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『ベーオウルフ』「フィン王の挿話」における

Hengest について

岩谷	 道夫

１

　

古期英語詩 Beowulf『ベーオウルフ』には、本編の物語の中に、いくつか

の挿話が織り込まれている。その中に、通例 The	Finn	Episode「フィン王の

挿話」と呼ばれる挿話がある (Beowulf	ll.1071-1159)。フィンとはFresanフレー

ザンという国の国王であり、フレーザンとはフリージアンで、北海沿岸に存

在していた中世のゲルマン人部族国家の一つである。その「フィン王の挿話」

は、デネすなわちデンマークの国王の王族フネフが、その妹のヒルデブルフ

の嫁いだフレーザンの国王フィンの城館に宿泊中に、フレーザンに属してい

たジュートの兵士により襲撃され、非業の死を遂げる事件を取り扱っている。

その事件の後、デネの軍の統率者としてフレーザン、ジュートの兵士達と戦

い、雪辱し、主君フネフの無念を晴らした人物が Hengest である。Hengest は、

アルフレッド大王の頃の古期英語の発音ではヘンジェストであった。

ところで、アングロ・サクソン七王国の中で、７～８世紀に隆盛を極めた

ノーサンブリア王国のベーダは、ラテン語でイングランドにおける最初の歴

史書『英国民教会史』を著わしている。その中で、ベーダは、最初にブリテ

ン島に移住したゲルマン人部族として、アングル、サクソン、ジュートを挙

げ、そのジュートを率いていた人物として、Hengist ヘンギストと Horsa ホ

ルサの兄弟に言及している	 (Beda Ⅰ－ⅩⅤ )。そのベーダに言及されている

Hengist は、ジュートの出身であった。そのベーダの『英国民教会史』を古

期英語に直したアルフレッド大王の翻訳では、Hengist は、Hengest となっ

ている。

『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」における Hengest は、デネ、つまりデー

ンの側の軍事的統率者でジュートと戦い、一方、ベーダの『英国民教会史』

のHengistは、後のアングロ・サクソン人となるゲルマン民族の一部族、ジュー

トの長であった。その両者の名前は、古期英語ではいずれも Hengest で、同

じ名前であるが、正反対の立場であるので、2 人の Hengest を別人とする観
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方が一般的だった。しかしその名前の一致を単なる偶然とは見なさず、同一

人物とする見解も存在する。例えば、20 世紀のアングロ・サクソン史の碩

学チャドウィック等の見解である。　　

本稿は、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」における Hengest と、ベー

ダの『英国民教会史』における Hengist を同一人物と考える、その見解を検

討する。もし同一人物であるとするならば、ベーダの『英国民教会史』で

はジュートである Hengist が、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」では、

なぜデネの将軍 Hengest になっているのであろうか。2 人の Hengest が同一

人物であるということが成立し得るとすれば、それはどのような状況におい

てであろうか。その問題を考えることにしたい。なお、本稿では、ベーダの

Hengist を、アルフレッド大王の古期英語訳の Hengest のつづりで考えるこ

とにする。同じつづりの Hengest の方が、その人物に対して、照準をより鮮

明にすることができるように思われるからである。　

２

まず、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」に登場する Hengest につい

て考えることにする。その前に、『ベーオウルフ』の中で、「フィン王の挿話」

は、どのような局面で語られるのか、「フィン王の挿話」に至る物語を振り返っ

てみたい。

主人公ベーオウルフは、デネの国王フロースガールの要請に応えて、デネ

の王宮に対する怪獣グレンデルの暴虐を抑えるために、故国 Geatas イェー

アタスから船に乗り、デネに来る。ベーオウルフは襲ってきたグレンデルを

倒し、グレンデルは瀕死の状態で棲家の沼に帰っていく。国王主催の、ベー

オウルフの英雄的行為を称える祝宴が開かれ、国王フロースガールによって

ベーオウルフに賛辞が賜われ、饗宴が佳境に入った時に、宮廷の詩人により

歌われる物語が、「フィン王の挿話」なのである。

「フィン王の挿話」は、ヒルデブルフにふりかかった悲運が最初に述べら

れる。ある戦があり、その戦の内容について「フィン王の挿話」では詳しく

は語られていないが、その戦でヒルデブルフは、彼女の兄と彼女の息子を失っ

た。ヒルデブルフは、フレーザンの国王フィンに嫁いだデネの王女であった

が、その戦で、デネの王族である兄フネフと、夫フィン王との間の息子を失っ

たのである。フネフは、妹の嫁ぎ先のフレーザンの国王フィンの城館を訪れ、
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その時に、フレーザンの側にいたエーオタン（ジュート）による不意の急襲

に遭う。デネとフレーザンの間に激しい戦が繰り広げられ、結局、デネのフ

ネフは殺される。「フィン王の挿話」は、その戦の終わった直後の状況から

始まり、その戦が具体的にどのようなものであったかについては書かれてい

ない。戦の内容は、『ベーオウルフ』とは直接関連のない古期英語詩『フィ

ンズブルフの戦』に触れられている。『フィンズブルフの戦』は、写本の大

部分が失われ、今日伝えられているのは 45 行ほどであるが、もともと数百

行はあったものと推測されている 1)。『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」

で、その最初の戦についての説明が省かれているのは、おそらく『ベーオウ

ルフ』の著者の時代には、その『フィンズブルフの戦』の詩が、広範に流布

していたためと思われる。その『フィンズブルフの戦』を暗黙の前提として、

『ベーオウルフ』の著者が宮廷詩人に語らせ始めるのが、「フィン王の挿話」

なのである。

「フィン王の挿話」の冒頭は、「ヒルデブルフはエーオタンの信義を称賛す

る理由はなかった。何の罪もないヒルデブルフは、その戦で兄と子供を失っ

た。」という表現で始まる。つまり、ヒルデブルフに対してエーオタンが信

義にもとる行動をとった、その結果、戦でヒルデブルフは、兄と息子を失う

という悲劇に遭った、という内容である。エーオタンというのは、前述のよ

うに、アングル、サクソンとともにブリテン島に渡ったジュートのことであ

る 2)。つまり冒頭で、デネの王女ヒルデブルフは、ジュートを信じたため

に悲惨な運命に遭った、と述べられているのである。そして、その戦で死ん

だ主君フネフの仇をとるために、デネに属する武将 Hengest は、フレーザン

の国王フィンとその家臣のフレーザン、そしてフレーザンに属するジュート

と戦う、そしてフィンを討ち、戦に勝利し、ヒルデブルフをデネに連れ戻す。

それが、「フィン王の挿話」で述べられるデネとフレーザンの間の第二の戦

である。Hengest は、「フィン王の挿話」では詳しく描写されていない第一

の戦においても登場し、『フィンズブルフの戦』にも言及されている。その

第一の戦で、Hengest はデネの側を代表して戦い、フレーザンの軍勢に多大

な打撃を与えた。しかしながら Hengest の主君、デネのフネフは斃れる。フ

レーザン側も、フネフを倒したとは言え多くの戦死者があり、フィン王はデ

ネに和睦を提案し、デネもそれに応じ、和平の条約が締結される。Hengest	は、

引き続き家臣達とフィン王の城館にとどまることになる。とどまっていたそ

の数カ月の間に、鬱勃と湧きあがる仇討ちの念を抑え難くなり、遂に実行し
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主君の無念を晴らすのである。

ここで確認したいと思うのが、「フィン王の挿話」におけるエーオタンす

なわちジュートの役割、そしてジュートと Hengest	の関係である。前述のよ

うに、エーオタンのデネに対する背信行為により、フィンズブルフにおける

戦と、それによる悲劇が生じた。実際に、エーオタンのデネに対する背信行

為がどのようなものであったか、その内容については、「フィン王の挿話」

では明らかにされていない。もともとデネとフレーザンの関係は脆いもので、

いつでも崩壊するようなものであったとする見解もある 3)。いずれにせよ、

エーオタンすなわちジュート（エーオタンは『フィン王の挿話』の中でフレー

ザンと同じ意味で用いられている場合もあるが）の背信により、デネに悲劇

が起こり、それに対し、その状況を逆転させてデネに最終的勝利をもたらし

たのが、デネの軍隊を統括していた Hengest であり、そして Hengest の仇討

ちの矛先が向けられていたのが、フレーザンと、エーオタンすなわちジュー

トであった。　

ところで、そのジュートを仇敵としていたそのデネの Hengest が、後にブ

リテン島に渡り、定住したゲルマン人のジュートの代表者 Hengest であった

とするのが、チャドウィック等の見解であった。ジュートを敵とするデネの

Hengest が、ジュートとしてブリテン島に渡るということが、あり得るので

あろうか。次に、諸研究者の見解をみることにしたい。　　　

３

20 世紀を代表するアングロ・サクソン史の研究者であったチャドウィッ

クは、2 人の Hengest について、次のように述べている (Chadwick	 	 52-53)。
もともと Hengest という名前はきわめてまれな名前である；その名前の

人物は、ベーダの Hengest の他に、『ベーオウルフ』と、フィンズブルフ

の戦の詩に見出されるのみである；Hengest は、デネの国王ヘアルフデネ

Healfdene	4)	に連なる王族と思われるフネフ Hnæf の配下の将軍であった；

フネフが何らかの理由でフリースランドを訪れ、その時に国王フィンの家臣

達によって殺害される；Hengest と他の戦士達は、長い戦の末、フィンと和

睦を結んだ；しかし彼らの中にはデンマークに帰る者もいて、戦力を整え、

最終的にフィンを倒した；しかし、Hengest がどのような運命をたどったか

は述べられていない。
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チャドウィックは、続けて次のように述べる。2 人の Hengest は、おそら

く同時代人に違いない；『ベーオウルフ』の詩の舞台は、6 世紀の最初の四

半世紀で、フロースガールの父ヘアルフデネは、5 世紀の半ば頃、デネを統

治していたと考えられる；また二人の Hengest は同じ国の出身のように思

われる；ネンニウスの Historia Brittonum では、Hengest は Oghgul、すなわ

ち南ユトランドの Angel の出身であるとされ、『ベーオウルフ』と『フィン

ズブルフの戦』では、デネの出身になっている；2 人の Hengest が属してい

たゲルマン人部族については、ケント王国の Hengest は、ベーダによれば

Iutae	(Iuti) であり、英語訳では Ytena、Eota、Iutna	(Gen.pl.)、Iotum	(Dat.pl.)
である；もう一方の Hengest の属する部族は、『ベーオウルフ』によれば

Eotena	(Gen,pl.)、Eotenum	(Dat.pl.) となっている；それらは著しい類似性が

ある；またネンニウスでは、Hengest は亡命者であったとされている；もう

一方の Hengest の運命についてはわからないが、その主君を殺害した相手と

和睦した後では、Hengest は故国には到底帰れなかったであろう；そのよう

な場合は、亡命するのが通例である；結局、Hengest のケント地域への侵入

が 440 年以後の事であるならば、2 人の Hengest が同一人物であることは、

ほぼ間違いない。

以上、少し長くなったが、チャドウィックの説は極めて重要なものを含ん

でいるので、Hengest に関する説の中心部分を略述した。

まず、チャドウィックの見解で興味深いのは、「フィン王の挿話」の

Hengest	を Eotan エーオタンすなわちジュートと考えている点である。上の

「もう一方の Hengest の属する部族は、『ベーオウルフ』では Eotena	(Gen,pl.)、
Eotenum	 (Dat.pl.) となっている」という部分である。しかしながら実際に

は、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」の中で、Hengest が Eotan エー

オタンに属していると述べられている箇所は一箇所もない。チャドウィック

は、なぜ Hengest をエーオタンすなわちジュートに属すると考えたのであろ

うか。チャドウィックは、その理由について明言していない。

またチャドウィックは、その後の Hengest の運命について「フィン王の挿

話」では述べられていないとしている。確かに、和睦した後の Hengest が引

き続きフィン王の館で過ごしたという部分では、Hengest が文章の主語で用

いられているが、その後は固有名詞としての Hengest は、文章の主語として

は現われない。それで、チャドウィックは、Hengest	が、デネによるフィン

王に対する第二の戦に参画しなかったと考えるのであろう。しかしながら、
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フィンズブルフにおける戦の後、和睦によりフィン王の城館にとどまった

Hengest についての描写があり、季節の移ろいと自然の描写があり、その後

に、主語として wrecca	 (=exile)	を主語とする文章があり、そしてその次に、

その wrecca を受けて he が用いられる文章が続き、その人物は、フィン王の

城館でエーオタンに対する敵愾心を捨て難くなったというふうに述べられて

いる (Beowulf	ll.1127-1141)。その場合、その wrecca そして he が、固有名詞

を与えられていなくとも、Hengest を表わすことは明らかであろう。チャド

ウィックは、wrecca	という言葉に言及していないが、ネンニウスをもとに、

Hengest を exile であるとしている。5 チャドウィックは、Hengest がフィン

と和睦した後、フネフの仇を討たずに、ブリテン島に向かったと考えるので

あろう。チャドウィックは、「フィン王の挿話」の後半では Hengest につい

て触れられていないので、Hengest が主君の仇をとったか否か不明であるが、

主君を殺された段階でデネに帰ることはできず、亡命を選択したのであろう

と述べる。しかしながら、「フィン王の挿話」の後半は、wrecca 亡命者を主

語とした描写が続くので、wrecca が Hengest であるならば、Hengest がフィ

ンを討ち、主君の仇をとったことは確かであろう。ただ、たとえ主君の仇を

討ったとしても、主君を守り切れなかった将軍は、その責めを免れないであ

ろう。そのような意味から、Hengest は、チャドウィックの言うように、デ

ネではなく、新天地のブリテン島を目指したということは、考えられ得る。

ところで、『ベーオウルフ』について、最も包括的な研究書を著わし、

『ベーオウルフ』の代表的な研究者であったチェインバーズは、『ベーオウル

フ』のエーオタンについての見解を、二つに分けて紹介している (Chambers	
249-250)。一つは、エーオタンを Hnæf’s	 Danes、すなわちフネフの下のデ

ネに属していたと考える見解である。チェインバーズは、その見解を、『フィ

ンズブルフの戦』がフネフによるフレーザンに対する侵略であるとする見解

であるとみなしている。チェインバーズは、エーオタンを、フネフのデネに

属するとする見解は誤りであるが、重要な学者達に支持されていると述べ、

その一人としてチャドウィックを挙げている (Chambers	 249,	 fn	 3）。チェイ

ンバーズは、次に、エーオタンについての、より一般的に受け入れられてい

る見解として、	エーオタンがフレーザンのフィンの家臣で、フネフの敵とす

る見方を挙げる。そしてその見解をチェインバーズが指示する理由を詳述す

る（Chambers	 249-254）。チェインバーズの、問題点を一つ一つ検討してゆ

く方法は誠実で、論旨も明快であり、最終的に、エーオタンはフネフおよび
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Hengest の側ではなく、フネフと Hengest の敵であるという結論も妥当なも

のであると考えられる。しかしながら、あくまでそれは「フィン王の挿話」

の文章による限りにおいてであり、後に触れるように、別の観点から見れば、

また異なる結論もあり得ると思われる。　

ところで、チェインバーズの述べるように、チャドウィックは、確かに、

エーオタンをフネフのデネに属すると考えているが、しかしながら、チャド

ウィックは、フィンズブルフにおける戦を、フネフによるフレーザンに対す

る侵略と考えていたわけではない。むしろその逆である (Chadwick	53)。つ

まりチャドウィックは、何らかの目的でフネフはフィンの城館を訪れ、その

時にフレーザンに殺されたと述べているので、フネフが侵略しようとして逆

に殺されたとは考えていない。従って、エーオタンをフネフのデネに属する

とする第一の見解が、必ずしもフネフを侵略者とする考え方であるというわ

けではない。

「フィン王の挿話」では、フレーザンとエーオタンが極めて近しい存在で、

また背信者がエーオタンと明言されている。チャドウィックは、フネフの

デネにエーオタンが属していたと断じているが、チャドウィックの言うよ

うな状況が成立するのは、おそらく、フレーザンの側のエーオタンとは別

に、デネのフネフの側にも、エーオタンの別の一派が属していた場合であろ

う。そのような可能性に言及しているのが、ギルヴァン、トールキン、そし

てレンである。レンは、チェインバーズの Beowulf の第 3 版を編集し、そこ

にチェインバーズ以降の研究について、補遺として一章を立て、その中でギ

ルヴァンの説を紹介し、また自らそのギルヴァンの説を補強、展開している

6)。レンは次のように述べる。すなわち、ギルヴァンは、フネフの死により

Hengest が統率者になったヘアルフデネがエーオタンすなわちジュートであ

るとする古い見解を支持している；その見解に基づくならば『ベーオウルフ』

の Hengest は、ケント（地域）を征服した歴史上の Hengest であると考える

ことを可能にする；また、Hengest は、亡命者で、かつ傭兵隊長であった；

それは、l.1137 の wrecca が示している；（中略）ジュートには、二つの集団

があった可能性がある、一つは、l.1069 に見られるようにヘアルフデネに属

するジュート、そして l.1090に見られるようにデネに属するジュートである、

そしてもう一つは、フリージアンを支配していたフィンの下にあったジュー

トである (Chambers	544)。以上のレンの見解は、おそらくチャドウィックが、

説明は試みずに確言していた事柄の実体と言えるだろう。
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ところで、レンの前にトールキンの説が提示されていた。トールキンの説

とレンの説は必ずしも重なるわけではないが、共通する面もあり、レンはトー

ルキンに影響を与えられていると思われる。しかしながらレンは、トールキ

ンについて、Beowulf:	The Monsters and the Critics については最高の賛辞と

ともに言及しているが (Chambers	606)、トールキンの Hengest についての見

解に触れていない。トールキンの見解は、次のようなものであった。すなわち、

ジュートには、二つあり、一つはユトランドにデネが侵入した時に、デネと

融和し、デネの下にあってデネを支えていた一派であり、その長が Hengest	
であった；一方、デネが侵入した時、デネとの融和を潔しとせず、ユトラン

ドを逃れてフリージアンの国家に移住し、フリージアンを支えていた一派で

ある；その二つのジュートが、フィン王の城館で会い、とりわけ後者が前者

に対する恨みを抱いていたので、最初の戦が起こった；しかしながら、暫定

的平和の後、再び新たなデネがフリージアンに来た時、Hengest は、フネフ

の無念を晴らすのではなく、彼に従うジュート、さらにはフリージアン、そ

してデネを連れて、新天地ブリテン島のケントに向かった	 (Tolkien	100-101,	
124-130,	159-162)。トールキンの、Hengest がジュートであるとする根拠は、

「フィン王の挿話」の Eotena	bearn という表現であり、その箇所を Hengest
がジュートである根拠としているのは、トールキンだけである。その表現の

解釈については別に論じたいと思うが、トールキンが結論的にチャドウィッ

クと近い考え方になっているのが興味深い。いずれにせよ、トールキンおよ

びレンによる、Hengest がジュートであるという可能性の指摘は極めて重要

なものがあり、本稿の結語部分で、再びそれについて触れることになるであ

ろう。

ここで、『ベーオウルフ』の刊本で極めて優れた編纂を行ったクレーバー

の見解に触れることにしたい。クレーバーは、次のように述べている。す

なわち、「フィン王の挿話」の物語は、一般的に北海沿岸の Ingvaeones イン

ガエオネース 7) の国々の間で最初に創られ、フリースランド、高地ドイツ、

そしてアングロ・サクソンの新天地まで、広く伝えられたと考えられている；

そうであるならばアングロ・サクソンに伝えられている「フィン王の挿話」は、

極端な Danification がなされているので、数次にわたる改変の変遷があった

に違いない (Klaeber	 235)、と。クレーバーは、チャドウィックをはじめと

する何人かの研究者が、「フィン王の挿話」とベーダのそれぞれの Hengest	
を同一人物としていることに言及し、もし同一人物であったならば、ベーダ
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に登場するジュートの Hengest は、「フィン王の挿話」の中では、確実にフリー

ジアンとともに行動したであろう、と述べている。つまり、ベーダに登場す

るジュートの Hengest が、「フィン王の挿話」では、デネ側を代表してフレー

ザン（フリージアン）およびエーオタン（ジュート）と戦っているのは不自

然であるという、極めて妥当な指摘である。

しかしながらクレーバーは、その一方で、可能性として、二つの時期の

ジュートについての伝承が、アングロ・サクソン人の「フィン王の挿話」に

反映されているのではないか、と問いかけている（Klaeber	235	fn.）。すなわち、

ユトランドに居住していた時のジュートは、デネと近い存在であり、それゆ

え「フィン王の挿話」におけるデネの武将としての Hengest という存在が考

えられ、一方で、フリージアンの近くに居住していた時のジュートは、フリー

ジアンとの強い結びつきを示し、それ故、「フィン王の挿話」で、エーオタ

ンすなわちジュートが、フリージアンと同じ意味で用いられている、と。　

クレーバーが述べるように、ジュートは、確かに二つの異なる居住時期の

段階があった。まずジュートはユトランドにいて、その結果その名を半島の

名前に残している。その次の段階で、ジュートはフリージアンの近くに居住

していた。それは、古期英語の最古の詩『ウィードシース』からも窺うこと

ができる (Widsith	 ll.26-27)。そのフリージアンの近くに居住していたジュー

トが、フリージアンと一緒に、あるいはフランクと一緒に、ブリテン島に渡り、

アングロ・サクソン七王国の最初に隆盛したケント王国を造ったのである。

クレーバーは、二つの段階のジュートが「フィン王の挿話」に反映されて

いる部分について、次の箇所を挙げる。一つは、ユトランドに居住していた

頃のジュートで、Hengest がデネの将軍として登場している箇所、もう一つ

は、フリージアンの近くに居住していた頃のジュートで、デネと敵対してい

る箇所である。つまりクレーバーは確言してはいないが、Hengest はジュー

トであると考えていて、Hengest の立場からは、一見矛盾するようなデネと

フリージアンの関係も、二つの時期のジュートの伝承が混在しているのであ

れば、理解できないことはないとするのであろう。つまりクレーバーは、チャ

ドウィックの見解にある程度の賛意を示しているのである。		　
確かにジュートは、第二の段階については、前述のように、『ウィードシー

ス』から、ジュートとフリージアンの近しい関係は窺うことができる。しか

しながら第一の段階で、ジュートがデネと近しい存在であったという記録は

なく、むしろ逆に、ジュートは、後方のデネによって押されるようにして、
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フリージアンの地域に移住したと思われる。ただ、文献がないだけで、クレー

