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二人の作家の秘密のないスフィンクス

川口淑子

序

オスカー・ワイルドとヘンリー・ジェイムズは、ほぼ同時代にロンドンで

活躍した作家だが、二人の間にあったものは、交友関係というよりは敵対関

係に近いだろう。性格が対照的な二人は、お互いに相手に対して好ましくな

い評価を口にしているが、ライバル関係以外にも二人には接点がある。ジョ

ナサン・フリードマンは、この二人の作家は互いの作品の台詞を形を変えて

取り込んでいると指摘し（Freedman	167）、特に 90 年代のジェイムズの作

品にはワイルドの影響が色濃く出ていると考える。確かに、二人の作家の作

品には、プロットや登場人物の類似が見当たるが、それ以上に、根本的な方

向性の類似には注目すべき点がある。

ワイルドのアイルランド人としてのアイデンティティーはよく検討され

るのに対し、ジェイムズのアイルランド性は、まず取り上げられることはな

い。しかし、アイルランドの移民の先祖を持つジェイムズは、自分をアイル

ランド系として自覚していなかったとしても、ジェイムズ家の人々は話すこ

とや書くことを非常に得意としており、彼が言葉に溢れた家系の出であるこ

とは特徴的である。さらに、ジェイムズのゴースト・ストーリーや不思議な

話には人を驚かせるような想像力が感じられ、作家の饒舌なスタイルも話が

尽きることがないアイリッシュの豊かさを思わせるところがある。そして、

二人の作家の作品には漠然とした気質や表面的な表現の類似を超えた共通点

がある。

ワイルドは「嘘の衰退」（“The	Decay	of	Lying”,	1889）で明言しているよ

うに、言葉が直接的に何かを指す機能以外のものを常に重視してきた。物

語がかもし出す余韻や謎を讃えたワイルドの作品を一つ挙げると、「秘密の

ないスフィンクス」（“The	Sphinx	Without	a	Secret”,	1887）がある。そして、

ある種のライバル関係にあったヘンリー・ジェイムズにも、この作品を思わ

せる短編小説がある。「友達の友達」（“The	Friends	of	Friends”,	 1896）と名

づけられたこの作品は、一見したところジェイムズが多く描いたゴースト・

ストーリーの一つだが、謎が消えることで失われるもの、変わってしまうも
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のを描いているという特徴がある。「秘密のないスフィンクス」では、謎め

いたレディー・アルロイは、自分の正体が解明されると、それに耐えられな

いかのように死んでしまう。他方「友達の友達」では、正体を明かすことと

死ぬことは分かちがたく関係しているように見える。ただし、この二人の物

語では、問題の人物の死後、謎が消滅したと思われる時になって、二人にま

つわる謎は手に負えないほど大きくなっていることも見逃しがたい。本論で

は、ワイルドとジェイムズが描いた作品中の「謎」の性質を再検討する。

１．秘密と女性性とフィクション性　

ワイルドは謎めいて魅惑的な女性を多く描いているが、ジェイムズも謎め

いた女性を何人も描いている。関係者の人生を意図しないうちに狂わせてし

まう『鳩の翼』（The Wings of the Dove,	1902）の裕福なミリー・シールはファム・

ファタール的であるし、資産を持たない地味な女性にさえ、謎めいた雰囲気

がまつわりついていることが少なくない。例えば、ミリセント・ベルは、「密

林の獣」（“The	Beast	in	the	Jungle”,	1903）のメイ・バートラムが、作品中で

「スフィンクス的」（sphinx-like）と呼ばれ、彼女についての説明が最後の場

面まで抑えられていることに目を向けている（Bell	270）。
「秘密のないスフィンクス」のレディー・アルロイや「友達の友達」の貴

婦人は、秘密を剥ぎ取られることで消滅してしまうか、死際でない限り秘密

を明かすことができない。この展開は、他者や対象を理解しようとする際に、

強い光を当てて対象が消滅するまで分析することの無意味さを語る。そし

て、二人は、いなくなった後で、関わった人に忘れがたい印象を残している

のも事実である。ここには、物語を取り巻く魅惑的な雰囲気、あるいはフィ

クション性は、突然消されることによってのみ不可解なものとして後に残る

という皮肉がある。ミリー・シールは、死ぬことによって神々しいまでのイ

メージをまとうことになるが、ジェイムズの作品の死を細かく分析したアン

ドリュー・カッティングは、ミリーの死は直接その場面を描かないことによ

り、作品中に拡散していると捉える（Cutting	82）。カッティングの指摘は死

に焦点を絞ったものだが、死に至らずとも、完全には理解できない神秘は作

品全体に広がっていく性質を持つ。この広がりは、漠然と人間の不可解さを

表現するものであると同時に、一つの独立した作品が一人の人間の個性のよ

うに放つフィクション性も感じさせるものである。
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「秘密のないスフィンクス」でも「友達の友達」でも、ファム・ファター

ル的な二人の女性は、女性の神秘性を示しているだけではなく、物語をとり

まく、見えない要素であるフィクション性を示してもいる。二つの作品の女

性達の謎は、物語のストーリーには完全に回収できない根本的な謎と言って

もよいものだろう。ワイルドとジェイムズの描く謎は、このような広がりを

感じさせるものである。ワイルドの「秘密のないスフィンクス」では、次の

レディー・アルロイの顔立ちを描写する場面では、謎と美が関連したもので

あることが語り手によって告げられる。

It	 seemed	 to	me	 the	 face	of	 some	one	who	had	a	 secret,	but	whether	 that	
secret	was	good	or	evil	I	could	not	say.	Its	beauty	was	a	beauty	moulded	out	
of	many		mysteries—the	beauty,	in	fact,	which	is	psychological,	not	plastic	
	and	the	faint	smile	that	just	played	across	the	lips	was	far	too	subtle	to	be	
really	sweet.	(The Complete Oscar Wilde	209-10)

謎を残すこと、あるいは作品中であえて書き残しの部分を作る描き方は、

美的な余韻を生み出している。これは日本人には馴染みの余白の美意識も思

わせるが、この余白は、庭が自分の家と他人の土地の間の緩衝地となるよう

に、作品と作品の外の世界を繋ぐ役割も果たすだろう。エドガー・アラン・

ポーが、秘密が解明されないことの重要性を見抜いていたことは知られてい

るが、作品中の謎は、作品の完成度を高めるだけでなく、作品を外の世界へ

と繋ぎもする。作品中の謎は、作品の外の現実世界は実は謎めいているのに、

普段それに気づいていないことを思わせるとも言える。

そして、秘密は、物語のふくよかさを生み出すだけでなく、個人の理想的

生活とも密接に関わっている。レディー・アルロイやメイ・バートラムのよ

うな不可思議な女性は、女性の神秘やフィクション性の比喩としてあるだけ

でなく、一度はこのような大きなものを匂わせながらも、結局のところ、二

人は個人の生活を重視する必要性という小さな場所に戻ってくる。二人の女

性に共通するのは、個人的生活を重視する態度であり、ここから謎が生じて

いる。ワイルドとジェイムズが謎めいた人物を描きながら示しているのは、

個人の生活の中に潜む美意識であるとも言えるだろう。
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２．境界線とズレ

人や物を取り巻く神秘を考えるなら、ジェイムズの作品には、自分好み

の世界を作り出し、それを外の世界から遮断することで守ろうとする人物が

何人もいる。例えば、自分と半ば同化した骨董品のコレクションで自分だけ

の領域を作る「ポントンの収集品」（“The	Spoils	 of	Poynton”,	 1896）のゲレ

ス夫人や自分のアルターエゴの住む家に執着する「楽しき場所」（“The	Jolly	
Corner”,	1908）のブライドンがある。ゲレス夫人について考えると、見事に

骨董品をディスプレイする彼女の家は美術館のようだが、そこには明らかに

彼女の個性とコレクションされた物が融合した独特の地場のようなものがあ

る。そして最後にゲレス夫人のもとを離れた骨董品が全て炎上してしまうの

は、芸術家と芸術が切り離せないことともに、本体と余韻の分断は全体を損

ねてしまうことを示しているようにも見える。

ゲレス夫人は、職業的には芸術家ではないことに注目しておきたい。彼女

はワイルドの理想に重なるように、自分の生活そのものの芸術化を図ってい

るとも言える。もしジェイムズの作品の中で最もワイルド的な人物を挙げる

なら、歯切れのよいウィットと才能を持ったゲレス夫人を挙げることができ

るだろう。彼女はジェイムズとワイルドの接点を感じさせる人物である。

ジェイムズが描いた女性の中で最も神秘的と思われるのはミリー・シー

ルだが、バージニア・スミスはこの性質を意識して、『鳩の翼』を避難場所

を見つけ、自由を求め、ひどい現実に挑む物語と位置づけている（Smith	
177）。スミスはミリーの俗世間とは溶け合わない性質に目を向けているが、

このミリーの性質は、彼女と一般の人々の間にある見えない境界線を感じさ

せる。この人と人の間にある境界線は、一人の人が世間に対して本来の自分

を隠すために持つ建前と同様、異なる二つのものの間に横たわっている。ワ

イルドを読む際には常に意識される建前、あるいは「表面」（surface）は、ジェ

イムズの作品を読む上でも鍵となることが見える。

こっそりと自分の空間を作り上げるのは、ワイルドの作品では、スフィン

クスと呼ばれる女性に限らず、醜い絵を密かに人目の触れない部屋に隠すド

リアン・グレイにも当てはまる。ワイルドとジェイムズに共通しているのは、

二人が繰り返し表現しようとしている「秘密」は、どちらの作品においても、

登場人物が苦心して作り出す、限られた場所の中で守られていることである。

この「秘密」にもう一歩踏み込むと、科学的分析からこぼれ落ちる神秘は、
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非日常的空間に潜んでいるようであって、日常の中にあると言える。思想的

な面から考えると、ワイルドはケルト人として、イギリスの経験主義に反発

し、カントやニーチェなどのヨーロッパ大陸の思想に傾倒する傾向があった

ことを、トーマス・ライトはワイルドの蔵書も調査した上で確認している

（Wright	 96）。ワイルドはドイツ文学の本をかなり所有し、ドイツ語で読ん

でいたが、その中でも E.T.A. ホフマンに引かれていたのは、アイルランド

民話に親しんでいたワイルドとしては自然であるだろう。ジョン・スローン

は、ワイルドの作品に複合的（multi-dimensional）な要素があるのは、ドイ

ツのフェアリー・テール的であると指摘し、さらにホフマンの作品では善と

悪の対立というような問題の解決は、現実の世界ではないところでなされ、

ワイルドはこの流れを引き継いでいると見る（Sloan	82）。確かにワイルド

の物語では昼とは違う夜の世界で物語が急展開することがあり、「秘密のな

いスフィンクス」では裕福な人物の日常から外れたロンドンの貧しい街角が

重要な場所となる。

しかし、ワイルドの作品の非日常は、別世界と言うほどかけ離れた場所で

はないことが特徴である。例えばホフマンの代表作の一つである『くるみ割

り人形』（Nussknacker und Mausekoenig,	 1816）では、夜になると別世界が出

現するが、ドリアン・グレイがさまよう夜の街やスフィンクスと呼ばれる女

性の隠れ家は、日常の生活圏のすぐそばにあり、境界線が意識されることに

意味がある。余韻は境界線の周りに存在し、たっぷりと現実から離れた場所

では消滅してしまう。境界線周辺の場所が生む危うさやスリルは、そこで知

人に出会ったら咎められる危険のお陰で成立している。ワイルドの場末や夜

は、異世界を作り出すのではなく、同じものの色を変えて見せると言うこと

もできるだろう。その意味でワイルドの秘密の場所は、遠い場所ではなく、

深い場所に存在している。

スティーブン・ドナディオは、ジェイムズの『黄金の杯』（The Golden 
Bowl,	 1904）を理解するのに、道徳的理想は不道徳な手段でなされえると考

えるニーチェの考えを持ち出している（Donadio	249）。このドナディオのこ

の指摘の中で読み取りたいのは、道徳の問題よりも手段と成果のズレである。

ワイルドやジェイムズの作品では、しばしば境界線が描かれるとともに、ド

ナディオの指摘の通り、作中人物の行動が最終的に表現されるものとずれて

いることが少なくない。そして、悪を描くことで奥に潜む美を表現するとい

うようなズレからも、謎や余韻が生まれてくると言ってよいだろう。
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３．物語の要素としての余韻

ワイルドは他の作家の作品のテーマやストーリーをよく借用したことで

知られているが、人から聞いた話をヒントに作品を書くことが多かったジェ

イムズも、ワイルドに負けず劣らず人のものを取り入れることに躊躇いがな

かったと言える。それは、ある意味では、自分の作品と他人の作品、あるい

は自分のアイデアと目に付いた題材との間にある隙間を的確に意識していた

ためだとも考えられる。物語にふくらみを持たせるフィクション性のありか

を探る時、科学的分析では全てを消し去ってしまうだけだとしても、物語の

中の曖昧さだけでなく、ある物語で用いられる言葉やプロットから湧き出す

余韻に目を向けることができる。二人の作家が、ともに外からのアイデアを

取り入れることに罪の意識を感じていなかったのは、物語の色艶がそこにあ

ると実証的に指し示すことができない隙間、あるいは余韻も作品のうちと見

做していたためだと考えられるのではなかろうか。

レディー・アルロイが部屋の中に現われた際の神秘的な様子は、“looking	
like	a	moonbeam	in	grey	race”	（The Complete Oscar Wilde	210）と描かれ、月

を取り巻く灰色の雲にたとえられている。ここで描かれるベールのような雲

は、まさにこの作品全体を神秘的に仕上げる不可解な余韻と同じものである。

登場人物や事実をとりまく魅惑的な灰色の雲は、ジェイムズも好んで描い

たものである。ジェイムズの作品では解釈がいくつも可能である曖昧さはお

馴染みのものだが、「友達の友達」では、例えば見たものが幽霊だったのか

そうでないのか判断ができない場面では、目撃者を診察した医者の反応は、	
He	gave	her	a	remedy	for	hysterics,	but	said	to	the	aunt	privately:	“Wait	and	see	
if	something	doesn’t	happen	at	home.”	（The Novels and Tales	326）と表現される。

ここでは、医者が気を利かせてダブルスタンダードを持ち込むことで、作品

には効率的に非日常的なものの気配が持ち込まれている。

ジェイムズは、レディー・アルロイの灰色のベールに当たるものを、状況

のもどかしさが生み出すこともよく心得ている。「友達の友達」では、とも

に幽霊を見る能力を持つらしいが面会がどうしも妨げられる二人の状況は、

次のように描かれる。

	 	 They	were	 in	 a	word	 alternate	 and	 incompatible;	 they	missed	 each	
other	with	an	inveteracy	that	could	be	explained	only	by	its	being	precon-
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certed.	 It	was	however	 far	 from	preconcerted	 that	 it	 had	 ended—literally	
after	several	years—by	disappointing	and	annoying	them.	I	don’t	think	their	
curiosity	was	 lively	 till	 it	 had	been	proved	utterly	vain.（The Novels and 
Tales	332-33）	

ここでは、簡単に会うことができるはずの二人が不自然な偶然のせいで会

えないという日常の中のゆがみが、思いがけず不可解なエネルギーを生み出

している。ジェイムズは、人や状況にまつわりつく不可解な気配を様々な表

現手段で描いてきた。ジェイムズの作品に表れる権力を分析したマーク・セ

ルツアーは、例えば『使者たち』（The Ambassadors,	1903）のチャドは、広告

は物を物以上にするものだと言っていることに注目し、ストレザーにとって

はチャドが若さと自由の広告だと見る（Seltzer	145-145）。ただし、セルツァー

はこのようなふくらみに、美的余韻よりは力を見出している。セルツアーは、

フーコーの言う力は外部にあるものではなく、内部に存在するものであるた

め、社会習慣は力を象徴するものではなく、力そのものであり、文学はそれ

自体力を持つと考える（Seltzer	153）。この考えは、ジェイムズの作品の中の

行動を現実の作用と見做すヒリス・ミラーの考えにも重なる分析であり、作

品に現実的な力を与えている。しかし、ジェイムズの、あるいはワイルドの

作品の余韻は全て作品の外の力に置き換えられないところに意味がある。

チャドが広告から感じ取る商品の価値以上の印象やストレザーがチャド

に感じる若さへの憧れでは説明し切れない複雑な感覚は、いわば余韻だが、

作品内で描かれるものが現実の世界にあるものの象徴だと割り切ることを避

けるならば、作品の中の余韻が作品の外に流出してしまうのを止めることが

できる。実のところ、作品の力のうち、外の世界では実在しないように見え

るこの余韻の部分が、作品に独特の力を与えている。作品の中では、ある言

葉があるものをきっちりと指すという対応関係で割り切れないことこそが、

作品を保護し、豊かさを温存している。

４．音楽的コミュニケーション

シュライエルマッハーは、一般に言語の限界を示した思想家として知ら

れるが、アンドリュー・ボウィは、シュライエルマッハーを再評価しようと

する試みの中で、シュライエルマッハーが言葉に依存しない音楽的コミュニ
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ケーション（musical	 communication）に注意を払っていたことに注目して

いる。ボウィは、芸術作品の創作の際には、創作のための法則を利用するが、

その利用の仕方は多様であるとシュライエルマッハーが考えていた点に豊か

さのある緩みを発見している（Bowie	218）。この作品創作上の緩みは、出

来上がった作品の余韻と似る。

ペイターが音楽を内容と形式が一致した理想形と考えたことはよく知ら

れているが、伝達の観点から見るなら、音楽の内容と形式の間には、余韻も

含まれているだろう。ボウィは、言語と音楽を繋ぐのは比喩の考え方だと適

切に指摘しているが（Bowie	209）、文学作品は、とりわけ比喩と深く関わ

るものである。そしてワイルドやジェイムズが描こうとしている余韻は、言

葉の合理的な機能に依存しきっていないという意味で、ことさら音楽よりの

性質を持つ。

ともに極度のスタイリストであったワイルドもジェイムズも、当然、形式

にこだわりを見せていたが、二人が目を向けていたのは、余韻を生み出すス

タイルでもあったと言えるだろう。あるいは、ワイルドとジェイムズにとっ

て、形式は、余韻に昇華されるべきものであったと言えるのではなかろうか。

余韻は、決定不可能性とは、少なくとも比重のかかっている部分が違うと

いう意味で異なる。二人の作家の作品中の謎が謎として残る時、そもそも揺

るぎない事実は存在しえず、判断というものは根本的に成り立たないと主張

されているわけではない。レディー・アルロイが場末の部屋で本当に何もし

ていなかったのかどうかは、事実が描写されないだけで、事実がないわけで

はない。答えは存在しているが、必要がないため見せられないと言うことも

できる。そのため、彼女が秘密の部屋で大したことはしていないとしても何

を感じ、その部屋を借りさせるほど彼女を「秘密」というものに引きつけた

ものが何であるのかは、依然、不鮮明さの中にある。ミステリー好きだと語

り手が断定するレディー・アルロイが魅惑されたのは、特定の秘密ではなく、

より大きく漠然とした「秘密」や「神秘」そのものだと考えられる。これは

判断不可能という判断を読者に押し付けているのではなく、読者をレディー・

アルロイの「もや」の中に取り込もうとしていると見るべきだろう。「秘密

のないスフィンクス」は、この「もや」の美しさを見せるための作品だと言

うこともできる。

二人の作家は、人間の判断の限界ではなく、見えにくい余韻の存在を間接

的に描いている。この余韻は、ゴシックの恐怖は不可解なものが見えること
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にあるのではなく、相手が見えないために生じ、その存在は気配によって示

されるのと同じように、遠まわしに示されている。そして、二人に共通する

のは、「秘密」が漠然と魅力的なだけでなく、育ちのいいレディー・アルロ

イに思い切って場末の部屋を借りさせ、「友達の友達」や「密林の獣」の主

人公達の生活が秘密を中心に回る生活になってしまったように、現実的な影

響力を秘めていることを描いている点である。

「秘密のないスフィンクス」や「友達の友達」は、科学的分析が小説をど

の程度破壊できるのか、あるいは味気ないものにできるのかという問題に関

わっている。しかし、これらの作品には登場人物の想像は含まれているとは

いえ、非現実的な設定は一切ない。二つの作品に登場するのは奇妙な人達で

はなく、客観的に見て常識人であり、物語にも無理な展開はない。つまり、

少なくともリアリズムと余韻は両立している。分析が切り込んでいけるのは、

言葉で表現された作品の内容の部分だけであり、余韻には手をつけることが

できない。しかし、余韻は、決して現実離れしたものではない。

同じ言葉でも使う人間の過去の体験により意味は異なるというシュライ

エルマッハーの基本的な考え方を逆方向に広げていくと、それでも共通感覚

は存在するという前提にぶつかり、この感覚は二人の作家の扱う余韻へと繋

げて考えることができる。レディー・アルロイが「謎」というものに引きつ

けられたのは、謎が持つ神秘性に惹かれたためだけではなく、謎は自分を人

の目にとって魅惑的にすることを意識していたため、つまり謎に対する人の

共通感覚を漠然と感じていた部分があったためであろう。ジェイムズの描く

謎や秘密の場合は、それを作中人物が突き詰めると、謎の中にはある種の理

想的な人間関係が含まれていることが「密林の獣」や「使者の祭壇」など複

数の作品に示されている。そう考えると、謎は、理解できないものとしてあ

るのではなく、手が届かないが、存在することにより人に何かを伝えるもの

であると取ることができる。

分析家ではないワイルドやジェイムズが行なったのは、科学的分析、あるい

は言葉の指し示す範囲から逸脱するものがあると示す分析ではないだろう。美

意識の強い作家が試みたのは、「余韻」を合理的に分析することではなく、そ

れがいかに強烈なものとなりえるのかを作品を通して体験させることである。

「余韻」が言葉による説明を退ける性質のものなら、それがあると知るための

手段は、体験のみである。気質的には対照的なワイルドとジェイムズは、この

ような余韻を味わうことを重視した点では、非常に近い存在であると言える。
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Synopsis

The	Sphinx	without	a	Secrete	Written	by	Two	Authors

KAWAGUCHI	Toshiko

	 	 In	 spite	 of	 the	 rivalry	 and	dislike	between	Oscar	Wilde	 and	Henry	 James,	
they	seem	 to	have	 taken	some	hints	 from	each	other’s	 stories.	But	what	 is	more	
important	 is	 the	 similarity	 in	 their	 basic	 strategy	 of	 storytelling.	Wilde	 liked	 to	
create	many	mysterious	people,	and	“The	Sphinx	Without	a	Secret”	is	a	story	that	
features	 aesthetic	mystery.	And	 Henry	 James’s	 “The	Friends	of	Friends”	 can	be	
placed	beside	this	short	story	of	Wilde’s	when	we	think	of	the	mysteriousness	that	
is	crucial	 to	 their	writing	style.	 In	 these	stories	delicate	nuances	and	 images	 that	
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lie	between	the	lines	come	more	into	focus	than	plots	or	characters.	When	the	two	
authors	are	placed	side	by	side,	their	well-known	ambiguity	or	playfulness	takes	a	
clearer	shape	as	a	writing	style.
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Cousin Phillis:	 変革する女性の運命

朝川	 真紀

１. はじめに

『いとこフィリス』（Cousin Phillis）は 1863 年 11 月から 1864 年 2 月まで『コー

ンヒル誌』（The Cornhill）に掲載された。それまではチャールズ・ディケン

ズの編集する『オール・ザ・イヤー・ラウンド誌』（All the Year Round）と契

約をして週刊で作品を連載していたが、最後の二作品『いとこフィリス』と『妻

たちと娘たち』（Wives and Daughters）は、友人ジョージ・スミスの出版する

『コーンヒル誌』に月刊で載せることになった。こちらの方が、じっくりと深

く観察をして、詳細に記述をすることができ、ゆっくりとした展開のギャス

ケル小説には好ましいものであった。この小説は、当時の標準的長さの三巻

本に対し、『コーンヒル誌』四回分の連載であり、一巻本の長さであった。

これらの最後の作品を書いた時期、ギャスケルは家から離れ、フランスや

イタリア、ドイツでしだいに長期間過ごすようになっていた。マンチェスター

やイングランドの外を見ることで、世慣れる機会もたくさんあり、歴史の変

化を深く意識していた。複雑に入り組んだ本作品を、フィリスの心の変化、

変革するヴィクトリア時代の女性、現代性から考察してみたい。

２. 主人公の心理的変化

この作品の設定はナッツフォード	（Knutsford）、ここではエルタム

（Eltham）と呼ばれている場所である。ホープ・ファーム（Hope	Farm）はギャ

スケルの祖父サミュエル・ホーランド（Samuel	Holland）、そして母の所有

する家であり、ギャスケルが長年親しんだ家がモデルとなったと言われてい

る。また、ホープ・ファームの所有者ホールマン氏（Holman）は、牧師を

辞めたあと農業に没頭したギャスケルの父、ウィリアム・スティーヴンスン

（William	Stevenson）にとても似ている。ウィリアムはユニテリアン牧師で

あり、知的能力と深い宗教心のある良識を持ちあわせた人物であり、ホール

マン氏も牧師であると同時に、農業に従事する、人間の脈が激しく打ってい
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る人物として描かれている。ギャスケルは青春の記憶をたどり、自分の心と

信仰の根源を再訪している。過去と触れ合うことでよみがえる郷愁によって、

この作品は、『クランフォード』	（Cranford）を思い起こさせるような牧歌的

な雰囲気の漂う世界を醸し出している。

この作品について Arthur	Pollard は、

Setting	is	 lovingly	and	attractively	drawn,	characters	are	exact	even	down	
to	the	farm-labourers	who	make	but	two	or	three	appearances,	plot	is	scanty	
yet sufficient, tone is perfectly modulated throughout, the author’s own at-
titude	is	generous	and	kindly	without	any	hint	of	deliberate	moralizing.	The	
whole	work	has	about	 it	 the	perfection	of	a	delicate	piece	of	china,	but	 it	
has	also	abundant	human	warmth.	.	.	.	It	shows	that	here	too,	as	in	her	nov-
els,	Mrs	Gaskell	appeared	 to	have	become	endowed	with	new	energy	and	
new	vision	in	her	last	years.（Pollard	192 － 193）

