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第 34回大会　研究報告要旨

日本 18 世紀学会第 34 回大会は、2012 年 6 月 23 日（土）、24 日（日）に名古屋大学　経済学研
究科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

18 世紀ロシアにおけるゲーテ受容

金　沢　友　緒（日本学術振興会特別研究員）

近代ロシア文学は外国文学の受容と模倣を繰り返す中で育まれた。18 世紀末から 19 世紀初頭
にかけて数多くの西欧文学の翻訳や翻案が刊行され、出版物全体における比率はヨーロッパの他
の文化圏に比しても大きかった。とりわけドイツはロシアにとって西欧諸国への窓口であった。
ロモノーソフ、ジュコフスキー、ラジーシチェフ等、近代ロシア文学を担うことになった数多く
の知的エリートがドイツの諸大学に学び、新しいスタイルについての情報を祖国にもたらした。
ドイツ文学の中でも J.W.ゲーテの名前は広く知られ、特に『若きウェルテルの悩み』（1774）

の翻訳は 1780 年代に版を重ねた。しかし『ウェルテル』に先立ってロシアで最初に翻訳されたの
は、コゾダヴレフ（1754-1819）による『クラヴィーゴ』（1774　露訳は 1780）であった。コゾダ
ヴレフは政府の要人で、エカテリーナ 2世の雑誌の共同編集者も務めた人物である。彼はライプ
ツィヒ大学に留学した経験を持ち、ゲーテを初めとするドイツ文学に親しんでいた。自らも喜劇
を手がけていた彼は、風俗劇としての『クラヴィーゴ』に深い関心を持ち、翻訳を試みたと考え
られる。しかし同時に、1780 年代のロシアが古典主義からセンチメンタリズムへの移行期にあっ
たことを考慮すると、この翻訳は個別的な事件ではなく、当時ロシアに定着していたフランス古
典主義演劇からの離反の動きとして捉えることができるだろう。
『クラヴィーゴ』はゲーテの他の劇作品『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』（1773）や『シュ
テラ』（1776）とは異なり、19 世紀に至るまで繰り返し上演された。ドイツの「シュトルム・ウ
ント・ドラング」の精神を反映し、シェイクスピアに触発されて書かれた『ゲッツ』に比して『ク
ラヴィーゴ』がロシアで好まれたことは、18 世紀末のロシア・センチメンタリズムとドイツの
「シュトルム・ウント・ドラング」の関係の実体について認識させてくれる。
『ウェルテル』と『クラヴィーゴ』はほぼ同時期に異なった形式で創作された。この 2作品に
は、作家ゲーテの類似した主題と構想を認めることが可能だろう。本発表ではロシアにおける
ゲーテ受容の始まりとしての『クラヴィーゴ』の翻訳を取り上げ、当時の作家達の念頭にあった
「センチメンタリズム」の内容を明らかにする。その際に『クラヴィーゴ』の翌年に翻訳された
『ウェルテル』がもたらした効果も合わせて考察したい。

（大会プログラムより転載）
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博物学の詩人　パーシー・ビッシュ・シェリー
─ 初期の詩を中心に

加　藤　芳　子（北海道大学大学院博士後期課程）

英国 18－19 世紀の詩人パーシー・ビッシュ・シェリー Percy Bysshe Shelley（1792－1822）
は、18 世紀西欧に於いて隆盛した博物学 natural historyの強い影響を受けた独特の詩人である。
彼は博物学的なメタファーを、韻律の整った詩という形式の中で使用する事により、文学と科学
（博物学）という、一見相反するかのような世界を噛み合わせた、ユニークな詩人なのである。こ
こで言う博物学というのは、植物学や地質学、氷河学、鉱物学、化学、天文学、気象学、火山学
や地震学等のような諸科学を統括していた、18 世紀の博物学という学問を指す。
彼は、18 世紀に流行した picturesqueという、自然の崇高な美や驚異を称賛する、いわゆる

「自然詩人 nature poet」ではない。「自然詩人」にとって自然は、その美や崇高さが描写される
べき対象である。しかしながら、「博物学の詩人 naturalist poet」にとり自然は、自然界に潜む
真理を例証するための手段なのであって、彼の描く対象はあくまでも自然界の真理なのである。
彼は自然界の真理を、可能な限り科学的に叙述しようとして、自然界のメカニズムを表すような
メタファーを駆使する。そういう訳で彼のメタファーは、宇宙にあまねく普遍のメカニズムを解
明する天文学に基づいたものである事もある。また、彼が夕焼けを描く時には、その現象を博物
学者として観察し、この場合は気象学に基づいて、可能な限り科学的に、夕焼けの形成過程を報
告しているのである。シェリーは、自然を「博物学者 naturalist」（つまり博物学の学者）とし
て、観察・報告しており、自然を観察し、自然界に潜む真理について報告しているという意味に
於いて、naturalist poetなのである。博物学者が、事実に基づいて科学的に（特に数学的に）自
然界について報告するのと同様に、シェリーは、宇宙や人間の社会や歴史を含めた自然というも
のを、博物学のメタファーや、詩という韻律の整った（つまり数学的な手段を使って）、描写した
のである。Naturalist poetとしてのシェリーが、雷鳴、電光、冬の霜、嵐、疫病、季節などのよ
うな自然現象を、自然の猛威即ち彼の言う「必然」Necessityのメタファーとして多用したのは、
当然の事だったと言える。
本論では、シェリーの初期の詩、「クイーン・マブ」や「モン・ブラン」等を中心に、彼の

naturalist poetとしての特徴を提示したい。
（大会プログラムより転載）
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18 世紀フランスにおける
「白いモスリンのギリシア風ローブ」の表象
─ マリ・サレの舞台衣裳改革の試み ─

林　　　精　子（青山学院大学）

マリ・サレ（Marie Sallé 1707-1756）は、18 世紀前半にパリ・オペラ座で活躍した教養豊かな
ダンサーであり、啓蒙思想を代表するヴォルテールらから賞賛された女性振り付け家のパイオニ
アでもあった。当時のヘンデルやラモーの音楽にインスピレーションを与えたと言われており、
サレの優雅な舞踊は当時から現代に至るまで高く評価されている。
しかしながら、サレが「白いモスリンのギリシア風衣裳」を着装して試みた舞台衣裳改革は 同

時代には容易に受け入れられず、今日に至るまで詳しく論じたものはない。したがって本発表で
は、当時のモードやモスリンなどの歴史的社会的背景も視野に入れながら、サレのこの舞台衣裳
の意義を問い直した。
当時のオペラ座の舞台衣裳は、衣裳デザイナーであったボケのデッサンが示すように時代背景
や登場人物の配役に関わらず、重厚で装飾華美な宮廷衣裳風の舞台衣裳が通常着装されていた。
その慣習に反して、サレは 1734 年にロンドンでギリシア神話を題材とした≪ピグマリオン≫の舞
台でギリシア彫像を演じた際に伝統的な宮廷風舞台衣裳ではなく、ドレープで身体にフィットさ
せた「白いモスリンのギリシア風衣裳」で踊ったのである。当時宮廷で着装が義務づけられてい
たパニエや胴着を着けずに、髪も肩まで自然におろしたサレの舞台がセンセーションを巻き起こ
したことを同年の『メルキュール・ド・フランス』が伝えている。その後ディドロらが物語の真
実味に欠ける当時の不自然な宮廷風舞台衣裳への批判を展開したが、サレの舞台衣裳改革は彼ら
に数十年先駆けてのことであった。
このように 18世紀中葉からの舞台衣裳改革を牽引したと考えられるサレの斬新な「白いモスリ
ンのローブ」はモードにおいても先駆的であったと考えられ、当時の絢爛豪華な宮廷社会の
ファッションリーダーであったポンパドゥール夫人の快適な優雅さへの嗜好に影響を与えた可
能性を指摘した。また、新古典主義へ向かう時代のなかでルソーが描いた「優美な簡素さ」を備
えた服飾観、及び革命後に本格的な流行を迎えた「白いモスリンのギリシア風ローブ」を予感さ
せるものであったことを考察した。さらに、近年のサレ研究やフランスで禁令下に置かれたモス
リンの布地に関する史料を紹介した。当時の図像なども用いながら、アンシャン・レジームにお
ける権力と栄華を象徴するパリ・オペラ座のダンサーであったサレにとって、モスリンに対する
規制がなかったロンドンで着装を試みた「白いモスリンのローブ」の舞台衣裳が、身体的、精神
的、及び社会的自由の表象であった可能性を明らかにした。
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ザクセン宮廷楽長時代の J. A. ハッセ
宮廷オペラと商業オペラの狭間で

大河内　文　恵（東京芸術大学音楽研究センター・大学史史料室）

本発表は、ザクセン宮廷楽長時代のハッセ（Johann Adolf Hasse 1699-1783）が、宮廷楽長の
職務として宮廷オペラを作曲する傍ら、イタリアの商業オペラ作曲家としても活躍するという、
一見方向性の異なる 2つの活動を両立させることができた要因を探ることを目的とした。
その手掛かりを得るためにまず、ハッセがザクセン宮廷と関わりを持ち始めた 1730 年から、解
雇された 1763 年までの間に、初演および再演された記録が残っているハッセのオペラの上演年月
日および台本作家に注目し、4期の年代区分：第 1期（1731 年～ 1736 年）、第 2期（1737 年～
1741 年）、第 3期（1742 年～ 1755 年）、第 4期（1756 年～ 1763 年）を提示した。これにより、ザ
クセン宮廷楽長時代のハッセは、ドレスデンでの職務としてのオペラ上演を基本としながら、戦
争などによるザクセン宮廷の事情に影響を受け、国外で上演されるオペラも作曲していたことが
わかる。また、ザクセン宮廷におけるハッセのオペラの黄金期が第 2期と第 3期であると指摘し
た。
第 2期および第 3期の初期には、宮廷詩人パッラヴィチーノ（Stefano Benedetto Pallavicino 

1672-1742）の台本によるオペラを集中的に作曲している。これらのオペラは、結婚式や選帝侯の
誕生日など、国として重要な機会で上演され、ザクセン宮廷以外では再演された記録が見つかっ
ていないという意味において、ハッセのオペラの中では特異なものとなっている。特別な機会の
ために作られたオペラだからこそ、それ以外の用途では上演されないのだという考えることも可
能ではあるが、たとえば 1747 年に選帝侯フリードリヒ・アウグスト 2世の誕生日のためにつくら
れた《レウチッポ Leucippo》が 1749 年にヴェネツィアで再演されているなど、パッラヴィチー
ノ以外の宮廷詩人の作品にはその傾向が見られないことを考え合わせると、演奏機会が主たる要
因とは考えにくい。また、パッラヴィチーノ台本のオペラとそれ以外のオペラとで音楽上の差異
がほとんど見られないことから、オペラ自体に要因を求めることも困難である。本発表では、ザ
クセン宮廷でおこなわれた、ハッセ以外の作曲家によるオペラからそれを読み解くこととした。
1746 年から 1748 年および、1754 年から 1756 年には、宮廷楽長ハッセ以外の作曲家によるオペ
ラが盛んに上演されている。そこには、1745 年 12 月から 1747 年 1 月まで宮廷劇場が改修のため
に閉鎖されていたこと、1746 年と 1747 年にミンゴッティ一座、1754 年から 1756 年までにはロカ
テッリ一座といった旅回りのオペラ一座による客演公演がおこなわれたことが深くかかわって
いる。また、1754 年から 1756 年にはゴルドーニ（Carlo Goldoni 1707-1793）と組んだガルッピ
（Baldassare Galuppi 1706-1785）のオペラが盛んに上演されている。さらに、これらの時期には、
シューラー（Johann Georg Schürer c1720-1786）やフィスキエッティ（Domenico Fischietti 

c1725-1810?）のようにドレスデンでオペラを上演したことをきっかけとして、後にザクセンの教
会音楽家や宮廷楽長になった作曲家のオペラもみられる。彼らのオペラが旅公演一座の演目とし
て上演される際には、かならず自身の代表作ともいえるような、すでに人気が高かった作品が選
ばれていることにも注目したい。
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ハッセは 1737 年にパッラヴィチーノの台本によるオペラを立て続けに 3本初演した。カーニ
ヴァルのオープニング、ロシア女帝アンナの聖名祝日、ザクセンの選帝侯フリードリヒ・アウグ
スト 2世の聖名祝日と、いずれも宮廷楽長の地位にふさわしい機会である。そして、1756 年まで
選帝侯がドレスデンに滞在している期間には新作オペラを作曲しつづけた。
その一方で、1730 年代～ 40 年代のハッセは、イタリアとくにヴェネツィアで最も人気のある
オペラ作曲家のひとりであった。セルフリッジフィールドによって作成された、年代ごとに人気
を集めたオペラ作品の数に基づいて順位づけをおこなった作曲家統計では、1730 年代の第 1位に
はヴィヴァルディ（Antonio Vivaldi 1678-1741）、第 2位にはハッセの名前が挙がっている。1740
年代では、第 1位にガルッピが躍り出ているが、第 2位はやはりハッセである。1750 年代になっ
ても、ガルッピは依然として第 1位を維持しているが、第 2位はコッキ（Gioacchino Cocchi c1720-
after1788）となっている。1750 年代にハッセがヴェネツィアでの名声を失う理由には、妻ファウ
スティーナ（Faustina Hasse 1697-1781）の引退が大きく影響している。1716 年のデビュー以来、
ヴェネツィアだけでなくヨーロッパ各地でオペラ歌手として活躍したファウスティーナは、ハッ
セとの結婚後は、名歌手としてハッセのオペラの人気を支えてきた。1751 年の《キュロスの確認 

Ciro riconosciuto》を最後に引退したファウスティーナがオペラの舞台に立たなくなったことは、
作曲家よりも歌手の存在がオペラの成功の鍵を握っていた当時の事情を考えると、ハッセにとっ
ては相当の痛手であったと思われる。
ハッセがザクセン宮廷とどういう契約を交わしていたのか、契約書などが見つかっておらず、
書類上の正式な雇用の日付はわかっていないが、彼の動向を見る限り、選帝侯がドレスデンにい
ない時期には他の場所に行くことが許されていることは明らかである。とはいえ、物理的にイタ
リアに行くことが可能だったとしても、ザクセン宮廷ではオペラ以外にも教会音楽など多くの仕
事をしていたハッセにとって、宮廷楽長の職務と並行して国外でいくつものオペラを上演するこ
とは、たやすいことではなかったはずである。1730 年代にはヴェネツィアで新作オペラを次々と
発表しているものの、1740 年代になると新作オペラの数は大幅に減少する。1740 年代後半以降
は、ザクセン宮廷以外では再演が多くなり、新作オペラはもっぱらザクセン宮廷でおこなわれる
ようになる。1758 年、ヴェネツィアで新作オペラ《ニッテーティ Nitteti》などを発表するが、一
度失った人気は戻らなかったとみえ、1760 年代には活動の中心をヴィーンに移している。
1763 年 10 月 5 日にフリードリヒ・アウグスト 2世が亡くなると、ハッセ夫妻は 2年分の年俸
1万 2千ターラーと、11、12 月に演奏した分の 1000 ターラーを受け取り、解雇された。ザクセン
の第 1宮廷楽長の肩書きは、その後も使用することを許された。ドレスデンを後にしたハッセが
向かったのはヴィーンであった。1750年代に新作オペラの上演地をイタリアからヴィーンへ移行
させていたことは、ハッセが意図していたかどうかは別として、結果として退職後への事前準備
となった。1760 年代、戦争でドレスデンへ戻れないハッセは、ほとんどヴィーンに滞在しており、
本格的にヴィーンに移住してからは、オペラの新作こそ年に 1本程度だったが、教会音楽、結婚
式など式典用の音楽など大規模な作品を次々と依頼され、再び多忙な日々を送ることとなった。
その一方で、イタリアの商業オペラにはほとんど出番がなくなっていた。その理由としてまず
挙げられるのは年齢の問題である。彼がヴィーンに移住したとき既に 60 歳台半ばになっており、
新作オペラを作曲し上演することは難しくなっていたはずである。1750年代頃から徐々にイタリ
アのオペラ界からハッセが遠ざかっていったもう 1つの要因は、聴衆の求めるものに対応できな
くなったことにある。ハッセがヴェネツィアでオペラ作曲家として活躍していた時期は、オペラ・
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セリアに人気があった時期と一致している。セルフリッジフィールドのデータによると、ヴェネ
ツィアにおいては、1730 年代を頂点として、オペラ・セリアの人気が下降していった。それと反
比例するように、喜劇系のオペラが人気を集めるようになる。また、オペラの内容も貴族趣味的
なものから市民向けに変わっていった。宮廷オペラと商業オペラとがそれほど大きく隔たってい
なければ、両立させることは機会と能力があれば可能であろうが、両者の内容が乖離してくると、
同時に並行しておこなうことは容易ではない。ハッセがザクセン宮廷楽長の職務と同時に人気オ
ペラ作曲家でいられたのは、そうした時代に巡りあわせた幸運も大きく影響している。
逆に、後にイタリアでのオペラ作曲家としての名声を失っていくのは、また時代の流れであっ
たのだと考えるのが妥当であろう。1760年代にかろうじてヴィーンでオペラ作曲家を続けていく
ことができたのは、ハプスブルクという宮廷オペラが依然として残っていた土地柄が幸いしたの
であり、あえてそこを選んだとも考えられる。
パッラヴィチーノの台本によるオペラをザクセン宮廷以外で上演しなかったのは、それを商業
オペラとして成功させることが難しいと知っていたからなのではないだろうか。宮廷オペラであ
ることが宮廷以外で上演しない理由とならないことは、パスクィーニ（Giovanni Claudio 

Pasquini 1695-1763）やミリャヴァッカ（Giovanni Ambrogio Migliavacca 1718-1795）の台本に
よるハッセのオペラがイタリアでも成功していたことが、その証明ともなっている。
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フィジオクラットの政治理論の矛盾？
─ 「デスポティスム」と「自由な討論」をめぐって

安　藤　裕　介（立教大学）

1767 年以降、フィジオクラット（重農主義者）の間で農業に関する議論はほとんど影を潜め、
代わりに理想の統治形態をめぐる議論に多くの紙幅が割かれるようになる。ケネー『中国の専制
政治』の続編的性格をもつ、ル・メルシエ・ド・ラ・リヴィエールの『政治社会の自然的本質的
秩序』はまさにそのような方向で上梓された。後の研究者ウレルスは、このラ・リヴィエールの
作品こそが「現在われわれが « physiocratique » と呼びうる教義の正真正銘かつ公然たる表明」で
あったと評しているほどである。ラ・リヴィエールは、ケネーが理想の経済秩序―穀物取引の
完全なる自由化―との関係で唱えた「正統な専制政治」の観念をさらに詳細に発展させ、「合法
的専制（despotisme légal）」という名でこれを理論化した。このとき、政治権力は経済秩序との
関係のみならず、「世論（opinion publique）」という新しい公共表象との関係で語られ始める。
ハーバーマスによるフィジオクラットへの評価、すなわち「政治的に議論する公衆」の発見は、
まさにラ・リヴィエールの「世論」観の新しさと対応していた。
他方でマブリは、『政治社会の自然的本質的秩序に関してフィロゾーフ・エコノミストに呈され
た疑念』のなかで、彼らの「合法的専制」や「明証性」の観念を批判し、社会における「意見」
の多様性と「自由な討論」の意義を説いた。しかしながら、こうしたマブリの批判にもかかわら
ず、ラ・リヴィエールは「この世の女王」として「意見」が社会の隅々に君臨していることを認
め、様々に混交する「意見」の坩堝から「明証性」をもった知識を引き出す手続きを重視してい
た。たしかにラ・リヴィエールは「明証性」を獲得した一元的で強力な主権者による統治＝「合
法的専制」を理想化した。しかし、同時に彼は「明証性」が確定するためには人々の間で「意見
の衝突」や「意見の戦い」が必要であるとも訴えていたのである。ラ・リヴィエールの思想に現
れた、この「デスポティスム」と「自由な討論」の関係をどのように理解すればいいのだろうか。
この二つの観念が同居することは、理論的に致命的な矛盾を生まないのであろうか。
本報告では、フィジオクラットの思想的絶頂期に発表されていながら国内外の研究史でほとん
ど注目されてこなかったラ・リヴィエールの著作を取り上げ、その言説構造を分析することに
よって上記の問いに答えることを目指す。

（大会プログラムより転載）
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＊レクチャー・コンサート＊

「リスボン地震ゆかりの音楽家たち―スカルラッティとモーツァルト―」

曲目：
第一部：.ドメニコ・スカルラッティ作曲
・チェンバロ・ソナタ　ホ長調　K.380/L.23.
・チェンバロ・ソナタ　ヘ長調　K.18/L.416.

第二部：W. A. モーツァルト作曲
・ピアノ・ソナタ　第 8番　イ短調　K.310.
・自動オルガンのためのアンダンテ　ヘ長調　K.616.

企画：長尾伸一（名古屋大学）、玉田敦子（中部大学）

神の介入としての災厄・天才の音楽

長　尾　伸　一（名古屋大学）

・17 世紀末のイギリスでは自然神学が勃興した。その一つが T.バーネットの『地球の神聖な理
論』である。この著者は「旧約聖書の大洪水をどう説明するか」を巡って、18 世紀に論争を巻き
起こした。バーネットを批判したニュートン派の J.キールは、大洪水もまた、システムとしての
自然における「神の介入」にほかならないとした。こうして 18 世紀スコットランドの説教師、
ヒュー・ブレアは、「崇高」な山岳風景は世界の表面に過ぎず、その奥底、地球の内部では「世界
の解体の手段」が造り出されていると指摘して、地震を含めた天災を自然のシステムに内在する
ものとした。モーツァルトは自らの曲の中に人為的に破綻を織り込んでいったことで知られてい
るが、それはリスボン地震のような天災を、この世界において「神が意図的に作りこんだ破綻」
と解釈した当時の自然観に対応している。
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音楽における悲劇的なるもの

都　築　正　道（中部大学特任教授）

A　音楽史における 18世紀のバロックとロココ

◇ドメニコ・スカルラッティ作曲
　◆チェンバロ・ソナタ　ホ長調　K.380/L.23.
　◆チェンバロ・ソナタ　ヘ長調　K.18/L.416.

・このレクチャー・コンサートでは、リスボン地震ゆかりの音楽家たちとして、ドメニコ・スカ
ルラッティとモーツァルトの楽曲をとりあげる。18 世紀の前半、対立的で劇的でいびつな作品構
造によって特徴づけられる「バロック」の時代における中心的な楽器が「チェンバロ」であった
のに対し、世紀後半「ロココ」の時代には「ピアノ」が用いられるようになる。
第一部においては、18 世紀にポルトガルのリスボンとスペインのマドリッドの両都市で活躍し
たイタリアの作曲家スカルラッティのソナタを 2曲紹介したい。スカルラッティの父親は、「ナポ
リオペラ楽派」の祖アレッサンドロ・スカルラッティ。ドメニコは才能をかわれ、1720 年にポル
トガルの宮廷に招かれて、礼拝堂の楽長と王女マリア・マグダレーナ・バルバラのチェンバロ教
師になった。1729 年に、王女がスペインの皇太子と結婚した際、ともにマドリッドに移り住んだ
スカルラッティは被災を免れるものの、10 年にわたってリスボンの宮廷に仕えた。スカルラッ
ティが生涯で作曲したの「チェンバロ・ソナタ」555 曲の中のうち、もっとも人気があるのが、
「チェンバロ・ソナタ　ホ長調　K.380/L.23.」であり、「チェンバロ・ソナタ」としてもっとも典
型的な構造をもつのが「チェンバロ・ソナタ　ヘ長調　K.18/L.416.」である。

B  音楽における悲劇的なるもの

1．モーツァルトの時代
◇W. A. モーツァルト作曲
　◆ピアノ・ソナタ　第 8番　イ短調　K.310.（1778 年）

・この曲は、モーツァルトが 1778 年に亡くした母の遺体の傍らで書いた作品であるとされてい
る。ベートーベンは、この曲を、「悲しみ」と「怒り」という感情そのものをそのまま、「心から
心へ」伝える傑作としている。モーツァルトの「弦楽五重奏ト短調」について、フランスのモー
ツァルト研究家アンリ・ゲオンは、「tristesse allante」と評している。日本では、小林秀雄が随
筆「モーツァルト」にこの語を引用した際に使った「疾走する悲しみ」という訳語が広く用いら
れているが、本来、「allante」はイタリア語の「allegro」（陽気な・活発な。「速い」という意味
はない）のフランス語訳であり、「tristesse allante」とは「陽気な悲しみ」を意味する撞着語法
である。良く知られているように、ひとは想像の限界を超えた「悲しみ」に直面するとき、非日
常の浮遊感がもたらす躁的な感情に包まれることがある。モーツァルトが楽譜に織り込んだ「破
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綻」は、無論、計算されたものではあるが、聴衆には予測不可能であることから、あたかもその
瞬間に超越的な存在が介入したかのような感覚を引き起こす。モーツァルトは、我が身に起こっ
たとはにわかに信じられないような筆舌に尽くしがたい悲しみ、すなわち完全な非日常として人
間に唐突に襲いかかる「陽気な悲しみ」を、譜面上に立ち現れる「破綻」という装置によって可
能にしたのではないだろうか。

2．モーツァルトとは、だれだったのか？
　◆自動オルガンのためのアンダンテ　ヘ長調　K.616

・モーツァルトは、1756 年、リスボン地震の翌年に生まれ、フランス革命のさなかの 1791 年に
35 歳の若さで亡くなった。亡くなる直前、1791 年に書いた『魔笛』には、森で大蛇に襲われた王
子タミーノを、夜の女王に仕える三人の女兵士が三つに切る（本来なら四つ）という場面がある。
ここでモーツァルトが三という数字にこだわったのは、「自由・平等・友愛」という三つのスロー
ガンをかかげたフランス革命に密かに賛同の声を挙げていた証ではないだろうか。一方、モー
ツァルトが『魔笛』の真の主人公を、フリーメーソンの試練を経て、国を支配する女王になるパ
ミーナ（女性）にしていることから、この歌芝居が当時の新しい女性観を反映していたことがわ
かる。フランスでは、同じ 1791 年に、マリー・オランプ・ド・グージュが『女性および女性市民
の権利宣言』を出し、翌 1792 年にはイギリスでメアリー・ウルストンクラフが『女性の権利の擁
護』を発表する。この時期に、オーストリア、フランス、イギリスで、革命期に次々と女性の権
利を唱える著作が次々と生まれたことは、新しい時代の幕開けを予言するものであった。「自動オ
ルガンのためのアンダンテ　へ長調　K.616」は、このような革新の空気の中、新しい発明楽器
を用いた珍しい曲である。魔笛と同じ 1791 年に作られた、モーツァルト最晩年の作品のひとつで
ある。

【出演者略歴】
☆ピアノ：水村さおり
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、同大学音楽学部器楽科入学。その後渡仏し、
パリ国立高等音楽院へ入学。同音楽院にてプルミエルプリを得て卒業後、ジュネーブ国立音楽
院大学院へ入学。同大学院を栄誉プルミエルプリ、特別賞を得て修了。中部大学講師。

☆お話：都築正道
中部大学特任教授
春日井市交響楽団音楽監督。愛環音楽連盟理事長。朝日新聞音楽評担当。豊田市文化芸術振
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興計画策定委員会委員長。豊田市芸術文化推奨事業審査委員会委員長。名古屋ナポリ協会会長。
名古屋オペラサロン主宰者。NHK名古屋文化センター講師。名古屋モーツァルト協会顧問。カ
セラ国際ピアノコンクール副審査委員長（ナポリ）。主著：「楽劇：音と言葉の美学」（音楽之友
社）「あくびなしの音楽講座：トスカ」（同）。春日井市第九演奏会音楽監督。国際タルベルク協
会名誉顧問。同タルベルク国際ピアノコンクール審査員（ナポリ）。
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共通論題

「18 世紀と自然災害　―リスボン・ナポリ・日本」
コーディネーター兼総合司会：佐　藤　淳　二

趣旨説明：18 世紀と災厄のモーメント―歴史から見る自然災害

佐　藤　淳　二（北海道大学）

寺田寅彦『天災と国防』（講談社学術文庫）は、東日本大震災と原発事故後の状況の中、現在ま
で多くの版を重ねている。寅彦は、1933 年の三陸での津波被害について、人間の記憶の残存期間
がせいぜい三十年と短いこと、これに対して自然は極めて正確に、非常に長い周期で同じ事を反
復すること、結果として被害は深刻化甚大化すると分析している。「紀元前二十世紀にあったこと
が紀元二十世紀にも全く同じように行われるのである。科学の方

ママ

則とは畢竟〈自然の記憶の覚え
書き〉である。自然ほど伝統に忠実なものはないのである」（寺田寅彦『天災と国防』）。だから、
自然科学者としての寺田寅彦の目には、天災を教訓として、その被害を減らす努力を積み重ねる
ことこそ人類の歴史と映るのである。といって、自然を支配し組み伏せようなどという科学観の
破綻は、もはや明らかでしかない（原発事故はその最大の象徴である）。つまり、われわれは、
2011 年 3 月から始まった未曾有の災害によって、文明の新しいあり方、別の自然観をいよいよ構
想しなければならない試練に遭遇しているのである。運命の偶然からもたらされた破局、ないし
偶発的緊急事態の到来、それは、確かに災厄ではあるが、また同時に、それまでの自らの力量を
乗り越えて運命に立ち向かう契機でもある。新しい理解や行動を迫る挑戦の瞬間（モーメント）、
均衡が破れて以前の状態にはもはや戻れない転回点（モーメント）とは、そのようなものではな
いだろうか。まさに、「ありとあらゆる危険が前途に立ちはだかってくるため、力量によってつぎ
つぎに乗り越えねばならない」（マキャヴェリ）のが、現時点の特徴であろう。
十八世紀においても同様のモーメントが存在していたと考えられる。だから、先人の事例から
多くを学ぶべきなのである。本大会の共通論題として、ヴォルテールとルソーの論争という奥行
きもある 1755 年のリスボン大地震について富永茂樹（京都大学）、また、カラーブリア大震災と
関連してのナポリ啓蒙の考察を奥田敬（甲南大学）、そして東海地方をはじめ各地に甚大な被害を
出した 1707 年の宝永地震と津波という深刻で切実な話題をめぐって磯田道史（静岡県立静岡文化
芸術大学）の各氏に、それぞれ考察をお願いした。このシンポジウムが、東西の十八世紀の貴重
な教訓を現在と未来に活かす縁となることを願ってやまない。

（大会プログラムより転載）
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リスボン・1755 年

富　永　茂　樹（京都大学人文科学研究所）

近代の誕生の日付のひとつ、と J. シュクラールのいう（The Faces of Injustice, 1990）リスボ
ン地震は、1755 年 11 月 1 日の朝に発生した。この日は万聖節で各地の教会のミサに集まってい
た多数の信者が瓦礫の下敷きとなって命を失った。またその直後に津波（タージュ川の増水）と
大火災が生じて、そのため死者はさらにふえる。当時 8万人が亡くなったとする説もあったが、
これはむしろひとが震災から受けた衝撃の強さを示すものにとどまり、実際には約 1万人程度で
あったとされる。それでも 18 世紀半ばのこの都市の人口は 25 万人であったので、4パーセント
すなわち 25 人に一人の犠牲者が出たことになる。20 世紀になってからの研究によれば、震源地
は北緯 38 度西経 10 度の海底、つまり大西洋のプレートの衝突によるものであり、規模は推定マ
グニチュード 8ないし 9であった。
リスボンの災禍については早くからさまざまな分野で反応があったが、とりわけよく知られて
いるのは、翌年になってヴォルテールが「リスボンの災禍についての詩―あるいは『すべては善
である』という格言の検討」を発表し、ライプニッツやポープのオプティミスムへの疑念を呈し、
これにたいしてすぐさまルソーが「ヴォルテール氏への手紙」でもって反論したことである。後
者にはまさに震災の年に出た『人間不平等起源論』につながる議論を見ることができ、ヴォルテー
ルは「詩」と同じ 56 年に『習俗試論』を出し、さらに『カンディード』の主人公にリスボンの地
震を経験させることからしても、リスボン地震は啓蒙哲学のひとつの転回点と大きく重なるもの
となった。
地震による津波はドーヴァーからデンマークの海岸にまでおよんだが、ケニクスベルクにあっ
て自然哲学を中心に仕事をはじめていたカントは、翌年に「地震の歴史と博物誌」をはじめとす
る 3本の論文を書き、これらの一部分はヴォルテールと合流し、オプティミスム、さらには神義
論の検討へとつづいてゆく（「オプティミスム詩論」1759 年ほか）。またリスボンへの直接の言及
は見られないものの、『判断力批判』（1790 年）で荒れた海とともに地震のイメージが登場するこ
とはいわゆる「崇高の美学」の形成との関係で、われわれにある種の想像を可能にする。なお『美
と崇高の観念の起源』（1759 年）のバークが、これはリスボンではなくロンドンのものであるが、
大火災（1666 年）と地震（1750 年）にふれていることも興味深い。
ポルトガルの首都に戻ると、こちらでは震災後の都市の復興の指揮を執ったポンバル侯爵に注
意することができるであろう。災害の廃墟を前にして茫然自失するばかりの国王ジャン 1世にた
いして、「陛下、まずは死者を埋葬し、生存者の世話をせねばなりません」と答えたというのは、
のちに作られた話にすぎないらしいが、この言葉は侯爵の合理主義を示すものではあり、この合
理主義にもとづいて作られ、J.-A. フラサが「啓蒙の都市」と呼ぶ（Une ville des Lumières. La 

Lisbonne de Pombal, 1965）では、18 世紀の都市計画、建築術、美学が実践されることになる。
また他方で、ポンバルの諸政策からは啓蒙と権力との関係、つまりふつうは「啓蒙専制君主」の
概念をとおして議論がなされてきたことがらの、別のヴァージョンを見ることもできるであろ
う。

（大会プログラムより転載）
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革命の予兆
─ カラーブリア大震災とナポリ啓蒙 ─

奥　田　　　敬（甲南大学）

1783 年 2 月 5 日に半島最南端部の南カラーブリア地方を襲った地震（推定規模M6.9）は、イ
タリア史上最大級の甚大な被害をもたらした。同地方の総人口 44 万人の 1割前後の命が奪われ、
384 あった集落の半ば近い 182 が全壊し、うち 33 は全面移転を余儀なくされた。被害総額は 3125
万ドゥカートに達し、当時のナポリ王国の歳入の 2倍を上回った。
前年に創設された「財政最高評議会」に結集する啓蒙知識人たちの提言により、中央政府は「教
会財産管理公団（Cassa Sacra）」を設立し、同地方の修道院領の没収・売却をつうじて復興資金
の調達に加えて独立自営農民層の創出をも図ったが、売り出された 5万 haのうち買手が付いた
のは 1/4 に過ぎず、売却総額も 155 万ドゥカートに留まった。土地を購入できたのは領主層・都
市貴族層と少数の富裕な農民層に限られ、集約的な果樹栽培を営む農業ブルジョワジーの生成を
促したが、農民大衆の怨嗟を招いた。
《地震以後、カラーブリア人の心中では大転回（rivoluzione）が感じられている》―1792 年に
特命の「王国巡察官」として現地調査に赴いたジュゼッペ・マリーア・ガランティ（1743-1806）
は、こんな観察を日誌に記している。復興のためにガランティが新たに献策したのは、社会経済
的実情に即した（2世紀後に実現する）地方行政区画の改編と、王権の主導下に地方知識人をテ
クノクラート的な名望家として統合する機構「郷士会（Società patriottiche）」の整備とであっ
たが、後者はフリーメーソンの浸透とフランス革命の影響によって急進的な「愛国者協会」へと
変成していく。
フランチェスコ・マリオ・パガーノ（1748-99）もまた 1783 年に刊行した『諸社会の起源・発

達・衰退に関する政治論集』初版の序文で、黙示録的な情景を一挙に現出させた大震災の直後に
《生来の平等の感情が哀れな農夫たちの胸に湧き上がった》と指摘し、富者や有力者たちの驕慢を
戒めていた。著名な刑法学者として 1794 年の「ジャコバン派の陰謀事件」の被告たちの弁護に挺
身したパガーノは、やがて自らも投獄・追放され、1799 年ナポリ革命で帰国し臨時政府の立法委
員長として封建制廃止と憲法案の起草にあたるが、「サンフェディスタ」反革命農民軍の猛攻に
よって僅か半年で潰えた共和国と運命をともにした。
激変した大地と挫折した革命―辛くも生き延びたガランティが回想するとおり、《1783 年の地
震は、この繁栄も終わらねばならぬと自然が我々に警告したかのよう》であった。

（大会プログラムより転載）
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二つの巨大地震と 18 世紀の幕開け

磯　田　道　史（静岡文化芸術大学）

日本の 18 世紀は、二つの巨大地震で幕を開けたといっていい。1703 年の元禄関東地震と 1707
年の宝永地震である。
元禄関東地震は、小田原を壊滅させ江戸に大被害をもたらし、その津波は鎌倉や房総を襲って、
遠く東海地方の新居宿を洗い流し、紀伊半島にまで達した。この大地震によって「元禄」は終わ
りをつげた。京都に被害のない東国の地震津波被害によって改元がなされたことは、ようやく、
この 18 世紀から日本国が地震被災において東西一体となってきたことを示している。4年後、南
海トラフが連動した超巨大地震が発生した。宝永地震である。大坂まで襲ったこの地震の津波の
巨大さは言語に絶する。この津波の恐怖によって鈍化しつつあった17世紀の干拓による低湿地の
大開発時代は終わりにむかう。日本史においては、二つの地震が 17 世紀と 18 世紀を画している。
日本史において 18 世紀は「記録の世紀」といわれる。あらゆる現象が精密に記録されはじめた
時代であり、1498 年の明応地震は宝永地震よりも巨大であったと考えられるが記録がいたって少
ない。その意味で、宝永地震は人類がはじめて精密に記録した超巨大地震であるといえるかもし
れない。
本報告では、18 世紀初頭の二つの巨大地震の「揺れの特徴」を 18 世紀人がどのように記録し

たかを示したい。具体的には、解読が難しい鹿島神宮の大宮司家文書などから、報告者が発見し
た新出の歴史地震史料などから、18 世紀人の地震記述の問題を論じる。
17 世紀に完成された地震記録文学としての浅井了意「かなめいし」（1662 年、寛文京都地震に

取材）が登場する。しかし、まだこの段階では、科学的客観性をもった揺れの記述とはいえない。
時間単位に分も秒もなく、近代的震度計もなかったからである。しかし、18 世紀初頭の二つの巨
大地震から、日本人は、客観的な震動時間の記述をはじめる。近衛基熈の日記「基熈公記」あた
りから地震についてのある種の客観性・科学性をもった記述がみられはじめるが、このことにつ
いても論じたい。
揺れについての史料の記述が詳しくなれば、例えば、複数の地震の揺れの特徴を自分の経験に
基づいて比較したり「大地震二度」などと記述されていれば、われわれはその地震を引き起こし
た地盤の割れかたについて貴重な情報が得られる。
18 世紀あたりから日本人は、彼らなりの客観性でもって地震を記録しようとしはじめた。18 世
紀人のこの科学性のおかげで、われわれは、元禄関東地震は 3分間、宝永地震では 10 分間の揺れ
であったことを知ることができるのであり、18 世紀人がのこした遺産と警告は、はかりしれない
重みをもって、われわれの前に存在している。

（大会プログラムより転載）
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論文

多様な趣味の調停者としての理想的モデル
─ ディドロの 1767 年の『サロン』序文の批評的意図 ─

Le modèle idéal comme le réconciliateur des divers jugements : 
la stratégie critique dans le préambule du Salon de 1767 de Diderot

吉　成　　　優 （Yu YOSHINARI、東京大学大学院）

Résumé

Dans le préambule au Salon de 1767, Diderot explique sa théorie du « modèle idéal » comme 

procédé de création artistique. Les chercheurs modernes notent qu'il l'a déjà mentionné par 

bribes dans les années 1750 et décrivent la formation de cette théorie esthétique. Cet article 

ne va pas réfuter ces études rétroactives, mais seulement faire la remarque que les écrits sur 

le modèle idéal de la première période figurent toujours dans le contexte de l'accord ou le 

désaccord des divers goûts comme un seul point d'accord et qu'il existe une survivance de la 

conscience de cette problématique dans le texte du Salon de 1767. Il a mentioné, dans l'article 

« ADMIRATION » de l'Encyclopédie （1751）, qu'il faut que « ces modèles soient d'une beauté 

universellement convenue » et, dans son discours De la poésie dramatique（1758）, que pour 

bien juger, il faut se former le modèle idéal comme « mesure invariable ». Dans le Salon de 

1767, il n'assimile le modèle idéal ni aux chefs-d'oeuvre antiques, ni aux modernes, il le situe 

toutefois au-delà de tous les ouvrages comme il l'a écrit auparavant. Il a la même conscience 

de la diversité des goûts et, par conséquence, nous pouvons regarder le modèle idéal comme le 

réconciliateur des divers jugements.

