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研究ノート
English  Literary  Materials in  Interdisciplin-

ary Education

          　　　　　　　   　Hiroki Matsuyama

   This note attempts to consider the signifi-

cance of using English literary works in multi-

disciplinary education. This year, the present 

author had the opportunity to conduct an 

interdisciplinary course for two weeks in a 

“relay-race” format among specialists from dif-

ferent academic areas for college students who 

did not belong to the department of English 

language and literature. The course aimed to 

provide students with a chance to encounter a 

variety of arts—including music, painting, film, 

and literary materials—to develop comprehen-

sive thinking skills. However, the author was 

unable to completely accomplish the purpose 

of the course. 

Few students in the class had experience 

in reading English literature. The author used 

some novels of James Joyce (1882–1942), an 

Irish modernist, in the course. Young Japanese 

people no longer read as much as previous 

generations did. Their lack of experience con-

cerning literature may introduce bias into the 

understanding of English literature. There is a 

fundamental gap between cultures. The unique 

history and characteristics of Japanese novels 

differ greatly from those of English literature.   

The main type of novels in Japan is known                        

as the “I-Novel” i.e., “Shishousetsu” or “Watakusi 

Shousetsu,” from the time of the Meiji period. 

These novels are a kind of confessional literature, 

wherein the life events in the story correspond to 

those occurring in the author’s real life. “I-Novels” 

often show a dark mood, as the writers of these 

works intend to expose the depths of their own 

minds, describing their lives full of various anx-

ieties. This unique feature has spurred the Jap-

anese to read novels much more than required. 

For this reason, some literary critics―including 

Hideo Kobayashi (1902–1983), have harshly 

criticized the genre. For example, Hakai, written 

in 1906 by Shimazaki Toson (1872–1943), is a 

typical “I-Novel.” Toson describes a man born in 

an area of discrimination. Japanese readers often 

take it for granted that the life of the protagonist 

almost completely reflects that of the author. 

Some “I-Novel” writers have even confessed that 

their works directly indicate their own lives. 

Moreover, some are even apt to catastrophically 

live their lives in accordance with the tragic situ-

ations they had created in their works.

In contrast, Joyce’s autobiographical works, 

such as A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) 

and Ulysses (1922), portray his real experience 

filled with heavy troubles, but under the aspect 

of intellectual laughter. European modernists in 

the interwar period—especially in the 1920s—

have criticized the tragic present day, fraught 

with hardship of a world war by describing our 

sense of alienation, sometimes in the form of 

a stream of consciousness, with the intelligent 

laugh. According to the Russian philosopher, 

Mikhail Bakhtin (1895–1975), this tendency of 

intellectual laughter belongs to the European lit-

erary tradition of farce (a kind of comedy) whose 

examples include Gargantua and Pantagruel in the 

16th century—written by François Rabelais 

(1483–1553), the French Renaissance humanist 
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and Don Quixote (1605) by Miguel de Cervant-

es (1547–1616), the Spanish writer (Mikhail 

Bakhtin, Problems of Dostoevsky's Poetics. 

University of Minnesota Press, 1984). Their 

humorously sarcastic or mocking descriptions 

criticize the corrupt world, beyond help. Even 

the psychological novels of the modernists 

depict the destructive modern society through 

cynical real descriptions of our isolated mind. 

In fact, modernists’ primary interests are often 

related to the problems resulting from existing 

social structure.

However,　Japanese　“I-Novel” writers 

misunderstood European modernist confes-

sions in the novel as the direct reflections of 

their own lives and readers blindly follow their 

shortsighted intention. This unique “I-Novel” 

discourse in Japanese literature was “created” 

unintentionally through the automatic instinc-

tive unlearned collaboration between novelists 

and readers from the introduction of European 

literature in Meiji era, and the impact is still 

felt even today (Tomi Suzuki, Narrating the Self: 

Fictions of Japanese Modernity. Stanford University 

Press, 1997).

The essential point of this note is ex-

pressed in the preceding example regarding 

bridging gap between different academic cul-

tures in a comprehensive course for students. 

Needless to say, cross-cultural comparison 

enables us to critically reflect on our own 

commonsense thinking and culture. Students 

were repeatedly encouraged to be relaxed in 

the course and instructed to enjoy reading for 

fun at ease, to create distance from the unique 

traditional Japanese “I-Novel” discourse. Some 

students’ reports after the lecture reveal that 

they seem to have learned the significance of 

the intercultural and interdisciplinary interac-

tion. They have improved their ways of think-

ing through the recognition of some funda-

mental differences between areas and cultures. 

This is the very purpose of the comprehensive 

course. Using English literary materials can 

produce a meaningful outcome even for col-

lege students who do not belong to the depart-

ment of English language and literature.

                                             (Nihon University)

研究ノート

「ホスピタリティ」という概念について―― 

発話解釈のメカニズムとモンゴルのハイジから

考える

　　　　　　　　　　　　　　   中井 延美

ここ数年で「ホスピタリティ」ということ

ばがよく使われるようになった。以前はあまり

目にすることのなかったことばだ。『現代日本

語書き言葉均衡コーパス』で「ホスピタリテ

ィ」を検索すると 50 の用例のうち 46 の用例

が 2000 年以降に発行されたメディア（書籍や

雑誌）からのものである。「ホスピタリティ」

は、しばしば「おもてなしの心」などと換言さ

れるが、得てして漠然とした概念である。本稿

では、発話解釈のメカニズムと筆者の実体験に

基づき、ホスピタリティとはどのような概念で

あるのか考えてみたい。

まず、「ホスピタリティ」には、本来人間に

備わったコミュニケーション能力の一部である

という見方がある。阿部（2010: 219-220）に

よれば、ホスピタリティは接客業特有のもので

はなく、どんな職場にも有効、かつ必要な心持

ちであるはずであり、ほぼ誰にでも備わった力

と心遣いでできる仕事であるという。また、矢

嶋（2013）は、大手旅行会社が採用面接時に

適性基準としてみる主要項目のひとつに「ホス

ピタリティ、おもてなしの心」があることを示

した上で、それは個々の学生の「生来、備わっ

た性格」であり、基本的には観光系学部で教授
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して育成する類のものではないと述べている。