と述べている。また、Edgar	Wright は、

The	Cranford	generation	is	still	to	be	seen,	admirable	worthy	of	respect	and	
love,	but	old-fashioned	and	slightly	absurd.	There	are	very	few	outstanding	
novelists whose final work can be confidently claimed as the best, fewer 
whose final novels are as fresh, and younger, than the early ones.（Wright	
195）

と評価している。牧歌的なセッティングではあるが、ギャスケルの人生に対

する洞察は『クランフォード』のときよりいっそう深まり、きめ細かな人物

の描写が展開される。

作品のストーリーは単純であり、ひとつの家族に焦点を当て、ポール・マ

ニング（Paul	Manning）が青春の記憶を振り返りながら語っていく形で進ん

でいく。主人公 Phillis	Holman（フィリス・ホールマン）の話は、恋愛を通し、

自意識に辿りつくまでの、ゆっくりとした内面の転換、成長の軌道を映し出

している。フィリスの喜びと苦悩が、ポールを通して間接的に眺められている。

ナレーターであるポール・マニングは、小さな田舎町近くで、鉄道の支線

をかける見習いエンジニアとして、初めて親元を離れ、一人下宿住まいを始
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めた若者である。1 年後、新たな支線の仕事で田舎へ行き、遠い親戚にあた

る農場主兼牧師のホールマン氏を訪ねて	ホープ・ファームへ行き、そこで

従妹のフィリスと出会う。言葉以上の一瞥の凝視がこの話の表現方法であり、

ポールの回想は絵のように浮かび上がってくる。17 歳のフィリスは、“She	
was	a	stately,	gracious	young	woman,	in	the	dress	and	with	the	simplicity	of	a	
child.”（11）　とあるように、女性の魅力というより、子供じみたエプロン

をした純粋無垢の女の子であった。

最初、臆病な少年は、背の高いフィリスに対して見かけと同じくらい心

の内に惹かれるが、彼女の知識の豊かさに対する畏敬の念で委縮し、ロマン

ティックな希望を捨てるのであった。彼女は手と同じくらい頭を使うことを

熱望し、リンゴをむきながら、そばにあるドレッサーの上の本に何度も頭を

向けるシーンは、まるでホープ・ファームのエデンに、知識のりんごを求め

るイヴがいるかのようである。ホールマン家のゆっくりとした生活の中に、

新たな訪問者、ポールの英雄であり、上司のホールズワース氏（Holdsworth）
が入ってくる。彼は病気療養のために訪れるのであるが、フィリスのイタリ

ア語の読解を助けるだけでなく、彼女の心に変化を与えるのであった。フィ

リスは彼の資質に惹かれて心をときめかせる。

ホールズワースはクールな女たらしではなく、無頓着なところもあるが敏

感な男であり、ハンサムで旅慣れていて教養もあった。彼は、外国風な髪形

をして、南部の母音をのばした怠惰で場違いな陽気さを持って、ホールマン

家の人たちとは異なった話し方をする。真面目な牧師一家は時々彼の言葉に

ついていけない。しかし彼の話はとても魅力的で引き込まれるものであった。

フィリスにとってまるで違う天体の香気を漂わせたホールズワースは魅惑的

で夢見心地にさせるようだった。ホールズワースは彼女の父と同じくロマン

ティックで、女性に対して幻想を抱いているためフィリスをはっきり見てい

ないところがあるが、彼も美しく知的なフィリスに魅了されるのであった。

二人の友情はゆっくり熟してくるが、約束の言葉を交わすわけでもなく、

夏のどしゃぶりの中、彼の上着でフィリスは首と肩をくるまれる以外、触れ

ることもない。しかしこのときフィリスは、性的な目覚めを呼び起こされ、

雨宿りの場所に駆けてきた彼女の眼は、喜びに輝き、顔色は健康そうにさえ

ざえとしていた。一方ホールズワース氏は彼女を、小麦の穂を頭につけた、

農業と多産の女神ケレスのようにスケッチする。甘美で無邪気な顔をした未

完成のフィリスの絵は、陰影や色をつけられることはなかったとポールが述
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べるように、ホールズワースは生きている女性でなく、無垢のイメージを愛

している。

しかし、フィリスが口には出せない愛の喜びと苦しみを募らせる最中、

ホールズワースは突然仕事でカナダに行くことになるのであった。

  God keep her in her high tranquility, her pure innocence.―Two years! 
It	 is	a	 long	 time.	But	she	 lives	 in	such	seclusion,	almost	 like	 the	sleeping	
beauty,	Paul”	（he	was	smiling	now,	though	a	minute	before	I	had	thought	
him	 on	 the	 verge	 of	 tears）“―but I shall come back like a prince from 
Canada,	and	waken	her	to	my	love.		I	can’t	help	hoping	that	it	won’t	be	dif-
ficult, eh, Paul?”（64）

彼女が目を覚ましてないと思い、罪もなく行ってしまうが、フィリスはすで

に目を覚ましている。彼女は眠れる森の美女でもケレスでもない。束縛の中

の悲痛な思いは、人生を突然の虚しさ、消滅へと向かわせるのであった。

年の変わり目のクリスマスに、ポールは萎えた従妹を元気づかせるため

に、ホールズワースがフィリスと結婚するためにいつか戻ってくるつもり

だと自分に打ち明けたと告げた。フィリスは生き返り、そしてしばらく幸せ

だったが、ホールズワースがフィリスに似たフランス系カナダ人のリュシー

ユ・ヴァンタドゥール（Lucille	Ventadour）と結婚したという知らせが届く。

虚しく心を弾ませていたフィリスにとって、この二度目の打撃はあまりに大

きく、夢は枯れ、無気力になる。彼女の沈黙の苦痛はあまりにも人間的で、

恥ずかしさや空虚さが入り混じっている。次の文章、“She	must	 have	 been	
half	undressed;	but	she	had	covered	herself	with	a	dark	winter	cloak,	which	fell	
in	long	folds	to	her	white,	naked,	noiseless	feet.	Her	face	was	strangely	pale:	her	
eyes	heavy	in	the	black	circles	round	them.”（99）は、彼女の苦悩と性的な愛

の屈辱を強調している。

脳炎で死の淵をさまようフィリスは、回復後、かつて望んだリボンを父が

買っても、母がラテン語やイタリア語の本を見つけてきても、無関心で記憶

がはっきりしない。理想郷の日の当たる庭は、悲しみと死の影に脅かされる。

しかし、フィリスを取り巻くあらゆる善意、優しさ、気遣いが、やがて調和

した静かな流れを運び、フィリスは回復の兆しを見せる。ポールに、バーミ

ンガムの彼の両親を訪ねてよいかとフィリスは聞き、牧歌的世界から現実に
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足を踏み入れようとする。‘Only for a short time, Paul. Then―we will go back to 
the peace of the old days. I know we shall; I can, and I will!’（109）フィリスは自

分の意思のほかには頼るものがないとわかったとき大きな決意をする。彼女

は変わった。彼女のかすかなためらいには悲哀がこもり、本当の昔の平和に

は戻れないことを理解した。古い流儀がもはや彼女に十分でないという自意

識が生まれ、肉体的にではなく、精神的にエデンから追放されたのである。

３. ヴィクトリア時代の女性

牧歌的「自然」は必ず女性で、神のもとで、それを支配するのは男性であ

る。ヴィクトリア時代、女性の生活は、どんなに独立心が強くても、父、恋

人、夫によって制限された。ほとんどの女性は献身的に家庭を愛する「家庭

の天使」のままであった。純粋さは美しさであり、家庭の外では行動できず、

考えるのは家庭のことだけ、性的覚醒もない、というのがヴィクトリア女性

のイメージとなっている。

ヴィクトリア時代の女性について Suzanne	Fagence	Cooper の The Victorian 
Woman では次にように書かれている。

.	 .	 .	 the	husband	should	go	out	 into	 the	world	 to	earn	enough	 to	keep	his	
wife	 at	 home,	 and	 she	 should	be	occupied	with	providing	 a	 cheerful	 do-
mestic	environment.	In	the	model	relationship,	each	partner	had	their	own	
responsibility, and the wife’s duties―educating the children, managing the 
household and providing emotional support for her husband―were not un-
dervalued.	However,	the	husband	maintained	his	position	as	the	head	of	the	
family.（10）

また、ヴィクトリア時代の女性が、法律によっても男性とは異なり劣ってい

るとみなされていた点について、

	 	 Many	girls	of	 the	upper	and	middle	classes	 found	 that	 their	 freedom	
was	severely	reduced	once	they	married.	Their	legal	position	was	not	neces-
sarily	improved	as,	until	1870,	all	goods	and	funds	belonging	to	a	wife	au-
tomatically	passed	to	her	husband	upon	marriage.	During	the	later	Victorian	
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period	a	series	of	Acts	of	Parliament	enabled	women	to	take	control	of	their	
own	property.	In	1870	it	was	agreed	that	a	married	woman	could	retain	￡
200	of	her	own	earnings,	and	in	1882	a	new	Act	allowed	married	women	to	
own	and	administer	property.	（20）

と書かれている。

この作品においても、ヒースブリッジの少年が競争でかけっこをしてミル

クをこぼしたとき、‘Then	you’d	not	be	boys;		you’d	be	angels.’（17）と言っ

て牧師は彼らを安心させるシーンがあるが、男はかけっこをして、競争する

勇敢さを持ち、肉体的、知的、社会的な活動ができる。このストーリーの男

たちはみんな愛する能力を持っているが、何も悪意なしに仕事を優先させて

いる。ジョン・マニングは、フィリスがラテン語・ギリシャ語を身につけて

いることが女性らしくないことで、一時のものにすぎないと考えている。彼

は “She’d	forget	’em,	if	she’d	a	houseful	of	children,”（37）と言う。ホールマ

ン牧師は、フィリスが古典や機械に関心を持つことを鼓舞するが、リボンを

欲しがることには同意を渋る。外面的なことより内面を誇れるようにするこ

とを優先しているものの、彼女のアイデンティティーを別の方法で否定する。

古いピューリタンの父は、親として独占欲が強く、良識ある女性は、目覚め

させられるまで性的衝動があってはいけないと信じる、典型的ヴィクトリア

人である。

ヴィクトリア時代の女性についての問題の一つは、娘に対する父の権限に

よって引き起こされている。“A	Dark	Night’s	Work”のエリノアもフィリスも、

父を盲目的に信頼し賞賛しているが、ポールは娘の悲嘆の原因を探る彼女の

父を見て、盲目的な愛の深さを知る。

I	 could	not	 help	 remembering	 the	pinafore,	 the	 childish	garment	 which	
Phillis	wore	so	long,	as	if	her	parents	were	unaware	of	her	progress	towards	
womanhood.	 Just	 in	 the	 same	way	 the	minister	 spoke	 and	 thought	 of	 her	
now,	 as	 a	 child,	whose	 innocent	 peace	 I	 had	 spoiled	by	vain	 and	 foolish	
talk.（98）

娘フィリスとホールズワースとの恋愛を不埒なことだと考えるホールマ

ンの嘆きは、嫉妬深い恋人のようなものであり、父は娘を自分の一部として
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考え、一人の人間として見ていない。フィリスは、父の所有物である子供で

いるか、それとも自分自身を選択する女性でいるか、まるで二つに引き裂か

れるかのように、精神を錯乱させた。古い理想が新しい理想とぶつかり、対

立する忠誠心の問題と戦ったのである。そして彼女は “I loved him, father!”
（99）と声を上げたのだった。Aina	Rubenius は、

Mrs.	Gaskell	had	no	patience	with	the	“womanly”,	simpering	creatures	with	
a habit of fainting in all exciting or difficult situations, who usually figured 
as	heroines	in	the	novels	of	sentimentality.	Mrs.	Gaskell’s	heroines	hardly	
ever faint in order to escape a difficulty. If they faint at all they generally do 
so	after	 they	have	grappled	with	a	situation	and	weathered	 the	crisis.	And	
they	do	not	sink	down	in	a	graceful	swoon	to	evoke	the	protective	chivalry	
of	the	hero.	（17-18）

と指摘するが、フィリスはポールが父から責められるのを守るために、また

自分の気持ちに偽ることなく、ホールズワースを愛していたと、ありのまま

の心の内を吐露したとき、自立した責任ある新たな女性の概念が具体化され

ている。

Linda	K.	Hughes は “Phillis	Hollman,	like	Elizabeth	Gaskell	herself,	is	more	
than the typical Victorian woman in this fine story.”（Victorian Publishing and 
Mrs. Gaskell’s Work	 161）と述べているが、女性の立場の議論に対するギャ

スケルの態度はどうかというと、ギャスケルは、1856 年 10 月の手紙で次の

ように書いている。

I	would	not	trust	a	mouse	to	a	woman	if	a	man’s	judgment	was	to	be	had.	
Women	have	no	judgment.	They’ve	tact,	and	sensitiveness	and	genius,	and	
hundreds of fine and lovely qualities, but are at best angelic geese as to mat-
ter requiring serious and long scientific consideration.（Chapple	419）

判断力の不足は女性の最もよくある欠点の一つであり、能力よりも識別に

おいてその劣性があることを認めている。しかしギャスケルは自分の娘たち

に、集団的な思考や信仰の傾向から独立した自分自身の意見を持てるように

望んだ。彼女自身、他の人の既成の意見を受け入れるのを拒絶し、事実を見
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出すことの重要さを訴え、独立した意見を形成できるまで、判断しないよう

に印象付けたかった。ギャスケルは、

This	 is	 one	 reason	why	 so	many	people	 dislike	 that	women	 should	med-
dle	with	politics;	they	say	that	it	is	a	subject	requiring	long	patient	study	of	
many	branches	of	 science;	 and	 a	 logical	 training	which	 few	women	have	
had.—that	 women	 are	 apt	 to	 take	 up	 a	 thing	 without	 being	 even	 able	 to	
state their reasons clearly, and yet on that insufficient knowledge they take 
a	more	violent	and	bigoted	stand	than	thoughtful	men	dare	to	do.	Have	as	
many	and	as	large	and	varied	interests	as	you	can;	but	do	not	again	give	a	
decided	opinion	a	subject	on	which	you	can	at	present	know	nothing.	.	.	.（Ru-
benius119）

と長女にあてて手紙を書いている。

当時、妻の義務は子供を教育し、家事を切り盛りし、夫の精神的支えにな

る、夫は一家の長として立場を維持するという模範的関係で、それぞれが自

分の責任を持つ労働の分担が 19 世紀の理想として表されたが、多くの家庭

ではそれは不可能だった。妻や未婚の娘の稼ぎは不可欠であり、中流階級の

女性が家の外で生活費を稼がなければならないのも明白な事実だった。ギャ

スケルは、独身の娘が独立した生活や職業の訓練を正当に求めるのを認めよ

うとしていた。そして明らかに、女性によい教育が必要であり、家の中でも

外でも、何か働くことが女性にとって不可欠だと考えていた。ギャスケルの

作品中のヒロインたちは仕事を悪と考えていない。

この作品には、実はさらに続きの場面が用意されていた。その最後の場面

とは、ホールマン氏が死んだ後、数年後に設定されている。ポールは結婚し、

ホープ・ファームに戻ってみるとヒースブリッジにはチフスが蔓延している。

フィリスがじめじめした土地に排水設備を施すのに、ホールズワースの古い

技術スケッチを使っている。フィリスは腕にみなし子を抱え、もう一人をガ

ウンで覆っていたが、その子たちを養子にしたことを後でポールは知る。一

般労働者と協力して働く独身の自立した女性は、男性の知識と女性の愛を結

び付けている。このように回復して復活する、自立した女性の姿をギャスケ

ルは書こうとしていたのだが、出版スペースの制限で、ジョージ・スミスに

よって短くカットされることになったのである。しかし、最後のフィリスの
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言葉、昔の穏やかな日々をとりもどせる、そうしてみせる、という強い意志は、

危機的状況を乗り越え、そのような姿につながっていく女性を連想させる。

ユニテリアン牧師の妻としての義務を果たし、4 人の娘の献身的な母で

あったギャスケルは、小説家として、また自分の人生や友人たちの人生から、

新たな問題に気づかされ、多くの点で作家活動に強い影響を及ぼされていた。

あらゆる側面での女性の立場に関する問題は、彼女にとって重大なテーマで

あった。

４. 現代性

ホープ・ファームの生活は安定と静けさがあり、時がゆっくりと過ぎ、個々

の瞬間が刻まれる様子が次のように描かれている。

The	tranquil	monotony	of	that	hour	made	me	feel	as	if	I	had	lived	for	ever,	
and	should	live	for	ever,	droning	out	paragraphs	in	that	warm	sunny	room,	
with	my	 two	quiet	 hearers,	 and	 the	 curled-up	 pussy-cat	 sleeping	 on	 the	
hearthrug,	and	clock	on	the	house-stairs	perpetually	clicking	out	the	passage	
of	the	moments.（26）

田舎の生活は時間を超越し、感覚に直接働きかける浸透性がある。平和で

美しい田園生活はまるで、イサクのところに連れてこられたリベカの物語のよ

うであるが、ホープ・ファームの生活も、マンチェスターと同じようなエネル

ギーや実利的な思考が及び、進歩や苦しみから切り離された世界ではない。

ギャスケルは最後の二作品『いとこフィリス』と『妻たちと娘たち』で、

本質的に『クランフォード』の世界、18 世紀の故郷の絵を正確に描こうと思っ

ていたが、時が移り変わるとともに世界も変わり、彼女の想像はもっと後の

時代の社会変化を捉えている。ナッツフォード自体が鉄道建設で変化し、子

供時代の田舎とは隔たりがあることに十分気づいていた。この時代設定では、

社会にテクノロジーや科学の世界が存在していることを伝え、鉄道時代の到

来を感じさせている。

Linda	K.	Hughes が言うように、ポール・マニングは過渡期の人物で、田

舎の生活からある程度分離されているが、ホールマン家との関わりによって

田舎に属している。ポールは鉄道で働き、製鉄業の町バーミンガムの都会少
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年の目で田舎を見ている。鉄道は単に、新しいテクノロジーとして現代を具

現しているのでなく、国内の連結の合理化システムの一部で、伝統や地方、

国境さえも無視する新しい見方を要求するものとして存在する。鉄道エンジ

ニアにとって土地は単なるデータや解決していくべき問題であり、変化しや

すい現代のテーマである。また、その土地は、ホールズワースがイタリアの

山麓からエルタムに、そしてホーンビーからカナダへと簡単に移っていくよ

うに、住んだり、働いたり、移動していく場所であり、ホールズワースのホー

プ・ファームへの到来と同じく、運輸システムによって、過去が薄れ、現代

の色が伝わり国際化が助長されていくのである（The Cambridge Companion 
to Elizabeth Gaskell	96-97）。ポールは父に	“all	over	wild	myrtle	and	soft	moss,	
and	shaking	ground	over	which	we	had	to	carry	our	line”（5）と話すが、柔ら

かい抵抗する土地に彼らの意思を押し付けることは、田舎への都市の侵略、

科学やテクノロジーによって変化を及ぼす現代の侵略を表している。

また、ポールの父ジョン・マニングは新旧両方の特徴をもつ人物だ。彼

は労働者階級の機械工として仕事を始めるが、機械に精通し発明の天才でも

あったので、社会的立場を永久に変える製造会社のパートナーシップを申し

出られる。ジョン・マニングを通してギャスケルは、より古く単純な秩序は

産業の進歩と共存できることを示している。Linda	 K.	Hughes は、ポールの

父について次のように述べている。

In	Cousin Phillis	Mr.	 Manning,	Paul’s	 father,	 signifies	 the	 rising	 impor-
tance	in	capitalist	societies	of	a	meritocracy	built	on	talent,	invention,	and	
inductive	knowledge	all	ranged	in	opposition	to	a	priori	judgments.	Science	
in	 this	 sense	promotes	democracy,	 since	 scientists’	 interaction	 relies	 on	
exchanges	of	knowledge	more	than	on	social	status:	mobility,	since	innova-
tion	 is	 rewarded	with	 increased	wealth	 and	new	career	 opportunities;	 and	
urbanization,	 since	 the	pursuit	 science	 requires	metropolitan	 centers	 were	
the	like-minded	can	gather	and	build	upon	prior	work.	.	.	.	（The Cambridge 
Companion to Elizabeth Gaskell	98）

ジョン・マニングは、知識と実力によって科学的革新をもたらし、現代社会

の都市化に貢献し、能力主義的社会で出世する重要性を体現している。マニ

ングがホールマンを訪ねたとき、マニングは熱心に牛の特徴を学び、ホール
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マンは知的好奇心旺盛に機械や力学の説明を受けるが、農村と都市を代表す

る二人が、互いの仕事を理解しあう場面は、ホープ・ファームに現代性が浸

透していくさまを喩えているようだ。

中産階級の特権と鋭い知性を持つホールズワースであるが、彼はこの新し

く入り込んでくる現代的要素を具現しているといえる。世の中を進歩させ経

済を活性化させる洗練された都会性は魅力であるが、出世第一主義の野心と

ともに、土地に根付かず流動的で、皮相的かかわりしか持たないのである。

Jenny	Uglow が言うように、ギャスケルはこれを現代のリアリズムと捉え、

どんなにホールズワースがフィリスを愛していようと、彼は新しい時代のア

イネイアスであり、帝国の命令に従うために、海岸で悲嘆にくれるディドを

置き去りにするであろう（Uglow	21）。つまり、フィリスが置き去りにされ

るのは単に人生の形であり、個人に関係のない仕事の利害から生じている現

実にすぎないのだ。彼が去った後、

Ever	since	 that	day	of	 the	 thunderstorm	 there	had	been	a	new,	sharp,	dis-
cordant	sound	to	me	in	her	voice,	a	sort	of	jangle	in	her	tone;	and	her	rest-
less	eyes	had	no	quietness	in	them;	and	her	colour	came	and	went,	without	
a cause that I could find out.（85）

とあるように、フィリスは調子はずれな口調となり、不安そうな眼には落ち

着きがなくなる。フィリスの恋愛を通し、現代性というものは成長や変革、

大きな喜びをもたらすが、あらゆるものを破壊してしまうような脅威を含

んでいること、また父のホールマン氏が ‘And	yet	you	would	have	left	us,	left	
your	home,	left	your	father	and	your	mother.	and	gone	away	with	this	stranger,	
wandering	over	the	world.’（100）と言ったとき、フィリスは精神的バランス

を失い卒倒するが、これはフィリスを追い詰める厳しい叱責というだけでな

く、ホープ・ファームが捨て去られ共同体の崩壊を招くことにつながる恐れ

を表わしたものだと言える。

５. おわりに

三つの点から考察したように、『いとこフィリス』は、もっとも牧歌的な

クランフォードの世界において、近代化の波に押し寄せられ、大きな変化を
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受け入れる一方で生活体系の大きな揺らぎを感じながら、ヴィクトリア時代

の女性という過去からの脱却や変革を遂げていく女性のストーリーである。

しかしこれは単に女性だけに向けて描いたストーリーではなく、人生に立ち

向かうギャスケルの姿勢そのものでもあるといえる。

ギャスケルは一人息子を亡くしたとき、悲嘆に暮れることは道徳的に間

違っていると考えるようになった。1850 年 4 月 26 日フォックス夫人に彼女

は手紙を書いて

“I	wish	 I	were	with	him	 in	 that	 ‘light,	where	we	 shall	 all	 see	 light,’	 for	 I	
am often sorely puzzled here―but however I must not waste my strength 
or	my	time	about	the	never	ending	sorrow;	but	which	hallows	this	house.	I	
think	that	is	one	evil	of	this	bustling	life	that	one	has	never	time	calmly	and	
bravely	to	face	a	great	grief,	and	to	view	it	on	every	side	as	to	bring	the	har-
mony	out	of	it.	（Chapple111）

と言っている。娘フィリスの苦しみを反映するかのように苦悶する父ホール

マンが、冷酷に困難な人生がどんなものかを認識する場面は、そのような

ギャスケルの思いが溢れている。今にも死にそうなフィリスが、途切れがち

に讃美歌を呻くように歌う間、仲間の牧師がホールマンに精神的救いを提供

しようと、信仰の世界で “an	example	of	resignation”（104）を示すよう促し、	
“The	Lord	giveth	and	the	Lord	taketh	away.	The	Lord	giveth	and	the	Lord	taketh	
away. Blessed be the name of the Lord!”（104）という聖句を告げると、父は

次のように答える。

	 	 There	was	a	pause	of	expectancy.		I	verily	believe	the	minister	tried	to	
feel it; but he could not. Heart of flesh was too strong. Heart of stone he had 
not.
  ‘I will say it to my God, when He gives me strength―when the day 
comes,’	he	spoke	at	last.　
	 	 .	.	.	‘	There	are	hopes	yet,’	he	said,	as	if	to	himself.	‘	God	has	given	me	
a	great	heart	for	hoping,	and	I	will	not	look	forward	beyond	the	hour.’	Then	
turning	more	to	them,	and	speaking	louder,	he	added:	‘Brethren,	God	will	
strengthen	me	when	the	time	comes,	when	such	resignation	as	you	speak	of	
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is	needed.	Till	then	I	cannot	feel	it;	and	what	I	do	not	feel	I	will	not	express,	
using	words	as	if	they	were	a	charm.’（104）

ホールマンはここで現実を理解した。フィリスを失うことを受け容れる

ことなどできないということだ。諦めを示すことなどできない。諦めにふさ

わしい時は、人間にとって予定できるものではない。時を越えて見られるの

は神であり、才能を与えられていない人間はできないとホールマンは考え、

“There	are	hopes	yet	.	.	.	God	has	given	me	a	great	heart	for	hoping”（104）と

声を振り絞るのだった。仲間の牧師たちは、彼が農場や家畜を気にかけすぎ、

学問に得意になり、神をおろそかにして、娘を偶像のように崇めた罪で、神

が罰を与えているのだと責め苛んだが、ホールマンは “I	hold	with	Christ	that	
afflictions are not sent by God in wrath as penalties for sin.”（104）と断言した。