序

今日においてディドロ（Denis Diderot, 1713-841）は、哲学者としてのみならず最初期の近代的
な美術評のひとつ『サロン Salon』（1759-1781）の著者としても知られている。しかし、『サロン』
の執筆に着手する以前の 50 年代においては、二つの演劇論を除けば美学・美術論の分野では寡作
であった。そのため、50 年代以前の著作をもとに 60 年代以降の美学理論の成立を跡づける作業
は研究史の中でも主要な論点のひとつを成してきた。本稿で取り上げるディドロの「理想的モデ

1　ディドロの著作からの引用は以下の全集本および書簡集による。訳文はすべて拙訳であるが、邦訳のあるものは
参照させていただいた。Œuvres complètes, édition critique et annotée par J. Fabre, H. Dieckmann, J. Proust, J. 
Varloot, Paris, Hermann, 1975- [DPV] ; Correspondance, recueillie, établie et annotée par G. Roth et J. Varloot, 
Paris, de minuit, 1955-1976, 16 vols. [CORR]



－ 17 －

ルmodèle idéal2」説も、1767 年の『サロン』の序文の中で初めて美術論として主題的に論じられ
ることになるが、50 年代以前の著作の中にも散見される述語であるため、その成立過程の分析は
同じ問題系の中に位置している。
67 年の序文の「理想的モデル」説とは、古代彫刻や人体模型の研究に傾倒しがちな藝術家を戒

め、自然の弛まぬ観察と、それによって形成される内的な「モデル」の模倣を説く理論である。
しかし他方で同説がまた、ヴィンケルマン、バトゥー等、先行する著述家たちの説く「理想美」
の理論と同様に3、ベルヴェデーレのアポロン像やメディチ家のヴィーナス像のような古代彫刻を
念頭に論じられたものであることも疑い得ない。研究史の中で度々指摘されてきたとおり、67 年
の序文のもつこの二つの性格は矛盾しあうものではない。寧ろ、古代彫刻の安易な模倣を戒める
ことと、自らに先立つ古代人をもたず自然を真摯に観察し得たギリシアの藝術家を称揚すること
とは序文の中で高度な一致を見るものであった。なるほど、67 年の序文と同時期に交わされた
ファルコネとの論争書簡（1765-67）においてディドロは古代擁護の立場に立ってはいるが、この
点でディドロはケーリュス伯爵のような「古代人の模倣」を教条的に説く古代狂 anticomanieの
愛好家からも一線を画していたといえるだろう。
ところで、「古代」をめぐるディドロの様々な記述の中に、古代と近代との両者に対して「調停
的」な態度を認める研究に先鞭をつけたのは Troussonである 4。しかし「理想的モデル」の理論
に関していえば、彼自身認めるとおり Troussonの研究は「ごく手短か」になされているにすぎ
ず、Drostはこうした見地からの「理想的モデル」論の再読の必要性を説いている。「理想的モデ
ル」を「天才の個人的表現」と解することで同説を近代的な「天才」の美学に収斂させる Drost

の読解は5、ディドロの論述の内に古代と近代とを調停する視点を認めようとする意図から出発し
つつも、彼の古代派としての立場を過度に矮小化するものであり、同時にそこには解釈上の問題
が指摘されなければならない。これに対して、本稿は〈古今において未だ達成されざる極点とし
ての「理想的モデル」が、教条主義的な古代の絶対的優位を相対化する視座のもとに構想されて
いた〉という読解の可能性を提示することで、Drostとは別様の、より穏健な仕方で、67 年の序
文のうちに古代派と近代派とを調停する立場を読み取ろうとするものである。

2　modèle idéalの語については、これまで「観念的モデル」「理想的モデル」など複数の訳語が提案されてきた。
藝術家の心中におけるモデル形成のプロセスに注目する場合は「観念的」、あらゆる現実の対象と比べて最も美しい
とされるその価値的側面を論じる場合には「理想的」と訳されることが多い。本稿では後者の価値的側面を改めて
強調するために「理想的モデル」の訳語を用いるが、そのことはディドロの「理想的モデル」説の主眼がモデル形
成の観念的プロセスに存することを否定するものではない。また、この idéalの語の多義性について佐々木は、「模
倣の対象としてのモデルを形容するかぎり、それは「観念的」か「理想的」である」とした上で、さらに「理念的」
と訳されるべき形而上学的な側面もまた存することを指摘し、多くの箇所で複数の訳語を併記している。Voir 佐々
木健一『ディドロ『絵画論』の研究』, 中央公論美術出版 , 2013, p. 642.
3　ディドロに対するヴィンケルマンの影響については次の Chouilletの研究を参照。Voir Jacques Chouillet, La 
formation des idées esthétiques de Diderot, 1745-1763, Paris, A. Colin, 1973, pp. 486-8. また、バトゥーの理論との
親近性についてはとくにMantionによる論考が詳しい。Voir Jean-Rémi Mantion, « Variation sur la « belle 
nature » : Remarques sur un paragraphe des Essais sur la peinture de Diderot », « Pour décrire un Salon » : 
Diderot et la peinture, 1759-1766, 2007, pp. 43- 61.
4　Raymond Trousson, « Diderot et l'antiquité grecque », Diderot Studies, t. 6, Genève, Droz, 1964, pp. 215- 245. 
ディドロと古代をめぐる比較的最近の研究としては Goulbourneを参照。Voir Russell Goulbourne, "Diderot and 
the ancients", New Essays on Diderot, Cambridge Univ. Press, New York, 2011.
5　Wolfgang Drost « Le Regard intérieur: Du Modèle idéal chez Diderot », Le Regard de l'objet : Diderot critique 
d'art, Heidelberg, C. Winter Universitätsverlag, 1989, p. 70.
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67年の序文の中にこの調停的な意図を読み取ることの根拠は、50年代の複数の著作の中で、「理
想的モデル」の概念が多様な趣味判断の一致点ないし調停者として援用されていた事実に求めら
れる。そのため、以下ではまず 51 年の『百科全書』第一巻 項目「感嘆」、第二巻 項目「美」に
おいて、「理想的モデル」や「想像的生命体」といった非現実の対象が、その美に関する「普遍的
な賛同」や「意見の一致」を認められるものとして言及されていることを指摘し（第一節）、次い
で、58 年の『劇詩論』においては「理想的モデル」概念に調停的意図が託されていたことを確認
する（第二節）。その上で、67 年の序文の「理想的モデル」説の具体性の希薄さや、範例となる
作品が殆ど挙げられていないという著述上の特性に着目し、その点に 50年代の著作に見られるよ
うな調停的な意図の反映として、古代と近代との対立を相対化する視点が認められることを明ら
かにする（第三節、第四節）。紙幅の都合上、50 年代の「理想的モデル」概念と 60 年代における
それとの間の差違について詳論することはできないが、多くこれまでの先行研究が 60年代以後の
「理想的モデル」説の萌芽を 50 年代の著作の内に遡及的に読み取ろうとしてきたこととは対照的
に、本稿では、50 年代の「理想的モデル」概念に託された調停的意図が、どのように形を変えて
67 年の「理想的モデル」説に表われてくるか、という点の解明を試みる。

1．「理想的モデル」「理想的人間」と趣味判断の多様性

まずは、ディドロが最初に「理想的モデル」の語を用いた『百科全書』第一巻（1751）の項目
「感嘆ADMIRATION」の用例をごく手短かに確認しておきたい 6。この短い項目の中で、ディドロ
は、「感嘆は矮小な精神の印である」とするサン＝テヴルモンの見解を部分的に批判しながら、感
嘆が寧ろ「精神の偉大さと魂の美の尺度となる」ような場合もあると説いてる。ディドロによれ
ば、感嘆することが許容されるのは「提示された事物を関係づけられるようなモデル」によって、
それが感嘆に値するという確信が得られる場合である（DPV, V, 227）。つまり、比較のための参
照項としてモデルを措定し、目の前の事物がそれと比べてなお賞賛に値するものであるとき、人
は正当にも「感嘆」することができる、というわけだ。さらに、この考えを突き詰めた結果とし
て、驚かせることが極めて困難な人士とは「形而上学によって被造物を超えた高みへと至った
人々、創造された存在が常にその下位に属するような理想的モデルmodèle idéalを己の内に有し
ている人々」だという見解が導かれ、そのことを指摘してディドロは同項目を結んでいる（ibid.）。
この項目「感嘆」の中では「理想的モデル」の内実や形成について、「このモデルは普遍的な賛同
を得られるほどに美しいものでなければならない」ことと、それが何らかの仕方で「形而上学」
に関わるとされていることを除けば、何も語られていない。しかしそれでも、このディドロの見
解は、個別的な「被造物」の美を超えたところに「理想的」な極点を想定し得るということを可
能性として前提しているということはできるはずである。
同様の発想は『百科全書』第二巻（1751）の項目「美 BEAU」にも見られ、さらにそこでは趣

6　Chouilletは、この項目を「理想的モデル」の語のディドロによる最初の用例と同定し、この点に言及していな
い Beravalを批判しつつも、アスタリスクの項目の扱いについては慎重になる必要があることを説いている。彼は
この項目「感嘆」をディドロ自身に帰することの根拠として『哲学断想』との「アナロジー」を指摘しているが
（Chouillet, op. cit., pp. 362）、そこで示されている読解は、この時点ではディドロの「理想的モデル」もバトゥーと
同じく純化された自然にすぎなかったという理解に留まっている（402-3）。Cf. Yvon Belaval, L'esthétique sans 
paradoxe de Diderot, Paris, Gallimard, 1950.
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味の多様性について論じる中で、同じく非現実の対象の次元での、人々の趣味判断の一致の可能
性が説かれることになる。ディドロは同項目の主題をなす「関係の知覚」という美の定義につい
ての論じ終えてから 7、残りの部分を「人々が美についてもっている種々の意見の起源の究明」に
充てている（DPV, VI, 165-171）。彼は慣習や教育、知識の多寡など十一ある「判断の多様性の起
源」について言及した後、「それでは一体、自然のうちで、その美に関して人々が完全に意見の一
致を見るものとは何だろうか。植物の構造、動物の生体機構、あるいはこの世界だろうか」と自
問する（170）。しかし即座に、このような目的論的に捉えられた自然美を無批判に賞賛する態度
とても、神という「製作者の名前だけで作品の完全性を推論してしまう」権威主義的な過ちであ
るとして、「判断における十二番目の多様性の起源、いや、多様性というよりも誤謬の起源であ
る」と結論づける（ibid.）。項目「美」の中でディドロが「理想的な人間」の概念に言及するの
は、まさにこの「十二番目の多様性の起源」について言及された直後である。

純粋に想像的な生命体、例えばスフィンクスやセイレーン、パーン、ミノタウロス、理想的
人間などについては、その美に関して意見が分かれることが少ないように見える。しかしこ
れは驚くにはあたらない。これらの想像的生命体は確かに、実在する生命体の内に認められ
る関係に従って形づくられてはいるが、それが似ているはずのモデルは自然のあらゆる産物
の間に散らばっており、まさしくどこにでもあり、どこにもないからである。（DPV, VI, 170-
1）

ディドロは「その美に関して意見が分かれることが少ないように見える」ものとして、スフィ
ンクスやミノタウロスのような「純粋に想像的生命体 êtres purement imaginaires」を挙げ、そ
のひとつに「理想的人間 homme idéal」を数え入れている。Bukdahlをはじめ多くの注釈者は、
この短い一節を後の「理想的モデル」説を準備するものと見做してきた 8。本論はこうした遡及的
な読解に対して異論を差し挟むものではないが、ここではいまひとつ重要な点として、ディドロ
が挙げる第三の多様性、すなわち「模倣藝術における趣味と判断の多様性」という議論に触れて
おきたい。ディドロによれば、藝術作品の中で人物を再現する際の大きさについては、どの程度
のスケール échelleが最も適切であるか、我々は決して知ることはできない。このスケールにつ
いての判断は、再現された事物の鑑賞に際して、どれだけ外的な事物との大きさの差違を念頭に
置くかという関係づけの多寡に応じて関数的に変化するためだ。ディドロはここから、著名な藝
術家たちの間でもこのスケールという点で価値観の偏差が見られるという。「巨匠たちはスケー
ルがやや小さすぎることよりはやや大きすぎることの方を好んだものの、彼等のうちの誰一人と
して同一のスケールを用いなかった」（DPV, VI, 167）。第四節で改めて取り上げるが、この「巨
匠たち」の好みという問題意識は、藝術家の個別様式という意味での「〔よい意味の〕マニエー
ル」の問題というかたちで 60 年代の美術論の中に組み込まれていくことになり、巨匠たちが心中
に形成する「理想的＝観念的モデル」と、その模倣によって形成される個々の作品との間の偏差
の根拠となっている。

7　「関係の知覚」については、とくに次の冨田の研究を参照。Voir 冨田和男「ディドロにおける「関係の知覚」と
「美」」, 『早稲田大学高等学院研究年誌』, Vol.42, 1998, pp. 61- 73.
8　Else Marie Bukdahl, Diderot, critique d'art, tr. du danois par J.-P. Faucher, Copenhague, Rosenkilde et 
Bagger, 1980, I, p. 427.
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ここまで見てきたように、項目「美」においてディドロが「理想的人間」に言及するのは、「巨
匠たち」の個別様式も含めた趣味の多様性について論じる文脈の末尾においてであった。そして、
そうした多用な判断の中で例外的に見解の一致を期待できる事例として「理想的人間」を含む「想
像的生命体」が取り上げられている。この「判断の多様性」の問題は次に検討する『劇詩論』の
最終章において再び取り上げられ、さらにそこでは「理想的モデル」には調停者としての役割が
求められることになる。

2．調停者としての「理想的モデル」

1758 年に出版された『劇詩論 De la poésie dramatique』の最終章「作家と批評家について」で
は、「アリスト」という人物に仮託して「作家と批評家」の「範例 exemple」（DPV, X, 329）が提
示されることになる。このときアリストの独白が出発点としているのが、ここまで見てきた価値
判断の多様性という問題である。アリストによれば「おそらく、全人類を見渡しても、わずかな
点でも似通った二人の個人は存在せず」、人々は身体組成や精神のあり方、習慣や環境といった
様々な点で相互に異なっているという。ここから彼は問う、「ならば二人の人間が厳密に同じ趣味
をもつとか、真・善・美について同じ考えを抱くということが、どうして可能だろうか。生活の
差異と出来事の多様性だけでも、判断のうちに差異と多様性を持ち込むには十分である」（423）
と。『劇詩論』において「理想的モデル」を形成する必要性が説かれるのは、こうした判断の多様
性を調停する判定者として援用するためであった。

各人が己自身をモデルとし、判定者とする限り我々の論争にきりがつかないのは確かだ。（...）
このことだけでも、己の外部に尺度、基準を求める必要性を感じさせるに十分であろう。（...）
しかし、この求めてはいるが私に欠けている不変の尺度はいったいどこで得られよう
か ......私が抱く理想的人間の中だろうか。私が彼に事物を提示すると彼は判定を下し、私は
その忠実な谺となるに留まるような理想的人間の内にそれは見出されようか。（DPV, X, 424）

見られるように、アリストは「己の外部に hors de moi」基準を設定する必要性から、自分が
その「忠実な谺」となり得るような判定者として「理想的人間 homme idéal」を構築することを
自らに課している 9。続けてアリストは「私が求める理想的モデルは私自身と同様にひとつの複合
体である」といって、古代彫刻を出発点に選び、その彫像の形態に「完全な器官」と「すべての
美質」を与えていくことで「一般的理想的モデルmodèle général idéal」の構築を試みる。

この彫像を用いて、これに命を吹き込もう ......この彫像に人がもち得る限り最も完全な器官
を与え、死すべき人間のもつすべての美質を付与しよう。そうすれば、我々の理想的モデル

9　ここで「理想的人間」が声を発して、その判決を述べる絶対的な存在であるかのように構想されている点は、（『俳
優についてのパラドクス』で説かれる名優による「理想的モデル」の模倣がこれに類するものであることを除けば）
他の著作には見られない『劇詩論』に特有の傾向である。このモデルに声が与えられていることの理由について本
稿の中で詳細に論じることはできないが、少なくとも、『劇詩論』の最終章では趣味や美の問題に加えて、ただモデ
ルを観想するだけでは答えの得られない真や善に関する判断も問題にされている点が「理想的人間」に発語が求め
られることの一応の説明となるはずである。
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は完成するだろう ......恐らくは ......しかし、いったいこの研究と労苦はどれほどのものとな
ろうか。生理と自然と精神についていったいどれほどの知識を得なければならないだろう。
（...）それゆえ、全き真、全き善、全き美たる理想的モデルは得られるかもしれないが ......し
かし神々が私にその叡智を与え、その永遠の生を私にも許すのでもない限り、この一般的理
想的モデルは構築不可能である。ここにいたって私は、抜け出そうとしていたもとの混迷に
再び陥ってしまった。（DPV, X, 425）

アリストは古代彫刻に対して生命と能力とを付与していくことによって完全な人間としての
「一般的理想的モデル」を構想するが、ただちにそれは、神ならぬ人の身にあっては「不可能」な
試みであるとして斥けられている。この困難に相対して、彼は「状況＝境遇 condition」という劇
作の理念を頼りに解決策を模索する。すなわち、特殊な職業ごとのモデルを繰り返し形成し、絶
えずそれを参照することで、漸進的に一般的モデルへと近づいていくという方策を取るのであ
る。

文人は最も完全な文人の理想的モデルをつくり、この人物の口を通して他人や自分の作品を
判定すればよい。哲学者も同じ方法にならえばよいのだ ......このモデルにとって善くかつ美
しく見えるものはすべて、善くかつ美しいものだろう。このモデルの目に虚偽、悪、歪曲と
映るものはすべてそうなのだろう ......これこそが彼の決断の器官である ......理想的モデル
は、人がその知識を増せば増すほど、より大きく、厳格なものとなろう ......真、善、美につ
いて等しくよく判断し得る者など存在しないし、また存在し得ないのだ。そうだ。もし、趣
味ある人といって、完全無欠な理想的モデルを己の内に有している人物が想定されているの
だとすれば、それは虚妄〔＝キマイラ chimère10〕である。（DPV, X, 426）

「一般的理想的モデル」の構想は不可能であっても、自己の職業の特殊な「理想的モデル」なら
ばまずは構築可能である。さらにアリストは他の職業のモデルもまた、その職業の特性をなす
人々の外形を観察、研究することで、ひとつひとつ心中に形成していくことができると説いてい
る。例えば「研究は文人の背を丸くする。訓練は兵士の足取りを確固たるものとし、頭をまっす
ぐと立てる」（426）。この習慣による身体組成の変形の観察を指して彼は「私が専心すべき第二の

10　この chimèreという形容は直接的には、「一般的理想的モデル」が構築不可能であることを意味するものと思わ
れるが（小場瀬卓三はこれを「よしなき夢」と訳している（『演劇論』, 1948, p. 189））、ディドロの「理想的モデル」
概念と「キマイラ的なもの le chimérique」との関係自体が重要な論点をなしていることもまた事実である。第一節
において見たとおり、項目「美」において「理想的人間」はミノタウロスやセイレーンのような「想像的生命体」
のひとつとして数え上げられていた。しかし、67 年の『サロン』の序文においては、ディドロは「理想的モデル」
とキマイラとを区別する視点を提示している。「美の観念的モデルを、真の線を踏み越えてしまうと、キマイラ、ス
フィンクス、ケンタウロス、ヒッポグリフ、パーン、あらゆる混淆された自然を造り出すことの方へと容易に飛び
出し得てしまい、これに足が届かなければ、生命の様々な肖像画を、戯画を、奇形〔＝怪物〕を、グロテスクなも
のを造り出すことの方へと落ち込んでしまう可能性がある」（DPV, XVI, 70）。67 年の序文の中でディドロが「キマ
イラ的なもの」から「理想的モデル」を区別する理由は、「理想的モデル」がキマイラのように異なる生物同士の結
合によって造られるものではなく、有機的な連続性をもつものとして構築されなければならないと説かれているこ
とによっている。この『劇詩論』の chimèreという語を「キマイラ」と読み、そこに積極的な意義を認める研究と
しては次に大橋の研究を参照。Voir 大橋完太郎『ディドロの唯物論―群れと変容の哲学―』, 法政大学出版局 , 2011, 
p. 67.
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研究」と呼び、哲学者にして作家、批評家たらんとする自己に必要な研究に取り組んでいく。そ
うして、先の引用に見られる一文「理想的モデルは、人々がその知識を増せば増すほど、より大
きく、より厳格なものとなろう」と呼応するように、「アリストは歴史、哲学、道徳、科学、そし
て藝術に専心し、齢五十五にして有徳の人、学識ある人、趣味ある人、大作家、そして卓越した
批評家になった」と書いて、ディドロはこの『劇詩論』を結んでいる（427）。
以上に見てきたとおり、『劇詩論』の「理想的モデル」説は古代の彫刻家の制作と劇作の手法を
立論のよすがとしながらも、やはり価値判断の問題を主題としており、そこで「理想的モデル」
は調停者として構想されている。なるほど、67 年の序文の「理想的モデル」説においては、制作
論という主旨のためにこの価値判断の多様性という論点が少なくとも主題的に展開されること
はないが、次節以降で考察するとおり、そこにも同様の問題意識が潜在しているということがで
きるはずである。次節においてまずは、この 67 年の序文の「理想的モデル」説の定義を簡単に確
認しておきたい。

3．67 年の序文における「理想的モデル」の定義

上述のとおり、1767 年の『サロン』の序文では、制作論としての「理想的モデル」説が論じら
れることになる。この序文において、ディドロは「美」を体現するものとして再び一般的「理想
的モデル」構築の必要性を説いているが、『劇詩論』とはやや異なる仕方でこれを定義している。
ディドロはまず、仮に現実の最も美しい人物を模倣したとしてもそれは個人の肖像に過ぎず、

「美を再現した」ことにはならないと主張する（DPV, XVI, 63）。つまり、現実のモデルは「美」
を体現するものとしては限界づけられているということだが、そのことの根拠は、実在する人間
は身体機能の日常的・習慣的な行使によってその身体組成が「変異」しているという点に求めら
れている。

認めたまえ、あらゆる存在、とくに命あるものは、生きる中で規定された機能 fonctionsと
情念を有していること、それを行使し、時が経つことで、その機能は不可避的に身体組成の
全体にわたって変異を引き起してしまい、変異を見て機能〔＝職能〕がわかってしまうほど
それが際立っている場合さえあるということを。（DPV, XVI, 65）

ディドロによれば、現実の人間は誰しも日常的な労働や個々人が有する情念が身体に及ぼす影
響を免れえず、この影響は微細ながらも確かに全身に波及していくという。そして、この「変異」
は最も望ましいプロポーションの美を毀損してしまうとされることから、「第一のモデル」と見做
しうるような個体は現実世界に「全体として」のみならず「部分としても」存在し得ないという
見解が導かれる。ここから、ディドロは最も美しいモデルはただ藝術家の心中にのみ求められな
ければならないという結論に至る（DPV, XVI, 65-6）。この理論を補足するために、ディドロは自
筆稿の余白にプラトンの『国家』編を援用した議論を書き加えている 11。それによれば、画家が現

11　この自筆稿への加筆については、Seznecによる校訂版『サロン』の Note（« Note sur le texte », Diderot Salons, 
t. 3, 1963, pp. 346-354 ; 初出は Cahiers de l'Association Internationale des Etudes Françaises, No. 13, 1961, pp. 
331-338）と、佐々木『ディドロ『絵画論』の研究』第二編 第三章「書き手としてのディドロ」の中の「『一七六七
年のサロン』の自筆稿」（pp. 720-723）が詳しい。
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実の個物を（部分、全体とを問わず）忠実に描くとき、「彼は美しい女性と真実から遠ざかること
三番目にある τρίτος ἐστὶ ἀπὸ τῆϛ καλῆϛ γύναικος καὶ ἀληθείας」という（DPV, XVI, 64）。研究史の中
で度々指摘されてきたとおり 12、このパラフレーズは引用元である『国家』第十巻の中で説かれる
模倣論から少なからず乖離するものであるが、それでも、ディドロが自身の「理想的モデル」説
と『国家』編の議論との間に、最も美しいモデルが現実の世界に存在し得ないという点で親近性
を見出していたこともまた事実であろう。
このように身体の「機能」は、その行使が実在するモデルの美を毀損するという理由から、ま
ずは否定的な契機として導入される。しかし、同時に 67 年の序文の議論の根底には〈人体の美は
身体機能の合目的性によって基礎づけられるときにこそ、見かけだけのものではなく真なるもの
となる〉という確信が存することもまた、ここで確認しておかなければならない 13。人体の美を形
態の合目的性によって説明しようとするディドロの態度は、彼の著述家としての出発点となった
シャフツベリの自由訳『真価と徳についての試論 Essai sur le mérite et la vertu』（1745）の註に
おいて既に認められる（「美しい男とは、その最もプロポーションの整った四肢が生体の機能
fonctions animalesを果たすために最善の仕方で協働するような男をおいて他にない」（DPV, I, 

324）14）。その限りで、人体の美に関する機能主義的な態度はディドロ美学に通有する論点であっ
たと見るべきものである。この〈形態と機能との一致〉と、先に見た〈労働による身体の変異〉
という二つの視点から、彼は次に引用する「理想的モデル」の定義を導き出す。

もし、今しがた君に語ったことが正しければ、男性ないし女性の最も美しく、最も完全なモ
デルとは、あらゆる生体の機能にこの上なく適しており、それでいて、一度もその機能を行
使することなく、十分に成育しきった年齢に到達した男性ないし女性であろう。（DPV, XVI, 

68）

後者の規定は前者のそれに比べれば自明である。機能の行使が身体の美を何らかのかたちで毀
損し、さらにそれが見えない仕方で全身に波及するものである以上、「理想的モデル」は「一度も
その機能を行使」したことがないような人間でなければならない15。この後者の規定がまずはモデ
ルの観念性という契機に対応するものであることは、先にも触れた「変異」の理論からも明白で
ある。しかし、定義の前半部分の「あらゆる生体の機能にこの上なく適している」という規定に
ついて、それではここでいう「生体の機能 fonctions animales」とは具体的に何を指すのかと問
うならば、その答えとなる内実を 67 年の序文の記述に見出すことはできない。

12　Bukdahl, op. cit., p. 425 ; Mantion, op. cit., p. 49.
13　「理想的モデル」説の有する機能主義的な側面については以下の青山の二つの研究を参照。Voir 青山昌文「ディ
ドロの Salon de 1767における〈理想的モデル〉論について」, 『美学史研究叢書』, Vol. 7, 1982, pp. 79-102 ; 「ディド
ロ美学における自然・関係・機能―その最初期の光芒を中心として」, 『思想』Vol. 724, 岩波書店, 1984, pp. 267- 81.
14　この註では、スフィンクスやヒッポグリフのような架空の生命体も身体各部の形態の合目的性に従って描かれ
るべきことが、現実の「美しい男」の身体組成によって引証されているが、ここで挙げられている「美しい男」に
は「理想的＝観念的 idéal」という契機が認められないことは強調しておかなければならない。
15　私見によれば、この「機能の行使」による影響という問題も、例えば項目「人間」などに見られる彼の人体の
組成に関する見解と引き比べると 67 年の序文のテクストだけでは必ずしも十分に説明し尽くされているものとは
いえないが、ここではこの問題を掘り下げて考察することはせず、少なくとも序文の記述から確実に読み取ること
ができる範囲内に理解をとどめておきたい。
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節を改めて序文の記述の具体性の希薄さという問題の考察に移る前に、この「生体の機能」に
よる人体の美の根拠づけという点について付言しておきたい。それは、この人体の美における〈形
態と機能との一致〉という考えは、60 年代のディドロにとって趣味判断の多様性の問題と密接に
結びついていたということだ。そのことは、次の 1762 年 9 月 2 日付けのソフィー・ヴォラン宛の
書簡の一節に端的に表われている。ディドロは人体の美について論じる中で、人間の「顔」につ
いての判断が「恣意的であるように見える」という意見に対して、以下のように反論する。

この種の事柄についての我々の趣味の多様性がどれほど大きかろうとも、それは説明のつく
ことだ。この点で真実の趣味と誤った趣味とは弁別可能であり、それらを明示することもで
きる。これらの判断を健康や生体の機能に結びつけてみれば、常にその理由がわかるだろう。
（CORR, IV, 128）

ディドロによれば「顔」についての人々の判断は、どれほど多様であっても恣意的なものでは
なく、「健康」や「生体の機能」に鑑みることで客観的な根拠を呈示することができる。彼がここ
で仮想敵としている相対主義的な趣味論への批判は、 67 年の序文と同時期に書かれた『絵画論』
の末尾の一章「全体に関する小さな補論 16」において主題的に論じられることになる（DPV, XIV, 

408-11）。このことから、趣味判断の多様性という 50 年代の「理想的モデル」説に通有する論点
は、67 年の序文の中では明示的に言及されていなくとも、その執筆に際しては少なくとも問題意
識として伏在していたと見ることができるはずである。

4．「理想的モデル」説の調停的意図

人間の身体の美を論じている 60 年代の他の著作―例えばウァトレの『絵画術』への書評
（1760）、先にも引用したソフィー・ヴォラン宛の書簡（1762）、『絵画論』（1766-68）、『サロン』
（1765 年のセルヴァンドーニ評）など―と比べると、67 年の序文の「理想的モデル」説の具体
性の希薄さは際立っている。まず「生体の機能」の内実という点についていえば、ディドロは『百
科全書』の項目「人間 HOMME」において、最も美しい人間に求められる「機能」を「自然状
態」における人間の営みとして説明しており（DPV, VII, 419）、いくつかの箇所でそれを「自己
の保存と生殖」と言い換え、「自己の保存」の例として具体的に「走ること」や「狩りをするこ
と」などを挙げている（CORR, IV, 129 ; DPV, XIV, 373）。
さらにこのことに加えて、序文の「理想的モデル」の輪郭をなぞることを困難なものとし、そ
の茫漠たる印象を拭いきれない理由として、ディドロが論述に際して具体的な藝術家や作品の名
前を殆ど挙げていないということがある。この点についても67年の序文は先に列挙した同時期の
著作と好対照をなしているといえよう。多くの箇所で、ディドロは人間の身体の美を論じる際に、
アンティノウス像やベルヴェデーレのアポロン像、また女性ならばメディチ家のヴィーナス像な
どの作品に言及しており、それらは、まずはプロポーションの美を体現するものとして（DPV, 

XIV, 127, 344 ; XVI, 531）―そして時には「自然の人間」の具体的なイメージの喚起に資するも

16　この章の表題 « Un petit corollaire de ce qui précède » の訳については次に挙げる佐々木の理解に従う。佐々木
健一『ディドロ『絵画論』の研究』, pp. 367-369.
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のとしても（CORR, IV, 129）―援用されている。
こうした中で、次に引用する 67 年の序文の一節は「理想的モデル」を心中に有するとされる藝
術家の名前が挙げられている数少ない例として注目に値する。この引用の後半部分は、以下に見
る調停的意図の問題とも密接に関係するため、少し詳しく見ておきたい。

この〔モデルの〕修正は微細な部分から、さらに細かい部分へ、そしてそこから最小の部分
へと広がってゆき、肖像から、偽りの線から不断に遠ざかり、美の真正の理想的モデルへ、
真実の線へと高まってゆく。真実の線・美の理想的モデル、これが存するのはアガシアス、
ラファエロ、プッサン、ピュジェ、ピガル、ファルコネの頭の中を措いて他にないのだ 17。
（DPV, XVI, 70）

ここに引用した一節は直接的には「理想的モデル」が自然の中に不在であり、ただ藝術家の心
中にのみあることを伝えるものである。しかし同時に、ここでは複数の藝術家が「理想的モデル」
を有していたことが確かに示唆されており、この点に着目した Drostは、まず「ディドロが様々
な時代の藝術家の名前を挙げているという事実からしても、彼のいう「美の理想的モデル」が不
動の美というプラトン的な概念に対応するものでは決してないということがわかるだろう」との
見解を示している。この点については異論を差し挟む必要はないだろう。しかし Drostが、この
様々な藝術家の名前が挙げられている先の引用箇所を序文に度々現れる「天才 homme de génie」
と凡庸な肖像画家との対比に引きつけて解釈し、そこから「理想的モデルとは、したがって真実
を追求する天才の個人的表現 l'expression individuelleである」と結論づけるとき 18、我々はこの
解釈に対して慎重な態度を取らなければならない。「理想的モデル」を指して「表現」という述語
を用いることがディドロの記述に即したものではないということは措くとしても、同じ 67 年の
『サロン』の末尾に付された小論「マニエールについて」の一節を参照するならば、「理想的モデ
ル」を天才の「個人的表現」と見做す Drostの解釈は、ディドロ自身の論述に悖るものであると
結論せざるを得ないためだ19。ディドロは「マニエールという語はよい意味にも悪い意味にも用い
られる」と断った上で、前者の「よい意味」の「マニエール」すなわち優れた藝術家の個人様式
について論じる中で「理想的モデル」と巨匠たちの作品との差異に言及している。

ひとつの原初のモデルがある。これは自然の内にはなく、藝術家の知性の中に漠然、渾然と
した仕方でのみ存在するものだ。最も完全な自然の存在とこの漠然とした原初のモデルとの
間に、藝術家たちが散らばっている帯域がある。そこから、様々な流派に、同一の流派の中
でも卓越した何人かの巨匠たちに固有の多様なマニエール、デッサンの、光の当て方の、彩
色の、ドレープのつけかたの、配置の仕方の、表情のつけ方のマニエールがあらわれる。す

17　引用の末尾に列挙された固有名詞はすべて複数形であるが、ネジョン版全集では単数形に改められている。こ
の箇所を強意複数ととるか、ネジョンに従い単数にして読むかはともかく、いずれにせよ藝術家の作品ではなくそ
の名前として挙げられてることは疑い得ない。
18　Drost, op. cit., p. 71.
19　反対に、序文の次の一節は一見すると Drostの解釈に親和的であるが、この一文の眼目はアカデミスムへの批
判にあり、「美」を体現する「理想的モデル」に複数性を認めるものではない。「美の理想的モデル、真実の線は伝
統的なものではなく、殆どが天才とともに消失し、これがある一時期において、ある人々、世紀、流派の作品の精
神、性格、趣味を形成するのである」（DPV, XVI, 70-71）
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べてよろしい。どれもが理想的モデルに多少とも近似するものである。メディチ家のヴィー
ナス像は美しい。ファルコネのピュグマリオン女像も美しい。ただし、これらは二つの異な
る種類の美女であるように思われる。（DPV, XVI, 531）

