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面冨蕩＝－

TheTranslationofSomeoftheMost

AdvancedContemporaryLiterary

TheoriesintheWbrld

NoboruFukushima

Theaimofthisarticleistointro‐

duceaninnuentialtextonliterarytheory

andthoughttitled眺聞'LrZ澄脇a”mstnI:γ

（seethepictures)whichisacompilation

ofselectessaystakenfromthefamous

journa１，ＭｦｗＬｊＺＥ顔aU'』5酷ZnUａｅ肋umaノ

ｏｆ･ｍｅＱＵ'ａｎｄ血Ｚａｍｚ汐Zalbわ､､Ａｌｓｏsoon

tobeavajlableistheJapanesetranslation

ofthistextinwhichtheessaysweretran‐

slatedbyanumberofprominentuniver・

sityprofbssorsinJapan．

Ｍｦ”LjZEz1az:yHZs施駆aJbzzmaﾉof・

剛eoz:yanahZamz9e麺tj伽isoneofthe

leadingquarterlypublicationsinUSAγ

whichfbcusesonthehistoryandtheory

ofliterature，ｐｕｂｌｉｓｈｅｄｂｙＪohns

HopkinsUniversityもThispublication

madeitErstappearancebyitsfbunde喝

Ｒａ]phCOhen,attheUnjversityofV】rginia

inl969andwasunderhiseditorshipup

until2008,aspanofalmost40years・It

isoneofthemostdistinguishedAmeri‐

canjournalsonliterarytheoryandhas

receivedsixawards丘omtheCouncilof

EditorsofLearnedJournalsthusfam

ln八"ｦｗＬｉＺ巴脇a〃HsZDU5selectes‐

saysbywen-knownschOlarsfromawide

rangeoffieldshavebeenchosen・These

includeessaysfromRolandBarthes，

HaroldBloom,Ｈ61§neCixous,Jacques

Derrida,TbrryEagleton,StanleyFish，

２

JiirgenHabermas,Wblfganglse咽redric

Jameson,FrankKermode,ClaudeL6vi‐

Strauss，MarthaNussbaum，Richard

Rorty;GayatriSpivak,GeorgeSteine喝and
TzvetanTbdorovも

jVbwLitEz9a〃』強ち”"fbcuseson

keytheoristsofworldliterature,such

asPascaleCasanovaandFrancoMoretti・

Forexample,iｎhisessay;Gz1aPjhsijMZ2PS

jrI1eesProfessorFrancoMorettiargues

hereticallythatliteraturescholars

shouldstopreadingbooksandstart

counting,graphing,andmappingthem

instead､Heinsiststhatsuchamove

couldbringnewlustertoatiredfield，

onethatinsomerespectsisamong"the

mostbackwardsdisciplinesintheacad‐

ｅｍｙ"Literarystudy;heargues,hasbeen

randomandunsystematic､Foranygwen

periodscholarsfbcusonaselectgroup

ofamerefbwhundredtexts:thecanon・

Asaresult,theyhaveallowedanarrow

distortingsliceofhistorytopassfbrthe

totalpicture・Morettioffersbarcharts，

maps,andtimelinesinstead,develop‐

ｉｎｇｔｈｅｉｄｅａｏｆ“distantreading,，，set

fbrthinhispath-breakingessay“Ｃon‐

jecturesonWbrld皿terature,''intoafUll‐

ｂｌｏｗnexperimentinliteraryhistoriog・

raphy;wherethecanondisappearsinto

thelargerliterarysystem､Chartingen‐

tiregenres--theepistolary;thegothic，

andthehistoricalnovel--aswenasthe

literaryoutputofcountriessuｃｈａｓＪａ‐

ｐan,Italy;Spain,andNigeria,heshows

howliteraryhistorylookssigniEcantly

differentfromwhatiscommonlysup‐

posedandhowtheconceptofaesthetic

fbrmcanberadicanyredeEne.．



(http://books､google､com/books/about／

Graphs-maps-trees・html?id=YL2kvMIF8

hEC）

Ｍ９ｗＬｉＺ巳z9a〃HSjDIywasedited

byRitaFelski,theWilliamR・Kenan,Jm

ProfessorofEnglishattheUniversityof

Virginiain2009,Alreadyahighlyrepu‐

tabletextinEuropeandNorthAmeriCa，

Ｍｓ､Felskiplannedtｏａｒｒａｎｇｅｆｂｒｔｈｅ

ｂｏｏｋｔｏｂｅｔｒａｎｓｌａｔｅｄｉｎｔｏＡｓｉａｎｌａｎ‐

guagestomakeitavailableinAsian

countries・TbnessaysfromMｦwLjZEz1az:ｙ

ｊ５Ｅｓ”zyweretranslatedintoChinesein

２００１andwmbetranslatedintoKorean

andpublishedin2012,Intheupcoming

Japaneseversion,elevenrepresentative

essaysｏｆｊＶｂ”Ｌｉｔｅ砲zyHrS”〃have

beentranslatedandwillsoonbeavail‐

ableinJapan・

TheprOjecttoprovideaJapanese

translationbeganwithameetingin

PhiladelphiabetweenprofessorFelski

andprofbssor'IbruKiuchiofNihonUni‐

versity6Asaresultofthemeeting,edi‐

torsTbruKiuchi,AzusaNishimotoand

NoboruFukushiｍａ，alongwithother

contributorsbegantoputtogetherthe

Japaneseversion､ThepublishenSeibido

willsenjVbwLjZaz1azァｊ５恥ＺＤＩ:yatKansai

Universitywhere‘‘TheAmericanLitera‐

tureSocietyofJapan，'ｗｉｌｌｂｅｈｅｌｄｏｎＯｃ‐

tober8to9,2011．

M9wLiZEz9a2:ｙＨＺＳｍＩ:yintransla‐

tionincludesFredricJameson's"ＮｅｗＬｉｔ‐

eralyHistoryaftertheEndoftheNew”