ただし、「ホスピタリティは意識することによ

って引き出される能力である」と考える阿部の

立場 1 では、職業として発揮すべきホスピタリ

ティ能力は八割がた育てる
4 4 4

ことができると認識

されている。

次に、「ホスピタリティ」には、「人の心を

読む」という能力が大きく関わっていると考え

られる。阿部（2010）は、ホテルのコンシェ

ルジュという職業について「ホスピタリティそ

のもののプロフェッショナル」（220）、「お客

様の気持ちを読むという仕事」（27）だと説明

している。

(1) おいしいレストランを紹介して！

発話 (1) から、阿部はその客の心を、たとえば

(2) のような観点からできるだけ早く読もうと

するという（86-87）。
(2) a.    《どのような相手と一緒に食事するのか》

b. 《どんなジャンルの料理が食 べたい

のか》

c. 《どんな雰囲気の店を望んで いるの

か》

d. 《高級な有名店を望んでいるのか》

e. 《家庭的なこぢんまりとした店を望

んでいるのか》

仮に、「ホスピタリティ」が人間に備わった

コミュニケーション能力の一部なのだとすれ

ば、人間には「人の心を読む」という能力が備

わっていることになろう。他者の心の状態、つ

まり他者の認知環境（目的、意図、知識、信念、

志向、疑念、推測など）を推測する心の機能は、

心の理論（theory of mind）と呼ばれ、人には

一般的にこの能力があると考えられている。発

話解釈能力は、関連性理論 2 では、心の理論と

いうモジュールの一部を成すサブ・モジュール

だと認識される（cf. 今井・西山 2012）。

たとえば、都内の
4 4 4

ホテルの宿泊客がコンシ

ェルジュ・デスクに来て (3) を発話したしたと

しよう。それに対し、(4) と答えるコンシェル

ジュはまずいないだろう。

(3) どこかにいいレストランはないかしら。

(4) 札幌の大通公園の近くに大変いいレス

トランがございます。

「どこか」とは《はっきり特定できない、不定

の場所》を示すのだから、字義的には札幌でも

ソウルでもかまわないことになる。しかし、

(3) を聞いたコンシェルジュは、すぐさま、《ど

こか［このホテルから行きやすい場所］にいい

レストランはないか》と［　　］の要素が話し

手によって付加されたものとして解釈する。こ

のように話し手が［　　］の要素を付加して伝

えようとする語用論的操作は、関連性理論では

自由拡充（free enrichment）と呼ばれる。言

語的な要請ではなく、純粋に語用論的な要請か

ら、発話で使用された論理形式に［　　］のよ

うな新たな概念を付け加える操作である（cf. 

今井・西山 2012: 292）。

また、(3) の「いいレストラン」という表現

が適切に解釈される過程では、別の異なる語用

論的操作が関与しているという考え方がある。

日本語の「レストラン」には、本来《西洋料理

を客に供する店》という意味があるが、実際に

は「中華レストラン」「和食レストラン」など

と多様に使用されるため、仮に「レストラン」

の言語的意味を (5) であると考えることにしよ

う。
(5) ［調理した飲食物を客に食べさせる店］

そうすると、「いいレストラン」に対する自然

な読みは (6) であろう。
(6) 《調理した飲食物を店の中で客に食べさ

せるという業務が優れた形で行われる

レストラン》

(7) の話者が「いいレストラン」の「いい」で

もって意図する内容は、たとえば (8) のように、

コンテクストによってさまざまであろう。
(7) あそこは、いいレストランだよ。

(8) a. 　《料理がおいしい》

b. 《メニューが豊富だ》

c. 《給仕の接客態度がいい》

d. 《落ち着いた雰囲気で食事ができ
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る》

e. 《値段が安い》

(7) の話者が「いいレストラン」を (6) のよう

な意味内容で、具体的には (8) のような属性を

（一つ、あるいは複数）伴うレストランとして

伝えようとするとしよう。その過程には、発話

(7) で使用された文の論理形式に現れる「いい」

の語彙概念を、コンテクストに応じて狭めたり、

拡げたり、ずらしたりすることによって、その

場限りの適切な概念に調整していく操作が関わ

ると考えられている。このような語用論的操作

は、関連性理論では、アドホック概念構築（ad 

hoc concept construction）として捉えられて

いる。

同時に、研究者の中には、「いいレストラン」

の意味を少なくとも二通りに曖昧であるとする

見方がある（cf. 今井・西山 2012: 124-126）。

一つは「レストラン」本来の機能について「い

い」と言っている (6) のような意味であり、も

う一つは (9) のような意味である。
(9) 《 φという観点からするといいレストラ

ン》

たとえば、(10)(11) のような意味内容が (9) に

該当する。
(10) 《人に道順を教えるときの目印になる建

物としていいレストラン》

(11) 《災害時の避難場所としていいレストラ

ン》

したがって、発話 (3) において「いいレストラ

ン」という表現が適切に解釈される過程では、

この（少なくとも）二通りに曖昧である（つま

り、(6) としての読みも、(9) としての読みも可

能である）状態から、一方の意味が選択されな

ければならない。この伝達プロセスには、曖昧

性の除去（disambiguation）という語用論的操

作が関わっており、通常、義務的に聞き手にと

って関連性の高い解釈が選ばれる。

さらに、「いいレストラン」という言語形

式が (9) で解釈される場合には、「φ」で示さ

れたスロット（変項 ‐ variable）の値がコン

テクストを参照して埋まる。たとえば、《人に

道順を教えるときの目印になる建物》《災害時

の避難場所》のような具体的なφの値が飽和

（saturation）という語用論的操作によって埋

められた結果が、それぞれ (10)(11) となる（cf. 

今井・西山 2012: 124-126）。

以上のような語用論的操作（曖昧性除去、

飽和、アドホック概念構築、自由拡充）が発話

解釈のメカニズムのなかで機能しているのだと

すれば、聞き手が話し手の心（意図）を読もう

とするとき、聞き手側からのホスピタリティの

発揮がもっとも貢献するのは、発話の意味内容

の伝達にどのような語用論操作が関わっている

ばあいであろうか。接客業の現場でサービスパ

ーソンが客の多様な要望に応え、満足を提供す

る過程で発揮される典型的なホスピタリティの

例をもとに考えてみたい。

たとえば、ホテルのコンシェルジュが客か

ら (1) の要望「おいしいレストランを紹介し

て！」を聞いたとしよう。「おいしいレストラン」

のもっとも自然な読みは《その店で提供される

料理がおいしいレストラン》であるが、それが

唯一可能な解釈ではない。「おいしいレストラ

ン」を述定で表すと (12) であり、その意味は

(13) のようなものであろう。
(12) そのレストランは、おいしい。

(13) 《そのレストラン i は、α i が おいしい》

コンテクストに応じて、飽和という語用論的操

作によってスロット「α i」には《「そのレスト

ラン」と関係のある何か》が値として埋まる。

そのような「α i」を埋める値は、《そのレスト

ランで客に提供される料理》に限らず、《その

レストランで客に出されるコーヒー》あるいは

《そのレストランで従業員に出されるまかない

料理》であるかもしれない。

　しかし、ホテルのコンシェルジュ・デスクに

現れた客から (1) が発せられたら、特殊なコン

テクスト（コーヒーがおいしいレストランを探

している、など）がない限りは、聞き手は（別

にコンシェルジュでなくても）、(1) の話者が《そ
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の店で客に提供される料理がおいしいレストラ

