識―夏目漱石以来の問題意識―である。筆者も言うように、人が外国の文化を学
ぶとき、相手を模範として「崇拝し模倣する」か、劣った国の珍しい文化を「哀れみと侮蔑」を
もって見るかのどちらかになりがちである。だが、本書で描かれる日本とイギリスの知識人や芸
術家たちは、文化の多様性を尊重し、異文化間における相互補完の可能性を探るという独立独歩
の姿勢を保っていた。そうした姿勢は自国の中においては往々にして孤立をもたらす。そうした
姿勢をあえて選び取る知識人たちがそろってウィリアム・ブレイクの愛読者だったということか
ら遡行して、ブレイク芸術の本質と今日的意義が理解できる、本書はそう主張しているように思
われるし、筆者自身も本書で活写されたブレイク愛読者たちの列に加わるのだという気概と矜持
が感じられる、迫力のある本である。
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Sarah Tindal Kareem,

Oxford: Oxford University Press, 2014, xiv+278
小

川

公

代（上智大学）

奇跡、超自然、偶発性―「日常の（the ordinary）」「ありふれた（the familiar）」状況（45,
41）にまるであてはまらない事象―に遭遇するとき、人はそれに驚愕し、圧倒される。その真
偽、信憑性に関して理性の判断が一時的に中断される心理状態を「ワンダー（wonder）」と呼ぶ。
しかし、奇跡なるものを無批判に「信じ込むこと」（15）あるいは「没頭すること（engrossed）」
（18）を近代のまなざしは批判的に捉え続けた。「理性」
（62）や「意思による懐疑的思考（voluntary
skepticism）」（69）、
「内省（reflection）」（18）が発動されない状態は、しばしば無教養や大衆の
「低俗な趣味（vulgarity）」（70）として貶められてきたのだ。
サラ・ティンダル・カリームはこれこそが私たち現代人が継承する近代啓蒙主義の視座である
という。そう主張しながらも「啓蒙」の言説によって「ワンダー」の感情が弱められることはな
く、むしろその傾向は強まり、
「再創造（reinvention）」（2）されるのだという。この逆説のよう
に見える議論が実は逆説でないのは、
「啓蒙」が一枚岩の思想ではなく、デカルト的な「解放され
た主体（disengaged subject）」の喪失とデイヴィッド・ヒュームに代表される懐疑主義など複雑
な起源をもつことが解説されている。そもそもカリームが再発見する―またヒュームやケイム
ス卿の認識論にも特徴的な―「ワンダー」は、狭義の「驚異（marvel）」に限定されない。「懐
疑（skepticism）」も内包されているのだ。本書のオリジナリティーはそのポストデカルト的な思
想を現代の諸理論 ―情動論（Teresa Brennan）、脳科学（Gregory Berns）、読者反応理論
（Wolfgang Iser）―と共鳴させて論じている点にある。
扱う小説は『ロビンソン・クルーソー』（1719）、『トム・ジョーンズ』（1749）、『オトラント城
奇譚』（1764）、『ほら吹き男爵の冒険』（1781）、『ノーサンガー・アビー』（1817）、『フランケン
シュタイン』
（1818）と多岐に渡る。日常が異化された文脈の中で、驚異と懐疑に揺らぎながら
「奇跡に思える（as if）」
（98）事象を体験する登場人物を追う読者もまた「ワンダー」を再発見で
きるという語りの仕組みを緻密に分析している。それによって、これまでほとんど比較対照され
ることのなかった、たとえば、陽の『トム・ジョーンズ』と陰の『オトラント城』を同種の小説
として扱うことができている。いずれの章も、テクストの重層性、
「分散性（diffusiveness）」（46,
116）がいかに読者を「サスペンド（suspend）」―夢中に／真偽追究を中断―させているか
を見事に論じている。
この議論で最終的に疑問に付されるのは、現代読者の「認識」である。カリームはチャールズ・
テイラーを引きながら、
「徹底した内省（radical reflexivity）」（24）の重要性を指摘しているが、
これは「没頭する主体」と「解放された主体」の二項対立そのものを脱構築する論である。第 5
章で扱われるオースティンの『ノーサンガー・アビー』にはゴシックの超自然的世界に「没頭す
る」キャサリン・モーランドとその世界から「解放された」内省的ヘンリー・ティルニーの対立
軸がある。現代の読者が後者に加担するとき、そこには「徹底した内省」はないと言う。ヘンリー
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の「解放された」認識でさえ（オースティンの語り手にとって）真偽が怪しい嘲笑の対象となる
からだ（205）。
「ロマン主義時代」といった時代区分を取り払い「長い 18 世紀」における「ワンダー」小説を
再編成することによって、たとえば、ロビンソン・クルーソーと『フランケンシュタイン』のク
リーチャー両者の語りにおける宗教と世俗の混在、つまり日常の「奇跡に思える」感覚という共
通点が発見できる。ただし残念なのは、「奇跡そのもの」というリアルな対象から「奇跡に思え
―真偽が一時的に遅延される―語りに移行する理由として 18 世紀の医科学言説の身体的
る」
な感覚への関心が挙げられていないことである。情動論や現代の脳科学との接点を見いだすので
あれば、
「ワンダー」の両義性を生む要因として、単なる「印象」ではなく、
「感覚印象」に基づ
いた語りに注目してもよかったのではないか。とはいえ、本書が極めて画期的で意義深い研究で
あることには違いない。

Steve Clark and Tristanne Connolly（eds）,

London: Palgrave Macmillan, 2015. Pp. xi, 286.
大

石

瑶

子（早稲田大学）

近年、ロマン主義を、よりグローバルな視野で再考しようとする動きが高まりを見せている。
本論集もその動きの一つと言えるが、編者であるスティーヴ・クラークとトリスタン・コナリー
は、イギリス・ロマン主義をヨーロッパの文化、社会、歴史の文脈から捉え直す試みのもとこの
本を編んでいる。本編では、イギリス・ロマン主義を専門とする研究者らが、小説、詩、科学、
哲学、オペラ、ロマンスなど幅広い分野を対象にして、イギリス・ロマン主義とヨーロッパ諸国
との接続、および文化的諸要素の知的循環を浮かび上がらせる取り組みを行っている。本書は 11
編の論文を収めるが、紙幅の都合上、その全てを取り上げるのは難しい。評者が特に関心を抱い
た論考を紹介し、この本の面白さを示したい。
大石和欣は、
「科学的崇高の系譜―氷河、山脈、描写における往還の様式（The Genealogy of
the Scientific Sublime: Glaciers, Mountains and the Alternating Modes of Representation）」
において、18 世紀中葉のイギリス人研究旅行家らが伝えた、アルプス氷河のイメージが、ロマン
派的崇高の描写に与えた影響を論じる。彼らの残した調査報告書には、自然を観察し、分析する
科学的描写と、ヨーロッパ大陸の自然の壮大さに驚嘆し畏怖する感情の吐露が、かわるがわる表
れる。このような客観性と主観性が交互に入れ替わる描写を、大石は「科学的崇高（scientific
sublime）」と呼び、ピクチャレスク的崇高と共に、ロマン派の崇高概念を形成し、18 世紀後半に
受け継がれるまでの系譜をたどる。「海峡を越えた感受性のディスコース―マドレーヌ・ド・ス
キュデリー『クレリー』とシャーロット・レノックス『女キホーテ』（Cross-channel Discourses
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of Sensibility: Madeleine de Scudéryʼs Clélie and Charlotte Lennoxʼs The Female Quixote）」に
おいて、小川公代は 17 世紀フランスの恋愛小説における慈愛（tender love）と感受性（sensibility）
が、18 世紀イギリスの女流小説に与えた影響を検証している。『クレリー』に登場する「恋愛の
地図」をとりあげつつ、18 世紀後半イギリス女流小説でしばしば重要なテーマとして登場する 優
しさ tenderness と愛情 affection が、実はすでに海峡の両岸の小説家らの間で共有されていたと
いう、小川の指摘は興味深い。トリスタン・コナリーは、「翻訳とエラズムス・ダーウィンの『植
物の愛』（ ʻMistaken for Natives of the Soilʼ: Translation and Erasmus Darwinʼs Loves of the
Plants）」において、国境を越えた植物学的知識の循環を明らかにする試みを行っている。ダー
ウィンはリンネの『植物の体系』と『植物の属』を翻訳した際、植物学用語を表現するために、
ラテン語に英語の語尾を接ぎ木する方法を用いた。コナリーは、ダーウィンの接ぎ木の手法に、
彼がラテン語を「国際共通語（ lingua franca）」として尊重すると同時に、植物学的知識を母語
の中に取り込むもうとしていたことを読み取り、彼の翻訳が植物学の国際的交流を促したという
鋭い考察をしている。デイヴィッド・チャンドラー「1740 年代におけるイギリス・ロマン主義オ
ペラの予兆 (ʻWhat means this wild, this allegorick Mask?ʼ: British Anticipations of Romantic
Opera c. 1740)」は、ロマン主義オペラの源流を明らかにするという意欲的な試みを行った。チャ
ンドラーは、ロマン主義オペラが、イタリアないしはドイツを起源に 1830 年代に現れたとする、
これまでのオペラ研究の認識に疑問を投げかける。彼は、ロマン主義オペラに見られる詩と音楽
の融合に着目し、ミルトンの詩を基に創作された 1738 年の『コーマス』とヘンリー・ケアリーが
作詞作曲を手掛けた 1739 年の『ナンシー』の中に、ロマン主義オペラの萌芽の可能性を示唆す
る。
この本の魅力は、論文の多彩さ、幅広さにあるだろう。また、18 世紀後半のロマン主義者たち
への影響を指摘されながらも、まだ十分に検証がなされたとは言い難い、18 世紀の文化人達に光
を当てたことは、ロマン主義という文化的運動を理解するうえで示唆に富む。確かに、本書には
あまりに広範な領域を横断するために、イギリス・ロマン主義の全容を逆に見えづらくしている
面もあるが、その一方で、この運動の複雑さや多様性を明らかにしていると言える。ロマン主義
を展望するための新しい視点を模索する研究者にとって、有益な一冊となるだろう。

ロンルド・L・ミーク『社会科学と高貴ならざる未開人
―18 世紀ヨーロッパにおける四段階理論の出現』
（田中秀夫監訳、村井路子・野原慎司訳）
昭和堂、2015 年、v+312+ix 頁
伊

勢

俊

彦（立命館大学）

人類の歴史を、大局的には低次の段階から高次の段階への進歩と見なす考え方は、今日ではご
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く常識的で、陳腐とさえ思われるかもしれない。しかし、近代以前にあっては、原初の何不自由
ない幸福な状態からの堕罪、堕落として人間の歴史を描く見方もまれではない。聖書が描く楽園
からの追放、ヘシオドスが語る黄金時代からの社会の衰退がその例である。ここから、歴史の進
歩という図式への転換をもたらしたのが、18 世紀後半における、四段階理論の成立と展開であり、
これを促した一つの契機が、
「新世界」の人々の生活についての知見である。ルネサンスから啓蒙
期にかけて、ヨーロッパの思想家たちのある者は南北アメリカの人々の状態を、人間が神によっ
て作られたままの堕落以前のあり方になぞらえ、またある者は、絶えず死の恐怖にさらされる全
面的な闘争状態と特徴づけた。先住民のうちに堕落以前の人間を見出すものは、かれらを「よき
野蛮人」「高貴なる野蛮人」として描くが、四段階理論の確立によって、先住民は、人類の歴史的
発展のいまだ低い段階にとどまる、
「高貴ならざる」存在という地位を決定づけられた。本書は、
こうした思想史上の転換の過程で、さまざまな著述家が果たした役割、彼らの相互の影響の大き
な見取り図を描くと同時に、アメリカ先住民に対する見方がそこで占める重要な位置を示してい
る。
四段階理論によれば、社会の発展段階は、その社会で営まれる主要な生業によって区分される。
かくして、人類社会の最初の段階は、狩猟を主要な生業とし、牧畜、農業、商業によって特徴づ
けられる諸段階がそれに続く。世界の諸国民が、それぞれ異なった法や習俗をもつことは、四段
階理論の出現以前から、著述家たちの関心を集めており、その原因の考察も行なわれてきた。法
のあり方に影響を与える要因として、それぞれの国における主要な生業に着目し、狩猟、牧畜、
農業、商業にもとづく社会を区別する見方は、モンテスキューによってつとに提示されていた。
しかし、モンテスキューにあっては、生業のあり方は、気候や人口の多寡等々の「事物の秩序」
の一要素にとどまり、生業のあり方を法や習俗を規定する主要な要因とするには至らない。また、
生業のあり方にもとづいて区別された社会のあり方が、社会の発展の諸段階として明確に位置づ
けられることもなかった。（本書第 1 章）
異なる国民のあいだに見出される異なる生活のあり方を、歴史における異なった発展段階とす
る見方の形成に影響を及ぼしたのが、南北アメリカの先住民の起源にかんする議論である。当初
は、習俗や言語の表面的な類似をもとに、既知の地域の民族との類縁が唱えられる。こうした考
え方がやがて、習俗の類似は、直接の系統を引く証拠とはならず、生活を支えるしかたが類似す
るところでは、習俗も類似するという考えにとって代わられる。アメリカ人たちの、土地の所有
を知らず、文字もない生活のあり方は、狩猟で暮らすかれらの生存のあり方に対応したものであ
り、聖書に書かれた人々の退化した末裔であることによるのではない。こうして、諸国民の異なっ
た生活のあり方は、社会の異なった発展段階を示すと考えられ、土地も家畜ももたず、作物の本
格的な栽培も行なわないアメリカの人々の生活は、社会の最も初期の段階であり、すべての社会
が同様の状態から出発したという見方が生じた。（第 2 章）
こうして準備された、社会の異なったあり方を社会の異なった発展段階とする見方と、法や習
俗を規定する要因の探究が結びつき、主要な生業のあり方が、法や習俗を規定する主要な要因で
あるとともに、社会の発展段階の指標であるとする四段階理論がフランスとスコットランドにお
いてそれぞれ成立し、展開していくことになる。（第 3-6 章）
四段階理論は、経済的な要因に社会のあり方を規定する主要な働きを見、それによって特徴づ
けられる社会の発展の図式を提示する点で、マルクス主義理論を含む社会科学のパラダイムを確
立する役目を果たした。今日それは、生命力を失った、打破されるべき知の枠組みに見えるかも
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しれない。本書は、四段階理論が、当時の歴史的状況のなかでさまざまな課題を乗り越えて成立
した過程、なかでも、ヨーロッパ知識人と南北アメリカの人々との「出会い」がそれに与えた影
響を描き、いわば生き物としての時代思想のあり方を示している。

Melvyn New, Peter de Voogd, and Judith Hawley（eds）.