本当の信仰とは、今置かれている状況から目をそらし別の場所に身を置いて

安らぎを求めることを目的としたものではなく、現実を頑強に見つめ、他人

や自分への務めを果たすことだと悟ったのである。苦しみと、彼本来の正直

な感情から、人間愛の精神によってうち立てられた、自分を支える信念が生

まれたのである。そしてそれはまた、フィリスには罪のないことを認めるこ

とでもあった。Josie	Billington は

“The	hard	 thing	 is	not	giving	up	on	 life	for	 the	sake	of	something	higher.	
Rather	the	greater	achievement	is	to	go	on	with	it,	return	to	it,	keep	turning	
back	 to	 it,	 re-living	 it	again	and	again,	only	knowing	more	certainly	what	
you	do	not	know.	Gaskell’s	sense	of	experience	always	involved	her	being	
unsurprised	by	 life’s	 surprises,	 taking	 things	 the	 second	 time	 round	while	
still	remaining	alert	and	without	complacency.”		（108）

と述べているが、ギャスケルは、不確かさ、苦悩と変化を通して人間性を維

持できる価値が何かを、まさに問いかけているようである。召使のベティの

短い説教に象徴されるように、	

“we	ha’	done	a’	we	can	 for	you,	 and	 th’	doctors	has	done	a’	 they	can	 for	
you,	and	I	think	the	Lord	has	done	a’	He	can	for	you,	and	more	than	you	de-
serve,	too,	if	don’t	do	something	for	yourself.	If	I	were	you,	I’d	rise	up	and	
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snuff	 the	moon,	 sooner	 than	break	your	 father’s	and	your	mother’s	hearts	
wi’ watching and waiting till it pleases you to fight your own way back to 
cheerfulness.（108）

今、フィリスは自分で困難を乗り切り、努力し、他の人のことを考えなけれ

ばならないのである。

ギャスケルは時代の変化を敏感に捉え、新しいものの侵入を避けることが

できないこと、われわれは必然的に変化する状況に応じて変わっていかなけ

ればならないことを暗に示し、この作品では、人生の困難さを描くだけでな

く、個人的または社会的変化を受け入れ、苦しみや不幸せに耐えうる経験と

成熟を描こうとしたのではないだろうか。生命には鍛えられてこそ育くまれ

る力が潜在しており、苦しみや不幸せに耐えることによって愛の価値が教え

られるのだ、とわれわれは気づかされる。

＊本稿は日本英語文化学会第 113 回例会において口頭発表した「Cousin Phillis:	 変革

する女性の運命」を加筆修正したものである。
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Synopsis

The	Changing	Woman	in	Elizabeth	Gaskell’s	Cousin Phillis

ASAKAWA	Maki

	 	 In	this	study,	I	argue	that	Cousin Phillis	portrays	changes	in	Victorian	women	
in	three	aspects:	growth	through	feelings,	chages	in	social	posision	and	modernity.	
The	story	of	Phillis	Holman	is	her	own	trajectory	of	growth.	She	arrives	at	self-
awareness	 through	her	 romance	with	Holdsworth.	 Phillis	 falls	 in	 love	with	
Holdsworth,	 breaks	down	upon	hearing	of	 his	marriage	 in	Canada,	 and	 slowly	
returns	 to	 health.	Victorian	women’s	 lives	were	 defined	 by	 fathers,	 lovers,	 and	
husbands.	Phillis’s	father,	the	minister-farmer	Holman,	is	a	typical	Victorian	male	
who	believes	 that	 a	 good	woman’s	 sexuality	 does	not	 exist	 until	 awakened,	 and	
sees	his	daughter	as	his	possession,	not	an	individual	in	her	own	right.	But	at	the	
time	 of	 his	 daughter’s	 dangerous	 illness,	 Holman,	 who	 also	has	 human	 emotion	
and	 tenderness,	 is	 filled	 with	 anxiety	 about	 his	 sick	 daughter	 and	 affirms	 her	
guiltlessness.	Phillis	experiences	many	hardships	and	changes	in	spirit,	developing	
an	independent	mind.	This	story	is	basically	a	pastoral,	and	the	quiet	life	portrayed	
in	 it	 reminds	us	of	Cranford.	 In	Cousin Phillis,	Gaskell	 traced	 the	 remembrance	
of	her	youth	in	Knutsford,	revisiting	the	roots	of	her	beliefs.	She	was	also	aware	
of	 the	 increasing	 distance	 between	 contemporary	 life	 and	 her	 rural	 childhood.	
Knutsford	was	changing	with	 the	building	of	 the	 railway.	Modernity	encroached	
on	 the	 	 rural	community,	and	science	and	 technology	brought	about	a	change	 in	
social	and	gender	relations.	There	was	no	avoiding	this	invasion	of	the	new,	that	
is,	 the	 city’s	 impingement	 upon	 the	 country.	 Gaskell	 tells	 us	we	 should	 accept	
individual	 and	 social	 changes,	 look	 stoutly	 into	 this	world	 and	 endure	 the	pain	
with great courage, not give up when facing difficulties. These points all indicate 
changing	aspects	of	the	role	of	women	in	Victorian	society.
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Hiding	Corruption:	Wordsworth	and	Enclosure

NIIBORI	Tsukasa

1.	Introduction

	 	 William	Wordsworth	 (1770-1850)	 lived	 through	 the	 three	peak	periods	of	
enclosure	in	the	Lake	Counties,	Cumbria	and	north	Lancashire.	These	occurred	
during	the	1770s,	the	Napoleonic	Wars	and	the	mid-19th	century	(Whyte	23).	In	
fact,	Wordsworth	personally	experienced	a	proposal	for	an	enclosure	in	1824.	
	 	 In	 this	 paper,	 I	will	 focus	 on	 the	proposal	 and	 consider	 some	 questions	
while	 using	 history	books	 and	papers:	what	 does	 the	 proposal	mean	 and	 how	
does Wordsworth put the experience into his works? However, as David 
Simpson	points	out,	Wordsworth	appears	to	be	“surprisingly	unconcerned”	with	
the	issue	of	enclosure	in	his	works	(90).	Simpson	imagines	the	reasons:

Some	of	 the	 reasons	 for	 this	 are	 surely	personal;	 he	 was	 not	 a	 ‘peasant’	
poet,	and	did	not	see	the	land	in	the	same	way	that	John	Clare,	for	example,	
did.	But	it	is	also	the	case	that	enclosure	was	less	important	in	the	north	of	
England	than	in	the	arable	lands	of	the	southern	counties	(ibid.).

He	seems	to	have	a	point,	though	I	do	not	have	the	ability	to	evaluate	enclosure	
in	the	north	of	England	and	that	in	the	south	by	their	importance.	In	my	opinion,	
another	 reason	appears	 to	be	 important:	Wordsworth	might	have	a	 tendency	 to	
avoid	describing	corruption	in	local	communities	and	to	hide	it	intentionally.	
	 	 To	 argue	 this	 opinion,	 I	will	 consider	 the	meaning	of	 the	proposal	 and	
evaluate	it	 in	 the	historical	context	of	 the	Lake	Counties.	Then,	I	will	consider	
why	Wordsworth	 does	not	 utilise	 the	 experience	 in	 one	 of	 his	 major	 works,	
Guide to the Lakes	 (1810-35),	which	might	 indicate	his	disregard	for	 the	 issue	
of	the	enclosure	that	arose	during	his	life.	Incidentally,	in	this	paper	I	will	make	
use of the final edition (1835), because it was published after the 1824 enclosure 
proposal.	
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2.	The	1824	Proposal

  In this chapter, I will examine what the 1824 proposal means, after briefly 
explaining	about	it	and	Wordsworth’s	role	in	the	event.	
	 	 In	1824,	a	notice	suddenly	appeared	in	Kendal	newspapers	and	was	posted	
on	 a	 church	 door;	 it	 announced	 that	 an	 application	 would	 be	presented	 to	
Parliament	to	enclose	the	commons	and	wastes	of	Grasmere	and	Loughrigg	(both	
were	 in	Grasmere	Parish).	The	proposal,	 unheralded	by	prior	meetings,	was	
made	by	agents	for	Lady	le	Fleming	(the	owner	of	Wordsworth’s	house	at	Rydal	
Mount).	Its	cause	was	abuses	such	as	encroachments	on	the	commons	by	many	
people.	After	that,	meetings	were	held,	and	ultimately,	the	proposal	was	opposed	
and	abandoned	by	many	people	(Supplement	188-89).
  What role did Wordsworth play in all of this? He played an active role as 
advocate	of	enclosure	opposition.	The	reasons	for	his	opposition	were	that	many	
small	 proprietors	 could	 not	 bear	 the	 expenses	 of	 the	 enclosure	 and	 would	 be	
ruined,	and	that	 there	were	only	a	few	acres	of	 lands	for	cultivation	(ibid.).	As	
soon	as	he	knew	of	the	proposal,	he	met	the	main	prompter,	one	of	the	agents,	to	
get	a	hint	that	the	enclosure	proposal	might	be	cancelled	if	the	abuses	could	be	
prevented;	he	sought	solutions	while	appealing	to	Lord	Lonsdale,	the	manor	lord	
of	Grasmere,	for	help,	and	he	joined	the	meeting	in	which	another	proposal	was	
made	and	the	enclosure	was	abandoned	in	the	end.	This	proposal	was	to	“convert	
the	Common	into	a	stinted	pasture,	without	the	division	of	enclosure”	(Supplement	
188;	Later	304-05).
	 	 Next,	I	wish	to	consider	what	the	proposal	means.	Thinking	about	the	cause	
of	 the	 proposal,	 it	 seems	 that	 abuses	 could	 lead	 to	 the	 enclosure	 of	 commons	
and wastes. Were the abuses temporary acts? Wordsworth says in a letter to Lord 
Lonsdale	in	1825:

While	 I	 am	 persuaded	 that	 there	 is	 but	 too	much	ground	 for	 the	 alleged	
complaint,	and	that	it	is	not	a	pretext	to	cover	the	odium	of	the	proceeding,	
I	see	that	there	is	much	resentment	in	the	minds	of	those	who	have	suffered	
from	the	encroachments,	and	that	attempts	to	stop	these	abuses	(inveterate	
as	they	are)	will	be	impossible	(Supplement	188).
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Though	 the	 anger	 of	 local	 people	 shows	 repeated	 abuses,	 the	 words,	 “have	
suffered”	 and	 “inveterate”	 indicate	 that	 the	 abuses	 were	 chronic	 acts.	 In	 truth,	
abuses	are	likely	to	have	been	committed	at	Grasmere	for	more	than	100	years	
as	of	1824,	because	in	1704	the	manor	court	made	a	decision	to	prevent	an	abuse	
by stopping agistment and reaffirming the principle of levancy and couchancy 
(Searle,	Customary	141).	
	 	 To	explain,	 the	agistment	was	a	custom	at	Grasmere,	and	the	levancy	and	
couchancy	was	the	principle	which	many	manors	in	Cumbria	once	followed	and	
applied	to	their	commons.	This	principle	means	that	“no	more	animals	were	to	be	
put	on	the	common	in	summer	than	could	be	kept	across	winter	on	the	produce	
(or	 ‘vestures’)	 of	 the	 farm”	 (Winchester	 79).	The	 principle	was	 supported	 by	
various	 regulations:	 for	 instance,	 “tenants	were	 forbidden	 from	wintering	 their	
livestock	on	other	manors	 and	bringing	 them	back	 to	 their	 own	commons	 in	
summer,	thereby	increasing	their	share	of	common	rights”	(Customary	130).	On	
the	other	hand,	 the	custom	was	 that	 tenants	“could	 take	 in,	 for	a	 fee,	 livestock	
from	outside	their	manors,	as	long	as	they	did	not	exceed	their	allotted	numbers”	
(ibid.	131).	
	 	 To	 return	 to	 the	 abuse	which	 caused	 the	 decision	 in	 1704,	 the	 specific	
case	was	 that	 agisted	 livestock	 drove	 inhabitants’	 sheep	 from	 the	 common.	
But	 the	decision	did	not	end	the	abuse.	Some	tenants	 ignored	the	decision	and	
kept	 agisting,	 and	 disputes	 continued	 until	 1761,	 when	 this	 matter	 was	put	 to	
arbitration.	The	disputes	arose	not	only	in	Grasmere,	but	also	in	its	neighbouring	
manor,	Wytheburn,	because	the	tenants	bought	stints	on	Willy	Wife	Moor,	which	
bordered	 the	 commons	 of	Grasmere.	They	 then	 continued	 agisting:	 700-800	
agisted	 sheep	 poured	 into	 the	 commons.	Additionally,	 the	problem	of	 turbary	
came	 up	between	 Grasmere	 and	Whytheburn	 in	 1783	 and	 stirred	 a	 further	
dispute	(ibid.	140-01).	A	fence	was	built	between	“Grasmere	liberties	and	those	
of	Wytheburn”	around	1824,	when	 the	proposal	of	enclosure	was	made	 (Later	
304).	This	fact	suggests	that	abuses	had	continuously	been	committed	until	the	
time	of	the	proposal.
	 	 Finally,	I	will	point	out	an	injustice	in	the	connection	with	the	proposal:	an	
exaggeration	of	abuses.	Wordsworth	says	in	a	letter:
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The	Meeting	.	.	.	furnished	fresh	evidence	that	the	alleged	abuses	had	been	
greatly	 exaggerated,	 and	 that	 these	 abuses	 were	not	 the	principle	 motives	
with the few who first agitated the Question. . . . I do not think that the 
abuses were sufficient to call for a change in the case of Grasmere”	(sic)	(ibid.	
305).

Thus, there were selfish people who made false statements to get some benefits.
  In the end, what caused the abuses? It seems that selfish people appeared 
in the local community and that the manor court of Grasmere lacked sufficient 
authority	to	enforce	rules	and	maintain	control	of	the	commons.	Though	I	have	
said	 that	 the	proposal	 means	 that	 an	 abuse	 could	 lead	 to	 enclosure,	 Grasmere	
appears	 to	have	been	corrupt	 in	 terms	of	 its	 community	 system	and	 its	people	
for	a	 long	time.	Therefore,	fundamentally,	 the	proposal	seems	to	mean	internal	
corruption,	which	is	suggested	by	the	abuses	and	the	diminished	authority	of	the	
manor	court.	

3.	Enclosure	in	the	Lake	Counties

	 	 In	 the	 former	 chapter,	 I	 have	 indicated	 that	 abuses	 could	prompt	 the	
proposal	 and	 lead	 to	 enclosure,	 though	 the	 commons	 and	wastes	were	not	
enclosed. Was this kind of situation common or uncommon? In this chapter, I 
wish	to	place	the	proposal	of	the	year	1824	in	the	historical	context	of	the	Lake	
Counties,	while	citing	several	comparable	instances.	
	 	 C.	 E.	 Searle,	 an	 English	 historian,	 mentions	 the	 example	 of	 Great	
and	Little	Broughton,	which	 are	 located	near	Cockermouth,	 the	 town	of	
Wordsworth’s	birth:

It	suffered	‘trespasses	from	adjoining	Commons’	with	the	‘numbers	of	Cat-
tle	and	Sheep	put	thereon	by	People	having	no	Legal	Right’.	But	rather	than	
enclose	the	common,	as	they	were	being	pressed	to	do	by	the	Earl,	the	ten-
ants,	who	described	themselves	as	‘only	a	Poor	People’,	asked	if	they	could	
erect	a	boundary	fence	around	the	whole	common	and	established	a	system	
of	stints.	Whether	this	request	was	ever	acted	on	is	not	known,	but	if	it	was	
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it	clearly	proved	ineffectual	for	ten	years	later	the	common	was	enclosed	by	
Act	of	Parliament	(Customary	148-49).	

There	 is	 a	 similarity	 between	 this	 example	 and	 the	 1824	 proposal:	 abuses	 on	
commons cause enclosure. The people in this case chose to fence, and finally, 
enclose	the	common.	Their	actions	were	a	way	to	keep	their	rights	from	being	
violated	 by	 others.	 In	 other	 words,	 enclosure	 seems	 to	 be	 a	 defensive	 method	
for	 local	 people.	The	 people	 of	Grasmere	 and	 Loughrigg	 might	 choose	 not	
the	way	but	another	one.	Wordsworth	himself	appears	 to	have	understood	 that	
enclosure	might	be	a	way	to	solve	the	problems	of	commons,	though	he	did	not	
support	it.	Wordsworth	who	saw	the	anger	of	local	people	against	abuses	at	the	
meeting	says	 in	a	 letter	 to	Lord	Lonsdale:	“the	measure	may	be	proceeded	 in”	
(sic)	(Supplement	188).	Considering	these	words,	he	is	likely	to	have	known	that	
enclosure	could	help	local	people.
	 	 To	 cite	 another	 instance	of	 enclosure,	 it	 is	 the	 case	of	Wasdalehead	
commons.	Incidentally,	Wordsworth	went	to	Wasdalehead	many	times:	

Three tenants―Robert Fletcher, Thomas Tyson and William Ritson―were 
accused	of	persistently	carrying	more	sheep	on	the	commons	than	they	were	
allocated	by	 their	 stints,	 and	of	 over-wintering	 these	 sheep	on	 farms	 they	
rented	 outside	 the	manor.	 In	 a	 phrase	 that	 encapsulates	 the	 resigned	 and	
defensive	 spirit	behind	 the	acquiescence	of	 the	great	majority	of	Custom-
ary	tenants	in	the	enclosure	movement,	 the	tenants	at	Wasdalehead	agreed	
to	enclose	‘to	enable	such	as	the	parties	as	are	desirous	to	avoid	all	Abuses	
in future and to enjoy in Quietness and Without Oppression their respective 
Interests’	(Customary	150).

The	commons	here	were	also	enclosed	in	1808	due	to	abuses,	but	the	enclosure	
was	 led	by	 customary	 tenants	 rather	 than	 landowners.	 In	 this	 point	 there	 is	 a	
difference	between	 the	case	of	Wasdalehead	and	 that	of	 the	proposal	 in	which	
Wordsworth	 was	 involved.	The	 latter	 was	 prompted	 by	 agents	 for	 Lady	 le	
Fleming.	Actually,	 in	 the	Lake	Counties,	 customary	 tenants	 are	 likely	 to	 have	
been	the	instigators	of	enclosure,	rather	than	greater	landowners.	Searle	says:	the	
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tenants	prompted	enclosure	“because	it	offered	a	means	of	salvaging	the	remains	
of	their	use-rights	on	the	commons”	deteriorated	by	over-exploitation	as	a	result	
of	the	region’s	incorporation	into	national	livestock	markets	(Parliamentary	263;	
Customary	130-34).	
	 	 Judging	 from	 these	 two	 examples,	 the	 enclosure	 of	 Loughrigg	 and	
Grasmere	seems	to	basically	follow	the	general	pattern	of	enclosure	in	the	Lake	
Counties,	because	they	were	caused	by	abuses.	Therefore,	the	proposal	appears	
to	be	a	common	case,	but	 it	does	not	 seem	 to	be	a	 typical	one	compared	with	
the	others	 in	 the	 counties.	The	 tenants	were	 not	 the	 prompters	 of	 enclosure,	
though	the	situation	in	which	they	were	put	might	not	be	very	serious	and	they	
might	be	so	poor	that	they	could	not	prompt	the	enclosure.	Also,	the	case	of	the	
proposal	is	an	example	of	opposition.	Speaking	only	of	Parliamentary	enclosure,	
the	opposition	 is	not	 likely	 to	have	been	 strong	 in	Cumbria,	where	 there	were	
91	bills,	 7	 counter-petitions	 and	4	other	 forms	of	 opposition	 in	 1800	 to	 1824	
(Parliamentary	250).	Considering	 the	proposal	from	this	point	of	view,	 it	does	
not	appear	to	be	typical,	either.

4.	Enclosures	in	Guide to the Lakes

	 	 Finally,	 I	wish	 to	 examine	how	Wordsworth	puts	 the	1824	proposal	 into	
Guide to the Lakes.	Actually,	since	he	does	not	refer	to	it	at	all,	I	will	consider	
why he does not utilise it. After first analysing the descriptions of enclosures in 
the	guide,	I	will	consider	the	question.
	 	 In	Guide to the Lakes,	Wordsworth	 sometimes	describes	other	 enclosures	
in	 the	Lake	District.	For	example,	he	depicts	 the	enclosures	which	are	 located	
at	Ullswater,	where	he	went	with	his	sister	in	1802	and	composed	“I	wandered	
lonely	as	a	Cloud”	in	1804-1807	(Dorothy	85;	Fenwick	109-10):

The opening on the side of Ullswater Vale, down which this Stream flows, 
is adorned with fertile fields, cottages, and natural groves, that agreeably 
unite	with	the	transverse	views	of	the	Lake;	and	the	Stream,	if	followed	up	
after	 the	enclosures	are	 left	behind,	will	 lead	along	bold	water-breaks	and	
waterfalls	to	a	silent	Tarn	in	the	recesses	of	Helvellyn	(Guide	38).
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Here	Wordsworth	 describes	 the	 surrounds	 of	 Ullswater.	 In	 this	 description,	 he	
does	not	pay	special	attention	to	the	enclosures.	In	a	word,	the	enclosures	here	
seem	to	be	an	unremarkable	part	of	the	situation.	
	 	 In	fact,	the	Guide to the Lakes	is	a	history	book	on	the	district	as	well	as	a	
travel	guide.	Consequently,	Wordsworth	also	describes	enclosures	in	the	history	
of	the	district,	while	explaining	the	settlement	of	people:

The	 enfranchised	 shepherds,	 or	woodlanders,	 .	 .	 .	 with	 the	 permission	of	
his	lord,	encloses,	like	Robinson	Crusoe,	a	small	croft	or	two	immediately	
at	 his	 door	 for	 such	 animals	 as	he	wishes	 to	protect.	Others	 are	happy	 to	
imitate	his	example	.	 .	 .	and	thus	a	population,	mainly	of	Danish	or	Norse	
origin,	.	.	.	crept	on	towards	the	more	secluded	parts	of	the	valleys.	Chapels	
. . . are first erected in the more open and fertile vales, . . . after a period, 
as	 the	 settled	population	 increases,	 become	mother-churches	 to	 smaller	
edifices,	 planted,	 at	 length,	 in	 almost	 every	 dale	 throughout	 the	 country.	
The enclosures, formed by the tenantry, are for a long time confined to the 
homesteads;	and	 the	arable	and	meadow	 land	of	 the	vales	 is	possessed	 in	
common field; the several portions being marked out by stones, bushes, or 
trees:	which	portions,	where	the	custom	has	survived,	.	.	.	to	distribute;	but,	
while	the	valley	was	thus	lying	open,	enclosures	seem	to	have	taken	place	
upon	the	sides	of	the	mountains	(sic)	(ibid.	66-67).

Here	Wordsworth	explains	how	local	people	built	enclosures	over	a	long	period	
of	 time.	 In	 a	way,	 enclosures	 appear	 to	 be	one	of	 several	 types	 of	 historical	
buildings,	which	 suggest	 the	human	history	of	 the	Lake	District.	Therefore,	 it	
seems	that	enclosures	are	portrayed	by	Wordsworth	as	a	part	of	both	the	situation	
and	history	of	the	district.	
	 	 Furthermore,	Wordsworth	appears	to	attach	sentimental	value	to	enclosures,	
while	worrying	over	the	rapid	changes	of	inhabitants	and	situations	in	the	Lake	
District:	

The	 consequence	 then	 is － that	 proprietors	 and	 farmers	 being	no	 longer	
able	 to	maintain	 themselves	 upon	 small	 farms,	 several	 are	 united	 in	 one,	
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and	 the	buildings	 go	 to	 decay	 or	 are	 destroyed;	 and	 that	 the	 lands	 of	 the	
estatesmen	being	mortgaged,	and	the	owners	constrained	to	part	with	them,	
they	fall	into	the	hands	of	wealthy	purchasers,	who	in	like	manner	unite	and	
consolidate;	and,	if	they	wish	to	become	residents,	erect	new	mansions	out	
of	the	ruins	of	the	ancient	cottages,	whose	little	enclosures,	with	all	the	wild	
graces	that	grew	out	of	them,	disappear	(sic)	(ibid.	92).