ンを紹介して！》と意図して言っていることが

即座に理解できる。この意味内容を意図して伝

えるプロセスに関わっている飽和という（スロ

ットを埋める）語用論的操作は、発話が命題を

なすうえで義務的である。その結果、聞き手に

とって関連性が高い解釈が得られるようになる

わけであり、聞き手側からのホスピタリティの

発揮が解釈プロセスに特段貢献するというもの

ではないだろう。

ホスピタリティの発揮が大いに貢献するで

あろうと筆者が推測するプロセスは、発話 (1)

で使用された「おいしい」の語彙概念を手がか

りに、その客の意図するところの “ おいしい ”

の意味合いをいかに正確に読み取るか、その発

話内容が伝達されるのに関わる語用論的操作で

ある。阿部（2010）の表現を借りると、「“ お

いしい ” という言葉には、お客様のいろいろな

イメージがつまっている」という（88）。発話

(1) に現れた「おいしい」という言語形式の意

味内容を話し手が意図明示的に伝達する際に

は、コンテクストに応じて、たとえば (14) の

ような条件（cf. 88）が（ひとつ、あるいは二

つ以上）満たされつつ《おいしく食べられる》、

といった調整がなされる。このような語用論的

操作は、アドホック概念構築の一種であろう。

(14)  a.《家族みんなと楽しく食べられる》

b. 《店内の雰囲気が明るい》
c. 《お昼に食べたものとは違うものが食

べられる》

d. 《〇〇くらいの予算で食べられる》

e. 《ホテルからできるだけ近い場所で食

べられる》

つまり、(1) の話し手が意図する「おいしいレ

ストラン」の意味内容は、たとえば (15) のよ

うに、コンテクストに応じて、その場限りの適

切な概念に調整されるのである。

(15)   a.《家族みんなと楽しく、おいしく食べ

られるレストラン》

b.《明るい雰囲気の店内で、おいしく食

べられるレストラン》
c.《お昼に食べたものとは違うものが、

おいしく食べられるレストラン》

d.《〇〇くらいの予算で、おいしく食べ

られるレストラン》

e.《ホテルから近い場所で、おいしく食

べられるレストラン》

われわれが通常、ことばを用いて意図明示

的に何かを伝えようとするとき、以上で触れた

ような語用論的操作（曖昧性除去、飽和、アド

ホック概念構築、自由拡充）が機能していると

仮定する。「いいレストラン」「おいしいレスト

ラン」の例でみた限りでは、聞き手側からのホ

スピタリティの発揮が大いに貢献するのは、ア

ドホック概念構築によって伝達された意味内容

を解釈するプロセスではないか、と筆者は考え

る。このことは、「おいしいレストランを紹介

して」のひと言から、客が言葉にしていない要

望を推測し、客の心持ちにどこまで近づけるこ

とができるか、そこにコンシェルジュの力を発

揮する場所、すなわち存在価値がある、という

阿部の見解（87-88）からも裏付けられる。

最後に、筆者がこれこそがまさに “ ホスピ

タリティ ” だと感じた実体験を紹介して本稿を

締めくくりたい。それは夏にモンゴルを旅行し

たときのことだ。フブスグル湖の西岸にある

ツーリストキャンプのゲルに 2 泊した。下の

写真 (16)(17) の二人（若い女性と年配の男性）

が色々世話をしてくれた。名前は聞いても簡単

にまねて発音できる音でなかったので、わから

ず仕舞いだ。フブスグル湖は「モンゴルのスイ

ス」といわれているので、筆者は思い出のなか

でこの二人を「モンゴルのハイジとおじいさん」

と呼んでいる。

ハイジもおじいさんも、ほぼまったく英語

を話さない。こちらもほぼまったくモンゴル語

を話さない。コミュニケーションの主だった手

段は、身振り手振りに加え、ガイドブックの「旅

のモンゴル語」のページを使った指さし会話だ。

食事の時間になるとハイジがゲルに来て、片手



の指先を口の前で擦り合わせるような仕草で知

らせてくれる。夏でも夜になると冬のように冷

え込むので、おじいさんは私たちのゲルの煙突

から煙が出ていないことに気付くと、真夜中で

もやって来て、薪ストーブに薪をくべて火をお

こしてくれる。

「シュルシュール（シャワー）」のときに使

うシャンプー、石鹸、タオルを貸してほしい

と、身振り手振りに英語の「shampoo」「soap」

「towel」を発音しながらハイジに伝えると、す

ぐに洗いざらしのタオルと使いかけの固形石

鹸、「エメー（おばあさん）」だかの物らしい日

本製の ASIENCE のシャンプーボトルを持って

きてくれた。さらにあとで、中国製の、使い切

り用小袋入りの「洗髪液」と「沐浴液」、小さ

い固形石鹸、櫛、歯ブラシ、小さな歯磨き粉チ

ューブが、すべて平たい紙箱に入ったセットも

届けてくれた。日本からの輸入品で、おそらく

高級品であろう ASIENCE は使わせてもらうの

が申し訳なかったので、「洗髪液」を使うから

大丈夫だと、ありがたく気持ちだけいただいて、

すぐにハイジに返した。

ゲル滞在 2 日目の朝、ハイジは、現地の人

が実際に暮すゲルを訪問するというオプション

付きの乗馬体験を勧めに来た。ガイドブックに

ある「アドー（馬）」「ゴロウ（3）」「ヤワフ（行

く）」などの単語を指さしながら、紙きれに 3

頭の馬やゲルの絵を描き、《行って戻ってくる》

を矢印で示し、費用を数字で書いて、その乗馬

体験の内容を確認し合う。言葉の通じない、あ

まりのもどかしさに、時おり互いに笑いがこみ

上げてきたが、筆者とハイジは根気よくコミュ

ニケーションを続けた。筆者はハイジ自身が案

内してくれるのだろうと理解していたら、実際

にはハイジとは別の、近隣のゲルに暮すモンゴ

ル人女性の案内で、背の低い馬に乗って湖畔の

草原や林をゆっくり回り、その女性と家族が暮

しているゲルを訪問するという内容であった。

結果的には、乗馬もゲル訪問もとても楽しかっ

た。

　その日の午後、とくに目の前の湖を眺める以

外することがなかったので、ふらりと散歩に出

た。ツーリストキャンプの前の湖岸の一本道を

南へ、左には湖が広がり、右には草原と雄大な

山々が続く。贅沢この上ない散歩道だ。しばら

く歩いていると、背後から自転車に乗ったハイ

ジが追いかけてきた。その頃には、ハイジもか

なり使い慣れていた我々のガイドブックの「旅

のモンゴル語」のページをすぐに開き、「ジム

ス（果物）」という語を唐突に指さす。続いて、

少し離れた所にある林を指さし、口の前で片

手の指先を擦り合わせる。どうやらハイジは、

何の目的もなく歩いている私たちを心配し、《あ

そこの林に行くと、果実の実を採って食べられ

るよ》と教えにきてくれたようだ。ハイジのア

ドバイスには従わなかったが、気持ちは嬉しか

った。

　林の果物に関心を示さない我々を、《いった

い何のために歩いているのか》と不思議そうに

見るハイジに、《景色を見ながら散歩を楽しん

でいるのだ》と伝えることができなかった。た

だ、散歩のついでにビールが買いたいと思って

いたので、「デルグール（店）」「ピボ（ビール〈ロ

シア語〉）」「シャル・アイラグ（ビール ‐ 黄色

い馬乳酒）」などと言って、ハイジと別れて散

歩を続けた。しかし、道沿いに唯一あった、子

どもたちが店番をする小さな店には、冷蔵庫も

ビールもなかった。だが、その夜 “ 奇跡 ” が起