New Ark: University of Delaware Press, 2016, xvii ＋ 268 pp.
落

合

一

樹（東京大学）

本書は 2013 年にロンドン大学で開催されたロレンス・スターン（1713-68）の生誕 300 周年記
念カンファレンスの成果をまとめたものである。スターンの「生誕」を祝うにふさわしい、
「誕
生」、「出産」という主題をとりあげた論文二本から見てみよう。「『トリストラム・シャンディ』
と男性の出産への参与」というサブタイトルをもつアシュリー・ブラックウッドの論文は、医学
史の成果を参照しながら、出産に関わることのできない男性たちの不安を分析している。
『トリス
トラム・シャンディ』には男性産婦人科医 vs. 女性助産婦、また精子論 vs. 卵子論といった当時の
医学的な論争がかなり詳細にわたって記述されているが、そうした医学史的背景への注目が決し
てトリヴィアルな史料との戯れに終わらないのは、医学的論争が「男性がみずからの無力を理論
武装によって補う（そしてそれに失敗する）」というこの作品のテーマを反復するものだからであ
0

る。とはいえ、作品の基調テーマを律儀に反復しているからこそ、驚きに欠ける論文だというな
0

0

0

0

0

0

いものねだり的な感想も抱いてしまう。
その点、女性の受胎・出産能力とその感受性（impressionability）とを結びつけて考察してい
るアミーリア・デイルによる論考は刺激的である。18 世紀のトポスとして、女性の感性・想像力
はロマンスなどの影響を受けやすい、またその身体も影響されやすい＝従順である（malleable）、
というものがある。『トリストラム・シャンディ』の男性登場人物たちはこのトポスに倣おうと試
みる。たとえば、ウォルターとトリストラムのシャンディ親子が拘泥する精子論―胎児の形成
において精子という男性的要素しか認めない学説―とは、いわば、男性を知的な形相として、
女性をそれが刻印される質料＝従順な身体として表象する理論である。しかしながら、このジェ
ンダー図式の強化の試みは見事に失敗し続け、
『トリストラム・シャンディ』の男性たちの想像力
や身体こそ非常に影響されやすくなってしまい、彼らはみな女性的とされた特徴を帯びてしま
う。 ト ウ ビ ー 叔 父 さ ん に 体 現 さ れ る、 去 勢（ 女 性 化 ） さ れ た 男 性 性 と 感 受 性（sensibility,
sentimentality）的道徳観の共存を「影響されやすさ」「変化しやすさ＝可鍛性（malleability）」
から考える視点は、スターン作品を離れても、18 世紀の社会や文化を考察するうえで示唆に富む
ものだ。
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本論集においては、トリストラムだけでなく、スターンの「誕生」もまた分析されている。と
はいえ、1713 年に生まれたロレンス・スターンという人間の誕生ではなく、1760 年前後の作家
「スターン」の誕生について、である。ただの書き手ではなく、その私生活までもが人びとの関心
を集める近代的・セレブリティ的「作家」の誕生をスターンに見る研究が昨今さかんになされて
いる。トマス・キーマーの論文は、チャールズ・テイラーの言う「主体的転回」（subjective turn）、
ロックやヒュームのアイデンティティ論、ルソーらの伝記といった論点に触れながら作家スター
ンの誕生を論じ、そうした「セレブ作家」としてのスターン論の総まとめのような内容になって
いる。かなり大味な議論ではあるが、ここで示されたヴィジョンを細かく実証していくことが今
後のスターン研究の流れになるのかもしれない。これに続くエリザベス・クラフトとジョン・オー
ウェン・ハヴァードの論文は、それぞれ、スターンの妻エリザベスと、スターンの小説家デビュー
以前の政治活動を論じることで、作家スターン誕生の前史や文脈を明らかにするものだ。どちら
もスターン・フリーク以外の関心は引きづらいマニアックな内容だが、キーマーの大枠と二人の
緻密な論証とのあいだを埋めていくことで、
「スターン」という歴史的形象の研究は実り豊かなも
のとなっていくことは間違いない。
そのタイトルが示すように、本論集はスターンについて、
『トリストラム・シャンディ』につい
て、そして『センチメンタル・ジャーニー』についての三部構成になっている。
『センチメンタ
ル・ジャーニー』論のなかでは、「パスポート」に着目したステファニー・ドグーヤーの論文が素
晴らしかった。従来、アイロニカルな『トリストラム・シャンディ』から一転して、
『センチメン
タル・ジャーニー』はその名のとおり感傷的な作品である、とされてきた。そしてその感傷的な
態度は、世界から距離を置いて風流を見出す非−政治的な態度として、テリー・イーグルトンの
ような論者による批判を受けてきた。それに対してドグーヤーは、パスポートや法という人びと
のアイデンティティを特定しようとする権力に抗うものとして感傷をとらえ、政治的現実に対抗
するための戦略として（『トリストラム・シャンディ』以来の）アイロニカルで差延的な言語を主
人公ヨリックが用いていることを説得的に分析している。『トリストラム・シャンディ』／『セン
チメンタル・ジャーニー』、政治／感傷、アイロニー／センチメント、といった従来の二項対立が
見事に瓦解させられ、『センチメンタル・ジャーニー』に関する認識が一変させられた。
学会で発表された論文のアンソロジーなので、これ一冊でスターンのすべてがわかる、という
ような内容にはなっていないが、最先端の研究の動向を知るために手にとってみてもいい論集で
ある。
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Claire Fauvergue,
Nouveaux essais sur
lʼentendement humain

Paris : Honoré Champion, 2015, 263pp.
大

橋

完太郎（神戸大学）

本書はフランスのオノレ・シャンピオン社から十八世紀研究叢書の 175 冊目として 2015 年に刊
行された。現在この叢書の監修者として名を連ねているのはコラ・デュフロ、アントニー・マッ
ケンナ、ジャン＝ポール・セルマンの三人であり、2013 年刊行のジャンルイジ・ゴッジによる De
l Encyclopédie à l éloquence républicaine や、2014 年刊行のアンリ・クーレによる Etudes sur
le roman français au XVIIIe siècle などが含まれていることからも分かるように、フランスにお
ける十八世紀の文学・思想研究を牽引する叢書である。
著者クレール・フォベルグはトゥールーズ・ル・ミライル大学（現トゥールーズ・ジャン・ジョ
レス大学）で哲学の博士号を取得したのち名古屋大学で九年間教職に就いた経験をもつ日本とも
関わりの深い研究者であり、現在でも日本 18 世紀学会の会員に名を連ねている。フォベルグはす
でに同叢書から 2006 年に『ライプニッツの読者であり解釈者でもあるディドロ Diderot, lecteur
et interprète de Leibniz』を刊行しているが、今回の著作はモンペリエ第三大学に提出した研究
指導学位論文をもとにしている。
本書は全八章から構成されている。各章は順番に「ライプニッツとロックの対話：啓蒙の生産
物」
「意識と認知」
「不安と説明不可能なもの」
「競合の概念」
「生得的なものから自然的なものへ」
「現象の説明」
「連結と視点」
「結合の精神と百科全書的思考」と題されている。ここではいくつか
の章に注目して、本書の特徴をあげてみたい。
第一にあげられる本書の学術的寄与は、膨大な書誌学的博捜を経て構成された緻密な考証を通
じて、思想史・哲学的な問題の枠組みを更新した点にある。第一章「ライプニッツとロックの対
話：啓蒙の生産物」は、その意味で本書の理論的枠組みを示す中心的箇所であり、先行研究の詳
細な検討によって、著者の仮説の拠り所や方法論的視座も精緻に展開されている。著者は、1765
年以前、すなわち、
『人間知性新論』刊行以前のライプニッツの思考においても、すでにロックの
感覚論に対する批判が存在していたと想定する。さらに著者はその時期に著されたヴォルテール
やコンディヤック、そしてとりわけディドロの思想のなかに、ロック哲学とライプニッツ哲学を
仲介する可能性を見出そうとする。つまり、フランス啓蒙思想という名で呼ばれる一群の思想は、
ロックとライプニッツの違いを思考した存在として考えられる。
フォベルグの試みはこの点で啓蒙思想の哲学史的な位置付けに関わるものだが、問題はそこに
とどまらない。フォベルグはむしろ、啓蒙思想による介入の詳細を明らかにすることによって、
ライプニッツの哲学の新たな解釈の地平―つまり、ライプニッツ哲学の体系が当時の文脈を経
由することによって持ち得たはずのもう一つの意味―を提示することを試みる。すなわち、啓
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蒙思想による仲介を読解することで、視点の複数性とその必然的な帰結としての世界の複数性に
ついての思考が、「折衷主義」的なものであることが判明する。ライプニッツの体系のこの性質
が、
『百科全書』のディドロによる項目「折衷主義」や「百科全書」で示されている多声性と対照
されることで明らかになるという指摘は、本書の核心の一つでもある。フォベルグの論証は、文
献学的・解釈学的・批判的な考察を通じて、ライプニッツの体系と『百科全書』の両者に通底す
る「メタ理論的一致 convergences métathéoriques」を浮き彫りにする。このようにして、
『百科
全書』の思想は、その時代的な中間性においてのみならず、むしろ懐疑主義を克服する折衷主義
的哲学という意味において、独自の展開の可能性を内包したライプニッツの哲学の一系譜として
考えられるのである。
第二章以降でも、同様の視座に基づいて、数々の概念について新たな見取り図が与えられる。
日本でも進行している『百科全書』研究との関連から言えば、第七章と第八章の議論も興味深い。
著者はライプニッツにおける「交感／通信 communication」の概念を、ある実体が世界に存在す
るあらゆる実体に対してもつ関係性の様態に関するものと解釈する。さらに著者は、各項目と相
互参照によって部分的な知を綜合する『百科全書』の体系と、そこにおいて複数の視点による判
断が収斂する地点に真理を見出す折衷主義認識論とが、ライプニッツの体系哲学と「交感／通信」
概念の機能に重ね合わせ可能であることを証明し、両者の「一致」を明らかにする。こうした議
論は、単なる哲学史上の解釈の問題にとどまらず、典拠研究に代表される『百科全書』の文献学
的考究が、結果的にいかなる「哲学」を構成しうるのかという点についても重要な示唆を与える
ものであろう。記述は一見シンプルに思えるが、フランスのみならず英米やドイツにまで至る広
い領域の文献や二次研究を自在に横断し、折衷主義の哲学が現代哲学との関係において果たす意
味も訴えるなど（たとえばガダマーの解釈学との類似性なども述べられている）、細部においても
全体においても多大な努力が賭けられた労作である。

Gilles Barroux et François Pépin（dir.）
─

─

SOCIÉTÉ DIDEROT, 2015, 286 pp.
小

嶋

竜

寿（慶應義塾大学）

『百科全書』像が変貌しつつある。多数の協力者たちの思考や、参照される膨大な典拠群が織り
なす多層的なネットワークという視点なくして、この巨大事典について語ることはもはや難し
い。まさしく項目「マニュファクチュール」で描かれる、役割の異なる複数の人間がさまざまな
かたちで関与し、製品を作り上げる空間として『百科全書』は認識されるようになっているとい
えよう。
− 122 −