In	Wordsworth’s	 prediction,	 enclosures	 are	 things	which	may	 vanish	 in	 the	
future.	Interestingly,	as	the	words	“ancient	cottages”	show,	the	“little	enclosures”	
are	 historical	 things.	Wordsworth	 is	 very	 interested	 in	 them,	 and,	 as	 the	 term	
“little”	 suggests,	 he	 seems	 to	 be	deeply	 attached	 to	 them.	But,	 they	 are	not	
structures that were built around 1835, when the final edition was issued. 
	 	 Next,	I	will	consider	why	Wordsworth	does	not	utilise	his	experience	with	
the	1824	proposal	in	the	guide.	Since	he	seems	to	have	gained	more	knowledge	
before	publishing	 the	 edition,	 he	 could	have	 explained	 that	 enclosure	might	
cause	the	decline	of	poor	inhabitants	who	could	not	afford	to	pay	the	expenses,	
and	that	it	could	destroy	the	beautiful	environment	of	the	district.	For	example,	
he	 states	 such	 an	opinion	 in	 a	 letter	 to	Lord	Lonsdale:	 enclosure	would	be	
“irreparable	 injury	 .	 .	 .	 to	 the	beauty	 and	 dignity	 of	 the	Vales	 of	Grasmere	 or	
Rydal”	in	1824	(Supplement	189).
	 	 In	my	opinion,	it	seems	that	Wordsworth	does	not	wish	to	reveal	corruption	
such	as	abuses	in	local	communities,	which	he	experienced	in	1824	and	which	
were	 the	 fundamental	 cause	of	 the	 enclosure.	This	 reluctance	 appears	 to	 be	
found	in	his	works,	as	Simpson	suggests:	“He	is	also	reluctant	.	.	.	to	attribute	the	
decline	in	the	well-being	of	the	statesmen	to	any	internal	corruption”	(86).	
	 	 For	 instance,	 in	 “Michael,	 a	 pastoral	 poem”,	 Michael,	 a	 yeoman,	 who	
spends	his	life	clearing	his	debt,	happily	lives	with	his	wife	and	son	at	Grasmere.	
But,	Wordsworth	makes	him	 incur	 another	 debt	 from	a	 world	 external	 to	 the	
countryside,	 the	 city,	 and	deprives	 him	of	 his	 son	 and	his	 hope.	Finally,	 the	
family	 vanish	 altogether.	Thus,	 since	 an	 external	 factor	 brings	 about	 their	
disappearance,	 the	poet	 seems	 to	 avoid	 explaining	 or	 blaming	 any	 internal	
problems	of	the	manor.	
	 	 Also,	 in	“The	Brothers”,	 two	brothers	 lose	 their	estate	and	sheep	after	 the	
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death	of	their	uncle	who	is	in	debt.	While	the	older	brother	Leonard	works	in	an	
external	 environment,	 the	 sea,	 the	younger	 brother	 James	 has	 an	 accident	 and	
dies.	Finally,	 the	yeoman	family	disappear	from	Ennerdale.	In	 this	poem,	what	
directly	causes	the	family’s	disappearance	is	an	external	factor:	James	seeks	his	
older	brother,	who	is	at	sea,	in	a	dream	and	dies,	and	the	family	vanish	from	the	
dale.	Wordsworth	does	not	attribute	their	disappearance	to	problems	in	the	local	
community.	
	 	 A	description	in	the	guide	also	has	the	same	tendency.	Wordsworth	explains	
the	 rapid	disappearance	of	 statesmen	and	 farmers.	He	 says	 that	 they	have	 two	
sources of income: their lands and flocks, and the domestic wool industry carried 
out	by	women	and	children.	But,	 through	 the	 invention	and	universal	usage	of	
machinery,	they	lose	the	latter	and	their	incomes	decrease	markedly.	They	enjoy	
benefits from the increased value of farm produce, but they can not make up for 
their loss. The women and children, who begin to work in fields, offer little hope, 
and	their	capital	is	small.	Consequently,	statesmen	and	farmers	can	not	maintain	
their	lives	and	disappear	(Guide	92).	Here,	too,	their	disappearance	is	ultimately	
attributed	 to	 an	 external	 factor:	 machinery.	Wordsworth	 does	 not	 discuss	 the	
internal	problems	in	the	Lake	District	which	have	been	mentioned	in	this	paper	
and which surely played a significant role. 
	 	 Thus,	it	appears	that	the	guide	displays	the	same	tendency	as	Wordsworth’s	
poems	do.	Wordsworth	does	not	utilise	his	experience	 in	1824	and	 is	 likely	 to	
avoid	describing	corruption	such	as	abuses	on	commons	 in	 local	communities.	
As	 a	 result,	 he	might	 depict	 the	historical	 enclosures	 alone	which	 constitute	 a	
part	of	the	beautiful	environment.	

5.	Conclusion

	 	 As	 has	 been	 pointed	 out,	 the	 Lake	 Counties	 are	 likely	 to	 have	 had	
experienced	 internal	 strife,	 as	 evidenced	by	 the	 abuses	 and	 the	diminished	
authority	of	manor	 courts,	 and	 enclosure	 appears	 to	have	been	 a	way	 to	 solve	
this.	 In	 other	words,	 enclosure	 in	Wordsworth’s	 lifetime	 suggests	 the	kind	of	
corruption	 in	 the	 district.	 It	 seems	 that	Wordsworth	 took	 note	 of	 this,	 at	 least	
in	regards	to	the	proposal	in	1824.	However,	it	is	likely	that	he	does	not	utilise	
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this	experience	 in	Guide to the Lakes	 (1810-35),	describing	old	enclosures	but	
avoiding	contemporary	internal	corruption.	Furthermore,	when	we	consider	the	
fact	 that	Wordsworth	composed,	 for	example,	“George	and	Sarah	Green”	after	
learning	about	the	tragedy	of	the	family	in	1808,	it	appears	odd	that	he	does	not	
put	 the	experience	of	 the	year	1824	 into	 the	guide.	Consequently,	he	 seems	 to	
intentionally	hide	the	corruption,	because	he	was	aware	of	it.
	 	 In	the	prose	work,	Wordsworth	argues	that	until	the	year	1775:

Towards	the	head	of	these	Dales	was	found	a	perfect	Republic	of	Shepherds	
and Agriculturists, among whom the plough of each man was confined to 
the	maintenance	of	his	own	family,	or	to	the	occasional	accommodation	of	
his	neighbour	(74).	

I	 do	not	 know	where	 this	 agrarian	 community	 without	 a	 manor	 lord	 was	 in	
the	Lake	Counties.	As	 I	 have	 indicated,	 there	 appear	 to	 have	been	 corrupt	
communities	 in	 the	district,	which	contrasted	remarkably	with	 this	community.	
Therefore,	around	the	latter	half	of	the	18th	century,	there	does	not	seem	to	have	
been	 such	a	community	 in	 the	district.	At	 least	Grasmere	 is	not	 likely	 to	have	
been	this	kind	of	community,	because	it	faced	the	abuses	on	the	commons	about	
that time. Thus, his argument might be a fictitious one and serve as a cover for 
internal	 corruption.	 In	 reality,	 the	beautiful	 district	 appears	 to	 have	had	 some	
selfish people “little differing from the man elsewhere” (Home	66).	
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Synopsis

	 	 William	Wordsworth	personally	experienced	a	proposal	 for	 the	enclosure	of	
commons	in	1824.	In	this	paper,	I	focus	on	the	proposal	and,	 through	history	books	
and	papers,	consider	some	questions:	the	meaning	of	the	proposal,	the	evaluation	of	it	
in	the	historical	context	of	the	Lake	Counties	and	the	use	of	his	experience	in	his	work,	
Guide to the Lakes.	
	 	 The	1824	proposal	appears	to	mean	corruption	in	a	local	community.	Around	that	
time, some people illegally used the commons and its manor court lacked sufficient 
authority	to	enforce	rules	and	maintain	control	of	the	abuse.
	 	 As	 regards	 the	evaluation	of	 the	proposal,	 it	appears	 that	 the	proposal	basically	
followed	 the	general	pattern	of	enclosure	 in	 the	Counties	because	 the	enclosure	
was	caused	by	 the	abuse.	But,	 the	proposal	does	not	 seem	to	have	been	 typical.	 It	
was	advanced	by	 the	agents	of	a	 landowner.	Generally	speaking,	customary	 tenants	
prompted	the	enclosure	of	commons.
	 	 Considering	 the	use	of	his	experience	 in	Guide to the Lakes,	 it	 seems	 that	
Wordsworth	does	not	make	use	of	it	in	the	guide.	He	describes	the	historical	and	older	
enclosures	alone	which	constitute	a	part	of	the	beautiful	environment.	
	 	 As	the	proposal	suggests,	enclosure	indicates	the	corruption	in	the	Lake	Counties.	
Though	Wordsworth	 is	aware	of	 this,	he	does	not	use	his	experience	 in	his	work.	
Consequently,	he	seems	to	avoid	describing	the	corruption	and	to	hide	it	intentionally.
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『眠れる森の王子』に於けるラティガンの技巧

――笑いとユーモア

落合　真裕

はじめに

テレンス・ラティガン (Terence	Rattigan,	 1911-77)	は幼い頃から劇場に通

いつめることで、観客がどのような展開を好み、またどのような状況に笑う

のかを肌で感じ取っていた。そして、25 歳にして英国演劇界に登場し、観

客たちを笑いの渦へと引き込む才能を遺憾なく発揮した。その結果 1,000
回以上の上演回数を記録した『フランス語入門』（French Without Tears,	
1936）、『お日様が照る間に』（While the Sun Shines,	1943）といったような作

品を残し、20 世紀を代表する英国劇作家としての地位を確立していった。

ラティガンのヒット作には、誤解、嘘、反復、逆転、誤算など笑いが生み

出される状況を豊富に含み笑劇的な印象を残す作品に仕上がっているものが

多い。フリューゲルは『ユーモアと笑い』の中で笑いの生じるすべての状況

は「優越者への転化」（4）	を内包していると定義づけているが、ラティガン

は幼い頃からの経験でこの「優越者への転化」の効用を熟知していたようで

ある。ラティガンの劇の笑いの対象となる人物は常にある物事に対して無知

な部分があり、それに対して観客たちはすべてを熟知している。当事者は無

知ゆえに努力が報われず期待通りの結果が得られないのに対して、観客たち

は次に何が起こるかを予測し期待通りの結果を得ることができる。そのよう

な両者の隔たりから観客たちを優越感に浸らせ、彼らに笑いをもたらすので

ある。ラティガンはそのような笑いの状況を生み出すために、観客の予測で

きる範囲で異なる階級や国籍を持つ人物たちをめぐり合わせ、各々の価値観

や考え方の衝突から理解を超えた事態が生じ混乱を招くよう仕向けている。

演劇研究家の一人喜志哲雄氏の言葉を借りれば「アイデンティティの混乱を

意識」（15）させられた登場人物たちの認識が及ばない事態が起こるのである。

今回取り上げる『眠れる森の王子』（The Sleeping Prince,	 1953）のストー

リーはジョージ	 5 世の戴冠式に参加するためにやってきた架空の国、カル

パチア王国のファミリー大公チャールズ	（The	Regent）、大公妃	（The	Grand	
Duchess）、ニコラス王（Nicolas）と、一人の踊り子を中心に展開していく。
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大公の一時的な性的欲望を満たす相手として公使館に招待されたことを知ら

ない踊り子のメアリー	・モーガン（Mary	Morgan）は、大公つきの外交官ピー

ター（Peter）と会話を進めていくうちに、徐々に一晩の癒しを与える女性

として自分が呼び出されたことに気付く。そして、彼の助けを借りて逃げ出

すことを試みるが、大公と出会いロマンティックな言葉で誘惑されると彼に

恋心を抱いてしまう。その後、大公妃、ニコラス王と面会し、一家が王室の

しきたりや習慣、社会的任務を果たすことを最重要視し、その結果家庭内に

愛情がなく夫婦仲、親子仲も冷め切った状態であることを知る。そこでカル

パチア王室の伝統やしきたりに無知なメアリーは、自分の尺度で物事を捉え、

大公に社会的役割を果たすことよりも愛情を表に示すように促す。そのよう

なモーガンの助言に大公は一旦困惑を見せるが、彼女の助言どおり次第に対

立する息子にも愛情を示すようになる。大公が愛情を示すようになると、こ

れまで確執のあった父と息子の関係は解消され、それと同時に大公は彼女に

カルパチア王国での優雅な生活を提供することを約束する。だが最終的にメ

アリーは彼の申し出を断りこれまでの生活に戻ることを決意する。

この作品の中で、主人公的存在であるメアリーと大公がこの劇の笑いの

対象となる人物である。一人はアメリカ人の踊り子で、もう一方はカルパチ

ア王国の大公という異なる国籍を持つがゆえに物事に対する両者の考え方に

大きなギャップが生じる。一方にとっては良識であっても他方にとってはタ

ブーであるという衝突から彼らは混乱し、その様子を見た観客たちには笑い

をもたらすという仕掛けになっている。ところが、この作品に登場する笑い

者たちは他の作品の登場人物たちのように何度も混乱に巻き込まれることは

なく、一度自分の認識を超えた事態が起こった後では、むしろ自ら笑い者に

なろうとし続けるのである。そこで、この笑い者になろうとする登場人物の

行為を通してラティガンの作り出す笑いについて考察してみる。

１．笑い者になることと大公の変化

笑い者となる大公を考える際に押さえておかなければならない点は、王で

ある 16 歳になる息子ニコラスとの対立関係である。劇中で大公は自分の存

在を脅かす反逆者として息子を認識しており、カルパチアの支配者でもあり

息子の支配者でもあることを主張し、社会的権力を振りかざして彼を自分の

手中に収めておこうとするのである。
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この父親と息子の関係はラティガンが処女作から何度も扱ってきたテーマ

の一つであり、実生活の中で常に自分の主張だけを押し付ける傲慢な父親フ

ランク・ラティガンとの関係を舞台上で再現していると言われている。この

父親との関係は作品によって描き方が異なり、不仲のまま終わることもあれ

ば和解して幕を閉じる場合もある。この作品ではメアリーから大公への助言、

働きかけにより彼らは表面的にではあるが和解することで幕を閉じている。

父親である大公は息子への戒めとして自分の政治思想に反論する者、即ち

ニコラスが擁護する者たちを次々と逮捕をしていく。その情報を聞きつけた

ニコラスは父親に激怒し、逆に王としての権力を行使して彼らの釈放を独断

で命ずるのである。お互いの存在を父と息子というよりも次期王と大公とい

う社会的地位や身分から捉えることで二人の不仲はより溝の深いものとなる。

異なる政治思想を持つとはいえ、そのような本来の親子関係以上に社会的存

在で互いを認識している彼らの光景を目にしたメアリーは、自分の理想であ

る愛に溢れた家族になることを繰り返し主張するのである。息子との関係に

行き詰まり怒りをぶつける大公とメアリーは次のような対話をしている。

REGENT.	 (angrily)	 I	am asking you―although, Herr Gott, I know what 
the	answer’s	going	to	be.	Something	about	his	not	having	enough	love	in	
his life, I suppose?

MARY.	(lightly)	Not	such	a	bad	guess.
REGENT.	(even more angrily)	And	Wolffstein,	whom	he’s	conspiring	with,	

and	 the	other	more	dangerous	one	 to	whom	he	sent	 the	message	 today,	
and	 Kaiser	Wilhelm	 who’s	 only	waiting	 for	me	 to	 be	 eliminated	 and	
Nicky	made	King	 in	order	 to	 start	his	war,	 and	all	 those	poor	dupes	of	
my	fellow	countrymen	who	are	shooting	at	my	policemen	this	evening,	I	
suppose,	all	of	them need more love in their lives, too?

MARY.	(removing her pearls)	I	shouldn’t	be	at	all	surprised.	(60)

初めはメアリーのお涙頂戴主義的考えは無意味で有用性がないと思って

いた大公は、彼女の感傷的な主張をまともに受け入れようとはしない。だが、

以前は息子のお気に入りの玩具の列車メカノをプレゼントするぐらいで、一

時的にでも不仲を解消できたのだが、息子が王であることを意識している今

では、以前にも増して事態が悪くなっていくだけであることを大公は次第に
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自覚していく。そして、最初は混乱を見せるが、異なる生活習慣や文化の中

で育ったメアリーの指示通り感傷的で愛情に溢れた人物となり、息子への愛

を表に出し始める。そして最終的にニコラスはメアリーの助言によりこのよ

うな父親の変化を受け入れ、表面的にではあるが和解に達するのである。大

公は社会的な立場からは決して理想的とは思えない人物になることで社会的

呪縛から解かれ、息子との関係の修復に成功したと言える。だが、彼がこれ

までの伝統や慣習を捨て去り、完全に異なるキャラクターを持つ人間となっ

たのではないことが次の引用からも明らかになる。

REGENT.		[ . . . ] Ah, Nicky, Nicky! I don’t know whether you realize how 
easy	it	is	to	break	a	father’s	heart.

(MARY moves behind the chair LC, watches this exchange interestedly, then 
surreptitiously shows the REGENT an attitude more indicative of heart-
break. He adopts it)	(63)

言葉では愛に溢れた父親に見せかけているが、実際はこのト書きから分かる

ようにメアリーの指示を受けてこれまでとは異なる父親、言い換えれば愛情を

惜しみなく表現する父親の役を演じているということが分かる。つまり、彼に

とっては笑い者となるような感傷的な人物に自ら進んでなっているのである。

この積極的に自分を笑い者にするという行為により、これまで理想的だと思っ

ていた威厳のある父親と、決して理想的ではない目の前の女々しい父親との間

のギャップから、見ているものたちに笑いを生じさせるのである。

また、このような演劇的行為により大公に大きな変化が現れている。敢え

て笑い者を自ら演じることで、現実に対する捉え方が変わってきている。

REGENT.	It	is	a	strange	phenomenon.	(He moves above the sofa)	I	do	not	yet	
quite	know	how	it	has	happened	to	me.	For	forty-three	years	I	have	tried	.	.	.	
(Excitedly)	There,	you	see,	Northbrook.	I	now	even	state	my	age	correctly.	[	.	
.	.	]	There	is	something	in	this	falling	in	love	that	frightens	me.(76)

自分が 43 歳であるという事実を口にしたことで、自分の弱点や欠点をあ

りのままに受け止め、現実と向き合える心の広さが彼の中に生まれ始めてい

ることが分かる。このことは息子との関係にも効果をもたらしている。メア
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リーの介入以前はニコラスの反抗的な態度に憤慨していたが、彼女の導きに

より、息子が父親の一方的な押し付けや身勝手さに反抗することは長きに渡

る伝統でありごく自然なことであると認識し、その精神を逆なでせず包み込

むように受け入れるようになるのである。つまり、政治思想や価値観の違い

から衝突を繰り返していたが、互いに異なる考えや主張を持っていることは

ごく自然なことであり、今まで気付いていたが受け入れられなかった現実を

容認し、息子を寛大な心で受け入れるのである。劇中では反逆者として逮捕

した人物を王は父親の命令に背き釈放するのであるが、そのような息子の反

抗心を許すだけではなく、愛情を表面に表し寛大な心であるがままの息子を

受け入れようとするのである。

その様子が次のようにニコラスによって語られている。

NICOLAS.	(crossing to R of Peter below the sofa)	Mr	Northbrook,	 is	my	
father quite well this morning?

PETER.	I	gather	so,	sir.
NICOLAS.	(in a stunned voice) He has just―embraced me.
PETER. Well―surely he has done that often before?
NICOLAS.	In	public,	of	course.	But	this	was	in	private,	Mr,	Northbrook,	in	

his	bedroom	with	only	his	valets	to	see	it.	And	he	called	me	his	darling	
boy.

PETER.		How	nice.
NICOAS.	It	is	most	suspicious.	He	was	asking,	too,	the	most	extraordinary,	

not	to	say	embarrassing	questions.
(PETER	looks blankly at Nicolas)
	 Was	 I	 not	 sometimes	very	 lonely,	 had	he	 always	been	a	good	 father	 to	

me, did I not feel the lack of love in my life? (He assumes from Peter’s 
blank expression that he has not heard)	Mr	Northbrook,	my father	asked	
if	I	did	not	feel	the	lack	of	love in my life? (74)

このように感傷的な父親になることで、これまで社会的な身分や任務に拘

束され抑えてきた感情を開放し、息子への愛情を素直に示すことによって、

ニコラスは父親を受け入れ最終的に和解に達するのである。

社会的に見れば笑いの種となるような人物になることは、もうひとつの人
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間関係にも影響を与えている。最初は混乱を巻き起こすだけの存在であった

が、結果的には人生の助言者または救世主とも言える存在となったメアリー

との関係である。大公は、単にロンドン滞在の僅かな空き時間の間に性的欲

望を満たす相手としてメアリーを公使館に呼び寄せ、誘惑しようとする。そ

して甘い言葉で彼女を口説き落とそうと試みるが、彼の願いとは裏腹に彼女

は寸でのところで眠り込んでしまい彼の試みは失敗に終わるのである。だが、

笑い者を自ら演じるようになって周囲に変化が現れ始めた劇の後半部分で、

二人は精神的にも肉体的にも結ばれるのである。

つまり、感傷的な男を演じていく中で現実を受け入れるようになり、息子

との不和を解消し、また国籍も社会的地位も異なるメアリーをも理解し、以

前には叶えられなかった願望を現実のものとし不可能を可能にすることに成

功しているのである。

　

２．笑い者とユーモアの精神

自ら進んで笑い者になることで現実をありのままに受け入れられるとい

う変化を見せていることは既に指摘したが、劇の最初と最後のメアリーと大

公のやり取りにはその違いが顕著に現れている。

空き時間の埋め合わせとしてメアリーを呼び寄せ、自分の都合に合わせて

彼女を意のままにしようと試みた大公は、自分の思惑とはまったく逆に自分

自身がメアリーの意のままに操られる。そして、試みは無残に終わり結果的

に公然と笑い者にされるのである。そのような本来あるべき姿とはかけ離れ

た姿をメアリーによって創り出され、笑いの対象にされたことに大公は憤慨

し怒りをぶつけて自己のプライドを固守しようとするのである。

REGENT.	[	.	.	.	]	The	mind	of	a	backward	child,	the	muscles	of	a	boxer	and	
an	 approach	 to	 life	of	 such	 stomach-turning	 sentimentality	 that	 I	 found	
myself, Northbrook, I found myself last night, uttering phrases which―
had any single one of them been overheard―would have made me the 
laughing-stock of Europe. And―to crown it all―and at the crucial mo-
ment―she is rendered [ . . . ]. (33)

このように自分の思うようにならないことが生じたり、あるいは自分の欠
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点を指摘された時など、事実とは認めたくないことが目の前に立ちはだかる

と自分の存在、アイデンティティを守ろうと怒りで相手を脅し権力を行使し

て攻撃しようとするのである。だが、この後メアリーの導きにより笑い者の

大公となって彼は演技を続け、劇の終わりでメアリーにカルパチア王国へ来

るよう伝えると、彼女はその申し出を断り再び彼の意思を打ち砕く。ところ

が、そこには先に引用した台詞の中にある怒りの感情を見せたり、自己防衛

に走る姿も描かれていない。むしろ穏やかに彼女の言葉を聞き入れ退場する

姿だけが残されているのである。また、自分が笑いの対象になっていること

を次のように言っている。

REGENT.	[	.	.	.	]	I	have	been	making	such	a	spectacle	of	myself	today.	Be-
having like a schoolboy and―this is so surprising―loving it. I see now 
suddenly	the	truth	of	all	that	you	have	been	saying	to	me	about	the	joys	
of	childishness.	It	is	exhilarating.	(80)

感傷的な父親という役を演じ自ら笑い者となることにより、受け入れ難い、

または認めたくない現実を受け入れるようになったと同時に、その笑い者にな

るという行為に楽しみを見出し、感情の開放が可能になったことで快感を得て

いることが分かる。言い換えればユーモアの精神が彼に生まれたと言える。

ユーモアについて『オックスフォード英語辞典』では “The	 faculty	 of	
perceiving	what	is	ludicrous	or	amusing,	or	of	expressing	it	in	speech,	writing,	
or	other	composition;	jocose	imagination	or	treatment	of	a	subject.” と定義され

ているが、この滑稽なことというのは無知な人間が創り出す愚かな状況も含

まれていると考えられる。福原麟太郎氏は彼の著書の中で、英国人のユーモ

アについて「人間は、汗みどろになり、額に青筋を立てて、その喜劇を愚か

にも大真面目で演じなければならない。それが人生なのだと、見きわめて

いる・・・現実の重みを転換させて、その重圧や執着から逃れるのは、英

国人としてみれば、それによってさらに新しい現実ととっくむためである」

（57-58) と述べている。大公も自らを愚かな人間として見せるユーモアさを

持ち、それによって自分の精神解放と結びついたのであろう。

大公はメアリーと出会い、互いの異なる価値観に戸惑いを見せ、一時混乱

状態になったが、メアリーの助言により笑い者と自らなった。即ち、人が最

も隠したいと思っている現実の一面、社会的自己ではなく人間的な愚かな側
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面を見せ喜劇を演じて見せている。その結果、彼は現実の重みを軽減し、新

たな現実へ取り組めるようになっている。つまり、理想的ではない自分を演

じるという行為はユーモアの精神を具現化したものなのである。

笑い者になる、または演技をするという行為とユーモアの精神との関係は

メアリーの行動や言動に焦点を当てることでよりいっそう明確になる。

３．メアリーの演技

大公は笑い者を一時的に演じていたと先述したが、同様にメアリーも始め

から一時的に演技をしていたことがはっきりと描かれている。幕開け間もな

く、メアリーは大公の一晩の相手として招かれたとは思わず、公使館での夕

食会に招かれた招待客の 1 人であると思い込んでいる。だが、舞台用語を頻

繁に引用し自分が演者であり、今置かれている場所がまるで舞台であるかの

ようにほのめかしている。

PETER.	He	is	addressed	as	Your	Majesty,	sire,	or	sir.	Now	have	you	got	all	
that straight?

MARY.	(moving up R of the sofa)	Gee.	I	don’t	think	so.	Altogether	far	too	
much	plot	in	far	too	little	time.

PETER.	 (puzzled) Plot? (He smiles politely)	 Oh,	 yes,	 of	 course.	A	 stage	
term.	(He moves to L	of Mary)	Oh,	and	one	other	point.	In	conversation	
with	royalty	only	speak	when	you	are	directly	addressed.

MARY. You mean wait for the cue before speaking the line?
PETER.	(moving behind the desk)	I	suppose	you	could	put	it	like	that.	(He 

looks through the window curtains)
MARY.	(moving up LC) Oh, God, I’m shaking. It’s worse than a first night. 