きた。ハイジが夕食の準備ができたと呼びにき

てくれたので食堂に行ってみると、テーブルに

冷えたモンゴルビールの缶が置かれているでは

ないか。

　以上をまとめると、ホスピタリティとは、確

かに、人間に元来備わったコミュニケーション

能力の一部であり、「人の心を読む」という能

力が大きく関わっている概念であることは間違

いなさそうだ。発話解釈のメカニズムのなかで

は、少なくとも、アドホック概念構築によって

伝達された発話の意図を真に解釈しようとする

プロセスにおいて聞き手が発揮する能力、それ

7



8

が “ ホスピタリティ ” に該当する場合があると

考えられる。

　また、ハイジと取り交わした「ジムス（果物）」

「デルグール（店）」「ピボ（ビール）」などの語

は、実際には具体的な発話そのもの（あるいは、

その一部）である。話し手が個々の場面で《あ

る意味》を伝達することを意図してそれらの語

を発し、聞き手はその発話の意図を読み取ろう

とする。同時に、その場面に関わる、非言語

的なものも含めたあらゆる要素から、《相手が

何を望んでいるか》《何をしたら、相手が喜ぶ

か／相手の役に立つか》《相手が困っていない

か》などをひたすら考えながら相手の心を読も

うとする。読みが外れたとしても、誠意と温か

さが十分伝わる。これがハイジとおじいさんか

ら感じたホスピタリティの神髄だ。                                                     

                              ( 1 6 )      

                                                       (17)       

(17)

註

1　2015 年 10 月 22 日、筆者が阿部氏から個

人的に伺った。

2　関連性理論（Relevance Theory）は、1980

     年代に Dan Sperber と Deirdre Wilson が提

      唱した語用論理論である。

参考文献

阿部佳（2010）『わたしはコンシェルジュ』講

    談社．

今井邦彦・西山佑司（2012）『ことばの意味と

   はなんだろう――意味論と語用論の役割』   

   岩波書店 . 

矢嶋敏朗（2013）「旅行会社と観光系学部・学

   科の教育連携に関する考察」『日本国際観光

   学会論文集』 第 20 号 , pp. 55-61.

国語国立研究所 コーパス開発センター「少納

   言」『現代日本語書き言葉均衡コーパス』

   （BCCWJ: Balanced Corpus of Contemporary 

   Written Japanese） KOTONOHA. 

http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/

search_form

「地球の歩き方」編集室（2013）「旅のモンゴ

   ル語」『地球の歩き方 ― モンゴル』2013 －

   2014 年版 , ダイヤモンド社 , pp. 232-241.        

                                                    ( 明海大学 )  
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研究ノート
映画『ニンフォマニアック』：解放されない抑

圧　　       

   清水　純子

   

デンマークの鬼才ラース・フォン・トリア

ー (Lars Von Trier) 監督による『ニンフォマニ

アック』（NYMPH()MANIAC, 2013) は、「鬱三

部作」の最後を飾る力作である。「鬱三部作」は、

『アンチクライスト』（2009）、『メランコリア』

（2011）、『ニンフォマニア』をさすが、トリア

ー監督自身の鬱病治療の休業期間 (2007 年～

2009 年 ) の後から取り始めた作品群である。

『 二 ン フ ォ マ ニ ア ッ ク ／ Nymphomaniac 

Vol. 1&2』は、路地に傷を負って汚れて倒れて

いたジョー（シャルロット・ゲンズブール）が、

親切な初老の通行人セリグマン（ステラン・ス

カルフェルド）に救われ、彼の自宅のベッドで

ニンフォマニア（女性の色情狂）としての男性
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遍歴を告白するという筋立てである。性的欲望

が抑えられないために育児放棄をして、次々と

男性を釣り上げて征服してきた「悪い女」だと

自己嫌悪に陥るジョーを、セリグマンは慈父の

ようなまなざしで包む。教養豊かなセリグマン

は、登山や釣り、音楽、数学、文学作品、キリ

スト教の知識を引用して、ジョーのすさんだ心

を癒し、「初めての親友」とジョーに言わしめ

る。しかし、安心して寝ついたジョーのベッド

に、初老の童貞セリグマンは男性器を露出して

忍び込み、ジョーの陰部をめざしてのしかかる。

ジョーは、セリグマンが教えてくれたやり方で

拳銃の引き金をひく。「たくさんの男性と寝て

きたのになぜ・・・」というセリグマンの声を

残して、画面は真っ暗になる。

「ニンフォマニア」とは、「女性の性欲異常

亢進で、女性性欲過剰症」であり、「語源はギ

リシア神話の海神の娘で森や泉の精 Nymphe

に由来している」（『現代性科学教育事典』）。

ク ラ フ ト・ エ ビ ン グ（Krafft-Ebing,V.R） は

ニンフォマニアを精神病質、フリードマン

（Friedman,D.）は内心の空虚感が性による満足

へと駆り立てる、エリス（Ellis,H.）は、ニンフ

ォマニアは冷感であるためにオーガスムを得ら

れないままに次々と男性を変えて真の人間関係

を結べず、相手の個性を認めず、生きている性

器とみなす、と述べる（『現代性科学教育事典』）。

★ブラック・ユーモア：セックスの標本化 + デ

ジタル化

映画では、ジョーの 2 歳から 50 歳に至る

までのニンフォマニアの生態を告解形式を用い

て、具体的に、リアルに観客に提示する。女性

性器も男性性器も映像化されている（日本版は

ぼかされている）が、ドライで清潔な画面ゆえ

にグロテスクさもない代わりに、エロチックな

感じもしない。観客は、産婦人科あるいは泌尿

器科の研修生になった気分にさせられる。昆虫

の標本を並べるかのように、次々と画面に現れ

るヌード場面とラブ・シーンは、感情を排した

即物的感性に覆われて、猥褻感のない不思議な

透明さを保つ。ニンフォマニアのジョーにとっ

て、男は「生きている性器」でしかないために、

ジョーの獲物の男たちの性器が四角い枠内の標

本として画面に現れる。15 才の初体験の相手

であり、後に息子をもうけるジェロームだけが

人格を持つ存在である。しかしジェロームとの

セックスも３+ ５＝８と数式化されて画面に表

される。数式の意味は、ヴァギナを 3 回突き、

アナルを 5 回突き、計 8 回の突きによって、

ヴァージン喪失と解釈される。おそらく、ジョ

ーに処女喪失を頼まれたジェロームは経験豊か

な遊び人であったために、古来から伝わる単純

な避妊法を実践したのだろう。さらにジョーの

セックス産業の跡継ぎに育てた P( ミア・ゴス )