イメージの転換にともない、一人の協力者がにわかに注目を集めはじめた。広範な領域を横断
し、もっとも多産な執筆協力者のルイ・ド・ジョクールである。この人物は、体系的な著作を残
さなかったとして、研究対象として黙殺されてきたに等しい。しかし、従来否定的に捉えられて
きたその「折衷性」が、豊饒さと多様性の現れとして積極的に評価されようとしている。そして、
新たな『百科全書』像を体現する人物として再検討の機運が高まる中、ジル・バルーとフランソ
ワ・ペパンにより、“LʼAtelier, autour de Diderot et de lʼEncyclopédie” 叢書の一冊として、各分
野を代表する 12 名の寄稿者からなる論集がまとめられた。
冒頭、編者二名は、諸科学に精通する知の結節点としてのジョクールに焦点を当てる。また、
項目執筆者および編集者としての役割に配慮し、項目作成のためにおこなった膨大量の文献操作
の中に、ジョクール独自の哲学的実践の諸相を探らんとする基本方針を示す。
まず、ジャン＝ダニエル・カンドーは、ジョクールの百科全書的教養の形成をめぐり、自己形
成期に過ごしたジュネーヴ・アカデミーに光を当てた。そして、論文の指導教授、出版、学生の
社会的区分という観点から、知識社会学的に当時の状況整理を進める。
つづいて、資料の書き換えや、他の項目や文献に参照指示を出すなどの文献操作にともなう、
『百科全書』におけるジョクールの批評的実践は、『ライプニッツ氏の生涯』（1734 年刊行）より
すでに実践されていたことが、フランソワ・ペパンによって証明された。
そして、「奢侈」と「奴隷制」の問題の検討を通じ、間テクスト的方法の実践における、ジョ
クール独自の見解の創出を看取するベロニク・ル・リュは、従来の単なる雑多な項目執筆者とし
てのイメージに対し、転換を迫る。
マリ・レカ＝ティオミスは、ジョクールの編集者としての役割に反映される『百科全書』構想
を明らかにした。そこでは、伝記的項目の採用や領域を指示する分類符号の案出に、ディドロや
ダランベールとは一線を画するジョクールの特異性が浮かび上がる。
項目「熱」の読解を通じ、ジョクールの高度な医学的知識を背景に、『百科全書』内部におけ
る、個別の専門事典の形成可能性を説くのはジル・バルーである。ジョクールの執筆項目には、
当時の代表的な知見の模倣に収まらない、固有の問題意識が存在するとされる。
ルイジ・デリアは宗教的、政治的、心理的恐怖に関する項目を検討した。結果、巧みな文献操
作の背後で、ときに体制に向けて批判的意見も辞さないジョクールに対し、カントによる啓蒙思
想の定義を先取り、実践していた可能性を示唆する。
共和制という問題について、セリーヌ・スペクトルは、錯綜するジョクールの言説のうちに、
一貫した思想を見出す。それは、モンテスキューの見解を進め、イギリスの立憲君主制に自然権
の新たな行使を接ぎ木し、また人民主権を認めないというものであった。
課税や奴隷制、貨幣など、金融や政治との関係において転換期を迎えていた経済問題を軸に論
じたのはフランシーヌ・マルコヴィッツである。他領域の知見を活用し、リベラリスムについて
論じる「雑文家」ジョクールに注目する。
道徳に関し、ステファヌ・ピュジョルは、まず全体的に『百科全書』の関連項目が実践と規範
にまたがる両義性を内包していることを確認する。その上で、ジョクールの独自性を、美徳と悪
徳の定義へと収斂する分析および、義務の類型化に見出した。
クリストフ・リトヴィンは、悪の起源をめぐる、ヴォルテールとルソー間に生じた見解相違の
先鋭化を背景に、項目「悪」における文献の扱い方のうちに、ルソーに対するジョクールの配慮
を読み取る。
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美術批評の関連項目において示される、古代史や人類学、博物誌にいたる、書物を通じた古の
知識と、同時代に行われた実験を通じて獲得された具体的な知見の融合は、ライデン時代に培わ
れた方法であるとマドレーヌ・ピノーは指摘する。そして、その根底には同時代人に対する有用
性への配慮と道徳的意識が感知できるという。
デボラ・コーエンは、匿名論文「教育に関する考察」を挙げ、後世に対するジョクールの影響
を追跡している。また、生徒と教師の関係を、作品としての『百科全書』と編集者ジョクールの
関係のアナロジーとして見立てることが可能であるとの見解を提示する。
最後に補遺として、テオドル・トロンシャンへ宛てた 4 通の未刊行書簡が付されている。そこ
では若かりし頃の、好奇心満載なジョクールの姿が垣間見れよう。
以上のように、これまでほとんど知られることのなかったジョクールの多彩な横顔が、様々な
見地から検証されている。本論集がジョクールに関する個別研究への貴重な貢献であることは疑
いない。だがさらに、各論で着手された典拠操作に関する調査手法は、今後展開される『百科全
書』研究全体において、多くの示唆を含む、有力なモデルケースの一つとなるのではなかろうか。

安藤裕介著『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、230 頁
上

野

大

樹（一橋大学研究員）

「政治的なもの」と「経済的なもの（あるいは社会的なもの）」の関係をめぐっては、両者のあ
いだにもっぱら相違や対立関係を見出す従来の見解には猜疑がむけられるようになってきた。近
代における経済学（political economy）の生誕も、かつては前者から後者への転換や変容を表現
する事態として理解されることが多かったが、I. ホントをはじめとする文脈主義的な思想史研究
によりそれとは多分に異なった捉え方が出現しつつある。その核心は次のようにまとめてよいよ
うに思われる。たしかに政治・経済思想の焦点は、近代ヨーロッパにおいて政治共同体としての
ポリスからある種のオイコスへと移行したが、それは政治と統治の領域から自由な経済活動の領
域が自立し、無関連化したということをいささかも示すものではない。むしろ政治的なものをめ
ぐる新たな知の発展、すなわち古典的な法学的伝統や道徳哲学を押し退けるように登場した新し
い政治学こそ、
「政治経済学」の最大の基盤であった。その政治学は、初期近代の都市国家に復興
した古典古代のそれというよりも、主には君主政の領域国家で展開されたポリス統治の技術論
だった。つまり、経済学の形成は政治的なものからの脱却としてではなく、政治的なものについ
ての認識の（またポリスという語の意味をめぐっての）内的な変容として把握されるべきだとい
うことである。
本書の副題にある「統治原理の転換」とは、まさにこうした事態と照応する言葉であり、近年
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の潮流に棹さす議論となっていると言える。政治経済学の発展を統治論の流れのなかで捉え返す
研究は、たとえばアダム・スミスについては、これを立法者の科学ないしポリス論の展開として
分析する渡辺恵一や野原慎司の研究が、またヒュームについては壽里竜の研究が、本邦に存在す
る。もう一方の啓蒙の中心であるフランスでの政治経済学の誕生を、上述のような研究動向を踏
まえて我が国ではじめて本格的に描き出した点に、フィジオクラット研究である本書の大きな意
義があるといえよう。概説としても資するところ大であり、この業績がひとつの基点となって 18
世紀フランス経済学研究が新たな角度から再興されることが期待される。
本書の詳細な紹介はすでに田中拓道や森村敏己の書評によってなされており、ここでは紙幅の
都合上内容の全体的な要約は差し控えたい。述べたような研究史上の本書の意義のもとで、評者
が本書のいわば可能性の中心と考える点について一言できればと思う。本書は旧体制の統治改革
の動きのなかで、それを大きく左右するファクターとして世論というものが胎動してくる過程に
注目している。しばしば世論は、前近代的政治過程を失効させ解体させる啓蒙の要にして市民的
公共圏の母体とされる。ハーバーマスは、統治機構が占有する政治の領域を離れたところに、商
業や産業活動に勤しむ自由な私人たちの集合体たる市民社会が形成されたと見た。けれども、森
村書評（
『社会思想史研究』2015 年度）にあるように、世論と統治（術）との関係性を念頭にお
くなら、ハーバーマスのようにブルジョワ的公共圏の核心にある世論を単純に「国家権力の専横
を抑制する一種の制御装置」ととらえるだけでなく、それが同時に「政策への支持を固めるとい
う点で国家権力を補完」し、統治の正当性と効率を高めうるというモーメントにも目をむける必
要がある。フーコー流にいえば、国家権力に限定することなく「市民社会」の統治性をも注視す
るということになるだろう。
こうした側面をより積極的に打ち出すとき、本書が啓蒙期の世論の勃興と統治の変革を、穀物
取引論争を舞台として描いていることの意義はいっそう際立ったものとなるのではないだろう
か。というのも、新たな公共性の担い手とされるブルジョワジー（ないし第三身分）と統治の関
係のみならず、そこからは排除される「民衆」―さらには moral economy をいまだ内包する
「革命的群集」―と統治との関係をも焦点化することなしには、穀物論争を論じることはできな
いからである。18 世紀の革命以前の時代から、世論は洗練された都市の公共圏のみで作られるも
のではないことが認識されていたのである。本書はフィジオクラットの議論を発展的に活用した
チュルゴーとコンドルセが直面した実際上のジレンマや、啓蒙された合理的な世論観を夢想とし
て自由化路線を批判したネッケルにも論究することで、市民的というべき「公衆」のみにとどま
らない、
「民衆」や「群衆」をも視野に収めた統治と公共性の研究の端緒を開く可能性を秘めてい
る。そこからはさらに、王権と商業に従事する新興市民層および貴族層とのあいだの関係（商人
貴族論争や奢侈論争に関しては森村らによりすでに研究の蓄積が顕著である）を、他方での王権
と民衆との関係と連動させながら検討することも、重要なテーマとなろう。また、ポリス統治論
として穀物取引論争を眺めるとき、隠岐さや香により研究が主導されてきた科学アカデミーでの
エコノミーをめぐる議論も、民衆統治という観点から穀物論争と大きく相関していることが示唆
されるように思われる。
これらはトクヴィリアン的視点からはさらに革命期にもつながっていくテーマで、民衆をいか
に規律化・啓蒙するかという統治の課題と同時に、反対にマルチチュードの潜勢的・構成的な力
によって統治の過程のほうも大きく突き動かされていくという逆のベクトルにも注目する必要
性がはっきりするのが、フランス革命である。この二重性がひとつの極限に達するのが、
「恐怖政
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治」であった。

Caroline Oudin-Bastide & Philippe Steiner,
（

）
Paris : Albin Michel, 2015, 298 pp.

安

藤

裕

介（日本学術振興会特別研究員）

18 世紀ヨーロッパの商業社会（あるいは文明社会）の繁栄の背後には、絶えず奴隷制の影が付
きまとっていた。とくに本書が対象とするフランスの場合、本国で奢侈的に消費される砂糖や
コーヒーの類が、アンティル諸島における奴隷たちの犠牲的労働なしには供給されなかったこと
を忘れてはならないだろう。もちろん、奴隷制の存廃をめぐる論争は当時からすでに始まってお
り、モンテスキューが『法の精神』（1748 年）において奴隷制を道徳的観点から批判したことは
よく知られている。これに対して本書のオリジナルな貢献は、奴隷制廃止論争を、ペティの政治
算術からコンドルセの社会数学を経て発展していく「社会科学の数量化」という思想的系譜の中
に位置づけた点にある。すなわち、1771 年から 1848 年の奴隷制廃止論争においては「計算には
計算で対抗する」というスタイルが顕著となり、奴隷制の廃止論者も存続論者も、道徳的見地か
らの応酬ばかりでなく、自らの主張の正当性を明確な数字や計算結果によって裏付けようとして
いく。そこには、正しく計算された利益は道徳的判断と合致するという強い信念があった。
こうした議論の口火は、フィジオクラットの一人デュポン・ド・ヌムールによって切られた。
彼は、フランソワ・ケネーの打ち立てた「新しい科学」の手法に倣って奴隷制批判を展開し、一
見すると安価に思われる奴隷労働が自由労働に比べて実はコストがかかることを証明しようと
する。これに関してデュポンは、奴隷の生活費、健康な奴隷の定期的な補充、見張り役の雇用、
脱走防止のための設備などを投下資本計算の費目として挙げている。また、プランテーションで
は奴隷たちが鞭打ちや暴力によって働かされるが、彼らはあえて怠慢に過ごすことで主人に抵抗
する傾向があるため、おのずと生産性が低くなるとも分析している。つまり、強制労働に基づく
耕作は十分な利益をプランテーション経営者にもフランス国民にももたらさない、という経済合
理性の観点から奴隷制は否定されるのである。
しかしながら、チュルゴーはデュポンの計算結果の妥当性について異議を唱え、それが奴隷制
廃止の論拠として必ずしも有効ではないと指摘する。チュルゴーの場合は、プランテーション経
営における奴隷制の経済的優位性を認めつつ、それとは別の論拠すなわち道徳的観点から廃止を
訴えるべきとの路線に向かった。彼はあくまで「道徳」と「利益」を分ける立場にあり、必ずし
も道徳的価値と経済的合理性は一致しないと考えたのである。こうした考え方は、徹底した経済
合理性の観点からプランテーション経営者にとっての奴隷労働の有益性を認めながら、同時に道
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徳的観点からは忌むべきものだと糾弾した、ジャン＝バティスト・セイのような両義的立場にも
通じる。
コンドルセの場合は、さらに異なった議論を展開する。すなわち彼は、プランテーション経営
者の個別的利益（経費の抑制による純生産物の増大）とフランス国民全体の一般的利益（総生産
物が低水準にとどまる）が矛盾してしまうことを指摘する。奴隷制は、たとえ個々のプランテー
ション経営者にとっては有益であったとしても、国民全体の繁栄や商業社会の発展には停滞の効
果をもたらすと考えられた。
このように廃止論者の間でも利益計算アプローチによって奴隷制を否定できるかどうかは賛
否が分かれた一方、奴隷制を支持する側でも同じアプローチを採用する人々が次々と現れる。一
例を挙げれば、本国で低賃金に喘ぐ白人労働者をアンティル諸島に大規模移住させれば奴隷制の
廃止が可能になるという代替案は、周到な費用便益の計算によって奴隷制支持者から反駁される
ことになった。他方で、解放された後の奴隷たちが、どれくらい合理的・自律的な経済主体とし
て労働市場で行動できるのかも争点となっていく。奴隷制の擁護者たちからすれば、黒人は鞭で
強制されなければ真面目に働かず、主人の監視と庇護によってこそ衣食住を確保できる怠惰な存
在とみなされていた。そこでは、黒人が白人と同様「正しく計算する主体」になりうるか否かが
問われたのである。
以上のように、道徳的判断と利益計算の間に一致を見るのか、あるいは緊張を見るのかは論者
によって様々に異なったものの、1848 年にその最終的な廃止が決まるまで、フランスにおける奴
隷制論争は「正しいもの（le juste）
」と「有用なもの（lʼutile）」の関係をめぐる議論として展開
した側面があった。もちろん、結果的に廃止を望むにせよ、このような計算を根拠として奴隷制
を云々すること自体に違和感を抱く向きもあろう。まさにそれは人間を事物のように扱う態度だ
からである。しかし、
「事物の配置」たる「エコノミー（œ/économie）
」の概念と密接な関連を
もっていたフィジオクラットのような思想家たち（彼らは当時まさに「エコノミスト」と呼ばれ
ていた）が利益計算や経済合理性の視座から奴隷解放論争に関わったという事実は、思想史研究
において大きな注目に値する点だと思われる。
さらに奴隷解放論争の歴史という枠を超えて、本書は実に様々な研究関心をかき立ててくれ
る。近代的統治の合理性をめぐるフーコーの議論との関連性、ハーシュマンが「利益パラダイム」
と呼んだ思考類型の浸透やその延長線上にある功利主義との対応関係など、興味が尽きない。ま
た、先にも触れたが、近年注目を集めている「エコノミー」概念をめぐる思想史の知られざる一
面としても位置づけられそうである。このような観点から、奴隷制や植民地貿易の歴史を専門と
する読者だけでなく、統治の合理性や政治経済学の思想史に関心のある読者にもぜひ本書を手に
取ってもらいたい。
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Huguette Krief et Valérie André（dir.）,