translatedbyHitoshiHosoyaofMeisei

University；WalterRVeit'ｓ“Globaliza‐

tionandLiteraryHistory;orRethinking

ComparativeLiteraryHistory-Globally，,

translatedbyNoboruFukushimaof

NihonUniversity;AndersPettersson'ｓ

"丑ansculturalLiteraryHistory:Beyond

ConstrictingNotionsofWOrldLitera‐

ture，，translatedbyAkitOshiNagahata

ofNagoyaUniversity;DavidDamrosch'ｓ

"TbwardaHistoryofWbrldLiterature，

translatedbyYbkoMitsuishiofTbyo

University;KarynBall，sPrimalRevenge

andOtherAnthropomorphicPrOjections

fbrliteraryHistory'cotranslatedbyAoi

MoriofHiroshimaJogakuinUniversity

andKeikoMiyamotoofSeinanGakuin

University;ReyChow's"nanslatormFai．

tor;ThFanslato喝Mourner(o喝Dreaming

oflnterculturalEquivalence)"translated

byAzusaNishimotoofAoyamaGakuin

University;EmilyApter'ｓ"Untranslat‐

able:AWOrldSystem”translatedby

SachiNakachiof恥uruUniversity;Ｎｉr‐

ｖａｎａＴａｎｏｕｋｈｉ，ｓ“TheScaleofWorld

Literature”ｔｒａｎｓｌａｔｅｄｂｙＦｕｍｉｋｏ

ＳａｋａｓｈｉｔａｏｆＫansaiGaidaiUniver‐

sity;ＷａｉＣｈｅｅＤｉｍｏｃｋ?s"TheEgyptian

Pronoun:町ric,Novel,幼eBbQAof幼ｅ

Ｄｅａα’translatedbyYuriYbkotaof

HiroshimalnternationalUniversity；

FrancesFerguson，ｓ"PlanetaryLiterary

History:ThePlaceoftheTbxt”trans・

latedbyTbruKiuchiofNihonUniver・

sity;andMarkPoster，ｓ“GlobalMedia

andCulture'’ｔｒａｎｓｌａｔｅｄｂｙＳｈｉｎ

ＹａｍａｍｏｔｏｏｆＹｂｋｋaichiUniversityも

*'IY1ispaperispartofthereseachprOject

conductedwith“Grants-in-AidfOr

SientifcResearch'，fromtheJapanSo‐

cietyofthePromotionofScience(JSPS)．

（NihonUniversity）
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三芳康義
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研究ノート｜