のヴァージンをジェロームがジョーの前で奪う

時も皮肉なことに、同じ３+ ５＝８の公式が適

用される。　

セックスのデジタル化は、17 才のジョーと

親友の女の子 B が、列車での男釣りを表に書

き込んで数を競うゲームに見られる。アイザッ

ク・ウォルトン（Izaak Walton）の著書『釣魚

大全』にちなんで名づけられたこの第一章のエ

ピソードもふざけたブラック・ユーモアに彩ら

れる。一見重々しく、しかつめらしいムードを

漂わせるトリアーの映像は、意外なまでに破天

荒なユーモア、それもブラック・ユーモアに満

ちている。では、トリアーはなぜこのような手

の込んだ黒い風刺を行うのだろうか？　トリア

ーの真意はなんなのだろうか？それは、トリア

ーのモラルと常識への反骨精神の表現だと考え

られる。

★モラルへの反発：ジェンダー + キリスト教　

　トリアーは、ニンフォマニアの女性ジョーを

媒介にして、抑圧するモラルへの反発を表現し
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ようとした。トリアーは、女性に課されたジ

ェンダーを無効化することによって既成のモラ

ルに反逆する。　

A. 女性のジェンダーの抑圧　　

　トリアーがやり玉に挙げるのは、まず第一に

女性にのみ課されたジェンダーの抑圧である。

性欲のために子供を捨てた罪の意識を拭い去れ

ないジョーに対して、セリグマンは「もしジョ

ーが男だったらいくらでもある話だが、母性尊

重ゆえに女には許されない」とジェンダー・バ

イアス ( 性別によって固定された役割の概念）

を指摘する。ジョーを責めた父ジェロームも子

供を育てられず、孤児院に捨てたのにそのこと

は問題にされていない。男が新しい女を作って

妻子を捨てることはいくらでもあるのに、その

逆に対して、世間の批判はより厳しく、女性は

より大きなモラル上の過失の非難にさらされ

る。男性の奔放な女性遍歴はいくらでもあるの

に、ニンフォマニアは怪物のように扱われる。

女性に課されてきたモラルの重圧から自由であ

るように見えたジョーは、実は心の底で旧弊な

モラルを犯した罪の意識に縛られて苦しんでい

たのである。 

B. キリスト教の抑圧　

　ジェンダーをはじめとして西欧社会に課され

たモラルの多くは、ユダヤ・キリスト教の教え

に根がある。ジョーが性的奔放な性癖に罪の意

識を覚えるのもキリスト教が女性に課した純潔

の教えが頭を離れないからである。監督のトリ

アーは、キリスト教への反発を作品で露わにし

ながら、同時にキリスト教的善悪の二項対立概

念から離れられない。トリアーのもう一人の分

身のセリグマンは、ジョーの夢に現れたのは、

聖母マリアではなく、歴史上名高いニンフォマ

ニアのメッサリーナとバビロンの大淫婦である

と解釈するからである。セリグマンの仮面を被

ったトリアーは、1054 年に分離した東方教会

と西方教会の比較をする――西方教会（カトリ

ック教会）が「苦しみの教会」であるのに対し

て、東方教会は「幸福の教会」である、なぜな

らば西方教会にはキリストの十字架受難を描い

たものが多く、東方教会には聖母子像が多いか

らであると見事な分析をする。西方教会の人間

であるジョーは、キリスト教の「苦しみ」の側

面に毒される。ジョーは、鞭打ちによって性的

冷感症を克服してオルガスムを味わおうとする

が、うまくいかず深みにはまる。鞭打ちによる

深夜のセックス・セラピーに通いつめるジョー

は、家庭と息子を失うはめになる。これももと

はといえば、キリスト教的モラルの抑圧がジョ

ーにもたらした結果である。

トリアーはジョーの作り主である父と救い

主である父の二人の父の喪失によって、ジョー

の神なき世界を提示する。キリスト教は家父長

的だと言われる。ジョーの医者である父 ( クリ

スチャン・スレーター ) は、知的でおおらかな

好人物である。ジョーは陰気で冷たい母にはな

じまず、父になつき、敬愛していた。しかし、

ジョーが頼りにして愛していた父も、半狂乱に

なってわめき、ベッドに拘束されて、汚物を垂

れ流し、ジョーの目の前で惨めに死んでいく。

理想の生みの父親の像は崩れる。さらにジョー

の救い主、メンター、よき理解者であり、第二

の父というべきセリグマンは、最後に雄の本性

を表して無防備なジョーに襲いかかる。ヴァー

ジン老人のセリグマンは、ジョーによって初体

験をしようとしてジョーの信頼を裏切る。セリ

グマンの薄汚い行為に立腹したジョーは、ジェ

ロームを殺せなかった銃でセリグマンを射殺す

る。セリグマンを殺すことによってジョーはす

べての父を失った。創造主と救い主の二人の男

性の喪失によってジョーは、父なる神を喪失し

たのである。

11
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★神なき時代のニヒリズム

トリアーは、ジョーに最後の父セリグマン

を殺させることによって、父性偶像崇拝禁止令

を出して、同時にキリスト教の善であるはずの

父なる神への不信感を突きつけたのである。し

かし、ジョーは抑圧する父を殺したからといっ

て、抑圧から解放されることはない。殺人者に

転落したジョーは、今度こそ抑圧どころではな

い本物の罰を受けなければならない社会的アウ

トサイダー、犯罪者に落ちた。ジョーも、セリ

グマンも鬱状態から回復したトリアーのそれぞ

れ分裂した自我だとするならば、左右が反転し

た鏡である分身を殺したジョーに救いはない。

死んでいくセリグマンと同様にジョーにも、社

会的精神的人格的な崩壊と消滅しか残されてい

ない。『ニンフォマニアック』は、ラース・フ

ォン・トリアーの神なき時代のニヒリズムをブ

ラック・ユーモアによって表明している。



 

Copyright © 2015 PIA Corporation. All Rights 

Reserved.