Paris : Honoré Champion, 2015, 2 tomes, 1328pp.
折

方

のぞみ（明治大学）

本書は啓蒙時代の文学の専門家である二人の女性研究者 H. Krief と V. André の監修の下、ヨー
ロッパを中心とした総勢 11 カ国 116 名の専門家（フランス 69 名、ベルギー 13 名、アメリカ 13
名、カナダ 6 名、スイス 5 名、イタリア 3 名、ドイツ 3 名、イギリス 1 名、日本 1 名、ルクセン
ブルク 1 名、マルタ 1 名）によって編まれた意欲的な事典である。執筆者の男女バランスにも配
慮がなされ、半数以上が女性となっている。先駆的な啓蒙期女性研究 Femmes des Lumières
（Dixhuitième siècle no 36, 2005）の監修をした S. Menant やフランスフェミニズムを牽引してきた
E. Badinter、女性とエクリチュールの問題に光をあてた研究 L Écriture-Femme（1991）を著し
た B. Didier、その他 R. Darnton や A. Corbin といった歴史学の大御所に加え、女性のアイデン
ティティ構築の歴史を研究している J.-Ch. Abramovici といった中堅研究者の名前も見られ、本
書が世代を超えた分野横断的な共同作業であることがわかる。本学会からは川島慶子会員が日本
からの唯一の執筆者として名を連ねており、項目「ラヴォアジェ夫人」の前半を担当している。
各項目には参考文献一覧がつけられているほか、巻末には網羅的な人名索引が添付されている。
全体で 1328 頁と大部でありながら、二巻本のソフトカバーにしたことで重量を抑え、手軽に持ち
歩ける便利さも評価出来る。
本書では 17 世紀末から王政復古期までを「啓蒙時代」と定義している。項目は全部で 476 あ
り、うち概念項目が 133、残りは人名項目である。人名項目では、多様な学術分野で功績を残し
た女性や、有名サロンを主催するなど社交界で活躍した女性を男性同様に啓蒙の主役として捉
え、その生涯や功績を紹介している。概念項目では、
「romancière 女性小説家」「bonheur 幸福」
「maternité 母性」「droits des femmes 女性の権利」など、多彩なテーマに関する記述が女性にま
つわる視点から展開されている。項目はアルファベット順に並んでいるが、概念項目を太字表記
にするといった視覚的工夫がなされている。また、関連項目への参照指示を文頭や文中に挿入し、
読者の視点を広げ問題を多角的に検討する手掛かりを提示している。本書はまた、同じ問題に対
する多様な解釈を提示しており、こうした姿勢はディドロ・ダランベール編『百科全書』にも通
じるものであると言える（例えば序文において H. Krief は、「ルソーはこのようにして、社会が
不可避的に堕落するプロセスと、その堕落の原因が女性たちにあるという自らの考えを説明し正
当化している」と述べているが、項目「Question Rousseau ルソー問題」の中で T. LʼAminot は、
「伝統主義者とは逆に、ルソーは女性を堕落の原因とは考えておらず [...]」と、一定の留保を示し
ている）。
H. Krief 序文によると、
「啓蒙の歴史を女性抜きで語ることは不可能である」という確信から出
発した本書は、啓蒙時代における女性の重要性を二次的なものとする伝統的解釈からの脱却と、
「啓蒙」の概念を当時の女性を象徴するものとして重視することを提案する。序文ではまた、ヴォ
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ルテールがシャトレ夫人への賛辞の中で引用したホラティウスの格言の一部 nullius in verba
（言
葉によらず）が紹介されている。「言葉」とはすなわち伝統・権威の言葉であるが、それは女性に
とっては男性・社会の言葉でもある。当時の抑圧された環境の中で、女性が自らの頭で考え判断
する勇気を持つように促すこと。nullius in verba はこのように、啓蒙時代の男性知識人の姿勢
だけでなく、自らの解放と承認を目指した女性達の抵抗と決意をも表している。
川島会員執筆項目 « LAVOISIER（puis comtesse de Rumford）Marie-Anne-Pierrette Paulze,
dame : I. La savante » に描かれたラヴォアジェ夫人の半生は象徴的である。母親をなくしたのち
12 歳まで修道院で育った Marie-Anne は、理解ある父親の計らいによって魅力の少ない相手との
結婚を免れ、代わりに総括徴税請負人であった父の同僚ですでに科学者としての名声が確立して
いた Antoine Lavoisier の妻となる。女性が学問を修めることに理解のある夫のもとで化学を学
び夫の研究を助けると同時に、夫人は非常な努力で身につけた語学力で多くの学術書を翻訳し、
とりわけ夫の論敵 Kirwan の燃素理論を結果的に論駁するなど、自らの科学者としての才能をも
証明したという。本項目ではまた、夫人がその才能にもかかわらず時代の求める「女性の美徳」
に適った形で常に夫を立て、その功績を世に広めることに注力した（せざるをえなかった）こと
も指摘されている。政治的にも夫と道をともにし第三身分の側についたが、1794 年に Lavoisier
が断頭台に散り Rumford 伯爵に嫁いでからは、女性が学問をすることを嫌った新しい夫と対立
したという。女性が才能を発揮するためには男性の承認が必要であった受難の時代に果敢に闘っ
た一人の女性の姿が、本項目で紹介されている夫人の半生から浮かび上がる。
本書の難点を挙げるとすれば、誤植がやや目立つ点だろうか。ざっと見ただけでも単語の誤植
に始まり、川島会員の名前表記の誤記（692 頁）や、ある頁の数行がそのまま別の頁の全く無関
係な箇所に挿入されているなど（1004 頁 7 〜 14 行に 1037 頁の 19 〜 26 行が混入）
、粗さが目立
つ。また、項目 Alchimiste や Pinel Julie のように参照指示や参考文献一覧だけで説明文がほと
んどあるいは全くない項目が 50 強もあり、そこに Boudoir や Héroïne といった項目も含まれて
いることには拍子抜けの感もある。指示に従って関連項目を参照することでその項目に関する情
報が多面的に浮かび上がるようにした姿勢は評価出来るが、改訂版ではより充実した内容になる
ことを期待したい。
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展覧会評

ロンドン、テイト・ブリテン

2015 年 6 月 9 日〜 9 月 13 日

出

羽

尚（宇都宮大学）

1768 年にロンドンでロイヤル・アカデミーが設立され、初代総長のレノルズは『美術講義』で、
荘重様式に相応しい絵画として歴史画を規定した。
この歴史画というジャンルを扱う展覧会が、テイト・ブリテンで開催された。メイン・フロア
北側の特別展示スペースを会場に、主にテイトが所蔵する 18 世紀から 21 世紀までのイギリスの
歴史画で構成したテーマ展示だ。
本展は、相対的に歴史画の影響力が低く考えられているイギリスでも、その系譜が現代まで途
切れずに継続していることを示そうとする。展示は異なる時代の歴史画を対置し、両作品を比較
することで歴史画の展開を伝えることが意図される。
18 世紀からは、以下のような作品が展示された。伝統的な西洋の古典を主題とした、ガヴィ
ン・ハミルトン《ゲルマニクスの遺灰を持ってブルンディシウムに上陸するアグリッピナ》
（176572 年、Fig.20）、ベンジャミン・ウエスト《スパルタ王レオニダス 2 世によって追放されるクレオ
ンブロトス》（1768 年、Fig.21）、コリン・モリソン《ヘクトールの霊に捧げ物をするアンドロマ
ケー》（1760 年頃、Fig.22）。イギリスの歴史画を特徴付ける英文学やイギリス史を主題とした、
ジェイムズ・バリー《コーディリアの亡骸に涙を流すリア王》（1786-88 年、Fig.19）、ヨハン・ゾ
ファニー《キャプテン・クックの死》（1795 年頃、Fig.10）、ロバート・エッジ・パイン《ジョン・
ド・ワーレン、第 6 代サリー伯爵》（1771 年、Fig.1）、ジョン・シングルトン・コプリー《ピアソ
ン少佐の死》
（1783 年、Fig.4）と《貴族院で倒れるチャタム伯爵》
（1779-80 年、Fig.6）。普段か
ら比較的頻繁に展示される作品の他、今日では無名のモリソンやパインの作品も含まれ、興味深
い。
これらの作品を俯瞰できれば、18 世紀にイギリスが独自の歴史画を構築しようとした実践が確
認できたはずだ。しかし、年代を考慮しない展示のおかげで、歴史画の展開の大きな流れが辿り
にくく、結果として、過去と現代の歴史画の「どちらにも集中ができない」―『ガーディアン』
（6 月 9 日、11 面）。実際、一般紙上には、本展への批判が散見される。
なぜ［本展の］キュレーターは、年代順に語ることを古臭いと考え、採用しなかったのだろ
うか―『デイリー・テレグラフ』（6 月 11 日、27 面）
ひどい見せ方に浅薄な議論―『イヴニング・スタンダード』（6 月 10 日、34 面）
大風呂敷を広げ過ぎ―『フィナンシャル・タイムズ』（6 月 13-14 日、別刷 ʻLife & Artsʼ、16
面）
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［入場料の］12 ポンドあれば、できることはいくらでもある．
．．だからどうか、中途半端に
歴史とアートをかじってぶらつくだけのために無駄遣いはしないこと．．．目もあてられない
代物だ―『ガーディアン』（6 月 9 日、11 面）
批判の原因は、展示方法だけでなく、作品の選定にもある。テイトの作品だけでなく、ベンジャ
ミン・ウエストの《ウルフ将軍の死》
（1770 年）のように、イギリスの歴史画として取り上げる
べき作品は他にもあるという意見だ。
しかし特に問題なのは、なぜ各作品を歴史画と見なすのか、いかにして各作品が歴史を扱って
いるのか、あるいは、並置された作品をどう関連付ければ良いのか、といった点の説明が不十分
なため、展示の趣旨を理解するための企画者の語りが伝わってこないことだ。例えば、単身の人
物立像という共通点から、レノルズの《タールトン大佐》（1782 年、Fig.16）とリチャード・ハミ
ルトンの《市民》
（1981-83 年、Fig.17）を並置するが、両作の歴史画としての位置付けや制作の
文脈が曖昧なまま、鑑賞者は「このような歴史があった」、
「このような人物がいた」という単純
な歴史の記録としてしか、この二つの歴史画を認識することができない。
15 世紀にアルベルティが、聖書や古典の主題に群像表現を特徴とする絵画（イストリア）を議
論して以来、古典の知識、正確な素描、デコールム、模倣といった複数の要素で成り立つ歴史画
がヨーロッパ各地のアカデミーで定義される。当然、単に歴史を主題とするだけで歴史画と見な
されたのではない。歴史画を成立させる複数の要素は、画家により、時代により、地域により、
扱いに違いがある。だからこそ、各時代のイギリスの歴史画を対象とした本展の企画自体は、イ
（6
ギリス美術の一面を明らかにする上で、非常に興味深く、「称賛に値する」―『タイムズ』
月 9 日、14 面）。
その点で、テーマ展示における語りの重要性を改めて認識する。本展への批判から分かる通り、
設定したテーマを適切な語りによって提示することが、企画への理解を深める上では不可欠なの
だ。