抽象の起源は自然界一モダニストとして

のハベルの場合霊1繍
亜醇言言必 河

‐

｡＝Eエジヰ型Ｍ１

p ■

４

、

、
本稿ではリンドレー．Ｗ･ハベルの『芸術

起源論：講義』にある「無償芸術」がいか

に純粋芸術に収散していくかを､彼の講義と

具体的な詩篇を通して論述する。本稿では

とくにハベルの自然界の生物を起源とした芸

術論の初期の段階を辿ってみる。

そもそも人類が芸術(｢無償の芸術｣の意）

と自覚する以前の芸術は、大文字のArtで

はなく、あくまでも「"thearts”技術」であ

り、このことは周知のことだが､ハベルはこれ

を人間の手による「手工芸」を起源とし、こ

の技巧を２つに分類した。１つは「"themi‐

meticarts''模倣技術」であり、もう１つは

｢"theprojectedarts”心象投影技術」

(HUbben:6）である。「模倣技術」とは、人

間の自己表現としての「芸術」であり、たと

えば、ダンス、戯曲、音楽、詩歌である。

これに対し、「心象投影技術」は、芸術家

が自らの想像力が生み出す内的ビジョンを、

目に見える現象界にある事象に「投影」す

る。そして、その対象化したものを自分の手

で造り上げ、それ自体独立した具体的な存

在感を保ち得るようにする｡そうした試みから

発生したものが、いわゆる絵画、彫刻そして

手工芸である。ハベルの分類の基準によれ

ば、「模倣技術」は、特に詩や音楽は「書

き留められる｣ことなく存在し、「模倣｣によっ

て口承伝承されてきたものだからであり､たと

えそれが歴史の一時期であっても芸術家の

自己表出なのである。それは、イギリスのロ

マン派の詩人、Ｗワーズワスの「自然の吐

露」と同様な感'情であり、「心象投影技術」

は、文字として書かれたものであれば、純粋

）Z

Ｆ
…



に記憶を助けるものとして存在し、古代エジ

プトにおける書記の筆記による「文学」の起

源に通底するものである。

さらに“handicraft'，とは、ｈａｎｄとCraft

の合成語で人間の｢手｣が自由に使えるよう

になったこと、すなわち人間が種として

のホモサピエンス･サピエンスとなり、２足歩

行とともに手の技術(Craft)の進化がその噴

矢となったのである。たとえば､生きて行くた

めの道具の「火打ち石」である。人類は

artisanとしての技術を獲得し技巧を懲らすよ

うになる。ハベルは、ネアンデルタールの埋

墓の遺品が発見された“thelastsub-hu‐

ｍａｎrace,，の時代のことを言うのである。

人類と呼称された最初の時期であるクロマ

ニヨン人の3万年以上前の時代になって初め

て、絵画や彫刻の技術が進歩したとされる。

考古学的な見地からの論証を確認すれば、

ケンブリッジ大学の考古学教授を務めたコリ

ン･レンフルー(1937-)は、後期旧石器時代

のフランスのオーリニャックやクロマニヨンで発

見された化石や遺物、具象化した写実的な

芸術の登場､ラスコーやスペインのアルタミラ

の洞窟壁画といった見事な絵画は、ネアン

デルタール人の後に登場した新人類の自我

意識の現れである｡これをレンフルーは特定

の地域に限定された出来事という意味で｢人

類革命｣と称している(レンフルー:120-3)。

このクロマニヨンの時代の最初の芸術は、

絵画ではなく彫刻であった｡ハベルはこの時

期を3つに分類した。ヨーロッパ後期旧石器

時代の初期、オーリニャック期（前30万年

頃一前2500年頃)、特におよそ２万８０００

年前のオーストリアの「ヴィーレンドル

フのヴィーナス」像（ウィーン自然史博物

館蔵）のような丸彫りや浮き彫りの女性裸像

は、現代彫刻に霊感を与えた。たとえば、ロ

シア生まれのアメリカの彫刻家Ａ,アルキペン

コは、原始彫刻からの影響による「形態

fbrm」の単純化による抽象化を進め、空洞

化した人体像や彩色彫刻などを制作し､フラ

ンスに帰化したルーマニア人彫刻家、Ｃ,ブ

ランクーシと共に20世紀の現代抽象彫刻の

先駆だ。第２期は、マドレーヌ期(前20000

年一前10000年頃）で、先のラスコーやｱ

ﾙﾀﾐﾗ洞窟壁画がその典型である。第３期

は、ソリュートレ期という衰退期になる。こうし

た先史時代の概観の後、ハベルは建築術

へと視点を移す。

ハベルの芸術・技術論によれば、建築

は、人類はもとより、あらゆる生物にとって

｢住処」を造る技巧であり、それは前述した

｢心象投影技術｣に該当し､その起源は｢巣」

を作る昆虫に人類以外の生物の形態へ眼を

向け、この地点から、ハベル独自の形態起

源論が始まる。その第１の例は、精妙で手

の込んだ住まいを自らの手で造る貝類であ

る。とくにアメーバに似た軟体動物は、単純

で原生生物であり、有孔虫の貝類は、カタ

ツムリのそれと同様に複雑で美しい形をして

いる６藻類である珪藻は、系統分類学的区

分でいう、単細胞藻類でケイ藻植物門として

扱われるのが一般的で、黄色植物に分類さ

れる。細胞壁にケイ酸が蓄積し、刻紋や細

孔といった微細な構造をもつ殻を生じ､淡水

や海水の中のプランクトンとして知られて湿土

中や水底に広く分布している。その細胞壁

の主な形象は、左右相称的な羽状類と放射

相称的なものが中心である。殻そのものは、

長方形の箱形や円板形、円筒形、三角柱

形などの種類がある。こうした藻類は、もち

ろん顕微鏡でなければ肉眼では見えない。

しかし、この単細胞藻類は、二酸化珪素で

出来た２つの殻を作り、その形態は、顕微

鏡で見ると、驚くほど精綴で、際立った美し

さをもつ、まるで抽象彫刻のようである。ここ

にハベルは､現象界に存在する形態の起源

を見つけだし、それと同時に、最初のシンメ

５



ﾄﾘｰな抽象美を認識しているのである。

(駒濯大学）
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映画『ダイヤモンド・ラッシュ』－

ロンドン金融市場、ダイヤモンド産業、

ガラスの天井

清水純子

映画『ダイヤモンド・ラッシュ』（原題

EZa”ﾉbss2007）は、世界の金融市場ロン

ドンを舞台にした実話の映画化である｡世界

的ダイヤモンド商社からのダイヤモンド大量強

奪をスリリングに､スタイリッシュに描く。１９６０

年の独占的ダイヤモンド販売機構と言えば、

セシル･ローズ(CecilJohnRhodes,1853‐

1902）のデ・ピアス（DeBeers）社、そし