参考文献：

『現代性科学教育事典』「ニンフォマニア」の項

目、小学館　1995 年　

DVD：『ニンフォマニアック』(Vol.1 ＆ 2)、販
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MANIAC、監督＆脚本：ラース・フォン・

トリアー、製作年：2013 年、出演 シャル

ロット・ゲンズブール：ジョー、ステラン・
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グノリア・ピクチャーズ，上映時間：117
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TIONAL FRANCE, CAVIAR, ZENBELGIE, 
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研究ノート

オーウェル『一九八四年』とザミャーチン『われら』

における経済の視点　　

　　　　　　　　　　                 　日中　鎮朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ジ ョ ー ジ・ オ ー ウ ェ ル (George Orwell 1903-

1950) の『一九八四年』(Nineteen Eighty-Four,1949) 

に大きな影響を与えたものとして、ジェームズ・

バ ー ナ ム (James Burnham, 1905-1987) の『 管 理

者 革 命 』(The Managerial Revolution. What is happening 

in the world. 1941) とエヴゲーニイ・ザミャーチン

(Yevgeny Zamyatin, 1884-1937) の『われら』(MbI. 

刊行年は複雑で、1921 年執筆、1924 年にアメリ

カで翻訳出版、1927 年チェコで翻訳出版、ロシア

語原文での初出版はアメリカで 1952 年、ソ連での

出版は 1988 年 ) を指摘するのが通例である。

オーウェルでは 1943 年からバーナムに関す

る 記 述 が 増 え、1946 年 の ‘Second Thoughts on 

James Burnham'( 初出の pamphlet でのタイトルは

James Burnham and the Managerial Revolution) というエ

ッセイでバーナムの The Managerial Revolution と The 

Machiavellians を扱い、後者の副題 Defenders of Free-

dom に対してもこだわりを示しているように、大枠

ではバーナムの言う「権力を得ようとしている幾分

新しい階級の野望」(Orwell 269) 批判である。しか

し、1930 年代にマルクス主義者、トロツキストで

あり、やがて反転し、保守主義となったバーナムの

主張は権力崇拝ではない。バーナムは『管理者革命』

で将来において資本主義はやがてなくなり、支配者

階級はブルジョワジーから “the technical direction 

and co-ordination of process of production” という

仕事をする (Burnham 79) 高度専門技術の知識を持

った managers( 管理者たち ) に移行すると主張す

る。Alphabet を HC にしたグーグルがその顕著な

例だが、現代の米国の巨大 IT 企業や重工業や自動

車などの産業界を見れば、バーナムの見通しの正し

さはよくわかるし、経済・生産手段を統制する者が

政治統制もする、というバーナムの主張も現実的に

首肯できる。Managers が行政執行部や官僚ととも

に支配者層を形成するというバーナムの未来の管理

社会像に対し、オーウェルはその権力構造に興味を

持つが、経済・生産という観点がすっぽり抜け

落ちている。確かにバーナムの権力集中―バー

ナムはルーズベルトのニューディール政策 ( の

先 ) を念頭に置いている―の寡頭制への期待や

権力構造は批判的に『一九八四年』に活かされ

ており、未来社会の科学の発達を背景に一党独

裁の超管理社会のもとの相互管理システム ( 家

族による密告 )、一
パノプティック

望管理装置 ( テレスクリー

ン )、不可視の権力 ( ビッグブラザー )、告白の

強制が描かれているが、生産手段、つまり経済

的構造は全く描かれていない。確かに、党員た

ちの生活も配給が減り、物資は欠乏し、建物は

古びて、水道管も壊れるが修理もされないとい

う状況であることから、国家財政は破綻してい

ながら、戦争を遂行している ( との宣伝がある

ことがわかる。おそらくは生産を担っていると

思われる、人口の大部分を占めるプロール ( 労

働者階級 ) の存在やその生活地区は描かれてい

ても、その荒れ果てた地区に生産施設や生産手

段は見当たらない。つまり『一九八四年』の未

来社会がどのように存在しえているかが不明な

のである。そこが『一九八四年』の crucial な

欠陥といえよう。いずれにせよ経済基盤を描か

ないことで『一九八四年』は空想的あるいは文

学的なディストピア像にとどまる。これは生産

構造を詳細に描いた ( むしろヘンリー 8 世の経

済政策批判のためにそれが眼目でもあった ) モ

アの『ユートピア』や、ベーコン、カンパネラ

またモリスが未来社会の経済基盤を描いている

のと比較すれば明白である。ディストピアでは

経済は破綻しているから描きようがない、とも

いえない。なぜならともに天空聳える高層ビル

が建っているのだから、生産構造はあるはずで

ある。オーウェルは権力への関心がフーコーと

の共通点であり ( それゆえ、フーコー援用の解

釈がなされる )、経済への無関心がフーコーと

の差異 ( フーコーは生産・経済の確保の変化が

権力構造―一
パ ノ プ テ ィ ッ ク

望管理装置もその一つである―の

変化の原因であり、結果であるとして重要視し

ている ) である。これを『われら』と比較すれ
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ばさらに明瞭になる。『われら』の設定は、都

市対農村の 200 年大戦後地球人口の 0.2％が

生き残った 26 世紀の「単一国」である。そこ

は高度に発展した単一国科学への信頼を背景

に、不可視の独裁的機構による支配がなされ、

食事、仕事、睡眠などすべてが「時間律令版」

によって寸分違わず定められ、密告制度や「守

護官」＝当局によるプライバシーの監視があ

り、性管理法によって性も管理される超管理社

会である。国民である国家要員 (『一九八四年』

の党員にあたる ) は「緑の壁」―その外に「自

然」、つまり動物や植物が存在する―に囲まれ

た区域、つまり閉ざされた空間に住んでいる。

宇宙船建造技師 ( ザミャーチン自身が造船技師

だった )D-503 の手記形式で、ストーリーはこ

の D-503 が国家転覆を企てている I-330 とい

う女性に恋し、ともに計画を立てるが、密告で

露見し、I-330 は処刑され、D-503 は悪の根源

たる不要物＝想像力の摘出手術を受ける ( それ

により機械と等しく完全なものになる ) という

ものである。つまり、物語の骨格は『1984 年』

とほぼ変わらない。むろん、細部での差はある

が、『一九八四年』の設定とストーリー構成は

殆ど『われら』の借用であると言うのが言い過

ぎであれば、その変奏曲 (variation) といって

よいだろう。「慈愛の人」という名のトップ (

『一九八四年』のビッグブラザーに当たり、前

者はレーニン、後者はスターリン＋ヒトラーを

示唆する ) がおり、最後に拷問によって告白を

強要され、男性は告白するが、女性は (I-330

は沈黙、微笑し、拷問装置の「鐘」に入っても

告白しない ) 告白せず、告白の強要時に「慈愛

の人」(『一九八四年』ではここはオブライエ

ン ) との会話が重要になるのも、また名前の皮

肉な反転 ( 例えば、「愛情省」＝拷問省、「慈愛

の人」＝拷問する独裁者など ) も同じである。

しかし同質性の最たるものが、ともに経済構造

を描いていないという点である。

現代社会もいたるところに監視カメラが設

置された監視社会であり、電子メールなどの情

報は一元化され、PC の web カメラはほぼテレ

スクリーンと同じ機能を果たす。だがそれは国

家ではなく、国家を超えた巨大 IT 企業が行っ

ている。オーウェルやザミャーチンが未来社会

の独裁形態を国家以外に考えつけなかったの

もまた経済への視点の欠落によるのかもしれな

い。その意味でもこの二作を経済的観点から分

析することは興味深いと同時に必要であろう。

参考文献
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ミシェル・フーコー『ミシェル・フーコー思考

集成 VI セクシャリテ・真理』蓮見重彦・渡

辺守章　監修、筑摩書房、2000 年

　　　　　　　　　　                  ( 法政大学 )