(4)

メアリーはココナッツガールと呼ばれる舞台の踊り子なので、そのことを

踏まえると芝居用語や舞台用語を日常生活の中で用いることは自然なことで

あると考えることも可能である。だが彼女の演技者としての態度は、その他

の場面にも現れている。
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MARY.	(with a step towards him)	Anyway,	my	darling,	whatever	happens	
always	 remember	 this.	Coming	out	of	 a	heavenly	dream	can	be	 a	 little	
sad,	I	grant,	but	that	doesn’t	make	the	dream	any	the	less	heavenly,	does	
it? Which is another way of saying, thank you, Your Royal Highness, 
from	my	heart.	(82)

メアリーはこれまで見せていた姿が夢の世界のものであり、本来の自分

の姿ではなく演技であること伝えている。そして、最終的に大公が息子と

の和解に成功した後でも、大公がメアリーへの想いを告げると彼女は	 “Oh	
dear! So this morning it’s for me to be the grown-up one, is it?”	(80)	と言ってい

る。つまり、社会的呪縛から解かれこれまでとは違う笑い者と自らなった大

公と同じように、これまで世間知らずでお涙頂戴の夢見る娘としての役を

意識的に演じていたことが明らかにされている。表面的にはおとぎ話に登場

するロマンチックな状況に夢見る純粋無垢な女性の姿を見せているが、実際

は酸いも甘いも知り尽くした大公よりも成熟した大人の女性としてラティガ

ンは描いているのである。そのことは大公が自分の思想や主張を常に正当化

し、一局面からしか物事を捉えなれないのに対して、メアリーは最初から多

角的なものの見方をしているという対照的な点からも窺える。メアリーは価

値観や信条や思想が個人によって異なり、万人に適用する思想などはないこ

とをしばしば指摘する。例えば、自分と政治思想が合わない連中を逮捕する

大公には	“That	means	that	you	don’t	just	go	about	arresting	people	because	you	
don’t	agree	with	their	political	opinions.”	(16) と各人がすべて異なり一つの枠

に納めることは不可能であると訴える。また、	“When	one	line	of	attack	fails,	
switch	 to	 another.”	 (62) と一局面から物事を捉えるのではなく多面的な捉え

かたをするよう周囲の人物たちに促す。

このようにメアリーは一見場違いで低俗でナンセンスな言葉を繰り返し

ている愚か者のようであるが、実際には単一的なものの見方しか出来ない大

公に、現実をよりよく生きてもらうために純粋な乙女を演じ物事の多様性、

多局面からひとつのことを捉えるよう導いていたのである。

場違いで愚かな少女を演じ終えた最後の場面では、彼女がいかに地に足の

付いた現実主義者であるかが描かれている。

MARY	waits at the door a moment then comes back into the room and wan-
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ders over to a corner where she finds her raincoat. She puts it on. Sadly 
she goes to the desk where she gathers up the three identical brooch cas-
es, and places them, one by one, in her handbag. Her two Orders of Per-
severance, first and second class, follow the brooches in and the handbag 
is closed. Then she gathers up the two photographs and walks towards 
the door. Half-way there she stops, turns and looks round the room with a 
slight smile. Then she firmly pulls up the collar of her raincoat and walks 
out. (82)	

カルパチア王室からもらった勲章という現実世界で価値のあるものは大

切に持ち帰り、また意志を固めてレインコートの襟を上げ退場していく姿

はまさに自分自身の役を終えて、現実世界へ戻って行くことを鮮明に表し

ていると言えるのではないだろうか。スーザン・ルシンコ (Susan	Rusinko)
はこのエンディングについてシリアス・ドラマの別の例も取り上げながら

次のように言及している。“Untheatrically	 theatrical,	 these	 endings	 in	 serious	
and	comic	dramas	alike	are	strikingly	effective	in	expressing	the	continuity	and	
resumption	of	life.”	(85)

おわりに

異なる習慣や文化を持つ人間たちが出会うことで、メアリーも大公も社会

で見せている自分の姿とは異なる笑い者になる、つまり自分自身を笑うとい

う行為を通して、実人生におけるユーモアの精神の重要性を強調しようとし

ていたと言えよう。この作品は中心的人物たちが社会で隠したいと思う部分

を見せ、決して理想的な姿とは言えない存在になっているために、理想と現

実のギャップから多くの笑い生まれ、結果的にファルス、あるいは軽薄な喜

劇として分類されてしまうことがある。だが、彼らのそのような演劇的行為

はユーモアの精神から生まれており、ユーモアの精神がある人こそ、より良

く人生を生きられることが彼らによって体現されているのである。

ラティガンにとっての笑いの根源は自分自身を笑い者とし、人生をより良

く生きる源であるユーモアの精神に基づいたものであり、そのことを大公と

メアリーの演技を通して描いたのではなかろうか。

大公が感情を解放し僅かの間演じることを楽しみ、より実人生を楽しいも
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のへと変えていったように、劇作家として観客に彼の舞台を観劇してもらう

こと、つまり束の間の劇作家との戯れを楽しんでもらうことで、苦悩や面倒

の多い現実をより楽しいものへと変えてもらいたい、という劇作家ラティガ

ンとしての想いも込められていたのかもしれない。
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Synopsis

Ratigan’s	Technique	in	The Sleeping Prince
	——Laughter	and	Humour

OCHIAI	Mayu

	 	 Early	 critics	 dismissed	Terence	 Rattigan’s	The Sleeping Prince	 (1953)	 as	 a	
trifling	drama	with	 qualities	 of	 farce,	 fantasy,	 and	 fairy-tale	 romance,	 and	 few	
scholars	 have	 fully	 acknowledged	 its	 significance	 in	 the	Rattigan	 canon.	This	
essay,	 however,	 will	 valorize	 The Sleeping Prince	 as	 an	 important	 transitional	
work	 illuminating	 the	outstanding	 techniques	Rattigan	uses	 in	his	dramas	which	
abound	with	humour.
	 	 One	of	 the	devices	 he	uses	 most	 often	 to	 generate	 laughter	 is	 the	 confusion	
caused	 by	 cultural	 and	 social	 differences	 between	 the	 characters.	 The Sleeping 
Prince	is	in	this	tradition	just	like	his	other	dramas,	but	with	completely	different	
consequences.	The	Regent	 of	 the	Carpathia,	 one	of	 the	main	 characters,	 is	
confused	by	the	cultural	gap	between	himself	and	the	American	actress,	Mary,	at	
the	beginning	of	the	drama,	and	is	perceived	by	the	other	characters	as	a	buffoon.	
After	this	confusion,	however,	the	Regent	deliberately	adopts	the	role	of	the	fool,	
unlike	the	characters	in	Rattigan’s	other	dramas,	who	never	realize	they	are	seen	as	
fools	until	the	end	of	the	plays.	The	Regent’s	theatricality	frees	him	from	his	social	
obligations	and	allows	him	to	express	his	feelings	freely	to	others.	His	transformed	
character	enables	him	to	consider	problems	from	various	angles	and	accept	reality	
as	it	is.	That	is,	he	starts	to	develop	a	sense	of	humour.	Thanks	to	this,	he	is	able	
to	reach	a	compromise	with	the	son	he	has	been	on	bad	terms	with	and	a	mutual	
understanding	with	Mary.	Rattigan’s	prime	concern	is	 to	show	the	importance	in	
life	of	a	sense	of	humour	through	the	character	of	the	Regent,	a	fool	by	choice.
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『リア王』の Nothing について

――『法華経』の「空」との比較において

　亦部　美希

１．序論

シェークスピア（William	 Shakespeare）作『リア王』（1605-06）1 の主

要なテーマの一つは “Nothing” である。悲劇の発端は、リアが王国を三人

の娘に彼への愛情の多寡で分けようとし、末娘コーデリアが “Nothing,	 my	
lord	”（1.1.84）と答えたことにある。リアは “Nothing	will	come	of	nothing”

（1.	 1.	 85）と答え、末娘の愛情表現を解さない。リアは怒りにまかせコーデ

リアを勘当する。一方、姉娘ゴネリルとリーガンはリアに取り入り国を二分

してもらう。しかし、二人はリアを裏切り、元国王の権威をも剥奪し嵐の夜

に追いだしてしまう。それに反し、リアを深く愛しているコーデリアは、夫

のフランス軍を頼みにリアを復位させるため戦争を起こすが、敗戦し殺され

る。救いなき悲劇（不条理演劇）と呼ばれる。『リア王』にはメインプロッ

トとしてのリアの悲劇の他に、サブプロットとしてのグロスターの悲劇もあ

る。グロスター伯爵は、庶子エドモンドの言葉に騙され、嫡子エドガーを殺

そうとする。逃げたエドガーはこじきに身を落とす。グロスターもエドモン

ドの策略にかかりすべてを失い、あげくの果ては、リーガンと夫コーンウォー

ルによって眼をくりぬかれてしまう。

『法華経』の「空」は広い解釈がなされるが、2 本稿は、以下第一、第二

の特徴的側面と、第三の、「空」を理解してはじめて解されるという『法華経』

（中 71，440-42）の、3 ものを見る姿勢について、特徴的表現を比較の対象

とする。第一、第二は、『佛教語大辞典』の「空」の意味の表現のうち、『法

華経』を出典とする箇所から引用した。第三は、『法華経』の文中の表現で

ある。第一の特徴は、自分の存在と世界についての想定が恒存的であるとい

う考えの否定である。第二の特徴は、破壊された後何もないことである。第

三の特徴は、あらゆるものに心の感覚が届くようにすることである。

本稿の目的は、このように『リア王』の悲劇の発端となった “Nothing” に

ついての思想と、『法華経』の「空」との共通点に着目し、両者が一致する
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点としない点を比較考察することにある。

2．『リア王』の “Nothing” と『法華経』の「空」との比較について

『リア王』で描かれる “Nothing” は『法華経』「空」に共通して、自分と世

界についての想定が恒存的であるという考えの、否定を意味している。第一

に、『リア王』の登場人物は、自分と世界の想定を失う、第二に、シェーク

スピアはこれに意義を見出している。

哲 学 者 で 詩 人 の サ ン タ ヤ ー ナ（George	Santayana） は、 著 書、

Interpretations of Poetry and Religion の“the	Absence	 of	 Religion	 in	
Shakespeare”の中で、シェークスピアが “Nothing” に意義を見出し、人間

の生命を、意味も設定（背景）も何もないものとして描いていると言う。

For	Shakespeare,	 in	 the	matter	 of	 religion,	 the	 choice	 lay	between	Chris-
tianity	and	nothing.	He	chose	nothing.	.	.	.	He	depicts	human	life	in	all	its	
richness	and	variety,	but	leaves	that	life	without	a	setting,	and	consequently	
without	a	meaning.（152-154）

第一に、たしかに、『リア王』では、リアとグロスターは設定や意味を失い、

その状況は “Nothing” と表現されている。仔細は次の通りである。王座を得

たゴネリルが、リアをこれまでのリアのように扱わない時、リアの自己の想

定は崩れ始める。リアは “This	is	not	Lear:	.	.	.	,”（1.4.233）	“Who	is	it	that	can	
tell me who I am?”（1.4.238）	“.	.	.	for	by	the	marks	of	sovereignty,	knowledge,	
and	 reason,	 I	 should	be	 false	persuaded	 I	 had	daughters.”	（1.4.241）	と述べる

からである。そして、このような状態のリアは、道化に “thou	 art	 nothing”	
（1.4.202）と称されるからである。さらに、盲目のグロスターが、エドモン

ドに裏切られたことと、自分が殺そうとしたエドガーに何の罪もないことを

知った時、グロスターは生きる場所（世界）について、設定と意味を放棄し

ている。なぜならば、グロスターは行くべき道を求めず、（たとえ目が見え

ていたとしても）現実世界を見ることを放棄しているからである。グロスター

は “I	have	no	way,	and	therefore	want	no	eyes	.	.	.”	（4.1.18）と述べる。結果と

して、リアは “Nothing” の、グロスターは “No	way” の状態に陥る。

第二に、『リア王』は “Nothing” から “Everything” を追求する意義を持つ
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劇である。例えば、盲目のグロスターが “I	 have	no	way,	 and	 therefore	want	
no	eyes;	 I	 stumbled	when	 I	 saw”（4.1.18-19）“Our	means	 secure	us,	 and	our	
mere	defects	/	Prove	our	commodities.”（4.1.20-21）と述べるからである（122）。
これは、人は行くべき道を求めない時、生きる場所（世界）についての想定

を放棄するとき、つまずかなくなるとの表現である。つまずかなくなること

とは、すべてが見えていて想定外の障害に出会わなくなることである。

その証拠に、下記のようにリアは “Nothing” になった後に、グロスター

はエドモンドの奸計を知り	 “I	 have	 no	way” と感じた後に初めて、見えるも

の、感じるものが増えていく。真実が見えてくる。以下グロスターの台詞 “I	
have	heard	more	since:” はこれを強調している。

LEAR.	.	.	.	.	O	I	have	ta’en
	 Too	little	care	of	this	.	.	.	.
	 Expose	thyself	to	feel	what	wretches	feel,
 That thou mayst shake the superflux to them 
	 And	show	the	Heavens	more	just.（3.4.32-35）

GLOUCESTER.	I’	th’	last	night’s	storm	I	[a	beggar-man]	saw
	 Which	made	me	think	a	man	a	worm.
　　　　　　	 　　.	.	.	;	and	yet	my	mind
	 Was	then	scarce	friends	with	him.	I	have	heard	more	since:（4.1.32-35）

 Let the superfluous and lust-dieted man, 
	 That	slaves	your	ordinance,	that	will	not	see
	 Because	he	does	not	feel	.	.	.	.（4.1.	67-69）

上記のように、リアとグロスターは共通して、これまでものの区別などを

想定したために、関心をもたなかった “wretches” や “a	 warm” とされる人々

に共感し始めているのである。	従って、『リア王』において、“Nothing” の

表現は「空」と共通し、自分や世界の存在についての想定が恒存的であ

るという考えの、否定を意味している。シェークスピアはこれについて、

“Everything”に向かって視野が広がるとの、意義を見出している。

多くの批評家が『リア王』の思想のうちに、言葉、価値の世界など、世
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界や自分についての恒存的な考えについて、シェークスピアの奥深い意識が

見られると、指摘してきた。スカルスキー（Harold	Skulsky）は多くの批評

家がコーデリアをキリストになぞらえる点を指摘する。キリストのコーデリ

アは、ものの価値を値段から尊厳へ、外的価値から内的価値へ再定義すると

いう（Skulsky12）。たしかに、コーデリアの多くの台詞は、スカルスキーの

引く聖書の言葉に似つかわしい。スカルスキーの挙げている一例は次の通り

である。“He	that	hath	helps	[Lear]	take	all	my	outward	worth”（4.	4.	10）は

“Is not the life more worth than meat and the body more of value than raiment?”
（Matthew	6:25）と一致する（13）。他方、シェークスピアが仏教から影響

を受けていないのは明白であるが、仏教が言葉を含む一切を「空」とする

点は特異であり、一考に値する。思想家の岡は哲学的見地から東西の無の

イメージを相対化しつつ、仏教史的「無」「空」と、『リア王』の “Nothing”
の類似点を挙げた。救出にきたコーデリアに許しを請うリアの台詞、“I	 am	
a	very	foolish	fond	old	man,	.	.	.”	“I	fear	I	am	not	in	my	perfect	mind”（4.7.60,	
63）「俺は愚かな老いぼれ、・・・気も確かとは言えぬらしい」（156）を、5

岡は台詞の意味を追って、仏教文化の、「空」や「無」のイメージと結びつ

ける（102-06）。『仏教語大辞典』によると、「空」とは「存在するものには、

自体、実体、我などとうものはないと考えること」、「自我の実在を認め、あ

るいは我および世界を構成するものの永久の恒存性を認める誤った考えを否

定すること」である（278）。無とは「経験以前、知識以前の純粋な人間の

意識」である（『大辞典』1311）。故に、岡は、リアが己を「愚か」と思い、

気が確かでないと感じることが、自分と世界への認識の正しさを認めない点

で、「空」「無」の思想に近いとするのである。ヴァーモント大学名誉教授の

ハウ（James	Howe）はシェークスピアの思想と仏教思想が重なりあってい

る点を挙げている。ハウは、リアが自分の持っていた自己と世界についての

想定を失うことで、仏教の理想の囚われのない状態に向かっていると述べる

（182-84）。たしかに、リアは、王としての自己が破壊された後、人が皆同じ

けものであると述べるなどして（3.	 4.101-108）、権威や社会的慣習にとらわ

れなくなっていく。

ブルック（Peter	Brook）は、「空」の思想「我および世界を構成するもの

の永久の恒存性を認める誤った考えを否定すること」が、『リア王』の中に

読み取れる可能性を、髣髴とさせる。ブルックは人間が日常生活と、想像世

界の二つの世界で生きていることをシェークスピアが感じていると述べるか
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らである。

	 	 Shakespeare,	knowing	 that	man	 is	 living	his	everyday	 life	and	at	 the	
same	time	is	living	intensely	in	the	invisible	world	of	his	thoughts	and	feel-
ings,	developed	a	method	 through	which	we	can	 see	at	one	and	 the	 same	
time	the	look	on	the	man’s	face	and	the	vibrations	of	his	brain.（The	Shift-
ing	Point84）

さらに、ブルックはシェークスピアの洞察力の深さに共鳴する。エドガー

が自殺を図る盲目の父グロスターを救うため、父に平地を崖と思い込ま

せ、安全に身投げさせる場面に、次のように言及するからである。“When	
Gloucester	imagined	to	suicide	down	the	cliff,	he	does	not	see	the	cultural	and	
factual	world	in	blindness,	darkness	but	the	imagined	world.”（Reeves	320,	an	
interview	with	Peter	Brook）このように、ブルックは現実世界と縁を切った、

グロスターの中の、想像的世界の一人歩きを表現する。従って、ブルックの

説は、観客が恒存的で当然とする現実なるものが、実際、想像世界にしかす

ぎないことを感じさせる。『法華経』の「空」の説は、想像的世界が現実世

界そのものの表現であるとの考えを疑う点で、上記ブルックの説に共通する。

『法華経』の原文「愚かさのために盲目となっている人々はかの生まれつき

盲目の男と同じであると見做されるべきである」（『法華経』上 293）、「眼を

閉ずれば則ち得、眼を開けば則ち失う」（7）6 などの「目がみえなくなって

真実がみえるようになる」というパラドックスの表現は、盲目のグロスター

の表現と同様であり、日常と離れ、想像的世界の存在を注視する表現のメカ

ニズムだからである。

これと同様、イーグルトン（Terry	Eagleton）の説では、『リア王』は歴

史や文化に見られるような、人の想像的傾向が、行き過ぎて物質的生活

そのものを侵害することを描いているという（76-83）。たしかに、劇中で

は、リアは王の威厳や権威という、目に見えぬ想像的なものを守りたいため

に、これを傷つけるわが子ゴネリルを心底、呪うのである。“Blasts	and	fogs	
upon thee!/ Th' untended woundings of a father’s curse/ Pierce every sense about 
thee!”（1.4.308-10）	
『リア王』を題材にした黒澤明の『乱』（1985）も、自分と世界への想定

の失敗という盲目さのために、物質的生活で破滅していく様子を表現してい
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る。まず、『乱』は盲目の男が仏の絵姿を誤って落とすところで終結し、『乱』

は『リア王』同様、秀虎（リア王）の息子たちが破滅に向かう筋である。次

に、これを平山（ケント）は「人間は幸せよりも悲しみを、安らぎよりも苦

しみを追い求めているのだ」と締めくくり、盲目の男は、その「人間」を象

徴するからである。

ブライズ（R.H.Blyth）は、著書『禅と英文学』（1942）で、「空」と似つ

かわしい、禅の思想を『リア王』に読み取っている。本稿は、ブライズが禅

の思想をいかに『リア王』の中に読み取っているかを記述し、その思想と

「空」の共通点を論述していく。第一に、ブライズは禅の観念を次のように

説明し、それは「空」と似つかわしい。“I	lived	in	the	Mind,	not	in	the	world	
of	particulars.	 I	by	myself	perceived	Truth.	 	 .	 .	 .	 ,	 to	 see	all	 things	as	 spiritual	
beings,	above	all,	myself	as	such.”（147）	すべての存在を “spiritual	beings” と

することは、存在するものに実体を認めない点で、「空」の説「存在するも

のには、自体、実体、我などとうものはないと考えること」（『大事典』278）
と一致している。第二に、ブライズは、リアが嵐の夜、何もかも失った時の

台詞を引用しつつ、以下のように述べている。

.	.	.	Lear	says,	

	 	 The	art	of	our	necessities	is	strange,	
	 	 That	can	make	vile	things	precious.

The absolute value of things is infinite; our minds, which change according 
to	our	necessities,	decide	that	things	are	vile	or	precious.（431）

上記のように、ブライズは、すべての存在を心の想像の出来事とし、それ

を恒存的な存在や実体と誤解したり，囚われたりしなければ、物事の価値が

無限にあるこという、禅の思想が『リア王』に盛り込まれていることを読み

取っている。ブライズは上記『リア王』の中に恒存的な存在や実体があると

誤解しない考えを読み取っていて、それは「空」の説でもある。

本稿は以上の先行研究をふまえ、このようなシェークスピアの “Nothing”
についての思想と、『法華経』の「空」の思想に、以下の関連性があること

を論述する。	
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コーデリアの “Nothing” は、これに類似する台詞 “No	cause”（4.	 7.	 75）
を使うことで、劇全体の主題と一貫性を保っている。

リアが姉娘たちにけもののように捨てられ、もうリア王でなく “Nothing”
であると称される中、リアは、救出に来たコーデリアに、彼女が自分を憎む

「理由」“cause” があると言う。しかし、コーデリアは「理由はございません」

“No	cause” と答え、劇の冒頭で “Nothing” と愛情を示した同じ方法で、何も

言葉で言うことはないことを、示すからである。

このように、“Nothing” の表現の意味が深まる点は、上記のようにリアが

コーデリアと同じ境遇になった時、コーデリアが理由無くリアを愛すること

にある。コーデリアが劇中のリアと同じ悲惨な境遇を経て、“No	cause” とい

う “Nothing” と関連する台詞を述べるが、同じ境遇を味わうリアとの対話を

通して具体的に表現されているからである。

コーデリアは愛する父リアに、呪われて勘当される。リアは、誰もがそう

であるように最も愛されたいにもかかわらず、愛されないもっとも見下げ果

てた人間に成り下がり、自分が犯した誤りに気づき始めコーデリアにいう。

“Pray	you	now,	forget	and	forgive	:	I	am	old	and	foolish.”（4.7.84）と言う。そ

の結果、リアは “Everything” は “Nothing” から生まれることを身をもって悟

る。なぜならば、この時、コーデリアが理由なくリアを愛し“No	cause”と述べ、

理由なき愛情はすべてのものに注ぐことのできる愛情だからである。

3．『法華経』の「空」の思想

まず、『リア王』と『法華経』の比較考察にあたって、下記シュミットの

言説を参考に、仏教の経典『法華経』の、実際性という点のみを考察する。

思想家のクルト・シュミット（Kurt	Schmidt）は仏教そのものの実用的側

面についてこう説明する。「ブッダが人類に遺産として残した教えは、何ら

神である世界創造主や．．．宗教的な教義や教理も知らない」、「（むしろ）宗

教的な教義を．．．信心深く受け入れることをするなと注意したのである」、

「（仏教は）宗教という語が伝来の意味で用いられるかぎり、（宗教）とは言

えない」（シュミット（Kurt	Schmidt）,	 9.	ズィークムント（中村友太郎訳）

10）と述べるからである。

次に、『法華経』が理想とする「空」などの思想につき、本稿は実践的な

三つの特徴を取り上げ、比較考察の対象とする。『法華経』の「ないこと」
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の思想である。「空」は「すべてもものは・・・直接的、間接的諸条件によっ

て現在あるようなものになったのであるから、そこに本体ないし実体と称す

べきものがない」	（『法華経』中 367）ことである。7 ここから、本稿は実践

的な三つの特徴を取り上げる。第一の特徴は、自分の存在と世界についての

想定が恒存的であるという考えの否定であり、「自我の実在を認め、あるい

は我および世界を構成するものの永久の恒存性を認める誤った見解を否定す

ること」（『大辞典』278）である。それは「一切のものは同じで、本体がな

く、本質的に相違のないことを知り、またこれらのものを望まず、また、そ

のいずれをも決して区別して見ない」	（上 299）ことであると考えられる。8

第二の特徴は、「破壊された後、何もないこと」（『大辞典』278）である。「空」

は「有無等の対立を否定する」ものの見方をして（『大辞典』278）、「破壊

された後、何もないこと」という意味を含むのである。第三に取り上げる、『法

華経』の特徴は、世界の人々などに共感できるようになることである。具体

的には、心の届く範囲を延ばすことである。また、『法華経』に登場する「完

全に清浄」な肉体は鏡のように世界を映し、本人はそのすべてを見るが、清

浄な体を持たない者は他者の姿や世界が見えない。共感できないものは見え

ないのである（下 119-121）。

4．『リア王』の“No	cause”の思想と「空」の思想の関連性について

次にシェークスピアの “Nothing” の思想の表現と、「空」の特徴的表現、

それを表す『法華経』の比喩表現等を考察し、本質的に一致する点と、相違

点を探っていきたい。『法華経』が存在などものの区別を否定するのと同様

に、リアも自分や世界についての区別を失っていく。リアは、最初に人間と

けものの区別、次に罪人と罪なき被害者の区別を失う。第一の、リアの、自

分と世界についての区別の喪失は、自分が人間と認められるか、下劣な獣と

認められるかどうか区別し、その区別を失うことにある。リアが区別を失う

ことは、『法華経』原文の「良医の譬喩（アウパミア）」の表する、第一の「空」

の特徴、自我と世界について恒存的だと思っていた考えを覆す点、第二の破

壊された後、何もない点、第三の心の感覚を伸ばす点に共通する。

リアは自分が高貴な人間であって、賎しいけものとの違い（区別）がある

ことを自負している。その証拠は、二人の姉娘らが権威を笠にきて、リアの

お付きの騎士の数を減らす競の場面で現れる。リーガンの「（騎士が）一人
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でも必要かしら」の最後の一声に、リアが次のように言う。

O,	reason	not	the	need;	our	basest	beggars	
Are in the poorest thing superfluous.
Allow	not	nature	more	than	nature	needs.	
Man’s	life	is	cheap	as	beast’s.（2.	4.	266-69）

この台詞は、高貴な人間と賎しいけものとは違うとの区別こそが「余計なも

の」であること、そして、「余計なもの」へのリアの執着心を明らかにしている。

『法華経』の「良医の譬喩」（下 23-29）の目的は、「仏の寿命の久遠常住」

の開眼であり（下 455）、注釈者は、「（述べられている）仮定の事実は、実

に下手」と主張している（下 387）。本稿はここに、他の意味も込められて

いることを読み取る。それは、愛されない、頼るものがないなど「何もない

こと」が、想像世界の、自我と世界の恒存的な定義のないことを、悟る契機

であるという意味と、「心の感覚」を延ばすという意味である。

釈迦如来を表す「良医」は、毒で意識が転倒していて薬を飲まない子供た

ちに、薬の色、味、香よさを理解させ、服用させようと、自分が死んだと告

げる。病苦の子供たちは「慈しんでくれた、ただひとりの人」（『法華経』下

27）が死に、頼るものがないと述べ、薬を飲み正常になる。さらに、比喩の

説明で、釈迦如来は「人々は理性が転倒して愚かであり、余（釈迦如来：真

理）がそこに立っているにわからず、余を見ることができない」（下 31）と

述べている。これは頼るものがなくなり、追い詰められはじめて、「空」の

第一の特徴「恒久と思った、世界と自分への考えを、捨てること」ができる

ことを意味すると考えられる。「世界と自分への考え」が恒存的だと思って

いることは「意識の転倒」だからである。また、薬を飲んで回復した状態に、

『法華経』の第三の特徴、「心の感覚」を延ばそうとする理想が読み取れる。

なぜならば「慈しんでくれるただひとり」さえ失った境遇が、子供たちに薬

を飲むことを、迫る比喩だからである。即ち、かわいい自分が、そのように、

愛されないもっとも見下げ果てた境遇になることで、自分を愛したいために、

誰のことも愛する・愛さないと区別したくなくなる「空」の理想に近づくか

らである。

他方、リアが区別を失っていく表現は、リアがゴネリルらに、嵐の中閉め

出され、“Take	physic	pomp;	/	Expose	thyself	to	feel	what	wretches	feel,/	That	
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thou mayst shake the superflux to them. , . . . ” （3.4.33-35）	と述べる点で、上