「世界遺産キュー王立植物園所蔵
イングリッシュ・ガーデン 英国に集う花々」
パナソニック汐留ミュージアム

近

2016 年 1 月 16 日〜 3 月 21 日

藤

亮

介（東京大学大学院博士課程）

「未踏の地で作物を栽培したら、その土地を植民地化したことになるらしい」―映画「オデッ
セイ」
（The Martian, 2015）で火星探査中の事故によって一人取り残された宇宙飛行士マーク・
ワトニー（マット・デイモン）は、なんとか生き延びようとジャガイモ畑を耕作しながらこう呟
く。一見、SF 映画らしからぬ地味な場面だが、そこには意外に重要な意味が込められているよ
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0

0

うに思われる。というのも、畑を耕しているワトニーはただの宇宙飛行士ではなく、本職が植物
学者という設定だからである。なぜ、火星映画の主人公が植物学者なのか。
やや唐突に聞こえるが、その答えは「イングリッシュ・ガーデン」をテーマにした本展にある。
本展は、16 世紀以降のボタニカル・アート（植物画）、書籍、スケッチ、家具、壁紙など様々な
展示物から構成されるが、その大部分がキュー王立植物園（以下、キュー）所蔵の貴重な作品・
一次資料である。最初は英国王室の私設庭園として、また 1841 年以降は国立機関として、現在ま
で英国の植物学・園芸の発展に貢献してきたキューは、まさしくイングリッシュ・ガーデンの歴
史を象徴する存在だといえる。しかし、より重要なのは英国の植物学が、風景に係る美学と同様、
主に人間の二つの活動領域―造園と旅行―において発展してきたということである。それは
本展の随所でも暗示されている。例えば、造園については、技師・造園家ジョゼフ・パクストン
（1803-65）や女流造園家ガートルード・ジーキル（1843-1932）が特集され、旅行については、植
物収集家ジョゼフ・バンクス（1743-1820）や科学者ジョゼフ・ダルトン・フッカー（1817-1911）、
さらに女性旅行家・画家マリアン・ノース（1830-90）が紹介されている。本稿は、植物学を造園
および旅行との連関から検討することによって、イングリッシュ・ガーデンへの（ひいては「オ
デッセイ」への）理解を深めるための手掛かりとしたい。
造園と植物学の関係は、英国内の社会変化と関わっている。もともと 18 世紀の風景式庭園で
は、風景の全体的調和と視覚的快が重視されたため、植物は風景の副次的要素に過ぎなかった。
18 世紀の造園家である「ケイパビリティ」・ブラウン（1716-85）
、地主階級のユーヴデイル・プ
ライス（1747-1829）やリチャード・ペイン・ナイト（1750-1824）らは皆、風景の視覚的快を高
めるために植物の群れを利用した。彼らの扱う植物が主として草花ではなく樹木であることから
も、庭園の風景が観者からある程度の距離をおいて眺められていたことが分かる。
ところが、18 世紀末頃からそのような風景の優位性が揺らぎ始め、19 世紀には造園と植物学が
急接近する。まず、植物に関する科学知識が芸術（ボタニカル・アートや詩）を介して社会に広
まった。世界最古の現存学術誌『カーティス・ボタニカル・マガジン』やエラズマス・ダーウィ
ン（1731-1802）の『植物の園』などは、本展でも詳しく紹介されている。次いで、科学知識に基
づいて植物の個性に焦点を当てる造園が出現した。その典型は、ジョン・クラウディウス・ラウ
ドン（1783-1843）が「ピクチャレスク」に対抗して提唱した「ガーデネスク」概念である。外来
種を積極的に導入し、植物の種類・規模に従って配置するその手法は、庭園の人工（芸術）性を
強調する。このような細部、すなわち個別の植物への注目は、造園の主体が地主階級から中産階
級へ移行した時期と一致している。その流れを促進したのが、キューをはじめとする公共化され
た植物園・庭園だった（1850 年までにキューは年間約 18 万人の訪問者を得た）。こうして造園は
中産階級の「分別ある気晴らし」として急速に普及した。つまり、本展の「イングリッシュ・ガー
デン」は、19 世紀（特にヴィクトリア時代）の植物学を中核とする参加型の庭園を意味している。
一方、旅行と植物学の関係については、その外交的な性格を見逃してはならない。なるほど本
展の冒頭では、東インド会社に雇われ、現地の生活・風習を描いた匿名のインド人画家集団「カ
ンパニースクール」が紹介されているが、ここでは政治性がぼやかされている。英国では、18 世
紀後半以降にバンクスやフッカーらによって大規模な植物収集が推進され、19 世紀には彼らが顧
問や園長を務めたキューの主導で世界各地への植物移植も盛んに行われた。これらの活動を支え
たのが、帝国主義・植民地主義のイデオロギーである。
とりわけ植物移植は、植民地政策の要であった。なぜなら、商品価値のある「商用植物」
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（economic botany）を原産地外で栽培可能にすることは、世界経済の主導権を握り、植民地を拡
大するための原動力に他ならないからである。キューは、
「商用植物」の研究だけでなく植物学者
の教育も行い、種子と人材をセットで植民地へ派遣した。インドへ移植されたペルー原産のキナ
ノキ（マラリア熱の特効薬キニーネの原料）や、スリランカおよびマレーシアへ移植されたブラ
ジル原産の天然ゴム、他にもサイザルソウ（袋やロープの原料）やコーヒーなどがその代表例で
ある。こうして 19 世紀後半に塗り替えられた工芸作物の世界地図は、現代のグローバル経済にま
で影響を及ぼしている。植物を収集し、研究・開発した後で、移植・栽培するという一連の国家
事業を統制していたキューは、植民地政策の影の司令部としての役割も担っていたのだ。
さて、ここまで植物学と造園および旅行との関係について考察してきた私たちは、最初の問い
に対する答えをもう手にしている。18 世紀以降、英国は造園と旅行を通じて、植物学を推進する
と同時に世界各地の風景を改変してきた。アメリカもその例外ではなく、東海岸の「13 植民地」
で農業・造園を牽引したのは英国からの移住者であった。そして、19 世紀にはその子孫たちが西
部へ植物を移植した。つまり、植物移植の記憶は、英国人およびアメリカ人の遺伝子に刻み込ま
れている。とすれば、火星でジャガイモ栽培に挑戦する場面は、彼らの潜在的な記憶へ訴えかけ、
0

0

0

未来を想像ではなく追体験させる装置として作用するだろう。だから、ワトニーは植物学者でな
ければならない。本展を見て、英国の華やかな過去の代わりに、植物と旅を続ける人類の未来へ
思いを馳せるのも一興ではないだろうか。

「唐画もん―武禅に䌚苑、若冲も」
千葉市立美術館

2015 年 9 月 8 日〜 10 月 18 日

大阪歴史博物館

2015 年 10 月 31 日〜 12 月 13 日

橋

本

寛

子（日本学術振興会特別研究員）

本展覧会は、主に 18 世紀に大坂で活動した墨江武禅（1734-1806）と、林䌚苑（生没年不詳、
1770-80 頃活動）の画業を紹介したものである。会場は千葉市立美術館と大阪歴史博物館で、執
筆者は大阪会場を観覧した。
展示構成は 5 章立てで、第 1 章「武禅の師友」、第 2 章「墨江武禅」、第 3 章「䌚苑の師友」、第
4 章「林䌚苑」、第 5 章「上方絵師百花繚乱」である。その内容は墨江武禅と林䌚苑の師友と両者
の作品を中心に構成され、また最終章では同時代に京都で活動した伊藤若冲（1716-1800）や円山
応挙（1733-95）、曾我蕭白（1730-81）などの大御所から、表具師の松本奉時（生没年不詳）
、独
特のユーモラスな作風の耳鳥斎（生没年不詳）など周辺の上方絵師の作品が展示された。
大坂画壇については、1981 年に大阪市立美術館にて開催された「近世の大坂画壇」展が嚆矢と
なり、関西方面のみならず関東方面においても江戸と上方の比較の中でしばしば焦点が当てられ
ている。例えば、2012 年の府中市美術館の「三都画家くらべ

京、大坂を見て江戸を知る」展な

どはまだ記憶に新しい。また、2008 年の『美術フォーラム 21』第 17 号では大坂画壇の特集が組
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まれ、胎動期の橘守国（1679-1748）から、近現代美術に至るまで幅広く大阪の文化が再評価され
つつある。
しかしながら、同じ上方である京都の円山・四条派などの個別研究と比較すると、大坂画壇の
研究は発展途上段階であり、これまでの近畿方面の近世絵画に関する展覧会においても、京画壇
の地方様式として一部が紹介される傾向にとどまっていたといえる。本展覧会は、これまで主役
となってきた京画壇を脇役として、大坂の 2 人の絵師にスポットを当てたものである。
墨江武禅と林䌚苑は、展覧会タイトルのとおり唐絵師として取り上げられている。まず、唐画
とは何か。それは文字通り中国風の絵画であり、和画に対する概念として用いられてきた。江戸
時代中期頃から黄檗派、南蘋派、文人画（南画）など中国趣味的な様式は唐画とされていたが、
武田恒夫氏（
『日本絵画と歳時』1990 年、ぺりかん社）によると次第に中国に限らず一種の外来
様式として扱われたという。実際に唐画を制作した絵師は流派や地域を問わず数多く存在した。
これらを踏まえ、まず武禅の作品を眺めると様々な画風を有していたことがわかる。第 1 章で
紹介された武禅の師である浮世絵師の月岡雪鼎（1726-87）に倣った美人図や、一連の山水図のほ
か、蘭書の挿絵を元にしたと思われる《花鳥図》も見られる。特に山水図は作品数が多く、三遠
法を用いた北宋系の山水図や、雪舟流を用いた《水墨山水図》、また墨のぼかしや濃淡で月光を表
現した《月夜江村図》など技法の幅も広い。また、武禅は輪郭線のコントラストによって明暗を
意識したような作品も残している。
さらに関心を惹くのは、鉢に石を据え植物等を配した占景盤の図である。カタログ論文を執筆
した伊藤紫織氏が占景盤を「立体の山水」と述べるとおり、今後占景盤と山水図の関係に注目す
ることで、武禅作品を解明する手掛かりになると考えられる。
次に取り上げられている林䌚苑は、武禅とは異なり生前から唐絵師と認識されていた。そのた
め唐画に傾向していたことが展示作品からよくわかる。䌚苑の作品が並ぶ第 4 章の展示室では、
山水図、人物図、花鳥図の 3 つのカテゴリーに分けて展示されていた。第 3 章で紹介された師の
福原五岳（1730-99）の画風を受け継ぐ山水図にはじまり、南蘋派の花鳥図、唐人に関する主題も
多く見られる。一方で、蹴鞠であごを打つ僧の気まずい一瞬を、あえて絵にしてしまうという人
間観察眼も備えていたことがわかる。
特に花鳥図では、鮮烈な赤い花が印象的で異国的雰囲気を放つ《芭蕉九官鳥図》を見ると、南
蘋派を貪欲に学習し独自の表現へと発展させたことがわかる。また、墨画では刷毛と指頭を駆使
した《大鷲図》や、大胆でのびやかな筆致が若冲を思わせる《鹿図》などが並ぶ。他に、巨大な
鉢植えの蘭を実物大で写実的に描く連作は興味深い主題である。
以上から、2 人の画業を個別に眺めると様々な技法を試みており、画風の幅が広い。それは、次
の第 5 章「上方絵師百花繚乱」において、彼らと同時代の主要な画家たちから影響関係を見るこ
とができる。
ここで、展示室での導線と配置について少し触れておきたい。本会場は入り口通路を挟んでそ
の周りを囲むように南北に 2 つの展示会場が配されている。ここを 5 章分区切って展示している
ため、第 2 章の武禅作品と第 3 章「䌚苑の師友」から第 4 章「林䌚苑」の途中まで、同じ展示室
内を使用している。武禅作品の最後は占景盤の版本が並んだので、覗きケースで部屋を区切るか
たちとなっていた。ここで武禅から䌚苑へと切り替わる時に一度思考が途切れてしまった感があ
る。というのも、同じ展示会場で並ぶ武禅と䌚苑との 2 人の関係性がよくわからないからである。
また、後半展示室では䌚苑の作品の後に、まとめて京の絵師の作品が並ぶが、それまでの関連
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性を見いだしにくい。例えば、水墨技法と関係が深いと思われる武禅と蕭白、また䌚苑と若冲の
墨画は、比較し易く並べて展示するとより理解が深まったと思われる。また大坂画壇を代表する
画家、森蘭斎（1740-1801）の南蘋派風花鳥図もせめて 1 点は䌚苑と比較したいところであった。
いずれにしても、本展覧会はこれまで断片的にしか見ることの無かった大坂画壇の画家たちの
作品をまとまって鑑賞できる機会であった。近世の大坂の画家に個別に焦点を当てた展示は、大
阪歴史博物館では 2002 年度の木村蒹葭堂展以来であり、これまでの状況下から一歩踏み出したと
いう印象である。今後、同館において継続的に近世の大坂画壇の研究成果が展示されることを期
待したい。