バーの言うように、一時期ジュートとデネの親近的関係も存在した可能性も

あるのかも知れない。従って、「フィン王の挿話」で、Hengest がジュート

であるにもかかわらずデネと親しい関係になっているのは、クレーバーの言

うように、初期の歴史の反映とも考えられる。ただ、問題は、「フィン王の

挿話」において、Hengest がジュートであったとしたならば、なぜジュート

として述べられていないか、である。ジュートがデネと親しい関係であった

のであれば、Hengest はデネに属するジュートと記されても良いはずである。

ジュートと記されていない理由は何であろうか。クレーバーは、アングロ・

サクソンにおいて「フィン王の挿話」の物語に Danification	で特徴づけられ

る徹底的な改変がなされたとしている。クレーバーの言う Danification は、

まさに『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」の特徴と言えるものでああろ

う。クレーバーは、Danification という言葉を、どのような範囲にまで用い

ているのかわからないが、ジュートの Hengest がデネの武将となっているこ

とも、含意されていると考えても誤りではないであろう。それではなぜ、イ

ングランドの「フィン王の挿話」において、そのような Danification が行わ

れたのであろうか。つまり、なぜ、ジュートと思われる Hengest が、デネの

武将になっているのであろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

『ベーオウルフ』は、デネについては、称賛の記述で連ねられているとい

う見解が支配的であった。それに対し、『ベーオウルフ』では、デネに対し

て二律背反的表現が見出されていると指摘したのは、ナイルズである (Niles	
107-117)。つまり『ベーオウルフ』は、デネの輝かしい時代に対する称賛と

デネの現在の窮状についての記述が交互になされているとするのである。確

かに、『ベーオウルフ』において、デネは必ずしも称賛のみがなされている

のではない。デネの王宮を襲う怪獣グレンデルの暴虐に対し、友邦国イェー

アタスのベーオウルフに、局面の打開を懇請する以外になすすべがなかった

のは、デネの窮状そのものである。しかしながら、デネの窮状のみが述べら

れているのでもない。『ベーオウルフ』の冒頭に見出されるように、デネの

王朝はアングロ・サクソン諸王国の王統とも関係し、その国王の葬送は、こ

の上なく荘重なものとして記述されているからである。
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それでは、「フィン王の挿話」に、ナイルズの言う二律背反的観点は見出

されるであろうか。見出されるとしたら、二つのうちどちらの観点であり、

また、どの部分にそれが見出されるであろうか。実は、「フィン王の挿話」

の Hengest が、そこに関係して来るのである。まず、ナイルズの Hengest に
ついての言及を見ることにしたい。

ナイルズは、『ベーオウルフ』のデネに対する二律背反的観点を指摘した

後、Hengest に言及している。ナイルズは、その二人の Hengest が同一人物

である可能性を示唆し、次のように述べている。すなわち、もし「フィン

王の挿話」の Hengest が、449 年にジュートを率いてブリテン島に渡った

Hengest と同一人物であるなら、Hengest は、すでにデネの統率者になって

いるわけであり、「フィン王の挿話」で Hengest が特筆されているのも理解

できる；その場合、イングランド人とデーン人は、Hengest を共通の祖先と

して称賛することができるからである	(Niles	285-286,	Note52.)、と。　

ナイルズは、ベーダの Hengest を、ジュートを率いてブリテン島に渡っ

た人物としているが、Hengest 自身がジュートであったか否かには触れてい

ない。また、「フィンの挿話」で、Hengest はデネの統率者になっていると

述べているが、Hengest の出自がデネであるか否かについては言及していな

い。しかしながら、アングロ・サクソンの起源の議論において、ベーダの

Hengest がジュートであるという記述は、諸々の議論の前提と考えられ、そ

の部分を否定すると、諸々の議論自体が成立しなくなる。従ってナイルズも、

ベーダの Hengest を、おそらくジュートと考えているのであろう。また、ナ

イルズは、Hengest を「フィン王の挿話」では、デネの統率者となっている

と述べているが、その場合、Hengest はジュートで、かつデネに属している

と考えるのであろう。ナイルズの説を敷衍すると、Hengest はジュートであっ

たがデネに属し、デネの統率者であった、そしてその Hengest がジュートを

率いてブリテン島に初めて渡った、ということになるであろう。

「フィン王の挿話」では、ジュートは、戦の原因を作った背信者達として

述べられている。そのジュートは、あくまでフレーザンの側のジュートで

あった。「フィン王の挿話」には、フネフのデネ側にもジュートが属してい

たとは全く述べられていない。しかしながら、チャドウィック、クレーバー、

トールキン、ギルヴァン、レン、そしてナイルズは、いずれも、Hengest を
含め、デネの側にもジュートが属していたと考える見解であった。しかしな

がら、Hengest を含め、デネの側にジュートが属していたにもかかわらず、
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なぜ「フィン王の挿話」にその旨が明記されていないか、トールキンを除き、

その理由については、述べられていない。明記されていない理由とは何であ

ろうか。

それは、まずその物語の前提からすれば、そのようにならざるを得ない、

ということがあるであろう。その物語の前提が、「ヒルデブルフが、エーオ

タン（ジュート）の背信により悲劇に遭った」とされているのであれば、ジュー

トは悪の側でなければならず、従って、あらかじめ正義の側のデネの英雄と

されている Hengest は、ジュートであるということを明らかにされてはなら

ないことになるであろう。Hengest、そして Hengest の他にもデネに属する

ジュートがいたとすれば、やはりその事は触れないであろう。正義の側の

Hengest がジュートであれば、「フィン王の挿話」の冒頭の「ひとえにエー

オタン（ジュート）の背信によりヒルデブルフに悲劇がふりかかった」とい

う内容の部分が、意味をなさなくなるからである。アングロ・サクソン人で

あった『ベーオウルフ』の作者は、エーオタンすなわちジュートの背信行為

を強調して「フィン王の挿話」を組み立てた。しかしながら、それではなぜ

「フィン王の挿話」において、Hengest はあくまでデネとされ、ジュートで

あるという点は明記されず、ジュートは悪の側、フレーザンの側のみに属す

る存在にされたのであろうか。つまり、なぜ、「フィン王の挿話」で、ジュー

トは悪で、デネは善というふうに、アングロ・サクソン人である『ベーオウ

ルフ』の作者は、設定したのであろうか。それは、イングランドの側からの、

デネに対する賛意の表われとも考えられ、ナイルズの言う二律背反の観点の、

おそらく最大級の賛意であり、またそれは、クレーバーの言う Danification
でもあろう。その Danification をもたらすことになった理由について、次の

結語部分であらため考えることにしたい。

５

これまで、『ベーオウルフ』「フィン王の挿話」とベーダの 2 人の Hengest
について、それが同一人物であるか否か、また同一人物であるとすれば、な

ぜベーダではジュートとなっている Hengest が、「フィン王の挿話」ではデ

ネになっているのかについて、様々な研究者の見解を検討しながら考えてき

た。

チャドウィックは、「フィン王の挿話」における Hengest がジュートであ
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ることを自明の事としていた。しかしながら、チェインバーズの述べるよう

に、「フィン王の挿話」のみによっては、Hengest がジュートであるという

事は明らかにはならない。「フィン王の挿話」における Hengest をジュート

と考え、その前提で推論を展開したのが、トールキンそしてレンであった。

トールキンとレンに共通しているのは、フレーザンの側にも、デネの側にも

ジュートがいたということである。チャドウィックの述べるように、「フィ

ン王の挿話」の Hengest がジュートであるならば、Hengest がデネの武将と

してのみ記述され、ジュートとして明言されていない理由は何であろうか。

それが、クレーバーの言う、イングランドにおける Danification を生ぜしめ

たものであろう。Ingvaeones の諸国で作られ、流布していた「フィン王」に

関する物語は、イングランドで、数次の改変がなされ、その時に Hengest が
敢えてジュートと明言されない記述になったのであろう。そこには、イング

ランドで Hengest をジュートと明言せず、デネとしての Hengest を強調する

必要性があったと考えられるのである。　

なぜイングランドにおいて、Hengest をジュートではなく、デネとして強

調する必要があったのか、それは、「フィン王の挿話」の中で、Hengest は
称えられなければならない存在であるからである。つまり、怪獣グレンデル

を倒したベーオウルフの祝宴で、無力のデネが強調されすぎないように、デ

ネの英雄が称えられなければならなかったのである。デネの英雄を称え、そ

の英雄とともにベーオウルフの英雄的行為を称えるのが「フィン王の挿話」

の目的だからである。Hengest は、困難の中でデネを救った。デネの英雄を

称え、その英雄的行為をベーオウルフと重ね合わせるのが「フィン王の挿話」

の趣旨であり、そのためには、Hengest はエーオタンすなわちジュートでは

なく、デネでなければならなかったのである。

８世紀、イングランドにデーン人が侵入し、９世紀後半、ロンドンとチェ

スターを結ぶ線の北の広大な領域がデーンロー地域になった。あくまで統治

の側はアングロ・サクソン人であったが、中部から北部のデーン人も、イン

グランドを構成する重要な構成民族になった。そのために何よりも必要とさ

れたのが、アングロ・サクソン人とデーン人の融和であった。作成された経

緯は不明であるが、作品としての『ベーオウルフ』、とりわけその前半は、

ナイルズの言うように、デーン人を称える一方で、デーン人が困難を通じて、

つまりベーオウルフの手を借りて、かろうじて国家を維持していることが描

かれている ｡ それは『ベーオウルフ』の作者が、『ベーオウルフ』を通して、
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アングロ・サクソンとデネの一体化、共存共栄を目指そうとした表われと考

えられる。デネの窮状は、イェータスの英雄ベーオウルフによって助けら

なければならず、またそのことで失われたデネの名誉は、「フィン王の挿話」

のデネの英雄 Hengest によって回復されなければならない。それゆえ、「フィ

ン王の挿話」の Hengest	について、そのデネに属する点を強調して、英雄行

為を称えたのであろうと思われる。

以上、「フィン王の挿話」では Hengest はジュートであったとは述べられ

ていないが、「フィン王の挿話」の物語におけるジュートの悪の強調、『ベー

オウルフ』の中のデネに対する二律背反的観点、もともとの「フィン王の物語」

に Danification はなかった点、等を考え併せると、Hengest がジュートであっ

たという帰結は、不自然なものではないと思われる。従って『ベーオウルフ』

の「フィン王の挿話」および『フィンズブルフの戦』の中に登場するデネの

英雄 Hengest が、ベーダの記述の中のブリテン島に最初に移住したジュート

の代表の Hengest と同一人物であった可能性は、十分にあると言うことがで

きるであろう。なお、本稿では、「フィン王の挿話」において Hengest をジュー

トとする記述は見出されないという立場に立って論じた。唯一、Hengest を
ジュートとする記述が「フィン王の挿話」に見出されるとしたトールキンの

見解については、稿を改めて論じたい。

註

１ クレーバーは、もし原詩が残っていれば、300 行くらいの詩の可能性があると

述べている（Klaeber,	p.236）。
２ 拙稿「『ベーオウルフ』フィン王の挿話におけるエーオタン」、『異文化の諸相』、

第 25 号、日本英語文化学会、2004 年、を参照。	　
３ 厨川文夫、『厨川文夫著作集、上』、金星堂、493 頁参照。　
４ ヘアルフデネとはデネの国王で、『ベーオウルフ』の中で何度も言及されてい

るが、デネの国王フローガールの父親である。一方、デネと同族のヘアルフデネとい

う部族名も別に存在する (Beowulf	 l.1069)。『ベーオウルフ』には、フネフはその部族

名のヘアルフデネに属していたと述べられているが、フネフがフローガールの父親の

ヘアルフデネに仕えていたとは述べられていない。しかしチャドウィックの述べるよ

うに、時代からして、実際にフネフの仕えていたのは、フロースガールの父親のヘア

ルフデネであったと思われる。
５ クレーバーは、	wrecca は、exile,	 adventurer,	 hero 等の意味があるとし、その部
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分の wrecca を exile ではなく、hero としている (Beowulf		420)。
６ ギルヴァンは『ベーオウルフ』の成立時期を、これまでのどの説よりも早く

７世紀とした（Girvan,	R.,	Beowulf and the Seventh Century,	 1935;	 2nd	 ed.,	Methuen,	
London,	 1971）。レンはチェインバーズと同じように定説の８世紀前半を踏襲してい

ると思われるが、「フィン王の挿話」の Hengest についてはギルヴァンの説を支持し

ている。つまり『ベーオウルフ』の成立時期の議論と「フィン王の挿話」の Hengest
は別個に論じられ得るという考え方であろう。しかし私見では『ベーオウルフ』の成

立時期と「フィン王の挿話」の Hengest とは深い関係があると思われる。註２）の拙

稿等で触れたことがあり、本稿でも示唆は試みたが、その問題については、あらため

て論じたいと思う。
７ Ingvaeones は、Ingaevones	とも記される、タキトゥス、大プリニウス、ストラ

ボン等に言及されている北海ゲルマン人の諸部族およびその国家である。Cf.Tacitus,	
2。
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Synopsis

Hengest	in	Beowulf

IWAYA	Michio	

	 	 	 	 	 In	Beowulf we can find several important digressions, in which is included 
so	 called	 the	Finn	Episode.	Finn	was	 the	king	of	Frisia,	which	was	one	of	 the	
Germanic	kingdoms	in	the	Middle	Ages.		In	that	Episode,	Hnæf,	who	was	Finn’s	
brother-in-law	and	belonged	to	the	Danish	dynasty,	visited	Finn’s	castle	and	during	
his	stay	there	broke	out	a	war	between	the	Frisians	and	the	Danes.	The	Jutes,	who	
later	migrated	 to	Britain	with	 the	Angles	and	Saxons,	were	on	 the	Frisians’	 side	
and	in	the	beginning	of	the	Episode	had	been	suggested	the	Jutes’	treachery	toward	
the	Danes.	The	leader	of	the	Danish	army	was	called	Hengest.	Although	Hengest	
and	his	men	fought	bravely,	Hnæf	and	his	son	were	slayed	and	the	war	resulted	in	
their defeat. After the war Hengest waited for the chance and finally revenged his 
king.
	 	 	 	 	 In	 the	Finn’s	 Episode	 Hengest	 was	 the	 leader	 of	 the	Danes	 and	 fought	
with the Frisians and the Jutes. On the other hand, we find the name Hengist in 
Venerable	 Bede’s	 Ecclesiastical History of of the English People.	According	 to	
Bede	Hengist	was	one	of	the	earliest	settlers	in	England	and	was	the	leader	of	the	
Jutes.		Hengist	was	changed	to	Hengest	in	the	Old	English	translation	of	Bede	by	
Alfred	the	Great.	The	name	Hengest	is	thought	to	be	very	rare	in	Old	English.	Is	
it	then	an	incidental	occurrence	that	the	two	names	coexisted	in	both	Beowulf	and	
Bede?	Or	do	 they	signify	one	and	 the	same	person?	In	 the	 latter	case,	we	are	 to	
face	the	next	question:	why	does	Hengest	who	in	Beowulf	belonged	to	the	Danes	
and	fought	with	the	Jutes	emerges	as	the	leader	of	the	Jutes	in	Bede?	This	paper	
aims	to	solve	the	question.	It	also	tries	to	seek	for	thereason	why	Beowulf,	which	is	
the	story	of	the	Danish	world,	was	written	in	Anglo-Saxon	England.		
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A Masque presented at Ludlow Castle, 1634

the	Lady が自らの力のみで Comus の誘惑を退けることが出来ない理由

野村宗央

はじめに

John	Milton（1608-1674）の A Masque presented at Ludlow Castle, 1634 は、

通称 Comus として知られる仮面劇である。1 本作は、1631 年、Bridgewater
伯 John	Egerton の Wales 総督着任祝賀の為に、同伯爵邸お抱えの音楽教師

であった Henry	Lawes（1596-1662）から依頼を受けた Milton によって、

1634 年の春頃に創作され、2 同年の Michaelmas（9 月 29 日）に、Shropshire
の Ludlow 城において上演された。

本作は、主人公である the	Lady が、兄弟と共に父親の新任儀式に向かう

旅の途上での出来事を描いている。劇は、the	Attendant	 Spirit の独白によっ

て幕を開ける。森の中で兄弟と逸れた the	Lady は、森の魔神 Comus の奸

計に陥って虜の身となる。魔法によって体の自由を奪われた the	Lady は、

Comus による魔法の杯の誘惑に対し、“chastity”	を武器に反駁を試みる。こ

れに対し、Comus は全身に冷汗をかいてうろたえるものの、誘惑を止めよ

うとはしない。Thyrsis に姿を変えた the	Attendant	Spirit は、the	Lady の危

機的状況を兄弟達に知らせ、魔除けの薬草 haemony を渡す。haemony を

持った兄弟達は、Comus の館に踊りこみ、Comus が持つ杯を叩き落し、結

果 Comus は逃げ出す。だが、それだけでは the	 Lady にかけられた魔法を解

くことは出来ず、the	Attendant	Spirit は、乙女の守り神である Severn 川のニ

ンフ Sabrina を呼び出す。Sabrina の力によって縛めを解かれた the	Lady は、

兄弟とともに父親の元へと行き着き、物語は大団円を迎える。

本稿の目的は、「主人公である the	Lady が、自らの力だけでは、Comus の
誘惑を退けることが出来ない理由」を明らかにすることである。上記の粗筋

から明らかなように、the	Lady は他者の力によって、二度救済されている。

一度目の救済は、Comus によって体の自由を奪われ、魔法の杯を飲むよう

誘惑された際に、haemony を持った兄弟達によってなされている。すなわ

ち、Comus の誘惑からの救済である。そして二度目の救済は、体の自由を
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奪う Comus の魔法を解く際に、川のニンフ Sabrina によってなされている。

これは、Comus の魔法からの救済であると言える。本稿は、兄弟達による

一度目の救済に焦点を当て、大きく分けて次の二つの観点から、上記の理由

について考察する。一つ目は、Milton が本作において	“chastity”	をどのよう

に扱っているかについてである。例えば、本作において	“chastity”	という単

語は、それぞれ the	Lady が二回、the	Elder	Brother が五回用いているが、両

者が用いる	“chastity”	の意味の違いについて考察する。二つ目は、本作にお

いて、Milton が	“chastity”	を含む複数の「ギリシア・ローマ的」概念を、「聖

書的」に再解釈しているという点である。

1

先ず、本作における	“chastity”	の扱われ方を中心に考察する。Comus の住

む森に迷い込み、兄弟達と逸れた the	Lady は、次のように独白する。なお、

本箇所は、初演において削除されているが、その理由については次章で詳述

する。

O	welcome	pure-eyed	Faith,	white-handed	Hope,
Thou	hovering	angel	girt	with	golden	wings,
And	thou	unblemished	form	of	Chastity,
I	see	ye	visibly,（A Masque	212-5；下線論者。以下同様）

下線部において、“Faith”	と	“Hope”、そして	“Chastity”	の三つが挙げられて

いる。そして、これら三つの key	words が、三つの Christian	virtues（“faith,”	
“hope”	 and	“charity”）を想起させることは、多くの批評家（Akira	Arai	
26-7、James	Obertino	23、そして Hilda	Hollis	159）の指摘するところである。

また、これら三つの Christian	virtues は、New	Testament の 1	Cor. に見るこ

とが出来る。“And	now	abideth	faith,	hope,	charity,	these	three;	but	the	greatest	
of	 these	 is	charity.”（1	Cor.	13.13）ここで注目すべきは、Paul が最重要視す

る	“charity”	が、the	Lady の独白では	“chastity”	に置き換わっていることで

ある。この	“charity”	の置換について、Hollis は次のように述べている。

Until	these	words,	the	text	functions	within	a	classical	frame	and	is	without	
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obvious	 Christian	 reference.	This	world	 of	Greek	 mythology,	 however,	 is	
broken	up	by	the	words	of	Saint	Paul	which	are	themselves	even	more	no-
tably	disrupted.	Why	does	Milton	interrupt	his	classical	humanist	text	with	
this	Christian	 allusion,	 and	 simultaneously	 break	up	 the	Christian	 text	 by	
omitting	the	crucial	word	that	gives	it	meaning?（Hollis	159）

Hollis が言うように、本作が「ギリシア・ローマ的」世界を背景の一つとし

て持つ作品であるのは、誘惑者が Comus であるということからも明らかで

ある。Comus は、ギリシア神話に登場する魔女 Circe と、ローマ神話の酒神

Bacchus との間に生まれた魔神である。そして Comus は、Odyssey に登場す

る Circe と同様、旅人に魔法をかけては、その顔を豚や山羊に変えるという

特徴を持っている。しかしながら、Milton は、その「ギリシア・ローマ的」

文脈において、Paul の言説を想起させる、極めて「聖書的」な文言を取り入れ、

かつその一つを	“chastity”	に置き換えている、と Hollis は述べている。ま

た、その理由の一つとして、ルネッサンス期においては、一般的に	“chastity”	
と	“charity”	が同一視されていたことを挙げている。（161）次章では、この

Hollis の見解を踏まえ、別の観点から、本作において殊更に	“chastity”	が強

調される理由を考察する。

2

先ず、劇作品が持つ	“intended	 audience”	の観点から考察する。例えば、

野呂有子は、William	Shakespeare（1564-1616）が、Macbeth（1606）を上

演するにあたり、“intended	audience”	の一人として、時の王 James 一世を想

定していることを指摘し、次のように述べている。3 	

英国王 James 一世には早急に片付けねばならぬ課題があった。それは、

先王 Elizabeth 一世の統治の記憶を英国民の脳裏から払拭し、Elizabeth
の業績を無価値なもの、存在しなかったものとして英国民を洗脳し、

その代わりに＜神授の王権と父権を持つ偉大な国王＞という自己のイ

メージを英国民の脳裏に植え付けるというものであった。その際、利用

されたのが、先王に＜子孫がいなかったこと＞、そして＜女＞だったこ

との二点であった。この二つは悲劇 Macbeth において巧妙に連結され、
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観客に	“subliminal”	な効果を及ぼしている。（『英米文学の精神分析学的