書評

ヴィンセント・F・ホッパー著『中世における

数のシンボリズム―古代バビロニアからダンテ

の『神曲』まで』（大木富訳、東京、彩流社、

2015 年 5 月、全 395 頁）

                                                       福島　昇

　   

本 書 は、Vincent Foster Hopper, Medieval 

Number Symbolism: Its Sources, Meaning, and Inf uence 

on Thought and Expression (New York: Columbia 

UP, 1938) の完訳である。

ホッパーは、数が宇
コスモス

宙の原型をなす基本原

理・根源的実在であるという観念が深く浸透し、
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それまでの数の理論がすべて確認できる中世に

おける数のシンボリズムの源泉を、古代文明に

おける数の観念、占星術の数の象徴体系及びピ

ュタゴラス派の数論の３つととらえ、この３つ

がグノーシス主義等における融合を経て、中世

においてどのような数のシボリズムを形成して

いったか、またそのシンボリズムとはどういう

ものであったかを、古代文明から中世に至る大

量の原典資料の詳細な分析を通して明らかにし

ている。たとえば、中世においてキリスト教の

「三位一体論」の教説は、西方教会と東方教会

の間で大議論を巻き起こすことになるが、著者

によれば、その教説が生み出される決定的要因

となったグノーシス派の教義に見られる神的三

つ組（トリアド）の観念の根底には、ピュタゴ

ラス派の基本原理が流れているという。以下、

各章ごとに本書の内容を簡単にみてゆくこと

にする。
　第 1 章「初歩的数のシンボリズム――古代

オリエント、インド、ギリシャ」では、数
かず

を数

えようとする行為を出発点としてどのように、

またどんな数の観念が生まれてきたかを、特に

数３を中心に、様々な数の象徴の具体的な分析

を通して概説している。著者は、ここで確認さ

れる数の観念を普遍的な数のシンボリズムの

初歩的段階と位置づける。

　第 2 章「占星術上の数――古代バビロニア

と旧約聖書」においては、古代バビロニアの天

地創造叙事詩『エヌマ・エリシュ』からはじめ

て、いかにして古代バビロニアに占星術が生ま

れ、星座や星の運行に由来する数に与えられた

聖なる意味や邪悪な意味が、どのように旧約聖

書の中に見られる数のシンボリズムに取り込

まれていったかを考察している。

　第 3 章「ピュタゴラス派の数論――具体的

な数論の分析と考察」は、アリストテレス、プ

ラトン、紀元 1 世紀のアレクサンドリアのフ

ィロン、ゲラサのニコマコス、プルタルコス、

5 世紀のプロクロス、カペッラ等の著作を具体

的に分析することで、ピュタゴラスの「数の哲

学」が中世においていかなる形をとっていった

かを検討している。

　第 4 章「グノーシス主義者――グノーシス

主義、ヘルメス主義、カバラ、錬金術」では、

グノーシス主義のプレーローマの体系やゲマ

トリア、カバラのセフィロトの教説、ヘルメス

主義の神学、錬金術の物質の変容過程・作業工

程におけるそれぞれの数のシンボリズムの詳

細な分析と比較検討を通して、この 4 つの思

想が第 1 章から第 3 章までの 3 つの数論をど

れだけ緻密に組み合わせていったかを論じて

いる。

　第 5 章「初期キリスト教の著述家――数の

寓意的解釈とその基礎の確立」は、アウグステ

ィヌスまでの初期キリスト教教父が、数の哲学

を採用し、それをいかに練り上げていったかを

具体的に分析していくことを通して、中世のキ

リスト教において、主に聖書解釈に適用された

数の寓意的解釈法の基礎とその成立過程を解

明している。

　第 6 章「中世における数の哲学――様々な

領域の数の象徴の用法と実例」では、中世全期

にわたって、キリスト教、神秘主義、魔術、民

間伝承、世俗的著作などほぼ全領域における象

徴としての数の用法を実例とともに分析・提示

することを中心として、中世におけるシンボリ

ズムの全体像を明らかにしている。

　第 7 章「秩序の美・ダンテ――『神曲』の

数的構成と数のシンボリズムの用法」では、こ

れまでの数のシンボリズムの伝統の集大成と

も言える『神曲』の詳細な分析を中心とし、ダ

ンテの著作全般にわたって、彼の哲学に対する

数の観念の影響について論究している。

　補遺「北方異教における象徴としての数――

スカンジナビア、ケルト神話など」は、『エッ

ダ』の神話詩、アーサー王年代記などに見られ

る数のシンボリズムに関する、簡略ではある

が、広範囲にわたった、示唆に富む概観となっ

ている。このように、俯瞰的な視座のもとに数

のシンボリズムの伝統の歴史的展開を、個別の
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数の象徴の、時代・思想・宗教等における様々