小特集―18 世紀ヨーロッパの肖像画

パリ、グラン・パレ

2015 年 9 月 23 日〜 2016 年 1 月 11 日

ニューヨーク、メトロポリタン美術館
オタワ、カナダ国立美術館

2016 年 2 月 9 日〜 5 月 15 日

2016 年 6 月 10 日〜 9 月 12 日

金

沢

文

緒（岩手大学）

18 世紀フランスの女性肖像画家エリザベト・ルイーズ・ヴィジェ＝ルブラン（1755-1842）の
回顧展が、2015 年 9 月 23 日から 2016 年 9 月 12 日まで、約 1 年間にわたり、フランス、アメリ
カ、カナダで開催されている。評者は 2015 年 11 月、パリ、グラン・パレにて本展を観覧した。
なお、現在、本展はフランスから北米に会場を移し、規模を縮小して巡回中である。
18 世紀は時に「女性の世紀」と言われる。女性の社会進出は、我々が携わる 18 世紀研究にとっ
てきわめて重要なテーマのひとつであるが、それは美術分野においても例外ではない。その代表
的存在と言えるのがヴィジェ＝ルブランである。当時、フランス国内のみならず全ヨーロッパ的
な名声を博したことで知られ、性別を超え、18 世紀の重要な肖像画家の一人に数えられる。我が
国では、2011 年に東京で開催された展覧会「マリー・アントワネットの画家

ヴィジェ・ルブラ

ン展―華麗なる宮廷を描いた女性画家たち―」（三菱一号館美術館、2011 年 3 月 1 日〜 5 月 8 日）
が記憶に新しい。18 世紀ヨーロッパの美術を扱う展覧会がいまだに少ない中、単にヴィジェの作
品紹介に留まることなく、こうした「女性の世紀」の側面を美術において論じた、学術的にもき
わめて意義深い企画であった。その際、フランス側の監修者であったグザヴィエ・サルモン氏（現
ルーヴル美術館版画素描室室長）が、今回の展覧会の監修者に名を連ねている。
本展の最大の特徴は、ヴィジェ＝ルブランに関する展覧会が彼女の母国フランスで開催される
のは今回が初めてである、という点に尽きる。彼女の回顧展は、過去には 1982 年にフォートワー
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スのキンベル美術館で開催されたが、当時フェミニズム研究の本場であった米国での開催が本国
に先行したという事実はきわめて象徴的である。ジェンダー美術史研究が一定の成熟を迎えつつ
ある近年、ヨーロッパにおいても女性に焦点をあてた展覧会を目にする機会が確実に増えた。本
展のフランス開催もまた、そうした一連の文脈の中に位置づけられるのかもしれない。
フランスでの初開催ということもあり、今回の展覧会は、ごく一般的な回顧展の形式、すなわ
ち、時系列に彼女の作品を並べ、その画歴を浮彫にする、というモノグラフ的形式をとっている。
パリ会場では、ヴィジェの油彩肖像画を中心に約 150 点の作品が展示され、細かく 12 のセクショ
ンに分類された。構成としては、
「1．芸術家の肖像」、
「2．近親者」、
「3．形成期」、
「4．名声」「5．
女性同士の競争と競合」
、「6．王室肖像画の制作」、「7．フランス女性の優雅」、「8．母性愛の表
象」、
「9．素描家、パステル画家」「10．亡命（イタリア／オーストリア／ロシア）」、
「11．パリへ
の帰還」、
「12．晩年」である。フランスの作品にヴィジェが高い人気を誇る北米の所蔵作品が加
わり、各セクションには展示されるにふさわしい代表作品が配され、質・量共に十分な展示内容
となった。本展にはサルモンやジョゼフ・バイヨーといった、ヴィジェの主要な研究者が参画し、
近年再評価の傾向にあるヴィジェ＝ルブランの研究成果が存分に示されたと言える。
既に言及した通り、女性芸術家を展覧会の中心テーマとして取り上げる際、当然のことながら
ジェンダー論的なアプローチを避けては通れない。我が国で開催されたヴィジェ＝ルブラン展
は、18 世紀の女性画家を取り巻く社会的状況を伝えるために、美術アカデミーにおける女性の地
位、あるいは、若い女性の教養の一環としての絵画制作、といった側面に注目したものであり、
ジェンダー論的なアプローチに力点が置かれていた。監修者が重なる本展においては、その意味
では、我が国での展覧会と、コンセプトとしての共通性は諸所に窺われ、美術アカデミーを舞台
とした同時代の女性肖像画家アデライード・ラビーユ＝ギアールとの対立的構図（第 5 部）は勿
論のこと、当時の女性の服飾（第 7 部）や母としてのヴィジェ像（第 8 部）を描き出すセクショ
ンも用意された。しかしながら、全体としては彼女の画業の網羅的紹介に主眼が置かれており、
結果的にジェンダー論的視点が展示の中で強調されることはある程度抑えられていたようにも
感じる。こうした側面はむしろ、展覧会カタログに収録された豊富な論考において強調され、情
報が補完されていた。その意味では、大部の展覧会カタログを買い求めなかった一般の観覧者に
よる本展の理解はまた異なったものであった可能性は大いにあろう。母親の役割や幼年期を重視
する 18 世紀後半の新しい動向は、1762 年のジャン＝ジャック・ルソーによる教育書『エミール』
の出版が契機となったことは既に知られている。美術分野における影響は、肖像画に限らず様々
な絵画ジャンルに頻出する温かな関係を結ぶ母子像のモチーフとして現れるようになるが、まさ
にヴィジェの作品はその典型的な例であったと言えるだろう。実際、ヴィジェによる母性愛の表
象は、
「母性愛」のセクションに限らず諸所に散見された。ジャン＝バティスト・グルーズによる
参考作品も含め、少女の肖像画の出展が多かったことも印象的であり、ヴィジェに娘がいたとい
う個人的事情もおそらく関わっているのであろうが、男子教育が伝統的に優先されてきた時代
に、画家が子供も含めた女性全体に温かな眼差しを向けていたことは、特筆すべき点である。
また、こうした女性としての側面と並んで、男性と肩を並べようとするヴィジェの画家として
の野心も垣間見ることができる。当時の画家にとって大いなる栄誉とみなされていたウフィツィ
美術館の自画像コレクションへの作品の献呈（cat. 5）や、1783 年に提出された王立絵画彫刻ア
カデミーの入会作品に、肖像画ではなく寓意画《豊穣を取り戻す平和》（cat. 34）を選択したこと
などがそれに相当する。特に後者の作品は、物語画がほとんど出展されなかったこともあり、展
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示においてきわめて大きな存在感を放っていた。彼女の画業において持つ本作品の意義、すなわ
ち、彼女のアカデミー入会をめぐる複雑な経緯と、当時の入会基準について観覧者の意識を促す
役割を果たしたと言えるだろう。
本展はフランス主導で企画されたことは明らかであり、《大きな宮廷衣装のマリー・アントワ
ネット》（cat. 44）、《シュミーズ・ドレスのマリー・アントワネット》（cat. 47）、《マリー・アン
トワネットと子供たち》
（cat. 49）の出展が示すとおり、おそらくフランスで広く認知されてい
る、
「王妃マリー・アントワネットの宮廷画家」としてのヴィジェ＝ルブラン像をまず描き出すこ
とが優先されたように思われる。そのため、フランス革命以前に制作された王侯貴族の肖像画の
展示が中心であり、大半のセクションがこの時期に集中していた。展覧会の性質上当然のことで
はあるが、焦点がやはりフランス時代にあったことは否めず、結果として、ヴィジェがなぜフラ
ンスを越えて国際的な名声を得たのかという重要な問題についての検証は十分になされていた
とは言い難い。フランス革命以降、ヴィジェは実に 12 年にわたる亡命生活を送っているが、彼女
が、母国を追われ、一人娘を抱えて文字通り筆一本で生計を立てることを強いられた苦難の時代
をどのように乗り越えたのか。構図や服装等、類似した作例が並び、当時の注文主に共有されて
いた趣味に柔軟に対応する彼女の作品戦略を視覚的には実感させられたものの、イタリア（ロー
マ、ナポリ）、オーストリア（ウィーン）、ロシア（サンクト・ペテルブルグ）という 3 地域に分
けた均一で簡略的な紹介に留まるものであり、カタログの論考でもまた同様であったように感じ
た。フェミニズム研究の枠組みを越え、18 世紀に顕著となった文化現象である「旅を続ける芸術
家」のケーススタディとしての考察については、今後に期待したい。

エディンバラ、スコットランド国立美術館
ロンドン、ロイヤル・アカデミー

2015 年 7 月 4 日〜 9 月 13 日

2015 年 9 月 23 日〜 2016 年 1 月 31 日

金

沢

文

緒（岩手大学）

18 世紀スイスの肖像画家ジャン＝エティエンヌ・リオタール（1702-1789）の回顧展が、2015
年 9 月 23 日から 2016 年 1 月 31 日まで、エディンバラ、スコットランド国立美術館およびロンド
ン、ロイヤル・アカデミーで開催された。評者は 2015 年 11 月に、ロンドンにて本展を観覧した。
我が国では、18 世紀ヨーロッパの肖像画家として、ヴィジェ＝ルブランの名前が一定の認知を受
けつつある一方、リオタールはいまだ知られざる画家であるが、それは本展の開催国であるイギ
リスにおいても同様の状況であったようだ。ロイヤル・アカデミーでは、同時開催されていた、
近年世界的注目を集める中国の前衛芸術家アイ・ウェイウェイの展覧会に中心的空間が割かれる
一方、リオタール展は同館最上階のサックラー・ギャラリーで開催された小規模な企画として位
置づけられていた。
突出した肖像画家であるにも関わらず、リオタールの名前が一般に知られていないのは、リオ
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タール研究の困難さも一つの要因と考えられる。ヴィジェに代表されるような、当時の絵画理論
に従ってモデルの理想化に重きを置いた同時代の肖像画家たちとは一線を画し、リオタールは徹
底した写実主義を貫いた。それゆえの肖似性が時に批判を受けたにもかかわらず、彼が全ヨー
ロッパ的な名声を獲得しえた時代背景についてはいまだ解明の余地が残されており、近年の研究
は彼の芸術的特質を同時代の美術的動向の中に位置づけようとする作業の途上にある。さらに、
ヴィジェ展評においても言及したとおり、リオタールもまた「旅を続ける画家」の一人であり、
ジュネーヴ出身ながら、パリ、ロンドン、アムステルダム、ウィーン、コンスタンティノープル
等、制作活動の場が多数の地域にまたがる。こうした要素が、画家としての全体像の把握をより
難しいものにさせている。
本展は、リオタールが一時期を過ごしたイギリスでの初の回顧展であり、通常はイギリスの個
人コレクションに所蔵され、観覧の機会の与えられない貴重な作品が展示された。構成としては、
時系列に沿って展開したヴィジェ展とは異なり、主題別に 6 セクションが設定され、リオタール
のテーマカラーともいえる水色と灰色の壁面に、約 80 点のリオタール作品が、
「1．リオタールと
家族」、
「2．レヴァント」、
「3．イギリス社会の肖像画」、
「4．宮廷の肖像画」、
「5．ヨーロッパ社
会の肖像画」、「6．静物画、トロンプ・ルイユ、風俗画」に振り分けられて展示された。
リオタールが主に作品制作に用いたのは、18 世紀に本格的な使用が開始されたパステルであ
る。メディウム特有の鮮やかな発色や柔軟性は、肖像主を表情豊かに描出する際に効果的であり、
ロザルバ・カリエラやモーリス＝カンタン・ド・ラ・トゥールらの登場により、パステル肖像画
はひとつのジャンルとして確立した。リオタールは彼らに依拠しながらも、従来とは異なる新し
い技法を採用しており、展覧会カタログに収録された論考 “Liotard and the Medium of Pastel”
では、リオタールの写実性はこうした技法面の独自性と結びつけて説明されている。
そのような中で、リオタールが確固たる国際的名声を築くことができたのには、第 2 部におい
て描かれる、オリエンタリズムの画家としての側面が大きく作用していたことは間違いない。作
品中に “Le Peintre Turc” と記銘された、ウフィツィ美術館所蔵の公的作品《トルコ帽を被った自
画像》は、そうした画家本人の自覚が明確に表れた作品として知られており、導入の第 1 部に本
作品の展示が叶わなかったことは残念である。第 2 部では、
「トルコの画家」としてのリオタール
の芸術形成に果たした 18 世紀のイギリス文化、グランド・ツアーの役割が強調され、出展作品は
主に、トルコ滞在中のリオタールの芸術的関心の所在を伝える素描と、彼の滞在を支えたイギリ
ス人の肖像画から構成された。イギリス視点からのリオタールのオリエンタリズムの考察は本展
の独自性であり、きわめて有意義であったと言えるだろう。しかしながら、18 世紀におけるトル
コ趣味は全ヨーロッパ的傾向であり、17 世紀末の大トルコ戦争を通じ、トルコが脅威から憧憬の
対象へと転換していく矛盾した精神的プロセスは、キリスト教世界が共有していたものであっ
た。その意味では、よりマクロな視点から 18 世紀のトルコ趣味が語られることが、時代における
リオタールの重要性を浮彫にするために必要な手続きだったように思われる。本展はリオタール
作品のみで構成され、同時代の参考作品の展示が皆無であったことは大きな制約となったのであ
ろうが、少なくとも展覧会カタログにおいてはこうした情報の補完がなされるべきであっただろ
う。
また、評者はパリのヴィジェ展と前後して本展を観覧したこともあり、リオタールによるマ
リー・アントワネットの肖像画に特に興味を引かれた。リオタールのチョークによる唇と顎が強
調された肖像画（cat. 60）とヴィジェの油彩による洗練性の高い作品群によるマリー・アントワ
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ネットの顔貌比較は、18 世紀の代表的な 2 人の肖像画家の芸術的個性の違いを再考する機会と
なった。こうしたリオタールの写実性への志向は、肖像画以外の絵画ジャンルを扱った第 6 部で、
17 世紀オランダ絵画への共感の観点から説明され、展覧会カタログにおいてはシャルダン等を引
用することにより、当時のヨーロッパにおける前世紀のオランダ絵画の再流行の文脈に一定の整
合性をもって位置づけることには成功している。しかしながらより重要なのは、同時代の画家の
多くが共有していたはずの傾向を肖像画分野で実践したのはリオタールをおいて他にはなかっ
たという点であり、その意味で、リオタール作品の特殊性という本質的な問いへの回答は、彼の
作品の同時代的受容の在り方をめぐる考察も含め、本展においては慎重に避けられたという印象
である。東方文化という未知なるものの希求にあたっては、こうしたリオタールの写実性は大い
に受け入れられたであろうが、その一方、肖像画として一定の需要があったことはどのように位
置づけられるべきなのか、という問題は依然として残されている。
最後に、今回の展示会場でも大いに実感させられたことであるが、パステル作品は、メディウ
ムの持つ性格上、会場内の照明を中心に、作品の保存・管理にあたって多大な配慮が求められる。
リオタールは今後、我が国で紹介されるべき重要な画家の一人であると考えるが、輸送・展示上
の課題が展覧会実現に向けての大きな障害となっていることは想像に難くない。近い将来、こう
した障害が乗り越えられることを切に願うばかりである。