てデ･ピアスの全額出資によって合同経営さ

れるダイヤモンド・コーポレーション（The

DiamondCorporation,Ltd）が思い浮か

ぶ。

デミ・ムーア扮するローラ・クインは、キャ

リア・ウーマンの草分け的存在であり、ロン

ドン・ダイヤモンド・コーポレーションのマ

ネージャーとして働く。ローラは誰よりも早く

出社し、誰よりも遅く退社するワーカホリック

(仕事中毒）であるが、センスのよい服装と

洗練されたマナーを忘れない。ローラは働く

女性に相応しいチヤコール･グレーの機能的

なスーツを着て、三連パールのネックレス、

ダイヤモンドの指輪でおしゃれに身を飾る。

夜のパーティでは、カクテルドレスを豪華な

宝石とコーディネートさせて着こなし、ハリ

ウッド女優の華やかさ、王侯貴族の気品、ビ

ジネス･ウーマンの知性をたたえて、周囲の

男たちの目を奪う｡オックスフォード大学を優

等で卒業したアメリカ人女性にふさわしく、

ローラには伝統とモダンな合理性がﾐｯｸｽさ

れて備わる。ローラは｢奴隷のように働き、レ

ディーとしてふるまう」才色兼備である。



３８歳のローラは周りから一目置かれるやり

手であるのに、「ガラスの天井｣に阻まれて、

昇進できない。「ガラスの天井｣とは、「中間

管理職にある女性がより高い地位に昇進する

のを妨げる差別的障害｣であり、「女性は中

程度の管理職までは昇進するが､トップレベ

ルの地位や最高管理職まで昇進するのはま

れである。ガラスの天井は、見えないが強固

であり､あからさまにせよ隠蔽されたものにせ

よ、差別の様々な形を反映している」（ボー

ルズ118)。ローラは昇進をストップされ、能

力のない男たちに次々と先を越されていく。

女としても賞味期限切れが近いローラは、

誘ってくれた昔馴染みの男に転職とロマンス

を持ちかけるが､どちらも時すでに遅しと断ら

れ、退路をたたれた。ローラの解雇を事前

に察知した掃除夫のホブス（マイケル・ケイ

ン)は、ローラを会社への恨みを持つ同志と

みなして、ダイヤモンド強奪計画に誘う。退

職間近のホブスは､どこへでも自由に出入り

できる、清掃作業員という影のような立場を

生かして、会社の情報収集に励んでいたの

だ。

爽快なのは､社会的弱者であるローラとホ

ブスが持ち前の知恵と勇気によって、巨大

企業の鼻を明かすところである。ローラは女

性支配人の立場を利用して､金庫の暗号番

号を巧みに盗み出した。ホブスは、職業の

社会的ﾗﾝｸ付けによって｢見えない存在｣と

なり重役たちに警戒されていなかった。ホブ

スは､最新式の監視ｶﾒﾗと複雑な暗証番号

で守られた金庫から､一億ポンド相当のダイ

ヤモンドを清掃用具に紛れ込ませて何回にも

分けて運搬し､ﾄｲﾚから下水に流しこむとい

う奇想天外な作戦を成功させた。

映画のさらなる心地よさは､犯罪の動機が

金銭目当てでない点である。ホブスは、愛

妻の癌治療の費用の支払いを不当に断った

保険会社重役への復讐、ローラは功績に報

いることなく、逆に解雇措置をとろうとした会

社への恨みがその理由である。したがって

二人は、盗んだ巨万の富を自分のために使

うことはない。ホブスは、全額をローラの口

座に振り込んで姿を消し、ローラは、受け

取った大金をすべて慈善事業に使う。独占

的営利を貧るダイヤモンド企業の悪を窃盗と

いう悪をもって制したように見せながら、その

果実を恵まれない人に再分配したのがローラ

だった｡ローラがロンドン版｢ねずみ小僧｣に

なった意外性が、他のクライム・サスペンス

とは違う二重のカタルシス（日常の抑圧が解

放されて快感を生むこと）を呼ぶ。

映画の原題の“Flawless”は「きずのな

い、完全な」という意味であり、ダイヤモン

ドと対になって使われることの多い形容詞であ

る。ダイヤモンドの名がギリシア語の

"adamas，'｢征服できない、壊れない｣に由

来するように、ダイヤモンドの硬質性と耐久

性はその美しさと共に他の宝石の追随を許さ

ない。この映画において、ダイヤモンドのよ

うな硬質性と完壁性を誇るのは､強奪計画の

級密性とヒロイン・ローラのキャラクターであ

る。ローラ役のデミ・ムーアは、映画『Ｇ､I・

ジェーン』（Ｇ､1.Jane,1997）で、男女差

別雇用撤廃法案を掲げるアメリカ海軍情報局

の地獄の訓練に耐える女兵士を好演したが、

60年代最先端のエリート・ビジネス・ウーマ

ンもはまり役である。

『ダイヤモンド・ラッシュ』は、ダイヤモン

ド産業にまつわる英国の植民地支配の歴史

を背後に抱えた映画である。冒頭のダイヤ

モンドの原石を泥水からざるにかけて選別す

るのが黒い手であるのに、そのダイヤモンド

を扱う商社が白人のみによる階層支配の近代

的巨大ビジネス機構であるという人種の対比

が画面上鮮明に提示される。モデルのデ・

ピアス社は、南アフリカのダイヤモンド鉱山

の採掘によって築かれた会社である。創立

７



(法政大学）

LongHoeveler;HZgmz2ibaﾉPlZbZtjDna〃

QfF19zmmSm）

英語版DVDEZaPvzﾉＧＳＳの表紙、

者のセシル・ローズは巨万の利益を元に政

治家になり、南アフリカをケープ植民地とし

てイギリスの支配下に組み入れ、自分の名

にちなんでローデシア(Rhodesia)と名付け

たことは有名だ。

デ・ピアス社は、現在は世界市場の約４

割のダイヤモンドを扱うが、ローズの時代は

9割を販売していた。ロンドン金融市場を中

心に世界経済に君臨したイギリスだが、

1960年のデ・ピアス社が、1950年代後半

にシベリアでダイヤモンド鉱脈を発見したソビ

エトとの関係に苦労していたことは映画からも

うかがえる。デ・ピアス社の創設者であるセ

シル・ローズは生涯独身を通したことから、

同性愛の噂があった。「アフリカのナポレオ

ン」と呼ばれたローズは、熱烈な帝国主義

者、人種差別論者であり、家父長制支持者

でもあった。ヒロインのローラに向けられる年

配の男性上司の意地悪なまなざしには、当

時の女性差別の風潮と共に創立者ローズのミ

ソジニー（女‘性嫌悪）が重ね合わされてい

る。
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日本語版ＤＶＤ『ダイヤモンド・ラッシュ』の
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『ダイヤモンド・ラッシュ』（原題｣Fyaw‐