考察』	63）

Shakespeare は、観客に対し、先王 Elizabeth の弱点を	“subliminal”	に示す

ことによって、“intended	 audience”	である James 一世を暗に賛辞している。

こうした芝居の戦略的意図は、A Masque にも当てはめて解釈することが可

能となる。そして、その場合	“intended	 audience”	として想定されるのは、

John	Egerton を含む一族であり、その意図は Barbara	Breasted の言葉を借り

れば、“cleansing	family	ritual”（Breasted	201）であると言える。

先に述べたように、A Masque は、Bridgewater 伯 John	Egerton の Wales 総
督着任祝賀のために書かれた。それ故に、本仮面劇は、Egerton 伯の 15 歳

の娘 Alice 扮する the	Lady が、同じく伯の息子達扮する兄弟とともに、父親

の新任儀式に向かう途中での出来事を扱っている。問題は、その旅の途上、

the	Lady が Comus の魔法にかかり性的誘惑を受けるというくだりである。

そこに、本作における着任祝賀以外の意図が込められている、と Breasted
は指摘する。

Milton’s	masque	may	not	have	been	intended	simply	to	celebrate	the	reun-
ion	of	the	Bridgewater	children	with	their	father	in	Wales.	It	may	also	have	
been	intended	to	help	repair	 the	reputation	of	 the	entire	family	by	making	
the	 last	 unmarried	 Egerton	 daughter	 act	 out	 her	 resistance	 to	 dangerous	
sexual	temptation.（202）

Breasted によれば、本仮面劇上演の 3 年前、John	 Egerton の義理の兄弟であ

る Castlehaven 伯は、妻に対する強姦、及び家僕とのソドミーの罪で起訴、

投獄された。更に、法廷で明らかになったのは、伯が問題の家僕に家督を相

続させるために、自身の長男 James の妻である 12 歳の Elizabeth を強姦さ

せたという事実であった。4 つまり、本作には、この Castlehaven 伯の事件に

よる一族の罪を浄化し、名声を回復するという意図があった。ここで、下

線部の	“the	last	unmarried	Egerton	daughter	act	out	her	resistance	to	dangerous	
sexual	 temptation”	に注目したい。先に述べたように、the	Lady 役を演じた

のは、Egerton 伯の 15 歳の娘 Alice である。奇しくも、事件の渦中にあっ

た若妻 Elizabeth の従姉妹であり、年齢もまた同じである未婚の Alice が the	
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Lady を演じ、性的誘惑を持ちかける魔神 Comus の誘惑を退けるという流れ

は、観客に対し、先の禍々しい事件の印象を祓い清める	“subliminal”	な効果

を持っているのである。新井明は、「仮面劇の制作を依頼された作曲家ヘンリ・

ローズとミルトンは、伯爵家の苦衷を察して、劇のテーマを選定したに違い

ない」（新井	62）と述べている。すなわち、そのテーマとは	“chastity”	であり、

この性的なスキャンダルのイメージを払拭するとともに、長女 Alice の先行

きを案じた選定であった。また、本作には 1634 年の初演において削除され

た箇所があり、それは、先に挙げた the	Lady の	“chastity”	について述べる一

回目の台詞を含む。この理由について、Breasted は次のように述べている。

I	think,	instead,	that	it	is	possible	that	Lawes	or	Milton	cut	this	passage	and	
two	others	 from	 the	performance	 because	 he	 thought	 it	 indecorous	 to	 re-
quire	a	young	unmarried	noblewoman	to	talk	in	public	about	sex	and	chas-
tity,	particularly	when	her	cousin’s	loss	of	honor	was	probably	still	one	of	
the	most	scandalous	stories	in	England.（Breasted	207）

すなわち、Alice	Egerton 扮する the	Lady が、“chastity”	という性的表現を公

の場で用いるのは、婚前の女性として上品であるとは言えず、ましてやそれ

によって、従姉妹である Elizabeth が受けた災難を、人々に想起させること

は好ましくなかった、とBreastedは言う。しかしながら、削除されたとは言え、

以前から Milton はこの事件について知っており、（218）その上で台本を書

いていること、そして、1637 年の初版において、件の the	Lady の台詞を復

活させたということからも、Milton が	“chastity”	の徳を殊更に強調したかっ

たことが窺い知れる。

更に言えば、本作の最高潮において the	Lady を救ったのが、the	Attendant	
Spirit や、兄弟達ではなく、Severn 川のニンフ Sabrina であったことは、

“subliminal”	な	“chastity”	の強調という点で、初演では特に重要である。

Severn 川は、Wales 中部から発し、England 中西部を流れ Bristol	Channel
へと注がれるが、Violet	 O’Valle によれば、その支流の一つが、本作の初

演の舞台となった Ludlow 城に隣接して流れている。（O’Valle	 25）そし

て、Sabrina は、“’tis my office best / To help ensnared chastity;”（A Masque	
907-8）と自ら述べているように、“chastity”	を象徴する女神である。すなわち、

the	Lady が Sabrina に救われ、兄弟と共に父親の元へ行き着くという流れは、
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その土地固有の神によって、先の醜聞の厄が払われたことを意味し、また、

the	Lady が性的な言葉を発することなく、“chastity”	の徳を強調することを

可能にするのである。

3

前章では、本作において殊更に	“chastity”	が強調される理由について考

察した。本章では、the	Lady と the	Elder	Brother の	“chastity”	観の違いに

ついて考察する。逸れた姉の身を案じ、悲観的になる the	Younger	Brother
に対して、the	Elder	Brother は、次のように述べる。“Do	ye	believe	me	 yet,	
or	shall	I	call	/	Antiquity	from	the	old	schools	of	Greece	/	To	testify	the	arms	of	
chastity?”（437-9）John	Carey によれば、下線部	“schools	of	Greece”	は、“The	
Greek	philosophers”	を意味する。（The Poems of Milton	 198）つまり、the	
Elder	Brother は、“chastity”	の力を証明するために、古代ギリシアの哲学

者から、その知的遺産を引き合いに出そうか、と述べている。そして、the	
Elder	Brother は、狩猟の女神 Dian や処女神 Minerva といった、ローマ神話

の神々の話を皮切りに、以下のように自身の考えを述べる。

Till	oft	converse	with	heavenly	habitants
Begin	to	cast	a	beam	on	the	outward	shape,
The	unpolluted	temple	of	the	mind,
And	turns	it	by	degrees	to	the	soul’s	essence,
Till	all	be	made	immortal:（A Masque	458-62）

Arai は、この the	Elder	Brother の台詞には、“a	Platonic	image	of	wings,	with	
an	overt	reference	to	Pheadrus（246	ff.）and	others”（Arai	21）があると述べ

ている。また Carey も、これに続く the	Elder	Brother の台詞（464-74）に、

同じく Plato の Phaedo からの影響を読み取っている。（The Poems of Milton	
199）これらのことから、the	Elder	Brother が、“chastity”	の力を証明するた

めに Plato 哲学を援用している、と考えることが可能である。そして、the	
Elder	Brother の言う	“chastity”	の力は、次の台詞に最も集約的に表現されて

いる。“Virtue	may	be	assailed,	but	never	hurt,	/	Surprised	by	unjust	force,	but	
not	 enthralled,”（A Masque	 588-9）すなわち、the	Lady の持つ	“chastity”	の
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徳は、不正な力に襲われても虜になることはない、と the	Elder	Brother は
主張する。また、the	Elder	 Brother は、the	Lady の持つ	“chastity”	の力につ

いて、次のように述べる。“I	mean	that	too,	but	yet	a	hidden	strength	/	Which	
if	heaven	gave	it,	may	be	termed	her	own:	/	‘Tis	chastity,	my	brother,	chastity:”
（417-9）ここで重要なのは、the	Elder	Brother が、the	Lady の持つ	“chastity”	
を、天から与えられたにせよ、the	Lady 自身に秘められた力として認識して

いる点である。

しかしながら、この考え方は、the	Lady 自身のものとは異なる。本稿の一

章冒頭において挙げた the	Lady の独白は、次のように続く。

															     and	now	believe
That	he,	the	Supreme	Good,	t’	whom	all	things	ill
Are but as slavish officers of vengeance,
Would	send	a	glistering	guardian	if	need	were
To	keep	my	life	and	honour	unassailed.（215-9）

the	Lady は、危機に陥った際、“the	Supreme	Good”	が	“a	glistering	guardian”	
を遣わし、守ってくれることを信じている。従って、the	Lady は、“chastity”	
の徳を、the	Elder	Brother の言うような、自足固有の力として捉えてはいない。

ここで Hollis は、“the	Supreme	Good”	と「聖書的」な	“God”	を同一視する

ことに注意を喚起している。（Hollis	165）この是非について、詳細な検討を

加えたい。劇終盤、魔法の杯を持って誘惑を試みるComusとの論争において、

the	Lady は次のように語り、議論に終止符を打とうとする。

																																													Shall	I	go	on?
Or	have	I	said	enough?	To	him	that	dares
Arm	his	profane	tongue	with	contemptuous	words
Against	the	sun-clad	power	of	chastity;
Fain	would	I	something	say,	yet	to	what	end?（A Masque	778-82）

この the	Lady の台詞は、1637 年の出版の際に、Milton が加筆したものであり、

the	Lady による二度目の	“chastity”	に対する言及である。それ故に、この台

詞に込められた	“chastity”	観には、Milton 自身の主張が強く反映されている、
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と考えることが出来る。ここで the	Lady が	“the	 sun-clad	power	of	 chastity”	
と言っていることに注目したい。Arai は、この言葉と、Rev. における	“a	
woman	 clothed	with	 the	 sun”（Rev.	 12.1）	、5 及び Mal. における	“the	Sun	
of	 righteousness”（Mal.	 4.2）との類似性、並びにルネッサンス期において	
“sun”	と	“son”	が、相互に交換可能な単語であったことを指摘し、（Arai	28）
次のように述べている。“The	word	“Sun”	 often	 stood	 for	Christ,	 sometimes	
for	God.	This	use	of	a	conventional	mode	of	expression	allows	us	to	guess	that	
by	 the	 epithet	“Sun-clad”	Milton	might	 very	well	 have	 meant	“Sun-	 (God-)	
guarded.””（28）すなわち、Milton は、“chastity”	に	“sun”（=Christ	or	God）
という単語加えることで、例えば、the	Elder	Brother の	“Virtue	 [chastity]	
may	be	 assailed,	 but	 never	 hurt”	に見られるような Plato 的	“chastity”	観に、

「神の庇護」（“Sun-	 (God-)	 guarded”）という「聖書的」な付加価値を加えて

いるのである。このことから、the	 Lady が庇護を仰ぐ	“the	Supreme	Good”	
が、「聖書的」な	“God”	を表していること、6 そして、the	Lady が、“chastity”	
を、the	Elder	Brother の言う自足固有の力としてではなく、「神の庇護」の下

に成立する徳として認識していることが分かる。これが、the	Elder	Brother
と the	Lady の	“chastity”	観の大きな違いである。Maryann	Cale	McGuire は、

“chastity”	について、Puritan の	“charity”	観が、人の作った法に縛られるこ

との無い、個々人による神との自由な愛の交流にある、と指摘した上で、次

のように述べている。“Since	 charity	 toward	God	 required	 forsaking	 all	 rival	
lovers,	Puritans	 frequently	 spoke	 of	 it	 as	 chastity,	 using	 the	 two	 terms	 almost	
interchangeably.”（McGuire	142）この主張から、the	Lady の言う、「神の庇護」

の下に成立する	“chastity”	の意味するものが、神への	“charity”	と同義であ

り、また、先に挙げた Milton による	“charity”	置換の理由である、と考える

ことも出来る。次章では、この McGuire の主張を考慮に入れつつ、別の観

点から、更なる考察を加えたい。

4

前章において、the	Lady の体現する	“chastity”	の徳が、Plato 的な倫理観

を基盤としながらも、「聖書的」に再解釈されていることを確認した。本

章では、the	 Lady の危機を救う契機となった魔除けの薬草 haemony につい

て、同様の再解釈が行われていることを考察し、本稿の争点である「主人公
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である the	Lady が、自らの力だけでは、Comus の誘惑を退けることが出来

ない理由」について述べたい。先に挙げた the	Lady の最後の反論に対して、

Comus は全身に冷汗をかき、恐れおののくものの、誘惑を止めようとしない。

“I	must	dissemble,	/	And	try	her	yet	more	strongly.”（A Masque	804-5）従って、

the	Ladyの	“chastity”	は、the	Elder	Brotherが言うように、Comusの誘惑によっ

て傷つけられることは無いが、同時に自らの力でその誘惑を退けることも出

来ないのである。そして、この the	Lady の危機に登場するのが、魔除けの

薬草 haemony を持った兄弟達であることは興味深い。

Thyrsisの姿に変身した the	Attendant	Spiritは、兄弟達にhaemonyを渡す際、

次のように述べる。

And	yet	more	med’cinal	is	it	than	that	moly
That	Hermes	once	to	wise	Ulysses	gave;
He	called	it	haemony,	and	gave	it	me,
And	bade	me	keep	it	as	of	Sovran	use
‘Gainst	all	enchantments,	mildew	blast,	or	damp
Or	ghastly	Furies’	apparition;（A Masque	635-40）

この moly に関する逸話は、Ulysses が Circe の魔法に対抗するために、

Hermes から与えられた moly を用いたという、Homer の Odyssey の挿話に

基づいている。従って、この薬草が「ギリシア・ローマ的」含意を持つこと

は明らかである。また Douglas	Bush は、moly が“temperance”を意味する

という、英国ルネッサンス期の詩人 George	Sandys（1572-1644）の言葉を

引いている。（Bush	280）この“temperance”の徳は、叙事詩Paradise Lost（1667）
や、Paradise Regained（1671）において特に重要な徳として扱われているが、

本作においてもそれは例外ではない。それは、主に the	Lady と Comus の議

論において議題に上る。Comus は次のように述べる。

List	Lady	be	not	coy,	and	be	not	cozened
With	that	same	vaunted	name	virginity,
Beauty	is	Nature’s	coin,	must	not	be	hoarded,
But	must	be	current,（A Masque	736-9）
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これに対して、the	Lady は次のように反論する。

She	[Nature]	good	cateress
Means	her	provision	only	to	the	good
That	live	according	to	her	sober	laws,
And	holy	dictate	of	spare	temperance:（763-6）

the	Lady の言う、この “temperance” の徳について、Arai は Plato の Philebus
に見られる金言 “Nothing	 too	 much”7 からの影響を指摘し、次のように述

べている。“The	 idea	was	 evidently	 popular	 in	 the	Renaissance,	 and	 Milton	
was	certainly	well	acquainted	with	the	Christianized	“rule	of	not	 too	much,	by	
temperance	taught”	(Paradise Lost,	XI,	528).”（Arai	24）ここでAraiは、“Nothing	
too	much”に代表される Plato 的 “temperance” の考え方が、ルネッサンス

期において極めて一般的であったこと、そして、Milton がこれを「聖書的」

に再解釈し、Paradise Lost において用いたことを指摘している。

A Masque では、この「聖書的」再解釈が、moly と haemony を通して、

寓意的に行われている。先に述べたように、moly は “temperance” を意味

し、Ulysses が Circe の魔法に対抗できるように、Hermes から与えられたも

のである。8 そして Comus の魔法は、母 Circe よりも強力であることが、the	
Attendant	Spirit によって明かされている。（A Masque	 63）ここに、moly 以

上に強力な薬草としての haemony が登場する必要性が生じる。Edward	S.	
Le	Comte は、haemony と	“Christ’s-thorn”、（Le	Comte	293-4）及び “Saviour’
s	blood”（289-90）との関係性を指摘し、次のように述べている。

It	is	fascinating	assumption,	at	least,	that	the	Homeric	plant	was	subtly	ex-
alted	in	Milton’s	mind	or	(rather)	fused	with	the	conception	of	another	and	
more	glorious	plant.	The	very	word	 “haemony”	 can	 be	viewed	 as	 ingen-
iously	exemplifying	this	blend	of	two	worlds,	classical	and	Christian.（297）

すなわち、Milton は、moly という「ギリシア・ローマ的」な “temperance”
を含意する植物に、“Christ’s-thorn” や “Saviour’s	 blood” といった「聖書

的」価値を与えたものとして、haemony を描いている。なお、The Oxford 
English Dictionary は、“charity” を次のように定義している。“Christian	
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benignity	of	disposition	expressing	itself	in	Christ-like	conduct:	one	of	the	‘three	
Christian	graces’,	fully	described	by	St.	Paul,	1	Cor.	Xiii.”	この定義に照らし合

わせれば、“Christ’s-thorn” と “Saviour’s	 blood” という、まさに Jesus	Christ
の贖罪を示唆する haemony が、“Christ-like	 conduct” と定義付けられる

“charity” の比喩にもなっている、と捉えることが可能である。また、期せ

ずして兄弟達は、この the	Lady の絶体絶命の危機に、haemony を携えて登

場し、Comus を撃退することに成功する。それは、the	Lady が「神の庇護」

の下にある “chastity” の徳を強く打ち出した直後であり、この兄弟の登場は、

“charity” を象徴的に表す haemony と、the	 Lady の “chastity” が寓意的に融

合する瞬間でもある。

5

以下に、本稿の内容をまとめ、結論としたい。本作において、“chastity”
は重要な徳であり、それは Breasted の言う “cleansing	family	ritual” や、最後

に the	Lady を解放するのが、Sabrina であることからも明らかである。また、

the	Lady と the	Elder	Brother の	“chastity”	観を比較したところ、the	Lady の	
“chastity”	観が、Plato 的な倫理観を基盤としながらも、「聖書的」な「神の庇護」

を前提とした倫理観であることが分かった。しかしながら、the	 Lady の	
“chastity”	は、Comus の誘惑を退けることが出来ない。そこで、the	Lady の

危機において、効果的な役目を果たす haemony を考察した結果、haemony
が、“charity”	を含意する、極めて「聖書的」な徳を象徴していることが分かっ

た。劇冒頭において	“charity”	が	“chastity”	に置き換えられた理由の一つは、

“charity”	を示唆する haemony が、兄弟達の手によって、危機に陥った the	
Lady のもとへと運ばれ、強く打ち出された the	Lady の	“chastity”	の徳と融

合し、Comus の誘惑を退けることに成功する、という寓意的な物語の流れ

を Milton が意識したからである。従って、物語の構造上、the	Lady は自ら

の力のみで、Comus の誘惑を退けることが出来ないのである。

＊本稿は、平成 22 年度日本英語文化学会第 116 回月例会（2010 年 3 月 13 日、駒

沢大学（本校）7 号館 201 教室）における口頭発表	「A Masque presented at Ludlow 
Castle, 1634	試論― Comus の誘惑に関する一考察」の原稿に加筆・修正を施したもの

である。
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Synopsis
A Masque presented at Ludlow Castle, 1634

Why	the	Lady	cannot	defeat	the	enticement	of	Comus	by	herself

NOMURA	Toshihisa	

	 	 This	thesis	analyses	why	the	Lady	cannot	defeat	the	enticement	of	Comus	by	
herself.	I	focus	mainly	on	how	A Masque	treats	“chastity”	and	haemony,	the	magic	
herb,	and	how	Milton	reinterprets	these	Greek	or	Roman	concept	and	object	in	his	
biblical	understanding.
  In the first place, I focus on the Lady’s lines from 212 to 215. In those lines, 
Milton	 mentions	 the	 three	 Christian	 virtues,	 “faith,”	 “hope,”	 and	 the	 concept	 of	
“chastity”	implying	“charity”:	Milton	exchanges	“charity”	for	“chastity.”
	 	 Secondly,	I	illustrate	the	two	important	aspects	in	this	play:	“chastity”	and	the	
role	of	Sabrina	the	Nymph	functioning	as	“cleansing	family	ritual.”
	 	 Thirdly,	 I	 discuss	 the	different	 opinions	 concerning	 “chastity”	between	
the	Elder	Brother	 and	 the	Lady:	while	 the	Elder	Brother’s	 view	 is	 distinctively	
platonic, the Lady’s is largely biblical, though her view sometimes reflects platonic 
view.	That	 is	 to	 say,	Milton	 reinterprets	 the	originally	 platonic	 “chastity”	 into	
biblical	concept	through	the	view	of	the	Lady	in	this	drama.	
	 	 Finally,	 I	 demonstrate	 the	 reinterpretation	 of	 haemony	 in	Milton’s	 biblical	
understanding.	The	Attendant	 Spirit	 gives	 haemony	 to	 the	brothers	 for	 breaking	
Comus’s	 magic.	 Haemony,	 as	 the	Attendant	 spirit	 says,	 is	 a	magic	 herb	 and	 the	
power	 is	 stronger	 than	 moly,	 the	plant	 which	 Homer	 treats	 in	 Odyssey.	Moly	
represents	 “temperance”	 in	 the	English	Renaissance.	 Meanwhile,	 haemony	
symbolizes	biblically	“Christ’s-thorn”	and	“Saviour’s	blood.”	The Oxford English 
Dictionary	 defines	 “charity”	 as	 “Christian	 benignity	 of	 disposition	 expressing	
itself	 in	Christ-like	 conduct.”	 So	 I	 argue	 that	 “Christ’s-thorn”	 and	 “Saviour’s	
blood”	mean	“the	Atonement,”	and	at	the	same	time	they	emblematize	“charity.”	
In	 this	 respect,	Milton	 adds	 a	 new	Christian	meaning	 to	moly,	 the	magical	 herb	
by	depicting	haemony.	 I	 conclude	 that	Milton	dramatizes	 the	harmony	between	
“chastity”	and	“charity”	by	depicting	the	scene	where	the	Brothers	send	haemony	
to	 the	Lady.	Therefore,	 the	 course	of	 story	 forbids	 the	Lady	defeats	Comus’s	
temptation	by	herself.
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18 世紀イギリス小説に描かれた事故の意味を考える

――デフォー、フィールディング、そしてスターンを題材にして

白鳥義博

はじめに

本稿では、ダニエル・デフォー（Daniel	Defoe;	1659-1731）、ヘンリー・フィー

ルディング（Henry	Fielding;	1707-54）、そしてロレンス・スターン（Laurence	
Sterne;	1713-68）という、18 世紀のイギリスを代表する三人の小説家に密着