な意味や用法を検証しながら、明瞭に論じてい

る本書は、訳者の「あとがき」でも触れられて

いるが、現在でも、この分野の研究に関する英

語文献の中では、唯一最も信頼できる概論であ

り、標準的な研究書として、必読の基本文献で

あると広く認められており、文学、民俗学、哲

学、キリスト教神学、宗教学、また数秘学それ

自体の研究・理解の基盤となる知識を与えてく

れるものである。そのような原著の学術的価値

に加えて、たとえば第 7 章で引用されるボナ

ヴェントゥラの「三つの霊的楽園」の観念（231

頁）の出典に関する原註の情報不足への訳者補

足などに見られるように、多量の原典資料に関

して詳細な再確認の作業がなされており、広範

な知識を要求する本文・引用文に対する訳者補

足を含め、本訳書の存在意義を確かなものとし

ている。広くお薦めしたい一冊である。

　　　　  　                　( 日本大学、前会長 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

学会活動

第 18 回全国大会報告

　　　　　　　　                  会長　岸山　睦　

月日の流れは速いものです。福島昇先生か

ら会長職を引き受け一年がたちました。振り返

ると毎回の例会をまわすのがやっとだったとい

う実感もあります。思えば、時代は急激に移り

変わりました。ネットの普及によって便利にな

った反面、仕事が増え、ストレスがたまるとい

うマイナス面もあります。そして、英語は教養

の時代から実用の時代へと大きく変化しまし

た。学会内でも英語での発表が増えてきました。

グローバル化は着実に進んでいます。

今回の全国大会は田中保先生をはじめ、中

井延美先生、錦織裕之先生、三幣友行先生など

様々なご準備等ご迷惑をおかけしました。市川

仁先生、亦部美希先生、大野直美先生、桶田由

衣先生など場所づくり、受付で当日頑張ってい

ただきました。その他の多くの皆様にもお手伝

いをいただくことも多々ありましたが、成功裏

に終了できましたことを感謝申し上げます。お

気づきの点がありましたら、会長宛にお知らせ

いただければ幸いです。

当日の発表に関しましては、全体的に文学・

語学がよく配置され、バラエティーに富んでレ

ベルの高い発表だったとお褒めの言葉を多くい

ただきました。

今後とも研究内容をさらに充実させるべく

努力してまいりますので皆様方のご指導、ご鞭

撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。今

回は質疑応答も発表者、質問者、聴衆の三者が

多くを学べたという点においてたいへん実り多

き全国大会であったと思います。

最後にお願いです。現在では多くの先生は

パワーポイントでご発表をされますが、それで

も当日の事前準備は必要かと思われます。今後

先端機材でご発表の先生方におかれましては、

当日は早めにお越しになり、発表教室の照明、

機材の確認等のご準備をしていただきたくお願

い申し上げます。

今後も＜心地よい発表場所の確保＞はしっ

かりと心掛けるつもりです。なお、当面例会は

昭和女子大学で行いたいと考えています。どう

か、先生方におかれましては、健康に留意され、

ご発表はもとより、新入会員の入会等、学会を

盛り上げていく活動にもよろしくご協力いただ

きたくお願い申し上げます。

　( 昭和女子大学 )

                          

2015 年度大会研究発表

（１）キプリングの "The House Surgeon" にお

けるコナン・ドイル――ゴルフ / 探

偵 / ユダヤ人

　　   発表者　上石実加子（北海道教育大学釧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　路校） 

　　   司会者　大野直美 ( 東洋大学 )　
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（２）   Sir Philip Sidney の Astrophil and Stella にお

ける数のシンボリズム

          発表者　大木 富（神奈川工科大学） 

　　   司会者　菅野智城 ( 法政大学 )　

　 

（３）   斎藤秀三郎と英語上達論について 

  　　 発表者    柳浦　恭（千葉経済大学） 　　　　

　　   司会者　岸山　睦（昭和女子大学）　　　　　　　　　　 　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（４）   トニ・モリスンの最新作『神よ、この子

　　　　を救い給え』について 

　　   発表者　木内　徹（日本大学）

　　   司会者　錦織裕之（元立正大学）

（５）   ビクトール・セジュール『セビリアのユ

              ダヤ人』におけるシェイクスピア『ェ

ニスの商人』の受容について 　

　　   発表者　福島　昇（日本大学）

　　   司会者　高山信雄（大正大学）

（６）   名詞句の「形」がもつ定的・不定的特徴 

について――日英語間で見られる不

均衡さの仕組みを意味・解釈との関

係性から再検討する 

　　   発表者　中井延美（明海大学 )　　 　　　　

　　   司会者　小山田幸永（首都大学）

掲示板

I.〈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

を求めています。

〈研究ノート〉、〈書評〉、〈その他〉

和文 2.000 字、欧文 800 語程度

応募締切：201 ６年 9 月 28 日

応募先：日本英語文化学会会報編集部編集長

　           清水純子

　〒 181-0005 東京都三鷹市中原 2-25-25

  　tel/fax 0422-41-0029

  　e-mail: jesse@jcom.zaq.ne.jp

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願いま

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。 

II.〈『異文化の諸相』投稿募集のお知らせ〉

2016 年 12 月発行予定の『異文化の諸相』

第 37 号の投稿を募集します。

　原稿提出締切日は 2016 年 10 月 4 日です。

投稿される方は学会ホームページの『異文化の

諸相』投稿規定改訂版 (2015 年 3 月 26 日付 )

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。

『異文化の諸相』原稿提出先：

編集長   中井延美 宛

　〒 279-0042 浦安市東野 2-10-9

　 tel/fax 047-382-8327

     e-mail: nnakai@meikai.ac.jp
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honeigobunka/〉

＊ Newsletter は学会ホームページに掲載され

ます。デジタルファイル /PDF 等は、アップデ

ートができます。見落としや訂正がございまし

たらご連絡ください。　　　　

　　　　　　　　                　　〈編集部付記〉

編集後記

NewsLetter 編集長

　　　　　　　　　                       清水　純子

　NewsLetter 第９号をお届けいたします。今年

は本当に暑かったです。猛暑を生き延びて迎え

た 9 月半ば、日本英語文化学会大会の季節が

やってきました。新学期が近いので落ち着かな

い反面、やっと一息つけるという安堵感が会場

に満ちていました。

　社会科の教科書によれば「日本は四季に恵ま

れ、温暖な気候で」ということだったのですが、

これは現在の日本にあてはまるでしょうか？　　　

気候だけではなく、日本が変わっていく、ある

いは変えられていくという大きな出来事が今夏

はありました。それは安全保障関連法案（安保

法案）の衆院本会議での可決です。戦後７0 年

を経て、日本内外の環境と情勢は大きく変わり、

日本に対する諸外国の要求も変化しました。安

易に「反対」とも「賛成」とも言い切れない複

雑な心境ですが、平和への願いと努力を支持す

る気持ちは皆変わらないと思います。とりあえ

ずは、自衛隊員の負担と危険の確実な増加に心

を痛めるばかりです。

　日本だけをみつめていては、日本がわからな

いのがグローバル・エイジの現実です。巨大な

世界の中にあって、目に見えないほど小さな黒

点ですが , この日本英語文化学会を軸に、我々

研究者は、日本人としての視点を発信し続けま

しょう。

　本号第 9 号は、文学、英語学、教育学、映画、

書評と多くの分野から多彩で才気あふれる原稿

に恵まれました。国立大学文系学部の存亡が議

論されるなかで、我らの日本英語文化学会は健

闘しています。これも皆さまのおかげです。こ

の好調が永久に続きますよう変わらぬご支援を

お願いいたします。

編集　　　　日本英語文化学会

編集部　　　清水純子、松山博樹

発行人　　　岸山　睦

発行所           〒 154-8533

            　　　東京都世田谷区太子堂 1-7-57 

　　　　　　 昭和女子大学

                      グローバルビジネス学部

　　　　　　ビジネスデザイン学科

　　　　　　Ｄ３ ３Ｔ３５　

            　　　岸山睦研究室

　　　　　　 日本英語文化学会
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