この「原初のモデル un modèle primitif20」とは他の箇所には見られない表現であるが、「自然の
内にはなく」「藝術家の知性の中に」のみ存在するという規定は 67 年の序文における「理想的モ
デル」のそれと符合する。したがって、後半の「どれもが理想的モデルに多少とも近似する」と
いう箇所は、〈原初のモデル‐藝術家たち‐最も完全な自然の存在（自然の中で存在し得る限りで
最も美しいもの）〉という位置関係を言い換えたものであり、その差異を生み出す原因が表現上の
「マニエール」の個別性に求められているということになるだろう。つまり、藝術家たちは「知性
の中に漠然と」「原初のモデル」ないし「理想的モデル」を構想するが、実作を通じて具現化され
るそれぞれの作品は、その表現上の「マニエール」の個別性ゆえに「理想的モデル」と同一のも
のではなくて、それに「多少とも近似する」ものとして現れる。もし、Drostのいうように「理
想的モデル」が「天才の個人的表現」であるならば、作者に固有の「マニエール」は、「理想的モ
デル」ないし「原初のモデル」の側に見出されなければならないが、そうした理解がこの一節の
論旨に反することは「原初のモデル」「理想的モデル」が単数で表現されていることからも明白で
ある。そうではなくて、藝術家たちは寧ろその個別性ゆえに、自然の中では最も美しい個物と「原
初のモデル」との間に散らばっているのであり、だからこそ、ファルコネのピュグマリオン女像
とメディチ家のヴィーナス像とがそれぞれ「二つの異なる種類の美女」だということが問題にさ
れるのだ。
この一節に見られる「理想的モデル」の位置づけは、67 年の序文においてモデルの「範例」が

殆ど示されていないことに積極的な理由を与えているように思われる。藝術家たちはその「理想
的モデル」を漠然と心中に抱き、それを模倣し、いかほどか似通ったものを生み出しながらも、
作品として完全にそれを具現化することはできない。つまり、「理想的モデル」とは漸近的に目指
されつつも、未だ実現されざる理想の極点であり、その限りで特定の作品を「範例」として提示
することはできないのである。ディドロが加筆に際してプラトンの『国家』編第十巻を援用し、
それを「私が述べたことの原点にして証左」（DPV, XVI, 76）と見做していたことの理由は、この
モデルの単一性という点にも求められるはずである。
67 年の序文で説かれる「理想的モデル」がいかなる特定の作品にも還元されない極点として理
解されるとすれば、この点に、50 年代の「理想的モデル」概念に認められる調停的な意図の反映
を読み取ることができるのではないだろうか。先に引用した 67 年の序文の一節（「美の理想的モ
デルが存するのはアガシアス、ラファエロ、プッサン、ピュジェ、ピガル、ファルコネの頭の中
を措いて他にない」）も、「マニエールについて」の〈原初のモデル‐個々の藝術家‐自然の中で
は最も美しいもの〉という三者の布置関係のもとで理解されるべきものだろう。序文の中でディ
ドロが様々な時代や地域の藝術家の名前を挙げている事実は「理想的モデル」が特定の時代や地
域の作品に還元し得ないことを示唆しているが、それは Drostがいうように「理想的モデル」が
それぞれの藝術家によって「個人的表現」として実現されるからではなくて、寧ろこのモデルが

20　この語について佐々木は「おそらく、創作の発端にある、という意味で「原初的」かと思われる」と注記し、67
年の序文の中に見られる「第一の」という形容との関連を指摘している（『絵画について』, 岩波文庫 , p. 226 n. 8 ; 
『ディドロ『絵画論』の研究』, p. 634.）。
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どの地域、どの時代にあってもその十全な現実化を見ることはなく、ただ藝術家の「頭の中」に
のみ存するものであるためだ。
なるほど、67 年の序文においては論点が制作論に移っているため、価値判断をめぐる議論は後
景に退き、「理想的モデル」が調停者として声を発することも最早希求されていない。しかし、ま
さにこの論点の移行のゆえにかえって前景化してくる「多様性」がひとつだけあった。それが「マ
ニエール」の問題である。項目「美」においては十一ないし十二ある「判断の多様性の起源」の
ひとつとしてごく手短に言及されているに過ぎなかった「巨匠たち」の好みの問題が、67 年の
『サロン』では「マニエールについて」という小論として独立し、序文の議論を補完する役割を
担っている。その限りで、項目「美」における多様な判断としての「巨匠たち」の好みと判断の
一致点としての「想像的人間」との関係は、作品の個人的な偏差を生む「マニエール」と、それ
らを超える極点に位置する「理想的モデル」との関係に符合している。この類比は、個々の「マ
ニエール」を超えたところに定位される「美の理想的モデル」が、古今の傑作を自らに「近似」
するものとして相対化し、価値的に調停しているという本稿の読解を少なくとも傍証するものと
いえるはずである。単一のモデルと個々の藝術家たちの作品との間の偏差は直接的には表現の個
別的様式としての「マニエール」に由来すると論じられている。しかし同時に、それが巨匠たち
の心中においてなお「曖昧」で「漠然」たるものとされていることに鑑みるならば、その偏差の
原因はまたモデルの観想の段階にも求められよう。67 年の序文の中の「このモデルをよりはっき
りと捉えるほど」、それに従って産み出されるものはよりいっそう「偉大にして稀有、驚嘆すべき
卓越したもの」となるというガーリックに仮託された一節においても示唆されているように
（DPV, XVI, 75）、「理想的モデル」とは漸近的に絶えず目指され続けながらも未だ達成されざる仮
想の到達点であった。

結

以上に見てきたように、50 年代の「理想的モデル」概念はいずれも価値判断を論じる文脈の中
で援用されていた。さらにこれは項目「美」の中では稀有な例外として判断の多様性を超えたと
ころに定位され、『劇詩論』では、人々の多様な判断の調停者としての役割が期待されることにな
る。67 年の『サロン』の序文において「理想的モデル」は個々の藝術家が「漠然」と心中に抱く、
制作ための規範としてのみ論じられていたが、本論の理解によれば、趣味の多様性という後景に
退いた問題は同じ『サロン』の末尾に付された小論「マニエールについて」によって補完されて
いる。その中で提示されている布置関係に即して理解するならば、まず単一の美的な極点として
「理想的モデル」が定位され、次いでそれに「多少とも近似する」ものとしての個々の巨匠たちの
作品が散らばっている帯域があり、そのさらに下に「最も完全な自然の存在」が位置づけられて
いる。この個々の作品を超えた美的な価値の極点という「理想的モデル」の位置づけは 50 年代の
論考において構想されていた、多様な趣味の一致点ないし調停者としての「理想的モデル」のそ
れと一致するものであり、67 年の序文と「マニエールについて」の中で様々な時代と地域の藝術
家の名が挙げられている事実は、この読解を支持するものである。なるほど、例えばロジェ・ド・
ピールにおいて、未だ達成されざる「完全な真実」として絵画の不在の頂点を想定することが、
画家たちの採点表をもって知られる『絵画原理講義』（1708）の端緒となっていたことを考えるな
らば、こうした仮想の極点は決して「論争」を終結させるものとはいえないだろう。しかし、少
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なくとも同じ資格において、特定の地域や時代を絶対視する藝術観を相対化するものとして理解
することはできるはずである。67 年の序文の「理想的モデル」説は新旧論争でいえば旧派の側の
価値原理のみに議論を限定してはいるが、むしろそのことゆえに、67 年のディドロはいわゆる狭
義の美というとりわけ古代ギリシアと強く結びついた価値範疇に関してさえ、その結びつきを相
対化し、教条主義的に「古代人の模倣」を唱導する古代狂の愛好家と、それに対する反動から古
代の作品そのものを攻撃するファルコネ 21 のような藝術家とを、いわば調停する視点を提示して
いたといえるだろう。

21　Weinshenkerによれば、ファルコネの「古代」批判は「古代狂」による干渉への反動に発しているところが大
きい。Voir Anne Betty Weinshenker, Falconet : His Wrintings and his Friend Diderot, Droz, 1966, p. 90-91.
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近世・近代ドイツの解釈学における意味の二分法の歴史的展開
― ダンハウアーからシュライアマハーにかけて

„Die Entwickelungsgeschichte der Dichotomie des Sinnes in der 
neuzeitlichen und modernen deutschen Hermeneutik: 

Von Dannhauer bis Schleiermacher.“

桑　原　俊　介（Shunsuke KUWAHARA、東京大学 Universität Tokyo）

Zusammenfassung:

Die Hermeneutik Schleiermachers（1768-1834）besteht aus zwei Teilen, nämlich aus der 

„grammatischen“ und der „technischen“ bzw. „psychologischen“ Auslegung. Birus zufolge 

stammt diese Dichotomie direkt aus der Dichotomie der „grammatischen“ und „historischen“ 
Auslegung in der Hermeneutik am Ende des 18. Jahrhunderts（z.B. Bauer, Wolf, 

Bretschneider）, und aus der Dichotomie des „sensus litterae“ und „sensus litteralis“ in der 

Hermeneutik des 17. Jahrhunderts（z.B. Dannhauer, Francke）sowie der Hermeneutik der 

deutschen Aufklärung in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts（z.B. Meier）. Allgemein 

gesagt, gründeten sich diese Dichotomien auf den Unterschied zwischen der „Sprache“ und 

dem „Denken“ in der Hermeneutik. Ich glaube, dass diese Dichotomien bis in die Gegenwart 

fast alle als identisch angesehen worden. Doch wenn man sie genau im Detail untersucht, 

ergibt sich, dass sie wohl nicht identisch gewesen sind, sondern im Lauf der Zeit, besonders 

im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der „Sprache“ und dem „Denken“ durchaus eine 

Veränderung erfahren haben. In diesem Aufsatz versuche ich die Vorgeschichte dieser 

Dichotomien übersichtlich darzustellen und die Dichotomie Schleiermachers in diesem 

historischen Kontext genauer zu bestimmen. Es soll dadurch deutlich werden, dass in der 

Hermeneutik Schleiermachers die Funktion des „Denkens“ des Autors nicht nur historisch 

bestimmt, sondern auch als das von der Sprache unabhängige, selbständige Prinzip 

betrachtet worden ist.

序

シュライアマハー（F. D. E. Schleiermacher 1768-1834）の解釈学は、「文法的（grammatisch）
解釈」と「技術的（technisch）／心理的（psychologisch）解釈」という二大部門から構成され
る。前者は、「言語」に即した解釈、後者は「思考」に即した解釈とされる 1。この二分法が、直接

1　例えば以下の箇所を参照のこと。「理解は、言語（Sprache）と観念（Gedanke）へ向かう二つの方向性を有す
る。／ 1、言語とは、言語において思考され得るすべてのものの総体である。というのも言語とは、ひとつの閉じ
られた全体であり、ある特定の思考方式と関係するものだからである。（…）2、どの談話も、話者の観念系列に対
応するものであり、ゆえにそれは、話者の特性、語調、目的に基づいて完全に理解され得る。／前者を文法的解釈
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的には、彼に先立つ18世紀中葉以降の歴史的解釈学における「文法的解釈」と「歴史的（historisch）
解釈」という二分法に基づくこと、さらにはそれが、17 世紀から 18 世紀前半にかけてのプロテ
スタントの聖書解釈学や 17 世紀末以降の啓蒙主義の解釈学に見られる「文字の意味（sensus 

litterae）」と「字義的意味（sensus litteralis）」との対比に基づくことは、ビールス等によって
すでに指摘されている 2。これらの二分法は、端的に言えば、テクストの〈文法的な一般的な意味〉
と〈著者の意図に即した意味〉という二分法に基づくものであるが、先行研究においては、この
二分法の歴史的連続性に関しては言及されるものの、この二分法が実際に被った様々な変容過程
に関しては十分には検証されてこなかったと思われる。そこで本論考では、かなり概説的にはな
るが、この二分法の歴史的展開を、とりわけ宗教改革以降のプロテスタント聖書解釈学（ならび
にそれを含む一般解釈学）の主要な論者に注目しつつ歴史的変遷に即して跡づける。このような
巨視的な概観を通じて、17 世紀以降の解釈学における著者の「意図」という重要な契機の歴史的
展開の一側面を跡づけること、さらにはシュライアマハー解釈学における二分法を、歴史的展開
の中でより明確に際立たせることが可能になると考えられる。

1、17 世紀から 18 世紀中葉にかけてのプロテスタント聖書解釈学と啓蒙主義的解釈学

中世において、「文字の意味（sensus litterae）」と「字義的意味（literalis [sic]）は、いわゆ
る聖書の「4つの意味」の中の、同一の意味を表す名称として用いられてきた 3。だが 17 世紀前半

と呼び、後者を技術的解釈と呼ぶ」（AH 1272）。なお、シュライアマハーの原典は、Schleiermacher, Friedrich 
Daniel Ernst [AH]: Friedrich Schleiermachers “Allgemeine Hermeneutik” von 1809/10, herausgegeben von 
Wolfgang Virmond. In: Kurt-Victor Selge（Hg.）: Internationaler Schleiermacher-Kongreß Berlin 1984, Teilband 
2. Berlin/New York: de Gruyter 1985. S. 1269-1310; ders. [HK]: Hermeneutik. Nach den Handschriften neu 
herausgegeben und eingeleitet von Heinz Kimmerle. Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. Heidelberg: 
Winter 1974（1959）; ders. [HL]: Hermeneutik und Kritik. Herausgegeben und eingeleitet von Manfred Frank. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1977（なおHLのページ数は、慣例に従い Lücke版（Hermeneutik und Kritik. In: 
Friedrich Schleiermacher’s Sämmtliche Werke, Abt. 1, Bd. 7, Berlin: Reimer 1838）に従う）；ders. [ÜH]: Über den 
Begriff der Hermeneutik, mit Bezug auf F. A. Wolfs Andeutungen und Asts Lehrbuch. In: Friedrich 
Schleiermacher: Kritische Gesamtausgabe. Abt. 1, Bd. 11. Herausgegeben von Martin Rössler. Berlin/New York: 
de Gruyter 2002. S. 601-641.
2　Vgl. Birus, Hendrik [1985]: Schleiermachers Begriff der „technischen Interpretation“. In: Kurt-Victor Selge
（Hg.）: Internationaler Schleiermacher-Kongreß Berlin 1984, Teilband 1, Berlin/New York: de Gruyter 1985. S. 
597; ders.: Zwischen den Zeiten. In: H. Birus（Hg.）: Hermeneutische Positionen. Schleiermacher, Dilthey, 
Heidegger, Gadamer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1982. S. 597.
3　「4 種の意味」は、1260 年頃に、アウグスティヌス・デ・ダキアによって作成されたとされる次の二行連句によっ
て代表される。「字義的意味は事実を教え、寓意的意味は信ずべきものを教え、道徳的意味はなすべきこと、象徴的
意味は目指すべきものを教える。（Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid ages, quo tendas 
anagogia）」。例えば麻生によれば「文字（littera）通りの意味は人間の行為、すなわち歴史的事実を、寓意（allegoria）
は何を信ずべきか、すなわち教義的内容を、道徳的意味（moralis）は個々の信者に彼の為すべきこととして何が要
求されるのかを、神秘的・象徴的意味（anagogia）は教会における未来の栄光として何を目指すべきことが許され
るかを示す」（麻生建 [1985]、『解釈学』世界書院、一九八五、三一頁以下）。具体的に例えばルターによれば、「シ
オンの丘は、歴史的（historice）〔＝字義的〕には、シオンに住む民衆を、寓意的には、教会ないし著名な博士や祭
司を、転義的〔＝道徳的〕には、信仰の義ないしその他の優れた行いを、象徴的には、天における永遠なる栄光」
を意味する（Luther, Martin [WA]: Werke. Kritische Gesammtausgabe（Weimarer Ausgabe）, Bd. 3. Weimar: 
Böhlau 1885, S. 11）。
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以降、両者は明確な対比関係に置かれることになる。その経緯を理解するには、まずはそれに先
立つ、初期プロテスタント聖書解釈学における聖書の基本的な意味の分類法を確認しておく必要
がある。
例えば 17 世紀初頭のグラシウス（S. Glassius 1593-1656）は、聖書の意味を「字義的意味

（sensus literalis）」と「霊的意味（spiritualis）」とに分ける 4。「字義的意味とは、原義であれ転
義〔比喩〕であれ、語そのものによって最初に直接的に指示される意味である。（…）神秘的〔＝
霊的〕意味とは、語それ自体によって最初に指示される事物ではなく、その語が指示する事物に
よってさらに指示される事物である」（Gl 349 f.）。このようにグラシウスは、語が事物を指示す
る関係と、そこで指示された事物そのものが別の事物を指示する関係とを区別し、前者を「字義
的意味」、後者を「霊的意味」と規定する 5。両者のこのような記号論的区別は、アウグスティヌス
に由来し 6、トマスによって術語化され 7、プロテスタントに継承されたものだが、このような区別
は、聖書解釈学において、純粋に言語的な論理に基づく解釈（＝前者）と、特殊聖書的な神学的
論理に基づく解釈（＝後者）とを明確に区別することを可能にした。そしてこの区別に基づき、
プロテスタント聖書解釈学においても 18 世紀初頭に至るまで、少なくとも「字義的意味」に関し
ては、世俗の書物と同等の解釈方法（とりわけ論理学や弁論術に即したもの）が適用されること
になる。例えばグラシウスによれば、「字義的意味」は各聖書の「観点（scopus）」、「前後の文章
の連関（cohaerentia）」、「類推（analogia）」といった純粋に言語的・文法的な論理に基づいて解
釈されねばならない（Gl 368）。
またここで重要なのは「字義的意味」がさらに二種類に区別される点である。「原義的

（proprius）字義的意味とは、原義的で本来的な指示に即して捉えられた言葉から生じる意味で

4　グラシウスの原典は Glassius, Salomo [Gl]: Philologia Sacra. Leipzig: Gleditsch 1705（1623-36）.
5　このような記号論的な「字義的意味」と「霊的意味」との区別は、中世全体で共有された伝統である。このよう
な例からもわかる通り、少なくとも聖書の意味の部類に関する限り、宗教改革はカトリックの伝統の多くを踏襲し
ている。宗教改革において「霊的意味」が否定されたかのような誤解があるが、誤りである。むろんルター自身は
「寓意的意味」の存在を明確に否定したことは事実だが（Luther WA Bd. VII, 650）、彼自身、「不可避な必要性
（necessitas inevitabilis）」や「明確な文脈（evidens circumstantia）」に応じて「寓意的意味」を許容している
（Luther WA V, 12 ff., 188, 541）。その結果、プロテスタント聖書解釈においても一般的に「寓意的意味」が容認さ
れ、宗教改革以前の意味の分類法が踏襲されることになる（Vgl. z. B. Köpf, Ulrich: Die Hermeneutik Martin 
Luthers. In: Jan Schröder（Hg.）: Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik ― 
Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie. Stuttgart: Franz Steiner 2001. S. 20）。
6　Vgl. Augustinus [DC]: De doctrina christiana. In: Corpus Christianorum. 32, Thesaurus Linguae 
Augustianae. Eindhoven 1992, Lib. I, Cap. ii. アウグスティヌスはここで、「木」「石」「家畜」といった言葉は、木・
石・家畜そのものを指示するのみだが、聖書においては、例えばモーセが死海に投げ込んだ木（『創』28.11）、ヤコ
ブが首を横たえた石（『出』15.25）、アブラハムがイサクの犠牲に用いた家畜（『創』22.3）など、言葉で指示される
事物そのものが「別のものの記号」となることがあるとする。ただしアウグスティヌス自身が、かかる二重の記号
関係を「字義的意味」と「霊的意味」として術語化した訳ではない。それを術語化したのは、次註に示した通りト
マスである。
7　Vgl.「聖書の著者は神であり、この作者の能力には、指示のために単なる言葉（voces）を提供することのみな
らず（…）さらに、指示のために事物（res）そのものを用いることも属している。（…）この学〔＝神学〕は、こ
のような〔聖書に〕固有の特性、つまり言葉によって指示される事物そのものがさらに別の何かを指示するという
特性を有している。言葉が事物を指示するという第一次的な指示は、第一の意味すなわち歴史的ないし字義的意味
に属す。一方で、言葉によって指示される事物そのものがさらに別の事物を指示するといういまひとつの指示の仕
方は、霊的意味と呼ばれる。霊的意味は、字義的意味の基盤の上に成り立ち、これを前提とする」（Thomas Aquinas: 
Summa totius theologiae S. Thomae de Aquino. Olms: Hildesheim 2000-2003. S. 8.（Lib. I. q. 1. a. 10））。
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ある。（…）比喩的（figuratus）字義的意味とは、転義や変容を通じて（tropice & modificate）
捉えられた言葉から生じる意味である」（Gl 370 f.）。例えばグラシウスによれば「命のパンを食
せよ」（『ヨハ 8』6.22 ff.）という言葉は「キリストを信仰せよ」の「比喩ないし譬え（metaphora）」
（注：「霊的意味」ではない）として理解されねばならない（Gl 371）。ゆえに、時に誤解されてい
るように、「字義的意味」とは単なる「原義」のことではなく、そこには「比喩」等の「転義」が
含まれる 9。また重要なのは、「字義的意味」が、「意図」に基づく意味として規定される点である。
「字義的意味とは、聖書の語りにおいてキリストや聖霊によって最初に意図（intendere）された
意味である」（Gl 370）。ゆえに聖書における「比喩・転義」も、それが聖霊の「意図」に適う限
りにおいて「字義的意味」と見なされる。
　・字義的意味［語→事物］・・・意図に基づく純粋に言語的な論理（原義ないし比喩）
　・霊的意味［事物→事物］・・・特殊神学的な論理
以上、初期プロテスタント聖書解釈学において確認すべきは、第一に、「字義的意味」が「霊的
意味」と記号論的に区別され、前者が純粋に言語的・文法的な問題として扱われ、世俗の書物と
同等の方法が適用される点、第二に「字義的意味」が「原義」と「比喩」とに区別され、「比喩」
も「字義的意味」に含まれる点、第三に「字義的意味」が「意図」に即した意味とされる点であ
る 10。
かかる意味の分類法を前提として、懸案の「文字の意味」と「字義的意味」との対比が生じて
くる。1630 年、hermeneuticaの創設者でもあるダンハウアー（J. C. Dannhauer 1603-66）が、
前述の「字義的意味」（言語的・文法的意味）の内部で、「原義」を「文字の意味」と呼び、それ
を（狭義の）「字義的意味」と明確に対比させたのである 11。すなわちダンハウアーは、『詩編』
（91.13）の「あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり／獅子の子と大蛇を踏んでゆく」という言葉に関
して次のように述べる。「そこで語られたこと（τὸ ῥητόν）つまり文字の意味（sensus literae）と、
そこで考えられたこと（διάνοια）つまり字義的意味（sensus literalis）とは大いに異なる。字義
的意味とは〔聖霊の〕心の中に生じた論理的意味である」（IB § 35, S. 54）。ダンハウアーはこの
ように、言葉の「原義」に基づく意味と、「意図」に基づく意味とを、それぞれ「文字の意味」と
「字義的意味」と呼び、両者を対比関係に置く。
　文字の意味・・・・原義通りに語られたこと：τὸ ῥητόν
　字義的意味・・・・意図されたこと　　　　：διάνοια
むろん厳密に言えば、ここでの「文字の意味（＝原義）」と「字義的意味」とは対立関係にある

8　聖書からの引用はすべて、『聖書 新共同訳』日本聖書協会、二〇〇三に従う。
9　なお、例えばクインティリアヌスの分類によれば、「転義（tropus）」は「比喩（metaphora）」の類概念とされ
る（Vgl. Quintilianus [2001]: Institutio oratoria,（The Orator’s Education）. Edited and Translated by D. A. 
Russell, Lib. VIII. London: Harvard University Press 2001. S. 6, 4 ff., 426 ff.）。
10　なおグラシウスに関しては Danneberg, Lutz: Grammatica rhetorica und logica sacra, vor, in und nach 
Glassius’ Philologia sacra. ― mit Blicken auf die Rolle der Hermeneutik in der Beziehung von Verstehen, 
Glauben und Wahrheit der Glaubensmysterien bei Leibniz. In: C. Bultmann und L. Danneberg（Hg.）: 
Hebraistik ― Hermeneutik ― Homiletik. Die »Philologia Sacra« im frühneuzeitlichen Bibelstudium. Berlin/
New York: de Gruyter 2011. S. 11-297に詳しい。彼はグラシウスにも sensus litteraeが存在するとする。確かにか
かる表現は見られるが、少なくともそれが術語化されることはない。
11　ダンハウアーの原典は、Dannhauer, Johann Conrad [IB]: Idea boni interpretis et malitiosi calumniatoris. 
Strasbourg: Staedel 1652（1630）を用いた。
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ものではない。というのも「字義的意味」は、「比喩」のみならず「原義」でもあり得るからであ
る。むしろここでのダンハウアーは、単に、『詩編』の特定の箇所を「比喩」として解釈すべきこ
とを主張するために、「原義」と「字義的意味（＝ここでは比喩）」とを一時的に対比させたに過
ぎない。
ともあれ、ダンハウアーが「文字の意味」と「字義的意味」とをこのような対比関係に置いた
ことで、彼の解釈学を祖型として形成された 17世紀中葉以降のプロテスタント聖書解釈学におい
ては、この対比が、聖書の最も基礎的な意味の分類を表す術語として定着してゆく。例えば 18 世
紀初頭の啓蒙主義者ランバッハ（J. J. Rambach 1693-1735）には次のようにある 12。「〔聖書の〕言
葉が原義的かつ文法的な指示関係に即して捉えられた場合には、文法的意味が生じる。この意味
は、文字の意味（litterae）とも呼ばれ、ひとえに文法的にのみ（non nisi grammatice）捉えら
れた言葉が、読者の心の中に生み出す観念である」（IH 57: Lib. 1, Cap. 3, §V）。「字義的意味
（litteralis）とは（…）、原義であれ比喩であれ、聖書の言葉そのものに基づいて、聖霊の意図か
ら（ex spiritus sancti intentione）直接的に読者に伝えられる観念である」（Ebd. §VII）。この
ような規定は、同時代のフランケ（A. H. Francke 1663-1727）やバウムガルテン（S. J. Baumgarten 

1706-1757）等にも確認され得る 13。例えばフランケは、「殺してはならない」というモーセの第六
戒 14 の「文字の意味」を、「誰に対しても暴力を下してはならず、誰の命も奪ってはならない」こ
ととし、その「字義的意味」を「兄弟〔同胞〕に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける」（『マタ』
5.21, 22）ことだとする（M II I § 1）。
このようにして、17 世紀中葉から 18 世紀初頭のプロテスタント聖書解釈学において、言語の
一般的な使用法に基づいて決定される「文字の意味」と、「意図」に基づいて決定される「字義的
意味」（原義も比喩も含む）とが明確な術語として聖書の意味の分類の基礎に置かれることにな
る。重要なのは、このような意味の二分法に基づいて、解釈の方法

4 4

における二分法が定着してゆ

12　ランバッハの原典は、Rambach, Johann Jakob [IH]: Institutiones hermeneuticae sacrae. Jena: Officina 
Hartungiana 1725 を用いた。
13　Vgl. Francke, August Hermann [M]: Manuductio ad lectionem scripturae sacrae. London: Downing 1706
（1692/93）.「聖書の釈義的解釈とは、（…）聖霊自身によって意図された字義的意味（sensus literalis）とその探究
および説明にかかわる解釈である。／ここで「字義的意味」と述べたのは、それを文字の意味（sensus literae）と
区別するためである。文字の意味とは、語が、ひとまず原義的で本来的な指示において（inpropria, & nativa sua 
signifincatione）生み出す意味であり、それを解明し得るのは文法的解釈である。（…）〔一方の〕聖書の字義的意
味とは、原義であれ転義であれ、その言葉によって聖霊が第一に表現しようとした（intendit）した意味である」
（M II, I, § 1, S. 49 f.）。また、Baumgarten, Siegmund Jakob [U]: Unterricht von Auslegung der heil. Schrift 
ehemals für seine Zuhörer ausgefertiget. Neue und mit des sel. Verfassers hinterlassenen eigenhändigen 
Zusätzen und Anmerkungen vermehrte Auflage. Halle: Gebauer 1759（I. 1741）には次のようにある。「§13．さ
しあたりある談話の言葉のみによって、談話者の目的に即して（dem Zweck des redenden gemäs [sic]）喚起され
る一連の表象群が直接的な意味（der unmittelbare Verstand）を構成する。それは語義（Wortverstand）あるいは
字義的意味（buchstäbliche Verstand）と呼ばれる〔註には、verbalis, proximusなどと並んで litteralisとある〕。
§14．これらの表象は談話者によって言葉と結びつけられるが、その際その言葉が、通常の第一の本来の意味
（gewönliche erste und eigentliche Bedeutung）を保持しているならば、それは本来の意味（der eigentliche 
Verstand）あるいは文字の意味（Verstand des Buchstabens）と呼ばれる〔註には、proprius, grammaticusと並
んで litteraeとある〕。§15．その際、最初の意味と結びついた別の意味が、談話の目的に即して受け入れられるな
らば、それは非本来的意味（der uneigentliche Verstand）あるいは比喩的意味（der figürliche Verstand）と呼ば
れる」（U I, § 13-15, S. 15 f.）。
14　フランケのテクストでは「第五戒」となっている（M II I § 1）。
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く点である。例えば先のフランケは、聖書の「文字の意味」の解釈方法を、「文法」「歴史」「論理
的分析」等に基づくもの、「字義的意味」の解釈方法を、「観点」「平行箇所」「類推」「状況」等に
基づくものとして明確に区別する 15（e.g. M S. 1, 49 f.）。
　文字の意味・・・原義・文法的指示 ← 文法・歴史・論理分析
　字義的意味・・・聖霊の意図　　　 ← 観点・平行箇所・信仰の類比・状況等
一方で 18 世紀中葉の啓蒙主義者マイアー（G. F. Meier 1718-77）も同様に「文字の意味」と「字

義的意味」という二分法に基づいて、解釈の方法を二分する 16。すなわちそこでは「文字の意味」
が、「著者とは無関係に」「談話それ自体に基づいて」可能な意味の全体（多義的）、一方の「字義
的意味」が、著者個人の「目的」や「状況」によって特定される意味（一義的）として規定され 17

15　例えばフランケが、前者を聖書の「外殻（cortex）」、後者を聖書の「内核（nucleus）」と呼び、前者の解釈を、
後者の解釈のための「準備」と見なすことからも明らかな通り、当時の聖書解釈学においては、「原義」的な「文字
の意味」を特定した上で、それに基づいて「聖霊の意図」に即した「字義的意味」（その多くが「比喩」）を探求す
るという二段階の解釈方法が採られる。
　ただしこれらの聖書解釈における意図の主体には注意が要る。そこでは、基本的に、聖書の「霊感説
（Inspirationslehre）」が採られ、意図の主体は、霊感の源泉である「聖霊」乃至「神」とされる。「聖書の字義的意
味とは、原義であれ転義であれ、その言葉によって聖霊が指示しようと最初に意図した意味である」（M S. 50）。む
ろんそこでは、前述のように「字義的意味」と「霊的意味」とが記号論的に区別され、前者の解釈方法は、純粋に
言語的な論理のみに基づくものとされるが、そこで前提とされる「意図」の主体は、それぞれの聖書を書き記した
個々の「書記者（scriptor）」ではなく、彼らに霊感を吹き込んだ「聖霊（Spiritus Sanctus）」ないし「神」とされ
る。そこでは、聖霊や神が世俗の著者とのアナロジーにおいて極めて形式的に意図の主体と見なされ、唯一の聖霊
の意図に基づくすべての聖書の統一性が前提とされる。
　だが同時に、聖書を複数の主体による語りから構成されるものと見なされ始めていた点は看過されてはならない。
「（1）各聖書の本来の著者は誰なのか、（2）各聖書の著者は、解釈されるべき箇所を自ら語っているのか、つまり自
分自身の見解に即して語っているのか、それとも他者の見解に即して語っているのか、あるいは他者を引用してい
るのか、そうであればそれは神自身なのか、とりわけ〔三位一体の〕どの位格が語っているのか、そうでなければ
それは天使なのか人間なのか、であるならば、彼らは神から霊感を受けた使者なのか、それとも自身の自然な〔世
俗の〕認識を語っているだけなのか（…）」（Baumgarten U § 39）。このように聖書のテクストは、複数の語りの
主体から構成されるものとされる。とはいえここではこのような主体の区別が、「意図」の区別として規定される訳
ではない。そこではあくまでも、聖霊ないし神による統一的な意図が前提とされ、個々の書記者に見られる個体差
は「適応説（Akkommodationslehre）」に基づいて、単なる表現上の違いとして捉えられるに過ぎない。「適応説」
とは、聖霊は自らの言葉を、各々の書記者が有する歴史的・個別的な特性に「適応」させて表現したとするもの（適
応説に関しては、Danneberg, Lutz: Von der accommodatio ad captum vulgi über die accommodatio secundum 
apparentiam nostri visus zur aesthetica als scientia cognitionis sensitivae. In: T. Johansson, R. Kolb, J. A. Steiger
（Hg.）: Hermeneutica Sacra, Studien zur Auslegung der heiligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin/
New York: de Gruyter 2010. S. 313-379 等を参照のこと）。
16　マイアーの原典は、Meier, Georg Friedrich [V]: Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst. Herausgegeben 
von Lutz Geldsetzer. Düsseldorf: Karl Hermann 1965（1757）を用いた。
17　「文字の意味とは、談話それ自体から、著者とは無関係に認識され得る意味である。ゆえにそれは、個々の語、
語りの様式、語の結合から認識され得る。従って、それらが著者や著者の状況（Umstände）とは無関係に指示し
得る意味のすべてが、文字の意味ということになる」（§ 142）。「文字の意味（sensus litterae）とは、談話それ自
体によって指示され得る一連の表象群である。その際、一語ないし一連の語が（…）多様な意味を持つこともあり
得る。ゆえに文字の意味は極めて多様で多義的であり得る」（§ 114）（なおこの引用に先立つ箇所で、„der 
buchstäbliche Sinn“ は „sensus litterae“ と換言される（§ 114））。「著者が意図するのは直接的意味である。ゆえ
に解釈者は（…）著者の意思や欲求を認識せねばならない」（§ 162）。「談話の直接的な目的（Zweck）とは、談話
の直接的意味つまり字義的意味である」（§ 116）。
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（V § 114 ff., 142, 162）、それぞれに応じて二種類の解釈方法が規定される 18（§ 143-217）。
　文字の意味・・・・意図と無関係に可能な意味の全体（原義も比喩も含む：多義的）
　字義的意味・・・・著者の目的・状況に基づく意味（文字の意味から選択：一義的）
具体的には註 19 に記した通りだが、マイアーの解釈学が聖書解釈学ではなく（それを含む）一
般解釈学であったという点もあり、そこでの著者の「意図」の再構成の方法には、テクスト内在
的な論理のみならず、著者の置かれた個別的で歴史的な「状況」といったテクスト外在的な論理
がかなり含まれることになる 20（なおマイアーは一般解釈学の規定はそのまま聖書に適用可能で
あるとする 21（§ 251））。
以上のようにして 18 世紀中葉までに、プロテスタント聖書解釈学、啓蒙主義的解釈学の内部で

「文字の意味」と「字義的意味」という意味の二分法に基づく解釈方法の二分法が定着してゆく。
重要なのは、かかる変遷を通じて、解釈学における著者の意図の契機が、種々の方法を包括する
一種の類概念として確立された点である。つまりそれ以前の解釈学においては、解釈のための
様々な方法が、いわば並列的に集積されただけなのに対し、これらの解釈学においては、各種方
法が、意味の二分法に基づいて、文法的・言語的な一般的な論理に基づくものと、著者の意図と
いう個別的な論理に基づくものという二種類に区別され、それに基づき、著者の意図の契機が（む
ろんそれぞれの解釈学において偏差はあるものの）解釈学の二大部門の一方を担う一種の類概念
として、つまりそれらの方法を包括ないし代表する契機として、解釈学の中で極めて重要な位置
づけを与えられるようになったと言えるのである。

18　なおマイアーの解釈学には、彼以前の解釈学と比較して微細だが重要な相違点がある。それは、「文字の意味」
に「転義」が含まれる点である（§ 115）。「原義も転義も文字の意味となり得る。転義とは、比喩・寓意・皮肉な
どである」（§ 115）（なおここでの「寓意（allegoria）」は、「霊的意味」としてのそれではなく、修辞学的な意味
でのそれ）。彼以前の解釈学においては、「文字の意味」が「原義」と同義と規定され、「字義的意味」は「原義」で
も「転義」でもあり得るとされたが、マイアーにおいては「文字の意味」に「原義」も「転義」も含まれるとされ、
「字義的意味」は「文字の意味」の中から選択されねばならないとされる。「解釈者は（…）複数の文字の意味の中
から、ひとつの文字の意味を、真なる意味〔＝字義的意味〕と見なさねばならない」（§ 141）。このようにマイアー
のもとでは、「文字の意味」と「字義的意味」とは対比されるのではなく、包摂関係に置かれる。
19　「文字の意味」の解釈方法としては、諸分野における「言語使用」の特定、「辞書」「文法」「文献学」の使用、「平
行箇所比較」等（§ 143-158）、「字義的意味」に関して言えば、著者自身による「主語述語」の規定、テクスト内
での「意味の展開と分析」、「著者の意思ないし欲求」、「著者の状況」（具体的には、「認識、頭脳、教義体系、仮定、
誤謬、見解、観想能力」等（§ 162））、「談話の目的」、「外的状況の全体」、「文脈」（§ 158-167）、さらには、テク
ストや著者の「完全性」の評価（§ 168-217）等が挙げられる。
20　ただし、極めて厳格な理性主義者でもあるマイアーは、テクストの「正しい意味」を、最終的には、著者の「意
図」に基づく「字義的意味」には認めない。むしろ彼はテクストを、普遍的理性に基づいて、著者の意図以上によ
りよく解釈すること（Besserverstehen）を求める。「著者を正しく理解すべきだとしても、それは必ずしも、著者
が考えていたことを、著者が考えていたのと同じように考えることを解釈者に要請するものではない。ゆえに解釈
者は、著者以上に、より十全、より広汎、より正確、より明晰、より確か、より実践的に、〔テクストの〕意味の認
識を得ることができる（…）」（§ 129）。
21　なお、そこでもむろん聖書の「神秘的意味」の扱いが問題となるが、マイアーは、一般解釈学においてすでに
「神秘的意味（mysticus）」の解釈方法を規定している。ゆえに彼にとって、聖書解釈も、一般解釈の方法の適用と
みなされ得る。なおそこでの「神秘的意味」は、神学的な論理ではなく、「著者」の「隠れた目的・意図」に基づく
ものとされる。
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2、18 世紀中葉以降の歴史的解釈学