して、彼らが小説の中で事故をどのように描いたのか、比較しながら分析す

る。そうすることによって、18 世紀のイギリス小説の発達や進化の一面を、

作品に寄り添う形で明らかにしたい。デフォー、フィールディング、そして

スターンはイギリス最初の小説家と呼ばれているわけだが、英文科に入った

大学生が今も昔も最初の文学史の授業で習うように、18 世紀イギリスにお

ける小説の発生という出来事は、例えば新しい市民階級の勃興であるとか、

新聞を中心としたマスメディアの成立であるとか、あるいは印刷技術の変革

といった、主に社会史的な観点から語られることがこれまで多かった。しか

し、小説の発生と成長という文学史の出来事は、文学の内部ではいったいど

のような変化だったのだろうか。この問題を小説における事故の描写という

観点から、あくまで作品の内部に密着して考察してみたい。

本論に入る前に、本稿で使用する「事故」という言葉の意味を定義してお

きたい。事故とは、例えば交通事故のように、突発的に起こった不幸な出来

事を第一義的には指している。と同時に、もう少し範囲を広げて、例えば散

策中に心臓発作で死んでしまったというような予期せぬ偶発的な出来事も、

本稿では事故と呼ぶ。だから、惨事と偶然という両方の意味を持つ、英語の

“accident”という言葉に近い意味で、事故という言葉を使う。

こうしたやや広い意味での事故の描かれ方を、デフォーからスターンへ

とたどってゆくと、小説家が書こうとした現実の領域や可能性が、18 世紀

の間に着々と広がっていったことがわかる。そもそも小説は、例えばロマン

スやアレゴリーと比べると、はるかにリアルなストーリーを持つという前提

から出発した。しかし、現実に起こるすべてが、そのまま小説になるわけで
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は決してない。「事実は小説より奇なり」という良く知られた格言があるが、

これは裏を返せば、小説には書き得ない人生の現実や真実もあるということ

になるだろう。その語りえない現実の一つが事故だ。例えば、現代のイギリ

スを代表する文芸批評家で、著名な小説家でもあるデヴィッド・ロッジは、

物語と現実のはざまに立たされてすべてを語りつくせないというジレンマを

感じる小説家について、次のように述べている。

There is always a trade-off in the writing of fiction between the achieve-
ment	 of	 structure,	 pattern	 and	 closure	 on	 the	 one	 hand,	 and	 the	 imitation	
of	 life’s	 randomness,	 inconsequentiality	 and	 openness	 on	 the	other.	 Coin-
cidence,	which	surprises	us	in	real	life	with	symmetries	we	don’t	expect	to	
find there, is all too obviously a structural devise in fiction, and an excessive 
reliance	on	it	can	jeopardize	the	verisimilitude	of	a	narrative.	Its	acceptabil-
ity	varies,	of	course,	from	one	period	to	another.	(David	Lodge,	The Art of 
Fiction	150)

物語性を高めることを優先させるか、それともリアリティを誠実に現出さ

せることを優先させるか、その兼ね合いが難しいと、ロッジは作家らしい思

いを吐露している。この葛藤は、まさしくデフォーやフィールディングやス

ターンを悩ませた葛藤でもあると考えられる。以下、三人の小説に描かれた

事故を詳細に分析して、それが物語の構造や様式の中に取り込まれ、完結性

を強調するために使われているのか、それとも不規則な人生の無限の可能性

を印象付けるために使われているのか、どちらなのか、一つ一つ吟味してみ

たい。

１．『ロビンソン・クルーソー』から『トム・ジョーンズ』へ

まず、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』について考えてみよう。周

知の通り、『ロビンソン・クルーソー』は主人公ロビンソンの難破、遭難と

いう事故なしでは成り立ち得ない小説だ。ロビンソンが嵐という事故に合わ

なかったら、無人島でのあの壮大なドラマが生まれることもなかったわけだ

が、これはあくまで作家の論理である。われわれ読者の側からすると、ロビ

ンソンの難破という事故はどのように見えるだろうか。筆者の考えでは、嵐
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にあって遭難し、無人島に打ち上げられるという出来事が、ロッジの言う人

生の“randomness”や“inconsequentiality”や、あるいは“openness”を象

徴しているとはなかなか考えられない。そのひとつの理由は、小説の語り手

であるロビンソン自身が、事故を偶然の出来事とは受け止めていないからで

ある。例えば、小説のごく最初の部分で、語り手ロビンソン・クルーソーは

難破というアクシデントにあった理由をこのように解釈してみせる。

[N]ever	 any	young	 adventurer’s	 misfortunes,	 I	 believe,	 began	 sooner,	 or	
continued	longer	than	mine.	The	ship	was	no	sooner	gotten	out	of	the	Hum-
ber,	but	the	wind	began	to	blow,	and	the	sea	to	rise	in	a	most	frightful	man-
ner;	and	as	I	had	never	been	at	sea	before,	I	was	most	inexpressively	sick	in	
body, and terrify’d in my mind: I began now seriously to reflect upon what 
I	had	done,	and	how	justly	I	was	overtaken	by	the	judgment	of	Heaven	for	
my	wicked	 leaving	 my	 father’s	 house,	 and	 abandoning	 my	duty;	 all	 the	
good	counsel	of	my	parents,	my	 father’s	 tears	 and	my	mother’s	 entireties	
came	now	fresh	into	my	mind,	and	my	conscience,	which	was	not	yet	come	
to	 the	pitch	 of	 hardness	which	 it	 has	 been	 since,	 reproach’d	me	with	 the	
contempt	of	advice,	and	the	breach	of	my	duty	to	God	and	my	father.	(Daniel	
Defoe,	Robinson Crusoe	10-11)

難破というアクシデントを、ロビンソンは、不運と親不孝という原因から

発する、いわば必然的な出来事として認識している。もしこの一節が書かれ

なかったら、ロビンソンが無人島へ流れ着くという展開は、われわれ読者に

とってかなり唐突なハプニングと見える。逆に言えば、ロビンソン本人が出

来事をこのように偶然ではなく必然と受け止めて納得している以上、それを

突発的な出来事と呼ぶことは不可能であろう。

このように、もともとは偶然にすぎない出来事を、罪と罰という因果律の図

式に取り込んで説明することで、デフォーはロッジの言う“the	 achievement	
of	structure,	pattern	and	closure”、すなわち物語としての構成や組み立ての完

ぺきさや完結性を優先させているわけだ。事実、『ロビンソン・クルーソー』

は大人向けの小説ではあるのだが、しかしその物語としての面白さゆえに、

ときには児童向けの文学としても、時代と国境を超えて愛されてきた。その

物語としての原動力の一つが、すべてを必然とみて乗り越えてゆくロビンソ
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ンの姿勢や哲学にあると言えよう。

次に見るフィールディングの 1749 年の小説『トム・ジョーンズ』も、例

えばコールリッジが世界文学の中でプロットの組み立ての見事さで 3 本指に

入ると称賛したことからもわかるように、物語としての大変に強固な構造と

完結性を持っている。しかしながら、この作品が例えば児童文学として何カ

国語にも約されるというようないわば普遍性を持たないのは、いくつか大き

な理由があると思われるが、本稿の趣旨に即して言えば、フィールディング

が物語の中に生じる偶然の出来事のすべてを、あからさまな必然に転化させ

てはいないことも、その理由の一つと考えられる。

この作品で起こる、最も突発的な事故のエピソードを一つ分析してみよ

う。良く知られているように、小説の主人公トムは捨て子であり、オールワー

ジという村の大金持ちの地主に救われて生活をしている。オールワージには、

妹のブリジット以外に、家族がいない。だから、オールワージの莫大な財産

の行方が、常に大きな関心の的となる。やがて、ブリフィルという軍人がオー

ルワージの財産目当てでブリジットを口説き落とし、二人は結婚する。結婚

後まもなく、ブリフィルはオールワージが死ぬことを心待ちにするようにな

り、死亡統計書を読みふけったり、オールワージの財産の計算に明け暮れる

ようになる。しかし、ある日皮肉な出来事が起こる。散歩と称して庭に出て、

オールワージの遺産がどれぐらいになるのかを考えを巡らしていたブリフィ

ルが、突然の発作に見舞われて急死してしまうのだ。

But while the Captain [Blifil] was one Day busied in deep Contemplation 
of	 this	Kind,	one	of	 the	most	unlucky,	as	well	as	unseasonable	Accidents,	
happened	 to	him.	The	utmost	Malice	of	Fortune	could,	 indeed,	have	con-
trived	nothing	so	cruel,	so	mal	a-propos,	so	absolutely	destructive	to	all	his	
Schemes.	In	short,	not	to	keep	the	Reader	in	long	Suspence,	just	at	the	very	
Instant	when	his	Heart	was	exulting	in	Meditations	on	the	Happiness	which	
would	 accrue	 to	 him	by	Mr.	Allworthy’s	Death,	 he	himself—died	of	 an	
Apoplexy.	(Henry	Fielding,	The History of Tom Jones	82-83)

軍人ブリフィルは、オールワージの財産を虎視眈々と狙っていたわけだか

ら、当然この男はオールワージが愛情を寄せる主人公トム・ジョーンズのこ

とを快く思ってはいない。そして、ブリフィルがオールワージより長生きを
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していたら、オールワージの財産がヒーローである捨て子のトムへと継承さ

れる可能性はゼロになるから、ブリフィルはストーリーのどこかで必ず死な

なければならない。その意味で、ブリフィルの死は、ロッジの言葉を借りれ

ば、物語の展開に欠かせない“a	structural	devise	in	fiction”であるといえる。

と同時に、この突然死の場面は、人生の“randomness,	 inconsequentiality	
and	openness”、すなわち「事実は小説より奇なり」という格言に象徴され

る不条理さを示唆しているともいえる。それにしても、庭で遺産の計算をし

ていたブリフィル本人がバッタリと倒れて死んでしまうという、そんな皮肉

でわざとらしい死なせ方があるだろうか。皮肉というのは、作者の作中人物

に対する態度が皮肉であるという意味だが、同時にここでもう一つ皮肉なの

は、リアリズムにたいする作者フィールディングの見識である。同じ死なせ

るにしても、逆にもっとわざとらしくない死なせ方はいくらでもできたはず

だ。捨て子のトムがオールワージの遺産を狙える年齢まで成長するのは、もっ

とずっと後のことなのだから。逆に、そこまでブリフィルを生かしてトムと

の対立を描いた方が、物語はもっと面白くなっていたに違いない。

しかしながら、そうした物語の構成にとって都合のよい形での、いわば

もっと自然な偶然を書くことが、リアリストとしてのフィールディングは納

得できなかった。言い換えれば、わざとらしいからこそ本当らしいという皮

肉な真実に、フィールディングは気づいていたのである。だからこそ彼は、

小説が再現しうる人生の不可思議な領域を、デフォーよりも広げることがで

きたのだ。義理の兄の遺産を計算している最中に、計算している本人がバッ

タリ倒れて死んでしまうというような間の悪い出来事は、文学の中ではわざ

とらしく見える危険性があるから、潔癖な作者であれば書くのをためらうか

もしれない。しかし、そうした不条理なアクシデントやハプニングが、現実

の世界では平然と発生するのも事実だ。だからこそ、本当らしさと物語とし

ての面白さ、その両者の兼ね合いの追求において、小説家は特に大きな苦労

を背負うことになったのだ。このような観点から 18 世紀の小説史を概観し

てみると、現実をより正確に模写することを標榜するこの新しいジャンルに

おいて、作者の関心が物語性の方から現実性の方へと着実にシフトしてきた

様子が明らかになる。物語性に明らかな重点を置いていた『ロビンソン・ク

ルーソー』から出発して、両者がほぼ同価値に置かれている『トム・ジョー

ンズ』まで見てきたわけだが、次に同じフィールディングの『アミーリア』

とスターンの『トリストラム・シャンディ』を分析して、最終的にどのよう



42	 	 白鳥義博

な形での決着が取られるのか考えてみよう。

２．『アミーリア』から『トリストラム・シャンディ』へ

これまで見てきた二つの作品においては、物語の中に数としては決して多

くない事故が登場して、それらは程度の差こそあれ、物語の展開と完結に何

らかの貢献を果たしていた。それにたいして、『アミーリア』と『トリストラム・

シャンディ』では、多くの不気味な事故が描かれるようになる。フィールディ

ングとスターンは、人生の不確実性や現実の無限の可能性を強調するために、

小説の中で事故をより頻繁に使うようになったのだ。問題は、現実性がより

重視され、それに伴って物語性が比較的軽く見られるようになった場合、小

説はそれでもやはり読んで楽しいと読者を納得させられるかどうかというこ

とだ。本当らしいかどうかということと、物語として面白いかどうかという

ことは、別のことである。

実際、フィールディング最後の小説となった 1751 年の『アミーリア』は、

物語の冒頭で作者自身が語り手の口を借りて記しているように、事故その

ものを主題とした作品に仕上がっている。“The	various	accidents	which	befel	
a	very	worthy	couple,	after	 their	uniting	 in	 the	state	of	matrimony,	will	be	 the	
subject	of	the	following	story.”	(Henry	Fielding,	Amelia	13)	このように「アク

シデント」を語る作品と方向づけられた小説が、今日まで極めて低く評価さ

れてきたのは、面白い事実である。

興味深いことに、現実性と物語性のバランスが、この作品では全然取れて

いない。作品の中で作者は、まるで何かに憑かれたかのように、主人公たち

をさまざまな事故と遭遇させるだけだ。実際に列挙してみよう。まず、主人

公のブースは軍人なのだが、彼はジブラルタルでの戦いで 2 回も負傷して、

イギリスにもどってくる。伴侶としたアミーリアは、小説のヒロインである

が、結婚前に乗っていた馬車が転覆するというアクシデントにあって顔面を

酷く損傷し、手当てをつくしたのだが、鼻を失ってしまった。結婚後の夫婦

は、さまざまな意味不明のアクシデントと直面する。例えばブースは、ある

夜ロンドンの街角で男たちが喧嘩している場面に遭遇するが、ただそばにい

ただけで彼は喧嘩の関係者と疑われ、逮捕され、刑務所へ送られる。釈放後、

夫婦が子どもを連れて公園を散歩していると、今度は子どもが男から突然殴

られるという事件に巻き込まれる。
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こうしたひとつひとつの事故が、例えばロビンソンの遭難のような大きな

ドラマを生むことはない。ブリフィルの死のような最小限の展開を、物語に

与えることすらない。物語はヒロイン・アミーリアと妹との葛藤、あるいは

人妻であるアミーリアを誘惑する貴族との攻防といったことを核として進む

ので、先ほど列挙した事故の数々は、どれもこれもいわばとってつけたよう

な出来事としか見えない。たとえば、アミーリアが鼻を亡くしたというエピ

ソードは、作家によってはそれだけで一本の小説を書くかもしれない。しか

し、『アミーリア』という小説の物語の構成や展開に、この重大な事実は何

の影響も及ぼさないのだ。逆に、少し問題のある言い方かもしれないが、鼻

を欠損した女性に、女誑しの貴族が好意を持って接近するというのも、何か

違和感のある展開だ。すなわち、この小説に描かれた事故は、結果でもなく、

原因でもなく、あらゆる因果関係から取り外されているように見える。だと

するならば、フィールディングはどうしてわざわざそんなことを書きこんだ

のだろうか。それは、小説の中にどれだけ不可解で説明不可能な現実を導入

できるかという、前作『トム・ジョーンズ』のブリフィル突然死の場面で芽

生えた実験精神を、さらに貫徹させたからだという以外に、理解も説明もで

きない。

『アミーリア』でより強く示されたこの実験精神は、約 10 年ののち、ロ

レンス・スターンに受け継がれた。デフォーからフィールディングへの流れ

が物語性から現実性への推移だとするならば、フィールディングからスター

ンへの流れは現実性から物語性への推移と特徴づけられる。もっとも、そう

はいっても、スターンは単純な逆コースをたどったわけではない。現実性を

否定して物語へと原点回帰したわけではなく、不合理な現実の中に新しい物

語が生まれる可能性を、スターンは求めたのである。これは、そうしたリア

リティにドラマを見出せなかった『アミーリア』よりも一歩の前進だといえ

るだろう。

良く知られているように、例えば序破急といわれるような通常の物語的展

開を『トリストラム・シャンディ』は持たないのだが、この作品でもやはり

偶発的な事故が頻繁に登場する。しかし、『アミーリア』ほど取ってつけた

ような印象がないのは、不運な偶然で支配された現実からスターンがドラマ

を生み出そうとしているからではないだろうか。スターンの語り手であるト

リストラムは、事故が人生や性格をどう変えるかということに、強い興味を

持っている。一例をあげよう。トリストラムは自分の人生は不幸に満ちてい



44	 	 白鳥義博

ると思い込んでいるのだが、人生が暗く展開するようになったのも、もとを

ただせばたった一つの大きな事故のせいだと、自分で分析している。その事

故とはこんなことだ。この小説のあまりにも有名な書き出しの一節で、トリ

ストラムは次のようにその事故の顛末を語る。“I	wish	either	my	father	or	my	
mother,	or	 indeed	both	of	 them,	as	 they	were	in	duty	both	equally	bound	to	 it,	
had	minded	what	they	were	about	when	they	begot	me	[…].”	(Laurence	Sterne,	
Tristram Shandy	5)	しかし、していることにもっと気を配ってくれていたら、

一体どうだったというのだろうか。トリストラムによれば、その行為の最

後の瞬間に、母親は父親に	“Pray,	my	dear	[…]	have	you	not	forgot	to	wind	up	
the	 clock?”（6；強調は原文のまま）と突然問いかけたそうだ。予期せぬこ

の事故によって父親がひどく混乱したせいで、母親の子宮へと精子を案内し

てゆくいわば護衛役としての動物精気がちりぢりバラバラに分散してしまっ

た、そのせいで、自分が絶えず何かに脅えるような人間に作られて、こんな

うだつの上がらない、運の悪い人生を送るはめになったのだと、トリストラ

ムは考えている。

事故が自分の性格と人生及ぼした決定的な影響について、語り手は最終的

に次のように断定する。

Now,	dear	Sir,	what	if	any	accident	had	befallen	him	in	his	way	alone!—or	
that	through	terror	of	it,	natural	to	so	young	a	traveller,	my	little	Gentleman	
had	got	 to	 his	 journey’s	 end	miserably	 spent;—his	muscular	 strength	 and	
virility worn down to a thread;—his own animal spirits ruffled beyond de-
scription,—and	that	in	this	sad	disorder’d	state	of	nerves,	he	had	lain	down	
a	prey	 to	sudden	starts,	or	a	series	of	melancholy	dreams	and	 fancies,	 for	
nine	long,	long	months	together.—I	tremble	to	think	what	a	foundation	had	
been	laid	for	a	thousand	weaknesses	both	of	body	and	mind,	which	no	skill	
of	 the	physician	 or	 the	philosopher	 could	 ever	 afterwards	 have	 set	 thor-
oughly	to	rights.	(Laurence	Sterne,	Tristram Shandy	7).

ここで非常に興味深いことがある。事故を恐れて神経衰弱のような状態に

長く置かれると、それが突然の発作的びくつきや、あるいは一連の陰鬱な夢

や妄想という症状を経て、最後にはどんな医者や哲人の秘術をもってしても

到底完全には治療できないような、心身両面の無数の弱点を生み出すことに
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つながると、トリストラムはここで言いながら、一つの事故の後遺症に苦し

む自分の人生を概観し特徴づけているわけであるが、明らかにスターンは、

今日でいう心的外傷、すなわちトラウマの存在とメカニズムに、気付いてい

る。近年、日本人研究者によって、18 世紀イギリス小説に描かれたトラウ

マについての研究が深められている。たとえば、仙葉豊は論文「トラウマ小

説としての『クラリッサ』」において、サミュエル・リチャードソン（Samuel	
Richardson;	1689-1761）の代表作『クラリッサ』（1748）のヒロイン・クラリッ

サを苦しめたトラウマの諸相について考察している。仙葉によると、この書

簡体小説は、家族との断絶や恋人によるレイプなどの不幸な経験を通してヒ

ロインが「心の傷を受けつつ心の安定性を失」う物語として読むことができ

る。「トラウマ小説」というカテゴリーを導入することで、仙葉は 18 世紀イ

ギリス小説の読解に、新しい地平を拓いた。仙葉の言葉を借りつつ言うなら

ば、スターンの『トリストラム・シャンディ』もまたひとつの「トラウマ小

説」であり、この作品も『クラリッサ』同様に 18 世紀以降「穏やかに変化

しつつ現代まで続くことになるトラウマと心の病という問題を照射して」い

ると断言することができる。1

もちろん、森茂起が指摘しているように、トラウマという言葉が今日的な

意味で使われ、「現在 PTSD と呼ばれているような惨事トラウマが初めて注

目され」るようになるのは、リチャードソンやスターンからさらに 100 年以

上も後の、「一九世紀後半から急増した鉄道事故」がきっかけである（『トラ

ウマの発見』，30）。事故とトラウマとの間の医学的な関係という時代を先取

りした見識を、スターンは『トリストラム・シャンディ』のほかの場所でも

しばしば示しているのだが、それにしてもどうしてこんな斬新な見識を持つ

にいたったのだろうか。事故によって傷つけられる身体については、先にみ

たようにヘンリー・フィールディングが小説『アミーリア』ですでに注目し

ていたことであるが、しかしフィールディングは馬車の事故に由来するヒロ

インの顔面の傷を描写することはあっても、それがヒロインの心におそらく

与えたであろう深い傷については一切口を閉ざしている。しかしスターンは、

事故が身体だけでなく精神をも傷つけうることに着目し、そこから物語を生

み出そうとしている。その物語とは、すでに精子のころに運命づけられたト

リストラムの心身両面の無数の弱点すなわち傷が、果たしてどのように癒さ

れ得るのかというドラマである。偶然に翻弄され、心に深い傷を負った人間

の人生は、無人島での一人暮らしをたくましく生き抜いたロビンソンの人生
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と比べれば、みじめでつまらなく見えるかもしれない。しかし、そんなか弱