記比喩の表現と本質的に一致する。

具体的には、リアが嵐の中けもののように閉めだされ、身の回りのものが

「破壊されて何もない」けものの境遇を、上記の比喩のように “physic	pomp”
とするからである。けもののようなこじきエドガーを「真理の導き手」のよ

うに、“my	philosopher”	（3.	4.176）	（意味 “one	versed	in	moral	and	intellectual	
science”	Shakespeare Lexicon and Quotation Dictionary	859）	と呼ぶからであ

る。リアは裸に近いあわれなエドガーを見て、人間は所詮、あわれな二本

足のけものである（3.4.101-108）と、「恒存的区別の否定」の真理を学び、

どこにでもいるあわれな人々（Poor	naked	wretches,	whereo’er	 [they]	are	（3.	
4.	 28））の憂えに気づき始めるからである。（LEAR“―O, I have ta’en / Too 
little care of this!―”（3.4.32-33）これまで知らなかった人々の思いに気づい

て、心の届く範囲を延ばしている。

まず、“physic	 pomp” のけものの境遇は、「空」の破壊された後何もない

ことに共通し、リアが “Nothing” のようなどうでもいいもののように、嵐の

夜追い出されたことである。また、“physic	 pomp” のけものの境遇の表現は

上記の比喩と違い、誰からも愛されない状態でなく、娘に愛されず捨てられ

るような価値の人間であるという、絶望（「何もない」状態）である。その

証拠に、シェークスピアは道化を用いて、リアが、リアでなく「リアの影法師」

“Lear's	 Shadow”（1.4.239）であると表現し、劇中でも、王でなくなったリ

アは、父でもなく、女王の友人でもなく、人間でもなく、“Nothing” であると、

表現される。ゴネリル、リーガンはリアに別に屋敷にいてほしいとは思わな

い。リアの行き場は、嵐に住むけものの境遇だからである。次に、第三の「心

の届く範囲を延ばすこと」について、『リア王』と以下のように本質的一致

が見られる。上記引用で、リアがあれほどなりたくなかったけもののような、

こじきのエドガーを、自分の分身のように思って、“Didst	thou	give	all	to	thy	
daughters?”（3.4.50）と尋ねるからである。そして、リアは、「空」の第一「自

分と世界への恒存的区別」の否定に共通し、エドガーを “my	philosopher” と

呼ぶ。つまり、シェークスピアはエドガーをリアの “philosopher” とし、そ

の真理の姿は二足獣なのである。この真理の二足獣は、区別の全くなくなっ

た人間の状態を意味し、日常的世界観の払拭の結果である。その証拠は次

の通りである。「他の動物から借りなければ」人はけものにすぎぬとの表

現（	[beggar	Edger]	ow’st	the	worm	no	silk,	.	.	.”	“unaccommodated	man	is	no	
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more	but	such	a	poor,	bare,	forked	animal	as	thou	art.	Off,	off,	you	lendings	（3.	
4.	106,	109-12））は、他の動物の皮の多寡を、愛や名声に置き換え双方競う、

日常的世界観に言及している。また、けものになくて、人間にあるこれらの

ものをシェークスピアが「余計な」と表現して（3.	4.	33-35）、上記の恒存的

区別をよしとしていないからである。

しかし、リアが、この後も罪人と罪なき自分という新たな区別の世界観を

抱いている点で、「空」についての３つの特徴と、完全には一致していない。

なぜならば、リアは自分を殺そうとした非情なゴネリルらに比べ、自分のこ

とをまだそこまで愛されぬ人間だと思っていないからである。故に区別する

余裕が残っているからである。リアの善悪の区別については、リアは自分を

かわいそうな「罪を犯した覚えのないもの」と区別して保護する（―I am a 
man	/	More	sinn’d	against	than	sinning（3.	2.55）。自分の分身の、かわいそう

な人々を作り出す “.	.	.	thou	bloody,	/Thou	perjur’d,	and	thou	similar	of	virtue/	
That	are	incestuous”（3.2.	53-54）などの罪びとの罰を、嵐の中見えない神々

に依頼する。

第二に、リアのさらなる理性を失う物語は、自分と世界について考えてき

た物語を失う物語である。第二の区別の喪失は、「良医の譬喩」同様、自分

に生死の危機をもたらした破壊者が、自分と同じ性質の人間であると認める

という精神的破壊（「破壊されて何もないこと」）によって訪れる。区別でき

ない境遇になる。ゴネリルらがリアを閉め出す罪を犯したように、リアが無

実のコーデリアを無一文で追放した罪に気づくからである。嵐の折「罪を犯

したもの」に、自分がなってしまい、依頼した神々の罰が自分にふってくる

からである。

精神的破壊の訪れた証拠として、以下のように罪人の範疇に、自分が入っ

ている危機を感じている。リアを救出にきたコーデリアに、リアは次のよう

に告げる。

If	you	have	poison	for	me,	I	will	drink	it.
I	know	you	do	not	love	me,	for	your	sisters
Have,	. .	.	done	me	wrong;
You	have	some	cause,	they	have	not.（4.	7.	72-75）

この時リアは、罪のあるなしで愛されるべき権利の多寡が決まるという、恒
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存的区別を信じることで、自分を精神的破壊に追いつめている。なぜなら

ば、自分が罪人を区別し、毒を飲ませたいと憎むので、コーデリアのために

罪人の自分も毒を飲むと告げるのである。それは精神的な死である。嵐の折、

リアが “Crack	nature’s	moulds,	all	germens	spill	at	once/	That	make	ingrateful	
man!”（3.2.8-9）と、自分を破壊しようとしたゴネリルら罪人が生まれない

ことを願い、憎んだ分、リアは自分の罪の意識で、死のあがないへと追いた

てられるからである。

リアが善悪で人を区別し憎んだ、自分と世界についての物語、生きる意味

と理由をなくする。これは「空」の第三の特徴、恒存的世界観の否定と、本

質的に一致する。

証拠として、まず、シェークスピアが人の区別をなくすることを理想とし

ている。コーデリアが、「理由はありません」“No	 cause” と述べ、理由で苦

しみを作り始め、理由から逃れられなくなっているリアを、無条件に解放す

るからである。

本質的に一致する証拠は、次のようなシェークスピアの諸表現にある。救

出に来たコーデリアに述べるリアの台詞 “I	 am	mighty	 abus’d.I	 should	 e’en	
die	with	pity,/	To	see	another	thus.	I	know	not	what	to	say.”（4.7.53-54）は、リ

アの自己定義が、王の自信から、あわれなものの保護者、想定外だった悪

党まで、あまりにも急激に変化してもう考えがうかばず、自分なるものを

表現しきれなくなっている現れである。リアの “I	will	not	swear	these	are	my	
hands.”（4.7.55）という台詞は、なんの救いもなく自分を尊重する手立てが

ないこと、自分であることに、もはや耐えられず、自分が自分としているこ

とに関心をそらしている兆候である。さらに、リアがコーデリアを勘当した

後初めてコーデリアの元へ向かう途中に、リアは狂気に陥り、お金を想像

のお金と区別なく表現する。“No,	they	cannot	touch	me	for	coining;	I	am	the	
king	himself.”（4.	6.83）それは何も持たない男のままごとじみた空想の世界

のお金である。また、同場面では、何を意味するのか不可思議なことに、エ

ドガーにリアが要求する「合言葉なる」通行手形、帽子の羅紗で騎兵一隊に

作る靴、想像の身代金が登場する（4.	6.	93-95,	185-87,	194）。これは以下の

「火宅の譬喩」と同様、「空」の第一の特徴、恒存的区別の観念の否定を描い

ている。

怖ろしい心のヤクシャどもは、9 他の生きものを食って満腹したとき、
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他の生きものの肉を食って四肢の肥満したかれらは、その家で、激しい

争いをする。そして・・・その家が突然に燃え上がったとせよ。（自分

の子供たちの誰も焼け死なないようにと、父に）諭されたにもかかわら

ず、子供らは遊びに夢中になり、父の言葉を考えず、また気にもとめな

い。（『法華経』上 185-93）

この比喩では、お互いの利害、強弱の区別のために戦うことを子供の遊びと

認識し、遊びのために人命が失われる仕組みが描き出されている。ヤクシャ

は「遊ぶ」子供たちそのものの喩えと考えられる。また、「遊ぶ」子供たち

はわれわれ人間の喩えである。ここから、リアの言説は、火宅の喩え同様

に、金銭のやりとりなどを「想像世界」の遊びと認識しているとの表現と、

考えられる。その証拠は、リアの不思議な世界の導入部は、リアがゴネリル

らのへつらいに騙され、捏造の想像的世界を現実と信じたとの告白であり

（4.	6,	97-106）、（例 “.	.	.	:they	told	me	I	was	every	thing:	’tis	a	lie,	.	.	.	.”（4.	6.	
106-8））それを元にリアが既成の想像世界と縁を切って、自由に思い描く想

像的世界で遊び始めるからである。10 従って、ものの区別を失っていくリア

の思想は「空」の第一、第二、第三の特徴と本質的に一致する。

『法華経』と『リア王』との相違点は次の通りである。相違点は、リアが

この「空」の思想の本質を表現しても、なお、コーデリアを目の前で殺した

隊長を刺し殺すなど、「空」に似ている知識から、行動が離れている点にあ

る。例えば、コーデリアに、“.	.	.	;	and	we’ll	talk	with	[poor	rogues]	too,/	.	.	./	
who’s	in,	who’s	out;	.	.	.	/ As	if	we	were	God’s	spies:	.	.	.”（5.	3.	14-17）と、一

切の区別から解き放たれた知識を語るが、同時に、姉娘らの早死にを願うの

である（5.3.26）。しかし、ディケンズが、リアがコーデリアまでも失った後、

死んだコーデリアを見ながら、道化への愛情に思いをはせているとコメント

している点、11 忠臣ケイアスは死んでいないのに、リアはコーデリアが死ん

だように、ケイアスまでも死んだと思う点など、人の区別が感じられない特

異な愛情が劇中で表現されている。『リア王』の奥深い “Nothing” の意味に

ついてはまだ確定できない。

5．結論

以上見てきたように、本稿は、シェークスピアの “Nothing” の思想を研究
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するために、『法華経』の「空」と比較考察した。コーデリアの “Nothing”
の思想がいかに、劇中のリアによって体現されているかを考察した。第一に、

コーデリアの愛情表現 “No	cause” をあらゆる価値を超えたリアへの愛と想

定し、リアが物質的にも、恒存的観念においてもあらゆるものをなくしたか

を究明した。第二に、証拠として、リアの言葉と「空」に関する三つの特徴

的表現を比較考察した。

『リア王』と『法華経』の本質的に一致する点と相違点は以下の通りであ

る。「空」に関する第一から第三の特徴は、次の点で『リア王』の “Nothing”
の思想に本質的に一致する。あらゆる価値や空間を越える愛情が、あらゆる

価値や空間の観念を失ったリアを、コーデリアが「理由なく」愛することで

実現するからである。それは、破壊された後何もなくても愛する愛、一切の

ものに区別がなくても愛する愛、自分の存在と世界についての思いが表現で

きなくなっても、愛する愛、あらゆる境遇の人に心の届く範囲を伸ばそうと

する愛を表現していた。リアは劇中の各所で、コーデリアの、「空」に近し

い “Nothing” の思想を具体的に体現した。リアは、「空」の第一の特徴、自

分の存在と世界についての思いが恒存的に表現できなくなることを体現し、

区別できなくなっていくこと、第二、破壊されて何もなくなること、第三、

「心の感覚を延ばすこと」をある程度実現した。相違点は次の通りである。

シェークスピアの “Nothing” の思想を体現するリアが、「空」にまつわる観

念を表現しながら、人を区別する行為をするなど、『リア王』と「空」の観

念に相違点が見られた。しかし、シェークスピアの理想と思われる、次のフ

ランス王の言葉をリアとコーデリアが実現する点で、「空」の思想に共通す

ると考えられるのである。フランス王は “Nothing” の言葉で勘当されたコー

デリアについて語る。“Fairest	 Cordelia,	 that	 are	 most	 rich	 being	 poor,/	 Most	
choice	forsaken,	and	most	lov’d	despis’d,/Thee	and	thy	virtues	here	I	seize	upon.		 	

（1.1.245-47）もっとも見下げ果てた愛されないものへの深い愛情を獲得する

というパラドックスは、「空」の思想の本質に一致すると結論づけられる。
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註

1 『リア王』の創作年代は Evans による。
2 『法華経』は釈迦の説法の形式で描かれ、サンスクリット語の書である。成立

年代は未詳である。分派してきた仏教史の中で、『法華経』というインド原書の歴史

的立場は以下の通りである。

・・・ブッダ（釈迦）が説いた縁起説 [ すべての存在は種種の条件（これを因縁

という）によって、そのようなものとして成立している（上 382）] を超克して、

「空」の思想によって包摂しようとしているが、なお未だに一元的な観念論には

到達していないのである。・・・『法華経』は大乗仏教の系列に属するが、なおそ

の初期に属することが知られよう。（『法華経』上 371）
3 「「空」の教えを完全に理解し、深く瞑想に入っていることを知るとき、如来（真

理に到達した人）は『今こそ時期である』と知って・・・その意義を説き聞かせるの

である」（中 71）。その意義とは『法華経』の意義を指す。詳しくは『法華経』下の註

釈 440-42 頁。
4 『リア王』と『法華経』に共通して見られる「ないこと」の思想は特徴的である。

一例として、同様に「何もかもなくなること」に備えてはいても、性質の異なる思想

のうち、ルネッサンス期が大いに影響されたとするギリシア文化の例を挙げる。歴史

的研究からギリシア文化の「自己の陶冶」を語る上で、フーコーは、セネカ（前 4 頃

- 後 65）の理想を次のように特筆するからである。「人間のあらゆる偶然を脱して運

命の支配を逃れた部分」は「自分自身の過去へと向かっていき、その思いにふけり、

意のままに自分の過去を眼前にくりひろげ、そして、何ごとによっても乱されない関

係を自分の過去に対してもとことができる」（フーコー 87）である。
5 以下『リア王』の訳は福田恒存による。
6 「眼を閉ずれば則ち得、眼を開けば則ち失う」は『観普賢菩薩行法経』から引用。

この書と『無量義経』、『法華経』三巻を合わせて、『法華経』の全体像を成す。
7 『法華経』の註では、この直接的・間接的条件は因縁とされている（中 367）。

同註で、因縁は縁起という教説の中で次のように説明される。「縁起――・・・この

世に存在する一切のものは、因縁――直接的原因を「因」といい、間接的原因を「縁」

という――によって生ずるという教説」（下 402）。
8 「一切のものの本質がないこと」（空）、「一切のものに差別の根拠となる形状

がないこと」（無相）（『法華経』上 293）
9 「神怪の一種で、・・・時に兇悪な悪魔ともされる。」（『法華経』上 379）
1 0 ハウはリアのこの種の行為を “child’s	play” と表現している（185）。
1 1 Dickens,	 Charles.	 “The	Restoration	 of	Shakespeare’s	 Lear	 to	 the	Stage,”	

Examiner,	ed.	John Forster（4	Feb,1838）Cf.	Thomas	B.	Stroup,	“Cordelia	and	the	Fool”,	
Shakespeare Quarterly,	12（1961）	127-132
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Synopsis

A	Critical	Comparison	between	Both	Hokekyo	and
King Lear	with	Respect	to	the	Concept	of	Nothingness

MATABE	Miki

	 	 The	 purpose	 of	 this	 paper	 is	 to	 discuss	 a	 paradox	 in	 King Lear. Specifically 
the	paradox	concerns	Cordelia	when	 the	King	of	France	says	about	her,	“Fairest	
Cordelia,	 that	 are	most	 rich	being	poor,	 /	Most	 choice	 forsaken,	 and	most	 lov’d	
despis’d,	/ Thee	and	thy	virtues	here	I	seize	upon.”（1.1.245-47）
	 	 The	paradox	 derives	 from	 the	 effectiveness	 of	 nothingness	 that	 Shakespeare	
was	supposed	to	attach	importance	to	in	the	play.	This	became	clear	after	I	studied	
and	compared	the	manifold	interpretations	of	valuable	nothingness	in	Hokekyo	and	
Lear.	Hokekyo	is	one	of	the	most	famous	and	important	Buddhist	writings	and	in	
my	analysis	is	taken	as	mainly	philosophical.	This	is	line	with	Kurt	Schmidt,	who	
argues	for	the	absence	of	religion	in	Buddhism in Buddhas Lehre,	Einfuhrung.（9）
	 	 My	focus	is	on	the	similarity	between	the	concept	of	“nothingness”	in	Lear	and	
the term “Kū” in Hokekyo. “Kū” means the truth “by developing the idea of vanity

（or	 voidness	 (sic)) is	 ignorance	 suppressed. （The Saddharma-Pundarîka	 135）
Similarly,	George	Santayana	rightly	observes	that	Shakespeare	depicts	human	life	
as	 a	 “life	without	 a	 setting,	 and	 consequently	 without	 a	meaning.”（154）The	
assumptions	can	be	both	the	settings	and	the	meanings	when	James	Howe	states	“.	
.	.	Lear’s	pain	forces	him	to	interrogate	his	own	assumptions	about	both	the	world	
and	himself.（183）Surely,	Lear	says,	“This	is	not	Lear:	.	.	.	.”（1.4.233）“Who	
is it that can tell me who I am?”（1.4.238）“.	.	.	for	by	the	marks	of	sovereignty,	
knowledge,	and	reason,	I	should	be	false	persuaded	I	had	daughters.（1.4.241）			
	 	 It	 is	 hoped	 that	 this	 paper	will	 provide	 a	 critical	 comparison	between	both	
Hokekyo	and	Lear	with	respect	to	the	concept	of	valuable	nothingness,	clarifying	
Shakespeare’s	enigmatic	ideas	on	the	subject
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エドガー・アラン・ポー「幽霊宮」に関する一考察

――ヤン・シュヴァンクマイエル「アッシャー家の崩壊」と

「対話の可能性」との比較から

遠藤	琴美

１

チェコの映画監督・映像作家ヤン・シュヴァンクマイエル（Jan	
Švankmajer,	 1934-）は、エドガー・アラン・ポー（Edgar	Allan	Poe,	
1809-1849）の短編小説「アッシャー家の崩壊」“The	 Fall	 of	 the	 House	of	
Usher”（1839）を映像化し、同タイトルの「アッシャー家の崩壊」チェコ

語原題 “Zánik domu Usherů” を、共産主義による映画制作禁止処分が解かれ

た後の復帰第一作として、1980 年に発表した。

筆者はこれまでに、ポーとシュヴァンクマイエルの出会い、両者の接触が

いかなるものであったかについて研究し、小説と映画の比較分析によって、

シュヴァンクマイエルの映像作品における隠された構造を明らかにし、その

意味を考察したが、1 その後、ポーのテクストを精読していくと、「アッシャー

家の崩壊」では、「幽霊宮」“The	Haunted	 Palace” という詩がテクストのほ

ぼ中間にあるように、この小説の中心的存在なのではないか、ここに「アッ

シャー家の崩壊」というテクストの本質があるのではないか、そしてシュヴァ

ンクマイエルもそのように認識していたのではないかとの考えに至った。

「幽霊宮」はもともと、「アッシャー家の崩壊」発表五ヶ月前に、雑誌『ア

メリカン・ミュージアム』“The	American	Museum”1839 年 4 月号に独立し

た詩として掲載されたものであり、この詩は小説に先立って出版された詩で

あるがゆえに、「アッシャー家の崩壊」のある本質が凝縮されていると考え

られる。これを換言すれば、「アッシャー家の崩壊」は「幽霊宮」のメタテ

クストであり、ポーは「アッシャー家の崩壊」という散文によって、「幽霊宮」

という詩の一つの〈翻訳〉を試みたのだと言える。したがって、「アッシャー

家の崩壊」は、テクスト全体が「幽霊宮」の〈翻訳〉、あるいは解説となっ

ており（同じくカフカの『審判』と「掟の門」がこれに該当する）、またこ

の詩には、ポーの文学の本質が表出されているとも考えられるのである。
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一方、ポーと同じくシュヴァンクマイエルも、「幽霊宮」が「アッシャー

家の崩壊」の本質ではないかと考えていたふしがあり、作品には原文のチェ

コ語訳がナレーションとして部分的に使われているが、約 16 分の短編にお

いて、「幽霊宮」の朗読部分はほとんどカットされていない。これは、彼が

テクストの中で、「幽霊宮」を重視していたことの証明でもある。

シュヴァンクマイエルは、「幽霊宮」の映像化に粘土のアニメーションを

使用しており、このシークエンスは、一般的には何を表わしているのかよく

分からない、また、ある具体的な形象を表したものではないとも考えられる

が、映像では、粘土が動いてまずタワーのようなものが作られ、それが解体

されて口のようなものに飲み込まれる。このタワーのようなものは男性、口

のようなものは女性の表象とも考えられるが、ここからポーの「幽霊宮」を

考察すれば、詩の中の王は男性を、悪霊は女性を表象していることになり、

この考察が正しければ、これがポーのテクストに、シュヴァンクマイエルが

付け加えた解釈、意味、あるいは〈翻訳〉ということになる。また、この男性・

女性の表象は粘土であるから、つぶされては生成し、またつぶされるという

動きを繰り返すため、その区別は極めて曖昧になっている。しかし、最終的

には女性（詩の中では悪霊）が勝利したようで、口のようなものの開閉が繰

り返され、「幽霊宮」の映像は終了するのであるが、この描写は、後述するシュ

ヴァンクマイエルの「対話の可能性」“Možnosti dialogu”（1982）という作

品につながるものでもある。

「幽霊宮」の朗読背景となる映像の制作に、シュヴァンクマイエルは相当

の時間と労力を費やした（シュヴァンクマイエル	164-165）と述べているが、

精神が疲弊するほどこの詩の映像化に力を注いだのも、ポーの本質に迫るた

めだったのではないだろうか。

２

小説と同様、シュヴァンクマイエルの映像においても、ポーの詩は作品の

中心となっているわけであるが、それでは「幽霊宮」とは、どのような意味

を持つ詩なのだろうか。
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I.	
In	the	greenest	of	our	valleys,

			By	good	angels	tenanted,	
Once	a	fair	and	stately	palace—	

			Radiant	palace—reared	its	head.	
In	the	monarch	Thought’s	dominion—	

   It stood there! 
Never	seraph	spread	a	pinion	

			Over	fabric	half	so	fair.	

II.	
Banners	yellow,	glorious,	golden,

			On its roof did float and flow
（This—all	this—was	in	the	olden

			Time	long	ago;）
And	every	gentle	air	that	dallied,	

			In	that	sweet	day,	
Along	the	ramparts	plumed	and	pallid,	

			A	winged	odour	went	away.	

III.	
Wanderers	in	that	happy	valley

			Through	two	luminous	windows	saw	
Spirits	moving	musically	

				To	a	lute’s	well-tunèd	law,	
Round	about	a	throne,	where	sitting	

			（Porphyrogene!）	
In state his glory well befitting,

				The	ruler	of	the	realm	was	seen.	

IV.	
And	all	with	pearl	and	ruby	glowing

			Was	the	fair	palace	door,	
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Through which came flowing, flowing, flowing,
			And	sparkling	evermore,	

A	troop	of	Echoes	whose	sweet	duty	
			Was	but	to	sing,	

In	voices	of	surpassing	beauty,	
			The	wit	and	wisdom	of	their	king.	

V.	
But	evil	things,	in	robes	of	sorrow,	

			Assailed	the	monarch’s	high	estate;	
（Ah,	let	us	mourn,	for	never	morrow	

   Shall dawn upon him, desolate!）	
And,	round	about	his	home,	the	glory	

				That	blushed	and	bloomed	
Is	but	a	dim-remembered	story	
				Of	the	old	time	entombed.	