たss2007年製作)、監督：マイケル・ラ

ドフォード、出演：マイケル・ケイン、デ

ミ・ムーア、角川映画、２０１０年。
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霧蕊

研究ノート｜

小説家ヘンリー・フィールディングと

エリザベス・キャニング事件

誉
r上＝

『

白鳥義博

1753年にロンドンで起きたいわゆる「エリ

ザベス・キャニング事件」について、事件と

ヘンリー･フィールディングとの関わりに焦点

を当てて研究を進めてきた｡その成果はこれ

までに数回発表したが、現在はこの事件の

文学史的な意味合いに興味を持ってさらに研

究を続けている。少女エリザベスは、1753年

の元日、姿を消した。心配した家族と友人

は懸命に行方を捜したが、消息はつかめな

い。しかし、１月２９日の夜、エリザベスは

突如帰宅し､驚くべき物語を家族に語った。

元日の夜、親せきの家から奉公先へと戻る

途中、二人の男に突然襲われた。恐怖のあ

まり失神した彼女が気付いたのは､見知らぬ

家の中であった｡そこでキャニングはひとりの

老婆から身を売るように脅かされた｡断ると、

彼女は屋根裏部屋に監禁された。４週間後

の１月２９日の午後、ようやく彼女はそこから

脱出する｡キャニングの話に'償った家族と友

人はグループを作って犯人を探し、その結

果１月の終わりに老婆らが逮捕された。

ボウ・ｽﾄﾘｰﾄに治安判事のオフィスを構

えていたヘンリー･フィールディングが事件と

接点を持ったのは、２月６日のことである。エ

リザベスの代理人の弁護士が、裁判を有利

に進めるためのアドバイスを求めて、名判事

としても名高い小説家のもとを訪ねたのだ。

話を聞いたフィールディングは関係者を呼び

出して供述調書を取り､その調書がひとつの

有力な決め手となって、２月２６日、老婆ら

に有罪判決が下された。しかしその後、事

件は思いもよらぬ展開を見せる。３月になっ

て死刑判決の下った主犯にアリバイがあること
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が判明する。また、証人の一人がフィール

デイングの前で行った供述を取り下げる。そ

こで､ロンドン市長は刑の執行停止と事件の

再審理を決定した。被害者として同情を集

めたエリザベス・キヤニングは、逆に偽証罪

で逮捕されてしまった。また､フィールディン

グは嘘つきを庇ったと厳しく批判されて、一

冊のパンフレットを３月の下旬に緊急出版す

る。

『エリザベス･キャニング事件の真相』と名

付けられたそのパンフレットの中で､フィール

ディングは事件の経緯と、エリザベスの語っ

た物語の信懸性について論じている。彼女

がムアフイールド近くで襲われ、売春宿に監

禁されていたというのは、果たして本当なの

か。もし本当だとすれば、約一カ月もの間、

監禁部屋の中でじっと過ごしていたのはどうし

てか。なぜもっと早くに逃げ出そうとしなかっ

たのか｡本当は別のところにいたのではない

か｡事件に興味を抱いた多くのロンドン市民

は､こう言ってエリザベスの証言の信ぴょう性

を疑った。フイールディングの言い分は真っ

向から対立している。キャニングが語った失

跨謹はたしかに驚くべき物語だし､そのなか

の事実は途方もない代物ばかりだ、と彼は

認める。しかし、キャニングはそんな途方も

ないストーリーをでっち上げられるほど賢いだ

ろうか。それに、ありそうもない事実と、あり

得ない事実とは、まったく別のものではない

か。

フィールディングのこうした議論は、代表

作である『トム･ジョーンズ』でのﾘｱﾘスﾑ論

争を想起させる。小説家は、ありそうもない

出来事を物語の中に導入することに細心の注

意を払わねばならない、と『トム･ジョーンズ』

の語り手は断言する。すなわち、起こり得な

い出来事と、起こりそうもない出来事との間

の区別を、小説家は明確に意識しなくては

ならないというのだ。四年後にキャニング事

1０

件が起きた時､フイールデイングがそうした潔

癖な小説観をまだ捨てていなかったことは明

らかである。要するに、キャニングが語った

物語は小説ではない。だから、蓋然性の法

則も適用されないし、あたかもそれが小説で

あるかのように論じられるべきではない。小

説と現実とは､まったく別のものである｡パン

フレット『キヤニング事件の真相』の著者とし

てのフイールデイングが言いたいのはそういう

ことだ。

だとしたら､現実に寄り添う文学ジャンルと

しての小説は、一体どのような「現実」を描

けばよいのだろうか。治安判事として社会悪

の撲滅に奔走したフィールディングは、ロン

ドンをどんな奇‘怪な出来事でも起こりうる迷宮

都市とみなしていた｡それこそ小説的な蓋然

性の枠内には収まりきらない､ロンドンの闇。

治安判事フィールディングがキャニングを救

い出したその無間地獄は､皮肉なことに､小

説家フィールディングが理論構築に心血を注

いだリアリズムでは到底描写できない世界で

あった。そうした世界に直面して、文学者と

してのフイールデイングは､まったく新しい文

学作品のありようについて、何かを悟ったの

ではないだろうか。そしてそれはいわゆる小

説とは全く別のものだったのではないだろう

か。そうでなければ、事件に対してフィール

ディングがあれほど強い関心と熱’情を示した

ことが理解できないのである。

人生の最晩年に小説家ヘンリー･フィール

デイングが到達した新しい文学について､エ

リザベス・キャニングの事件を媒介に今後も

さらに研究を深めてみたい。

(駒淫大学）
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死者を'悼むということ

松山博樹

ジェイムズ・ジョイスの「ユリシーズ」には

ウィリアム・シェイクスピアの「ハムレット」が

論じられる場面がある｡主人公スティーブン・

ディーダラスは「《ハムレット》を幽霊話に仕

立て｣、持論を展開してゆく。亡霊となった

父王をハムレットの眼前に登場させた時、

シェイクスピアは早世した息子ハムﾈｯﾄの霊

に思いを馳せていたのだと言う。「彼は息子

に語りかける、魂の息子に、王子に、若い

ハムレットに、また、肉体の息子に、同じ名

前の男を永遠に生かすためストラットフォード

で死んだハムネット・シェイクスピアに」（｢ユ

リシーズ｣)。

なるほど、シェイクスピア作品に登場する

亡霊たちはおとなしくはない。この世に残し

たおのれの念を伝えるために現れ､語りかけ

られた者たちはおおいに惑わされることにな

る。ハムレットは叔父と母の裏切りを知り、復

讐の務めを負わされる。リチャード三世は亡

霊たちに｢絶望して死ね｣と繰り返し呪われ、

マクベスは無言の亡霊たちに後悔の念を抱

かされる。亡霊たちのこのような有言、無言

の語りかけは常に一方的だ｡語りかけられた

者が問い返そうとしても、反応はない。反応

がないだけに、語りかけられた者はいっそう

苦しむことになる。やがて語りかけられた者

の問いかけは自らの内面に向かう｡生きるべ

きか死ぬべきか、悪の道を突き進むべきか

否か。亡霊はその存在様態が人知を超えて

いるのみならず､コミュニケーションを交わす

ことができないが故に見る者に恐れを抱か

せ、自分自身の存在意義やこの世の摂理に

対してすら不安を抱かせるのだ。

このように亡霊が眼前に現れることがなくと
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も、またその死に自らの責任がなくとも、生