ロンドン、コートールド美術館

2015 年 6 月 24 日〜 9 月 20 日

出

羽

尚（宇都宮大学）

ジョナサン・リチャードソン（1665-1745）の名は、美術理論家として広く知られる。それと比
較すると、肖像画家としてのリチャードソンが、18 世紀初頭、ゴドフリー・ネラーと並び称され、
さらに、優れた素描も残したことは、存外知られていない。
こうした彼の画家としての活動のなかでも、より私的な素描自画像を取り上げた小企画展が、
コートールド美術館のギルバート＆イルディコ・バトラー素描ギャラリーで開催された。一室の
企画ながら、彼の素描家としての実践と、美術史における位置を改めて確認することのできる展
覧会だ。
展示されたのは、素描 20 点と版画 2 点。うち、同名の息子を描いた 4 点の素描の他は、全て自
画像である。素描自画像の制作は主に晩年、肖像画家として一線を退いた 1720 年代末以降に集中
しており、職業画家としての制約から解放され、自由に創意を発揮できる環境で制作された。
その点で、彼の素描肖像画は、自著『絵画に関わる批評論』（1719 年）などでの議論に基づい
た油彩肖像画の実践とは目的を異にする。絵画を自由学芸とするヨーロッパの美術理論を基礎に
したその理論によれば、肖像画家は外見のみならず、内面を明らかにし、モデルの普遍的な本質
を示すことが務めだという。しかし、出品された素描は、威厳を備えた形式よりも、画家自身の
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個別の表情や心の動きをとらえた描写に特徴がある。制作日時が記されたものも多く、モデルの
普遍性より個別性が際立つ。
こうした素描の実践を、本展はリチャードソンの自己省察ととらえる。この見立ては、取り立
てて強調するほどのインパクトはないかも知れないが、本展では、素描自画像を同時期の詩作と
関連づけることで、説得力を与えている。
リチャードソンの晩年の詩は、19 世紀ロマン派にも通じる内省を主題に取り上げ、年齢を重ね
た自身を振り返る活動として、出版は意図されていなかった。本展は、詩作と素描という晩年の
二つの活動を同一の文脈に置くことで、素描自画像を、画家が自身と向き合った活動と理解する
のである。
なるほど、作品からは、詩作と同様の自己省察の姿勢が窺える。例えば、リチャードソンは、
自身の現在のみならず、過去をも描くことで、自己の複数の個性に目を向ける。《自画像》（1735
年、cat.12）では、しわや窪みを描き、老いを迎える自身に向き合う一方、同年の《25 歳の自画
像》（1735 年、cat.10）では、英気と自信に満ちたかつての姿を描き、自らの歩みを振り返る。
晩年の詩作は、彼の死後、息子の編集によって『朝の随想』（1775 年）として出版され、展覧
会ではその詩集も展示された。「自省」と題する詩の掲載部分を提示し、二つの創作の結びつきが
強調される。この書物の扉絵に用いられたエッチングによる自画像と、そのカウンタープルーフ
もあわせて展示された。
こうした私的な創作としての側面に加え、本展は、彼の素描を美術史に位置づけるため、過去
の素描との接点を参考図版とともに示している。リチャードソンは収集家としても知られ、当時
のイギリスでも屈指の素描・版画コレクションを形成していたが、例えば、
《自画像》（1728-33 年
頃、cat.3）は、白い紙を支持体に赤のチョークとグレーのウォッシュを施した技法の点、支持体
のサイズ、構図、表情、などの共通点から、彼が所蔵していたベルニーニの素描（1620 年代制作、
大英博物館像）からの影響が指摘される。また、
《30 歳の自画像》（1735 年、cat.11）はレンブラ
ントの、《自画像》（1736 年、cat.14）はパルマ・イル・ジョーヴァネの影響が示される。
リチャードソンの素描自画像は、青い紙を支持体にチョークで描いたものと、羊皮紙に黒鉛を
使ったものが主で、いずれも画家個人が私的に手元に置いておくためのものであった。しかし、
彼の死後に息子に引き継がれた素描は、1772 年の競売によって、様々な収集家の手に渡り、後の
画家に影響を与える公的な役割を担うようになる。こうして彼の素描は 18 世紀終わりに高く評価
されるようになり、レノルズの自画像素描に影響した可能性を指摘する論考もある［The British
Art Journal, XVI-2,（2015）, p.128］。
図らずも没後に公となった彼の素描自画像を、ヨーロッパの美術史のなかで改めて理解するこ
とで、美術理論と同様、実践の面においても、リチャードソンがヨーロッパの絵画伝統をイギリ
スで展開する上で重要な役割を果たしたことが確認できる。
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―：「総合討論二：分科会Ⅱを終えて」、中
国社会科学院歴史研究所・一般財団法人 東方
学会・渡邉義浩編・共著、『中国史の時代区分
の現在―第 6 回日中学者中国古代史論壇論
文集』、汲古書院、2015 年 8 月、pp. 456-461.
（B・G）
―：「台湾発、
『文学』の贈り物―欧米の
中国学の翻訳・紹介も進む」、『図書新聞』、第

3235 号、図書新聞、2015 年 12 月 19 日 .（F・
G）
―：
「昭和モダニズムの気骨と火花―『竹
村民郎著作集』の公刊に寄せて」、三元社編集
部編・共著、
『竹村民郎著作集 完結記念論集』、
三元社、2015 年 12 月、pp. 178-182.（F・G）
内田 勝：
「書評：The Oxford History of the Novel
in English, Vol.2: English and British
Fiction 1750-1820, ed. Peter Garside and
Karen OʼBrien」、
『英文学研究 支部統合号』
第 8 号、日本英文学会、pp. 105-107.（F）
―：「『シャーロット・サマーズの物語』―
『トム・ジョーンズ』と『トリストラム・シャ
ンディ』とをつなぐ忘れられた小説」
、『岐阜
大学地域科学部研究報告』、第 38 号、岐阜大
学地域科学部、2016 年 2 月、pp. 19-44.（C）
大石 和欣：
「ギャスケル v. ギャスケル ─ ユニタリ
アン男性たちの言説とユニタリアン女性たち
の公共圏―」
、『ギャスケル論集』
、第 25 号、
ギャスケル協会、2015 年 8 月、pp. 31-44.（C）
― ：« The Genealogy of The Scientific
Sublime: Glaciers, Mountains, and The
Alternating Modes Of Representation »,
Steven Clark and Tristanne Connolly
（eds.）, British Romanticism in European
Perspective: Into the Eurozone, Palgrave,
9/2015, pp. 26-44.（B）
―：「病んだ精神と環境感受性―ウィリア
ム・クーパーの持続可能な詩景」、小口一郎編
『ロマン主義エコロジーの詩学―環境感受性
の芽生えと展開』、音羽書房鶴見書店、2015
年 10 月、pp. 183-216.（B）
―：ホレス・ウォルポール著、千葉康樹訳
『オトラント城』／エドマンド・バーク著、大
河内昌訳『崇高と美の起源』（研究社、2012
年）p. 342（Paul Smethurst, Travel Writing
a n d t h e N a t u r a l Wo r l d , 1 7 6 8 - 1 8 4 0 ,
Basingstoke: Palgrave, 2012）、
『日本 18 世紀
学会年報』、第 30 号、日本 18 世紀学会、2015
年 6 月、pp. 54-57.（F）
―：«Nicholas Roe, John Keats: A New Life
（New Haven, CN: Yale UP, 2013）xx + 446
pp. », Studies in English Literature
（English
Number）
, Vol. 57、日本英文学会、2015 年 3
月，頁数未定 .（F）
奥 香織：「初期オペラ＝コミックのドラマトゥル
ギー−権力、観客との関係性をめぐって−」
、
『演劇映像』、第 57 号、早稲田大学演劇映像学
会、2016 年 3 月、pp. 119-136.（C）
小田部 胤久：「〈共通感覚〉の問題圏―〈感覚の感

− 142 −
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ント）へ」、栗原隆・座小田豊編『生の倫理と
世界の論理』、東北大学出版会、2015 年、pp.
15-45.（C）
―：« The Idea of “Common Sense”
Revisited : A Contribution to an “Aisthetic
Turn” of Aesthetics », Misko Suvakovic et
a l . （ e d s. ）, I n t e r n a t i o n a l S c i e n t i f i c
Conference, Proceedings, University of
Belgrade – Faculty of Architecture, 6/2015,
pp. 493-503.（C）
―：
「モナドロジー的世界観の美学的意味」、
『モルフォロギア』
、第 37 号、2015 年 10 月、
pp. 36-48.（C）
―：« Das Problem des sensus communis .
Die Wahrnehmung des Wahrnehmens
（Aristoteles） und des ästhetische
Bewusstsein （Kant）
», JTLA, Vol.34,
University of Tokyo, 2015, pp. 69-82.（C）
川島 慶子：
「アニェージ」、「ヴォルタ」、「マリー・
キュリー」
、「サマヴィル」、「イレーヴ・ジョ
リオ＝キュリー」
、「フレデリック・ジョリオ
＝キュリー」
、「デュ・シャトレ」、「バッシ」
、
「メンデレーエフ」
、「ダニエル・ベルヌイ」
、
「マリー＝アンヌ・ラヴォワジエ」、米沢富美
子編『人物で読む物理法則の事典』
、朝倉書
店、2015 年 11 月、pp. 6-7、pp. 39-40、pp. 8789、p.136、pp.157-158、pp. 158-159、pp. 197198、pp. 253-254、pp.346-347、pp.410-411、
pp. 430-431.（A）
―：
「マリー・キュリーと女性科学者たち―
同性ロール・モデルの意味」、
『C & I Commun
コロイド アンド インターフェース コ
ミュニケーション』、第 40 号、2015 年、pp.
7-9.（C）
―：
「マリー・キュリーとラジウムの発見」、
『化学と教育』、第 62 巻 2 号、2015 年、pp. 6871.（C）
―：
「啓蒙―クリスチャン・ラクロワに白紙
委任：パリ、コニャック・ジェイ美術館」、『学
会ニュース』、第 78 号、日本 18 世紀学会、
2015 年 4 月、pp. 4-5.（G）
― ：« Female Scientists Whom Nobuo
Yamada encountered Early Years of Radio
Chemistry and the Radium Institute»,
Proceeding of IWHC 2015、化学史学会、2015
年（http://kagakushi.org/iwhc2015/
proofreading）
（C）
.
― ：« Émilie Du Châtelet and the
Significance of Publishing Dissertation sur