い人生の真実に物語を見出だそうとしたことで、スターンはトラウマの発見

という新しい境地にたどり着いたのだ。文学史的に考えれば、『アミーリア』

なくしてこの発見は成し遂げられなかったであろうし、またそれ以前に『ト

ム・ジョーンズ』における大きな方向性の転換があり、さらにその原点には

『ロビンソン・クルーソー』が控えている。すなわち、本稿で取り上げた三

人の小説家たちは、問題意識を共有しながら、それぞれ小説のリアリティと

物語性の兼ね合いを一歩一歩発展させてきたと言えるだろう。この論点が、

デフォー以前の散文文学とどのようにつながり、またスターン以後の小説史

にいかなる発展を見せるのか、今後も考えをさらに深めることで、十八世紀

のイギリス小説史を新たなる角度から語り得る視点を得ることを、目指した

い。2

註

1 さらに、『トリストラム・シャンディ』に登場する、主人公の伯父トウビーの

トラウマについては、横内を参照されたい。
2 本稿は 2010 年 9 月 4 日に駒澤大学深沢キャンパスにて開催された日本英語文

化学会第 13 回全国大会において口頭発表された原稿（「18 世紀イギリス小説に描か

れた事故について」）に加筆修正を施したものである。発表後、多くの会員の方から

ご教示をいただいたが、なかでも今後の研究の方向性について、筆者はかなり重要な

示唆を得た。ここに記して感謝申し上げたい。
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Synopsis

“The	Meaning	of	Accidents	in	Defoe,	Fielding,	and	Sterne”

SHIRATORI	Yoshihiro

	 	 This	 paper	 considers	 the	 implications	 of	 accidents	 depicted	 in	 the	novels	
written	by	 three	major	 novelists	 of	 the	 eighteenth	 century;	Daniel	Defoe,	Henry	
Fielding, and Laurence Sterne. They describe a variety of accidents in their fiction, 
and	those	scenes	of	accidents	tell	us	a	lot	about	the	development	of	the	novel	as	a	
realistic	literary	form.	As	David	Lodge	puts	it	in	The Art of Fiction,	a	real	accident	
in	our	own	 life	 can	be	 seen	as	 an	 evidence	of	what	he	 calls	 “life’s	 randomness,	
inconsequentiality	and	openness.”	On	the	other	hand,	Lodge	goes	on	to	suggest,	a	
fictional accident in a novel tends to illustrate how the author thinks much of “the 
achievement	 of	 structure,	 pattern	 and	 closure”	of	 his	 art	 of	 fiction.	This	 theory	
of	 accidents	 should	 bring	 us	 to	 the	 reconsideration	 of	 the	 intricate	 meanings	 of	
various	 accidents	 described	 in	 novels	 of	 the	 eighteenth	 century.	 In	 those	 earlier	
novels	 like	Daniel	 Defoe’s	Robinson Crusoe	 and	Henry	Fielding’s	 Tom Jones,	
accidents	 are	 there	 not	 so	much	 to	 imply	 how	 random	 and	 open	 life	 can	be	 as	
to	 suggest	 that	 all	 the	 incidents	 happened	 there	 are	 related	 and	 consequential.	
However,	 some	 novels	 published	 after	 1750,	 including	 Henry	 Fielding’s	 Amelia	
and	 Laurence	 Sterne’s	 Tristram Shandy, have fictional coincidences which, just 
like	accidents	in	our	real	life,	make	us	realize	that	life	is	basically	very	random	and	
inconsequential.	
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The Importance of Being Earnest をアールヌーボーから読む

川口淑子

１．ワイルドとアールヌーボー

オスカー・ワイルドの作品の中でも傑作と評価される「まじめが肝心」（The 
Importance of Being Earnest,	1894）は、非常に形式が整っており、ウィット

に富む反面、登場人物が型にはまっていて表面的だと見做されることもある。

しかし、総合的に見ると、この作品のあまり現実味がない人物と整った物語

のスタイルは、否定しがたい魅力を持っていると言える。本論では、この作

品のスタイルを当時のヨーロッパで流行していた美術の様式、アールヌー

ボーから捉えていく。

ワイルドとアールヌーボーの関係を見ると、まずは 1882 年から行なった

ワイルドのアメリカ講演が挙げられる。ワイルドは約一年間、ジョン・ラス

キンやウィリアム・モリスを手本とした美的装飾の話を中心に講演を行って

評判となり、キャリアの最初の成功を飾っている。ワイルドには、美術品や

装飾への関心が作品を書き出す以前から備わっていたと言える。作家として

知名度を上げてからは、ワイルドの作品に挿絵を入れたウォルター・クレイ

ン、チャールズ・リケッツやオーブリー・ビアズレーとの付き合いがある。

特にリケッツはワイルドのお気に入りの画家であり、イメージを喚起しやす

い、ある程度デザイン化されたイラストはワイルドの好みに合っていた。

また、ワイルドはユリやひまわりのイメージと結び付けられ、雑誌などで

は花を手にしたデカダン風のワイルドのカリカチュアがお馴染みの姿として

紹介され、彼もこの運動の一部と見做されることもあった。ただし、ワイル

ドが主にロンドンで作家活動を行なっていたからと言って、イギリスのアー

ルヌーボーとのみ関わっていたと言うことはできない。この様式はウイリア

ム・ブレイクやボー・ブランメルのダンディズムが起源だと言われることが

あるが、基本的に国境を越えて影響しあう様式でもあった。一般に動植物や

曲線が特徴であるとされるが、スタイルにかなり自由な広がりがあること自

体が、このスタイルの特徴だと言える。この様式には、核となる特徴がある

わけではなく、動植物をモチーフとしなくても、あるいは曲線がなくてもアー

ルヌーボーとなりえるように、ヴィトゲンシュタインの言う家族的類似性を
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思わせる類似性を内に含んでいる。

フランスの作品が注目されることが多かったアールヌーボーは、近年で

は、その多様さや地域性が見直されるようになってきた。このような広がり

を持つ様式と作家の関係を考える場合には、作家があえてどの特性を拾い上

げて作品に持ち込んだのかに注目することで、作品がより鮮明に見えてくる

可能性があるだろう。

２．作品のバランス

「まじめが肝心」の冒頭では、次のような美的装飾の施された部屋から始

まるという指示が作者によって出されている。

SCENE—Morning-room in ALGERNON’s flat in Half Moon Street, Lon-
don.	Time:	 the	present.	The	room	is	 luxuriously	and	artistically	furnished.	
The	sound	of	a	piano	is	heard	in	the	adjoining	room.（The Complete	315）															

芝居は、一貫して洗練された雰囲気の中で進んでいくが、この作品の特

徴を考えるなら、美的な印象以上に、まずは作品の整然とした形式が入り口

となるだろう。四人の男女が中心となるこの作品では、対照的な性格に見え

るジャック、アルジャーノンが、やはり対照的に見えるグウェンドレン、セ

シリーと結婚にこぎつけるまでが描かれる。主要人物の四人以外は、台詞の

少ない五人がいるのみで、複雑な人間関係や深刻な社会状況などはクローズ

アップされることがなく、あえてすっきりとした構成が取られている。舞台

も、ロンドンの家とカントリーハウスに絞られ、コントラストが活かされて

いる。ただし、例えば、クールで都会的なグウェンドレンと無邪気で田舎に

住むセシリーは、対照的であると同時に姉妹のようだとも言われるように類

似点も持つため、並べることはできても、並ぶとシンメトリーになるという

ほど単純ではない。同様に、ある程度まじめでお金のあるジャックと、いか

にも遊び人風で貧乏なアルジャーノも実は兄弟だと判明するように、正反対

の存在ではない。このようなバランスが、この作品の一つの基本であり、アー

ルヌーボーの原則のように古典的な秩序とアシンメトリーな構図をはっきり

と兼ね備えている。

アールヌーボーの構図としては、例えば女性をモチーフにした工芸品や
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ポスターの場合、顔立ちは比較的写実的だが、長い髪が川のように予測不可

能な方向へ流れ出しているデザインがお馴染みである。このような整然とし

た安定性と新しい時代の自由さの組み合わせは、「まじめが肝心」の中では、

セシリーがよい例だろう。彼女は裕福でかわいらしい田舎娘の位置に収まり

ながらも、奇抜な発言で周りの人々や読者を驚かせる。彼女が一人で勝手に

婚約する場面はよく知られているが、彼女は、気に入った男性と親しくなる

には婚約する以外ないという上流階級の常識を疑いもなく守りながらも、相

手なしで婚約するという離れ業を成し遂げている。また、この奇妙な婚約は、

グウェンドレンの婚約ともよく似ている。彼女はセシリーと同様にアーネス

トという名前の男性と結婚すると予め決めていて、この作品の二つの結婚は

対になっている。セシリーやグウェンドレンが見せる、このウィットに富ん

だ自由さは、アールヌーボーのデザインでは、かなり写実的な花や果物から

非現実的に伸びだすツタや、髪や服のみが別の生き物のように女性の体から

流れ出しているデザインに似る。アーネストという名前の男性と結婚しよう

とすることは、現実を都合のいいように理想化する試みでもあるが、この理

想化は、言い換えるとデザイン化でもある。「まじめが肝心」を全体として

見ると、たくさんのお決まり型とそこからはみ出すウィットが程よく組み合

わされて作品のバランスが保たれていることがわかる。

３．没個性からデザイン性へ

この作品には見事に整った形式があるのは明らかだが、人物が深い感情

を持たず、人間臭さにかけることに関しては、欠点ともなりえる。ジュリ

ア・ブラウンは、この作品のダンディー達は、誰も苦しまず、誰も犠牲とな

ることはなく、最も深い罪はマフィンを食べることだと辛口に評価している

（Brown	87）。しかし、「まじめが肝心」では、人物の単純さは大きな設計図

の中に組み込まれていて、結局作品自体は単純ではないため、欠点とはなり

えない。

ワイルドの時代に、多くの作家が描いた一つの型としては、ファム・ファ

タールという魅惑的な女性像がある。ただし、このタイプは古くから存在し

ていているが、漠然としていて型としては、かなり縛りがゆるい。よりイメー

ジしやすいはっきりした型としては、例えばワイルドより少し先に作家とし

て知られるようになったヘンリー・ジェイムズが描いた、デイジー・ミラー
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が挙げられるだろう。彼女は自由奔放で裕福なアメリカ娘というかなり限定

された条件の中で個性を放ち、当時はデイジー・ミラー的と言えば、人々が

ピンと来るような人物となった。

しかし、ワイルドが「まじめが肝心」の登場人物を通して描き出したのは、

このような強烈な個性と多少似ているが異なる、ある種のデザイン性であろ

う。デイジー・ミラーとセシリーのどこが違うのかと言えば、セシリーには

薄い色の背景の中で浮かび上がるデザイン性がある点である。個性の希薄さ

が魅力のなさに直結しないのは、量産品が出回り始めたこの時代初めて出て

きた現象である。日用品などには見られたこの意識の変化は、文学では簡単

に受け入れられるものではなかったが、「まじめが肝心」はそのような常識

から抜け出してきた作品である。

人物をデザインとして見るという意識の変化を助けたものの一つには、ポ

スターや絵葉書の急速な普及が挙げられる。特にパリでは、1881 年の法改

正により街頭に貼られるポスターが整備されると、ポスターやそれにつられ

てポストカードが急速に人々の注意を引くようになった。これは背景を押さ

えて、人物のイメージが浮き立つことの魅力を人々に意識させただろう。

例えば世紀末の女性の代表である女優のサラ・ベルナールは、性別を感じ

させない様式化された姿でポスターに収まっていた。しかし、この時代にモ

チーフにされることが多かったのは、非常に女性的な女性たちであり、彼女

らは体がトンボや蛇と同化していたり、髪や衣装が不自然なほど、たっぷり

豊かであるなど、幻想的な姿で描かれていた。

スティーヴン・エスクリットは、当時特にパリで強まったフェミニズムの

動きを視野に入れて、このような女性像は、理想的な女性美と「新しい女」

に対する恐怖の両方を示唆すると見抜いている（エスクリット 89）。アール

ヌーボーの女性は、アクセサリーなどでは、かなり写実的に表現されること

が多いが、これは人間の肉体を賛美したルネッサンスの感覚が屈折した形で

表れたものと取ることができるかもしれない。この感覚は、実在する人間で

はなく、現実には存在しない人物に理想を求めている。

よく指摘されるように、「まじめが肝心」の女性たちは、財産や発言権を

持っていて男性的である。この逆転は、「新しい女」のイメージに繋がるが、

あまり人間臭さを感じさせないセシリーとグウェンドレンは、ベルナール的

無性化と女性の幻想化の中間あたりにいて、やはりデザイン化の方向を向い

ている。アールヌーボーの面白い点は、人物のデザイン化を進めたことだが、
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人格が緻密に描かれていることが評価される文学作品の中では、この試みは

一般的ではなかった。しかし、はっきりとした個性から距離を取りながらも

魅力ある人物を描いた稀な例が「まじめが肝心」だと言えるだろう。

ワイルドが美意識の発達したスタイリストだとしても、他の作品では登場

人物たちは、この作品においてほどデザイン化されているわけではない。リ

チャード・エルマンは、「まじめが肝心」という作品においてのみ、ワイル

ドは現実と思い込みを混在させ、危ういバランスを保っていると指摘してい

る (Ellmann	297)。この作品は、ジュリア・ブラウンが言うような子供部屋

の安心感を備えながらも、危ういバランスの上に成り立ってもいる。「まじ

めが肝心」では個人の生活環境や社会的慣習という背景はぼかしながら人物

を描いているが、この作品のはっとするような奇抜さやバランス感覚は、背

景がくすんで人物が浮き上がって見えるというデザイン性から来ている。

この作品には、結婚という大団円へ向かう古典的な型と、アールヌーボー

の自由なツタや髪を思わせるウイットと、デザインのようにすっきりとした

印象の人物たちの三つがロゴマークのようにうまく組み合わさって、全体と

しても一つのデザインを生んでいる。そして、この要素が絡まることで、う

ねりを生み出し、作品は単調さから逃れている。

４．過多を通過する

アールヌーボーを批判する場合、お馴染みなのは、装飾の過剰さである。

この時代の建築や工芸品にはうるさいほどの装飾がなされたものが少なから

ずあり、専門家からの批判の声も珍しくなかった。比較的質素な物を好むイ

ギリスでも、この時代には様式の衝突がよく見られ、特に建築の分野におい

ては、一つの建物にゴシック、ビザンティン、ギリシャ式が入り混じって後

の時代に悪趣味の代表として挙げられるようなものも見られた。デイビッド・

クローリーが「様式の戦い」(the	battle	 of	 styles) という言葉で要約している

ように、（Crowley	64）この時代には様々な様式が競い合い、建築言語が入

り乱れていた。「まじめが肝心」は、このような様式が絡み合う時代の中か

ら出てきたことは意識しておく価値がある。

ワイルドの作品の中で、アールヌーボーの過多の雰囲気を伝えている場面

は、「ドリアン・グレイの肖像」(The Picture of Dorian Gray,	1890) の冒頭の

場面であろう。花の香りが充満して息苦しいこの場面は、フランス的とも過
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剰装飾的とも言えるが、主人公のドリアンが悲劇的な結末を見る予告とも取

れる。このような濃厚で毒気のある作風と対極にあるのが、ワイルドの作品

の中で最もからっとした「まじめが肝心」である。「まじめが肝心」に過剰

装飾の雰囲気を持ち込むことができなかったのは、この作品の無駄を排した

デザイン性と両立しなかったためだと言うこともできる。

従来の絵画が人間の生活の中に自然や理想を描き込もうとしたものなら、

アールヌーボーは逆に自然の中に人間にとって好ましい秩序や美を発見しよ

うとしていたという面があるだろう。建築や工芸品に見られる植物的曲線や

虫のモチーフなどは、自然の中で人間が快適だと感じる部分をうまく切り

取って使っていると言える。言い換えると、自然の題材を相手にすることが

多いアールヌーボーでは、過剰さを抑えるには知的分析により魅力的な部分

を取り出すという作業が必要となる。

ワイルドの作品に戻って考えると、作品には困惑の中で美を発見する場

面が複数見当たる。例えば、「アーサー・サヴィル卿の犯罪」（“Lord	Arthur	
Savile’s	Crime”,	 1891）で我を失って夜のロンドンを歩き回る主人公が朝の

市場で野菜に宝石のような美しさを発見する場面は、まさにアールヌーボー

的感覚を秘めているが、花や月に凝縮された美を見出す感覚は、ワイルドの

作品では珍しくない。自然より人工的なものを讃えたワイルドの感覚として

捉えるなら、混乱の中での美の発見は、自然美を讃えているというより、意

味や状況を要約するような事物に価値を見出す態度を示しているだろう。こ

のような圧縮性は、デザインの要だと言える。

ガブリエレ・ファールベッカーは、ビアズレーにおいてはアートとダン

ディズムが結び付いていると適切に指摘している（Fahr-Becker	 49）。ダン

ディズムには思い切って取捨選択することが含まれていると考えられるが、

ワイルドが単純化されたデザインを取り入れたのは、取捨選択の中である種

のダンディズム、あるいはプレゼンテーションの効果を追求したためだと考

えられる。

５．平面の表現力

曲線と並ぶアールヌーボーの大きな特徴としては平面性がある。この平面

性を考えるなら、よく知られているように浮世絵の影響が非常に大きい。ワ

イルドの「サロメ」に挿絵を入れたビアズレーの画面構成は、明らかに浮世
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絵の影響を受けているが、「まじめが肝心」も過剰装飾が珍しくなかったこ

の時代に、あえてすっきりとした平面性を選択して取り入れている。「まじ

めが肝心」の人物たちの奇抜なウイットや行動は装飾的だが、その本体であ

る人物たちは、生活環境に悩まされることのない、独立した個人として描か

れている。彼らの背景は極力控え目に描かれ、平面化が試みられている。

工芸品の領域では、一般の人々にも美しいものを届けるというウイリア

ム・モリスの理想に反して、当時から有名デザイナーの作る工芸品は値段が

高く、一般の人々には手が届くものではなかった。しかし、例えばフランス

のナンシーで質のよい工房を開いて、ガラス工芸品を製作したドームは、花

瓶などの作品をシリーズ化、言い換えるとある程度型にはめて製作したこと

によって、かなりモリスの理想を実現していると言える。シリーズ化された

一つの花瓶は、同じシリーズの別の花瓶を思わせ、新奇さは削がれても、別

の作品のイメージがつきまとうことで、膨らみを持つと同時に、シリーズ全

体として見ると、単品の合計以上に広がる印象が新たに加えられることにな

る。質を落とさず、ある程度の量産を行なうと、低価格化だけではなく、作

家や作品のイメージを膨らませたりブランド化することができるという利点

がある。

ワイルドが「まじめが肝心」で人物を描く際に取り入れた平面化の手法

も、これに似ている。この作品の大胆な試みは、人物のデザイン化だと考え

られるが、本来複雑であるはずの人間をパターン化、デザイン化する利点は、

一つには作品全体の中で人物がきれいに収まるという点である。しかし、こ

れは表面的効果にすぎず、陰に潜む別の効果があるように思われる。馬鹿馬

鹿しい茶番しか演じないと言われる「まじめが肝心」の四人になぜ無視でき

ない魅力があるのかは注目すべき問題である。彼らは、呆れるような言動と

ウィットのせいで従来の自由な人物の型には回収しきれないが、別の作品の

作中人物たちや現実の人間のイメージと重ねられ、権威付けをしてもらいな

がら喋ることができる。人物のデザイン化は、四人をありがちな人物の型に

はめることでつまらない人物にするのではなく、いわばブランディングの力

によって魅力を与えている。

ワイルドはギリシャ・ラテンの古典に通じていることが知られているが、

現代の商業的手段としても活用されているブランディングは、古典的文学作

品を踏まえて新たな作品を作ることで作品に権威付けを行なう方法に近い。

「まじめが肝心」では、例えばアルジャーノンを考えるなら、彼の後ろには
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読者が知るこれまでの自由奔放なヒーローがついていて、そのような影をう

まく統合することで彼は力を得ている。

読書量も多く、流行にも敏感であったワイルドは、一つの作品、あるいは

一人の作中人物には他のいくつもの作品の影がつきまとい、後ろから支えて

魅力を生み出すことを意識していたと思われる。時折他の作品からの借用を

非難されてもワイルドが動じなかったのは、現代では当然のものとなってい

るブランディングの意味を知っていたためだとも考えられるだろう。一つの

表面には深さがあるという感覚の体験が、この作品には含まれている。

ただし、これまでに見たことのあるヒーロー、ヒロインに似ていれば自動

的にブランド化が起こるわけではなく、人物のデザイン化のためには、その

人物が前任者以上の華やかさや面白さを持っていることに加えて、その人物

を浮き立たせる作品の構成という装置が必要になる。例えばこの時代の代表

作の一つであるガレの有名なキノコのランプでは、数限りなくある自然のキ

ノコの中から一つのイメージだけを選び出して、他のキノコとは切り離し、

背景は削除することで見る者に美しさを発見させているが、デザイン化に必

要なのは、このような取捨選択である。そして、そのままでは発見しにくい

魅力の引き出し方には巧妙さが求められ、この部分で作家は手腕を見せるこ

とができる。「まじめが肝心」で行なわれている人物のデザイン化とは、人

を混みあった背景の中から救済し、魅力を再呈示することだと言えるだろう。

	
６．デザイン性の意味

「まじめが肝心」は、作品の意味や伝えたいことを読み取るのが難しいと、

一般に考えられている。あまりに軽快な物語は、ヴィクトリア朝の堅苦しい

慣習を笑っていると取ることもできるし、作品の中で主導権を握る女性に注

目することもでき、比較的最近では、ジャックやアルジャーノンの二重生活

に男色の影を読み取るのも常識化してきた。このような読みは、間違いでは

ないだろう。しかし、一つの解釈でこの作品を捉えると、取り逃がしている

部分があると感じられるのも事実である。

ワイルドが一貫してリアリズムや隙のない解釈を嫌ったことを考えると、

この作品は、どのように解釈を程よく隠すかを表現していると見ることもで

きる。例えば、あまりにもヴィクトリア朝的基準にとらわれたブラックネル

夫人の毒々しさは笑いの中に隠すことができ、婚約者よりはるかに多くの財
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産を持ち好きなことが言えるセシリーの優位さは、田舎に住む若い娘のかわ