VI.
And	travellers	now	within	that	valley,	
			Through	the	red-litten	windows,	see	

Vast	forms	that	move	fantastically	
			To	a	discordant	melody;	

While,	like	a	rapid	ghastly	river,	
			Through	the	pale	door,	

A	hideous	throng	rush	out	forever,	
																													And	laugh—but	smile	no	more.	（238-239）（下線筆者）

	
この詩が八木訳注でも言及されているように、「＜宮

パレス

＞を人間の頭と心の

比喩となし、その荒廃と崩壊を、アッシャーの心のアレゴリーとして表現し

ていることは明らか」（382）であり、また八木は、「アッシャー家の崩壊」と「幽

霊宮」のアレゴリー関係について、「この詩が自立するためには、「宮殿」を

「思考」の宿る「頭」とみなす黙契が誰の心にもあるのでなければなるまい。

が、今日は言うに及ばず、ポオの時代のアメリカにもそのような精神風土は
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なかったはずである」（65）とも述べており、当時のアメリカ文学において、

ポーが異質な存在であったことを強調している。

「幽霊宮」にはノンブルがふられ、これは 1 番から 6 番まである歌、バラッ

ドであることを示している。この詩を見ると、最初に “In	the	greenest	of	our	
valleys”（238）とあるが、“greenest” とは何を意味するのだろうか。もちろ

ん、“greenest” は green の最上級であり、通常 green は緑という色を示すので、

最上級にはなり得ない。緑は緑であり、最高に緑と言っても緑なので、一見

してみると、“greenest” という最上級には意味がないように思われる。しか

しここには、ポーであるからこそ、また、「アッシャー家の崩壊」であるか

らこそ、重要な意味が込められていると考えられる。もちろん、英語の詩に

おいては、通常の英語とは異なる用法がしばしば見られ、そのため、“greenest”
は詩であるから許されるのだという解釈も成り立つとも思われるが、もしこ

こが In	the	green	of	our	valleys であれば、それは、〈通常〉の風景描写になっ

てしまうことが想定される。しかし、ポーは日常的な風景描写を超えるため、

つまり、こ
・

れ
・

は
・

通
・

常
・

の
・

風
・

景
・

で
・

は
・

な
・

い
・

のだということを読者に一気に伝えるた

めに、ここでは “greenest” を使っていると考えられるのではないだろうか。

その意味において、“In	the	greenest	of	our	valleys” とは、通常の認識を超えた、

「（非日常的な）最
・・・

高に緑の谷」であると言える。

この描写は、「アッシャー家の崩壊」における日常と非日常の曖昧性の問

題につながるものでもあるが、そこには “good	 angels” がおり、美しく荘厳

な	 “palace” がそびえ建っている。それは “Thought” という名の “palace” で

あり、ここで使われている “Thought” は、「思想」や「考え」というよりは、

辞書にもあるように、「想像力・イマジネーション」と訳すことができる。

なぜならこの詩の本質、あるいは物語内容は、「想像力」という名の “palace”
が、“sorrow”「悲しみ」の衣を身に纏った “evil	things”「悪しきものども」によっ

て破壊されるということだからである。

それでは、「悪しきものども」が身を覆う「悲しみ」とは、何を意味する

のだろうか。この問題を分かりやすく説明すれば、ミヒャエル・エンデの『は

てしない物語』Die unendliche Geschichte（1979）、あるいは映画『ネバーエ

ンディング・ストーリー』Die unendliche Geschichte / The Neverending Story
（1984）のテーマと同じ性質のものである。『ネバーエンディング・ストーリー』

は、「悲しみ」ではなく「虚無」がファンタージェンという世界を滅ぼそうとし、

少年がそれを救う物語であるが、ファンタージェンとはすなわち、「幽霊宮」
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で言うところの “Thought”「想像力」に他ならない。「悲しみ」や「虚無」と

いった衣で身を包んだ「悪しきものども」は、「想像力」を破壊しようとする。

ミヒャエル・エンデも、ポーと同じことを考えていたわけである。

ミヒャエル・エンデとポーが異なるところは、エンデの世界では、現実と

空想が本を通してリンクされ、二つの世界は分離されており、まさにネバー

エンディング・ストーリーとなっているのに対し、ポーの方は、現実と空想

の世界が分離されていない。「幽霊宮」の第五スタンザに “dim-remembered	
story”（239）とあるように、現実の中に空想の世界、すなわち、非現実的

であり非日常的な夢の世界があり、それは、「おぼろげに覚えられている物

語」、「まもなく失われていく物語」なのだが、ここには、ポーの世界に対す

る失望感が表れている。

３

ポーの「アッシャー家の崩壊」の語り手である「私」は、アッシャーが

詠った「幽霊宮」という詩を回想することにより、彼の思考の一片である

も
・・・・・

のの見方を理解する。

I	well	remember	that	suggestions	arising	from	this	ballad	led	us	into	a	train	
of	 thought	wherein	 there	 became	manifest	 an	opinion	 of	Usher's	 which	
I	mention	not	 so	much	on	 account	 of	 its	 novelty,（for	 other	men	have	
thought	thus,）as	on	account	of	the	pertinacity	with	which	he	maintained	it.	
This	opinion,	in	its	general	form,	was	that	of	the	sentience	of	all	vegetable	
things.	 But,	 in	 his	 disordered	 fancy,	 the	 idea	had	 assumed	 a	 more	 daring	
character,	 and	 trespassed,	 under	 certain	 conditions,	 upon	 the	kingdom	of	
inorganization（239）（下線筆者）

引用に “the	sentience	of	all	vegetable	things”（239）とあるように、アッシャー

は、すべての植物には知覚力があると信じ、その認識力が高じてくると、彼

は “inorganization” 無機物の王国にまでそれを持つに至る。そして、この一

連の思考は、「幽霊宮」から湧き出た連想によって明白になった、と語り手

の「私」は告白するのであるが、おそらくシュヴァンクマイエルは、この箇

所を読んで感動したのではないだろうか。なぜなら彼こそ、現代に生きるアッ
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シャーに他ならないからである。それまでアニメーターとして、石や粘土や

肉片などさまざまなモノを動かし、映像作品を作り続けてきた自らの経験か

ら「無機物にも知覚はある」と実感していたシュヴァンクマイエルは、アッ

シャーは自分だと思ったことだろう。

また、詩の第二スタンザにある “Banners	yellow,	glorious,	 golden,	On	 its	
roof	 did	 float	 and	 flow”、ポーはこれを “This —all	 this —was	 in	 the	olden	
Time	 long	 ago”「こんな風景も、こんなすべての風景は、古き良き時代の一

つの風景にすぎない」（238）と述べているが、その風景は今では見られない。

これはまさに、“A	winged	 odor	 went	 away”「気高き香こそ走りゆく」（ポオ	
183）という表現通りであり、シュヴァンクマイエルが映像作品においてア

ンティークの家具にこだわるのも、この感性があればこそだと考えられる。

今日では見られなくなってしまった「古き良き風景」が失われたことを嘆く

彼は、自身の作品において無機物を動かし、そこに “sentience” 知覚がある

ことを示そうとしているのである。

無機物の “sentience” を示すのには、「想像力」が必要であるが、美しく荘

厳な “Thought” という名の	“palace” は破壊され、今日ではポーの詩のように、

「いにしえの　その昔
かみ

のこと」（ポオ	 183）の一つになりつつある。実際、私

たちの近代化された生活からは、「想像力」が奪われていないだろうか。夜、

空を見上げて晴れていれば月が見える。通常であれば、私たちがそれを不思

議に思うことはまずない。しかし、私たちはその時、「月」の何を見ている

のだろうか。「月」を見ているのではなく、「月」という〈言葉〉を見てはい

ないだろうか。また、もし私たちが「月」という言葉を所持していなければ、

あの夜空に輝く一番大きな星を、どのように名付けただろう。その意味にお

いて、私たちは「月」を見ているのではなく、「月」と名付けられたものの《影》

を見ているのではないか。中島敦の「文字禍」でも同様の問題提起がなされ

ているが、（中島	 30-38）この問いを突き詰めていくと、〈言葉〉と認識や存

在の問題、つまり、人間とは何か、存在とは何か、〈言葉〉とは何かという

ラカンやデリダが所持していた精神分析学的問題、あるいはソシュールの言

語学的問題、さらにはエクリチュールに関する問題に発展し、それはポーの、

そしてシュヴァンクマイエルの問題の本質に至ることにもなる（この考察は

詳述を要するので別稿に譲ることとしたい）。

それでは、ポーとシュヴァンクマイエルの本質とは何か。この問いに対し

て断定的な答えを導き出すこと難しいかもしれないが（あるいは、この答え
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は〈言葉〉では正確に言い表せないものなのかもしれない）、シュヴァンク

マイエルが書いた次のテクストから、それを類推することはできる。

彼の多くの映像作品では、ナレーションやセリフといった〈言葉〉が使わ

れていない。それは、シュヴァンクマイエルの中に〈言葉〉に対する懐疑、

あるいは、本質的なものが表現されない〈言葉〉に対するある種の恐れが存

在しているからだと考えられる。

誰とでも会話をする必要はない。

しかし、それでも対話は、映画以外でも実り多きテーマとなる。

とくに非言語的な対話。

私は、人間、ある種の事物、闇、そして口にされた言葉が怖い。

対話が行なえるものには、

言語、視線、身ぶり、ふれあい、匂い、味がある。

たとえば、言葉のやりとりの代わりに

おたがいに舐め合うこともできる。

月並みな対話と呼ばれるものからも、このうえなく興味深く、

このうえなく重要な考えが生まれるが、

それは言葉の陳腐さの背後にある。

本質的なものは口にされないからだ。

うまくいきはしない。

人間の言葉は、愛、恐怖、よろこび、悲しみ、怒り、嫌悪といった

深い感情を表現するには貧しすぎるからだ。

だから、「イメージ」を欠いた「純粋な」対話は、不具も同然だ。

私はいつもそのような対話を避け、必要があるときにのみ行なった。

たぶん、独白がそれにまさるということはまったくない、

ということはつけくわえておく必要があるだろう。（205）（下線筆者）

このような表層レベルの trivial な言語に対する批判は、シュヴァンクマイ

エルの作品の特徴でもある触覚的な表現、あるいは近代批判へとつながって

いくのだが、その哲学を最もよく観察できる作品の一つとして、「アッシャー

家の崩壊」の次に創作され、1982 年に発表された「対話の可能性」が挙げ

られる。

作品には、「対話の可能性」という日本語タイトルが付けられており、チェ
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コ語原題は “Možnosti dialogu”、英語では “Dimensions	 of	Dialogue” と表わ

され、この作品は、対話というものを様々な側面から観察した寓話という性

質を持ち合わせている。そのため、対話の possibility ＝可能性に限った話で

はない。しかし、possibility と無関係というわけでもない。なぜなら、「対

話の可能性」では、対話の不可能性が一つのテーマとなっており、このタイ

トルは奇しくも、作品のある本質が〈翻訳〉されていると考えられるからで

ある。それは、言語的な対話の不可能性であると同時に、非言語的な対話の

可能性でもあり、ここからは、非言語的対話の雄弁性というものが、この作

品の隠されたもう一つの主題となっていることを指摘できる。対話の不可能

性とは、対話の《崩壊》、あるいは〈言葉〉の《崩壊》でもあり、この崩壊

感覚は、ポーの「アッシャー家の崩
・・

壊」につながるものでもある。

４

「対話の可能性」は三つの部分からなっており、それぞれに「永遠の対話」「情

熱的な対話」「不毛な対話」というタイトルが付けられている。最初の「永遠

の対話」では、アルチンボルドが野菜や果物の組み合わせでルドルフⅡ世の顔

を描いたように、シュヴァンクマイエルも食材や台所用品・文房具などで顔を

作り、その顔があたかも戦争のように相手を切り刻み破壊する様子が、彼特有

のアニメーションによって展開されている。それらは最終的に細かく切り刻ま

れ、ついには人間の頭の形をした粘土になるのであるが、その粘土の頭がまた

粘土の頭を吐き出し、これが延々と続く様を描きながら作品は終了する。

次の「情熱的な対話」は後述するので、先に「不毛な対話」について述べ

れば、これは人間の形をした二つの粘土の頭による対話であり、一方の頭が

口から歯ブラシを出すと、もう一方が歯磨き粉を出す、一方が鉛筆を出すと、

もう一方が鉛筆削りを出してそれを削る、というように、最初はうまく事が

運ぶのであるが、映像の途中で両者が相互に位置を入れ替わる。すると、一

方の口から鉛筆が出ても、一方は歯磨き粉を出す、といった具合に、すべて

がうまくいかなくなり、挙句の果てには双方の粘土の頭がひび割れていき、

今にも壊れそうなほど崩れ落ち、まさに両者は崩壊するのであるが、これら

の作品には、機械的でプログラム化された表層の〈言葉〉が氾濫する近代へ

の批判、さらには、解決する当てのない国際問題への政治的批判さえも含ま

れているのではないかと考えられる。
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「情熱的な対話」の粘土アニメーションには、「幽霊宮」のアニメーション

解釈に通ずるものがあり、エロティシズムを感じさせ、その意味においての

情熱は感じられるのであるが、最後はやはり、「永遠の対話」と同じような

戦争状態になり、見るも無残に破壊された、崩壊した粘土の状態になってい

く。粘土で作られた人間が粘土で作られた人間を破壊するのはおぞましい光

景であるが、ここで思い出されるのが、私たち人間もまた、土から作られて

いるというゴーレム伝説である。それを想起するとき、本当は私たち人間も

粘土でできているのではないか、有機物と考えていたものが実は無機物なの

ではないか、そうであれば、ポーが“the	sentience	of	all	vegetable	things”「無

機物にも知覚があり知性がある」（239）	と考えたように（これはまた、無機

物は言葉を必要としない対話をすることも示唆しているが）、そう考えるの

は不自然ではないのではないかという、「アッシャー家の崩壊」のテーマが、

再びここでよみがえることになる。

５

「情熱的な対話」の中で、粘土でできた男女は愛し合い、二つの体は融合

していく。これは素材が粘土であるから、融合を見せるのは、原理的に簡単

なことである。もちろんシュヴァンクマイエルにとって、このアニメーショ

ンを作り上げる作業には、かなりの時間と労力が必要であったことは違いな

いが、ここには粘土でしか表現できない、融合する《愛》が描かれている。

しかし、問題はそれ以降に生じる。映像において融合した肉体は、再び別々

になるのであるが、完全にもとの形に戻るわけではない。二人の間に、何か

子どものような小さな粘土の塊が残されている。つまり、１＋１＝２になっ

たのではなく、そこに、プラス・アルファが生じたのである。二人は融合す

る前の状態に戻ったと思われるので、そこには、二人の肉
・

体
・

的
・

で
・

は
・

な
・

い
・

あ
・

る
・

部
・

分
・

が、目に見える形で現れているのではないかと考えられるが、これは一

体、何を意味するのだろう。二人が愛し合った時間や思い出だろうか。それ

とも愛し合った結晶だろうか。答えは否である。

この小さな粘土の塊、あるいは薄片は、映像では目に見えているが、原理

的には目に見えないもの、霊的なもの、ある種の精神のようなものではない

だろうか。ラカンであればこの小さな薄片を、「ラメラ」“lamella”（Lacan	
196-199）と呼んだに違いない。精神分析学上の概念である「ラメラ」とは、
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アメーバのようなものであり、それはリビドーに実体を与える器官であり

ながら、空間的には存在しないという特性を持つ。それでも一つの器官であ

るとラカンは考えていたのだが、二人の分離の後に生まれたこの小さな粘土

の薄片は、まさに「ラメラ」という概念を想起させるものであり、「ラメラ」

と呼ばれる何者かが、象徴界ではすくい切れない残余の幻想的実体として、

また、もはや破壊することのできないリビドーの執着＝「死の欲動」（Žižek	
61-78）として、二人の間に執着していると考えられるのではないだろうか。

一度男女が愛し合えば、そこには目に見えない「ラメラ」が生まれている。

「対話の可能性」では、男は女にこれを押し付けようとし、女もこれを男に

押し付けようとする。お互い、生（性）の不気味な過剰として生まれた「ラ

メラ」がいらないのである。

６

　

“Thought” という名の “palace” を失った果てには、アッシャー的な精神《崩

壊》が待ち受けているのではないだろうか。それは、ポーが「アッシャー家

の崩壊」と「幽霊宮」でアレゴリカルに描いた〈頭と心〉の崩壊であり、さ

らには、「想像力」の崩壊、〈言葉〉の崩壊でもある。

そしてこの《崩壊》を導くものは、「幽霊宮」の言葉を使えば、詩の第六

スタンザにある “hideous	 throng”、直訳すれば「恐ろしい群衆」（239）に他

ならない（この言葉からは、ハイデガーの「Das	Mann（世人）」や、「ラメラ」

「リビドー」「欲動」といった精神分析学的概念が喚起される）。これは、小

林秀雄が恐れた無責任な大衆の力であるが、大衆は本来、“Thought”「想像

力」を持たないものである。「想像力」があるのは、個人としての人間であり、

その個人の「想像力」が、大きな力 “hideous	throng” によって押しつぶされ、

《崩壊》させられていくのである。

　「アッシャー家の崩壊」と「対話の可能性」に共通するテーマである目

に見えない《崩壊》は、ポーにとって根源的なものであった。これは、ポー

の最晩年の作品である「ユリイカ」“Eureka,”（1848）からも読み取ること

ができるが、いずれにせよ、エドガー・アラン・ポーとヤン・シュヴァンク

マイエルにおける〈崩壊感覚〉〈近代批判〉〈世界に対する失望感〉には同質

のものが観察され、それは、両者の「幽霊宮」において、詩、あるいは映像

といった形で、凝縮的に表出されていると考えられる。これが、シュヴァン
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クマイエルの「対話の可能性」にポーの影響が観察される所以であり、また、

本論考においてポーと比較をした理由でもある。

※本稿は、2009 年 9 月 5 日（土）、法政大学に於いて開催された日本英語文化学会第

12 回全国大会における口頭発表「エドガー・アラン・ポー「アッシャー家の崩壊」に

おける「幽霊宮」とヤン・シュヴァンクマイエル「アッシャー家の崩壊」の精神分析

学的考察」の発表原稿を加筆・修正したものである。

註

1 この点については、国際文化表現学会第５回全国大会における筆者の発表「《宮

（パレス）》の崩壊――ヤン・シュヴァンクマイエルによるエドガー・ポー「アッシャー

家の崩壊」の読解について――」に於いて明らかにした。また、シュヴァンクマイエ

ルに関する主な先行研究には、Hames（2008）、赤塚（2008）などがある。
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Synopsis

A	Psychoanalytic	Study	of	Edgar	Allan	Poe’s	“The	Haunted	Palace”	in	“The	Fall	
of	the	House	of	Usher”	and	Jan	Švankmajer’s	“The	Fall	of	the	House	of	Usher”

ENDO	Kotomi

  The reason of Jan Švankmajer’s filmization of Poe’s “The Fall of the House 
of	Usher”	was	self-discovery:	he	found	himself	in	Poe,	actually	in	“The	Haunted	
Palace.”	Poe	has	 the	 sensibility	 that	 inorganic	materials	 have	 aesthesia,	 whose	
thought	is	not	foreign	to	Švankmajer.	Once	he	said	the	picturization	of	the	part	of	
“The	Haunted	Palace”	was	an	exhaustion,	which	means	 the	essence	of	Poe	 lives	
there.	 “The	 Haunted	 Palace”	 is	 a	 story	 of	 imagination-demolishing:	 the	modern	
world	kills	not	only	the	good	old	days	but	also	the	minds	of	men	in	an	invisible	
way,	which	appears	 in	Švankmajer	 as	 a	 sense	of	Fall.	This	 sense	 shared	by	Poe	
and	Švankmajer	 is	 related	 to	Lacan’s	psychoanalytic	concept	“lamella.”	Lamella	
functions	in	reality,	but	does	not	exist	spatially.	Although	Lacan	does	not	refer	to	
modernism,	the	lamella	should	be	the	fundamental	power	of	modernism	that	Poe	
and	Švankmajer	hated,	which	established	this	emailed	society,	deprived	us	of	sense	
and	imagination,	made	us	machines	insidiously.	Knowing	this	 insidiousness,	Poe	
wrote	“The	Fall	of	the	House	of	Usher,”	and	Švankmajer	read	that.	Poe’s	“hideous	
throng”	in	“The	Haunted	Palace”	is	this	insidiousness,	and	Švankmajer	expressed	
that as a raven (which appears in the first and last) in his “The Fall of the House of 
Usher.”
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An	OT	Analysis	of	Loanword	Accentuation	in	Tokyo	Japanese

																																																			MINUSA	Tomoyuki

１．Introduction	

	 	 This	 paper	 concerns	 itself	 with	 the	 accentuation	 of	 loanwords	 in	Tokyo	
Japanese,	 using	 constraint-based	 analysis	 (Optimality	Theory	 (OT)),	 which	
was	formulated	by	Prince	and	Smolensky	(1993),	despite	the	fact	that	there	are	
two	kinds	of	analysis	in	loanword	phonology	(rule-based	and	constraint	based).	
According	to	some	researchers	(McCawley	1968,	Poser	1990,	Kubozono	1994,	
1995,	1997,	Kubozono	and	Mester	1995,	Suzuki	1995,	Katayama	1995,	1998,	
Asano	1997,	1998,	2002,	Shinohara	1997,	2000,	2001),	the	accent	of	loanwords	
in	Tokyo	 Japanese	 is	 largely	 predictable;	 the	 accent	 in	many	 loanwords	 falls	
on	 the	 syllable	 containing	 the	 antepenultimate	 mora	 (McCawley	 1968).	 I	 will	
refer	to	this	type	of	loanwords	as	Default	Accent	(DA)	in	this	paper.	However,	
the	accent	of	a	considerable	number	of	 loanwords	does	not	belong	to	 this	 type	
(Non-Default	Accent	 (NDA)).	 In	 addition,	 there	 are	 also	 a	 lot	 of	 unaccented	
loanwords.	 In	 this	 paper	 I	will	 not	 only	 analyze	 the	 constraint	 rankings	of	
loanwords	but	also	consider	the	unaccented	words	and	words	whose	accents	do	
not	fall	on	the	syllable	containing	the	antepenultimate	mora.	

２．Data	

	 	 In	this	paper	I	will	use	NHK’s	(1998)	data,	examining	all	loanwords	(2849	
words),	 excluding	words	 consisting	of	more	 than	one	word	 (e.g.	kuriim	sooda	
‘icecream	soda’)	borrowed	from	English.	I	will	classify	the	data	into	3	types;	(1)	
Default	Accent	(1862	words	(65%),	whose	accent	falls	on	the	syllable	containing	
the	 antepenultimate	 mora),	 (2)	Non-Default	Accent	 (625	words	 (22%),	whose	
accent	does	not	belong	to	Default	Accent),	including	two	mora	words	(88	words	
(3%))	and	(3)	Unaccented	(274	words	(10%)).	There	are	some	words	that	have	
more than one accent patterns. I chose the first pattern in this case.There are not 
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any	monomoraic	words	present	in	the	data.	

３．Previous	Studies	

	 	 As	 mentioned	 in	 the	 introduction,	 the	 location	 of	 accent	 in	Tokyo	
Japanese	 is	 largely	 predictable.	According	 to	McCawley	 (1968),	 the	 accent	
in	many	 loanwords	 falls	 on	 the	 syllable	 containing	 the	 antepenultimate	 mora.	
The	 following	 are	 examples	 of	 this	 type	 (Default	Accent).	 Note	 that	 in	 these	
examples	the	accent	differs	from	its	counterpart	in	the	source	words.

(1)	 a.	basukétto	 ‘básket’
	 b.	papúrika		 ‘papríka’
	 c.	puratoníkku	 ‘platónic’

	 	 McCawley’s	 (1968)	 generalization	 is	widely	 accepted.	 However,	 Recent	
studies	 focus	on	how	 to	 account	 for	 non-default	 accentuation	phonologically,	
because	of	 a	 considerable	 number	of	 loanwords	 in	 which	 accent	 does	not	 fall	
on	 the	 syllable	 containing	 the	 antepenultimate	 mora.	 (Kubozono	 1995,	 Suzuki	
1995,	Asano	1998,	1997,	2002,	Shinohara	1997,	2000,	Katayama,	1998,	Minusa	
2006).	Below	are	examples	of	this	type.	

(2)	 a.	móoningu	 ‘mórning’
	 b.	máttoresu	 ‘mátress’
	 c.	hóridee	 	 ‘hóliday’
	 d.	ákusesarii	 ‘accésary”
	 e.	ádobaisu		 ‘advíce’
	 f.	sákusesu		 ‘succéss’

	 	 Interestingly,	the	accent	location	is	the	same	as	that	of	the	source	language	
in	 (2a),	 (2b)	 and	 (2c).	To	 account	 for	 this	 behavior	McCawley	 (1968)	 and	
Akinaga	(1998)	claim	that	the	Japanese	accent	may	exceptionally	remain	on	the	
vowel	in	the	source	language.	However,	this	claim	fails	to	account	for	(2d),	(2e)	
and	(2f).	These	examples	belong	to	neither	words	whose	accent	is	in	the	syllable	
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containing	 the	 antepenultimate	 mora	nor	words	whose	 accent	 is	 in	 the	 same	
location	of	the	source	language.	No	consensus	has	been	reached	yet	with	regard	
to	this	issue.	Additionally,	there	are	several	unaccented	words.	The	following	are	
examples	of	this	type.	

(3)	 a.	sentaringu	 ‘céntering’
	 b.	taiya	 	 	 ‘tíre’
	 c.	daiyaru	 	 ‘díal’

	 	 With	 respect	 to	unaccented	words,	McCawley	 (1968),	Suzuki	 (1995),	and	
Katayama	(1998)	claim	that	unaccented	loanwords	are	considered	nativised,	i.e.,	
they	are	no	longer	loanwords.	
	 	 To	account	 for	Non	Default	 accentuation,	 researchers	have	 tried	 to	 find	
its	 accent	pattern.	For	example,	McCawley	 (1968)	and	Akinaga	 (1998)	claim	
that	 loanwords	have	a	 tendency	 to	preserve	 the	 location	of	prominence	 in	 the	
source language. Umegaki (1963) argues that loanwords rarely reflect the stress 
of	 the	original	 language,	but	 are	almost	 always	accented	on	 the	antepenultimate	
mora.	Kubozono	 (1994,	1995)	argue	 that	positing	a	pre-antepenultimate	mora	
accentuation	pattern	best	 accounts	 for	 the	Non	Default	 locations	of	accent.	
Shinohara	 (1997)	claims	 that	 accent	cannot	occur	on	epenthetic	vowels.	Asano	
(1998,	2002)	argues	that	accent	cannot	fall	outside	the	penultimate	foot.	To	sum	up,	
no	fully	satisfactory	explanation	for	loanword	accentuation	has	yet	been	proposed.

４．Unaccented	(UA)

	 	 There	are	274	(10%)	unaccented	loanwords	in	the	data.	The	following	are	
examples	of	unaccented	loanwords	consisting	of	3	morae,	whose	tonal	pattern	is	
HL	(heavy	and	light	syllable).	