き残った者はそもそも死者の死に後悔を感

じ、心に何らかのつかえを残すものである。

ジークムント･フロイトは死者の死を悼み、喪

に服し、その責任を自らのものとして受け入

れる過程を｢喪の作業｣と呼んだ。この作業

がうまくいけば悲しみはいずれ終わると言う

(｢悲哀とﾒﾗﾝｺﾘー ｣)。またジャック･デリダ

は､亡霊は存在という概念に基づく世界その

ものを揺るがし､世界に新たな別の可能性を

もたらすものであるため、「喪の作業｣は終わ

りがあってはならないとし、その典型としてハ

ムレットの｢この世の関節が外れてしまったの

だ｡」という台詞を挙げている。亡霊の到来

が父の死という過去の記憶を蘇らせ､現在を

生きるハムレットを動かし、新たな可能性を

与え始めたのだ（｢マルクスの亡霊たち｣)。

一方、ダンカン王を殺したマクベス夫妻は

｢喪の作業｣を拒絶する（｢なぜひと言『アー

メン』と言えなかったのか？俺こそ神の慈悲

が必要なのに、『アーメン』という言葉はこの

喉に突き刺さったままだった｡」「こういうこと

はそんなふうに考えてはいけないわ｡私たち

気が狂ってしまう｡」)。自分たちが神の摂理

の中にあることも十分認識しているにもかかわ

らず（｢自然の神から借りた命は期限つき、

永遠ではないわ｡」「そこに一綾の望みがあ

る｡｣)、二人が死者のために『アーメン』と

いう言葉を口にすることはついにない。殺人

を重ね、「狂って」ゆく中で、神に頼らず、

｢喪の作業｣を経ることなく亡霊にも悩まれな

いためには、運命を亡霊や神の手に握らせ

ておくわけにはいかない。自らの運命は自ら

が左右する。マクベスは死を恐れず悪の道

を猛進し（｢恐‘怖がどんな味なのか、ほとん

ど忘れてしまった｡」)、マクベス夫人は自ら

命を絶つことになる（｢妃はみずからその狂

暴な手によって命を絶ったそうだ｡」)。

人の死に直面した時､残った者は苦しむ。
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多くの命が失われるような大災害ならば、そ