2015 年 3 月、pp. 63-86.（C）
―：
『ディドロ 自然と藝術』、鳥影社、2016
年 3 月（予定）、400p.（A）

la nature et la propagation du feu（1744）»,
Historia scientiarum, Vol.25-1、日本科学史
学会、3/2016（予定）、未定 .（C）
―：
「マリー・キュリー、ポロニウムの発見
と失われた祖国」、『化学史研究』
、Vol. 43-1、
化学史学会、2016 年 3 月（予定）、未定 .（C）
川津 雅江：« Love as a Commodity: Letitia
Elizabeth Landon and “Sappho”»、『イギリ
ス・ロマン派研究』、第 39/40 合併号、イギリ
ス・ロマン派学会、2015 年 11 月、pp. 133149.（C）
―：
「動物愛護と食育―キャサリン・マコー
リーの『教育に関する書簡』」、小口一郎編『ロ
マン主義エコロジーの詩学―環境感受性の芽
生えと展開』、音羽書房鶴見書店、2015 年 11
月、pp. 107-128.（B）
熊本 哲也：
「教員養成における『教育関係論』とル
ソーの「関係」論について」
、下司晶ほか編
『教員養成の思想と哲学 ―教員養成学の新た
なる視角』、東洋館出版社、2016 年 3 月、頁
数未定 .（B）
小林 亜起子：『ロココを織る−フランソワ・ブー
シェによるボーヴェ製作所のタピスリー』、中
央公論美術出版、2015 年 6 月、464p.（A）
壽里 竜：Hume s Sceptical Enlightenment,
Edinburgh University press, 10/2015.（A）
鈴木 美津子：« Deceit versus Honesty: Womenʼs
E d u c a t i o n i n H e l e n a n d Wi v e s a n d
Daughters », Mitsuharu Matsuoka（eds.）,
Evil and its Variations in the Works of
Elizabeth Gaskell: Sesquicentennial Essays,
大阪教育図書、2015 年 6 月、pp. 409-24.（B）
―：
「パトリック・ブロンテの『キラーニー
の乙女』と国民小説の伝統」、日本ブロンテ協
会編『ブロンテと 19 世紀イギリス』
、大阪教
育図書、2015 年 10 月，pp. 23-33.（B）
―：「『ラドロウ卿の奥方』と歴史小説の伝
統」
、日本ギャスケル協会編『エリザベス・
ギャスケルの中・短編小説研究』、大阪教育図
書、2015 年 11 月 , pp. 207-216. （B）
玉井 通和：
「リーニュ公と革命」、『桜文論叢』、第
91 巻、日大法学部、2016 年 2 月、pp. 435-454.
（C）
崔 康勲：
「建築術史の建築−術・考―大江宏の場合
―」、建築論研究会編『建築制作論の研究』、
中央公論美術出版、2016 年 2 月、pp. 533-555.
（B）
冨田 和男：
「ディドロにおける絵画作品の〈全体的
まとまり〉について」
、『早稲田大学高等学院
研究年誌』第 59 号、早稲田大学高等学院、
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―：「ディドロの自然模倣説の内実につい
て」、
『研究年誌』第 60 号、早稲田大学高等学
院、2016 年 3 月（予定）、pp. 1-22.（C）
外山 知子：「ドイツ悲劇にみるヒロインの過失−
ゲーテの戯曲『ファウスト 悲劇』
（第 1 部）
−」、『竪琴』、第 75 号、
『竪琴』の会、2015
年 5 月、pp. 67-82.（C）
仲島 陽一：
「共感の思想に向けて」、『国際地域学研
究』
、第 18 号、東洋大学国際地域学部、2015
年 3 月、pp. 89-100.（C）
―：ビュフォン「文体論」、『研究年誌』、第
59 号、早稲田大学高等学院、2015 年 3 月、pp.
162-170.（E）
―：『共感を考える』、創風社、2015 年 10
月、335p.（A）
中野 文彦：『18 世紀岡山藩の文明化−再生可能エ
ネルギー社会の制御−』、吉備人出版、2013
年 10 月、451p.（A）
―：『文明化の制御−食料とエネルギーと
礼、楽−』、吉備人出版、2014 年 2 月、333p.
（A）
―：『改訂版 18 世紀岡山藩の文明化−再生
可能エネルギー社会の制御−』
、吉備人出版、
出版日未定、451p.（A）
鳴子 博子：
「戦争と女性―ルソーの差異論−国家論
の再検討を通して」
、『女性空間』
、第 32 号、
日仏女性資料センター（日仏女性研究学会）
、
2015 年 6 月、pp. 115-124.（C）
―：「〈暴力−国家−女性〉とルソーのアソ
シアシオン論」、『中央大学経済研究所年報』
、
第 46 号、中央大学経済研究所、2015 年 9 月、
pp. 337-357.（C）
―：
「『市民法理論』（シモン・ランゲ著、大
津真作訳、京都大学学術出版会、2013 年）、
『社会思想史研究』、第 39 号、藤原書店、2015
年 9 月、pp.270-274.（F）
―：
「ルソーの一般意志と意志の定点観測―
フランス革命、フィヒテ、ルナン、第三帝国
―」、『経済学論纂』、第 56 巻 5・6 号、中央大
学経済学研究会、2016 年 3 月、pp.31-47.（C）
―：「『戦争をする国家』から『戦争をしな
い国家』への転換はいかにして可能か―プラ
トン国家とルソー型国家の比較からの一考察
―」、
『白門』第 68 巻 3 号、中央大学通信教育
部、2016 年 3 月、pp. 1-9.（C）
廣川 智貴：フリードリヒ・ニコライ「ヨハン・ヤー
コプ・エンゲルのための追悼文」
、『西洋文学

研究』
、第 35 号、大谷大学西洋文学研究会、
2015 年 7 月、pp. 25-65.（E）
―：「ドイツ語の弁護−ヨハン・カール・
ヴェツェル『ドイツ人の言語、学問、趣味に
ついて』」、『希土』、第 40 号、希土同人社、
2015 年 8 月、pp. 80-104.（C）
FAUVERGUE, Claire：« Naigeon lecteur de
Diderot dans le Dictionnaire de philosophie
ancienne et moderne de lʼEncyclopédie
méthodique », Recherches sur Diderot et sur
l Encyclopédie, Vol. 50, 11/2015, pp. 105-119.
（C）
―：« Conscience, mémoire et perception
chez Leibniz et Diderot », Leduc, C.（eds.）,
Leibniz et Diderot. Rencontres et
transformations, Les presses de
lʼUniversité de Montréal, 11/2015, pp. 289308.（B）
福田 覚：
「ピューラの崇高論と詩学史を構成する物
語−ロンギノスの受容、スイス派との関わ
り」、
『希土』、第 40 号、希土同人社、2015 年
8 月、pp. 57-79.（C）
福田 真希：« Les lieux de lʼexécution publique et
la ville. Le cas de Lille, de lʼAncien Régime
jusquʼau XIXe siècle », Urbanités, No.5,
5/2015,
（http://www.revue-urbanites.fr/5-les-lieuxde-lexecution-publique-et-la-ville-le-cas-delille-de-lancien-regime-au-xixe-siecle/）.（C）
―：ジャンルイジ・ゴッジ「植民地建設と
文明化―ディドロによる「ロシアの文明化」
論とその周辺」、王寺賢太編『ドニ・ディドロ
哲学者と政治―自由な主体をどう生み出す
か』、勁草書房、2015 年 11 月、pp. 97-171.（E）
堀 朋平：ハインリヒ・シェンカー著、西田紘子共
訳『ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第 28 番
op. 101 批判校訂版』
、音楽之友社、2015 年 4
月、248p.（E）
―：『〈フランツ・シューベルト〉の誕生−
喪失と再生のオデュッセイ』、法政大学出版
局、2016 年 3 月、400p.（A）
―：エファ＆パウル・バドゥーラ・スコダ
著、今井顕監訳、西田紘子共訳『新版モーツァ
ルト−演奏法と解釈』
、音楽之友社、2016 年
4 月、680p.（E）
増田 都希：
「ミラボー侯爵『人間の友−人口論』に
おける社交性 sociabilité の概念−作法論と政
治経済論の交差点としての自然法」
、『日仏歴
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史学会会報』、第 30 号、日仏歴史学会、2015
年 6 月、pp. 18-33.（C）
―：ピエール・セルナ「共和国は未完成」
、
『早稲田大学高等研究所紀要』
、第 8 号、日仏
歴史学会、2016 年 3 月、頁数未定 .（E）
増田 真：« Philosophie et rhétorique de lʼhistoire
chez Jean-Jacques Rousseau », Noriko
Taguchi（ed.）, Comment la fiction fait
histoire. Emprunts, échanges, croisements,
Champion, 2015, pp. 39-51.（C）
松田 聡：
「ロジーナのための 2 つのカヴァティーナ
―モーツァルトへのパイジエッロからの影響
に関する一考察―」、『大分大学教育福祉科学
部研究紀要』
、第 37 巻第 1 号、大分大学教育
福祉科学部、2015 年 4 月、pp. 13-25.（C）
―：
「ミュンヘンのオペラ公演とモーツァル
ト（2）―《イドメネオ》の成立をめぐって
―」、
『大分大学教育福祉科学部研究紀要』、第
37 巻第 3 号、大分大学教育福祉科学部、2016
年 3 月、pp. 301-315.（C）
―：
「もうひとつの未完の遺作：モーツァル
トの《ホルン協奏曲第 1 番》」、
『フィルハーモ
ニー』、第 87 巻第 5 号、NHK 交響楽団、2015
年 6 月、pp. 32-36.（H）
松原 薫：
「マッテゾン『完全なる楽長』における旋
律論−数学的音楽観批判と対位法理論の調停
−」
、『美学』、第 66 巻第 1 号、美学会、2015
年 6 月、pp. 161-172.（C）
森村 敏己：「知られざる文人たちの奢侈批判−
1782 年ブザンソン・アカデミー懸賞論文」、
『一橋大学社会科学』
、第 7 巻、一橋大学社会
学研究科、2015 年 7 月、pp. 53-74.（C）
―：
「安藤裕介『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
―』」、『社会思想史研究』、第 39 号、藤原書
店、2015 年 9 月、pp. 22-26.（F）
―：「小野寺拓也『野戦郵便から読み解く
「ふつうのドイツ兵」―第 2 次世界大戦末期に
おけるイデオロギーと「主体性」―』」、
『現代
史研究』、第 61 号、現代史研究会、2015 年 12
月、pp. 49-54.（F）
山﨑 怜：
「村山籌子の評伝の試みをめぐって」
（1）
〜（4）、『香川大学生涯教育研究センター報
告』18 号，19 号 , 20 号，21 号、香川大学生
涯研究センター、2013 年 3 月，2014 年 3 月，
2015 年 3 月，2016 年 3 月、18 号：pp. 77-99、
19 号：pp. 39-55、20 号：pp. 7-13、21 号（22
ページ分予定）.（C）

編集後記
本学会年報第 31 号をお届け致します。
学問を取り巻く昨今の情勢を振り返ってみますと、
「イノベーション」という言葉が、とりわけ
文科省好みであるのがわかります。そこで学問とイノベーションとの関わりついて様々な場所で
声高に述べられていることを瞥見しますと、要するに既存の科学分野に蓄積されたもろもろの技
術を、シュムペーター的な意味で新しく結合し、潜在化していた価値を発見してこれを商品とし
て開発し、市場を活性化して、経済力をつけて危機の時代を勝ち抜こう、などということが未来
の社会では目指されているかのように、そんな風に文学者の目には映るのです。強い経済を結果
的に実現するといっても、しかしそれは企業経営者たちを利するだけで、市民の平凡な生活を豊
かにすることとは決して連動するものではないというのは、もはや多くの人々が気づいていると
ころでしょう。
19 世紀的な右肩上がりの「イノベーション」観が、とりわけ技術と結びついて解釈されるのに
は、右肩上がりが「人間性の完成」（ヘルダー）という全く別の意味づけも可能であった 18 世紀
の時代を知るものには、およそ奇異の念の方が先に立ちます。日本 18 世紀学会の魅力は、既存の
学問分野についてそれぞれの方法論に基づく学的認識が共有され、まさにそこに新しい結合が起
こっていくのを知ることができるというところにある、とひとつには思われます。たこつぼ化し
た学問領域ではイノベーションはなかなか望むことができないところですが、様々な学問分野と
学知が結合される場所においてこそ、それが可能だと期待されるのです。
科学的学問とは既存の巨大な知の集積の上に立って、その新しい解釈と発見というイノベー
ションを通して、人々の生を豊かにし、またそのように構成するための要件を提起していくもの
だと考えられます。18 世紀に関わる学知の結合はその期待に応える可能性をまた充分に持つので
はないでしょうか。
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編集担当幹事

逸見龍生

編集担当幹事

小関武史

編集担当幹事

坂本貴志

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
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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。

4．本会は、事務局員および編集委員を置くことができる。
この附則は平成 27（2015）年 6 月 21 日から適用される。
2011 年附則制定
2013 年附則改定
2015 年附則改定
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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 63 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．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
2015 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
、日本 18 世紀学
芸術学部江古田校舎）において承認され、2006 年 6 月 10 日（土）
会・第 28 回大会総会（広島大学東広島キャンパス）、および 2009 年 6 月 20、日本 18
世紀学会・第 31 回大会総会（多摩美術大学八王子キャンパス）において改訂された。
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