いらしさの中に隠すことができる。そして最も巧妙なのは、人間臭さを押さ

えた登場人物たちのデザイン性が、不快な現実にベールをかけていることで

ある。「まじめが肝心」の四人は、多くの人物のイメージを集約することで

型の中へと入って行くことを見てきたが、型の対極にあるのはリアリズムで

ある。ワイルドは、このようにして意味を完全には消さずに、常に嫌ってい

たリアリズムから作品を遠ざけたとも言えるだろう。

様式の話に戻ると、三次元の遠近法へ疑問を持った印象派の絵画は、アー

ルヌーボーとの連続性を指摘されることがあるが、海野弘は、印象派の色彩

理論がアールヌーボーを育てたとしても、印象派はイマジストであるのに対

し、アールヌーボーはサンボリストだと区別している（海野	 42）。この分類

方法から考えると、イマジストの見る先には自然があり、サンボリストの見

る先には人間があると言ってもいいかもしれない。サンボリストが求めてい

た象徴性は、意味を求めることに近い。

様式として大雑把に比べると、一次大戦のあとに出てきたアールデコの方

がアールヌーボーよりデザイン化を進めていると考えられる。言い方を換え

ると、アールヌーボーにはより生物の形が残っているとも言える。「まじめ

が肝心」にはデザイン化しようとする意識が感じられることは、これまで見

てきたが、比較するなら、より無駄を省いたアールデコより実はアールヌー

ボーの方が「まじめが肝心」の表現に近いだろう。それは単に作品が書かれ

た時代的な理由のためではなく、ワイルドが常に人間の謎を重視してきたた

めである。「まじめが肝心」の四人は、人を驚かす勝手気ままさを見せるこ

とで、完全な型にはまった人間には成り下がらずに、どこかに人間味を残す

という力加減を知っているように見える。ジュリア・ブラウンは、ワイルド

がウィットとして表現するアイロニーは、単なる装飾ではなく、コスモポリ

タニズム、つまり相手の立場を考慮に入れた批評方法のエッセンスだと言う

（Brown	31）。「まじめが肝心」の四人の自由気ままなウィットは、アールヌー

ボーの植物のツタのように装飾的に見え、実際、装飾的効果を生んでいるが、

ブラウンの視点を加えると、飾ることを目的とした装飾ではなく、意味を感

じさせる装飾だと捉え直すことができる。

「まじめが肝心」に見られる平面化とは、画面構成を単純化して呈示する

ことであり、言い換えると、解釈の遠慮がちな呈示だとも言える。しかしワ

イルドの芸術論が見える 1890 年の「芸術家としての批評家」（“The	Critic	as	
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artist”,	 1890）について、ジョン・スローンが、作中人物のアーネストの理

想的唯美主義の世界では、批評家は存在しないと要約しているように（Sloan	
63）ワイルドは押し付けがましい批評は嫌っている。「まじめが肝心」の中

では、ジャックは第一幕で個人的なことを問いただすアルジャーノンに対し

て、“My	dear	Algy,	you	talk	exactly	as	if	you	were	a	dentist.	It	is	very	vulgar	to	
talk	like	a	dentist	when	one	isn’t	a	dentist.	It	produces	a	false	impression.”	 (The 
Complete	 319) と言い、物事をありのままに言うのは歯医者のようで無礼だ

と批判して作品全体の方針を示している。

しかし、ある対象を単純化やブランド化するには、必ず何かしらの価値判

断が含まれている。アリソン・ピースは、ワイルドの美学の中で自然が直接

映し出されないのは、心というプリズムがあまりに重要でありアートの中心

となってしまうためだと適切に考えている（Pease	108）。ワイルドにとって

は、描かれる対象以上に、価値を見出す分析や審美眼が重視されているのは

間違いない。はっきりとした解釈を見せることを嫌ったとしても、少なくと

も対象を見る視線の存在を見る者に意識させる仕掛けが「まじめが肝心」の

中にはあり、意味ありげなものが身近にある生活の豊かさを見せているとも

言える。

メリッサ・ノックスは、ワイルドは通常ポストモダンの流れの中で捉えら

れるのに、人を表現するにはマスクが必要とするワイルドの考えは、作者は

いないと考えるポストモダンの捉え方と対立すると考えている (Knox	75)。
この矛盾は、作品の中のデザイン性の問題から考えることもできるだろう。

ワイルドの作品の中でデザイン性が重視されているのは、形の美しさの追求

以外に、解釈の押し付けを避けながらも象徴性を捨てないという意思表示で

もあると考えられる。「まじめが肝心」では、人目を忍んで田舎に出かける

バンバリズムなど、読者が意味を探るよう誘う要素はいくらもある。しかし、

同時にリアリズムに踏み込んで興ざめな現実を発見するのを止めてもいる。

例えば、セシリーと恋に落ち、熱心に結婚を願うアルジャーノンは、作品の

初めの場面では繰り返し結婚に関して悲観的な意見を述べている。以下の場

面では結婚によりシャンパンの質が落ちると嘆いている。

ALGERNON.	Why	is	it	that	at	a	bachelor’s	establishment	the	servants	in-
variably	drink	the	champagne?	I	ask	merely	for	information.
LANE.	 I	 attribute	 it	 to	 the	 superior	 quality	 of	 the	wine,	 sir.	 I	 have	often	
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observed that in married households the champagne is rarely of a first-rate 
brand.
ALGERNON.	Good	heavens!	 Is	marriage	 so	demoralizing	 as	 that?	 (The 
Complete	315)

このような前置きのため、二人の結婚の成り行きは初めから困難が暗示さ

れている。さらに、楽観的に見えるアルジャーノンは借金を抱えていて、も

し裕福なセシリーと結婚できないなら非常に困ったことになるという現実が

裏には控えている。こういう困った事情をあえて表面に出さないのが「まじ

めが肝心」の巧妙さであり、これが可能なのは作品のデザイン性が生み出す

ベールのお陰だと言えるだろう。この作品では、表面の優雅さから一歩現実

に踏み込むと危険が控えているため、踏み込まないことが読者や観客にも求

められていると同時に、踏み込まないことの美学も示されている。軽妙さと

シンプルなデザインに潜む奥深さは、ここでは並存している。

「嘘の衰退」(“The	Decay	of	Lying”,	1889) では、	ヴィヴィアンは、芸術家

が霧を描く前には、霧など存在しなかったと以下のように述べている。

	 	 	 	To	 look	at	 a	 thing	 is	very	different	 from	seeing	a	 thing.	One	does	not	
see	 anything	until	 one	 sees	 its	 beauty.	Then,	 and	 then	only	does	 it	 come	
into	existence.	At	present,	people	see	fogs,	not	only	because	there	are	fogs,	
but	 because	poets	 and	painters	 have	 taught	 them	 the	 loveliness	of	 such	
effect.	 （Intentions	42）

この有名なコメントは、芸術が人間の感性に影響を与えることを指摘して

いるが、対象を見る際には、その判断には、見る者の存在感がまぎれ込んで

いることも暗示しているように思われる。																																												　													
「まじめが肝心」の四人の脳天気な言動は、当時の社会問題をかすっては

いるが、結局、何を伝えたいのかを読み取ることは難しい。しかし、作品の

デザイン性を通して分析眼とそれを持つ者の存在感が間接的に伝わってくる

と考えることはできる。この作品の浮世絵のような二次元の世界では、折り

畳まれて見えない影の部分から、作者や登場人物の存在感が香りのように伝

わってくるとも言えるだろう。

海野弘は、フロイトが無意識を意識化したように、アールヌーボーはハン
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ドクラフトを意識化し、そのためにその無意識性、時代の深層としての様式

は解体したのではないかと考える（海野 141）。文学による表現を考えると、

文学は文字を使うために、工芸品のような物理的表現はそもそもありえない。

そのため、工芸と文学ではデザイン性は逆の方向の力を持つ可能性がある。

文章中でのスタイルの強調は、あえて一歩引っ込めた表現の中で人間の複雑

さを見せたい場合にこそ効果を発揮するだろう。「まじめが肝心」では、そ

のデザイン性からワイルドの表現力を再確認することができる。
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Synopsis

The Importance of Being Earnest	as	a	Variation	of	Art	Nouveau

KAWAGUCHI	Toshiko

	 	 Oscar	Wilde’s	 popular	 play	 The Importance of Being Earnest	 boasts	 a	
fashionable	and	carefully-designed	writing	style.	The	stress	on	this	style	narrows	
the	possibility	 of	 expressing	 complicated	human	 relationships	 or	 emotions	 as	
they are, but some hints from the influential style of the time, Art Nouveau, make 
this	 work	 look	more	 eloquent.	Art	Nouveau	 is	 sometimes	 blamed	 for	 its	 over-
decoration,	but	actually	varies	in	form,	and	for	the	sophistication	of	the	play,	Wilde	
has	taken	advantage	of	a	succinct	form	that	can	be	symbolic.	Especially	the	ukiyo-
e-like	two-dimensional	depiction	of	the	characters	serves	to	communicate	Wilde’s	
delicate	intentions.
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“The	Dancer	from	the	Dance”—the	Problem	of	the	One	and	the	
Many	in	Yeats’s	“Among	School	Children”

Michael	S.	Genung

	 	 In	 later	 life	 the	poet	William	 Butler	Yeats	 wrote	 a	 series	 of	 poems	of	
profound	 metaphysical	 import	 and	 astonishing	 lyrical	 beauty,	 these	 works	
employing	 imagery	 sparser	 and	 less	 romantic	 than	 that	 of	 his	 youth,	 images	
that	might	 at	 times	be	 termed	 “philosophical,”	 yet	 which,	 nevertheless,	 are	
always	 elegant	 and	 captivating,	 often	gorgeous	 in	 an	 austere,	 spiritual	 way,	
and	 frequently	 sublime.	 	These	mature	 poems	 are,	 in	 effect,	 visionary	 artistic	
expressions	emerging	from	the	heart	of	Yeats’s	numinous	worldview,	an	esoteric	
amalgamation	in	which	philosophy,	religion,	and	mysticism	have	fused	into	an	
overarching,	 transcendental	 vision,	 have	 been	 “alchemized,”	 so	 to	 speak,	 into	
a	 recondite	 but	 lucid	metaphorical	 language.	 	To	 enumerate	 in	 detail,	 in	 any	
paper,	 every	metaphysical	 byway	down	which	Yeats	may	have	 strolled	would	
be	a	daunting	task	and,	in	any	event,	impossible	in	a	short	work	like	this;	thus,	
we	will	 limit	 our	 analysis	 here	 to	 a	 series	 of	 key	 images	 in	 “Among	 School	
Children”	 that	 clearly	 stem	 from	 the	poet’s	 “occultly-derived”	 Neoplatonism.1			
Two considerations might at first seem to militate against such an approach: first, 
this	 particular	 “road	 to	 scholarship	 is	 [already]…well-trod…and	 its	 signposts	
annotated;”	(Pittock	213)	and,	second,	critics	of	the	last	few	decades	have	moved	
away	from	what	one	commentator	has	termed	“the	ontological	mysticism	of	the	
early	generation	of	Yeats	 critics	 (who	continually	 read	him	 in	his	Neoplatonic	
light).”2 			
  In regards to the first injunction, we intend in this paper to provide a specific 
reading	 which,	 if	 not	 entirely	 neglected	 by	previous	 critics,	 still	 has	 not	 been	
structured	 by	 them	quite	 in	 the	way	we	proceed	 here,	 which	 is	 to	 explore	 the	
poem’s	implicit	response	to	the	philosophical	problem	of	the	One	and	the	Many.		
Our	answer	to	the	second	injunction	is	based	on	a	bit	of	a	quibble	with	critics	too	
heavily	under	 the	 sway	of	deconstructionist	 theory	à la	Derrida—namely,	 that	
they	too	often	consider	 it	a	quaint	exercise	“merely”	to	 interpret	a	 text	 in	 light	
of	its	own	milieu	(philosophical,	religious,	or	otherwise)	in	hopes	of	arriving	at	
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some	clear	understanding	of	“universal	 truth;”	and	thus,	 in	 their	own	analyses,	
attempt	to	extract	the	“suppressed	meaning,”	normally	in	conjunction	with	some	
approved	 “post-modern”	 vision	 of	 reality	 (i.e.	Lacan,	Foucault,	 etc.)	with	 the	
goal,	rather	paradoxically,	of	arriving	themselves	at	some	version	of	“universal	
truth.”			Furthermore,	to	adhere	to	this	approach	only	(the	deconstructionist),	in	
the case of “Among School Children” with its specific references to Plotinus’s 
own	“teachers”	 (Plato,	Aristotle,	 and	Pythagoras),	 would	be	 to	 neglect	 in	 a	
rather	willful	manner	 both	 the	 artistic	 and	metaphysical	 intent	 of	 the	poet,	 an	
intent	some	might	not	categorize	as	being	merely	quaint.		In	other	words,	though	
a	 deconstructionist	 approach	might	 teach	us	much	 about	 the	 “true”	nature	of	
one	sort	of	“reality,”	so	might	a	more	“traditional”	analysis	of	the	poet’s	words	
in	 light	 of	 his	 own	 system	 of	 thought.	 	We	might	 do	well	 to	 quote	 Nietzsche	
here:	“There	are	no	facts,	only	interpretations.”		In	this	paper,	we	offer	our	own	
“interpretation”	fully	aware	that	it	should	by	no	means	be	taken	as	an	established	
“fact,”	yet	hopeful,	nevertheless,	that	it	might	be	considered	at	least	a	reasonably	
argued	analysis,	one	possible	reading,	valid	in	its	own	right.
	 	 If	 we	 approach	 “Among	 School	 Children,”	 then,	 in	 light	 of	Yeats’s	
Neoplatonism, we find that the imagery employed in the concluding four lines 
of the final stanza seeks to articulate, at its deepest level, the harmonization of 
two	 fundamental	metaphysical	 opposites,	 opposites	 viewed,	 in	 this	 case,	 from	
the	perspective	 of	 idealist	 ontology.3 The	 two	opposing	 conceptual	 spheres,	
philosophically	 speaking,	 which	 we	 find	 delineated	 in	 these	 final	 four	 lines	
are	 1)	 the	 illusory	physical	world,	 on	 the	one	hand;	 and	2)	 the	 transmundane	
realm	of	 spirit	 or	mind,	 on	 the	other—or,	 in	 nomenclature	more	 technical:	
1)	 the	phenomenal	 realm	of	 fleeting	 sensual	 experience;	 and	2)	 the	province	
of	 the	 eternal,	 essentialist	 forms,	 the	patterns	or	 archetypes	 that	 underlie	 the	
manifesting	images	of	what	is	seen	to	be,	by	the	idealists,	as	“mere”	appearance.		
The	synthesizing	of	these	two	antithetical	poles	of	reality	in	the	poem	is	meant	
to	 elucidate,	 in	 a	Neoplatonic	 sense,	 the	ultimate	 nature	 of	 being,	 i.e.	 being	
at	 the	 supernal	 level;	 in	 other	words,	 to	 manifest	 in	 images	 the	 intangible,	
eternal verities that are held to lie behind the fleeting semblances of the world 
in which humankind dwells, a world which, in virtue of the five empirically-
based	physical	senses,	is	a	vision	of	a	reality	only	partially	comprehended.			This	
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inability	 to	 visualize	 the	world	 “holistically,”	 to	 see,	 in	 other	words,	what	 the	
“semblances”	are	 in	 their	 larger	 context,	 leads	us	 to	 the	 two	key	metaphysical	
questions		addressed	in	“Among	School	Children:”	1)	the	problem	of	“the	One	
and	the	Many”	and	2)	its	de	facto	“solution,”	the	“mystical,”	religiously-oriented	
concept4 of an “immanent-transcendent absolute.”  The final four lines of stanza 
eight	read:	

O	chestnut-tree,	great-rooted	blossomer,
Are	you	the	leaf,	the	blossom	or	the	bole?
O	body	swayed	to	music,	O	brightening	glance,
How	can	we	know	the	dancer	from	the	dance?			(Yeats	217)	

  Lines five and six (“O chestnut-tree, great-rooted blossomer, / Are you the 
leaf,	the	blossom	or	the	bole?”)	refer	directly	to	the	problem	of	the	One	and	the	
Many.		The	problem	is	an	old	one,	seeming	to	originate,	according	to	the	scholar	
Thomas	McEvilley,	in	the	Vedantic	tradition,5 which,	he	points	out,	is	dominated	
by	the	paradox.		McEvilley	states	the	problem	in	the	following	way:	“(1)	If	only	
the	One	is	real,	then	the	Many	must	be	unreal;	(2)	If	only	the	One	is	real	then	the	
Many	must	be	the	One”	(552).		The	problem	is	encountered	too	in	identical	form	
in	the	Enneads of Plotinus—“In the first case, unity is a transcendent quality—
not actually residing in experiential flux but over and above it; in the second, 
unity	is	immanent,	residing,	however	disguised,	in	the	elements	of	experience”	
(552).	 	 	 McEvilley	 goes	 on	 to	 say	 that	 “[l]ike	 a	 sleight	 of	 hand	 (maya)	 these	
positions flicker into and out of one another as if complementary, in both the 
Upanisadic-Vedantic and the Platonic/Neoplatonic traditions” (552).          
	 	 	 In	 applying	 this	 logic	 to	 the	 poem,	 we	 must	 ask	 then,	 along	 with	Yeats,	
what	 the	 chestnut-tree	 actually	 is—for	 that	matter,	what	 any	 tree	 is.	 	As	Yeats	
himself	queries,	so	must	we—is	the	chestnut-tree,	then,	“the	leaf,	the	blossom	or	
the bole?”   Limiting our inquiry at first to a consideration of leaf and blossom, 
we	observe	 that	 the	 latter	precedes	 the	 former	 in	 time,	engendering	 it,	 that	 the	
two	never	exist	at	the	same	moment,	yet	that	both,	indubitably,	are	a	part	of	the	
thing	the	tree	is,	in	the	same	way	that	“the	child	is	father	to	the	man.”6 Neither,	
however,	 is	 fully	present,	simultaneously	existing,	for	even	a	single	 tick	of	 the	
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second	hand.	 	For	a	 time	 there	exists	an	object	 in	between,	a	mediating	entity,	
a	 kind	of	 “blossom-becoming-leaf,”	 but	 this	 only	 complicates	matters	 further,	
adds a third thing that the tree is in the total complex of blossom/leaf (again, 
this	aside	from	the	question	of	 the	bole).	 	Yet	at	some	point	 the	 last	vestige	of	
blossom	 fades	 and	 the	 leaf	 is	wholly	 leaf.	 	Again,	 never	 do	we	have	what	 is	
wholly	blossom	and	what	is	wholly	leaf	at	the	same	moment—yet	both	are	the	
tree.	 	Additionally,	 there	 is	 the	question	 of	 the	 “bole,”	 the	 trunk	 that	 supports	
both	blossom	and	leaf,	enduring	on	it	winter	when	the	former	two	have	perished;	
but,	again,	all	are	the	tree—thus,	which	is	the	real	tree?		Is	it	the	tree	in	spring	
(the	 tree	 in	blossom),	 the	 tree	 in	summer	and	 fall	 (the	 tree	 in	 leaf),	or	 the	 tree	
in	 winter,	 (the	 tree	 as	 bole	denuded)?	 	Such,	 in	 a	 nutshell,	 is	 the	problem	of	
the	One	and	 the	Many,	 the	problem,	 then,	of	 cosmic	unity.	 	How	can	a	 single	
entity	manifest	 itself	 in	multiple	permutations	 and	 still	 remain	 a	 single	 entity?		
What overarching pattern or form unifies the permutations—bridges them, so to 
speak?		Human	beings	present	the	same	enigma—from	cooing	babe	to	tottering	
graybeard	or	crone.		This	conception	of	a	tree	as	a	series	of	permutations	always	
emanating from and unified by a single root can be found in the second tractate 
of	Plotinus’s	 third	Ennead,	which,	 if	 not	 the	 actual	 father	 of	Yeats’s	 chestnut-
tree	image	in	the	poem,	is	at	least	a	close	relative,	one	with	which	the	poet	was	
intimately	familiar.		
  Lines seven and eight (“O body swayed to music, O brightening glance, / 
How	can	we	know	the	dancer	from	the	dance?”)	offer,	by	means	of	a	rhetorical	
question,	 the	 solution	 to	 this	 enigma,	which	 is	 the	 idea	of	 an	 immanent-
transcendent	absolute.		The	image	here	“is	modelled”	on	the	Plotinean	question	
of	distinguishing	the	knower	from	the	known”	(Pittock	213),	a	discourse	which	
occurs in the second tractate of the fifth Ennead.		In	the	poem,	we	encounter	an	
utterly	concrete	image,	the	body	of	the	dancer;	yet,	the	reference	to	the	dance,	an	
abstraction,	the	thing	that	the	dancer	manifests,	demonstrates,	strictly	speaking,	
that the dance is not the dancer herself, but the formal pattern that defines the 
dancer	 as	what	 she	 is.	 	We	move,	 then,	 from	 the	 concrete,	 the	phenomenal	
realm,	from	what	is	tangible	and	corporeal,	the	dancer,	to	something	that	is	not,	
something	that	 is	abstract,	 ideal,	 the	concept	of	 the	dance—a	thing	that	cannot	
be	 touched	 or	 seen,	 at	 least	 not	without	 the	presence	 of	 the	dancer.	 	 On	 the	