の苦しみはなおいっそう大きい。自分自身の

存在意義やこの世の摂理にすら疑問を抱くこ

ともあるだろう｡なぜ自分は生き残ったのか。

なぜこのように悲しい出来事が起こるのか。

2011.3.11.を体験した我々 に必要なことは、

悲しい記憶をなるべく早く拭い去り、不幸を

忘れるべきことなのか。それとも、どこまでも

死者を悼み、常に思いやり、記憶に留めて

ゆくことなのか。ハムレットやマクベスの襖悩

を見れば、死者を悼むということが決して死

者のためにのみ行われることではないことが

わかるだろう。

(日本大学）
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肋ZﾉbzJt3のアメリカ

ー「ビデオゲーム」による異文化体爵陸

熊 沢 和 明

文芸、映画、演劇などの芸術作品に匹敵

するような深い文化的内容を持つ「ビデオ

ゲーム」が登場した。BethesdaGame

Studiosが開発した傑作ＲＰＧ（Role-Play‐

ingＧａｍｅ）FhZﾉbut3である。

肋肋utシリーズ第１作目はInterplay

Productionが制作し1997年にリリース。そ

の年のRPGoftheYearを受賞した。１９９８

年に続編FMbut2がリリースされ､2004年

に開発ライセンスがBethesdaSoftworksに

移り、BethesdaGameStudiosでＲＰＧの

名作恥eEyd息rSbmZZs:OhZiUびり､を制作し

たチームが２００８年に鹿Zﾉb“３をリリース

し､驚異的な売り上げを記録｡その内容と質

の高さからGameoftheYearを受賞した。

ＦＭｂｕｔ３がこれほど新しい世代に支持

される理由は、PixarAnimationStudios

の作品に代表される近年の３ＤＣＧ（コン

ピューター立体画像）技術や物理エンジン

Ｈａｖｏｃ開発などのコンピューターテクノロ

ジーの目を見張る発達のためばかりではな

い。独特の世界観とその世界のリアリティー

を創出する圧倒的自由度をもつ虚構空間づ

くりが、既存の芸術表現に飽き足らない新し

い世代を魅了しているところにある。

たとえば、事物の物理的なリアリティーを

創出するため、家具から生き物の身体にお

よぶまで空間内にあるほとんど全ての物質

(基本的な建築物は除く）は、しかるべき衝

撃を受けると破損する。主人公がぶつかると

家具類は音を立てて転がる。大概の小物

類、家具類はつかんで位置移動できる②

2077年に勃発した中国一アメリカ間の核戦

争で壊滅したこの「荒れ地」では完全な無

政府状態が続いていて、主人公の行動を規

制する法律はなく、道徳は無力である。望

めばどのような生き方もできる設定になってい

る。たとえば、絶望的に物資が不足してい

るこの世界においては､食料の不足を補うた

めに人肉食も選択肢の中に入るし、生存の

ためにはトイレの便器に溜まった水さえすす

らなければならない｡物理的にも精神的にも

完全な行動の自由が許されているのである。

主題を担うﾒｲﾝｸｴｽﾄをたどるための大ま

かなストーリーラインはあるにはあるが、かな

らずしもラインに従って決まったルートをたど

る必要はない。各クエストの解決方法も一通

りではなく、複数の選択が可能である。どち

らかを選択すると、どちらかが犠牲になる。

主人公（プレイヤー）の自由な判断で独自

のストーリー展開を作り上げられる。つまり主

人公は自由な人生を創出することができる。

クエストをたどる上で主人公が関わること

になる膨大な数のキャラクター（NPC)、人

間以外の生物（クリーチヤー)、ロボット、ア

ンドロイドなどもそれぞれ各人の自由意思で

生活を送っている。彼らをコントロールする

高性能人工知能(RadiantA.I.)により、プ

レーヤーの言動は、彼ら（NPC）になんら

かの影響を与え、会話の選択により、ス

トーリーラインが異なった展開をしたり、クエ

ストの進行を他の道筋に向けることになる。

現在の高度なｺﾝピｭｰﾀｰテクノロジーに

よる３ＤＣＧのビデオゲームは、ゲーム特有

のコンヴェンションを理解しさえすれば、フィ

クション（虚構）の遊技空間を「もう一つの

現実世界｣、ある意味で現実よりも意味深

い、リアルな仮想空間を作り上げることに成

功したと評価することできる。

だが､ＦＭｂｕｔ３が構築した虚構空間は、

それ以上に、文化的な体験空間として、た

ぐいない経験を我々に与えてくれる。
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「Fanout」とは核戦争のあとの「死の灰」