ところで、とりわけ聖書解釈に関して言えば、17 世紀後半のシモン（Richard Simon 1638-1712）
による浩瀚な聖書の歴史研究を端緒として、オランダ、イギリス、フランス等を中心として、聖
書編纂の歴史、聖書が記された当時の文化・社会制度といった聖書の文献学的・歴史学的研究が
隆盛を極めることになる。それがドイツに移入されるのはようやく 18 世紀も後半、とりわけ 60
年代に入ってからであり、その主たる担い手となるのが、エルネスティ、ミヒャエリス、ゼムラー
等に代表される「新学説学者（Neologen）」と呼ばれる少壮学者である。彼らによる聖書の歴史
研究が、啓蒙主義的な理性中心主義に対する批判を含むことはいうまでもないが、かかる歴史研
究を受けて、彼らの聖書解釈においては、「文字の意味」と「字義的意味」という対比構造にも変
化が加えられることになる。
例えば、歴史的聖書解釈学の基礎を築いたとされるエルネスティ（J. A. Ernesti 1707-81）は、

『新約聖書解釈提要 22』（1761）の中で、「文字の意味」と「字義的意味」という二分法そのものを
否定し、聖書の意味を「文法的＝歴史的意味」に一元化する。「すべての語は必ず事物の観念に対
応する（…）。この観念が意味と呼ばれる。（…）学者の慣例によりこの意味は字義的（literalis）
意味と呼ばれてきた。（…）この意味は、古代の優れた学者たちが文字の意味（literae）と呼んだ
ものと何ら変わりない。この名称は、近年の無知によって不当にもこの意味に与えられたものに
過ぎない」（Ernesti In I.I.I. § 1, 2）。というのも、エルネスティによれば、両名称ともに γράμμα
のラテン語訳に過ぎないからである（I.I.I.§ 2）。むしろエルネスティが強調するのは、すべての
「意味」が歴史的に生起し、歴史的に定着してきたという事実である。「語と観念の結合は制度か
ら生じ、使用を通じて維持される。ゆえに語の意味が言語使用に依存していること、語の意味を
知るには言語使用〔を知ること〕が不可欠であることは即座に理解され得る。／言語使用（usus 

loquendi）とは、時代、宗教、宗派・学派、日常生活、公的な制度によって決定されるものであ
り、これらのすべてが、談話の性質に影響を与える」（I.I.I. § 12 f.）。ゆえに「個々の語がどのよ
うな時代に、どのような著者によって、どのような言語的素養と形式に即して語られたのか―
この探求に専心することを最良かつ固有の方法とする文法学者による観察こそが最適な態度で
ある。ゆえに文法的意味とも呼ばれる字義的意味が（…）歴史的（historicus）意味と呼ばれる
のには正当な根拠がある。歴史的意味は、他の事物と同様に、事実や記録、正典に基づくからで
ある。／語の意味とは、このような文法的〔＝歴史的〕意味以外の何ものでもない」（I.I.I. § 14 
f.）。このようにエルネスティは、「文字の意味」と「字義的意味」との区別を排し、聖書の意味
を、歴史的な「言語使用」に基づく「文法的＝歴史的意味」に一元化する。彼によれば、聖書の
意味は、著者の「意図」以前に、当時の一般的で歴史的な「言語使用」（原義も転義も含む 23）に
基づいて特定され得るのである。「言語使用においては、対象となる事物、語り方、場所が同一で
あれば、ひとつの事柄にはただひとつの意味だけが適用され得るに過ぎない」（I.I.I. § 5）。以上

22　Ernesti, Johann August [In]: Institutio Interpretis Novi Testamenti. Ed. III. Leipzig: Haered Weidmann 
und Reichium 1775（1761）（引用頁は、Pars, Sect., Cap., 段落番号（§）の順に記す）。
23　エルネスティは「原義」と「転義」の区別を歴史的な言語使用により相対化する。「すべての転義的な語の意味
は、原義と同様に、その意味をある事物を指示するのに適用した人の慣習と恣意から生じる（…）。ゆえに転義的意
味も文法的で字義的な意味と呼ばれることは明らかである。（…）転義の解釈と原義の解釈に何の区別もない」
（Ernesti In I.I.II. § 13）。
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のようにエルネスティの聖書解釈学においては、「文字の意味」と「字義的意味」という対比構造
が排され、解釈の方法・根拠が（理念型としては）歴史的な「言語使用」に一元化され、それが
「文法的意味」乃至「歴史的意味」と呼ばれることになる。
一方で、ミヒャエリス（J. D. Michaelis 1717-91）は、オランダ、イギリスへの留学により理神

論からの強い影響を受け、古代オリエントの諸言語のみならず、その文化や社会制度全般に関す
る歴史的研究を進め、それを基礎として聖書の「歴史的、地理的、自然科学的、天文学的、医学
的、法律学的等々」様々な歴史的研究に従事し、その成果を、旧約新約両聖書の翻訳・注解・歴
史学的序論という形で公刊する24。彼自身は、かかる聖書の歴史研究を解釈学として整備すること
はなく、その意味で彼の研究が、解釈学の二分法に直接的な変化を与えたとは言い難い。だがこ
のような形で 18 世紀中葉以降、エルネスティのような聖書の「言語」的側面のみならず、その
「事象」的側面においても、聖書の歴史研究が聖書研究の重要な位置づけを獲得することになる。
そしてこのような聖書の歴史研究の二面性を、「文法的解釈」と「歴史的解釈」という形で総括
し、両者を解釈学の二大部門として対比的に使用した重要な例として、ゼムラー（J. S. Semler 

1725-91）を挙げることができる。ゼムラーは、とりわけ聖書の正典の成立史を、歴史学的・文献
学的に跡づけ、それを詳細に実証したことで知られ、聖書の解釈と使用（信仰への適用）との峻
別、霊感説の否定などを主張したことでも聖書研究において極めて重要な位置づけを与えられる
人物である。彼は『神学的解釈学への準備 25』（1760）の序論の中で、聖書解釈の方法を「文法的
解釈」と「歴史的解釈」という二大部門によって特徴づける。「端的に言えば、解釈学の技能にお
いて最も重要なのは、聖書の言語使用を正確に厳密に知ることだけでなく、聖書の言説の置かれ
た歴史的状況を厳密に識別し、それを思い浮かべることができることである。（…）それ以外の解
釈学〔の方法〕はすべて、この二つの部門に組み込まれ得る。（…）解釈学の規則が両者から導出
され、それにより学問的な知識が得られるようになれば、この技能はより確かなものとして成立
することであろう」（Semler VH S. 160 ff.）。ただしこの書物は、表題にもある通り、解釈学への
「準備」であり、ゼムラーがこの書物において議論するのは、聖書に関する諸々の文献学的・歴史
学的内容のみである。しかもその後の書物において、彼がこの「序論」で示された「文法的解釈」
と「歴史的解釈」という二分法に基づいて解釈学を体系的に整備することはない。
また、彼らに続く世代のカイル（K. A. G. Keil 1754-1818）は、『聖書の歴史的解釈とその必要性

について 26』（1788）の中で、エルネスティとゼムラーに言及しつつ、聖書解釈においては、従来の
「文法的解釈」（エルネスティ）に加えて、聖書の「歴史的解釈」（ゼムラー）が不可欠だとする 27。

24　麻生 [1985] S. 59 f..
25　Semler, Johann Salomo [VH]: Vorbereitung zur theologischen Hermeneutik. Halle: Hemmerde 1760.
26　Keil, Karl August Gottlieb [HL]: De historica librorum sacrorum interpretatione eiusque necessitate. In: 
Ders. und Johann David Goldhorn（Hg.）: Opuscula academica. Ad N. T. interpretationem grammatico-
historicam et theologiae christianae origines pertinentia. Leipzig 1821（初出 1788）。
27　「聖書の文法的解釈とは、ひとえに言葉に含まれる意味を正しく理解する方法を探究するものである。確かにど
の時代にも極めて賢明で有能な人たちがそれを試みてきたが、彼らも依然として他者〔反対者〕を説得しようとす
るばかりであり、全く別の仕方で意味を与えてきた。このような方法によって、聖書の言葉の意味を理解すること
以上のこと〔＝他者の説得〕を望む人たちに対して擁護されるべき人々がいた。（…）その一人こそ、われらがエル
ネスティであり、現実は彼に味方した。（…）だが、このような聖書の文法的解釈に加えて、聖書解釈にはそれとは
別のものが推奨され要請されねばならない。だがそのための精緻な努力はほとんど無視され忘れられてきたと思う。
私が言いたいのは、聖書の解釈はすべて世俗の書物と同じように本質的に歴史的だということである。だが実際に
歴史的解釈に言及した人物としては、ゼムラーを除いてはほとんど思い当たらない。確かに彼も常に熱心に聖書の
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カイルが実際にかかる構想に基づいて解釈学体系を構築するのは、後の 1810 年であるが 28、彼は
そこで「文法的解釈」と「歴史的解釈」とを区別しつつも、両者を相即不離なものとして規定す
る。「談話や書物の探究は、明らかに歴史的探究である。その点で言えば（…）新約聖書の解釈も
当然、歴史的解釈と呼ばれねばならない。（…）だが、聖書の個別的な意味はまずは著者によって
その都度用いられる語に基づいて認識されねばならない。（…）ゆえに聖書の解釈も他の書物と同
様に必然的に文法的解釈でなければならない。ただしかかる文法的解釈は、決して、上述の聖書
の歴史的解釈と異なるものではない。ゆえにそれはいかなる意味でも歴史的解釈と分離されても
対立させられてもならない。むしろ両者は可能な限り緊密に結びつけられねばならない。歴史的
解釈とは文法的解釈と異なるものではあり得ないし、そうあってはならない。また一方で、文法
的解釈も常に歴史的解釈であるべきであり、そうあらねばならない」（Keil HH § 5 ff.）。
カイルはこのように主張し、「文法的解釈」と「歴史的解釈」とを相即不離なものと見なす。実
際に彼が提示する解釈学の体系を見れば一目瞭然だが、彼の体系は、「文法的解釈」と「歴史的解
釈」という二大部門から構成されるのではなく、解釈の様々な契機に関する様々な方法が、両者
の区別なく規定されるに過ぎない。例えばその表題にも『文法的＝歴史的解釈（grammatisch= 

historische Interpretation）（…）』とある通り、彼の解釈学の二分法とは、解釈方法の種類にお
ける二分法というよりも、解釈のすべての方法に見られる解釈の二面性に焦点があてられたもの
であると言える。

ともあれ重要なのは、以上の 18 世紀中葉以降の聖書解釈学における「歴史的解釈」の内実に注
目するならば、そこでの「歴史的解釈」とは、historiaの原義通り、実際に起きた事象や、当時
の時代状況といった経験的な事象に基づいた解釈を意味するものであり、ゆえに、少なくともそ
れは、前節において確認したような、「文字の意味」（＝文法的意味）と対比される「字義的意味」
（＝著者の意図）に直接的に相当するものではないという点である。「文法的解釈」に関しては、
その歴史的側面が強調された以外は、一定の連続性が見られるが、「字義的意味」と「歴史的解
釈」とは、著者の「意図」に基づく解釈と、歴史的な「事象」に即した解釈として、明確な連続
性は確認されえない。
その一方で、「意図」と「事象」の両概念を結合させ、著者の「意図」に基づく解釈を「歴史的
解釈」と呼び、それを「文法的解釈」との対比において規定した人物として、18 世紀末のバウ
アー（G. L. Bauer 1755-1806）が挙げられる。彼は『旧約・新約聖書の解釈学の構想 29』（1799）の
中で両者を次のように特徴づける。「文法的解釈とは、個別的な語の意味、さらにはすべての慣用
的な句や文を探究するものである。歴史的解釈とは、より詳細に、著者が自らの作品において何
をどの程度考えていたのか、さらに、著者はどの概念を自らの作品に厳密に結びつけることで、
他者もそれと同じ概念をそこに結びつけるように望んだのかを探究するものである。歴史的解釈
が必要なのは、ある語の意味を一般的に知るだけでは不十分だからである」（Bauer EH 96）。
ここでは明確に「歴史的解釈」が著者の「概念」つまりその「意図」を探究する解釈として特

歴史的解釈に励んだが、彼自身はそれを十分に確立してはいないように見える」（Keil HL 84 f.）。
28　Keil, Karl August Gottlieb [HH]: Handbuch der Hermeneutik des Neuen Testamentes nach Grundsätzen 
der grammatisch=historischen Interpretation. Leipzig: Vogel 1810.
29　Bauer, Georg Lorenz [EH]: Entwurf einer Hermeneutik des Alten und Neuen Testaments. Leipzig: Weygard 
1799.
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徴づけられる。それではなぜそれは「歴史的解釈」と呼ばれるのか。バウアーは次のように続け
る。「ただし解釈者はその際、著者がその語をどの程度限定ないし拡張したのか、あるいは著者が
自身の観念を表わすためにそこに何を結び付けたのかを知りはしない。（…）〔ゆえに〕著者が言
及する事象（Sache）そのものに関して言えば、解釈者は可能な限り、著者とその読者に共有さ
れた表象を直接的に捉えるように努めねばならない。人々の慣習や習慣（…）、彼らが生きた領域
や土地の特性など、聖書において生起する感性的な対象に関して言えば、解釈者は、書物が記さ
れた当時、著者と読者が目にし得たのと同じようにそれらに精通するように心がけねばならな
い。とはいえ純粋に知的な概念に関して言えば、解釈者はさらに、自分自身が形成した表象や他
者から受け取ったものを完全に忘れ去り、ただひたすら（…）書物を記した人物の観念の中に入
り込むように努力せねばならない。その上で解釈者は、彼ら〔＝著者と読者〕の表象を現前化す
るように努め、いわば彼らの魂の中に入り込み、どのような観念が著者や読者の内に必然的に現
れてきたのかに意識を集中せねばならない」（EH 96 f.）。
バウアーによれば、「歴史的解釈」において解釈されるべきは、著者の「概念」「表象」「観念」

であるが、その探究は本質的に困難であり、それを成就させるためには、著者（および読者）が
生きた時代の「感性的な対象」に関する歴史的知識を知悉すること、さらには、彼らが有してい
た「純粋に知的な概念」に関しても、彼らの歴史的地平に身を置くことで、可能な限り精通する
ことが求められる。ここではこのようにして著者の「意図」を捉える方法が、その困難さのため
に、歴史的な「事象」に関わる探究に基づく方法と不可分とされ、このようにして著者の「意図」
を歴史的に探究する方法を表わす呼称として「歴史的解釈」が用いられたと考えられるのである。
そしてバウアーは、実際に、このような「文法的解釈」と「歴史的解釈」の区別に即して解釈の
方法を明確に二分類し、解釈学の体系をかかる二大部門に基づいて構築する（Bauer EH）。
このような意味での「文法的解釈」と「歴史的解釈」という二分法は、ブレットシュナイダー

（K. G. Bretschneider 1776-1848）の聖書解釈学 30 や、ヴォルフ（F. A. Wolf 1759-1824）の古典解
釈学 31 等にも確認され得るが、このようにして、18 世紀末から 19 世紀初頭にかけて、言語の一般
的な規則に即した「文字の意味」に基づく「文法的解釈」と、著者の意図の歴史的な再構成に基
づく「歴史的解釈」という解釈の二分法、さらにはそれに基づく解釈学の体系が確立されること
になる。

30　そこには次のようにある。「解釈は二重である。（…）一般的な言語使用、すなわち、語の通常の結合や、ある
国において一般的に受け入れられている語の意味を教える学問が文献学であり、それが文法的解釈の内実を構成す
る。ゆえに新約聖書において重要なのは、ユダヤ人たちを支配していたギリシア語の言語使用や、ヘブライ語化さ
れた書き方である。―その一方で、個々人や、彼らが属していた時代の見解などに鑑みて、〔彼らが与えた〕語の
特定の意味に取り組む解釈が歴史的解釈である。この解釈が歴史的解釈と呼ばれるのは、それが解釈の根拠として
言語使用ではなく歴史を引証するからである。新約聖書の解釈には、この二つの解釈方法が共に適用されねばなら
ない」（Bretschneider, Karl Gottlieb: Die historisch=dogmatische Auslegung des Neuen Testamentes. Leipzig: 
Johann Ambrosius Barth 1806. § 3）。
31　「字義的意味〔ここでは文法的意味〕は、文法と論理学によって規定される。この意味は、著者が記した状況と
は無関係に、単なる純粋な理念を与えるものに過ぎない。それが教えるのは、著者が述べようとしたことの一般的
な概念である。より踏み込もうと思うなら、歴史的探求に向かわねばならない。（…）この探求を通じて、私は、著
者が記した状況の圏域に自らを置き入れる。これが歴史的意味である。前者〔＝字義的意味〕は、表現そのものか
ら直接的に生じる直接的な意味であるが、この字義的意味は、歴史的意味によって確定されねばならない」（Wolf, 
Friedrich August: Vorlesungen über die Alterthumswissenschaft. Herausgegeben von J. D. Gürtler. Bd. 1. 
Leipzig: Lehnhold 1831. S. 281（なお出版は 1831 年だが、実際には 1810 年以降に行われた講義ノートである））。



－ 40 －

3、シュライアマハー解釈学における二分法

シュライアマハーが初めて解釈学の二分法に言及したのは、初期『断章』（1805 und 1809/10）
の冒頭付近においてである。そこには次のようにある。「おそらく本来的に、文法的解釈は客観的
解釈であり、技術的解釈は主観的解釈である。ゆえに構成という点から見れば、前者は単に境界
を定める消極的なものに過ぎず、一方の後者は、積極的である」（HK 31）。
初期のテクストにおける二分法は、「文法的解釈」と「歴史的解釈」ではなく、一貫して「文法
的解釈」と「技術的（technisch）解釈」と呼ばれるが、この二分法が、シュライアマハーに先立
つ解釈学における「文法的解釈」と「歴史的解釈」という二分法に依拠することは研究者の間で
の共通認識であった。とはいえビールスによれば、それを決定的に裏付ける証拠が欠けていた。
だが、近年の研究の中でビールスは、この箇所の「技術的解釈」という表記が、テクストの編纂
者であるキンマーレによる誤写であり、実際のシュライアマハーのノートには、「技術的解釈」で
はなく「歴史的解釈」とあるとの見解を示した 32。この事実それ自体をここで検証することはでき
ないが、そもそも初期の『断章』それ自体が、エルネスティとモールスの解釈学に関する覚書と
して記されたものであり 33、先の断章における「文法的解釈」と「歴史的解釈」との二分法が、直
接的にはモールスの『新約聖書の解釈学について 34』（1797）における次の記述に基づく可能性は
極めて高いと言える。「（1）単語であれ結合された語であれ、言葉の観念や意味、つまり語りの定
型（formula）に即した観念や意味は、言語の使用や慣習、語りの文脈から捉えられる。これが
文法的解釈と呼ばれる。（2）一方、著者（auctor）が与えた真なる観念や真なる意味は、事物
（res）の本性に即してであれ、著者の特性（ingenium）に即してであれ、その箇所にまさにその
ような意味が含まれ得ることを教える歴史的証明（argumentum historicum）によって喚起され
る。これが歴史的解釈と呼ばれる」（Morus S 7）。この箇所は、実際にはモールス自身の記述で
はなくテクストの編纂者（H. C. A. Eichstädt35）による解説の箇所であるが、シュライアマハーが
この版を参照したことは、彼の文献目録からも確認され得る 36。また、先の引用に続く断章には、
モールスの同章 16 頁への参照が指示されており（HK 32）、これらの点からも、先の引用におけ
る「文法的解釈」と「技術的〔歴史的〕解釈」という二分法が、モールスのこの箇所を直接的な
典拠とする可能性は極めて高いと言える 37。

32　Birus [1985] S. 597 ff. ビールスによれば、この発見により、シュライアマハー解釈学における二分法と、歴史的
解釈学における二分法との間を結ぶ「ミッシングリンク」が発見された（Birus [1985] S. 597, Anm. 25）。
33　Ernesti In, Morus, Samuel Friedrich Nathanael [S]: Super Hermeneutica Novi Testamenti. Herausgegeben 
von H. C. A. Eichstädt, Vol. 1. Leipzig 1797.
34　Morus S.
35　管見の限り、Eichstädt自身は、このような二大部門に基づく解釈学を構築してはいない。
36　Schleiermachers Bibliothek [Bibl], Besorgt von Günter Meckenstock.（Schleiermacher-Archiv, Bd. 10）. 
Berlin/New York: de Gruyter 1993. S. 232.
37　なお、モールス自身は「文法的解釈」と「歴史的解釈」という概念は用いない。だが、彼の同書の目次からも
判る通り、彼は解釈学を、「釈義」、「歴史と批判」、「実践」とに分け、「歴史」を一つの部門として扱う。ただし、
それが「批判」（ここでは写本の伝承といった文献学的な批判）と並置されることからも判る通り、そこでは聖書が
置かれた時代の制度・習慣といった経験的な事象としての歴史が問題となるのみである。少なくともそれが著者の
意図の歴史的再構成という意味で用いられることはない。また、シュライアマハーの目録には、モールスのみなら
ず、ゼムラー、バウアー、ヴォルフ、ブレットシュナイダー等の解釈学に関する書物が含まれ（Schleiermacher 
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では内容的にはどうか。例えばシュライアマハーは両解釈を次のように規定する。「理解は、言
語（Sprache）と観念（Gedanke）へ向かう二つの方向性を有する。1、言語とは、その言語にお
いて思考され得るすべてのものの総体である。というのも言語とは、ひとつの閉じられた全体で
あり、ある特定の思考方式と関係するものだからである（…）。2、どの談話も、話者の観念系列
に対応するものであり、ゆえにそれは、話者（der Redende）の特性、語調、目的に基づいて完
全に理解され得る。／前者を文法的解釈と呼び、後者を技術的解釈と呼ぶ」（AH 1272）。「文法的
解釈においては著者（Schriftsteller）を忘れ、技術的解釈においては言語（Sprache）を忘れる
こと。究極に至るまで」（HK 56）。
ここでも「文法的解釈」が、「言語」に基づく意味の解釈、「技術的（歴史的）解釈」が著者の

「観念」に基づく意味の解釈として特徴づけられる。このような「言語」と「意図」との対比とい
う点で、シュライアマハーの二分法は、従来の二分法を踏襲する面が強い。だが、そこには看過
され得ない極めて重要な幾つかの相違点がある。
第一の相違点は、このような二分法を支える彼の言語観に基づく。「二つの課題〔＝文法的解釈
と技術的解釈〕の共存可能性は、話者と言語の関係性から明らかになる。つまり、話者とは言語
の器官（Organ）であり、〔逆に〕言語は話者の器官でもある。／ 1、言語とは誰にとっても主導
的な原理である。（…）なぜなら人は、言語の内部で捉えられた思考の領域から逃れ出ることはで
きず（…）、また言語は、言語に内在的な論理に即して〔語や文の〕結合を主導してゆくからであ
る。ゆえに誰もが、言語が望む〔＝許す〕ものだけを話すことができる（…）。／ 2、〔一方で〕
（…）談話の担い手はみな、思考方式を独自の仕方に自ら改変ないし再規定している。ゆえに個々
人の言語活動から絶え間なく生まれ出てくる新しい対象や新しい可能性によって、言語は実際に
充実してゆく。／（…）文法的側面は、話者を背後に退け、話者を単なる言語の器官と見なす
（…）。逆に技術的側面は、話者を談話の現実的な根拠と見なし、言語を単なる消極的な制限原理
と見なす」（AH 1273）。
シュライアマハーによれば、言語活動には、話者が言語に従う面と、言語が話者に従う面とい
う二面性がある。言語活動とは、言語による思考の「変容」と、話者による言語の「変容」とい
う双方の変容関係において成立する。ゆえに解釈においては、意味を「言語」に還元することも、
「意図」に還元することも許されない。「談話は、言語的な指示として理解されなければ、精神の
事実〔意図〕としても理解され得ない。なぜなら所与の言語が精神を変容（modifizieren）させ
るからである。一方で談話は、精神の事実として理解されなければ、言語の変容としても理解さ
れない。なぜなら、個々人が言語に与える影響のすべての根拠は、精神の事実に基づくからであ
る」（HL 13）。
このようにしてシュライアマハーは、解釈の二分法を、言語活動そのものが有する二元性に基
づける。このような規定は、従来の解釈学とは著しく異なるものである。従来の解釈学において
は、「歴史的解釈」に基づく意味が「文法的解釈」に基づく意味に包摂され、後者の意味を限定し
た上で、その中から

4 4 4 4 4

、前者の意味を特定ないし限定することが求められたのに対し、シュライア
マハーは両者の包摂関係を前提とせず、言語活動を、言語と試行とが双方に変容し合い、一方を
他方に還元することの許されない厳密な意味での二元論において捉えるのである。「文法的側面

Bibl）、さらに彼がゼムラーやヴォルフとは個人的にも交際があった点に鑑みても、彼の二分法が、これらの解釈学
に典拠を持つことはほぼ確実であると言える。
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における個々人は、言語が活動する場（Ort）に過ぎない。（…）だがここ〔＝技術的側面〕にお
ける言語は、個々人の生き生きとした行為（die lebendige Tat）である。個々人の意思が言語に
おいて個別的なものを生み出し、心理的な事実の力によって、以前には組み合わされることのな
かった言語要素が組み合わされるようになる。個々人が言語において行使する力によって言語要
素の拡張と凝縮が生じる」（HL 201）。このような言語の二元論的な捉え方が、シュライアマハー
解釈学における二分法を必然化したと言える。
第二の重要な相違点は、「意図」の契機がいわば拡張される点である。とりわけ初期 38（1805-10）

に用いられる「技術的解釈」は、著者の「意図」の解釈を、書物の「構成（Komposition）」を中
心として総括する方法であり、そこでは「意図」の契機が、個別的な箇所ではなく、「構成」とい
う全体的な連関として捉えられる。一方で中期以降 39（1819-）に用いられる「心理的解釈」は、著
者の「意図」を、著作の制作過程に即して「生成論的（genetisch）」（HL 201, 211）に総括する
方法である。具体的にそこでは、著作の制作過程が、1）著者の「生の連関」から「着想」が得ら
れる過程、2）そこから自由に観念が展開される「副次的観念」の過程（これら二つが「純粋心理
的解釈」と呼ばれる）、さらには、3）それらを他者への伝達を前提として内的に展開する「内省」
の過程、そして、4）それを実際に言語化する「構成」の過程（これらが（狭義の）「技術的解釈」
と呼ばれる）に分けられ、「心理的解釈」の各種方法が、これら 4つの契機（とその関係性）に即
して（HL 148 ff., 152 ff. usw.）、いわゆる〈解釈学的循環〉に基づく「追構成（Nachkonstruktion）」
の手法として規定されることになる（AH 1272, 1304 f., HL 31 f., 215 ff. usw.）。このようにして、
中期以降においては、著者の「意図」の契機が、個別的な部分でも、構成でもなく、それが生み
出される「著者の著述活動の心的過程の全体」（ÜH 615）に即して総括されることになる。

結

以上の概観も示す通り、聖書解釈・一般解釈学における（広義の）「字義的意味」の確定には、
「言語」と「意図」という二つの契機が中心的な位置づけを与えられてきた。だが両者の内実なら
びに両者の関係性を歴史的に検証し直すならば、それぞれの解釈学には大きな違いが見られるこ
とが明らかになる。18 世紀前半までの「文字の意味」と「字義的意味」とは、厳密には対立関係
にあるものではなく、単に前者が「原義」、後者が（原義でも比喩でもあり得る）「意図」に即し
た意味として規定される。それに基づいて「文字の意味」が、言語の一般的な規則に即した意味、
「字義的意味」が、著者の「意図」に即した意味と解され、解釈学において、それぞれに即した規
則が整備されるようになる。一方で、18 世紀中葉以降、聖書の歴史研究がドイツに移入されると、
「言語的解釈」に加えて「歴史的解釈」の必要性が強調されるようになる。ただしそこでの「歴
史」概念は、経験的事象を意味するに過ぎず、著者の「意図」と直接的に結び付くものではない。
だが 18 世紀末、例えばバウアーによって両概念が結合されることで、「歴史的解釈」が、著者の
「意図」を歴史的に再構成する方法と見なされるようになる。このようにして言語に即した「文法
的解釈」と、意図の歴史的再構成に即した「歴史的解釈」という解釈学の二分法が定着する。シュ
ライアマハーも基本的にはこの二分法を継承するが、彼は「言語」と「意図」との区別を、一般

38　Schleiermacher AH, HKの I, II.
39　Schleiermacher HL, ÜH, HK III以降。
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的な言語活動そのものにおける、言語の契機と意図の契機との相互に還元不可能な二元論に基づ
ける。そこでは言語が「行為」として捉えられ、「言語」による「意図」の変容の可能性のみなら
ず、「意図」による「言語」の変容の可能性も承認され、解釈学の二分法も、そのような関係性に
即して規定されることになる。そこでは、「意図」の契機が、著述の際の著者の思考過程に即して
生成論的に捉えられ、さらに、解釈学的循環の論理に基づいて、解釈方法の全体が「追構成」と
して定式化される。
また、このような歴史的展開を、著者の「意図」という観点から捉え返すならば、「文字の意
味」と「字義的意味」という意味の二分法に基づいて、著者の意図の契機が、各種方法を包括す
る一種の方法論的な類概念として解釈学の中で重要な位置づけを与えられる過程、さらにはそれ
が、聖書の歴史研究を経て徹底して歴史化され、著者の意図の歴史的な事象に基づく再構成と見
なされる過程、さらにはそれがシュライアマハーによって著作の動態的な生成過程に即して捉え
られる過程が、極めて巨視的ではあれ、大きな流れとして見えてくる。
また、とりわけシュライアマハーに関して言えば、著者の動態的な思考プロセスに基づく追構
成という解釈方法が、当時成立しつつあった近代的な著者像を前提とした、いわゆるロマン主義
的な著者の「心理」を重視した方法であることは否定され得ない。だがシュライアマハーが、そ
れまでは協調ないし調和することが前提とされてきた「言語」と「意図」の契機を、双方に還元
不可能な異なる二つの「原理」として鋭い対立関係に置いた点は極めて重要である。むろん、例
えばフランクやソンディのように、かかるシュライアマハーの言語観に、現代的なラングとパ
ロール、あるいはラングとスティルとの対立構造の先駆けを見ることは性急であるとしても 40、
シュライアマハー解釈学の中に、このような一般的な「言語」の論理に還元され得ない「意図」
の論理のみならず、「意図」には還元され得ない「言語」の論理が認められることは、彼の解釈学
のロマン主義的解釈学としての評価に対する一定の批判的な視座を提供するものであると言え
る。というのもこのような観点は、シュライアマハー解釈学が、単に、解釈の根拠を著者の「意
図」乃至「心理」に基づける心理主義的・ロマン主義的解釈学には限定され得ず、むしろそれは、
著者の「意図」には還元され得ない客観的な「言語」という契機を解釈学の方法論の中に明確に
組み込むものであったことを明確に裏づけるものであると言えるからである。
本稿では、解釈学の二分法の歴史的な流れを巨視的に捉えることを目的としたため、それぞれ
の解釈学相互の実際的な影響関係や 41、それぞれの解釈学の内部での変遷、あるいは聖書解釈学と
一般解釈学との差異といった細部の議論に踏み込むことはできなかった。また、本稿の歴史記述
は、解釈学の二分法の歴史的展開を単線的・進展的な影響関係として描き出すことを目的とする
ものではない。むしろここでは、かかる細部を敢えて無視することでしか見えてこない大きな展
開を捉えることを目的とした。今後の課題として、このような大きな流れを前提とした上で、詳
細な個別的問題により深く踏み込んで論及することが求められる。

40　Frank, Manfred: Das individuelle Allgemeine. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1977. S. 203 ff., Szondi, Peter: 
Einführung in die literarische Hermeneutik. Herausgegeben von J. Bollack und H. Stierlin. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp 1977. S. 174.
41　なお、解釈学の分野は比較的狭い領域であるため相互の影響関係は比較的強い。実際多くの解釈学において先
行する解釈学が紹介され、それがかかる先行例に基づくことが明示される。しかもそこで参照される解釈学もほぼ
共通している。
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レストランの急成長と同業者組合兼業化の影響
─ 『食通年鑑Almanach des Gourmands』に見る

パリの飲食業の実態 ─

L’influence de corporation sur la croissance rapide de restaurant : 
les réalités du secteur alimentaire à Paris dans l’Almanach des 

Gourmands

大　畑　夏　子（Natsuko OHATA、早稲田大学大学院博士課程）

Résumé

Jusqu’à tout récemment, on considérait que le restaurant est né à Paris à l’occasion de la 

Révolution, et que le rapport d’anciens forces alimentaires s’est totalement transformé par 

lui. Mais, en réalité, l’ancien style alimentaire n’a pas complètement changé et tous les 

anciens magasins alimentaires n’ont pas disparu.

Dès la fin d’Ancien Régime, c’est-à-dire, dès le temps auquel les corporations ont éxsisté 

encore, le commerce alimentaire a changé peu à peu avec le changement de corporation. Au 

milieu du XVIIIe siècle, les corporations alimentaires ont commencé à fusionner avec une 

autre corporation, et grâce à ces fusionnements, ses champs d ’activité se sont 

progressivement élargis.

En 1791, le système de corporation a été aboli par Loi de Le Chapelier, et le cumul d’emplois a 

plus évolué. Selon l’Almanach des Gourmands que Grimod de la Reynière a écrit entre 1803 
et 1812, les marchands de comestibles qui ont ouvert avant la Révolution continuaient par 

cumul au début de XIXe siècle. Parmi les maîtres de restaurant, certains maîtres ouvraient 

un magasin par cumul : ils maintenaient l’ancien style de gestion. C’est parce que le 

restaurant avait non seulement les nouveaux éléments après la Révolution, mais aussi les 

patrimoines d’ancien style alimentaire que ils ont fait des progrès notables.