“The	Dancer	from	the	Dance”
	 —the	Problem	of	the	One	and	the	Many	in	Yeats’s	“Among	School	Children”	 67

surface,	the	dancer	is	not	the	dance,	which	as	a	series	of	synchronized	moves	set	
to	music,	is	an	intangible	pattern,	a	pure	abstraction	nowhere	to	be	found	on	this	
earth.		
	 	 Even	the	very	logic	of	the	English	language	tells	us	that	the	two	are	not	the	
same;	 otherwise,	 we	would	have	no	need	 for	 the	pair	 of	 discrete	 nouns;	 one	
or	 the	other	 of	which,	 by	 itself,	 would	 serve	 if	 the	 two	 concepts	 were	 indeed	
identical.	 	We	say,	“I	am	going	 to	 the	dance,”	not	“I	am	going	 to	 the	dancer.”		
And	we	also	say,	“she	is	a	good	dancer,”	not	“she	is	a	good	dance.”		To	articulate	
the	 second	 sentence	 in	 both	 instances	would	be	 absurd.	 	Yet	 dancing	 and	
dances	are	not	mere	abstractions,	in	spite	of	all	that—they	are	something	easily	
experienced	on	any	Saturday	night	in	any	number	of	places	on	the	planet.		Thus,	
what	we	are	forced	to	admit	is	that	the	only	means	possible	by	which	to	actually	
experience	the	dance,	the	abstraction,	is,	paradoxically,	no	other	place	than	in	the	
concrete,	in	the	corporeal	body	of	the	dancer.		So,	too,	without	the	abstract	form	
of	the	dance	neither	would	the	dancer	exist,	for	there	would	be	nothing	to	pattern	
the	dance	concretely,	to	reveal	it	in	time—in	that	case,	no	dance	could	exist,	at	
least	not	phenomenally.	 	 	
	 	 The	poem’s	rhetorical	question,	then,	implies	the	solution:	we	cannot	know	
the	dancer	from	the	dance—manifested	reality	is	both,	both	the	concrete	object,	
then, and the abstract form, the form either reflecting or indwelling within the 
concrete,	depending	on	whether	one	is	a	Platonist	or	an	Aristotelian	(a	topic	very	
soon	to	be	broached).		The	dance	as	pure	abstraction,	however,	is	transcendent,	
a	 thing	not	open	 to	human	experience,	which	depends	on	our	 sense	apparatus,	
apparatus	 that	must	be	presented	with	 some	object	of	 sense.	 	The	body	of	 the	
dancer	is	just	that,	an	object	of	sense,	immanent	then,	manifested	concretely	in	
the	here	and	now,	present	to	vision,	to	hearing,	to	touch	if	we	be	so	bold,	to	all	
the	 senses	 that	might	 apply,	which	are	 the	means	by	which	 the	dance	actually	
becomes	an	event	in	time,	a	“real	thing”	and	remains	no	longer	an	eternal	idea,	
the	 idea	 of	 a	 dance,	 which,	 as	we	have	 said,	 as	 pure	 abstract	 pattern,	 in	 the	
phenomenal	world	at	no	moment	exists.		In	that	case,	the	answer	to	the	poem’s	
rhetorical	question	“How	can	we	know	the	dancer	from	the	dance?”	is,	to	repeat:	
“we	 cannot.”	 	 Reality	 is	 simultaneously	 wholly	 present,	 the	 immanent	 object,	
and	wholly	eternal,	the	transcendent	form—a	manifestation	both	immanent	and	
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transcendent,	 each	 object	 a	 single	 permutation	 in	 the	 larger	 nexus,	 the	 entire	
sweep	of	all	there	is	construed	as	an	immanent-transcendent	absolute.
	 	 How	this	solution,	the	immanent-transcendent	absolute,	resolves	the	problem	
of	 the	One	and	 the	Many,	 requires,	at	 this	point	a	bit	more	explanation.	 	How	
does the object/form complex, the simultaneous pulse of immanence and 
transcendence	 in	 the	one	 entity,	 resolve	 the	problem	 of	 the	 chestnut-tree,	 the	
“great-rooted	 blossomer,”	 as	 being	 “blossom,	 leaf,	 or	 bole?”	 	To	 answer	 this	
question,	 let	 us	meditate	 a	 bit	 further	 on	 the	 image	of	 dancer	 and	dance.	 	As	
she	dances,	 the	dancer	moves	 in	 time	from	place	 to	place,	existing	 in	multiple	
permutations,	 here	 pirouetting,	 there	 leaping	or	 elegantly	 tiptoeing	 across	 the	
stage,	all	of	these	motions	consecutive,	not	simultaneous,	so	that,	in	a	sense,	as	
with the chestnut-tree in lines five and six of the poem, we are presented with 
various manifestations of an object that we must take as being unified, as one 
entity.	 	As	with	the	chestnut-tree	riddle	of	blossom,	leaf,	or	bole,	we	have	here	
again	the	same	enigma—we	could	just	as	well	ask,	“which	is	the	real	dancer?”		
Of course, they all are.  But what is it that unifies them?  Of course, it is the 
dance,	 the	 abstract	 pattern,	 the	 transcendent	 form,	 the	 paradigm	 which	 orders	
the	manifestation	of	the	dancer	in	time,	the	object	in	consecutive	permutations,	
different	but	linked	by	the	transmundane	design.		
	 	 In	 this	way,	 the	 solution	 to	 the	question	Yeats	 poses	 about	 the	dancer	 and	
the	dance,	the	notion	of	an	immanent-transcendent	absolute,	solves	the	riddle	of	
the	chestnut-tree,	the	conundrum	over	which	entity	the	tree	“really”	is,	blossom,	
leaf, or bole.  In respect to the dancer/dance image, the first component, the 
dancer,	symbolizes	immanence,	the	second,	the	dance,	transcendence;	yet	both,	
in	 the	end,	are	 the	same	thing,	 two	aspects	of	one	reality.	 	The	same	is	 true	of	
the	chestnut-tree,	the	blossom,	leaf,	and	bole	being	like	discrete	motions,	similar	
then	 to	 the	 moments	 in	 the	 dance,	 the	 different	 permutations	 of	 the	 dancer’s	
poised	body;	 thus,	 the	discrete	 entities	 of	 leaf,	 blossom,	 and	bole	 are	 unified	
by	 the	overarching	 pattern	 of	 tree,	 just	 as	 the	woman	 as	 dancer	 is	 unified	 by	
the	overarching	pattern	of	 the	dance	 (the	woman	as	human	being,	 from	“babe	
to crone,” would be unified by the overarching pattern of “human being”).  In 
this	way,	 the	notion	of	 an	 immanent-trancedent	 absolute	 provides	 a	 solution	
for both of Yeats’s questions, the chestnut-tree riddle in lines five and six, and 
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the	dilemma	of	 the	dancer	 and	 the	dance	 in	 lines	 seven	 and	 eight.	 	 Having	
considered	both	the	problem	of	the	One	and	the	Many	and	its	putative	solution,	
the	notion	of	an	immanent-transcendent	absolute,	as	well	as	having	demonstrated	
how each is presented imagistically in the final stanza, let us now delve more 
deeply	into	the	metaphysical	nature	of	both	of	these	concepts,	remarking,	as	we	
do	 so,	 on	how	Yeats	 foreshadows	 them,	 laying	 the	philosophical	 groundwork	
for	their	appearance	in	stanza	eight	by	the	images	he	employs	in	select	passages	
occurring	earlier	within	the	poem.	 	 	 	 	 	 			
  With such a goal in mind, we can interpret the first two lines of stanza one 
as	 introducing	 the	poem’s	 fundamental	 theme,	 its	 raison d'être,	 which	 is	 to	
undertake a metaphysical quest, to launch an imagistic inquiry that will define, 
with	its	charged,	symbolic	language,	the	ultimate	nature	of	reality.		Indeed,	these	
two	lines	set	 the	entire	tone	of	the	work:	“I	walk	through	the	long	schoolroom	
questioning; / A kind old nun in a white hood replies….” (Yeats 215).  Of 
course,	 the	 “long	 schoolroom”	 is	 life	 itself,	 our	 journey	 through	 it,	 while	 the	
image of the “kind old nun in a white hood” supplies us with our first hint as to 
the	veritable	nature	of	reality,	the	nun	being	a	“spiritual”	being	incarnated	in	the	
flesh, her dual nature unified in the entity termed “nun.”  She then, as a religious 
teacher,	 is	 a	 kind	 of	 other-worldly	 guide,	 a	 mediator,	 a	 bridge	 indicating	 the	
presence	in	phenomenal	form	of	a	transcendent	truth.	 	 		
	 	 In	 the	 stanza	 following,	 the	 second	 then,	we	 are	presented	with	 the	 first	
reference	 to	philosophy	as	 such,	Yeats	using	an	 image	here	 (i.e.	 “the	yolk	and	
white	of	one	shell”)	which	he	terms	“Plato’s	parable,”	the	poet	employing	it	to	
elucidate	 the	deeper	 meaning	 of	 his	 relationship	 with	 idee fixe	 and	 sometimes	
lover,	Maude	Gunn,	 this	 relationship,	 in	 turn,	 elucidating,	 the	deeper	meaning	
of	 phenomenal	 experience,	 pointing,	 then,	 to	 a	 transcendent	 level	 of	 reality	or	
being.	 	The	lines	describe	how	as	youngsters	 the	two	seemed	to	exist	 together,	
almost	from	the	start,	in	spontaneous	spiritual	union,	to	be	soul	mates,	as	it	were,	
in	a	truly	otherworldly	manner.		As	Yeats	describes	it,	their	“two	natures	[seemed]	
blent…into	a	sphere	 from	youthful	sympathy,	 [o]r	else	 to	alter	Plato’s	parable,	
[i]nto	 the	yolk	and	white	of	 the	one	shell”	 (216).	 	The	 image	here	depends	on	
a	 passage	 in	 Plato’s	Symposium	where	Zeus	 is	 depicted	 as	 having	 created	 the	
sexes	by	dividing	 them	from	a	single	entity,	as	one	might	halve	an	egg.	 	Male	
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and female, then, for all time must seek reunification with the sundered part, the 
“parable”	providing,	among	other	things,	a	partial	explanation	for	romantic	love,	
one,	of	course,	with	metaphysical	implications.		Yeats	himself	does	not	so	much	
alter	the	parable	as	concur	with	the	ultimate	metaphysical	goal	it	postulates,	the	
reunification of the sexes into the original primal complex, the blended whole 
that	 encompasses	 all	 that	 the	 two	discrete	 entities,	masculine	 and	 feminine,	 as	
cosmological	 opposites,	 have	been	 so	often	 construed	 to	 symbolize:	 night	 and	
day, fire and water, earth and sky, and so on and so forth.  The larger point which 
the	image	is	meant	to	illustrate	is	that	behind	phenomenal	reality,	the	immanent,	
in	which	 singular	 male	 and	 female	 beings	 seem	 independently	 to	 manifest,	
there	 lies	 the	 “blended”	 transcendent	 sphere	 (“blent	 into	 a	 sphere,”	Yeats	
writes),	where	all	is	“one”—in	other	words,	the	monist	plenum	from	which	the	
“appearances”	devolve.	 	The	objects	we	 term	male	and	 female,	 then,	 like	 leaf,	
blossom,	and	bole,	are	phenomenally	occurring	moments,	which,	in	respect	to	a	
“larger” transcendent pattern, are unified, each being an aspect, a mere temporal 
phase	of	the		“transmundane		dance,”	which	is	eternal	and	unvarying.
  While the two images cited above set the tone, in the first two stanzas, for 
what	is	 later	 to	come,	i.e.	 the	poem	as	a	kind	of	metaphysical,	epistemological	
quest	(“I	walk	through	the	long	schoolroom	questioning…”),	it	is	the	key	sixth	
stanza	 (key	 for	 our	 purposes	 here),	 composed	 entirely	 of	 images	 referring	
to	 philosophy,	 specifically,	 to	 the	 three	philosophers,	Plato,	Aristotle,	 and	
Pythagoras	 (and	 encapsulating	 too,	 imagistically,	 the	heart	 of	 each	doctrine)	
that provides the framework for interpreting the final stanza as we have done, 
as	an	 imagistic	mediation	on	 the	nature	of	 reality,	one	which	addresses	 in	 that	
context,	the	problem	of	the	One	and	the	Many	and	its	solution,	the	“mystical,”	
religiously-oriented	 concept	 of	 an	 immanent-trancendent	 absolute.	 	Let	 us	
briefly examine, in order, the doctrines of each of the three philosophers named, 
the	 fundamental	 nature	of	 each	 system,	 then,	 its	 key	 feature,	 the	one	which	
sanctions,	as	well	as	supports,	our	interpretation.	 	 				
	 	 The	 first	 two	 lines	 of	 stanza	 six,	 “Plato	 thought	 nature	 but	 a	 spume	 that	
plays / Upon a ghostly paradigm of things…” (217), refers to that fundamental 
precept	of	Platonism,	the	philosopher’s	famous	Theory	of	Ideas.		Plato’s	thesis,	
broadly defined, is the view that for every class of entity there is a set of eternal, 
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a priori	 properties	or	characteristics,	 an	 immaterial	pattern	or	“Ideal	Form”	as	
it were, which determines specific identity regardless of context.  For example, 
in	Platonic	 terms	 rather	 simplistically	 stated,	 there	 is	 an	 “ideal	 horse”	 which	
determines	 what	 all	 physical	 horses	 are—and	 this	without	 fail.	 	 For	Plato,	 an	
Idealist,	 the	form	of	horse,	 the	immaterial	prototype,	was	much	more	real	 than	
a	 flesh-and-blood	horse,	which,	 for	 him,	was	 a	 mere	 imperfect	 reflection	of	
the	 perfect	 idea,	 or	 form.	 	Thus	 the	 physical	 horse,	 phenomenally	 manifested,	
was	 “but	 a	 spume	 that	 [played	 upon]	 a	 ghostly	 paradigm	 of	 things,”	 i.e.	 the	
Idea	Forms	 themselves.	 	 Important	 for	 us	 too,	 in	 our	 consideration	here,	 is	
Plato’s	 view	 of	God,	which	was	not	 theistic,	 the	 supreme	 reality	 being	 more	
of	 an	 impersonal	 entity	 or	 concept,	 “the	 Good,”	 a	 kind	 of	 timeless	 theoretical	
precondition	 for	 manifested	 reality	which	 contained	within	 itself	 the	 abstract	
template,	 i.e.	 the	 unchanging	 Ideal	 Forms,	 from	 which	 were	 reflected	 all	
phenomenal	objects.		From	this	notion,	the	idea	of	the	Good,	as	communicated	
via	 the	poet’s	 reference	 to	 a	 “ghostly	paradigm	of	 things,”	 the	poem	derives	
the	 intellectual	 basis	 for	 intimating	 the	 transcendent	 pole	 of	 the	 immanent-
transcendent	absolute.
	 	 The	 following	 two	 lines,	 numbers	 three	 and	 four,	 supply	 us	with	 the	
immanent	 pole,	 by	way	 of	Aristotle,	 recapitulating	 his	 own	 philosophical	
stance,	 his	 “empiricism,”	 in	 contrast	 to	Plato’s	 idealism:	 “Solider	Aristotle	
played the taws / Upon the bottom of a king of kings” (217).  The image, of 
course,	 refers	 to	 the	philosopher’s	 tutelage	of	Alexander	 the	Great,	 “a	 king	of	
kings”	through	his	conquest	and	absorption	of	the	Persian	Empire.		The	image,	
like	Aristotle’s	 own	 theory,	 is	 solider,	 indicating	 a	 no-nonsense	 approach	 to	
education,	 implying	corporal	punishment	 for	 the	young	would-be	 conqueror	 if	
he	didn’t	properly	 learn	“to	cipher	and	 to	sing.”	 	Metaphysically,	 the	adjective	
“solider,”	refers	to	Aristotle’s	“revision”	of	Platonism,	which	solves	the	problem	
of	Platonic	duality,7 i.	e.	mind	(the	Ideal	Forms)	verses	matter	(the	phenomenal	
manifestations),	 by	placing	 the	 former,	 now	called	merely	 “form,”	 squarely	
within	the	latter,	now	termed,	appropriately	enough,	the	aforementioned	“matter.”		
Aristotle’s	“form,”	then,	 is	a	kind	of	dynamic,	organic	blueprint	which	unfolds	
specific entities, manifests them from his concept of “matter,” a type of neutral, 
base medium available for every permutation a specific instance of “form” would 
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dictate.		Within	the	entity	called	“chestnut-tree,”	then,	there	would	be	a	kind	of	
innate	 design,	 a	 seed-form,	 which	 unfolded	 the	 tree	 from	 base	 matter	 through	
the	phenomenal	moments	of	its	varying	manifestations,	from	blossom	to	leaf,	to	
the	bare	bole	of	winter.	 	Unlike	Plato,	for	Aristotle	the	form	does	not	reside	in	
some	otherworldly	domain	but	inheres	within	matter	itself,	thus	being	“solider,”	
physical entities no longer being mere reflections of the Idea Forms, akin to “a 
spume”	playing	on	a	“ghostly	paradigm	of	things.”		Thus,	from	the	philosophical	
stance	of	Aristotle,	with	his	“solider”	vision	of	realty,	the	poem	is	supplied	with	
the	intellectual	underpinnings	that	allow	it	to	intimate	the	immanent	pole	of	the	
immanent-transcendent	absolute.
	 	 The	 next	 three	 lines,	 five	 through	 seven,	 in	 a	 round-about	 way,	 fuse	 the	
two	poles	 of	 immanence	 and	 transcendence	 into	 a	 unified	 nexus,	 intimating	
the	philosophical	 solution	 to	 the	problem	of	 the	One	 and	 the	Many,	 this	with	
their	 reference	 to	 the	 enigmatic,	 semi-mythical	 figure	of	Pythagoras:	mystic,	
musician,	 philosopher,	 scientist,	 mathematician,	 physician,	 and,	 if	 we	 believe	
everything	we	read	about	him,	an	eccentric	of	epic	proportions,	and,	it	appears	
also,	 a	 very	quirky	one.8 Yet,	 even	 if	Pythagoras	was	 an	 eccentric,	 and	 a	 bit	
of	 a	 quirk,	 it	 certainly	 seems	 he	was	 a	 brilliant	 one—for	 him	 the	 essence	 of	
reality	was	number,	their	interrelationships	constituting	the	basis	of	phenomenal	
manifestation,	the	physical	level	of	reality.		“Pythagoras…seems	to	have	taught	
that	the	atmosphere	was	the	breath	of	the	cosmic	organism…the	world	[beginning]	
to	take	shape…when	the	primeval	One	breathes	in	some	void	of	air,	[and]	this	
void	then	enters	in	and	separates	the	numbers	(which	previously,	it	seems,	were	
mingled	 together	 like	 the	gods	 in…primeval	 [union]).	 	The	numbers	 being	
‘separated’	from	one	another,	the	‘things’	of	the	world	begin	to	appear	through	a	
spontaneous	‘imitation’	of	the	structural	relationships,	that	is,	the	ratios,	between	
them”	 (McEvilley	46).	 	 Pythagoras,	 or	 his	 disciples,	 then	 fused	 this	 idea	 of	
number	 as	 a	metaphor	 for	 the	 essence	 of	 reality	 (though	 we	 can	 assume	 both	
Pythagoras	 and	his	 devotees	 took	 the	metaphor	 literally)	 with	 the	disciplines	
of	music	 and	 astronomy	 (both,	 of	 course,	 based	 intimately	on	number,	 on	 the	
ratios	between	them)	to	produce	the	concept	of	the	“Music	of	the	Spheres.”		This	
notion	of	 a	 celestial	 harmony,	 of	 the	universe	 as	 a	 kind	of	 sacred	 symphony,	
holds	 the	 cosmos	 to	 be	 transcendent	 number,	 their	 divine	 ratios	mediated	by	
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spiritual	 planetary	 spheres,	 the	heavenly	 bodies	 being,	 in	 actuality,	 gods	 who	
manifest	 the	physical	 universe	by	means	 of	 a	 world-engendering	music,	 each	
“sphere”	 or	 “god”	 playing	 its	 own	“tune,”	 so	 to	 speak,	 emanating	 its	 unique	
ratio,	 its	 “pattern.”	 	 “This	metaphor	 [of	 the	Music	 of	 the	Spheres]	 is	 an	 early	
expression of the idea of the cosmic dancer that would find continued expression 
in	Plato,	 in	Plotinus,	and,	 in	 India,	 in	 the	 tradition	of	 the	dance	of	 [Shiva]	and	
elsewhere” (47).  Yeats, then, employs the metaphor in lines five through seven 
of	stanza	six	to	express	a	more	mystical	and	religious	conception,	in	an	orphic9		
sense,	 of	 the	 immanent-transcendent	 nexus,	 one	 which	 foreshadows	 as	 well	
the	 image	of	 the	 cosmic	dancer,	Shiva10 perhaps,	with	which	he	 concludes	 the	
poem.  Line five, then, “World-famous golden-thighed Pythagoras,” introduces 
the	reader	to	the	mystic	philosopher,	while	lines	six	and	seven	refer	directly	to	
the concept of the Music of the Spheres: “Fingered upon a fiddle-stick of strings 
/ What a star sang and careless Muses heard” (Yeats 217).   
	 	 We	 have,	 then,	 in	 the	 three	 philosophers	 mentioned,	 a	 kind	 of	 holy	
metaphysical	trinity,	one	which,	in	terms	of	the	doctrines	proffered,	stands	behind	
the	“Plotinean	synthesis:”	Plato,	represents	transcendence;	Aristotle,	immanence;	
and	Pythagoras,	 its	“religious”	blending	 into	a	paradoxical	metaphysical	nexus	
which	both	 exists	 beyond	 and	 	manifests	 within	 the	phenomenal	world,	 the	
physical	 domain	of	 nature	 and	 empirical	 reality.	 	 	 In	 addition,	 the	mention	of	
Pythagoras, specifically the Pythagorean concept of the Music of the Spheres—
“What	a	star	sang	and	careless	Muses	heard.”—intimates	(as	we	have	seen)	the	
idea	of	the	comic	dancer	which	Yeats	employs	so	dramatically	in	his	concluding	
lines	of	 the	poem.	 	The	problem	of	 the	One	and	 the	Many	as	advanced	by	 the	
conundrum	of	the	leaf,	the	blossom,	and	the	bole	is	resolved,	then,	in	the	image	
of	the	dancer	and	the	dance,	the	cosmic	dancer,	a	symbol	of	transcendent	form	
and	immanent	matter,	of	the	immanent-transcendent	absolute,	the	semi-religious	
(i.e.	mystical)	“solution”	to	the	ancient	philosophical	riddle.		
	 	 “How	can	we	know	 the	dancer	 from	 the	dance?”	Yeats	 rhetorically	 asks.		
We	 cannot,	 as	 he	well	 knew—they	 are	 flip	 sides	 to	 one	mysterious,	 primal,	
overarching	 reality,	 one	not	 open	 to	 either	 empirical	 experience	 through	 the	
senses	or	 to	 rational	 definition	 through	 the	 cogitations	of	 philosophy.	 	The	
impossibility	of	experiencing	all	the	permutations	of	the	chestnut-tree	as	a	single	
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unified entity at one moment in time refutes the senses.  The irresolvable paradox 
of	 an	 immanent-transcendent	 nexus,	 a	 pure	 antinomy	 in	 rationalist	 terms,	
refutes	the	meditations	of	philosophy.		Yeats	himself	makes	this	all	too	clear	in	
the final line of stanza six, his summation of the various doctrines of the three 
philosophers:		“Old	clothes	on	old	sticks	to	scare	a	bird”	(217).		Thus,	we	arrive	
at	the	threshold	of	the	spiritual,	the	religious,	and	the	mystical,	all	of	which	the	
notion	of	an	immanent-transcendent	absolute	has	been	construed,	throughout	the	
ages,	to	be.	