(4)	 a.	paipu	(UA)			‘pípe’
	 b.	peezi	(UA)			‘páge’
	 c.	déeto	(DA)			‘dáte’
	 d.	dékki	(DA)			‘déck’
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	 	 (4a)	 and	 (4b)	 have	 the	 same	prosodic	 structure,	 and	 the	 initial	 syllable	
is	 stressed	 in	 the	 source	 language.	 In	 spite	 of	 their	 similarities,	 (4a)	 and	 (4b)	
are	 unaccented,	 while	 (4c)	 and	 (4d)	 are	 accented.	These	 examples	 show	 that	
unaccentedness	is	unpredictable.	As	these	examples	illustrate,	we	cannot	predict	
from	 the	prosodic	 structure	 of	 a	 source	 word	 whether	 it	 will	 be	 accented	 in	
Tokyo	Japanese	or	not.	
	 	 According	to	Akinaga (1998),	old	loanwords,	which	have	been	in	Japanese	
for	 a	 long	 time,	 tend	 to	 become	 unaccented,	 or	 accented	 on	 the	 first	 syllable	
containing	 the	 antepenultimate	mora,	while	 newly	borrowed	words	 tend	 to	
preserve	 the	 stress	 of	 the	 source	 language.	That	 is,	 accent	 location	 tends	 to	
depend	 on	 the	 time	 when	 loanwords	 were	borrowed.	 However,	Asano	 (2002)	
gives	the	following	examples	to	claim	that	Akinaga’s	(1998)	hypothesis	fails.	(cf.	
Chronology	are	taken	from	Yoshizawa	and	Ishiwata	(1979).)

(5)	 	 Loanword	 	 	 Gloss	 Period	of	introduction	
	 a.	suniikaa	(UA)	 ‘snéaker’	 after	WW Ⅱ
	 b.	hoorudo	(UA)	 ‘hóld’	 	 after	WW Ⅱ
 c. firósofii (NDA) ‘philósophy’ mid 19C
	 d.	míritarii	(NDA)	 ‘mílitary’	 mid	19C

	 	 The	 examples	 in	 (5a)	 –	 (5d)	 show	 that	we	 cannot	 reliably	predict	 the	
loanword	accent	location	based	on	the	time	when	it	was	borrowed	into	Japanese.	
Recent	 borrowings	 such	 as	 (5a)	 and	 (5b)	 belong	 to	UA,	 though	 they	 are	 not	
old	loanwords.	They	should	be	either	UA	or	preserving	the	stress	of	the	source	
language,	 according	 to	Akinaga’s	 hypothesis.	Old	 loanwords	 such	 as	 (5c)	 and	
(5d),	on	the	other	hand,	belong	to	NDA,	though	they	have	been	in	Japanese	for	
a	 long	 time.	They	 should	 be	unaccented.	Therefore,	 it	 is	 clear	 that	 loanword	
accentuation	 behavior	 does	 not	 directly	 correlate	 with	 the	 time	 when	 it	 was	
borrowed.	In	sum,	we	can	give	reliable	explanation	neither	by	tonal	pattern	nor	
the	time	when	a	loanword	was	borrowed	into	Japanese.	Therefore,	it	seems	that	
loanwords	such	as	(5a)	and	(5b)	are	nativized.	In	other	words,	they	are	no	longer	
loanwords.	
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５．Default	Accent	(DA)

	 	 As	written	 earlier,	 the	 default	 accent	 falls	 on	 the	 syllable	 containing	 the	
antepenultimate	mora.	(McCawley	1968).	In	my	data,	1862	words(65%)	belong	
to	 this	 type.	 I	will	 use	 the	 following	 seven	 constraints	 to	 analyze	 the	 Default	
Accentuation	(DA)	of	Tokyo	Japanese.	

(6)	 a.	Parse-Mora:	 every	 mora	 must	 be	 affiliated	 to	 a	 foot	 (Prince	 and	
Smolensky	1993)(Prs[μ])

	 b.	FootBinary[μ]: feet must be binary under moraic analysis (Prince 
and	Smolensky	1993)	(FtBin)

	 c.	align	(Ft,l, PrWd,l):	 the	left	edge	of	every	foot	must	align	with	
the	left	edge	of	a	PrWd	(McCarthy	and	Prince	1993)	

	 	 (Align (F, L, P, L))
	 d.	align	 (Ft, r, PrWd, r):	 the	 right	 edge	of	 every	 foot	must	 align	

with	the	right	edge	of	a	PrWd	(McCarthy	and	Prince	1993)
	 	 (align (F,	R,	P,	R))
 e. NonFinalty (F, σ): no prosodic head of PrWd is final in PrWd. (Prince  

and	Smolensky	1993)	(nonFin)
	 f.	rightMost:	 prominence	 lies	 at	 the	 right	 edge	 of	 the	 word	 (Prince	

and	Smolensky	1993)	(rMost)
	 g.	accent-to-head:	 accent	must	 fall	 on	 the	head	of	 a	 syllable	 (c.f.	

McCawley	 1968,	 Haraguchi	 1991,	 Katayama	 1998,	Alderete	 1999)	
(acc-to-h).

5.1.	Parse-Mora,	FootBinary[μ],	align	 (Ft,l, PrWd,l)	 and	align	 (Ft,r, 
PrWd,r)
	 	 In	 this	 subsection,	 I	 examine	 the	 constraints	 in	 (6a),	 (6b),	 (6c)	 and	 (6d).	
First,	 I	 argue	 that	align	 (Ft,l, PrWd,l)	 is	 ranked	 higher	 than	align	 (Ft,r, 
PrWd,r).	Let	us	consider	the	following	tableau.	
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(7)
/μμμμμ/ align	(Ft,l, PrWd,l) align (Ft,r, PrWd,r)

a.	☞ [μ][μμ][μμ] **** ******
b.	 [μμ][μμ][μ] ******! ****

Note that the number of morae is five (odd number) in (7a-b).Violations of these 
constraints	are	counted	by	the	number	of	morae.	(7b)	is	ruled	out	by	align	(Ft,l, 
PrWd,l)	because	 it	violates	more	constraints	 than	 (7a)	does.	The	 left	edge	of	
the	second	foot	in	(7b)	leaves	two	morae	to	its	left,	and	the	third	foot,	four	morae	
to	its	left,	and	violates	align	(Ft,l, PrWd,l)	six	times.	align	(Ft,l, PrWd,l)	
is	ranked	higher	than	align (Ft,r, PrWd,r)	in	DA.	Therefore,	(7a)	is	chosen	
as	an	optimal	output.	Next,	let	us	consider	the	following	examples.	

(8)	 a.	[kú][rabu]	 	 	 ‘clúb’
	 b.	[sutó][resu]	 	 	 ‘stréss’
	 c.	[su][torá][iku]	 	 ‘stríke’
	 d.	[aru][kató][rasu]	 	 ‘Álcatraz’
	 e.	[a][busu][torá][kuto]	 ‘ábstract’

	 	 The	 examples	 in	 (8a–e)	 consist	 of	 three	 to	 seven	morae	 respectively,	
and	 are	 accented	on	 the	default	 accent	 position,	 the	 syllable	 that	 contains	 the	
antepenultimate	 mora.	The	 rightmost	mora	 in	 the	penultimate	 foot	 is	 accented	
in	all	these	examples.	In	(8a),	(8c)	and	(8e)	are	loanwords	with	an	odd	number	
of	morae,	 and	 the	 initial	 foot	 is	 bimoraic.	 It	 allows	 degenerate	 foot	 in	 these	
examples.	That	is,	it	is	clear	that	FtBin	must	be	dominated	by	Prs[μ]	in	order	
to	parse	every	mora	of	a	PrWd	into	feet.	
	 	 It	is	clear	from	the	examples	above	that	FtBin	must	dominate	align (F, l, P, 
l) in order to rule out candidates in which all morae are affiliated to a single foot 
as exemplified in (8e). 

(9)
/μμμμμ/ FtBin align (F, l, P, l)

a.	☞ [μ][μμ][μμ] * ****
b.	 [μμμμμ] *****!
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	 	 In	(9a)	the	leftmost	mora	is	not	binary	and	it	violates	FtBin.	Whereas,	in	(9b)	
the	 candidate	 violates	 align (F, l, P, l)	 four	 times,	 but	 it’s	 optimal	 because	
align (F, l, P, l)	is	ranked	lower	than	FtBin	in	DA.	Therefore,	(9a)	is	chosen	
as	an	optimal	candidate.	

5.2.	nonFinality	and	rightMost

	 	 The	 constraint	 nonFin	 requires	 that	 accent	 must	 fall	 within	 the	 final	
foot,	and	rMost	 requires	 that	prominence	occur	 in	 the	 rightmost	element.	The	
following	is	a	tableau	of	nonFin	in	tandem	with	rMost.	

(10)	/guruupu/	‘group’
/guruupu/ nonFin rMost

a.	☞ [gurú][upu] **
b.	 [guru][úpu] *! *
c.	 [guru][upú] *!
d.	 [gúru][upu] ***!

	 	 (10b)	 and	 (10c)	 violate	 nonFin	 respectively	 and	 their	 violation	 is	 fatal	
because	nonFin	 is	 ranked	higher	 than	rMost	 in	DA.	The	examples	 (10a)	and	
(10d)	do	not	 violate	 nonFin	 but	 violate	 rMost.	 However,	 (10a)	 is	 optimal	
because	(10a)	violates	it	twice	but	(10d)	does	three	times.	

5.3.	accent-to-head	
	 	 acc-to-h	 requires	 that	 accent	must	 fall	 on	 the	head	of	 a	 syllable.	The	
following	tableau	shows	that	acc-to-h	is	ranked	higher	than	RMost.	

(11)	/kuutaa/	‘cooler’
/kuuraa/ acc-to-h rMost

a. ☞ [kúu][raa] ***
b.	 [kuú][raa] *! **

	 	 As	mentioned	earlier,	default	accent	 location	 is	on	 the	syllable	containing	
the	 antepenultimate	 mora,	 not	 just	 on	 the	 antepenultimate	 mora.	The	 tableau	
above	shows	that	accent	must	fall	on	the	head	of	a	syllable	in	DA.	Therefore,	(11b)	
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rules	out	because	the	accent	is	not	on	the	head	of	the	syllable.	It	must	move	to	
the head position, the first vowel of the syllable.

６．Non-Default	Accent	(NDA)

	 	 There	 are	625	 loanwords	 (22%)	which	belong	 to	 the	Non-Default	Accent	
(NDA)	in	the	data.	However,	we	cannot	always	predict	whether	a	loanword	will	
fall	on	 the	NDA	or	not,	nor	where	 the	accent	will	 fall	 if	 it	 is	 an	NDA.	Let	us	
consider	the	NDA	in	this	subsection.	

6.1.	Max (Accent)
	 	 Many	 of	 the	 loanwords	of	 the	NDA,	 especially	words	with	 suffix,	 such	
as	 entaatéinment	 ‘entertáinment	preserve	 the	 accent	 position	of	 the	 source	
language.	(cf.	Katayama	1998,	Minusa	2006).	44	words	(2%)	of	the	data	belong	
to	 this	 type.	Therefore,	Faithfulness	 constraint	Max (Accent)	 is	 ranked	higher	
than	Markedness	 constraints	 (e.g.	rMost).	Max (Accent)	 requires	 that	 accent	
position	must	be	preserved	in	the	source	language.	The	following	tableau	shows	
that	Max (Accent)	is	ranked	higher	than	rMost.	

(12)	/anbaransu/	‘unbalance’
/anbaransu/	 Max (Accent) rMost

a.	☞	 [an][bára][nsu] **
b.	 [an][bará][nsu] *! *

  As the tableau shows, accent of loanwords with prefix does not fall on the 
syllable	 containing	 the	 antepenultimate	 mora.	That	 is,	 Faithfulness	 constraint	
Max (Accent)	is	ranked	higher	than	Markedness	constraints	in	this	case.	
	 	 Likewise,	there	are	some	loanwords	which	have	the	same	accent	location	as	
the	source	language	such	as	burúu	‘blue”,	ákusento	‘accent’	and	puráza	‘plaza’.	
All	these	words,	of	course,	have	the	same	constraint	ranking	as	(12).	

6.2.	Bimoraic	loanwords
	 	 There	 are	 88	bimoraic	 loanwords	 in	 the	data.	 Of	 course,	 these	 words	
do	not	 belong	 to	 the	DA	because	 there	 are	 less	 than	3	morae	 in	 these	words.	
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Interestingly,	these	are	all	accented	on	the	penultimate	mora.	The	following	are	
examples	of	this	type.	

(13)	 a.	dóa	 	 ‘dóor’	
	 	 b.	káa	 	 ‘cár’
	 	 c.	kíi	 	 ‘kéy’
	 	 d.	púro		 ‘pro(féssional)’
	 	 e.	áma	 	 ‘áma(teur)’

	 	 All	 these	 examples	 above	violate	align (Ft,l, PrWd,l),	 which	 requires	
that	every	PrWd	begins	with	a	low	tone.	Nevertheless,	all	loanwords	in	the	data	
begin	with	high	 tone	 in	 this	 case.	 It	 seems	 that	nonFin	 is	 crucial	 to	 analyze	
this	type	of	words.	I	compare	nonFin	and	rMost	here	as	the	following	tableau	
shows.	

(14)	/ama/	‘ama(teur)’	
/ama/	 nonFin rMost

a.	☞ (?) [áma] *! *
b.	 [amá] *!

	 	 The	 example	 (37a)	 violates	 nonFin	 and	 RMOST	 once	 respectively,	
and	 (14b)	 violates	 only	nonFin	 once.	 However,	 the	optimal	 output	 is	 (14a).	
Therefore,	 more	 analysis	 seems	 to	 be	necessary.	As	Asano	 (2002)	 points	 out,	
nonFin	should	be	analyzed	not	only	on	foot	level	but	also	on	syllable	level.	The	
following	tableau	shows	the	correct	ranking.	

(15)	/ama/	‘ama(teur)’
/ama/ nonFin rMost

a.	☞ [áma] F *
b.	 [amá] F, S ! *
F:	violation	at	the	foot	level;	S:	violation	at	the	syllable	level

	 	 The	 example	 (15a)	 violates	nonFin	 just	 at	 the	 foot	 level	 but	 (15b)	
violates	nonFin	 at	 both	 foot	 level	 and	 syllable	 level.	This	 tableau	 illustrates	
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the	constraint	ranking	correctly.	In	other	words,	the	Default	Accent	of	bimoraic	
words	might	fall	on	the	penultimate	mora.	

6.3.	Other	NDAs
	 	 There	 are	 some	 loanwords	with	NDA	 which	 cannot	 be	 explained	by	
constraint	 ranking	 in	 the	data.	The	 following	are	examples	of	words	which	do	
not	belong	 to	DA	and	which	do	not	preserve	 the	accent	 location	of	 the	source	
language.

(16)	 a.	herikóputaa		 ‘hélicopter’
	 	 b.	ákusesarii	 	 ‘accésary’

	 	 The	 examples	 (16a)	 and	 (16b)	 belong	 to	 neither	 words	 whose	 accent	 in	
on	 the	syllable	containing	 the	antepenultimate	mora	nor	words	which	preserve	
the	 accent	 location	of	 the	 source	 language.	 In	 (16a)	 accent	 is	 on	 the	pre-
antepenultimate	 mora.	 Kubozono	 (1994,	 1995),	 Suzuki	 (1995),	 and	Katayama	
(1997,	 1998)	 argue	 that	 the	 syllable	 which	 contains	 the	 pre-antepenultimate	
mora	may	exceptionally	be	 accented,	 as	 in	 (1c).	 It	 seems	 that	 this	 is	 the	 case.	
However,	they	(and	I)	cannot	explain	under	which	circumstance	the	accent	goes	
to	 the	pre-antepenultimate	mora.	 In	 (16b)	accent	 is	not	on	 the	antepenultimate	
mora,	 on	 the	pre-antepenultimate	mora,	 or	 in	 the	 same	 location	of	 the	 source	
language.	No	full	explanation	has	been	given	yet.	Unfortunately,	these	types	of	
loanwords	have	not	been	explained	adequately.	

７．Conclusion	

	 	 In	this	paper	I	analyzed	three	types	of	Tokyo	Japanese	loanwords;	Default	
accent	 (DA),	 Non-Default	Accent	 (NDA)	 and	 Unaccented	 (UA).	 I	 found	 how	
the	constraint	rankings	of	DA	work	and	that	UA	is	not	predictable	because	some	
morae	are	accented	and	others	are	unaccented	in	words	of	the	same	tone	pattern.	
It	seems	that	many	of	UA	have	been	already	nativised.	Also,	NDA	has	different	
constraint	 rankings	 from	DA.	That	 is,	 Faithfulness	 constraint	Max (accent)	
is	 ranked	higher	 than	 Markedness	 constraints	 (nonFin, rMost	 etc.)	 in	 NDA.	
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So	far,	it	is	not	possible	to	account	for	all	patterns	of	loanwords	either	by	rule-
based	analysis	or	constraint-based	analysis.	I	used	only	constraint-based	analysis	
in	this	paper.	I	would	need	either	a	new	analysis	or	 to	combine	rule-based	and	
constraint-based	analysis	adequately	in	order	to	solve	this	issue.	
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Synopsis 

	 	 The	default	 loanword	 accent	 position	 has	 been	 considered	 to	 fall	 on	 the	
syllable	 containing	 the	 antepenultimate	mora.	However,	 there	 are	 a	 considerable	
number	of	 loanwords	 whose	 accent	 does	 not	 fall	 on	 that	 position.	Therefore,	
some	 researchers	 claim	 that	 the	 default	 accent	 position	 is	 not	 on	 the	 syllable	
containing	 the	 antepenultimate	mora	but	 on	 the	 same	position	 as	 the	 source	
language.	Additionally,	there	are	some	unaccented	loanwords	present.	It	seems	that	
unaccented	loanwords	are	no	longer	loanwords,	in	other	words,	already	nativized.	
That	 is,	 no	 consensus	has	 been	 reached	yet	 despite	 the	 fact	 that	 researchers	
have	been	trying	to	solve	this	issue.	There	are	two	types	of	analysis	in	loanword	
phonology;	 rule-based	 analysis	 and	 constraint	 based	 analysis.	 In	 this	 paper	 I	
use	 constraint-based	 analysis	 to	 explain	 the	 loanword	 accent	 positions,	 dividing	
Japanese	 loanwords	borrowed	 from	English	 into	 three	 types;	 default	 accent	
(loanwords	 whose	 accent	 falls	 on	 the	 syllable	 containing	 the	 antepenultimate	
mora),	non-default	accent,	and	unaccented.	However,	we	would	need	either	a	new	
analysis	or	to	combine	rule-based	analysis	and	constraint-based	analysis	to	explain	
more	straightforwardly.
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日本英語文化学会会則

（The	Japan	Society	for	Culture	in	English)

第	1	条	 本会は日本英語文化学会（The	Japan	Society	for	Culture	in	English）
と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。

第	2	条	 本会はイギリス・アメリカを始めとする英語圏の文化、文学、言語、

言語教育及び関係諸分野の研究をおこない、その成果を発表するこ

とを目的とする。

第	3	条	 本会は第 2 条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

	 1. 大会 	 	 2. 研究発表会 	 	 3. 機関誌の発行

	 4. その他必要と認められる事業

第	4	条	 本会の会員は第 2 条の主旨に賛同し、入会金、年会費を納入した者

とする。

	 会員は次の三種類とする。

	 1. 一般会員	 入会金 1,000 円、年会費 5,000 円を納めた者（但し、

2009 年度より）。

	 2. 賛助会員	 本会の主旨に賛同し、これを援助する目的をもって

年間 10,000 円以上を納めた個人、または団体。

	 3. 学生会員	 大学学部、または大学院修士課程在籍者で、入会金

1,000 円、年会費 2,000 円を納めた者（但し、2009 年度より）。	
なお、年会費を 2 年間未納のときは、役員会の認定により退会と

みなすことがある。また、在外留学 1 年以上の場合は、その年の

年会費を免除する。

第	5	条	 本会は次の役員を置く。役員の任期は 2 年とし、兼任及び再任を妨

げない。

	 役員に欠員が生じたときは補充し、前任者の残任期間とする。

	 会長 1 名		 副会長 1 名	 理事 10 名程度

	 監事長 1 名	 監事 3 名程度	
	 会計 1 名		 会計監査 2 名

	 	編集長 1 名	 編集委員 10 名程度

	 1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。総会において会員が互選

する。

	 2. 副会長は本会の会長を補佐し、会長に事故があったときは会長の

職務を代行する。会長が推薦して総会で承認を得る。
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	 3. 理事は役員会において本会の運営について協議し、その意見を具

申する。役員会で推薦して総会で承認を得る。

	 4. 監事長は総会の議長、研究発表会の総合的な司会を務める。役員

会で推薦して総会で承認を得る。

	 5. 監事は総会、研究発表会、その他の会務を執行する。役員会で推

薦して総会で承認を得る。

	 6. 会計は本会の金銭の収支を執行し、総会において収支決算を報告

する。役員会で推薦して総会で承認を得る。

	 7. 会計監査は本会の金銭の収支を監査する。役員会で推薦して総会

で承認を得る。

	 8. 編集長は原稿を収集し本会の機関誌の発行を執行する。役員会で

推薦して総会で承認を得る。

	 9. 編集委員は本会の機関誌の原稿読み合わせをする。役員会で推薦

して総会で承認を得る。

第		6	条	 本会は顧問をおく。顧問は役員会の推挙により、会長が委嘱し、会

長及び役員会の諮問に答える。

第		7	条	 本会は次の機関を置く。

	 1. 事務局　　2. 役員会　　3. 編集委員会　　4. 総会

	 5. その他必要と認められる機関

第		8	条	 総会は本会の最高議決機関であり、毎年 1 回会長が召集する。ただ

し、会長が必要と認めたとき、臨時総会、役員会、及びその他の会

を召集することができる。

第		9	条	 役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。

第 10 条	編集委員会は編集長及び編集委員を以て構成し、機関誌の発行を執

行する。

第 11 条	本会の会計年度は 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日までとする。	
第 12 条	本会の会則の改正は総会の承認を経なければならない。

附則	 1. 施行細則については別途に定める。

	 2. 本会は昭和 47 年 4 月上毛英米文学会として発足し、昭和 50 年 4
月１日ビビュロス同人会として改組され、平成 4年 7月 25日ビビュ

ロス研究会と名称を変更し、さらに発展させて平成 10 年 4 月 1 日

より日本英語文化学会と名称を変更し設立された。

	 3. この会則は、平成 10 年 4 月 1 日より施行する。

	 4. この会則は、平成 12 年 4 月 1 日より施行する。
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	 5. この会則は、平成 14 年 9 月 7 日より施行する。

	 6. この会則は、平成 18 年 9 月 2 日より施行する。

	 7. この会則は、平成 20 年 9 月 13 日より施行する。

	 事務局

	 〒 154-8525	 東京都世田谷区駒沢 1-23-1
	 			駒澤大学第一研究館 1549　TEL	03-3418-9470

役員一覧

顧　問	 高山信雄

会　長	 田中保

副会長	 福島昇

理		事	 新井透	 石和田昌利	 市川仁	 加藤英治	 岸山睦

	 榊原咸征	 佐久間由夛	 鈴木博雄	 仁木勝治	 原田俊明

	 町田成男	 宮本正和	 山岸二郎

監事長	 岸山睦

監　	事	 朝川真紀	 榊哲	 白鳥義博	 濱口真木

会　	計	 尾形重政

会計監査	 日高正司	 三幣友行

編集長	 市川	 	 仁
編集委員	 大野直美	 岡崎真美	 櫛渕正	 佐々木隆	 鈴木博雄

	 中井延美	 日中鎭朗	 三芳康義	 宗形賢二	 渡辺宥泰
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『異文化の諸相』投稿規定

１．	投稿論文は、未発表のものであり、日本英語文化学会の機関誌にふさわ

しい内容のものであること。ただし、すでに口頭で発表し、その旨を明

記している場合は、審査の対象となりうる。なお、英文原稿については、

執筆者がネイティヴ・スピーカーのチェックを受け、そのチェック済み

のサインと共に提出すること。

２．	応募は日本英語文化学会会員に限る。

３．	論文は次の長さとする。パソコンを用いる。英文の場合：A4の用紙。注、

引証資料、写真等すべてを含めて 16 枚以内。上下左右余白 34 ミリ。フォ

ントは	Times	New	Roman 標準体で 12 ポイントを使用し、24 行。和文

の場合 A4 の用紙。注、引証資料、写真等すべてを含めて 14 枚以内。

横書き、1 枚は 40 字× 25 行。なお、英文、和文の論文を問わず 300 語

以内の英文シノプシスを必ず添付すること。

４．	論文は、氏名・連絡先住所・電話番号を明記した表紙をつけて、3 部（コ

ピー可）提出すること。また、掲載決定の場合、氏名・論文タイトルを

明記した CD-ROM 等の記憶媒体（テキスト形式。テキスト形式による

ファイル保存が不可能な場合は、使用したワード・プロセッサーの機種

名を明記）を提出すること。なお、提出論文と記憶媒体は返却しない。

５．	書式上の注意

（1）本文から独立した引用は、和文の場合は 1 字、英文の場合は 3 ス

トローク下げて書き、前後を 1 行ずつあけること。	
（2）注および引証資料リストは、原稿の末尾にまとめてつける。

（3）その他の書式の細部については、The MLA Handbook for Writers of 
Research Papers,	6th	ed.（邦訳『MLA 英語論文の手引』第 6 版、北星

堂）に従う。英語学・言語学関係の論文は、LSA のスタイルに従う。

６．	原稿の採否及び掲載の時期は、編集委員会が決める。採択されても、編

集委員会の決定によって、書き直しを求めることがある。

７．	校正は二校までとする。校正における訂正加筆は、必ず文字上の誤りに

関するもののみとし、内容に関する訂正加筆は認めない。

８．	原稿提出締切日：10 月 4 日（必着）

９．	原稿提出先：日本英語文化学会編集長





編集後記

『異文化の諸相』第 30 号をお届けいたします。

今回は 7 編の投稿論文が採用されました。最近は大学の日常業務もますま

す忙しくなっている中、時間を割いて査読にあたっていただいた先生方には

心より感謝申し上げます。

文学関係が 6 篇、言語学が 1 篇で、今回も文学関係に集中するという結

果になりました。もちろんいずれの分野でも研究活動が活発であることは、

学会にとっても喜ばしいことと思います。

今後も文化面等含めてさらに多方面の分野からの投稿を期待したいと思

います。

2009 年 12 月 25 日

	 	 	 	 	 	 日本英語文化学会

	 	 	 	 	 	 編集長　市川　仁
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