1．はじめに

政治・経済がそうであったように、飲食業においてもまたフランス革命は大きな転機となった。
この時期の飲食業、こと美食 gastronomieと呼称される洗練された領域の変化において最たるも
のは、パリにおけるレストランの誕生であるだろう。アンシャンレジーム期、優秀な料理人は皆、
王宮もしくは特権階級の邸宅に雇い入れられており自らの店を持つことはなかった。料理長は唯
一の客である邸宅の主人の好みを追及し、使用人ヒエラルキーに縛られ執事長の命に従って調理
を行った 1。しかしながらフランス革命によって旧来の特権階級は解体、多くの料理人はパリ市内

1　拙稿、「Almanach des Gourmands『食通年鑑』における 18 世紀末から 19 世紀初頭におけるパリの食事情」、西
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に店を構え、飲食店の経営に乗り出す。晩餐会の素養がない新興ブルジョワジーや調理設備を持
たない下宿住まいのパリ在住地方議員など、高級料理を提供する飲食店に対する需要が高まった
こともレストランの成長を促した。18 世紀末には 30 軒しか存在していなかったといわれるレス
トランは100年後にはパリだけで3000軒に達したといわれている2。この爆発的なレストランの飛
躍によりフランス革命以後の飲食業研究ではレストランを主軸に置いた論が大部分を占め、晩餐
会や同業者組合が存在していたアンシャンレジーム期から継承された食文化に対する記述はな
りを潜めている。時代の転換期に主眼を置いた論にありがちな前時代の制度・文化に対する行き
過ぎた否定論が 18世紀末から 19世紀初頭における飲食業の考察にも見られるのではないだろう
か。同業者組合に対する否定論はその中でも顕著である。
同業者組合の厳格性や排他性に対するアンシャンレジーム末期の変化に関しては、1981 年ダニ
エル・ロッシュによってすでに論じられており 3、同業者組合は古典的な解釈ほど厳格なものでは
なかったとされている。しかしながら飲食業に関する研究ではいまだに同業者組合の厳しい規約
により飲食店の営業は制限されていたという論調が維持されている。同業者組合の廃止により営
業が自由化し、あらゆる料理の提供やサービス方式が許されレストランが成長したというレスト
ランによる飲食業刷新論が強調されるためである。しかし同業者組合はアンシャンレジーム末期
変質の時を迎え、営業を制限する側面だけでなくレストラン誕生の下地となる要素も内包してい
た。
転換期の歴史研究において新しい側面を強調する折、過度に旧来の制度を否定する傾向は是正
すべきであり、過小評価された同業者組合末期の営業実態とレストラン揺籃期における前時代の
飲食業からの影響を正しく理解することは、転換期のレストランの正しい理解に必須である。
フランス革命を転機に誕生したレストランを新しいサービス方式や需要といった革命後に生
じた諸条件に注目するのではなく、革命以前から継承した側面に着目して再検討するのが本論文
の目的である。

2．飲食同業者組合

2-1．フランスにおける同業者組合の概要
フランスにおける同業者組合は各業種によって成立時期も成立過程も多種多様である。飲食の
同業者組合だけでなく手工業など他の分野の同業者組合においても、組合規定の定め方や営業税
の有無なども統一された規範は見られず、法的な雛形も存在しない 4。
飲食関係の主要な同業者組合の成立時期は、パティシエ pâtissiersが 1270 年 3 月のパリ行政官

洋史論叢、33 号、2012 年、94-98 頁。
2　« Restaurant », William Duckett, in Dictionnaire de la conversation et la lecture, （Paris : Firmin Didot, 1875）, 
t.15., p.378.北山晴一、『世界の食文化⑯フランス』、社団法人農山漁村文化協会、2008 年、69 頁。J-L・フランドラ
ン／M・モンタナーリ編／宮原信・北代美和子監訳、『食の歴史Ⅲ』、藤原書店、2006 年、1024 頁。
3　Daniel Roche, Le peuple de Paris, essai sur la culture populaire au XIIIe siècle, （Paris : Aubier Montaigne, 
1981）, pp.242-275.
4　Ibid., pp.242-275.
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による公文書5、トレトゥールtraiteurs6が1300年パリ行政官による公文書7、カフェ limonadiersが
1637年1月ルイ13世の公開状8、ロースト料理店 rôtisseursが1509年ルイ12世の公開状9、居酒屋
taverneが1587年10月アンリ3世の公開状10にその起源を見ることができる。成立時期の差異は
言うまでもないが、成立の根拠とする文書の形式にもばらつきが見られ、発布者もパリの行政官
や国王など時によって異なり、決まった機関に任されているわけではない。国王が発布する場合
もフランス全土に適応させる意図が感じられるものもあれば、1708 年 5 月 29 日の王の宣言の文
言のように「パリ周辺の料理人に関して」と明確にパリに範囲を限定して規定を述べることも
あった 11。
同業者組合制度下では基本的に各同業者組合が王権に営業税を納めることで職権を得、親方

maîtreと呼ばれる個々の飲食店の店主が組合に加入税を支払い組合規約範囲内での営業許可が
下りるという仕組みであった 12。しかし同業者組合と国家や行政庁などに対する力関係も多様で
あり、国家の財政補填のために理不尽な営業税の追加支払いを命じられる組合がある 13 一方で請
願書を提出して組合規定の変更を要請することが出来る組合も存在した 14。ゆえに同業者組合の
規定の厳格さも同業者組合が持つ権威も、組合の規模や力によって全く違う影響を及ぼしたので
ある。例えば強力な同業者組合に関して記述をさかのぼると、アンシャンレジーム末期の飲食業
組合の中で最も権勢をふるっていた組合は前述したトレトゥールと呼ばれる仕出し屋兼飲食店
であり、他の同業者に対する圧力の事例も数多く残っている。トレトゥールは飲食同業者組合の
なかで他の業種を優越する存在であったため、ワイン商の店を見回ることの出来る権限を有し 15

その際にトラブルが起こることもしばしばあった。
以上の記述からわかる通り、同業者組合の内実は千差万別であり一様に語ることはできない。
むしろ一様の状態では語れないという状態こそ、フランス飲食業における同業者組合の本質で
あったといえよう。

2-2．飲食業同業者組合の兼業化
成立過程やパワーバランスにばらつきのあった同業者組合制度であったが、18 世紀半ばにはさ
らに複雑な変化、すなわち兼業化の道を歩み始める。初期の兼業化は前述した親方の中で成長し
余剰が生まれたものが他の組合の営業権を所有するという形で現れた。その主体となったのがト

5　Lettres de Regnaut Barbou, prévôt de Paris, mai, 1270, in René de lespinasse, Les métiers et corporations de 
la ville de Paris, XIVe-XIIIe siècle, （Paris: Imprimerie national, 1886）, pp.369-371.
6　トレトゥール traiteur :惣菜店兼飲食店兼仕出し屋。ラグー ragoûtとよばれるシチューを提供することが唯一許
可されていた飲食店。惣菜の販売、店内での飲食、仕出し業務を行っていた。
7　Lettres de Guillaume Thiboust, prévôt de Paris, jeudi, après l’Annonciation, 1300 ou 1301, in René de 
lespinasse, op.cit., p.302.
8　Lettres patentes de Louis XIII, janvier, 1637, in ibid., pp.595-598.
9　Lettres patentes de Louis XII, mars, 1509, in ibid., pp.354-355.
10　Lettres patentes de Henri III, octobre, 1587, in ibid., pp.672-680.
11　Déclaration du Roi, 29, mai, 1708, in ibid., pp.314-315.
12　中村紘一、「ル・シャプリエ法研究試論」、早稲田法学会誌、20 巻、1970 年、9頁。
13　大橋麻也、「フランス不正競争防止法制」、早稲田法学、85 巻、1号、2009 年、198 頁。
14　Lettres de Jacques d’Estouteville, prévôt de Paris, 6, juin, 1497, in René de lespinasse, op.cit., pp.383-385. 
Lettres patentes de Charles IX, juillet, 1566, in ibid., pp.385-393.
15　Déclaration du Roi, 29, mai, 1708, in ibid., pp.314-315.
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レトゥールやキャバレといった有力な組合の親方であり、弱小組合に同時加入して営業権を得、
販売可能な商品の幅を広げ営業を拡大していったのである。1781年の時点でトレトウールの親方
の 3分の 2が何らかの兼業を行っていた事実が記録に残されている 16。
兼業していた業種の組み合わせとしてはマルシャンド・ドゥ・ヴァン＝トレトゥール（ワイン
店兼飲食店）トレトゥール＝ロティスール（飲食店兼ロースト料理店）トレトゥール＝パティシ
エール（飲食店兼パイ料理店）が多数を占める。このような兼業営業は同業者組合自身にも受け
入れられており、1751 年には「トレトゥール組合の代表は純粋なトレトゥールおよび兼業のトレ
トゥールとのいずれかから選出される 17。」という記述が規約に明記され、兼業を正式な営業とし
て認知している様子がうかがえる。レストランが誕生する以前の飲食業ではこの兼業営業のうち
の一つ、トレトゥール＝ロティスールが飲食業の中心であり 18、同業者組合末期において兼業営業
の飲食店はごく一般的かつ主要な営業形態であった。
18 世紀後半になると同業者組合を形成することによる利益が希薄になってきたため、同業者組
合を組織せずに新しい業種を営むケースが現れ始める。レストランの原型といわれるレストラ
トゥール restaurateurs19 がその一つであり、同業者組合を持つトレトゥールと衝突しながらも、
その対抗手段として組合を形成することはなかった。
同業者組合の弱体化は非組合化だけでなく様々な事例に見て取ることができる。例えば代表的
な事件として、1765 年トレトゥールとレストラトゥールとの間に起ったブーランジェ事件 20 があ
る。スープの販売権を巡ってレストラトゥールとトレトゥールの同業者組合が衝突し高等法院に
まで持ち込まれたが判決は痛み分けの形となり、同業者組合に属するトレトゥールに有利な判決
が下されていたわけではなかった。
同業者組合の弱体化は非組合化やブーランジェ事件のように組合と非組合の対立関係を生ん
だ一方で協力関係にも影響を及ぼした。レストラトゥールの中にはトレトゥールの家系と婚姻関
係を結び穏便に営業権の不足を補うものもいたのである 21。同業者組合が与える営業権には相続
権が発生するため、婚姻を結べばトレトゥールの営業権を得られることを利用していたわけだ。
18 世紀半ばには前述のトレトゥール＝ロティスールに代表される同業者組合同士の兼業もあれ
ば、婚姻によるレストラトゥールとトレトゥールの兼業すなわち同業者組合と非同業者組合との
兼業もあり、専業で独立していた旧来の同業者組合のあり方は解体しつつあった。
以上のように同業者組合は 18 世紀半ばには規約の厳格性、業務内容の専門性が薄れ、柔軟性を

16　Catalogue des maîtres queux-cuisiniers-traiteurs, （Paris : L.Jorry, 1781）（レベッカ・L・スパング、『レストラ
ンの誕生』、小林正巳訳、青土社、2001 年、17 頁。）
17　René de lespinasse, op.cit., p.301
18　Eugène Briffault, Paris à table, （Paris : Hetzel, 1846）, pp.144-145.
19　レストラトゥール restaurateurs：レストランと命名されたスープを提供する飲食店、あるいはその飲食店を営
む料理人。3-3 で定義するレストラン独自のサービスの条件をすべては満たしていないため正式なレストランでは
ない。
20　ブーランジェ（Boulanger, Champ d’Oiseau）が、自分の店でブイヨンと羊の足肉のホワイトソース煮、つまり
ラグー の一種ともとれる料理を売り出した。ブーランジェはレストラトゥールであったためラグーの調理権はな
く、当時ラグーの販売権を独占していたトレトゥールの組合から猛反発を受け、訴えられるにいたった。パリ高等
法院で協議された結果「レストラトゥールが販売できるのはブイヨンのみ。」という通達が出され、トレトゥールの
主張が聞き入れられた。しかし同時に「羊の足肉のホワイトソース煮はラグーに含まれない」とも言い渡され、シャ
ン・ドワゾーの営業は認められ、彼は事実上訴訟に勝利したのである。
21　レベッカ・L・スパング、前掲書、49 頁。
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帯びてきた。個々の同業者組合は兼業化に向かい、結果として同業者組合制度を維持しながら営
業内容も自由化が進んだ。こういった同業者組合自体の変質を背景に抱え 1776 年 3 月 12 日テュ
ルゴーにより同業者組合廃止の勅令 22 が出される。しかしラディカルな政策が過ぎてテュルゴー
は特権階級の圧力により辞職に追いやられ勅令も同年8月に撤回される23。撤回とともに同業者組
合は一端復活されるが、同業者組合内部の変質はますます進み、1791 年のダラルド法による結社
の禁止を経て、1791 年 6月ル・シャプリエ法によって同業者組合は完全に解体する 24。この法令に
よりこれまで同業者組合の営業権を複数持つことのできる有力な親方のみが可能だった兼業が
すべての事業者に可能なものになった。
近年の同業者組合研究において着目される手工業同業者組合の柔軟性は、これまで飲食業同業
者組合においてはあまり顧みられてこなかったが、飲食業でも兼業という形で現れていた。しか
しながら同業者組合撤廃後の飲食業研究ではこのような兼業営業の姿が語られることはほとん
どなく、新しく誕生したレストランに論点が偏り同業者組合に対しては否定的な見解しか見られ
ない。そこで3章では同業者組合撤廃後の19世紀初頭パリの飲食業において同業者組合の時代か
ら見られていた兼業営業がどのような形で継承されていったかについて考察を進めていくもの
とする。

3．『食通年鑑』に見る 19世紀初頭飲食業の兼業

3-1．『食通年鑑』における「美食家的検討」
前章で述べた兼業化は同業者組合制度が廃止されたことでさらに進み、レストランが誕生した
19世紀初頭の飲食業においては様々な発展的兼業スタイルがみられるようになった。そこでアン
シャンレジーム期から継承された兼業の分析を進めるべく 3章ではグリモ・ド・ラレニエール 25

著『食通年鑑 Almanach des Gourmands26』という美食文学の試金石となった著作を主たる分析
対象として考察を進めていくものとする。
この著作は美食にまつわるエッセイ、美食をテーマにした詩、グリモと美食家の書簡の紹介な
どによって構成されているが、同時期の他の美食に関する著作には見られない独自の展開を見せ
るのが「美食家的検討 Petite Revue Gourmande」と題されたグルメガイドの記事である。

22　Jacques Revel, Les corps et communautés, in The French revolution and the creation of modern political 
culture, vol.1, The political culture of the old régime, ed. Keith Baker, （Oxford: Pergamon, 1987）, p.225.
23　中村紘一、前掲論文、12-22 頁。大橋麻也、前掲論文、199 頁。
24　大橋麻也、同論文、200 頁。中村紘一、同論文、29-41 頁。
25　Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de La Reynière（1758-1837）裕福な徴税請負人の息子としてパリに生
まれる。若い頃から美食の素養を持ち自らで晩餐会を主催するが、あまりにも奇抜な晩餐会が父の逆鱗に触れパリ
から追放される。父の死によりパリへ帰還し、新聞記者を経て 1803 年友人である出版社経営者マダランのもと『食
通年鑑』の発刊に至る。（Grimod de La Reynière, Variétés gourmands, （Paris : La Table Ronde, 2011）, pp.11-19., 
Giles MacDonogh, A Palate in Revolution, Grimod de La Reynière and the Almanach des Gourmands（London : 
Robin Clark, 1987）, pp.3-12. pp.45-47.）
26　Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de La Reynière, Almanach des Gourmands I-VIII, （Paris : Maradan, 
1803-1812）初年度版が三度の重版にかけられ 1万 2千部を売り上げるベストセラーとなった。辛辣な記事内容によ
り、飲食店から訴訟が相次ぎ 8巻で休刊している。ミシュランのガイドブックの原型となるフランス初のグルメガ
イドブックとして名高いこの著作は 2012 年にフランスにおいて『食通年鑑』8巻全文の復刻再版が実現し、グリモ
自身の存在とともに改めて評価されつつある。
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「美食家的検討」の記事は『食通年鑑』の巻末に掲載され、飲食店や食料品店の店名とともにそ
の評価が記されている。掲載店舗の選別に際しては「食味審査委員会 jury dégustateur」という
グリモが組織した味の審査委員会で評議された。評議はロシェ・ド・カンカルというレストラン
で行われ、飲食店からグリモ宛てに送付された料理や食料品を試食し判断するという形式を用い
たため、ミシュランのガイドブックに見られるように、覆面の審査員が実際に店舗に赴くという
ことはなかった。審査対象となる店舗は料理もしくは食料品サンプルをグリモに送付してきた店
舗すなわち『食通年鑑』の評価に対して友好的な店舗に限られていたため審査に入る前から偏り
があったと言わざるをえず、当時のパリにおける飲食業の全体像が判明するわけではないことを
断っておかねばならないだろう。
審査によって数がさらに減らされるため、最終的に『食通年鑑』で掲載される店舗はパリに存
在する飲食店の一部に過ぎず、分析する際の大きな制約となる。一見するとこの点は史料として
欠点にしか見えないかもしれない。しかしながら掲載された店舗がパリの飲食業全店でないこと
は『食通年鑑』の史料としての重要性にもつながる特質なのである。アンシャンレジーム期まで
は洗練された食文化は貴族たちが邸宅に専用のシェフを雇い入れていたために、市場に流出する
ことはなかったが、革命を機に都市へと開かれている。19 世紀初頭の食文化転換期としての重要
性は高級かつ洗練された食文化が市場に開放された点にある。すなわち『食通年鑑』はパリの全
体像を描いた史料でこそないが、この時代に最も注目すべき洗練された飲食業者のみを抽出した
史料として大いに分析に値するわけである。
さらに「美食家的検討」は読者の興味が最も集まった章であり、2巻で掲載そのものがなかっ
たことを除けば『食通年鑑』全巻においてかなりの分量が割かれている。（付録表Ⅰ参照）グリモ
自身も読者からの需要が高い記事であることを意識し、以下のような記述を残している。「この
（『美食家的検討』の）記事は読者が最も求める部分の一つであるが、著者にとっては最も心がす
り減り、苦悩し、労力の強いられる部分でもあった。（中略）しかしながら各巻において出来得る
限りのことはした 27。」上記の表現からわかるように読者の存在を強く意識したこの「美食家的検
討」の記事は読者が店舗に足を運ぶ際の利便性を追求しており、店舗ごとの詳細な営業内容が描
かれている。取り扱う食料品名・料理名から時にはその生産地にまで言及しており、その情報に
はかなりの信頼がおける。グリモと食味審査委員会が下した批評そのものはまだまだ客観評価と
は言い難い面もあるが、「美食家的検討」に掲載された店舗に関する詳細情報は信憑性が高く、当
時の飲食店の実態を明らかにするものと言えよう。そこで本稿では、「美食家的検討」の分析に際
し味に関する主観的評価には触れず、営業内容に関する情報の記述のみ対象として論を進めてい
く。
「美食家的検討」を読み進めていくと、グリモが読者の利便性を高めるために苦悩し試行錯誤し
ていることが明らかになる。その試行錯誤の一つが刊行中に行った「美食家的検討」の掲載方法
の改定である。1・3巻はパリの街区を散策しながら目にとまる飲食店・食料品店を紹介するとい
う独特の文体で展開されておりタイトルも「滋養に関する道程 Itinéraire Nutritif」としていた 28。
「食味審査委員会」が組織されるのは 1巻の成功後のことであり 29、1 巻出版段階では「美食家的検

27　Almanach des Gourmands VIII, op.cit., p.201.
28　Almanach des Gourmands I, op.cit., p.173., Almanach des Gourmands III, op.cit., p.88.
29　1 巻の成功に便乗し次巻の掲載を狙った飲食業者がグリモの邸宅に食品を送付したため、その中で掲載にふさわ
しい店舗を選別するために食味審査委員会が設立された。発足当初の食味審査委員会のメンバーは1781年にすでに



－ 50 －

討」はグリモ一人の判断による記事であったためこの文体にも違和感を覚えることはない。しか
しながら 3巻の出版時点では「食味審査委員会」が評議によって掲載店舗を選別しているわけで
あるから、掲載店舗が決定してから散策しているかのような文章を創作し、店舗を紹介していた
ことになり違和感を覚えずにはいられない。また 1・3巻で用いられた散策した町の飲食店を書き
記す文体では店舗の紹介が立地によって順序づけられるため、業種がランダムに登場するという
不具合が生じる。実際『食通年鑑』1巻と 3巻においては店の立地が近い順にレストランの次に
肉屋が紹介され、食料品店を掲載したかと思えば再びレストランが登場する 30 といったように業
種が散在してしまっている。3巻までの掲載方法では読者が目的に応じて店舗を検索したい場合、
「美食家的検討」の全文を読んで自力で同業種を見つけ出し、個々の店舗を比較しなくてはガイド
として利用することができないのである。旅行ガイドのように目的もなく街を散策する際は 1・3
巻の掲載方法でも問題ないのであろうが、飲食店の検索という意味では決定的欠陥をもっていた
と言わざるを得ない。
そこで欠陥を是正すべく 4巻以降は業種ごとに店舗を仕分けして紹介する掲載方法に改定し
た。レストランやロースト料理店、チョコレート店、カフェなど主要な業種に関して店舗を分類
して掲載したのである。しかしながら兼業化が進んだ飲食業にとっては、この掲載方法にも大き
な問題点があった。そこで次節ではこの問題点と是正方法を説明しつつ、そこに現れる 19 世紀初
頭の飲食業における兼業営業の実態について明らかにしたい。

3-2．重複掲載店舗と兼業経営の実態
業種別分類を採用した掲載方法は読者の利便性を高めるために変更されたものであったが、19
世紀初頭の飲食業界はアンシャンレジーム末期の同業者組合の兼業化の潮流を継承し、更に兼業
が進んでいたがゆえに特定の業種名にそって店舗を仕分けるという作業そのものが困難を極め
た。グリモ自身もこの並べ順の必要性は認めつつデメリットにも言及している。「我々は同じ業種
に属しながらも別々の項目になっていた職人を分類し一つにまとめたのである。（…）以前（1・
3巻で）採用した順序に比するとこの順序は多様性に欠くが、理路整然とした人間からはより好
ましいものとなるだろう。（…）もし読者がこちら（の順序）を好むということであれば、以降の
巻はこちらを採用するとしよう。31」
ここでグリモは「多様性に欠く」と述べているが、実際の総掲載店舗数は付録表Ⅰを見て明ら
かなように、掲載方法を変更した 4巻以降も増加し続けている。すなわちこの発言における「多
様性に欠く」とは掲載のボリュームが減るという意味ではない。業種名ごとに分類する新しい掲
載方法では、1つの業種名では分類することのできない多様な飲食業の実態が正確に描写できな
い事態を意味しているのである。
飲食業がレストランのみの営業、食料品店のみの営業であれば業種ごとの仕分けは容易だが、
複数の業種を兼業で営業していた当時、一業種の紹介記事のみで一店舗の営業の全体を紹介する
ことは不可能であった。そのため『食通年鑑』では業種別の掲載方法を取り入れた 4巻以降、兼
業営業の店舗に関しては関係業種の記事が出るたびに店舗名を挙げており、その結果 1冊の中で

組織されていた美食をたしなむ集団「水曜夕食会 Sociétés des mercredis」のメンバーが基盤となっている。
（Variétés gourmands, op.cit., pp.12-19.）
30　Almanach des Gourmands I, op.cit., pp.173-268., Alamnach des Gourmands III, op.cit., pp.88-137.
31　Almanach des Gourmands IV, op.cit., p.139.



－ 51 －

重複して店舗名が掲載されることになった。『食通年鑑』にみられるこのような重複掲載に着目
し、重複して名前が挙げられた店舗とその業種名を一覧にまとめたものが付録表Ⅱである。たと
えば表Ⅱのタンラード Tanradeという店舗の場合、蒸留酒の販売をしながら糖菓、チョコレー
ト、シロップの販売もしているため、蒸留酒店 distillateursの紹介記事で店名を紹介したのちに、
糖菓店 confiseurs、チョコレート店 fabricants de chocolat、シロップ店 fabricants de siropの紹
介記事でもタンラードという店名が掲載されている。蒸留酒を扱っている店がすべて糖菓を扱っ
ているのであれば、2-2 で前述した兼業営業の同業者組合のトレトゥール＝パティシエ traiteurs-

pâtissiersなどの命名に倣って業種名を併記し distillateurs-confiseurs（蒸留酒店兼糖菓店）と
いう具合に新しい表記を用いて仕分けることもできる。実際『食通年鑑』の 3・4・8 巻では
fruitiers-orangers32（青果店兼オレンジ店）という兼業化した業種表記を採用している箇所も存在
し、兼業が定着・一般化している場合新しい表記を用いていた。しかしながら表Ⅱにまとめた重
複業者に関しては兼業の組み合わせが一定でないためこの表記を使用することが出来ないので
ある。蒸留酒店が兼業している業種は必ずしも糖菓店であるとは限らずまた兼業も最大で 5業種
同時兼業に及ぶため、厳密な仕分けをすると重複して店舗名を掲載するほかなかったのである。
同業者組合が存在していた時代は、兼業が一般化していた前述のトレトゥール＝ロティスールや
マルシャンド・ドゥ・ヴァン＝トレトゥールやトレトゥール＝パティシエなどの兼業、或いはト
レトゥール、キャバレなど強力な同業者組合が複数の小組合の営業権を買い上げる兼業という二
つの兼業スタイルが展開されていた。しかし同業者組合制度廃止後の19世紀初頭は業種の組み合
わせの縛りや主体となる業種の縛りが消滅し、より多様な兼業が実現したことがこの独特な掲載
方法から推し量ることができる。
重複掲載の必要性と兼業営業の実態が概ねつかめたところで、この表Ⅱから 19世紀初頭の兼業
について考察を進めていこう。この表における兼業業種の組み合わせをみると比較的兼業が一般
的になっていると思われる蒸留酒店・パンチ用シロップ店 33・チョコレート店の組み合わせがまず
目に留まるだろう。すなわち Tanrade、Follope、Le Moine、Guélaud、Hôtel des Américain、
Boudet-Guélaud、Oudard 、Sauvel（付録表Ⅱ *印の店舗）の 7店舗である。これはいわば異
業種同士の兼業になるがパンチ用シロップに関してはもともと酒で割って作るパンチというデ
ザートの材料として販売されているものであるため、蒸留酒と合わせて販売した方が消費者に
とって利便性が高い。また視点を消費者側から飲食業者側に移すと、蒸留酒製品やシロップを
チョコレート菓子や糖菓の原材料として使うという製造工程が兼業によって可能になり飲食業
者自身にとっても有益になる。食品製造・販売業に見られる異業種同士の兼業スタイルは上記の
ように同時に販売することで消費者の利便性を高めるケースもしくは製造した商品や仕入れた
商品を利用して二次製品を生産するケースが多いのが特徴である。前述の 7店舗は異業種同士の
兼業でありながら、以上のように消費者飲食業者の双方に利点を生み出す発展的な兼業スタイル
であった。
ついで多いのは営業内容が類似している業種同士の兼業であり、George、Hardy、Lambert、

Tortoni、Appert、Taillieur、Labour、Duval、Grabillot、Lamégieの 10 店舗である。（付録表

32　Almanach des Gourmands IV, op.cit., pp.176-178. Almanach des Gourmands VIII, op.cit., pp.297-298.
33　fabricants de sirop：シロップ製造販売店。『食通年鑑』において、シロップは砂糖水のことではなく、果汁と
砂糖を煮詰めた液体を指しており、その中でもパンチと呼ばれるデザートに使用するものは sirop de punchとして
その製造販売店もシロップ製造販売店とは別業者として仕分けている。（Almanach des Gourmands I-VIII, op.cit.）
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Ⅱ†印の店舗）ワイン店・カフェ・乳製品店は食品販売店から出発した業種ではあるが同業者組
合末期から指定食品に関して店内での提供が可能であったことから、業務の一部がレストランと
重複する飲食店の顔ももっていた。すなわちレストランとワイン店を兼業しているテリュール
Tailleurや、レストランとカフェを兼業しているアルディー Hardy、レストランと乳製品店を兼
業しているランベールLambertは店内飲食店同士の兼業スタイルということになる。このような
組み合わせの兼業すなわち類似業種同士の兼業はカフェならコーヒー、乳製品店ならチーズ、ワ
イン店ならワインといったように、各販売業種において特化した食品がレストランで提供できる
食品の幅を広げ、レストラン専業店とは別の特色をもつことで集客効果が期待できる。店内で飲
食物を提供していない他の 7店舗に関しても食品の販売を行う類似業種同士の兼業であり、取り
扱える商品の拡大化が意図されていたと考えられる。
残る Alloette、Le Sage、Cosseron、Corazzaの 4店舗（付録表Ⅱ無印の店舗）は特に関連性
のない業種同士の兼業であるため、兼業の目的について今後さらなる考察が必要である。
このように『食通年鑑』の読解を進めることで 19 世紀初頭のパリにおける飲食業において今ま
で語られてこなかった兼業の事実が浮き彫りになった。パリの飲食店は同業者組合制度の廃止に
より自由化し店主の自由意思で選択した業種を経営することができた。また営業税の廃止により
兼業による費用コストがなくなり、金銭的余裕がなくとも可能な営業形態になったのである。そ
のため兼業スタイルも多様になり、製造上の利便性、消費者の利便性、集客効果など目的に応じ
て兼業を行う形に発展していったのである。
確かに19世紀初頭の飲食業の発展には同業者組合の廃止が大きく影響している。しかしながら
兼業の潮流はアンシャンレジーム期に端を発したものであり、その流れを継承し発展させた側面
もあったことを忘れてはならない。

3-3．レストランと兼業営業
以上のように『食通年鑑』を通して 19 世紀初頭のパリにおいて、兼業営業の飲食店が存在し続
づけ、かつ兼業の形が発展を遂げていたことが明らかになった。ではこのような兼業営業は揺籃
期にあったレストランにどのような影響を与えていたのであろうか。
そもそもレストランとは高級料理を提供することのみで他業種と差別化していたわけではな
い。今日ではあたり前になっている、客が好きな時間に来店し、数あるメニューの中から好みの
品を注文し、一人分だけ盛られた料理を食すことができるというサービスは 18世紀末レストラン
の誕生によって一般化したものであり、それまでは例外的にしか存在しなかった。レストランの
誕生以前に最もポピュラーであった飲食店トレトゥールとレストランの相違点を表Ⅲにまとめ
た。
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表Ⅲ：飲食店の営業スタイル対比表 34

相違点 トレトゥール レストラン
料理の選択 その日の定食一種のみ。 メニュー表（carte）の中から好みの料

理を選択できる。
席 table d'hôte（主人の卓）と呼ばれる卓

が店の中央に一つだけ存在し、12 ～ 13
人の相席。

個々のテーブルに案内され、各自食事を
とる。

料理の提供スタイル テーブルの中央に大皿で提供され、取り
分けは客自身が行う。（食す量は不平等）

一皿盛りで出来立ての食事が供される。

営業時間 定時に一度料理を提供し、その日の業務
は終了。

開店後客は好きな時間に訪れ食事をと
ることができる。

『食通年鑑』はミシュランガイドブックの原型ともいわれる著書であり、レストランの紹介記事
も多彩である。「食味審査委員会」が評議を行っていたロシェ・ド・カンカルやトロワ・フレー
ル・プロヴァンソーなど、名だたるレストランが掲載されている。その多くがレストランのみの
営業を行っていた店であるが、3-2 で述べたような兼業営業の店舗紹介も行っている。前述した
テリュール、アルディー、ランベールの三店舗はレストランと他業種との兼業の例であり他の飲
食店との共存の一つの形であるが、これ以外にもレストランと古い飲食業との共存の形は存在し
た。その一つが古くからの飲食業の業種名を自称しながら営業内容のみ刷新したレストランの存
在である。例えばレストランの発祥の店として名高い 1782 年開業の「ラ・グランド・タヴェル
ヌ・ドゥ・ロンドル 35」という店舗はタヴェルヌ taverne36 を自称している。しかしその営業内容は
明らかに 18世紀末に認められていたタヴェルヌの営業範囲を逸脱しており、表Ⅲに示したレスト
ラン型のサービスを提供する飲食店であった。
このように 18世紀末から 19世紀初頭においてはレストランと他業種を兼業している店舗や実
質的にはレストランを営業しているものの自称している業種名が異なる店舗が多数存在してい
た。そうであるにも関わらずのちの研究では開業時からレストラン単独で営業していたかのよう
に語られ、レストランが古い業態を駆逐したかのような誤解を招く表現も多く見受けられる。
実際フランスで行われている国政調査ではイル・ド・フランス以外の県ではレストランは存在
していない状態が 100 年続いている。というのもパリの外ではレストラン同様の飲食の提供を
行っている店舗において同時に宿泊サービスも行っておりオーベルジュ auberge37 として申告さ

34　Jacchim, Nemeits Christoph, Séjour de Paris, c’est-à-dire, Instructions fidèles pour les voyageurs de 
condition（Leiden : J. Van Abcoude, 1727）, pp.58-59., Barbara Ketcham Wheaton, Savoring the past, The French 
kitchen and table from 1300 to 1789, （New York : Scribner, 1996）, pp.76-77.
35　表Ⅲでまとめたレストランのサービス全てを初めて採用した店として Antoine Beauvilliers（1754-1817）が開
店した「ラ・グランド・タヴェルヌ・ドゥ・ロンドル La Grande taverne de Londres」が一般的にレストランの発
祥の店とされている。また別の説として 2-2 で話題にのぼったブーランジェの店が初めて一人盛りの料理を提供し
たとしてレストランの発祥とするものもある。
36　taverne：古くはワインのばら売りをしていた店で、お金を払って酒を飲む店であった。また支払いをして飲み
食いをする店でもあった。« Taverne », in Trésor de la langue française, Dictionnaire de la langue du XIXe du XXe 
siècle（1789-1960）, （Paris : CNRS, 1980）, t.15., p.1420.
37　auberge：田舎や小さな町、都市の郊外にある小さなホテルで、旅人を泊めたり食事を提供したりする。
« Auberge », in ibid., t.3., p.897.
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れたためである 38。つまり以上のような兼業営業のスタイルを考慮すると18世紀末から1世紀の
間にパリにおいて爆発的に増加したといわれているレストランも実際は以下の三つの種類に分
かれる。

・実際にレストランのみの営業をしており、レストランとして算出された店舗
　（ex.ロシェ・ドゥ・カンカル、トロワ・フレール・プロヴァンソー）
・  レストラン以外の業種も兼業していた、もしくは他業種名で営業していたがレストラン業務
がメインとなりレストランのみの営業のように算出された店舗
　（ex.ラ・グランド・タヴェルヌ・ドゥ・ロンドル、テリュール、アルディー、ランベール）
・  レストランとしての営業を行っているにもかかわらず、過去の業種名にしばられレストラン
として算出されない店舗（ex.地方のオーベルジュ）

このうち 2番目と 3番目の形で算出されたレストランは兼業営業でレストランを営業してい
た、もしくは兼業営業からスタートし徐々に料理の提供に特化しレストラン営業のみに変化して
いったと推察される。すなわちすべてのレストランがアンシャンレジーム期からの飲食業と決別
して、革新的な存在として誕生したわけではなく、古い飲食業と兼業する店舗や兼業から開業し
独立する店舗もあったのである。このような兼業の実態を知ると新しく誕生したレストランが革
命とともにパリの食文化を塗り替えたという一義的見解は飲食業の全体像をとらえていないこ
とがわかるだろう。レストランがフランスの飲食業に与えた功績が多大なものであったことはゆ
るぎない事実であるが、それはレストランが旧体制を駆逐し全面的に塗り替えたからではない。
古くからの飲食業とも巧みに融和し、その長所を発展させた側面も持ち合わせていたがゆえに大
きな成長を可能にしたのではないだろうか。

4．おわりに

近年になり「フランス革命を機にパリの飲食業はレストランの誕生によって一新した。」という
一義的な見解は見直されつつあるものの、依然として革命後に誕生した諸文化に着目する研究が
多数を占め、前時代から継承した要素に関する研究の進捗状況は芳しくない。今回述べた兼業営
業だけでなく晩餐会や屋敷で雇用され続けた料理人に関しても言及されることはほとんどない
のである。もちろんフランス革命前後の激動の時代は様々なものが刷新され、安定期に比すると
圧倒的に新要素が多く存在する。しかしながらそれは継承した文化がない、或いは完全に旧文化
を駆逐したことを意味するものではない。
新しい飲食業のあり方を創造しつつも旧来の飲食業の長所も巧みに取り入れた中にレストラ
ン発展の要因の一つが見出せるだろう。転換期にみられる前時代からの継承についての研究は今
後もますます必要性が高まると考えられる。

38　レベッカ・L・スパング、前掲書、15 頁。
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5．付録

表Ⅰ：『食通年鑑』における掲載
Revue比率（%） 総掲載店舗数 重複数（軒） 重複掲載の比率（%）

Almanach  I 35.8 106 - -

Almanach  III 15.4 114 - -

Almanach  IV 51.0 154 14 9.1
Almanach  V 9.0 121 15 12.9
Almanach  VI - 142 9 6.3
Almanach  VII 69.4 178 26 14.6
Almanach  VIII 39.6 181 31 17.1

※ Almanach des Gourmands I-VIII, op.cit.を参考に大畑が作成

表Ⅱ：重複掲載業者一覧
店名／業種名 Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

*　Tanrade
Distillateurs（蒸留酒店） ◎ ◎ ◎
Confiseurs（糖菓店） ◎ ◎ ◎ ◎
Fabricants de chocolat（チョコレート店） ◎ ◎ ◎ ◎
Fabricants de sirop de punch（パンチ用シロップ店） ◎ ◎ ◎
Fabricants de sirop（シロップ店） ◎
*　Follope
Fabricants de pain d'épice（パンデピス店） ◎ ◎
Apothicaires（薬局） ○ ◎ ○ ◎
Marchands de comestibles（食料品店） ○
*　Le Moine
Fabricants de chocolat（チョコレート店） ◎ ◎ ◎ ◎
Distillateurs（蒸留酒店） ○ ◎ ◎ ◎
Pâtissiers（パイ料理店） ◎ ◎
Fabricants de sirop de punch（パンチ用シロップ店） ◎ ◎
Fabricants de sirop（シロップ店） ◎
Marchands de comestibles（食料品店） ◎
Confiseurs（糖菓店） ◎
*　Guélaud
Distillateurs（蒸留酒店） ○ ○ ○ ◎
Confiseurs（糖菓店） ◎ ○
*　Hôtel des Américain 　 掲載なし
Marchands de comestibles（食料品店） ○ ◎ ◎ ◎
Marchands de vins（ワイン店） ◎ ◎
Fabricants de sirop de punch（パンチ用シロップ店） ◎ ◎
Fabricants de chocolat（チョコレート店） ◎ ◎ ◎
*　Boudet-Guélaud 掲載なし 掲載なし 掲載なし 掲載なし
Marchands de comestibles（食料品店） ◎
Fabricants de chocolat（チョコレート店） ◎
Fabricants de sirop（シロップ店） ◎
*　Oudard 掲載なし
Confiseurs（糖菓店） ○ ○ ○ ◎
Fabricants de sirop（シロップ店） ◎
*　Sauvel
Distillateurs（蒸留酒店） ○ ○ ○ ○
Marchands de comestibles（食料品店） ◎
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Fabricants de sirop（シロップ店） ◎
†　Hardy
Restaurateurs（レストラン） ◎ ○ ○ ◎
Limonadiers（カフェ） ◎ ◎ ○
†　Lambert
Restaurateurs（レストラン） ◎
Crémiers（乳製品店） ◎ ○ ○ ○ ○
†　Taillieur
Marchands de vins（ワイン店） ◎ ◎ ◎ ○ ○
Restaurateurs（レストラン） ◎ ◎ ◎
†　George
Marchands de mer（海産物店） ◎
Pâtissiers（パイ料理店） ◎ ○ ○ ○ ○
Confiseurs（糖菓店）
†　Tortoni 　 掲載なし 掲載なし
Fabricants de chocolat（チョコレート店） ◎ ○ ○
Limonadiers（カフェ） ◎
†　Appert
Fabricants de sirop de punch（パンチ用シロップ店） ◎ ○
Fruits et légumes conservés（保存用野菜・果物店） ○ ◎ ○ ○
†　Labour
Fabricants de chocolat（チョコレート店） ○ ◎
Marchands de comestibles（食料品店） ◎ ○ ○
†　Duval 掲載なし 掲載なし
Traiteurs（仕出し屋） ◎ ◎
Confiseurs（糖菓店） ○ ◎ ◎
†　Grabillot
Distillateurs（蒸留酒店） ◎
Épiciers（食料品店） ○ ○ ○ ◎ ◎
Marchands de comestibles（食料品店） ◎
†　Lamégie 掲載なし 　 掲載なし
Apothicaires（薬局） ○ ◎ ○
Distillateurs（蒸留酒店） ◎
Alloette
Rôtisseurs（ロースト料理店） ○ ○ ○ ◎ ◎
Halle（卸売業） ◎ ◎
Le Sage 　 　 　 掲載なし
Pâtissiers（パイ料理店） ○ ○ ○ ◎
Marchands de meubles（家具販売店） ◎
Cosseron 掲載なし
Imprimeurs（印刷業者） ○
Couleurs Lucidoniques ○ ○ ◎
Dentistes（歯科医） ◎
Corazza 　 掲載なし 掲載なし 　 掲載なし
Limonadiers（カフェ） ◎ ○
Vermicelliers（ヴェーミセリ粉店） ◎
※◎：業種ごとに複数回名前が掲載されている店舗　○：一業種のみで掲載されている店舗
（出典）Almanach des Gourmands IV-VIII （1806-1812）, op.cit.を参考に大畑が作成。
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展覧会評