を意味する。つまり、〃肋ａｔの世界は人

類の核戦争後の放射能で荒廃した、アメリ

カの未来を創造した世界なのである。

だが、単なるＳＦ的な未来像ではなく、古

き良きアメリカが、繁栄を極めつつも、相次

ぐ核実験と米ソ冷戦対立のなかで世界的規

模の核戦争勃発の緊迫感が身近にあった時

代の未来像として描いた、意味深い未来像

を作り上げているのである。はたして「過去

の繁栄の時代が思い描いた荒廃した未来

像」にはどんな制作者の意図が読み取れる

のか。

チュートリアルとも言えるVaultlO1のス

テージを終えると我々の眼前に広がるのは過

去の繁栄の対極にある、放射能で汚染さ

れ､Wastelandと呼ばれる荒涼とした世界、

Washington,，.C・の廃嘘である。

首都の面影をその廃嘘の中にわずかに残

すだけの姿となってはいるが、実際のワシン

トンＤＣおよびその周辺の州をモデルにして

築かれた広大な世界は、かなり徴密に描か

れた膨大な「ゲームマップ」であり、その中

に生きる人々は、放射能の汚染のなか、過

去の繁栄の遺物を収集し､補修し､あるもの

は略奪し、生き延びるという過酷な生を強い

られている。

制作者は、最初のデモ映像で｢戦争はな

くならない」という人間の歴史が教える教訓

を我々の脳裏に焼き付けたあとで、廃嘘の

中で､生存のために過去の繁栄の遺物を収

集する事を、この世界の生活の基本的な形

として提示する。つまり、基本的な世界設定

から判断すれば､廃嘘の中に過去の繁栄の

楽園を夢見、楽園を復興する一再構築する

という主題をそこに読み込むことができるので

ある。・

GECＫ(GardenofEdenCreationKit）

と呼ばれるプログラム入手が、メインクエスト

1４

達成の鍵となっていることや、ＧＥＣＫが

F2mZﾉb“３の内容改変のためのMod制作用

ツールとして配布されてることがこのことを証

明しているのではないか。

中心となるプレイヤーのメインクエストは、

失除した父親をWastelandを坊程いながら

追い求める、というストーリーラインに重なる

のだが､その父親が命をかけて成し遂げよう

とする主題は、放射能の汚染を浄化して、

Wastelandに｢命の水(ポトマック河の浄化

水)」を作り、繁栄の楽園の復興を図る、と

いうものである｡そして父親の生き様に従うこ

とになるか、その自己犠牲の生き方を無視

することになるかは、プレイヤーに任された

自由意思の選択によるとはいえ、ゲームの

感動的エンディングは、確実に理想の国士

復興のﾒｲﾝｸｴｽﾄに絡んで紡ぎ出されるこ

とになるのである。

さらに、そのﾒｲﾝｸｴｽﾄに連なって、幾

多のサブクエスト、膨大な数のミニクエストが

発生、展開するが、それらはほとんどアメリ

カがもっとも繁栄した1950年代の時代思潮

を表す遺物一文明のテクノロジー､書籍､歴

史的古文書、食料、噌好品、薬、生活必

需品、娯楽など、カルチャーからサブカル

チャーにいたるまで、アメリカの歴史文化を

代表する遺物一の収集に向けられている。

ＲＰＧゲームシステムは、プレイヤーが環

境や集団の中で経験を積み､成長し能力を

獲得していくという、体験学習(とくに語学体

験学習）に最適なシステムである。1950年

代のアメリカ文明、文化の遺物収集という枠

組みの中で、当時のアメリカ社会が抱えた

歴史的な問題を比喰的に作り直した幾多のク

エストに立ち向かい､何かを得るために何か

を犠牲にしながら、必死に生きてみるという

生々しい仮想空間上の異文化体験を、

彪此ut3は、我々に提供するのである。

（拓殖大学）
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日本英語文化学会例会報告

岸山睦

(昭和女子大学短期大学部）

今年３月の例会は震災の影響で開催され

ませんでしたが、昨年６月、１２月の発表は

共に盛況であり、啓蒙的な内容でした。会

員各位のますますのご発展をお祈りしますとと

もに、今後も是非ご発表いだきますようお願

い致します。

平成22年６月１２日（土）

発表者：野上文子

発表題:小学校英語の指導における一考察

司会者：原隆幸

発表者：清水純子

発表題：オニール劇にひそむ『不気味なも

の』

司会者：新井透

平成22年12月１１日（土）

発表者：須永隆広

司会者：岸山睦

発表題：エンプソンの‘ambiguity’と

‘pastoral，:-対立概念における共通点一

発表者：谷憲治

司会：原田俊明

発表題：ビートルズと英国文化としてのナー

サリーライム
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日本英語文化学会第13回全国大会報告

福島昇

(日本大学）

平成22年９月４日（土)、猛暑の中、駒

沢大学において第１３回全国大会が開催さ

れました。４０名以上の会員が参加し、活発

な質疑応答が行われ充実した大会となりまし

た｡本年度の研究発表は4件とも英文学でし

た。米文学、言語学、英語教育からの研究

発表も加われば､さらに充実した大会になっ

たと思います。今年度は研究発表の他にシ

ンポジウムも加わりました。多くの会員にとっ

て教育現場で役に立つ有意義な内容でし

た。

第１３回全国大会プログラム

日時平成２２年９月４日（士）

会場駒濯大学深沢キャンパス

研究発表

(1)『ニコラス･ニクルビー』で描かれる女性

たち－後の作品との関連において－

発表者：角田裕子（日本大学大学院）

司会者：市川仁（中央学院大学）

(2)MachiavellianHeroヘンリー五世

発表者：亦部美希（日本大学（非)）

司会者：福島昇（日本大学）

(3)１８世紀イギリス小説に描かれた事故に

つ い て

発表者：白鳥義博

司会者：宗形賢二

(駒淫大学）

(日本大学）



(4)恥e伽port”“〆B巳ing肋mesｵを

アールヌーボーから読む

発表者：川口淑子

司会者：大東俊一

(名城大学）

(人間総合科学大学）

シンポジウム

大学における一般教養科目としての「英

語」を考える

司会者：中井延美（明海大学）

(1)「中学・高校から大学への架け橋として

の英語教育」

榊哲（濁協中学・高等学校）

(2)「大学生の学力変化に伴い多様化する

総合英語教材の役割」

原隆幸（明海大学）

(3)「文法知識の意識化の重要性」

中井延美（明海大学）

(4)「教材としての英米文学の行方」

佐々木隆（武蔵野学院大学）

画濡琶罷翻

くNewsletter投稿規定＞

日本英語文化学会Newsletterは文学、

文化､言語学､英語教育の各専門分野から

幅広く投稿を求めております。

＜研究ノート＞

和文2000字、欧文800語程度

く書評＞

和文2000字、欧文800語程度

くその他＞

和文2000字、欧文800語程度

応募締切：５月１６日

応募先：日本英語文化学会会報編集部編

集長くfUkusimanoboru@nihon．u,acjp＞

応募方法：メール(ＷＯＲＤ形式の添付ファ

イル、テキスト形式の添付ファイル）

掲載の採否については編集部にご一任

いただきます。

投稿原稿の用紙サイズ設定、行数文字

数などページ設定に関しましては、Ａ4用

紙ＷＯＲＤ標準設定でお願いいたします。

｢メモ帳｣等でテキストファイルに変換し

た原稿も添付してください。コラム等の

レイアウトは編集部にご一任ください。

ＷＯＲＤのリンク機能を利用した注釈は

テキストファイルの取り込みに手間どり

ますので、なるべくご遠慮ください。

ＷＯＲＤの特殊記号は､ＤＴＰソフトで文

字化けの可能性があります。可能な限り

特殊な記号等はご遠慮ください。テキス

トファイルに変換して確認してください

ませ。

＜学会ホームページ移動のお知らせ＞
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日本英語文化学会ホームページが移動

いたしました。以下のＵＲＬを参照くださ

い。

http://members3,jcom､home・nejp/jsce／

＜コラム掲載延期のお知らせ＞

本年度のNewsletterコラム｢ＩＴと文学、

言語､教育｣は担当者の都合により来年度

に延期いたしました。

＜『異文化の諸相』投稿募集のお知らせ＞

2011年12月発行予定の｢異文化の諸相』

第32号の投稿を募集いたします。原稿提

出締切日は2011年９月３０日（必着)です。

投稿される方は｢異文化の諸相』巻末に記

載された投稿規程をお守りください。規

定に従っていない論文は掲載されないこ

とがあります。詳しくは学会ホームペー

ジをご覧ください。

原稿提出先：〒248-0005

鎌倉市雪ノ下4-14-7

市川仁宛

Newsletter編集長福島昇

p●

君｡

<http://members3,jcom､home・ne・jp/isce/＞
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編集後記.１

日本英語文化学会会報編集長

福島昇

本年度の特筆すべきは、本学会の論文

が国立情報学研究所(NII）の論文情報ナ

ビゲータCiNiiにアップロードされるこ

とになったことです｡CiNiiとは学協会で

発行された学術雑誌、大学等で発行され

た研究紀要、国立国会図書館の雑誌記事

索引データベースなど、1,200万論文に及

ぶ膨大な情報を検索の対象とする論文

データベースです。本学会のさらなる飛

躍の舞台は整ったと思います。多くの論

文の投稿をお待ちしております。

今年度から｢会報｣を外注することにな

りましたが、今年も熊沢先生に編集はも

とよりDTP作業に大変お骨折りをいただ

きました。この場を借りて御礼申し上げ

ます。

出版がおくれましたことを深くお詫び

申し上げます。

編集

編集部

発行人

発行所

日本英語文化学会

福島昇、熊沢和明

松山博樹、清水純子

三芳康義

田中・保

〒275-8576

千葉県習志野市新栄2-11-1

日本英語文化学会

ＴｈｅＪａＰａＩｕＳ⑨Cie跡fbrCuItUreinEm回脳ｓｈ
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