「シャルダン展―静寂の巨匠」

三菱一号館美術館　2012 年 9 月 8 日～ 2013 年 1 月 6 日

矢　野　陽　子（青山学院大学非常勤講師）

2012 年 9 月 8 日から 2013 年 1 月 6 日まで東京・丸の内の三菱一号館美術館で「シャルダン展
―静寂の巨匠」が開催された。ジャン・シメオン・シャルダン（1699-1779）は 18 世紀のパリに
生を受け、聖ルカ・アカデミーの親方を経て、王立絵画彫刻アカデミーの会員となり、静物画と
風俗画を描いた画家である。今回がシャルダンの日本で初めての個展であり、巡回はなく東京会
場のみでの開催であった。
18 世紀フランスを代表する画家のうちに数えられるシャルダンだが、日本における知名度は決
して高くない。シャルダンに限らず 18 世紀ヨーロッパ美術全体、あまり馴染みがないと言えるだ
ろう。シャルダンの作品は、これまでさまざまタイプの展覧会で、一、二点紹介されることはあっ
たが、まとまった数の作品が展示されたのは「ルーヴル美術館展―18 世紀フランス絵画のきらめ
き」（1997 年、東京都美術館）だと思われる。そのときは 5点の作品でシャルダン芸術の展開を
一通り見ることができるようになっていた。
今回の展覧会は 38 点の油彩画で構成されていた。この数は、ひとりの画家を取り上げる展覧会
としてはやや少ないと思われるかもしれない。少し古くなるが同じ18世紀フランスの画家の展覧
会を振り返ってみれば、「フラゴナール展」（1980 年、国立西洋美術館）は絵画 90 点、素描 73 点、
版画 13 点で、「ブーシェ展」（1982 年、東京都美術館）は油彩画 75 点、素描 46 点、タピスリー
3点、エッチング 6点、ブーシェの原画に基づくエングレーヴィング 6点で構成されていた。し
かしながら、シャルダンはロココを代表する多作な両者に比べれば、作品数が少ない上に、最初
期を除いて準備素描をせずに制作し、手がけたジャンルもテーマもかなり限定されている画家で
ある。
展覧会は四部から構成され、その内容と作品数は次のようになっていた。第一部の「多難な門
出と初期静物画」が 5点、第二部の「「台所・家事の用具」と最初の注文制作」が 9点、第三部の
「風俗画―日常生活の場面」が 10 点、そして第四部の「静物画への回帰」が 14 点である。この展
覧会は監修にルーヴル美術館名誉総裁・館長のピエール・ローザンベール氏を迎えて実現された。
氏は過去二回のシャルダンの大回顧展をはじめ数々の展覧会のコミッショナーを務めているが、
今回の構成はそれらの回顧展の構成をそのまま踏襲している。例えば 1999-2000 年のシャルダン
展（パリほか）の展覧会は五部構成で、第五部は「パステル肖像画」であった。今回、最晩年の
パステル作品の部が組み込まれていなかったのは誠に残念であるが、日本で開催するとなるとパ
ステルという脆弱な素材の作品は見送らざるを得なかったのだろう。
作品の選択を見るならば、日本国内からの出品作品は 1点のみで、あとはすべて海外からの出
品である。借出し先は、フランス、アメリカ合衆国、スペイン、イタリア、ロシア、イギリスの
美術館と個人の所蔵家でその数は20を超えている。展覧会の構想にかなう作品を求めた強い熱意
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が感じられる。第一部の冒頭を飾る《ビリヤードの勝負》は、シャルダンがビリヤード台製作者
を父にもつ職人階級の出身であることを告げると同時に、シャルダンが最初から静物画を描いた
わけではないことを教えてくれる。初期静物画を代表するモティーフの兎を取り上げた作品は、
同じタイトルをもつ《死んだ野兎と獲物袋》が 2点出品されている。第二部はありふれた台所用
品や日常的な食材を配した静物画が並ぶが、ここではいつくかの対作品によって、モティーフの
配置や光線の向き、明暗の妙を比較する面白さを味わうことができる。静物画は総じて小さいの
だが、とくに銅鍋を描いた画面の小ささに改めて気づかされた。第二部のタイトルに「最初の注
文作品」という言葉が入っているが、これについて解説文で触れているものの、「注文作品」その
ものは出品されていないので、紛らわしく感じる人もいたのではないだろうか。第三部は、シャ
ルダンに人物を描く契機を与えた友人ジョゼフ・アヴェドの大きな肖像画から始まる。続いてル
イ 15 世に献上された《食前の祈り》の 2点のヴァージョンが並ぶ。第三部で最も注目すべきは、
個人蔵の《羽根を持つ少女》とウフィツィ美術館所蔵の同名の作品が初めて同じ場所に展示され
たことだろう。シャルダン帰属とされているウフィツィ作品を、個人蔵作品と間近に見比べるこ
とのできる貴重な機会であり、シャルダンにおけるヴァージョンやコピーの問題に対して大きな
示唆を与えてくれるものであった。また現在は別々に所蔵されている《デッサンの勉強》と《良
き教育》を対作品として鑑賞できたことも記しておかねばならない。最後の第四部には、個人蔵
の《木いちごの籠》、唯一の花の絵である《カーネーションの花瓶》、ルーヴルの《銀のゴブレッ
トとりんご》など後期静物画を代表する作品が並び、「魔法」のような筆遣いと評されたシャルダ
ンの魅力を存分に伝えてくれる。ここではフィラデルフィア美術館所蔵の《水差しとフロマー
ジュ・ブランのある静物》と《水差しときゅうりとさくらんぼ》という、これまでほとんど紹介
されたことのない 2点が目を引いた。カタログによれば 1970 年代の終わりに行なわれた修復に
よってシャルダンに同定されたとあるが、こうした作品は今後も出てくるのだろうか。
会場にはシャルダンの絵画のほか、数点の出版物と「シャルダンから影響と受けた画家たちと

《グラン・ブーケ》」として三菱一号館美術館のコレクションから 19、20 世紀の作品が 4点展示さ
れていた。版画という媒体はシャルダン受容における大きな問題であるが、シャルダンの風俗画
に基づく版画は出品されていない。参考作品として展示があってもよかったのではないかと思
う。
三菱一号館美術館は、ジョサイア・コンドルの設計によるかつてのオフィスビルを忠実に復元
した建物である。通常の美術館建築のいわゆるホワイト・キューブの空間とは異なり、小さな部
屋が続き、部屋のマントルピースや木製天井も復元されている。今回、いくつかの絵はマントル
ピースの上に掛けられていたが、この館内はシャルダンを心地よく鑑賞できる空間であった。比
較的少ない出品数ながら印象深い展覧会として思い出されるのは、2005 年の「ジョルジュ・ド・
ラ・トゥール展」（国立西洋美術館）である。そのカタログに、わが国では 19 世紀以降の西洋美
術の展覧会は数多いものの、18 世紀のヴァトー、シャルダン、ヴィジェ・ルブランもいまだその
展覧会が実現してないと記されていた覚えがある。それがつい最近になってヴィジェ・ルブラン
（2011 年、三菱一号館美術館）、ユベール・ロベール（2012 年、国立西洋美術館）、そしてシャル
ダンと、展覧会の実現にいたったことは、実に喜ばしいことだと思う。なお今回の展覧会カタロ
グは、出品作品の図版と解説に加えて論文や資料紹介なども加わった充実した内容で、今後の
シャルダン研究にとって間違いなく基本文献となると思われる。最後に会期中の 9月に国際シン
ポジウムが開催されたことも付言しておきたい。
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「ユベール・ロベール―時間の庭―」展
国立西洋美術館　2012 年 3 月 6 日～ 5月 20 日
福岡市美術館　　2012 年 6 月 19 日～ 7月 29 日
静岡県立美術館　2012 年 8 月 9 日～ 9月 30 日

金　沢　文　緒（日本学術振興会特別研究員）

日本で最初のユベール・ロベール（1733-1808）の個展である「ユベール・ロベール―時間の庭
―」展が、2012 年 3 月 6 日から 9月 30 日まで、国立西洋美術館、福岡市美術館、静岡県立美術
館で開催された。フランスの風景画家ロベールは、古代旧跡の様々なモティーフを自由に組み合
わせたカプリッチョによって18世紀後半のヨーロッパで名声を博した。ロベールは日本ではいま
だ知られざる画家であり、本展は、画家の画業を網羅的に紹介することに主眼を置いたものだっ
たが、同時に、絵画と庭園に窺われるロベールの芸術性を再検証する意欲的な試みでもあった。
展示は、ヴァランス美術館所蔵のロベールのサンギーヌ素描コレクションを中心に、約 130 点の
油彩、素描、版画、家具で構成された。
6部構成の本展では、最初の 4部ではロベールの画業が時系列に語られ、展示は 1754 年から 65
年までのイタリア滞在期から始まる。第 1部「イタリアと画家たち」では、ロベールのみならず、
ローマに赴いた同時代の風景画家が研究対象とした前世紀の絵画に焦点が置かれた。当時、風景
画の分野で最も高い評価を得ていたクロード・ロラン、ガスパール・デュゲ、サルバトール・ロー
ザの作品が中心となり、17 世紀の理想風景画の収集に注力する国立西洋美術館と静岡県立美術館
の所蔵のものが目立った。他の多くの画家たちと同様、ロベールが次に励んだ作業はローマ周辺
で風景素描をとることであり、それらの仕事は第 2部「古代ローマと教皇たちのローマ」ではロー
マの名所旧跡建造物の素描、第 3部「モティーフを求めて」ではローマ郊外のヴィラの庭園に取
材した素描として分類提示される。それら初期の戸外素描においても既に厳密な再現性は目指さ
れてはおらず、大胆な構図や光と影の強い対比などにはロベールの自由な創意を感じることがで
きる。第 4部「フランスの情景」では、ルイ 15 世広場やサン・ドニ教会など、フランス帰国後の
ロベールが新たな題材として選択したパリの景観が紹介された。この部では母と子という風俗表
現を伴った作品が多数登場し、ロベールのこのモティーフへの関心と彼の安定した家庭生活との
関連性が示唆される。続くロベールの宗教画《羊飼いの礼拝》の展示にも、作品に描き込まれた
聖母子像からロベールの母子モティーフを連想させる狙いがあったと考えられる。なお、個人的
な関心からすると、この作品については 18世紀の風景画家の物語画への接近という側面からも今
後論じられるべきだろう。ロベールは宗教画を多数収集しており、今回は出展されていないが、
ルーヴルでラファエロの聖母子像の模写するロベールの自画像も存在する。当時美術ヒエラル
キーで高位の絵画ジャンルに位置づけられた物語画が、ロベールを始めとする、18 世紀における
風景画家や景観画家の絵画的源泉になりえたという視点も重要である。
第 5部「奇想の風景」では、パリでのロベールのカプリッチョの制作プロセスに光が当てられ
る。イタリア素描の翻案作品を中心とした構成だが、特に《古代遺物の発見者たち》については、
イタリア時代の風景素描、パリでの準備素描、そして完成作の油彩が並置されており、建築物の
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再構成や人物像による物語性の付加が行われ、作品世界が現実から虚構へと逸脱していくさまが
提示された。なお、解説は、18 世紀に流行したカプリッチョという絵画ジャンルにおけるロベー
ル作品の特徴を時間性に見出し、廃墟の前に描かれた人物像を「『現在』を生きる人々」とみなし
て、画家が人物像を効果的に用いて絵画に過去と現在の間の時間的な広がりを実現した点を指摘
している。解説にはなかったが、人物像の多くは現在性の象徴であるのみならず、建築物に視線
を投げ、あるいはその中で思索にふけるなど、能動的に「過去との邂逅」を果たすモティーフで
描かれていることを、付け加えておきたい。第 6部「庭園からアルカディアへ」では、自然と人
為の交差する場としての「庭園」を切り口として、ロベールのカプリッチョを再検討している。
ここでは、ロベールの庭園構想の原点が自身のカプリッチョにあることが比較展示によって示さ
れているのだが、これはロベール特有のものではなく、既にイギリスで流行し、フランスではこ
の時期造営が開始されるピトレスクな庭園の本質的な特徴である。むしろここでは、自ら造営に
関わった庭園を再び絵画化するという行為にロベールの独自性を認め、その意義についての踏み
込んだ解説が欲しかった。なお、ロベールの庭園や絵画におけるアルカディアの性質を問う本展
のクライマックスは、1789 年制作の《アルカディアの牧人》であろう。解説では、”Et in Arcadia 

ego” の系譜に位置づけられる本作品について、プッサンの同主題作品との関連が指摘されてい
る。ロベールによる銘文の意図的な改変（”Et ego pastor in Arcadia”）については言及がなかっ
たが、羊飼いを主語に据えたこの銘文は、本来のメメント・モリ（例えば 1770 年代ジョシュア・
レノルズは本来の意味で同主題を絵画化した）ではなく、アルカディアへの憧憬というロマン主
義美学の視点から理解されるものである。ロベールのアルカディア観が顕在化した例として、鑑
賞者に注意が喚起されるべきであったようにも思う。
総括すると、本展はロベールの画業の網羅的紹介を目指した点で高く評価される。ただ、カタ
ログの論考「ユベール・ロベールとルーヴル」によって情報が一部補完されたとはいえ、彼が重
要な役割を果たしたルーヴル美術館の創設計画に関する作品展示が叶わなかったのは残念で
あった。「時間の庭」と銘打った本展がおそらく描き出そうとし、解説が「時間と空間、そして観
念の高みと地上との軽々した従来」と評したロベールの複層的な芸術性は、「先取りされた廃墟」
である想像上の未来のルーヴルのグランド・ギャラリーの視覚化という圧倒的業績を知ること
で、初めて具体的に実感できるものである。その意味では、ロベールの廃墟の性質についてより
深く掘り下げ、18 世紀後半に登場する新たな規範としての崇高美との関わりからも紹介される必
要があったようにも思う。こうした手続きを省略し、崇高美と概念的にも絵画的にも必ずしも一
致するとは言えないアルカディアというテーマを帰結として選んだため、18 世紀美術におけるロ
ベールの位置づけに曖昧さが残った。
とは言え、ロベールの芸術性の前提となったであろう、彼の知性を描き出すことには成功して
いる。ラテン語や古典古代に関する博識、物語画の研究、上流階級との交流など、ロベールの教
養人としての顔は、解説や論考だけではなくむしろ、展示作品そのものにおいて視覚的に実感さ
れるような構成がとられており、大変興味深かった。当然のことながら、ロベールが請け負った
ルーヴルの美術館管理官や庭園デザイナーという仕事にはこうした高度な教養が要求されたの
である。また、ロベール作品を通して、イタリアを目指した 18 世紀の風景画家に共通する芸術形
成の過程を明らかにしたことも、本展の成果であった。芸術的資質は画家によって異なるものの、
ジャン・オノレ・フラゴナール、クロード =ジョゼフ・ヴェルネ、リチャード・ウィルソンなど、
比較材料として提示される様々な画家とロベールの間には芸術的関心の類似性が認められた。ま
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た、彼らは独自の様式を確立していくうえで、随時イタリア滞在の成果に立ち戻った点でも共通
している。本展は、鑑賞者が 18 世紀の画家におけるイタリア旅行の意義を理解し、18 世紀の重
要な芸術現象としてのグランド・ツアーを視覚的に追体験するよう工夫されており、極めて啓発
的であった。
なお、補足となるが、ロベール展が最初に開催された国立西洋美術館では、版画素描展示室に
おいてピラネージ『牢獄』展が同時開催された。こちらはジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネー
ジ（1720-1778）による『牢獄』の第 1版（1749-50）の 14 点、第 2版（1761）の 16 点が 2点一
組で並置された小規模な企画であったが、両版の相違をつぶさに観察できる貴重な機会となって
いた。さらに、この同時開催に呼応して、ロベール展では、ロベールとピラネージのローマでの
芸術的交流にも光が当てられていた。同じひとつの会場においてロベールとピラネージのカプ
リッチョを比較対照することは、18 世紀という時代の精神を理解するうえで極めて有効な方法で
あったと考える。そして、こうした教育的目的を実現するためにとられた数々の細やかな配慮も
また本展の大きな魅力であったことを、付け加えておきたい。



－ 62 －

書　評

小特集：18 世紀の無意識

- Daniel Heller-Roazen, The Inner Touch. Archaeology of 
a Sensation

Zone Books, New York, 2009, 386 pp.

- Angus Nicholls and Martin Liebscher（Eds.）, Thinking 
the Unconscious. Nineteenth-Century German Thought

Cambridge University Press, 2010, 340 pp.

小田部　胤　久（東京大学）

しばしば 18世紀を主たる対象としていない書物がかえって 18世紀の思想の特徴を浮き彫りに
することがあるが、今回取り上げる書物はいずれもその好例である。
一冊目の『内的触覚―感覚の考古学』の著者ダニエル・ヘラー＝ローゼンは 1974 年生まれの
俊英で、アガンベンの英訳者として名を馳せるとともに、『万人の敵―海賊と国際法』や『エコ
ラリアス―言語の忘却について』など評判の高い書物を次々に公刊している比較文学者であ
る。本書の主題は一言でいえばアリストテレスに由来する「共通感覚（koinê aisthêsis）」論の系
譜学であるが、著者は、ギリシア語・ラテン語はいうまでもなく、ヘブライ語・アラビア語等を
駆使してさまざまの文献を縦横無尽に引用することで実証性を重視しつつも、同時にエッセー的
な優雅さを失うこともない。
第 1章「ムリアーナ」―これはホフマンの『牡猫ムルの人生観』に因んで著者が造語したも

の―では、本書を貫く主題である「存在の感情（Gefühl des Daseins）」という概念が、「牡猫
ムル」に即して呈示される。続く第 2章以下において著者はアリストテレスに遡り、とりわけ彼
の「共通感覚」論を検討しつつ、動物はあらゆる（外的）感覚において同時に自己自身が生きて
いることを感じる、という点にアリストテレスの共通感覚論の要諦がある、と結論づける。一見
すると、ここにいう「共通感覚」は（人間の場合）、近代的な術語を用いるならば、「思考する存
在者が自己自身を意識することを可能にするもの」であるように思われる。実際、アリストテレ
スが共通感覚の例として挙げる「自分が感覚することを感覚する」という一節は、近代語では「自
分が感覚することを意識する（be conscious of）」と訳されることが多い。だが、著者によれば、
アリストテレスはあくまでも「自分が感覚することを感覚する」という表現を用いており、この
点においてアリストテレスの考えは近代的な自己意識（すなわち思考ないし知性を前提とする意
識）とは全く異なる。このようにして、著者は古代における自己意識の不在証明を行いつつ、ア
リストテレスの立場を、「我感じる、ゆえに我あり」（第 5章標題）、と定式化する。
第 8章から第 16 章において、著者はアリストテレスのこの立場がストア派、初期教父哲学、ア
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ラビア哲学、スコラ哲学において継承された様子を論じるが、とりわけ重要なのは synaisthêsis

（共感覚、より正確には〈感覚に伴う付随的感覚〉のこと）の語義をめぐる考察であろう。「感覚
を有するものはすべて、自分が感覚していることの synaisthêsis を有する」（アフロディシアス
のアレクサンドロス）、という一節における synaisthêsis はしばしば self-awareness と訳される
が、著者は原語の synaisthêsis には「自己」という語が現れないことを強調する。
第 17 章では、近代的な自己意識の成立をデカルトの内に見届けつつも、アリストテレス的な立
場がベイコン、カンパネッラの内に生き続けていることを指摘する。そして、続く第 18 章から第
21 章までが 18 世紀を主題とする。第 18 章ではライプニッツの「微小表象」論を扱いつつ、ライ
プニッツにおいては、意識とその不在が、無限に小さな表象の領野において出会うことを、第 19
章ではライプニッツの aperception と perception の概念を扱いつつ、ライプニッツが意識の内に
意識できないものの存在を容認する点を強調する。ライプニッツをデカルト及びロックとの対比
において論じるこれら二つの章は、この書物の枢軸をなしているといっても過言ではない。第 20
章ではルソーの『孤独な散歩者の夢想』（第二散歩）に見られる意識が戻った瞬間の記述を手がか
りに、モンテーニュからテュルゴ、コンディヤック、ヘムステルホイス、さらには『百科全書』
にいたる「存在の感情」の系譜が辿られ、第 21 章ではコンディヤックの『感覚論』における「彫
像」の思考実験を手がかりに、そこからデステュット・ド・トラシー、メーヌ・ド・ビランへと
下りつつ、デカルトの「我考える、ゆえに我あり」説を、それが身体を欠いている点で誤りであ
る、とするメーヌ・ド・ビランの内に、アリストテレス的伝統の現れを読み取る。
第 22 章では 18 世紀末の生理学者ヒュープナーの博士論文 Coenesthesis（独訳では「共通感情

（Gemeingefühl）」）が 19 世紀に与えた影響を辿りつつ、「生ける身体」への関心が 19 世紀の生理
学＝心理学をアリストテレス的伝統から区別する、と論じる。第 23 章では幻影肢とメランコリー
型の身体否定症という二つの事例を取り上げつつ、両者を自分自身の有機的身体を表象すること
の困難として特徴づけ、第 24 章では 19 世紀における「離人症」（すなわち、「私は見ているが、
見ているという感覚がない」という、アリストテレス的にいえば共通感覚の欠如の病）の発見を
手がかりに、そこに人間から動物性（生命感覚）が消え去る徴候を読み取り、さらにはベンヤミ
ンの「経験の貧困」やハイデガーの「空虚放置」といった概念は、自己の内から動物性を抹消し
ようとする西洋の思考（いわば〈動物性忘却〉としての〈存在忘却〉）が必然的に生み出したもの
である、と論じる。第 25 章ではメルロ＝ポンティの『見えるものと見えないもの』に見られる
「触れることのできないもの」という概念を手がかりに、「われわれが存在している」ということ
は、決して客観的に知られたり感じられたりせず、その意味で触れることのできないものであり、
この触れることのできないものに触れることこそが本書の冒頭に提起された「存在の感情」にほ
かならない、と結論づける。
18 世紀に限定するならば、ヘルダーの「私は私を感受する、私は存在する」という立場に言及
していない点など、遺漏も目に付くが、本書がきわめて優れた考察を含んでいることに変わりは
ない。とりわけ、著者は本書において「美学＝感性論（aesthetics）」について一言も言及してい
ないとはいえ、aisthêsis の語義について多くの頁を割く本書はいわゆる〈感性論的転回（the 

aisthetic turn）〉を遂げつつある現在の美学に対して豊かな示唆を与えてくれる。
二冊目の『無意識を考える―19世紀ドイツ思想』はフロイトに先立つ 19 世紀ドイツ語圏の

「無意識」論を再構成するものであり、具体的にはシェリング、ゲーテ、ショーペンハウアー、
カール・グスタフ・カールス、エードゥアルト・フォン・ハルトマン、フェヒナー、ニーチェな
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どを扱う 10 篇の論文からなる。ここではとりわけ、編者二人によって書かれた序論に焦点を当て
て紹介することにしたい。
序論は、19 世紀のドイツにおける「無意識」論の起源を 18 世紀の内に探る。
第一の起源はライプニッツの「微小表象」論の内にある、とする著者は、ライプニッツの「微
小表象」論をデカルト、ロックとの対比において特徴づけるとともに、ライプニッツの議論がそ
の後のヴォルフやプラートナーによって継承された経緯を明らかにし、さらにバウムガルテンの
「魂の根底」をめぐる探究としての「美学（＝感性論）」の試みの内に従来の形而上学の刷新を認
める。
第二の起源はカントの『人間学』（第五節）の内に求められる。著者によれば、「われわれの心
の広大な地図の上で、ただいくつかの箇所のみが照らされている」という『人間学』の一節は「無
意識」の理論に対して大きな影響を与えた（その例として、著者はジャン・パウルの「無意識的
なものの広大な領野、すなわちこの真の内的アフリカ」という言葉を引いている）。ただし、カン
ト自身はこうした「暗い表象」は「生理学的人間学」に属するにすぎず、「実用的人間学に属する
ものではない」と断定しているため、この点に関するカントの議論はカントの哲学の内部におい
て単に周辺領域にとどまっている、と著者は附言する。
第三の起源は、著者によれば、カントの批判哲学における主観の能力の区分の内にある。著者
はカントの『純粋理性批判』第二版の「演繹論」が、「我考える」の「我」を二重化した点に着目
する。すなわち、カントによれば、「我」は、「内官によって直観される対象」であると同時に、
悟性によって可能となる「能動的に思考する主観」でもある。しかるに、思考する主観（統覚）
としての「我」は悟性に依存するが、悟性は直観の能力ではないために、この「我」は認識対象
となりえない。「自己自身の意識は自己自身の認識ではない」（B 158）。同趣旨の議論が『人間学』
第七節にもある。「思考する存在者としての我は、感覚的存在者としての私と同一の主観である」
が、私は私自身を完全に認識することができない。このようにして、著者はカントの批判哲学に
おいては「我」の一部が私自身にとって暗く無意識的なものにとどまる、と指摘する。さらに著
者は、こうした論点が『判断力批判』の天才論において最もよく認められる、と論を進める。す
なわち、カントによれば芸術家の天分は「自然の手によって与えられる」（『判断力批判』第 47
節）とされるが、ここには人間主観が自己自身にとって透明ではないことが明確に語り出されて
いる、と著者は考える。著者によれば、カントの『純粋理性批判』（第二版の演繹論）『人間学』
『判断力批判』に見られるこうした考えは、カントにあってはなお批判哲学の枠組みにおいて論じ
られているが、この枠組みを突破したのがロマン主義である。こうして序論は 19 世紀への展望を
示しつつ終わる。
第一の起源に関していえば、ライプニッツの「微小表象」論の解釈が多少平板であり、またバ
ウムガルテンによる形而上学の刷新とはいかなる事態なのか十分に論じられていない憾みはあ
るが、著者の議論は明快である。また、第二の起源としてのカントの『人間学』への着目は、最
近の研究の一つの傾向とも合致する。第三の起源に関していえば、認識論の文脈における「統覚」
の問題と天才論における「主観」の問題がなお十分に接合されていないのではないか、という疑
念が残る。なお、18 世紀最後の四半世紀における「無意識」概念の成立については、本書をも批
判的に踏まえつつ論じたことがあるので、参照していただければ幸いである（「美学の生成と無意
識―三つの系譜に即して」『思想』2013 年第 4号所収）。
今回まとめて紹介した二冊の書物は相互に全く独立のものであるが、いずれも 18世紀における
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ライプニッツ主義の果たした意義を広い文脈から明らかにする点で共通しており、18 世紀研究に
も資するところが大きい。

Pierre Chartier, Vies de Diderot

Paris, Éditions Hermann, 2012, 3 vols.

井　田　　　尚（青山学院大学）

フランスの啓蒙思想家・作家ドゥニ・ディドロ（Denis Diderot, 1713-1784）の生誕三百年祭を
一年前に控え、ディドロ研究の重鎮のひとりでパリ・ディドロ（パリ第七）大学名誉教授のピエー
ル・シャルチエがおよそ前例を見ない大著のディドロ論を世に問うた。三巻本で総計 1,500 頁に
及ぼうという渾身の力作で、著者のディドロ研究の集大成の趣が強い。
「ディドロの生涯」とつい訳したくなる題名から伝記を想像した。フランコ・ヴェントゥーリ、
アーサー・ウィルソン、レイモン・トゥルッソンらの系譜に連なるディドロ伝かと思いきやさに
あらず、ディドロの全生涯の文学テキストをテーマ論的に論じた作家・作品研究である。よく見
ると、題名の単語 « vies »（フランス語で「生命、人生」）が複数形になっているのは、シャルチ
エ一流の心憎い洒落だ。ディドロという変幻自在な作家の「文学的生」を時系列に沿って再構成
しながら、時期や作品によって異なるディドロの風貌をそのニュアンスのままに描き出すのが狙
いか。
シャルチエのディドロ論の独創は、ディドロの全作品を、persiflage「揶揄」とmystification

「韜晦、うまく担ぎ煙に巻くこと」（以下「韜晦」）というふたつの概念の言語的実践の軌跡として
読み解こうとする点にある。ディドロ研究史上、「揶揄」は小説『ラモーの甥』の主人公の奔放で
辛辣な言辞、「韜晦」は小説『修道女』「序文」の文学的虚構を表す語彙として用いられるケース
も多かったが、両概念をディドロのエクリチュールの二元的な原理として結びつけ、全文学作品
に解釈格子として適用する試みは、シャルチエのケースが初めてであろう。
［第 1巻］
シャルチエによれば、ふたつの語彙は十八世紀フランスの文学的言説と社会的言語使用におい
て同義語のように用いられたが、persiflage「揶揄」が表象の真実みを台無しにするのに対し、
mystification「韜晦」は表象の真実みを過剰なまでに利用する、という違いがある。
『哲学断想』（1746）、『おしゃべりな宝石』（1748）、『盲人書簡』（1749）を立て続けに執筆し、
文学的成功を夢見つつ、『百科全書』を編纂し、フィロゾフとしての地位を模索していた 1750 年
代のディドロは、演劇の規則の改革にも取り組み、ブルジョワ市民劇（«drame bourgeois»）と
いう新ジャンルを生み出す。虚構を温存したブルジョワ市民劇は、素朴な自然を表象するのにも、
真実らしさにほど遠い揶揄を盛り込むのにもうってつけのジャンルだった。
ディドロは、「哲学的」に味付けした揶揄を武器に、その作品であらゆるまやかしを攻撃する。
1760年代に小説に取り組むようになっても、ディドロの揶揄は枯渇することがなかった。揶揄は、
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小説『修道女』とその序文に仕掛けられた韜晦と無縁でないばかりか、『ラモーの甥』で「哲学
的」に昇華され、花開くことになるからだ。
韜晦が文芸共和国の社会風俗の一部をなしていた十八世紀後半には、同業者に散々担がれ続け
た哀れで滑稽な文士ポワンシネを筆頭に、韜晦の犠牲となる実在の、もしくは想像上の人物が続
出した。世に知られるディドロの三大韜晦も、このポワンシネという「モデル」を抜きに語れな
い。
ディドロが好んだ韜晦は、揶揄としての威力を発揮した途端に、現実の完璧な模倣、芸術と自
然の純然たる一致へと姿を変える。この変貌によって、「哲学的な」談義が可能になるとともに揶
揄の痕跡は消え去る。こうして、ディドロが仕掛ける文学的韜晦は、テキストとして完璧に不可
視になるのだ。
［第 2巻］
1750 年代から 60 年代にかけて反百科全書派の激しい攻勢に晒されたディドロは、移ろいやす
い世間を教導する模範的哲学者を自ら任じ、プラトンを理想に掲げた。1760 年には、パリッソの
『哲学者』に続いて、ポワンシネがフィロゾフを揶揄した『小哲学者』を上演する。美徳の試練を
描く演劇改革で観客の涙を絞ろうとしてかえって観客の笑い者にされたディドロは、小品『サン
マールとデルヴィル』で笑いを道徳的責任や哲学の放棄として批判した。
『ラモーの甥』でディドロは、パリッソら哲学者の宿敵達に痛烈に反撃する。そこでは、揶揄
が、ある種の「秘教的韜晦」に転じている。『ラモーの甥』には、ベルタン邸に出入りする悪人連
中の最低限のモラルとしての揶揄から、主人公が哲学者「私」や周囲の人間に浴びせる揶揄まで、
ありとあらゆる persiflageが充溢している。1760 年代からディドロが執筆した『ラモーの甥』を
含む秘教的な作品群は、この時期のディドロが既に厳格な哲学者の顔を捨て、笑いを含む揶揄を
探し求めていたことを示している。
『1767 年のサロン評』でディドロが画家ヴェルネの画題をきっかけに架空の散歩に託して絵画
のイリュージョンを論じた「ヴェルネ」の散歩」には、韜晦というよりも、芸術と自然の関係と
戯れようとする著者と読者が共有する高揚感、起源としての自然を絵画や彫刻などコピーを介し
てでも追い求める都市生活者の心性を風刺した「哲学的」揶揄が見られる。
ディドロは 1770 年代に入ると、実在の人物を集団で担ぐサロン的遊戯を執筆の動機とした『肖
像奇譚』や『ブルボンヌの二人の友』のようなコントを手がけるようになり、1770 年には、クロ
ワマール侯爵を韜晦の標的にした小説『修道女』の序文を雑誌『文芸通信』に掲載する。
『ブルボンヌの二人の友』は、1770 年の夏にディドロが友人ネジョンに一杯食わせようと『文
芸通信』の編纂者グリムらと結託し、ド・プリュノー夫人に成り済まして執筆した短編である。
イロコイ族の二人の青年が同時にある娘を好きになり、三人の共同生活によって友情と恋愛の矛
盾の解消を図るサンランベールのコント『二人の友、イロコイ族の物語』の「素朴さ」を絶賛す
るネジョンのおめでたさに呆れたディドロは、パロディーとして『ブルボンヌの二人の友』を執
筆し、サンランベールが荘重に描く野生社会の美徳をパリらしいまやかし、サロンの幻想として
揶揄することで、幻想を解こうとした。『ディドロと百科全書』（1962）の著者ジャック・プルー
ストは、ネジョンのおめでたさに『ブルボンヌの二人の友』の文学的韜晦の口実としての意味し
か認めていないが、シャルチエによれば、韜晦は信の能力に対するイデオロギー的批判をも含ん
でいる。ディドロの考えでは、容易に信じない態度こそが哲学の第一歩だからだ。
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［第 3巻］
ディドロが晩年に執筆した『家庭的な娯楽のプラン』 、 『作品とプロローグ』、『彼は善人なのか
悪人なのか？』 の演劇三部作は、伝記作品『クラウディウスとネロの治世にかんする試論』（略題、
以下『セネカ論』）（初版 1778、第二版 1782 年）とともに、ディドロの「自伝的な」作品群に属
する。
『ディドロの美的観念の形成』（1973）の著者ジャック・シュイエは、三部作を同一の主題に基
づく素描、模型、完成作品として解釈しているが、シャルチエによれば、三部作の進化は同じ主
題の中にも驚くべき図式の変化を見せている。主人公が、見知らぬ夫人との間に生まれた「我が
子」のために年金の受給を陳情する慈善行為を口実に夫人を社交界の笑い者に仕立てる筋書き
は、サロン向けに毒が抜かれているとはいえ、世紀前半からフィロゾフ達の間で韜晦の名の下に
行われた揶揄の一典型である。
1770 年代の演劇三部作で滑稽に描かれる「嘲弄者」（persifleur）としての「哲学者」像は、『セ

ネカ論』でディドロが擁護する悲劇的なセネカ像と一対をなしている。『告白録』の出版で文名を
不動にしたルソーと対照的に演劇での失敗、エカテリーナ二世との関係の冷却など次々挫折を味
わったディドロは、1778 年から小説『運命論者ジャックとその主人』や『修道女』を『文芸通信』
に掲載する一方、『セネカ論』に取り組み、セネカを不当に非難された哲学者として擁護すること
で、反哲学者陣営やルソーによるフィロゾフ批判に一矢報いようとした。
ディドロの晩年の小説群にも揶揄と韜晦の要素は顕著に見られる。シャルチエによれば、『運命
論者ジャックとその主人』と『ラモーの甥』は、すべてをのびのびと愉快かつ真剣に語る「哲学
的滑稽味」に溢れている。一方、『運命論者ジャックとその主人』の物語の深層にはめ込まれたユ
ドソン神父やド・ラ・ポムレー夫人の逸話には、イヴ・シトンも指摘するように、「自己や他人が
実行する身振りにメタレベルで二次的な合目的性を上書きする行為」としての韜晦的なエクリ
チュールの操作が見られるという。
揶揄＝韜晦のテーマは、『ダランベールの夢』や『俳優に関する逆説』など後期の対話作品にも
見られる。熱狂の演劇を称揚した『劇作論』（1758）とは打って変わって、『俳優に関する逆説』
では、感受性が強いがために感情の韜晦、自己統御、沈黙を強いられた作家ディドロ自身の重大
な関心事が、演劇を超えた問題として提起され、『ダランベールの夢』でも重要なモチーフとなる
イデア的モデルとしての役柄との同一化による冷静の演劇の優位が説かれる。ディドロは、1750
年代から自らに問いかけ続けたこうした考えを、「賢者ドゥニ」が「狂人ラモー」と対話をする
『ラモーの甥』でも内的対話として形にした。哲学者「私」の常識的な理性を辛辣な揶揄とめくる
めくパントマイムで揺るがし脅かす「彼」の姿には、一筋縄では行かないディドロという作家の
自己韜晦・自己揶揄的な肖像が窺える。
［総評］
ディドロの全作家活動を揶揄と韜晦の言語的実践として解釈する試みは、シャルチエ氏のディ
ドロ論の最大の魅力にして功績であろう。この試みは、小説『おしゃべりな宝石』、『修道女』、『ラ
モーの甥』や対話作品『肖像奇譚』など典型的な作品の分析には有効たり得ているが、著者が設
定した図式に収まり切らない作品の場合には、時に主題に無関連な作品論が百頁単位で続く傾向
があり、議論の道筋を辿りにくくしている。この不統一の印象は、おそらく過去に発表した論文
の集成としての側面にも起因するものと思われる。
個々の作品論は、必然的にディドロ研究者にはおなじみのテーマが多く、いささか既視感を感
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じさせるが、比較的最新の研究も含む諸家の解釈を踏まえながら時にディークマン、プルースト、
シュイエら大物研究者の定説に疑義を呈する著者の批判的な問題整理は、ディドロ研究史の歴史
的評価も兼ねており、ディドロの文学作品を包括的に論じた本格的研究としても貴重である。
著者は長年の研究で自家薬籠中のものとしたテキストの細部の読みを出発点に、ディドロの生
涯、作品、研究史に関する博識を駆使する上、単純な断定を避けるために挿入句、ほのめかし、
言い換えを意図的に多用した、凝った文体も手伝って、各巻や各章の全体像を要約するのは容易
ではない。その代わり、覚悟を決め、できれば音読を織り交ぜながらそのテキスト世界に没入す
ると、メインテーマを軸に、個々の作品を「エクスプリカシオン・ド・テクスト」の模範ともい
うべき手つきで読み解く著者の、時に晦渋ながらディドロと文学への慈愛に溢れた解釈が、その
豊穣な文体に乗って、不意に心地よい波となって頭に入って来る。読者にしきりに語りかけ、い
つの間にか煙に巻くディドロの話術が乗り移ったかのようなシャルチエ氏の、語るように書き、
書くように語る文学的雄弁と、その批評的言説の高度な知的韜晦をも存分に楽しみながら読みた
い本である。

Francine Markovits, Le Décalogue sceptique, L'universel 
en question au temps des Lumières

Paris, Éditions Hermann, 2011, 436 p.

佐　藤　淳　二（北海道大学）

懐疑論的主体、あるいは、もう一つの「啓蒙」に向けて
アジアの「風水学」は、18 世紀欧州の風土論に一脈通じるのかもしれない。しかし惜しむらく
は、「風水学」が「気」の類で説明される点で、これでは西洋独特の「精神 esprit, Geist」と同様
に「脱構築不能」である！　「風水学」は、アジアの都市計画に影響したにもかかわらず、魔術と
形而上学から啓蒙されることはなかった。もし、エートスも「魂」も、地形や水の流れに影響さ
れる実体であり、唯の「物」であるとしたならどうだろうか。それこそが、西洋近代の懐疑論の
問いとなるであろう。フランスの近代懐疑論といえば、R．パンタール『博識あるリベルティナー
ジュ』（1943 ／ 1983）、あの目眩く博識と筆致による金字塔を誰しも思い浮かべよう。あるいは、
我が国の諸碩学の貢献とその薫陶を受けた研究者たちの現在の活躍を思う人も多いだろう。とは
いえ、これらの議論は高度に専門的で閾が高いというのが一般の印象ではなかろうか。ここに現
れたフランシーヌ・マルコヴィッツの Le Décalogue sceptiqueは、新しい研究方向を明確に指示
しつつ、同時に、専門外の読者にも知的興奮と刺激を与える希有な書物である。そのタイトルが
語るように、「懐疑論四人組」の一人ラ・モット・ル・ヴァイエの徴の下に、これまでのマルコ
ヴィッツの諸研究が、全面改稿され集大成されたのである。
マルコヴィッツは、カール・マルクスの学位論文研究やフィジオクラートにおける言説の交換
論の研究をはじめとして、研究誌 Corpus編集とそれに連動した多くの文献校訂版で知られる。
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これら幅広い業績を、Le Décalogueは、一望可能にしてくれた。そこで明らかになるのは、進歩
主義・近代化と思い込まれている啓蒙像とは大きく様相の異なる、もう一つ別の啓蒙像である。
その方法論は、前作『モンテスキュー』（2008）同様、思想に内在する「問題を構成する技法」の
描出であろう。つまり、理論を構成する観察者の位置取りの問題化であり、観察者が主体として
行為そのものに参加し、巻き込まれているという事態の解明である。観察者は、状況を観察する
と同時に、この同じ状況の中で自らの観察に内包される。これを抑圧し忘却すれば、公衆を超越
的視点から指導するエリート主義的啓蒙という思い込みが生まれる。しかし、とりわけ懐疑論者
にとって鋭く自覚されるような、状況に自分を巻き込む思想では話が別である。そこでは、外部
から眺める視点も視線もなく、観察する視線それ自体も分析されるひとつの要素とならざるをえ
ない。この時、視線は、ディドロとルソーが用いた有名な隠喩によれば「生きた目」となる。「生
きた目」とは、身体を介して、つまり「触れる」ようにして状況に内在化している「目」であり
（Le Décalogue第 2部の盲人形象論参照）、自ら設計した集団の中に組み込まれて戦略的に行為す
る「目」である（同じく第 3部の出色のルソー論「クラランの倫理学」参照）。
このような「生きた目」を、仮に「懐疑論的主体」と名づけておく（ラディカルなスピノザ主
義ではこのような「主体」そのものが怪しく希薄になるが、この事情については第 2部のラ・メ
トリー論を参照）。問題は多岐にわたるが、このような主体と「公衆」論の関係を例に挙げよう。
主体が状況の中に組み込まれると、伝統的な啓蒙のプロジェクト（「大衆」の迷信・幻想を破壊
し、その蒙を外部から啓く知識人という構図）は大きく揺らぐ。知識人もまた状況に巻き込まれ
つつ右往左往しているからである。実際、マルコヴィッツは、モンテスキューの風土論を、スピ
ノザ『エチカ』第 2部へと連接し、その射程を啓蒙や公衆といった概念そのものの批判へと及ば
せている。まとめるならば、状況に組み込まれた懐疑論的主体は、自らを含めてすべてを「解釈」
の平面に移動させるということである。別言すれば、現実そのものである「抗争」は、こうして
「問題」に変身する。抗争は暴力的に決着がつくだけかもしれないが、解釈平面に移転されると、
「問題」として解決法が展望される。「問題」には、必ず解決があるとされるのは、そもそも「問
題」が解釈されてこそ現れるものだからである。このような「問題」への変換を目指す近代の膨
大な知的な努力、それを支えるのが懐疑論の倫理であり、それを遂行するモードが「十戒」すな
わち懐疑の 10 の変換様式であろう。

Le Décalogue の構成を導く問題意識がこうして明らかになる。四部構成のうち、第 1部では、
ピエール・ベールと宗教（寛容）論を軸として、近代の別の哲学方法論が辿られる。デカルト哲
学は、近代のメジャー哲学主流派として、固定された中心点の確立、超越的な視点の確定を目指
した。しかし、マイナー派の代表である懐疑論は、デカルト的な中心固定性に異を唱え、そこか
ら離脱するための哲学 、世界を外部から眺める所謂「世界像」ではなく、懐疑する主体も自らの
懐疑から除外されない倫理を求めた。この倫理によって、自己の自己自身への帰属が流動化する。
それは当然、自らを感覚世界の中に投げ入れ、身体によって感覚に投錨する（あるいは「散歩」
する！）主体を導く（第 2部「感覚可能なものの一つの歴史」における「盲者」論やラ・メトリー
論を参照）。もちろん、感覚だけでは社会という制度の問題は解けない。流動だけではなく、流動
化させた上でいかにして新しい制度を創設するかが問われる。ここで見事なルソー論が展開され
て、ユートピア論や「家（オイコス）」論と誤解されやすいクラランの経済と倫理が解明される
（第 3部「懐疑的倫理について」参照）。最後に、政治の問題が論じられなければならない。『百科
全書』の法や理性概念を通じて展開されるのが、「知をめぐる一つのポリティーク」と題された第
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4 部である。ベールの画期的な意味は、宗教からその神性を剝ぎ取り、権力と権力が戦い合う平
面における制度の一つとして教会を位置づけたことである。ここでも、人間の力の平面から超越
的な存在はなくなる。同様に、国家理性、主権、決断（あるいは独裁）といったメジャーな発想
に対抗して、状況や「装置」に内在した「クーデタ」の理論（ガブリエル・ノーデ）や「政治的
エコノミー」（ルソー）が探られるのである。
これが、討論的合意形成やコミュニケーション的知性といったプロジェクトとは本源的に異質
なものかどうか、そこにはラディカルなマイナー性が孕まれているかどうか、これはマルコ
ヴィッツの書物から読者が考えていかなければならない課題であろう。ともあれ、従来の啓蒙と
は別のもう一つの「啓蒙」、自らを変成する運動ないし実験としての不定形の「啓蒙」は、主体性
の外部性（「魂の自然史」）と同時に、客観性の時間化・主体化（「自然の歴史化」すなわち周期と
リズムの導入）という交差的な二重の運動を要請したのである。
マルコヴィッツは、この壮大な構造を、思想家たちの言説の中にひとつひとつ明らかにしてい
く。その歴史記述は、固有名の観念論的展開としての歴史（カッシーラーの『啓蒙主義の哲学』
と『認識問題』）でもなく、また、固有名抹消のアルケオロジー（言うまでもなくフーコーの『言
葉と物』と『知の考古学』）でもない。マルコヴィッツが遂に世に問うた主著は、内在性―恐ら
く言葉の最良の意味における「構造」―の歴史を実に見事に実証するものとなった。

Christine Haug, Franziska Mayer, Winfried Schröder
（Hrsg.）, Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in 

Europa im 18. Jahrhundert

Wiesbaden, Harrassowitz, 2011, 300 S.

上　村　敏　郎（獨協大学）

本書は 2008 年 12 月 8 日から 10 日にかけておこなわれたヴォルフェンビュッテル図書館・書
籍・メディアの歴史研究会の 15 周年大会「18 世紀における発禁本とその密売」の成果である。こ
のプロジェクトの出発点は 1996 年から 1997 年にかけてヴォルフェンビュッテルのアウグスト公
爵図書館が取り組んだ「ヨーロッパにおける秘密ネットワーク構築と文芸の販売システムの再検
討」にある。ここでは、ロバート・ダーントンのフランスにおける禁書流通研究を参照しながら、
ドイツ語圏における地下出版の様態を描き出すことが課題とされた。フランスとの比較によって
ドイツ語圏の禁書売買は秘密のものではなく、主に半公共的な空間で形成され、無数の領邦から
なるために生じる境界の透過性によって特徴付けられるものであることが明白となった。この研
究プロジェクトは 1998 年から 2003 年まで続いたドイツ研究振興協会の重点プログラム「近代
ヨーロッパにおける社会形成力としての思想」の部会プロジェクト「啓蒙期ドイツ語文化圏にお
ける禁書の製造、販売および受容」に継承され、各領域における地域的な半公共的コミュニケー
ション・システムの作用について再検証が行われた。本書はこうした研究の系譜を引き継いでい
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る。
本書の主要なテーマは「哲学と文芸の地下世界の広範なネットワーク」および「無神論や理神
論、エロティックな著作の販売と消費」であり、先行する 18 世紀絶対主義ヨーロッパにおける検
閲の実効に関する研究を前提にしている。また、編者は本書を「ドイツ帝国における連邦主義特
有の効力」の解明に寄与するものであると位置づけている。むろん編者のいうドイツ帝国とは神
聖ローマ帝国を指しており、近年の帝国国制史研究を踏まえた問題設定だと言える。
本書には編者ハウクの序を含めて 12 本の論考が収められている。
クリスティーネ・ハウク「序論。18 世紀ヨーロッパにおける文芸の地下世界の地誌：「禁じ
られた読み物」の生産、流通、消費」
ヴィルヘルム・へフス「検閲と書籍警察。18 世紀神聖ローマ帝国とフランスにおけるコミュ
ニケーション・コントロール」
マルティン・ムルゾー「クリスティアン・ルートヴィヒ・パールツォーとフランスからドイ
ツへの地下文化移転」
マルティン・シュマイサー「ドイツにおけるドルバック男爵：ドイツの啓蒙雑誌における反
応」
ヴィンフリート・シュレーダー「地下世界から公共圏へ。非合法宗教批判文書の流布に対す
る神学的護教論の貢献」
グイド・ナッシェルト「イエナにおけるフィヒテの出版者。クリスティアン・エルンスト・
ガーブラーとフリードリヒ・カール・フォルベルク商会および革命をめぐる困難なビジネス」
ユリア・ボーネンゲル「「文芸投機の友」？ヨハン・ハインリヒ・メルクのヌーシャテル印刷
協会との書籍取引計画」
ミヒャエル・ヴェーガーバウアー「ライプツィヒへの秘密の道？ボヘミア諸邦における職業
作家の出現とオーストリアの検閲」
ヨハネス・フリンメル「ヨーゼフ期ウィーンの地下文書：アクターとプログラム」
ヤン・グレーベ＝メッラー「スカンジナヴィア圏の地下文書」
トーマス・ブレマー「啓蒙期スペインの地下文書（ポルトガルにおける啓蒙書籍業の状況へ
の概観を含む）」
フランツィスカ・マイアー「受容されたエロス。ペトロニウスとドラの翻訳家としてのヴィ
ルヘルム・ハインゼ」
これら収録された論考のタイトルを見ればわかるとおり、本書がカバーする範囲は、多岐にわ
たる。ドイツを中心に、オーストリア、チェコなどの中欧、西はフランスからスペイン、ポルト
ガル、北はスカンジナヴィア諸国（残念ながら、直接ハンガリー以東、バルカン半島を扱ったも
のはない）。この多様性はヨーロッパ全域に広がる禁書ネットワークの見取り図を提供したいと
いう編者たちの意図を示している。本稿では個々の論文の内容について紹介することはできない
が、本書の序であるハウクの論文が非常にうまく全体をまとめているので、これを取り上げたい。
ハウクは秘密文書の流通を三段階の発展に整理する。その流れは秘密文書が商品化していくプ
ロセスともいえる。17世紀において秘密文書は手書きによる限られた同質的サークル内で流通す
るものであった。それが 18 世紀後半の書籍市場の近代化・商業化に伴って、担い手が専門職化
し、宗教批判や過激な啓蒙思想を扱う作品自体が投機商品化する。そして、最終的に流行ジャン
ルとして「猥褻文学」（die frivole Literatur）を確立させた。フランスから拡散したリベルタン
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小説とポルノ小説は書籍業者たちの手でドイツ語圏における文芸作品の地下市場の商業化を促
した。こうした本書の見解からは、商品としての書物への着目が 18 世紀書籍市場におけるコミュ
ニケーション・ネットワークの構築過程を解明していく鍵となるという主張を読み取ることがで
きるだろう。
18 世紀後半のヨーロッパにおいて書籍市場が拡大し、国境を越えた取引空間のネットワーク化
が生じていたことは、ヌーシャテル印刷協会の中欧での活動をはじめとして本書に収められた複
数の論文が実証している。こうした国境をまたぐ書籍取引の存在は検閲実践を無力化し、禁書流
通を助けていた。禁書の積み替え地として、フランクフルト・アム・マインやハンブルク、ベル
リン、ハプスブルク君主国の文化的中心であるウィーン、プラハ、ペシュトが重要な役割を担っ
ていた。本書はこれまであまり触れられてこなかった重要なコミュニケーション・ラインである
南北縦断ライン、オランダとハプスブルク諸領邦、およびヴェネツィアを中心とする南ヨーロッ
パ各国をも視野に収めている。
本書はヨーロッパの 18世紀研究において重要なテーマである書物のコミュニケーション・ネッ

トワークに正面から取り組んでいる。本書の論文が扱ったトピック、検閲とコミュニケーション・
ネットワークとの相関関係、フランス啓蒙思想のほかの地域への流通過程、禁書を扱う書籍商た
ちの出版戦略などは、今後も継続的に研究していかねばならない課題であろう。

Ivo Cerman, Habsburgischer Adel und Aufklärung. 
Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. 

Jahrhundert. 

Stuttgart, Franz Steiner, 2010, XIV + 503 S.

岩　崎　周　一（京都産業大学）

本書はチェコの歴史家 Ivo Cermanが2006年にテュービンゲン大学に提出した博士論文に若干
の改訂を施したものであり、ウィーンの宮廷貴族が啓蒙思想の影響のもとで実践をはかった人間
形成教育のありよう Bildungsverhaltenを検討した研究書である。
まず本書の内容紹介から入ろう。第一章では、啓蒙を「道徳的な人間生活の形成を志向する時
代限定的な理念形態」ととらえる視座から、フランス啓蒙思想の多様な道徳理念とそれに基づく
教育理念が叙述される。これはハプスブルク君主国における啓蒙運動にフランス啓蒙思想が多大
な影響を与えていたためであり、その実状は、18 世紀ウィーンの宮廷社会の概況と共に第二章で
詳述される。ハプスブルクの王侯貴族は日記や私信をたいていフランス語で書くほどに「フラン
ス化」しており、フィロゾーフたちの著作にも親しんでいた。ディドロ、ルソーそしてヴォルテー
ルは「神格化」された存在であり、マリ・アントワネットは 1780 年にルソーの墓参をおこなって
いる。1770 年代以降からは、カトリック教会に対する不信の高まりに比例して啓蒙主義哲学に倫
理的な規範を求める動きが目立つようになり、主としてルソーの影響のもと、教育のみならず生
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活全般において、情操 Empfindsamkeitが重視されるようになる。ただ一方、彼らはカトリック
に忠実であったため、「自由思想 Freidenkerei」には警戒的であった。
第三章では、貴族の陶冶と社会化を実際に支えた制度および組織として、家庭教師、貴族アカ
デミー Ritterakademie、そしてグランド・ツアー Kavalierstourが検討の対象となる。旧来の研
究では、ハプスブルク貴族はテレジアーヌムのような官立教育機関の設立（1746）によってはじ
めて啓蒙の息吹に触れ、その後進性を是正する機会を得たとされてきた。しかし実際のところ、
彼らは「啓蒙された」教師による家庭での教育や、ライデン、ライプツィヒ、ストラスブールと
いった国外の先進的な大学での厳しい勉学を含むグランド・ツアーなどを 1720 年代から経験して
おり、イエズス会の影響からの脱却に長らく苦労した王権より、早くからかなりの程度進取的で
あった。
そして第四章では、新興の官僚貴族たるコテク家、伝統的大貴族たるディートリヒシュタイン
家、そして宮廷社会から自発的に身を引くという希な選択をしたヴィンディッシュグレーツ家と
いうタイプの異なる三つの貴族家門における教養教育のありようが、三世代にわたって経年比較
分析される。ただここでの叙述は、新たな視点や主張を提示するより、第一章から第三章までの
論点について具体的な事例を提供する役割を担っている。主たる史料は、子女の教育に関する指
示・計画書・覚書などであり、それらがどのように実践されたかが、一族の個々の成員のプロソ
ポグラフィによって示される。三つの家門における教育実践はほぼ同様の傾向をみせており、17
世紀末から 1720 年まではカトリック、1720 年から 70 年までは啓蒙思想に基づく実学、そして
1770 年から 1820 年までは情操を重視する志向がそれぞれ顕著にみられた。
以上が本書の概要であるが、次に、このような内容をもつ本書が生まれた背景をみておこう。
近年、ハプスブルク近世史研究においては、マルクス主義史観を脱却した立場から、近世の政治
エリートの研究を進めようとする動きが強くなっている。その担い手となっているのは1970年前
後に生まれた比較的若い世代の研究者たちであり、本書の著者 Cermanもこれに属している。
Cermanは本書においてフランスにおける貴族研究に範を仰ぎ、貴族を封建的土地所有に寄生し
ていて既得権益に固執する、怠惰で反動的な勢力とする見方を否定する一方、貴族を王権に寄生
する従属的存在としてとらえるノルベルト・エリアスの見方も採ろうとしない。彼は貴族を、王
権から社会経済的に自立していて、多元的な生活世界を有し、自己陶冶についての意識も高い自
律的な存在として把握している。
このような視座は、近世フランス研究の立場などからすれば、自明のことであろう。しかしこ
こでは、旧共産圏の国々にあって、マルクス＝レーニン主義に基づく歴史観からの脱却が近年ま
で著しく困難であったことが想起されねばならない。またオーストリアにおいては、市民社会に
基盤をおく近代国家という自己定義に基づいて第一次大戦以降の歴史を歩むにあたり、前時代的
な王朝国家と認識されたハプスブルク君主国との断絶が意識された。そして、冷戦期にかつての
支配領域が東西に分断され、それぞれにおいて異なるイデオロギーのもと国民国家単位の歴史研
究が長く続く中、多民族国家ハプスブルク君主国の政治エリート層が果たした歴史的役割は、否
定的に評価されるしかないものであった。冷戦終結からほぼ 20 年が経過した今日、西欧諸国と同
じ認識や問題関心から近世・近代ハプスブルク君主国の政治エリート研究が可能となる環境が中
東欧においてようやく整ってきたのであり、本書はその優れた所産の一つといえる。
もっとも、気になる点がないわけではない。たとえば、他の家門（ハプスブルク家あるいはリ
ヒテンシュタイン家など）からは、二次文献からだけでも、言及に値する事例をもう少し引き出
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せたように思われる。また、フランス以外の諸国、とりわけドイツ語圏における啓蒙思想につい
ての論及が少ない。貴族が家庭教師による教育やグランド・ツアーなどを通じてそれらに接して
いたことは、ヨーゼフ 2世やカウニッツのプロソポグラフィが証し立てているところであり、十
分な検討がされていないことには疑問が残る。そして、旧来の定説に異議申し立てをおこなおう
とする意識が強いあまり、貴族の進取性がときに過大評価されているという印象も否めない。
それでも、人間形成教育のありようを通じ、啓蒙がハプスブルクの貴族文化にもたらした変容
の内実を探ろうという著者の試みは、全体として十分な成功を収めているように思われる。坂井
栄八郎氏により、18 世紀から 19 世紀にかかる時代のドイツにおいて、「身分主義に代わる能力主
義の時代、貴族でさえもその能力を問われる新しい時代が来ていた。そしてそのことはひろく意
識されていた」（『ゲーテとその時代』）ことはすでに指摘されていたが、これがハプスブルク君主
国においても正鵠を射たものであることが、本書によって明らかにされた。その意義は決して小
さなものではないであろう。

渡邉浩一『『純粋理性批判』の方法と原理
―概念史によるカント解釈―』

京都大学学術出版会、2012 年、244 頁
杉　山　卓　史（筑波大学）

本書は、その副題が明示する通り、概念史によるカントの主著『純粋理性批判』（『批判』）解釈
の試みである。「批判」という「方法」による「多様の総合的統一」という「原理」探求の書とい
う（カント自身のものでもある）『批判』理解に基づき、その「方法」に関する概念を三つ、「原
理」に関する概念を同じく三つ取り上げ、これら計六つの概念を「概念史」的に、すなわち、第
一に「カント当人による『批判』前後の論著からなるコンテクストの中に位置づけ」（5）、第二に
「直接・間接の影響関係が想定されうる諸家の用例からなる大きなコンテクストの中で捉える」
（6）ことによって、叙述していく。
第一部「方法としての「批判」」において取り上げられるのは、「批判」、「（コペルニクスの）仮

説」そして「実験」である。まず「批判」をめぐる第一章では、この概念が〈ドグマ‐懐疑〉と
いう旧来の二項対立を乗り越えるべく導入され、当時流行した「文芸批評」のように一定の学問
領域を限定するためにではなく、「そうした領域［中略］のいずれを問わず、認識にかかわる一定
の姿勢」（25）すなわち「主体に即して哲学する」（32）という姿勢を特徴づけるために用いられ
たことが明らかにされる。次いで「仮説」をめぐる第二章では、カントがその著作においてコペ
ルニクスと対比しているのがアリスタルコス、ティコそしてニュートンの三人に限られている
（プトレマイオスとの対比はない）ことから、カントが「コペルニクス」という固有名詞のもとに
思い描いていたのは「天体現象の説明に関して、先入見に抗してより確実な体系・仮説を提示し
た」（51）といった程度のかなり控えめなものであり、むしろ、形而上学の原理を発見するのに不
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可欠な方法としての「仮説」概念を語る場面で頻出することが明らかにされる。最後に「実験」
をめぐる第三章では、『批判』第二版序文におけるこの語の用例を検討しつつ、それが〈対象が認
識にしたがう〉というカントの中心思想を表現する「投げ入れ」というよりは、むしろ（前章で
提示された「仮説」の）「検証」であることが明らかにされる。
第二部「「多様の総合的統一」という原理」において取り上げられるのは、この原理を形成する
三要素、すなわち「多様」、「統一」そして「総合」である。まず「多様」をめぐる第四章では、
前批判期から批判期に至るカントの思索の展開に即してこの概念が順次特徴づけられ、それが引
き受けることになる課題が明らかにされる。前批判期の論理学講義において「多様」は表象の判
明性をめぐる議論のなかで登場するが、カントは（ライプニッツらとは異なり）直観の判明性と
概念のそれとを質的に区別した。これが批判期の感性と知性の二元論につながり、多様な自然を
体系的に把握するという課題は自然神学的なものから認識主観の側の問題、すなわち、カント独
自の「形式的観念論」の問題となったのである。次いで「統一」をめぐる第五章では、この作用
連関が「統覚」として「それ自身また表象として、時間をその形式的制約とする「内感」を舞台
に、そこにおいて与えられる諸表象に即して遂行される」（148）ことから、カントの表象理解の
変遷が再構成され、それによってこの概念が彼の「「形式的観念論」構想に対してはたした役割」
（149）が明らかにされる。もともとこの概念は物心二元論の枠内にあったが、これに関してカン
トは「「外」なる物体的実体を「表象」としての「内」なる現象に転じ、そのうえで、今度は「内」
なる精神的実体をやはり「表象」を媒介に「外」なる不可知の物自体へと追い込んでゆく」（163）
という「二段階の形式化」によって周知の〈現象‐物自体〉という区別を導出し、さらにその帰
結として「内感の優位」が示されることになる。最後に「総合」をめぐる第六章では、第二版演
繹論における「形象的総合」が、ライプニッツ・ヴォルフ学派の「記号的認識」から中世スコラ
哲学の「可知的形象」へと遡って系譜づけられ、それを踏まえてカントの「総合」の哲学史的な
意味が「図式」の語に即して語られる。
2007 年の Historisches Wörterbuch der Philosophieの完結は、前世紀半ばに登場した「概念
史」というプロジェクトの基礎作業の一応の完成を告げるものであろうが、それから五年を経て
上梓された本書は、そうした基礎作業の上に開花した「時代の鏡」とも言うべき著作である（加
えて、電子テクストの普及により「『○○』という著作に△△という語は×回用いられている」と
いった用例分布の検索事実を研究の出発点としやすくなったことも、挙げておくべきであろう）。
本書のそうした「概念史」研究としての意義を強調するために、さらに二つの（「隠れた」？）
キーワードを最後に挙げておきたい。
第一に「カント当人による『批判』前後の論著」に関するものとして、「論理学」。本書を特徴

づけるのは、論理学講義録の頻繁な参照である。『批判』の「方法」とは、学科名で言うならば、
「論理学」のことだったのである。評者は、本書によって『批判』が「形而上学の問題に論理学の
道具立てをもって回答を試みた書」であるという認識を新たにした。
第二に「直接・間接の影響関係が想定されうる諸家」に関するものとして、「ヴォルフ」。『批
判』はライプニッツ・ヴォルフ哲学との対決の産物としばしば（教科書的に）言われるが、〈ライ
プニッツ＝ヴォルフ〉ではない（ヴォルフ自身もそう述べている）。しかし、従来の（ヘーゲル
的）哲学史観においては、ヴォルフに（ライプニッツに回収されない）独自の位置づけは与えら
れなかった。そうした偏見を脱しても、今度は独語著作 22 巻、羅語著作 37 巻からなる膨大な全
集が立ちはだかっている。本書はこれに果敢に立ち向かい、カント哲学を支える諸概念の出自を
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ヴォルフの一次文献のなかに丹念に探っている。ライプニッツよりもヴォルフの該当数が多い人
名索引に、それは明らかである。いわば、「等身大の」先駆者ヴォルフを背景に「等身大の」カン
トを描き出すことに成功したのである。

Jerry White, London in the Eighteenth Century: A Great 
and Monstrous Thing

London: The Bodley Head, 2012, xxi + 682 pp.

井　石　哲　也（活水女子大学）

本書（LEC）は、既刊の London in the Twentieth Century: A City and Its People（2001）, 
London In the Nineteenth Century: 'A Human Awful Wonder of God'（2007）と三部作をなす最
新刊である。全五部、682 頁に及ぶ大冊 LECは、本稿の紙幅では梗概さえ困難なほどだが、何よ
り構成自体がその役割を果してくれる。Part One: City（I. James Gibbs's London, 1708-54, II. 
Robert Adam's London, 1754-99）, Part Two: People（III. Samuel Johnson's London―Britons, 

IV. Ignatius Sancho's London―Citizens of the World）, Part Three: Work（V. William 

Beckford's London―Commerce, VI. Francis Place's London―Industry and Labour, VII. Eliza 

Haywood's London―Print, Pictures and the Professions）, Part Four: Culture（VIII. Teresa 

Cornelys's London―Public Pleasures, IX. Martha Stracey's Lonson―Prostitution, X. Mary 

Young's London―Crime and Violence）, Part Five: Power（XI. The Fieldings' London―Police, 

Prison and Punishment, XII. Jonas Hanway's London―Religion and Charity, XIII. John 

Wilkes's London―Politics and Government）。キーパーソンを付した小見出しには更に細かい項
目が設けられ（例：'A Kind of Monster': Growing London, 1720-54）、18 世紀ロンドンを表象す
る「見取り図」が明確に示されている。
「王政復古」後の疫病流行と大火を機に様変わりし、さらに爆発的な人口増加という現実と向き
合いながら変貌するロンドンを建築的見地から論じる I, IIでは、ギプズの都市観を継承したアダ
ムの奔走にもかかわらず、ロンドンの過密化が着実に進行していく様がよくわかる。ロンドンが
'A Great and Monstrous Thing'（Defoe, A Tour Through the Whole Island of Great Britain

（1724-26）より）と形容された理由を実感する部分である。IVの在英黒人文化への目配りは近著
ならではの視点で、アイルランドや大陸のヨーロッパ人の流入による人種の多様化の実態も興味
深い。V～ VIIも月並みなロンドン経済史でなく、「メイド・イン・ロンドン」ブランドの流行や
テムズ川関連産業の発達、労働者の実態、さらには文学、絵画関連の出版文化の興隆など多彩で
ある。VIII～ Xは、Market, Fair, Pleasure Park, Theatre, Gamblingを場面にした、様々な階
級の生活ぶりが活写される。「売春の蔓延」だけを取り上げても、生々しい現実を裏付ける著者の
調査の綿密さには脱帽する。XI～ XIIIに至っては、頭の中にホガースやローランドソンの絵画
世界が展開する。これらはまさにジョンソン博士の名言、「ロンドンには人生が与えてくれるすべ
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てがある」の証左といえる。
本書の面白さは、当時、世界最大の都市に成長しつつあったロンドンに住む人々の「生」の姿
を垣間見せてくれることにある。驚くのは、研究者にも未知の逸話に数多く遭遇することだ。た
とえば、サミュエル・ジョンソンとの親しい交流等で有名なスレイル夫妻の秘話。夫が見せる性
病感染の「印」を目の当たりにした夫人の驚きと、その後の献身的な介護を伝える会話記録など
は普通の文化史本には出てこない。著者の英語は大変読みやすく、時空を超越して十八世紀ロン
ドンという異文化空間に遊び、逸話をこっそり楽しめる「トリビアリズム」的な価値がある。そ
の意味では特に V以降はどこから読み始めてもおもしろい。またこれまで、二、三百年もの隔た
りがある当時と現代の生活感の相違を生む一因となってきた、貨幣価値比較についても言及があ
り（庶民は年£40 で家族四人が生活安泰、貴族は£200 必要等々）一般読者に対する配慮が感じ
られた。
ただ評者にとっては、最近日本でも研究書が出版され、一般レヴェルでも話題になった「自殺

（論争）」というトピックに関しては、現在も継続するイギリス初の自殺防止団体、Royal Humane 

Society（1774 年創設）への言及があればと思われた（松永幸子『近世イギリスの自殺論争　自
己・生命・モラルをめぐるディスコースと人道協会』2012 年参照）。
18 世紀のロンドン史については、今は亡き Roy Porterによる London: A Social History（1994）
など、類書も多いが、単なる「おもしろ歴史本」に終わらない、120 頁におよぶ注、最新の参考
文献、索引を完備した「新」入門書として、本書を大いに歓迎したい。

塩谷清人『ダニエル・デフォーの世界』

世界思想社、2011 年、422 + 55（索引・年表等）頁
武　田　将　明（東京大学）

『生粋のイギリス人』の著者、アレグザンダー・ゴールドスミス、アンドルー・モートン……こ
れらはすべて、ダニエル・デフォーが生前用いた変名である。そもそも「デフォー」という姓か
らして、元はフォー（Foe）だったのを三十代半ばになって勝手に改めたものだから、半ばは作
り物である。それにしても皮肉なのは、「『ロビンソン・クルーソー』の作家」という今日もっと
も流布しているだろう呼称を、彼自身は用いなかったことだ。自伝という触れ込みで刊行された
『ロビンソン・クルーソー』（1719）が、デフォーによるフィクションだとあばいたのは、本書
（p.307）でも紹介されているチャールズ・ギルドンの『D―・デフ―氏の生涯と奇妙かつ驚くべ
き冒険』（1719）だった。このタイトルから分かるように、ギルドンは『ロビンソン・クルーソー』
の真の著者がデフォーだと指摘しただけでなく、これが実はデフォーの自伝であると主張した。
思えばこれが長年続くデフォーと自伝との奇妙な関係の予言だったのかも知れない。本書巻末の
「使用したデフォー関係書」における「伝記」の項にまとめられているように、ジョージ・チャー
マーズの『デフォーの生涯』（1785）以来、デフォーの伝記は資料不足と著者の思い入れ、さらに
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はデフォー自身の矛盾する言動のおかげで、どこまでが事実でどこからが推測やフィクションな
のか、判然としないことが多かった。そもそも、デフォー作品の数さえ、伝記作者によって全く
異なっていたのである。1998 年に P. N. FurbankとW. R. Owensが A Critical Bibliography of 

Daniel Defoe （London: Pickering and Chatto）を刊行したが、それでもこの問題は解決していな
い。当時のあらゆる問題に関心を抱き、しかも、『非国教徒撲滅最短法』（1702）のように、とき
には本心を隠して執筆した作家だけに、『生粋のイギリス人』ならぬ「本物のダニエル・デフォー」
など探しても無駄なのかもしれない。近年の伝記でも、John Martinの Beyond Belief: The Real 

Life of Daniel Defoe（Pembroke Dock: Accent Press, 2006）のように、デフォーが “gay man” で
あるという証拠なき前提に沿って、彼の人生を書き換えようという試みがあった。あまりに事実
誤認が多く、学術的な書物とは見做せないものの、デフォーという人物が様々な想像を掻き立て
る対象であるのは間違いない。
言ってみれば、本書はMartinとは正反対の方向から書かれた伝記である。すなわち、プライ

ベートでデリケートな問題には慎重に言及を避けつつ、公人としてのデフォーを、バランスのと
れた筆致で簡明に解説している。実際のところ、デフォーの国家・外交・交易に関する見解を、
本書のように幅広く研究し、（保護貿易と自由貿易に関する態度など）矛盾した点も隠さず書き尽
くした書物はこれまでなかった。結果として、著者が自らの読みを示すというより、デフォーの
思想をなるべく客観的に伝えるスタイルで叙述が進んでいるが、このような研究書こそ、従来の
（とりわけ文学畑の）デフォー研究の欠落を埋めてくれる、待望の一冊といってよい。
本書が細部まで正確を期して書かれていることは、たとえば王立協会の刊行物 Philosophical 

Transactionsを（哲学ではなく）『自然科学紀要』と訳し、またデフォーの著作 The Complete 

English Tradesmanを（『イギリス商人大鑑』という一般的な訳ではなく）『完璧なイギリス商
人』と訳していることからも窺える。また、上述のチャーマーズの伝記から近年の John Richetti

による The Life of Daniel Defoe（Oxford: Blackwell, 2005）まで、古今の伝記を読み比べた上で、
信頼できる情報を選んで記述している。さらには、洋書・和書を問わず、名誉革命後のイギリス
の政治経済を論じた書物も適宜参照されている。こうして、名誉革命後の複雑怪奇な党派争いを
過度に単純化することなく、17 世紀末の常備軍論争や、18 世紀はじめのイングランドとスコット
ランドとの合同、および保護貿易か自由貿易かをめぐるキャラコ論争におけるデフォーの立場を
明確に跡づけたのは、特筆すべき功績である。少しでもデフォーの政治パンフレットを読んだ者
ならば、この明晰さの裏にある資料調査の徹底ぶりを推察できるだろう。また、1704 年から 9年
間にわたって刊行され続けた『レヴュー』について通時的な変化を踏まえた丁寧な解説を行い、
さらにはマイナーな作品を軽視せずに分類と紹介を行った点も、今後のデフォー研究に大いに資
するものと思われる。
本書の「あとがき」には、「これまで日本のデフォー研究が政治、経済、歴史、文学、それぞれ
の分野で別々に進められてきたこと」への不満が述べられている。これらの分野のすべてを視野
に入れた本書の刊行をきっかけに、デフォー研究は一新され、彼の政治思想と経済思想、さらに
はフィクションとが有機的に関係づけられていくことだろう。ただし、それを成し遂げるには本
書があえて踏み込まなかった問題、すなわち『生粋のイギリス人』の著者という生前の評価と『ロ
ビンソン・クルーソー』の作家という後世の評価との断絶に架橋するための、政治と文学あるい
はジャーナリズムとフィクションの近代社会における関係を根本から問い直す作業が必要にな
るはずだ。本書では、いわゆる小説史の本としてはイアン・ワットの『小説の勃興』のごく一部
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が批判的に紹介されている（p.311）のみだが、たとえば、本書刊行後の 2012 年に上梓された原
英一の『〈徒弟〉たちのイギリス文学―小説はいかに誕生したか』（岩波書店）と伊藤誓の『〈ノ
ヴェル〉の考古学―イギリス小説前史』（法政大学出版局）を併読することで、より創造的に本書
を活用できるように思われる。
いくつか細かい点を述べておきたい。本書ではしばしばデフォーに対するジョン・ロック『統
治二論』（1690）の影響が指摘されているが、Manuel Schonhorn, Defoe’s Politics（Cambridge: 

CUP, 1991）は、『神の掟によりて』（1706）や『ロビンソン・クルーソー』で重視されているの
は、ロック的な社会契約説よりも、むしろ民衆を指導する武人王（warrior-king）の理念である
と述べている。しかるに本書の説明（p.58）を読むだけでは、『統治二論』の出版（1690）後のデ
フォーはロックの影響を受けたと Schonhornが述べているようにも受け取れてしまう。また、
『ヴィール老嬢の幽霊実話』（1706）について、「この作品はファーバンクたちの認定を得ている
が、デフォーの霊や夢に詳しい G・A・スターは彼の作と認めていない」（p.150）とあるが、そ
の Furbankたちの編集したデフォー著作集では、スターの主張が認められて『ヴィール老嬢の
幽霊実話』は正典から除外されている。加えて、トーリー系の雑誌『マーキュリアス・ポリティ
カス』（1716 ～ 1720）にデフォーが「潜り込み、実質的に支配していた」（p.278）との記述があ
る が、Furbank and Owens, A Political Biography of Daniel Defoe（London: Pickering and 

Chatto, 2006）には、この雑誌はデフォーが創刊したもので、彼が自分の主張を述べるのが当初
からの目的だったという説が示されている（p.171）ことを補足させていただく。最後に、『ロビ
ンソン・クルーソー』における宗教観について、「第二部ではカトリックの若い神父まで登場し、
現地人に布教している。宗教的には寛容な島になっている」（p.312）という解説は、第二部で島
の宗教がより寛容になった印象を与えるものの、この第二部に登場する「若い神父」は、クルー
ソーを説き伏せて現地人も含めた島民を敬虔なキリスト教徒に改心させるのだから、フライデー
の父親に対して異教を信じるのを認めていた第一部と比べると、第二部における信教の自由は後
退しているのではないだろうか。
もちろん、この重厚な労作を前にして、上記の疑問点は細かいものにすぎず、全体の信用をな
んら損なうものではない。400 頁以上の本文を一気に通読するのは容易なことではないが、デ
フォー研究における必携の参考書として、書架の手に取りやすい場所に常備されるべき書物であ
る。いや、デフォー研究にとどまらず、名誉革命から 1720 年のウォルポールの台頭までのイギリ
スの政治経済史を知る上で、本書は恰好の見取り図を提供してくれるだろう。

林直樹『デフォーとイングランド啓蒙』

京都大学学術出版会（プリミエ・コレクション）、2012 年、viii + 309 頁
中　島　　　渉（明治大学）

活字離れや出版不況が叫ばれて久しい昨今、現代日本の一般読者が、300 年前の異国の作品群
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である 18 世紀の英文学に触れる機会を増やすには、良質の翻訳や解説書、研究書が数多く出るこ
とが必須の条件と言えるだろう。そんな時勢のさなか、英国小説の祖と目され、18 世紀文壇の大
立て者の一人であったダニエル・デフォーの存在は、にわかに注目の的となっているようである。
2011 年より研究社「英国十八世紀文学叢書」の刊行が始まり、様々な作品の新訳が試みられてい
るが、このシリーズからは、河出文庫の『ロビンソン・クルーソー』（2011）に続いて、武田将明
訳による『ペストの記憶』が出る予定となっている。また、時を同じくして、塩谷清人『ダニエ
ル・デフォーの世界』（世界思想社、2011）が出版されたことも見逃せない。総計 500 ページに迫
るこの大著は、文学は言うに及ばず、政治・経済・歴史・宗教と多岐にわたる角度から、おびた
だしい数の彼の著作を煎じ詰め、単なる「小説家」としてではなく、著述家デフォーの全体像を
捉えようとした評伝である。その浩瀚な成果は、デフォー研究の今後にとって大きな指針となり
うるものと言ってよい。
本書『デフォーとイングランド啓蒙』は、この流れを多分に汲んで現れた、新進気鋭の若手研
究者による力作である。著者はまず、現代の価値観で歴史を裁くのではなく、テクストの精密な
読解を行い、それを同時代の思想的なコンテクストに照らしてゆく「歴史内在的方法」を用いる
ことで、社会思想家としてのデフォーの実像をつかもうという意図を高らかに宣言する（1章）。
そうしてデフォーを中心に据えながら、17 世紀後半から 18 世紀前半のイギリスで活躍した、様々
な人物の思想と行動を明るみに出すのである。本書は初期近代を扱う「歴史書」であると称して
いるが、定番のヒュームやアダム・スミスはもちろん、ジェイムズ・ハリントン、ホッブズらに
加え、アメリカのベンジャミン・フランクリンに至るまで、実に色とりどりの人々の考え方が網
羅されており、さながら思想の群像劇のような様相をも備えているのが興味深い。中でも、若か
りし頃のデフォーが通った非国教徒学院の教師チャールズ・モートンに焦点を当て、彼が「弟子」
たるデフォーに与えた影響を追究している点は新鮮である。英国国教会の信徒以外は大学に入れ
ない当時にあって、長老派の家系に生まれたデフォーは、この学院でモートンの薫陶を受け、そ
の穏健な啓蒙主義的態度から、自身の商業論を形成していったことが、詳細に指摘されている（2
章）。
続いて著者は、具体的なデフォーの社会思想に切り込み、17 世紀末に起きた常備軍論争の中で、
彼が国王と議会の均衡を熱心に訴えたことを説く。しかし「古来の国制」とされる国王・上院・
下院の三者が必ずバランスをとれる保証はなく、議会も専制を生み出しうるとし、統治は国民の
声を本源とすべきであるという。政体の形ではなく、プロテスタント信仰と自由を保つことこそ
が、理性に基づく統治のあり方だとする見解には、斬新な説得力を覚える（3章）。さらにデフォー
は、便宜的国教遵奉と救貧法案に対する批判を通じて、高教会派トーリーによる非国教徒排除の
動きに抵抗しつつ、イングランドの手工業を支える非国教徒の存在意義をアピールしようとして
いた。著者は、『最も手間のかからない非国教徒対策』（1702）、『レヴュー』（1704-13）、『施しは
慈善にあらず』（1704）などを丹念に精読し、一見するとかえって非国教徒の立場を怪しくしかね
ない言説の裏にある真意を、巧みに解き明かす（4章）。最後には、『大ブリテン合邦史』（1709）
の分析を行い、デフォーがスパイとして暗躍し実現に至った、イングランド＝スコットランド合
邦の背景に迫っているが（5章）、これを含めた彼の一連の文筆活動は、政治・宗教の各種党派を
超えた国民の団結を促し、カトリック大国であるフランスに立ち向かう意志の表れであったこと
を、繰り返し力説している。
広範な文献の渉猟が結実した本書は、著者が考える「思想家」としてのデフォーの姿を丁寧に



－ 81 －

描き出している。いささか晦渋な文章ではあるが、それを補って余りある情熱と志が、全編を通
して伝わってくることは特筆に値しよう。一般読者にはなかなか知られがたいデフォーの一面
が、このような力強い研究の出現によって広まり、18 世紀文学の新たな魅力を開拓する一助とな
ることを願ってやまない。
ちなみに、本書は著者の博士論文がもととなっているが、プリミエ・コレクションは、若手研
究者による学術業績の出版を支援するために設立されたシリーズであり、2011 年の創刊から数え
て、すでに 25 冊が刊行されている。研究成果を著書として世に出すことが困難な現下の情勢に
あって、京都大学学術出版会の優れた試みには心から拍手を送りたい。

- Jonathan Clark and Howard Erskine-Hill（eds.）
The Politics of Samuel Johnson

Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012, xiv+235 pp.

- Jonathan Clark and Howard Erskine-Hill（eds.）
The Interpretation of Samuel Johnson

Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012, xiv+230 pp.

原　田　範　行（東京女子大学）

十八世紀イギリスの文豪サミュエル・ジョンソンの政治的宗教的姿勢を解明しようとする標記
二点の意欲的な論集が昨年、刊行された。同じ二人の編者による Samuel Johnson in Historical 

Context（2002）とともに、トーリー派にしてジャコバイト的信条を強く有する、宣誓拒否者とし
てのジョンソンの立場を明らかにした重要な学問的貢献である。
ジョンソンをめぐっては、言うまでもなく、こうした立場とは異なる、ホイッグ的な視点によ
る研究が従来支配的であった。例えば、20 世紀後半のジョンソン研究の基本文献であったドナル
ド・グリーンの The Politics of Samuel Johnson（初版は 1960 年、第二版は 1990 年刊）による、
進歩的ジョンソン像などはその一例であろう。今回の論集の編者であるハワード・アースキン＝
ヒルは、こうしたホイッグ史観に基づく従来のジョンソン像は、彼をめぐる歴史的文脈に関する
研究の「劣化」によるものであり、「根本的に再検討する必要がある」と説く。その上でこの二点
の研究書は、主に、ジョンソンの人生と作品執筆の事実関係についての再検証、ジョン・ホーキ
ンズやジェイムズ・ボズウェルをはじめとするジョンソンに関する伝記的記述の再検討、ホイッ
グ史観優勢の中で看過されてきた 18世紀の歴史的文脈の再構築の三点を中心に、いずれも史実の
考証を重視する計 11編の論考によって構成されている。Politicsが主にジョンソンの人生に関わ
る政治的事象の分析を扱うのに対して、Interpretationは、ジョンソン自身やその伝記作者たち
が、事態をどう解釈し表現したのか、という点に力点を置いており、両書を合わせて、あるいは
先の Historical Contextに示された歴史的文脈に関する考察を含め、編者の意図は、今後の更な
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る史実考証に委ねられている部分を除いて、ほぼ十分に達せられていると言えよう。
Historical Contextを含め、これら三点の研究書の魅力は、もちろん第一に、これまでのジョ
ンソン研究、あるいは広く 18世紀イギリスの文学や歴史の研究において等閑視されてきた事実や
書目を掘り起こすことに成功しているという点にある。Politicsの第五章において編者でもある
ジョナサン・クラークが論じているMemoirs of the Marshal Duke of Berwick（1779 年刊）など
もその重要な一例であろう。もともとフランス語で書かれたジェイムズ 2世の庶子ベリック公爵
の自伝が英訳されるに及んで、ジョンソンは、その出版を出版者ウィリアム・ストラーンに慫慂
し、また序文執筆を出版者のディリー兄弟に勧められていて、このことはボズウェルの『ジョン
ソン伝』にも記されているのだが、しかしこのベリー公爵に対するジョンソンのまなざしは、こ
れまでほとんど注目されることがなかった。グリーンの Politicsにも言及がない。クラークの貢
献をまずは多とすべきであろう。しかしながら、こうした貢献とともに、この新しい研究書が有
するもう一つの魅力は、さまざまな事実や文脈、あるいは表現をいかに的確に比較考量できるか、
という点にある。例えば、「賢明なトーリー派と賢明なホイッグ派はきっと意見が一致するであろ
う。彼らの理念は同じなのであって、ただその考え方の様式が異なるだけだ」という有名なジョ
ンソンの言葉も、それが、彼の率直な心情告白なのか、あるいはトーリー的気質を隠蔽するため
の偽装なのか、あるいはまた、その言葉を記したボズウェルによる潤色なのかは、軽々に判断で
きない。本研究は、そういう部分が少なからずある文豪の言動を、従来の一義的なジョンソン像
から解き放っているところに大きな価値がある。したがって本研究の読者は、この研究書をもっ
て、ジョンソンは強固なトーリー派のジャコバイトであったと即断する必要はない。そういう即
断を避け、事実関係に深く切り込む伸びやかな考察の可能性を示しているところにこそ、本研究
の意義があると思われる。

田中秀夫『アメリカ啓蒙の群像
―スコットランド啓蒙の影の下で 1723-1801』

名古屋大学出版会、2012 年、viii+675+96 頁
久　野　陽　一（愛知教育大学）

本書は、アメリカ独立革命と建国を中心に据えた時代における、アメリカ啓蒙とスコットラン
ド啓蒙の「思想的交流」を分析する大著である（副題にある年号は、前者がベンジャミン・フラ
ンクリンがペンシルヴァニアの首都フィラデルフィアに来た年、後者はトマス・ジェファスンが
大統領に就任した年として設定されている）。これら二つの啓蒙が交差する時代を、著者は序章で
アメリカ啓蒙における「スコティッシュ・モーメント」（p.2）と呼ぶ。それによって、革命・建
国の時代からすでに「複雑な問題系」（p.671）であったアメリカの姿が浮き彫りになる。本書に
はすでに日本での書評があるが（加藤洋子『週刊読書人』2012 年 4 月 20 日号）、そこでも触れら
れているように、膨大な文献を渉猟し様々な分野を論じるだけでなく、それがアメリカ一国の歴



－ 83 －

史に限定されないことが本書の成功の鍵を握っていたと言ってもよいだろう。大西洋を隔てたア
メリカとスコットランドという二つの「辺境」の関係性から時代が浮かび上がってくるのである。
本書は大きく二部で構成され、ベンジャミン・フランクリンを扱う第 I部「フランクリンとア

メリカ啓蒙」は本書の核をなす。内容的にも読み応え十分で、これだけでも優に充実した評伝と
して単行本一冊とするに値する。アメリカ啓蒙におけるこの巨人の業績のなかでも、とくにス
コットランド啓蒙との知的・人的交流に焦点を当てて論じられる部分が読みどころとなってい
る。第 II部「アメリカ啓蒙の群像」は、フランクリン以降の重要人物を扱っている。ざっと挙げ
るだけでも、フランシス・アリスン、ジョン・ウィザスプーン、ジョン・アダムズ、ジェイムズ・
ウィルスン、トマス・ペイン、ベンジャミン・ラッシュ、ノア・ウェブスター、クレヴクール、
トマス・ジェファスン、アレグザンダー・ハミルトン、サミュエル・スタナップ・スミス、フラ
ンシス・ライト、デイヴィッド・ラムジーなどが論じられる。アメリカ啓蒙の中核をなす「イン
グランドのラディカル・ウィッグに思想的源泉をもつ急進的・革命的啓蒙を取り込んだ穏健派啓
蒙」（p.268）との関係を測りながら、政治思想、道徳哲学だけでなく、宗教や教育論などのトピッ
クを挟み、「群像」という表題の言葉が端的に示しているように複合的・重層的な評伝が集約され
ていく。
この書評を書いている私は、18 世紀のイギリス文学を専門として、最近はとくに同時代のアフ
リカ系作家と西インド奴隷貿易への関心から、環大西洋の英文学という視点を導入したいと考え
ている。その立場から、奴隷制に対する思想家たちの態度についての記述をとても興味深く読ん
だ。フランクリンは黒人の召使を雇い、ジェファスンもウィザスプーンも黒人奴隷を所有してい
た。ワシントンやマディスンは奴隷制農園を経営していた。そこにある「アメリカの根源的な矛
盾、あるいは欺瞞」（p.170）について本書でもたびたび言及される。ブリテン本土でのグランヴィ
ル・シャープらによる奴隷貿易廃止運動とアメリカの奴隷制はどのように連動していたのか、ま
たそれを支えたシャープやアンソニー・ベネゼットなどクエーカーたちのコネクションから、S・
スミスの『道徳政治哲学講義』における奴隷解放論まで、奴隷制の問題は、私にとっては独立宣
言を頂点とするアメリカ啓蒙の重要な裏テーマの一つであると感じられた。こうした何度か繰り
返し話題になるトピックを含め、本書は様々な方面から参照できる。今後さらに時間をかけて本
書を再読しなければならない。
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荒井　宏祐：『読み直そうルソーの「自然」―J.J.ル
ソーにおける自然界とその思想―』中央公
論事業出版、2008.（A）

　　―：「J.J.ルソーと「持続可能な発展に向
かっての教育―自然・人間・女性・宗教・
教育観を軸に―」（I）『国際公共経済研究』
第 20 号、2010.（C）

　　―：「J.J.ルソーと「持続可能な発展に向
かっての教育―自然・人間・女性・宗教・
教育観を軸に―」（II）『国際公共経済研究』
第 21 号、2011.（C）

有賀　暢迪：「“科学と文芸の共和国 ”は可能か―
啓蒙期のベルリン・アカデミーからの視点」
（前編・後編）、『α-Synodos』（有料メールマ
ガジン）vol. 95 および 97、シノドス、2012 年
3 月および 2012 年 4 月、n. p.（G）

　　―：「活力論争を解消する 18 世紀の試み」、
『科学史研究』、第 51 巻第 263 号、岩波書店、
2012 年 9 月、pp. 160-169.（C）

　　―：「三輪修三『工学の歴史：機械工学を中
心に』」、『科学史研究』、第 51 巻第 263 号、岩
波書店、2012 年 9 月、pp. 186-187.

　　―：「ポスト・ノーマル・サイエンス」、中
村征樹編『ポスト 3・11 の科学と政治』、ナカ
ニシヤ出版、2013 年 2 月、pp. 176-178.（H）

　　―：「力学の探究の歴史」、「熱の探究の歴
史」、「おもな物理学史上の出来事」、数研出版
編集部編『新課程　視覚でとらえる　フォト
サイエンス　物理図録』、数研出版、2013 年
2 月、pp. 40-41、54-55、142-143.（H）

　　―：”The emergence of the _dynamique_ 
in the Paris academy of sciences : From a 
science of force to a science of motion”、『『百
科全書』・啓蒙研究論集』第 2号、『百科全書』
研究会、2013 年 3 月、pp. 243-257.（C）

安藤　裕介：「自由化原理の適用をめぐる問題―
チュルゴーとネッケル、二人の為政者を中心

に」、中野勝郎編『市民社会と立憲主義』法政
大学出版局、2012 年 3 月、pp. 115-133.（B）

植田　祐次：ヴォルテール『哲学コント集成』上巻、
国文社、2010 年 7 月 .（E）

　　―：ヴォルテール『哲学コント集成』下巻、
2011 年 12 月、国文社、396 p.（E）

　　―：『ヴォルテールを学ぶ人のために』世界
思想社、2012 年 12 月、250 p.（B）

内田　勝：「絶景と美女と過剰な脱線―トマス・エ
イモリー『ジョン・バンクル伝』について」
『岐阜大学地域科学部研究報告』第 32 号、岐
阜大学地域科学部、2013 年 2 月、pp. 1-18.（C）

大田　一廣：「『百科全書』におけるエコノミーの概
念」、『龍谷大学経済学論集』第 51 巻第 4号、
龍谷大学、2012 年 2 月、pp. 15-26.（C）

　　―：「『百科全書』におけるエコノミーの概
念をめぐって」『百科全書』研究会（代表鷲見
洋一）、2012 年 12 月、慶応大学 .（H）（報告）

奥　香織：「18 世紀パリのイタリア人劇団とその演
技」、『日本橋学館大学芸術フォーラム叢書 3
　18 世紀ヨーロッパにおける演技の展開』、
日本橋学館大学、2012 年 10 月、pp. 4-19.（C）

　　―：「マリヴォーとイタリア人劇団 ― 演
劇創造の源泉としての演技」、『西洋比較演劇
研究』第 12 号、西洋比較演劇研究会、2013
年 3 月、pp. 187-198.（C）

川津　雅江：「女性と動物－トマス・テイラー『動物
の権利の擁護』（1792）」、『人文科学論集』第
90 号、名古屋経済大学人文科学研究会、2012
年 11 月、pp. 41-54.（C）

　　―：「人間と動物の境界線上̶ウルストンク
ラフトの女子教育と感受性」、大石和欣・滝川
睦・中田晶子編『境界線上の文学』、彩流社、
2013 年 3 月、pp. 121-135.（B）

川端　眞由美：
川村　文重：「ルエルの化学―機械論的化学と『百

科全書』の化学の間―」『『百 kぜんしょ』・

会員業績
日本 18世紀学会会員の研究業績

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

６）各会員の複数の研究業績の配列は、会員自身によるアンケート回答の配列に従っている。
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啓蒙研究論集』第 1号、『百科全書』研究会、
2012 年 3 月、pp. 149-167.（C）

小嶋　竜寿：「プリズムの一片―『商業総合辞典』
は『百科全書』の nomenclatureに寄与した
か―」『『百科全書』・啓蒙研究論集』第 1
号、『百科全書』研究会、2012 年 3 月、pp. 77-
93.（C）

小関　武史：「『百科全書』地理項目の典拠を求めて
―ディドロによる四つの事典の利用―」
『『百科全書』・啓蒙研究論集』第 1号、『百科
全書』研究会、2012 年 3 月、pp. 95-114.（C）

　　―：« Comment passer des récits de 
voyages au dictionnaire encyclopédique ? 
Quelques remarques sur le  Recueil 
d’observations curieuses（1749）de Claude-
François Lambert » 『『百科全書』・啓蒙研究
論集』第 2号、『百科全書』研究会、2013 年
3 月、pp. 95-114.（C）

小林　拓也：Jean-Jacques Rousseau, Œuvres 
complètes et lettres（t. XI）（編集、校訂），
Champion et Slatkine, 2012.（H）

　　―：« Rousseau botaniste en Suisse », Les 
Lettres et les Arts, n°13, 2012, p. 65-67.（C）

　　―：« Traces des pérégrinations de 
Rousseau dans ses écrits sur la botanique », 
M.-E. Slatkine, Vitam impendere vero. 
Hommage à R. Trousson et F.S. Eigeldinger, 
Champion et Slatkine, 2012, pp. 151-180.
（C）

　　―：« Quelles sont les plantes favorites de 
Rousseau ? » C. Jaquier et T. Léchot, 
Rousseau botaniste : « Je vais devenir 
plante moi-même », Belvédère, 2012, pp. 67-
83.（C）

　　―：« La bibliothèque botanique de 
Rousseau », « Une herborisation avec le 
docteur Neuhaus » et « Les herbiers de 
Rousseau », C. Jaquier et T. Léchot, 
Rousseau botaniste : « Je vais devenir 
plante moi-même », Belvédère, 2012, 142-
145, 151-152 et 178-180.（H）（執筆項目）

佐々木　健一：『ディドロ『絵画論』の研究』中央公
論美術出版、2013 年 1 月、976 p.（A）

佐藤　茂樹：『ドイツ児童書の社会史―ほら話はい
かにして啓蒙の時代を生き延びたか』明石書
店、2013 年 1 月、321 p.（A）

白須　貴志：« Le Locus amoenus ancien et moderne 
dans La Nouvelle Héloïse » Les lettres 
françaises, n°32, 上智大学フランス語フラン
ス文学会、2012 年 9 月、pp. 1-16.（C）

末松　壽：「ジュリエット・グレコの歌う « A la belle 
étoile »について」Correspondance, n°2、山
口日仏協会、2012 年秋、pp. 14-19.（G）

　　―：「耳をふさいで劇を「聴く」？―ディ
ドロが試みた俳優の演技評価の方法―」『山
口大学独仏文学』第 34 号、2013 年 3 月、pp. 
149-167.（C）

　　―：「ルソーにとってロビンソンおよび金曜
日とは何であったか」（2）『山口大学哲学研
究』第 20 巻、2013 年 3 月、pp. 59-85．（C）

　　―：「井上三郎教授の思い出」、『独仏文学』
第 34 号、山口大学、2013 年 3 月、pp. vii-ix.
（H）

鈴木　雅之：「顕微鏡的想像力の系譜（2）―サー・
ジョシュア・レノルズからウィリアム・ブレ
イクへ」、『英文学会誌』第 41 号、宮城学院女
子大学英文学会、2013 年 3 月、pp. 1-26.（C）

　　―：「戦争、痕跡、芸術の起源 ― フェリ
シア・ヘマンズとワーテルロー詩 ―」、日
本英文学会東北支部大会、2012 年 11 月 .（H）
（シンポジウム口頭発表）

鈴木　美津子：「「イギリスの状況小説」としての『エ
マ』̶偽善と欺瞞、スパイ行為と裏切り─」、
『英国小説研究』第 24 冊、英宝社、2012 年 8
月、pp. 5-31.（C）

　　―：　植松みどり『ジェイン・オースティ
ンと「お嬢様ヒロイン」』、ジェイン・オース
ティン協会『ジェイン・オースティン研究』
第 6号、2012 年 6 月、pp. 71-74.（F）

高橋　博巳：「十八世紀東アジアを行き交う詩と絵
画」、『蒼海に交わされる詩文』東アジア海域
叢書 13、汲古書院、2012 年 10 月、pp. 275-
301.（C）

　　―：「丁敬と黄易をめぐる人々」、『哲学資源
としての中国思想』、研文出版、2013 年 3 月、
pp. 370-393.（C）

　　―：「田能村竹田筆　翰墨随身帖」、『国華』
第 1409 号、朝日新聞社、2013 年 3 月、図版
＋ pp.39-41.（C）

玉井　通和：「リーニュ公とその世界」序説（1）、『桜
文論叢』vol. 81、日本大学法学部、2011 年 12
月、pp. 25-32.（C）

　　―：「Mementō morī ̶死を巡るデファン夫
人とヴォルテールのやり取り̶」、『桜文論叢』
vol. 82、日本大学法学部、2012 年 2 月、pp. 
47-64.（C）

　　―：「リーニュ公とその世界」序説（2）、『桜
文論叢』vol. 83、日本大学法学部、2012 年 9
月、pp. 29-40.（C）

仲島　陽一：『ルソーの理論　―悪の原因と克服
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―』北樹出版、2011 年 12 月、374 p.（A）
　　―：ヴォルテール「リスボンの震災に関す

る詩」『研究年誌』第 56 号、早稲田大学高等
学院、2012 年 3 月、pp. 206-192.（E）

　　―：「アメリカと共感の問題」『唯物論研究』
第 118 号、唯物論研究刊行会、2012 年 2 月、
pp. 86-96.（C）

　　―：「ルソーの留学論」『国際地域研究』第
14 号、東洋大学国際地域学部、2011 年 3 月、
pp. 99-108.（C）

　　―：「二葉亭四迷と女郎屋再考」『国際地域
研究』第 15 号、東洋大学国際地域学部、2012
年 3 月、pp. 99-109.（C）

鳴子　博子：『ルソーと現代政治―正義・民意・ジェ
ンダー・権力―』ヒルトップ出版、2012 年 4
月、191 p.（A）

　　―：井柳美紀『ディドロ　多様性の政治学』
（創文社、2011 年）、『社会思想史研究』第 36
号、藤原書店、2012 年 9 月、pp. 191-194.（F）

西川　杉子：”The World of J. C. Werndli : Zurich, 
Sandtoft and Wraisbury”, Jane Mckee & 
Randolph Vigne, The Huguenots : France, 
Exile & Diaspora. Sussex Academic Press, 
2013, pp. 166-172.（B）

　　―：”Protestant Propaganda in a Cold war 
of Religion : From the Hartlib Circle to the 
Society for Promoting Christian Knowledge”, 
Lithuanian Historical Studies n°16, Lietuvos 
istorijos institutas（Lithuanian Institute of 
History, Vilnius, Lithuania）, nov. 2012, pp. 
51-59.（C）

廣川　智貴：「革命としての地震―クライスト『チリ
の地震』」、『世界文学』第 115 号、世界文学
会、2012 年 7 月、pp. 20-23.（G）

フォヴェルグ・クレール：« Les Lumières et Leibniz 
avant la publication des Nouveaux essais 
sur l’entendement humain », Habilitation à 
diriger des recherches, Montpellier, le 26 
janvier 2013.（C）（Mémoire inédit）

船岡　美穂子：「原典史料翻訳・解題　シャルル＝ニ
コラ・コシャン「金銀細工師、彫金師、およ
びアパルトマンその他を装飾する木彫師に対
する芸術家協会からの懇願」」、『Aspects of 
problems in Western Art History（東京芸術
大学西洋美術史研究室紀要）』、vol. 10、2013

年 3 月、pp. 115-125.（F）
堀　朋平：ウルリヒ・ライジンガー、ロバート・レ

ヴィン『ハイドン　ピアノ・ソナタ全集第 1
巻（ウィーン原典版・新版）』音楽之友社、
2013 年 2 月、192 p.（E）

　　 ―：ウルリヒ・ライジンガー、ロバート・
レヴィン『ハイドン　ピアノ・ソナタ全集第
2巻（ウィーン原典版・新版）』音楽之友社、
2013 年 3 月、176 p.（E）

増田　真：« Argumentation philosophique et mise 
en scène autobiographique chez Rousseau. 
La rhétor ique de  l ’int imité  dans la 
« Profession de foi du vicaire savoyard » », 
Shojiro Kuwase, Makoto Masuda et Jean-
C h r i s t o p h e  S a m p i e r i（ d i r.）, L e s 
Dest inataires  du moi  : a l tér i tés  de 
l’autobiographie. Éditions universitaires de 
Dijon、2012 年 6 月、pp. 65-77.（C）

　　―：« Institutions et persuasion dans la 
pensée politique de Rousseau », Revue 
d’Études Franco-Coréennes, vol. 63, Société 
d’Études Franco-Coréennes, février 2013, 
pp. 269-291.（C）

　　―：« Forces et langage dans le livre II de 
l’Émile »『『百科全書』・啓蒙研究論集』第 2
号、『百科全書』研究会、2013 年 3 月、pp. 
213-230.（C）

水田　洋：アダム・スミス『アダム・スミス法学講
義 1762-1763』（アダム・スミスの会監修、篠
原久、只腰親和、前田俊文と共訳）、名古屋大
学出版会、2012 年 5 月、x+430+8 p.（E）

弓削　尚子：「「コーカソイド」概念の誕生―ドイ
ツ啓蒙期におけるブルーメンバッハの「人種」
とジェンダー」『お茶の水史学』第 55 号、お
茶の水女子大学読史会、2012 年 3 月、pp. 1-32.
（C）

　　―：「軍服を着る市民とルイーゼ神話―近
代ドイツにおけるジェンダー秩序一考」『ヨー
ロッパ研究』第 12 号、東京大学大学院ドイ
ツ・ヨーロッパ研究センター、2013 年 1 月、
pp. 5-21.（C）

渡部　重美：「『道理の感覚』を読む―カントをきっ
かけにして―」『獨協大学ドイツ研究』第
66 号、獨協大学外国語学部ドイツ語学科、
2013 年 3 月、pp. 101-131.（C）
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編集後記

『年報』28 号をお届けいたします。今回は論文 3本、書評が 11 本、そして新たに展覧会評が 2
本付け加わりました。展覧会評は今後も書評と同様に継続していく予定です。

『年報』を編集して 4年になりますが、今号をもって関谷と田邊は編集担当の仕事を終えること
になります。この学会誌が査読論文を掲載するようになりわれわれの仕事も増えましたが、多く
の査読担当者は丁寧に論文を読んだ上で執筆者に厳しいながらも有益なコメントを与えていた
だいたと思います。執筆者からも「これほど丁寧な査読をしていただいたことはありませんでし
た」と感謝の言葉をいただくこともあり、査読論文の掲載が若手研究者に資することが大きいこ
とがよくわかりました。お忙しいなか査読いただいた皆様にはお礼申し上げます。

大学を取り巻く環境、学会を取り巻く環境もしだいに変化し、学会開催にも「教室使用料」と
して金がかかる時代になりました。こうした風潮には「古き良き時代」を懐かしむだけでなく、
鋭い批判精神で現状と向き合う必要があるように思えます。まさにこうした批判精神を教えてく
れるのが 18 世紀研究でもあるでしょう。

今回の共通論題は「18世紀の＜地下世界＞を掘る」という興味深いものです。18世紀の＜地下＞
とはどういうものだったのか、＜地上＞の現実とどのように対峙したのか、われわれが現状と対
峙するときの何らかの手がかりが見えることを期待しています。

たった 4年間でしたが、われわれには長い 4年でした。何とかやってこられたのも皆様のご協
力があったからです。この場を借りて心よりお礼申し上げます。

年報編集担当幹事
関谷一彦
田邊玲子
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日本 18 世紀学会会則

　1．本会は日本 18 世紀学会と称する。
　2．本会は、18 世紀に関する学術的研究を目的とする。
　3．本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業をおこなう。
　⑴　研究発表会
　⑵　公開講演会
　⑶　国際 18 世紀学会はじめ内外の関係諸学会との交流
　⑷　機関誌の発行
　⑸　その他、本会の目的に合致する事業
　4．本会は、第 2条の研究目的に賛同する者をもって組織する。
　5．  本会に入会しようとする者は、会員の紹介により幹事会に申しこみ承認をうるもの
とする。

　6．本会は、幹事会の承認によって、賛助会員をおくことができる。
　7．  会員は毎年所定の会費を納入しなければならない。この義務を 4年間怠ったものは、
会員資格を失う。

　8．会員は書面をもって幹事会に通知すれば退会することができる。
　9．  退会したものが再入会を希望する場合、再度入会手続きを経て入会を承認する。た
だし、会費の未納分が残っていることが確認された場合は、再入会の申し込みに際
してあらかじめ最低 1年分の会費を払い込まなければならない。

10．本会につぎの役員をおく。
　⑴　幹事 
　⑵　会計監査
11．幹事の内 1名を代表幹事とし、代表幹事は本会を代表する。
12．代表幹事と幹事は幹事会を構成し、本会の運営方針を審議決定する。
13．  代表幹事は幹事の中から若干名の常任幹事を指名する。常任幹事は本会の運営実務
を担当する。

14．  役員は、別の細則の定めるところにより会員中より選出し、総会において承認する
ものとする。

15．役員の任期は 2か年とする。ただし重任を妨げない。
16．本会は毎年 1回総会を開く。総会は予算決算その他重要事項を審議する。
17．  幹事会が必要と認めたとき、または会員の 3分の 1以上の請求があるときは、臨時
総会を開くものとする。 

18．本会則の変更は総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。
1979 年制定
1980 年改定
1986 年改定
1990 年改定
2004 年改定
2011 年改定

附則　
　1．会費は 5,000 円とする。
　2．本会の代表者と所在地を以下のように定める。
　　代表　　増田真
　　所在地　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町
　　京都大学文学部　増田（仏文）研究室
　3．賛助会員
　⑴　  賛助会員の年会費は20,000円とする。（ただし学術交流団体等、非営利団体は10,000円）
　⑵　賛助会員は当学会の大会の際、出版物の展示、広告、販売をすることができる。
この附則は平成 23（2011）年 7月 1日から適用される。



－ 89 －

日本 18 世紀学会の役員選出に関する細則

　1．被選挙権は役員投票締切時において満 61 歳を超えるものを除く全会員が有する。
　2．  会員は、幹事選出のために 10 名連記で投票を行う。ただし 10 名以下の投票も有
効とする。

　3．  会員の郵便投票により、上位得票者 10 名が幹事として選出され、この 10 名がさ
らに 5名の幹事を補充するものとする。 

　4．  第 10 位に同数得票者のある場合には、その人数だけ増員を認めるものとする。た
だしこのことは、補充すべき幹事の人数 5名に影響を与えないものとする。

　5．幹事は互選によって代表幹事を選出する。 

　6．  幹事が病気その他の事情により 1年以上その職務を離れる場合には、その幹事の
補充をすることができる。 

　7．  会計監査 2名は会員の 2名連記の郵便投票により選出する（同数得票者のある場
合は抽選）。

　　ただし幹事と会計監査の双方に選出された場合には幹事を優先する。 

　8．  会計監査については、同一人物が連続 2期 4年を超えてその職を務めることがで
きない。

　9．本細則の変更については、会則のそれに準ずるものとする。
　　　2012 年改定
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『日本 18 世紀学会年報』への論文投稿規程
　1．論文の投稿資格は、日本 18 世紀学会会員が有する。
　⑴　  投稿論文は、同学会大会における自由論題にもとづくもの（以下「大会発表論文」

と略記）と、自由投稿によるもの（以下「自由投稿論文」と略記）とに分けられ
る。

　⑵　  投稿論文の掲載は、幹事会の任命する編集委員会が委嘱した 2名のレフェリーの
査読にもとづき、編集委員会が決定する。

　⑶　  掲載に際しては、年報全体の論文数を勘案し、「自由投稿論文」よりも「大会発表
論文」が優先される場合がある。

　⑷　  「大会発表論文」の投稿は、当該年度の締め切りおよび次年度の締め切りの二回ま
で可能とする。初年度に「大会発表論文」が掲載されないときには、その年度の
年報には報告要旨を掲載する。論文を投稿するか、報告要旨の掲載にとどめるか
は、報告者の判断にゆだねられる。

　⑸　「自由投稿論文」の投稿は、同じ原稿について一回のみ可能とする。
　注：  編集委員会は、同学会大会の講演や共通論題等にもとづく論文の寄稿を要請する

場合がある。これについては非会員による寄稿も認め、レフェリーによる査読は
行わない。

　2．  論文を投稿する際、投稿者は 7月 31 日必着で、編集委員会に対し、同年度に投稿す
る旨の申し込みを行う（E-mailまたは郵送による）。

　3．  投稿論文の送付は、編集委員会へ、9月 30 日までに必着とする。期限までに投稿論
文が到着しなかった場合、「大会発表論文」であれば初年度は自動的に報告要旨掲載
となり、「自由投稿論文」であればその年度における投稿は取り消されたものとする。

　4．  投稿論文本文の枚数は、論題、執筆者名（所属）、注や参考文献、図版（10 点程度を
限度とし、1点の大きさは 7 cm× 7 cm以内程度、ないし全体で刷り上がり 3頁以
内とする）、図表などを含み、和文の場合、43 字× 40 行× 13 枚以内で横書き、欧文
の場合、ダブル・スペース（1行 60-70 字× 28 行換算）で 20 枚以内とする。

　5．  投稿論文は、ワープロあるいはパソコンにより、A4 縦置き、横書きで印字したもの
とする。原稿は返却しない（図版の返却を希望する場合には申し出ること）。

　6．投稿論文は、論題を明記し、3部提出する。
　7．  欧文投稿論文の場合を除き、本文の前に約 200 語の欧文要旨を付けること。欧文要
旨には、論題の欧文表記を明記し、Summary、Résumé、Zusammenfassungなど
適切な頭書きを付けること。なお欧文要旨の分は、本文の枚数には含まない。

　8．  投稿の際、論文および欧文要旨には執筆者名（所属）を記入せず、注などでも執筆
者名が判明しないよう配慮すること。

　9．  投稿者は、別に論題、執筆者名（所属）、連絡先住所、電話番号、E-mailアドレスを
明記した編集連絡用覚書 1部を添付する必要がある。

10．  投稿論文が採択された場合には、投稿者は必要な加筆訂正を加え、執筆者名（所属）
を明記した完成原稿 2部と、その電子情報を、指定された期日までに提出すること。
電子情報の提出には、フロッピーディスク、CD、電子メールなどを用いることがで
きる

11．  投稿論文について、編集委員会が必要と認めた場合には、研究ノートとして掲載を
提案する場合がある。

12．掲載された論文・研究ノート等の著作権は、日本 18 世紀学会に帰属するものとする。

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

（http://www.gakkai.ac/jsecs/AnnualReport/）
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英国 18世紀学会のDigital Prize 受賞実績を有するオンラインリソース

Electronic Enlightenmentは、オックスフォード大学出版局と
オックスフォード大学ボードリアン図書館のプロジェクトで、
ヴォルテールやルソー、ニュートン、カント、アダム・スミスを
はじめとする17世紀初期から19世紀中期にかけて活躍した多くの
啓蒙思想家達が残した往復書簡をデジタル化し、全文テキストへ
の無類のアクセスを提供しています。
書簡の相手は、家族、友人、銀行、書店、出版社、パトロン等に
及び、現代の形成に影響を与えた啓蒙家達の様々なトピック（芸術/
文学、生死/結婚、法律/政治、哲学、科学　他）における思想や、
当時の時代背景、人間関係、私生活を伺い知ることのできる記述を
通して、歴史、思想、人物研究に新たな発見の場を提供します。

今すぐアクセス！
http://www.e-enlightenment.com/
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長期18世紀 啓蒙思想家達の往復書簡にオンラインアクセス！
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