1 For	a	discussion	of	the	“occult”	sources	of	Yeats’s	Neoplatonism	see	my	article	“Yeats’s	
‘Sailing	to	Byzantium’	The	‘Esoteric’	Four-Stanza	Structure.”

2 The	commentator	here	is	an	anonymous	referee	who	made	the	statement	in	a	critique	of	
an	as	yet	unpublished	paper	by	me	on	Yeats’s	vision	of	eternity.		Let	us	give	credit	where	credit	
is	due,	even	if	we	cannot	name	the	source.	

3 Broadly,	an	idealist	ontology	would	hold	that	all	reality	is	mentally	constituted,	i.e.	that	
it	is	a	form	of	consciousness,	either	that	of	an	individual	subject,	a	universal	subject,	or	both.	

4 In	 this	 paper	we	will	 focus	 on	 the	 immanent-transcendent	 absolute	 primarily	 as	 a	
philosophical	 doctrine,	 albeit	 mystical,	 and	not	 as	 a	 religious	 one.	 	 Neoplatonism,	 however,	
the	prime	“philosophy”	we	have	in	mind	here,	certainly	possesses	aspects	which	are	strongly	
religious	in	nature.		The	concept	itself	can	be	seen	as	a	primitive	foundational	nexus	which,	in	
all	likelihood,	spawned	the	more	“developed”	notions	of	ultimate	reality	(religiously	speaking)	
proffered	by	Hinduism,	Buddhism,	and	Christianity.	 	For	a	 thorough	discussion	of	 this	point	
(save	 the	 reference	 to	Christianity,	 which	 is	my	own	 addition)	 see	Thomas	 McEvilley’s	 The 
Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies.

5 The	term	Vedic	tradition	refers	broadly	to	what	is	also	sometimes	called	Upanashadic-
Vedic,	 both	 indicating	 that	 ancient	 period	 in	 the	history	 of	 the	 Indian	 subcontinent	when	
pure	Vedic	 ritual	was	being	 augmented	 and	 transformed	by	 the	 cosmological,	 transcendent	
ideology	of	the	Upanishads,	i.e.	when	the	polytheistic	pantheon	of	the	various	primitive	gods	
and	goddesses	 was	 being	 subordinated	 to	 the	 concept	 of	 a	monistic,	 mentalistically	 spiritual	
Brahma.

6 This	 line	quotes	 a	 poem	of	 the	 same	 title	 by	Gerald	Manley	Hopkins	who,	 himself,	
slightly	misquotes	a	line	in	William	Wordsworth’s	“The	Rainbow”	(i.e.	“The	Child	is	father	of	
the	man”).

7 The	problem	of	Platonic	dualism	is	this:	if	the	Ideal	Forms	are	immaterial,	transcendent,	
and	 eternal,	 how	can	 they	 possibly	 “reflect”	 objects	which	 are	material,	 phenomenal,	 and	
temporal—the	two	orders	are	so	radically	different	there	is	no	apparent	means	to	bridge	them	
so	that	they	might	“physically”	interact.		In	other	words,	how	can	a	can	a	“ghost”	touch	a	rock,	
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let	alone	actually	pick	it	up?		
8 Pythagoras	believed	 in	 the	doctrine	of	metempsychosis,	 once	 famously	 commanding	

a	man	beating	a	puppy	to	stop,	because	the	creature	was	a	dear	friend	of	his	now	reincarnated	
as	the	dog—Pythagoras	had	recognized	the	man’s	voice	in	the	poor	creature’s	yelps.		Neither	
would	Pythagoras	eat	beans,	for	they	also	contained	the	souls	of	the	reincarnated.		Other	stories	
of	the	same	ilk	abound.		

9 The	adjective	derives,	of	course,	from	the	noun,	“Orphism.”		Orphism	is,	in	this	sense,	
a	doctrine	of	the	soul’s	incarnational	exile	in	matter,	its	consequent	forgetfulness	of	its	divine	
origins,	 and	 it	 efforts,	 through	salvational	 religious	practices,	 to	gain	enlightenment	and	 thus	
free	itself	back	into	an	undifferentiated,	originary,	primordial	state	of	being;	or,	in	the	religious	
terms	of	 the	ancient	Greeks,	 to	 return	 to	 its	home	among	 the	gods.	Orphism	has	been	 traced	
back	to	both	ancient	Indian	and	Near	Eastern	sources	–	see	Thomas	McEvilley’s	The Shape of 
Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies.

10 Shiva	 is	 a	major	 deity	within	 the	Hindu	 trinity	who,	 as	 destroyer	or	 transformer,	
represents	that	aspect	of	the	divine	that	transmutes	the	various	phenomenal	forms,	one	into	the	
other.		In	his	incarnation	as	lord	of	the	(cosmic)	dance,	Shiva	is	often	depicted	as	treading	on	
the	demon	of	 ignorance,	which,	 in	 this	case,	might	be	 to	 take	phenomenal	 reality	as	a	 literal	
truth.			
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Synopsis
	

“The	Dancer	from	the	Dance”—the	Problem	of	the	One	and	the	Many	
in	Yeats’s	“Among	School	Children”

Michael	S.	Genung

“Among	School	Children”	ranks	as	one	of	Yeats’s	greatest	poems,	a	metaphysical	
tour de force which seeks to define, through its charged, symbolic language, the 
ultimate nature of reality.  The first line of the poem sets the tone: “I walk through 
the	 long	 schoolroom	 questioning…,”	 the	 “long	 schoolroom,”	 of	 course,	 being	
life	 itself.	 	 	Within	 the	 course	 of	 the	poem,	Yeats	 writes	 what	 are,	 arguably,	 the	
finest lines he ever committed to verse, the celebrated images of the “chestnut-
tree”	 as	 a	 “great-rooted	 blossomer”	 and	 the	 “body	 swayed	 to	music”	which	
fuses,	 inextricably,	 the	“dancer”	 to	 the	“dance.”	 	Both	of	 these	 images	derive,	 to	
great	 extent,	 from	Plotinus’s	Enneads,	 a	 tome	with	which	Yeats	was	 intimately	
familiar,	not	only	from	his	own	reading	of	the	work,	but	also	from	the	“occultly-
derived”	Neoplatonism	he	acquired	during	long	years	of	study	with	the	Hermetic	
Order	 of	 the	Golden	 Dawn.	 	 In	 this	 paper,	 then,	we	 intend	 to	 read	Yeats	 in	 his	
“Neoplatonic	 light,”	 interpreting	 “Among	School	 Children”	 as	 a	work	 seeking	
to	 harmonize,	 in	 its	 final	 four	 lines,	 two	 fundamental	 metaphysical	 opposites:	
1)	 the	 illusory	physical	world,	on	 the	one	hand,	with	2)	 the	 transmundane	realm	
of	 spirit	 or	mind,	 on	 the	other.	 	Our	 central	 thesis	 in	 this	 paper	will	 be	 that	 the	
poem,	 in	 undertaking	 this	 antinomic	 harmonization,	 obliquely	 employs	 as	 its	
“problem”	the	ancient	philosophical	conundrum	of	the	“One	and	the	“Many”	and	
as	 its	 “solution”	 the	 equally	 ancient,	 semi-religious	 (i.e.	mystical)	 concept	 of	 an	
“immanent-transcendent	 absolute.”	 	 In	 the	poem,	Yeats	 articulates	 the	nature	 of	
this	 “Neoplatonic	 synthesis”	 explicitly	 by	 the	 three	philosopher’s	 he	 employs:	
Plato	 represents	 transcendence;	Aristotle,	 immanence;	 and	Pythagoras,	 the	
“religious”	blending	of	the	two	into	a	paradoxical	metaphysical	nexus,	one	which	
exists,	simultaneously	both	beyond	and	within	the	phenomenal,	physical	world.
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エンプソンの ‘ambiguity’ と ‘pastoral’

	――対立概念における共通点

須永隆広

はじめに

ウィリアム・エンプソン (William	Empson) は 1930 年にデビュー作となる

Seven Types of Ambiguity（以下、Ambiguity）を発表した。本書は、彼が取り

上げた詩に ‘ambiguity’ が内包されていると主張して言葉の意味を分析した

著書である。また、Ambiguity を発表した翌 1931 年から約 3 年間に渡り来

日した彼は、東京文理科大学および東京帝国大学で英文学を講じている間に

‘pastoral’ というキーワードに気がつき、1935 年に Some Versions of Pastoral
（以下、Pastoral）1 を発表した。その後、エンプソンは、The Structure of 
Complex Words	(1951)（以下、Structure）の発表までに約 15 年を費やしたが、

小川が述べるように Structure までを「ひとつの語ないしは語群、あるいは

ひとつの作品が、ふたつ以上の意味を含蓄するという事実に特別の興味を

持っていて Ambiguity 以後に書かれた著者も、この同じ興味で貫かれている」

(114) としており、筆者もエンプソンの Structure までを前期の作品と考える。

しかし、本稿では、彼の執筆期間中、最も短い間隔で発表された Ambiguity
と Pastoral	にそれぞれ統一したキーワードが存在していることから、前期

の二著に焦点を当てる。また、筆者独自の視点で ‘ambiguity’ を区別し、エ

ンプソンが力点を置いていると思われる ‘ambiguity’ を抽出して、‘pastoral’
との共通点を論考していく。

１．エンプソンにおける ‘ambiguity’ の定義と 7 つの型

エンプソンの Ambiguity は、彼の師である I.A. リチャーズ（Ivor	
Armstrong	Richards）が「芸術は伝達活動の最高形式であり、詩がその形式

を可能にする」という主張をもとに、詩における伝達の一要素である ‘am-
biguity’ に注目して 7 つに分類した著書である。特筆すべきは、エンプソン

は複雑な作者の経験を読者が受容することができるとして、通常用いられる
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‘ambiguity’ の意味を意図的に拡大解釈したことである。実際、エンプソンは

Ambiguity の冒頭で、以下のように ‘ambiguity’ の定義を述べている。

An	ambiguity,	in	ordinary	speech,	means	something	very	pronounced,	and	
as	 a	 rule	witty	 or	 deceitful.	 I	 propose	 to	 use	 the	word	 [ambiguity]	 in	 an	
extended	sense,	and	shall	 think	 relevant	 to	my	subject	any	verbal	nuance,	
however	slight,	which	gives	room	for	alternative	reactions	to	the	same	piece	
of	language.2 (Ambiguity	1)

上記のように、エンプソンは ‘ambiguity’ を「ある作品の文脈からひとつ

の語、あるいは、ひとつの文法構造が二重の意味またはそれ以上の意味を内

包している場合」として広く定義しており、その定義を次のように 7 つに分

類した。以下は、エンプソンが Ambiguity に付け加えた各型の要約である。

1.	First-type	ambiguities	arise	when	a	detail	is	effective	in	several	ways	at	
once.

2.	 In	 second-type	 ambiguities	 two	 or	more	 alternative	 meanings	 are	 fully	
resolved	into	one.

3.	The	condition	for	third-type	ambiguity	is	that	two	apparently	unconnect-
ed	meanings	are	given	simultaneously.

4.	In	the	fourth	type	the	alternative	meanings	combine	to	make	clear	a	com-
plicated	state	of	mind	in	the	author.

5. The fifth type is a fortunate confusion, as when the author is discovering 
his	idea	in	the	act	of	writing	or	not	holding	it	all	in	mind	at	once.

6.	In	the	sixth	type	what	is	said	is	contradictory	or	irrelevant	and	the	reader	
is	forced	to	invent	interpretations.

7.	The	seventh	 type	is	 that	of	full	contradiction,	marking	a	division	in	 the	
author’s	mind.	(v-vi)

また、エンプソンは、第 2 の型において、次のように ‘ambiguity’ の特徴

を述べている。

My	seven	types,	so	far	as	they	are	not	merely	a	convenient	framework,	are	
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intended	as	stages	of	advancing	logical	disorder.	(48)

上記から、筆者は、エンプソンが ‘ambiguity’ を論理的混乱の度合いによっ

て各型に区別していると考える。さらに、スタンリー・ハイマン (Stanley	
Edgar	Hyman) は以下のような見解を示している。

.	.	.	they	[ambiguities]	move	not	only	from	simplicity	to	complexity,	but	in	
addition	generally	from	lesser	to	greater	poetic	richness.	(Hyman	239)

上記のように、ハイマンは、エンプソンの ‘ambiguity’ が徐々に論理的複

雑さを増していくだけでなく、詩的豊かさも増していくと指摘する。つまり、

‘ambiguity’ は第 1 の型が最も論理的混乱の度合いや詩的豊かさが小さく、第

2、第 3 の型等に移行するにつれて増大し、第 7 の型で最大になるので、筆

者は、エンプソンが ‘ambiguity’ を単純さから複雑さへ移行させていると考

える。また、本書を別の角度から見るとエンプソンは ‘ambiguity’ を単に 7
つに分類しただけではないこともわかる。なぜなら、彼は ‘ambiguity’ が第

3 の型と第 6 の型、および、第 4 の型と第 7 の型に類似性があると述べ、さ

らに、前者と後者は対立的な関係であると述べているからである。その他に

も、エンプソンは各型を明確に区別できないとして、‘ambiguity’ の区別が難

解であることを認めている。したがって、筆者は、エンプソンの ‘ambiguity’
を 7 つの型として扱うのではなく、筆者独自の異なる見方でいくつかに区別

する。

2．‘ambiguity’ の区別の試み

(1)「多義性」としての ‘ambiguity’
エンプソンは Ambiguity において、詩に用いられた語や構文等から具体例

を示し、彼が考えられる限りのさまざまな解釈を試みた。筆者は、このよう

なエンプソンの解釈方法を「多義性」の ‘ambiguity’ であると考える。以下

は、第 2 の型に取り上げられているウィリアム・シェイクスピア（William	
Shakespeare）の『マクベス』(Macbeth) 第 1 幕第 7 場 1 行‐4 行である。なお、

第 2 の型の特徴は「数個の比喩を同時に用いる」ことであり、エンプソンの

多義的な解釈が示されている。
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If	it	were	done,	when	’tis	done,	then	’twere	well
It	were	done	quickly;	If	th’	Assassination
Could	trammell	up	the	Consequence,	and	catch
With	his	surcease,	Success;	that	but.	.	.

Consequence	means	causal	result,	and	the	things	to	follow,	though	not	caus-
ally	connected,	and,	as	in	‘a	person	of	consequence,’	the	divinity	that	doth	
hedge	a	king.	(49-50)

エンプソンは上記の具体例において、‘consequence’ に注目し、この語か

ら「因果関係を示す結末」や「因果関係には無関係であるものの続いて起こ

る出来事」、および「重要人物のように王をとり囲む神聖さ」のように、複

数の意味が考えられるとして多義的な解釈を行った。3 このような解釈方法に

ついて、エンプソンは、突如として、第 2 の型の中で次のようなことを述べ

ている。

I	shall	now	return	to	Shakespeare	and	allow	myself	a	couple	of	digressions;	
about	 the	emendations	of	his	 text	 and	his	use	of	 a	particular	grammatical	
form.
. . . [M]ost of what I find to say about Shakespeare has been copied out of 
the	Arden	text.	I	believe,	indeed,	that	I	am	using	in	a	different	way	the	ma-
terial	that	three	centuries	of	scholars	and	critics	have	collected;	.	.	.	but	the	
difference	here	is	merely	one	of	interpretation.(80-81)	

上記のように、エンプソンは多義的な解釈のもとをアーデン版シェイクス

ピアから得たものであると述べている。しかし、彼の解釈が通常と異なるの

は、シェイクスピアの編者が多くの解釈からひとつの解釈に絞れない際に、

“either	.	.	.	or	.	.	.” を用いて併記するのに対し、エンプソンは可能性のある解

釈を全て取り上げるために “both	.	.	.	and	.	.	.” と読み替えていることである。4

もちろん、彼は、“both	.	.	.	and	.	.	.” と読み替えた箇所は複数の解釈が可能だ

と思える場合のみに限定しており、最終的には解釈を読者の判断に委ねてい

るが、筆者は、エンプソンが行う多義的な解釈について、彼が読者や聴衆あ

るいは詩人の立場から、考えられる限りの解釈を読者に提案することで詩的
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豊かさを伝えようとしたと考える。

(2)「二義性」と「両義性」の ‘ambiguity’

上記に述べた ‘ambiguity’ は、見方を変えると「多義性」の他に「二義性」

としても見出すことができる。また、一概に「二義性」といっても、並列

的な解釈と対立的な解釈は異なるので区別しなければならない。したがっ

て、筆者は、「二義性」をさらに細分化して、並列的な解釈を「二義性」の

‘ambiguity’ とし、対立的な解釈を「両義性」5 の ‘ambiguity’ と区別する。

上記のように区別した「二義性」は、文法における ‘ambiguity’ に具体例

が示されている。以下は、第 2 の型におけるシェイクスピアの「ソネット

93	番」(The Sonnets) の一部である。

But	heaven	in	thy	creation	did	decree　
That	in	thy	face	sweet	love	should	ever	dwell,
Whate'er	thy	thoughts	or	thy	heart's	workings	be,
Thy	looks	should	nothing	thence,	but	sweetness	tell.

You	may	put	a	full	stop	either	before	or	after	the	third	line.	(50)

上記のように、エンプソンは 3 行目の前後にピリオドを置くことで、ふた

つの解釈が可能であると述べている。実際に、3 行目の前にピリオドを置く

と「しかし、天はお前を造ったときに、お前の顔に優しい愛が常に宿ってい

なければならないと命令した」と訳せる。また、3 行目の後ろにピリオドを

置くと「しかし、天はお前を造ったときに、お前の思いや心の動きがどうで

あろうと、お前の顔に優しい愛が常に宿っていなければならないと命令した」

と訳せる。したがって、筆者は、ふたつの解釈が並列的であるとして「二義

性」の ‘ambiguity’ に該当すると考える。

他方、「両義性」の ‘ambiguity’ は、対立概念によって成立しており、第 7
の型が「その語が持つふたつの意味が対立して、その結果全体の効果が作者

の心の中の根本的な分裂を示している場合」と要約できるので、筆者は、「両

義性」の ‘ambiguity’ に該当すると考える。しかしながら、筆者の解釈では、

第 1 の型にも対立概念を含む例が存在する。そこで、第 1 の型と第 7 の型
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がどちらも「両義性」の ‘ambiguity’ とみなせるか考えてみたい。6

まず、対立概念を含む第 1 の型の具体例は、次に引用するアーサー・ウェ

イリー (Arthur	Waley) 翻訳の中国詩に見出せる。

　　　

Swiftly	the	years,	beyond	recall.
Solemn	the	stillness	of	this	spring	morning.

I	call	swift	and	still	here	ambiguous,	though	each	is	meant	to	be	referred	to	
one	particular	 time-scale,	because	between	 them	 they	put	 two	 time-scales	
into	the	reader's	mind	in	a	single	act	of	apprehension.	(24)

上記の詩について、エンプソンは ‘swiftly’（速）と ‘stillness’（静）を

‘ambiguity’ とみなして、人間の心にはふたつの時間が存在すると述べている。

そして、‘swiftly’は個人の意識における瞬間を示す小さい尺度とみなす一方、

‘stillness’ は人間の一生をひとつの単位として示す大きい尺度とみなしてい

る。さらに、彼は、ふたつの語がお互いに交わることはないとしつつ、‘swiftly’
は死の恐怖を意識させるが、‘stillness’ はその恐怖を遠ざけると述べている。

したがって、筆者は ‘swiftly’ と ‘stillness’ のふたつの語で対立概念を作り上

げていると考える。

次に、対立概念を含む第 7 の型の具体例は、以下に引用する『マクベス』

第 3 幕第 4 場 74‐75 行に見出せる。

Blood	hath	bene	shed	ere	now,	I’	the	olden	time,
Ere	humane	Statute	purg’d	the	gentle	Weale;

.	.	.	gentle	might	just	as	well	be,	and	suggests,	‘ungentle,’	because	the	weal	
is	conceived	as	‘ungentle’	before	it	was	purged	and	gentle	afterwards.	(203)

エンプソンは、上記の二行から、特に ‘gentle’（穏やか）に注目して、国

家が法令によって整備される前は治安が乱れているという前提のもとに

‘gentle’ に反対の ‘ungentle’（穏やかでない）が暗示されていると述べている。

したがって、筆者は、エンプソンが指摘する ‘gentle’ に対立概念が含まれて

いると解釈する。さらに、この解釈は、第 1 の型とは異なり、ひとつの語か
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ら対立概念を見出している。

以上から、ふたつの型を比較すると対立概念を含む「両義性」の ‘ambiguity’
として共通しているが、第 1 の型は ‘swiftly’ と ‘stillness’ のふたつの語によっ

て対立概念を見出しているのに対し、第 7 の型は ‘gentle’ の一語に対立概念

を見出しているので、筆者は、第 7 の型の ‘ambiguity’ は第 1 の型よりも詩

的豊かさが大きいと解釈する。

以上、筆者は、‘ambiguity’ を「多義性」、「二義性」、｢両義性 ｣と区別したが、

「両義性」は第 7 の型だけでなく第 1 の型にも存在するので、特に、エンプ

ソンは「両義性」に力点を置いていたと考える。さらに、エンプソンが提

示した個々の解釈だけでなく、Ambiguity を鳥瞰することによって「両義性」

に力点を置いていることがより鮮明になる。たとえば、エンプソンは、第 3
の型までを作者の意識的な ‘ambiguity’ とする一方で、第 4 の型以降は作者

の無意識的な ‘ambiguity’ としており、対立概念を含ませているからである。

したがって、筆者は、エンプソンが「両義性」の ‘ambiguity’ を重視してい

ると考える。

3．エンプソンの ‘pastoral’

エンプソンの第 2 の著書である Pastoral を Ambiguity と比較すると、‘am-
biguity’ と同様に 7 つの章にわかれているため ‘pastoral’ も 7 つの型といえる。

さらに、内容についても、川崎は ‘pastoral’ を「‘ambiguity’ 批評の延長であ

りながらその自己克服 7 である」(64) として Pastoral	に Ambiguity の発展的

関連性を認めている。	また、ハイマンも Pastoral があらゆる点で Ambiguity
の特徴を引き継いでいるだけでなく、緻密な読みもさらに進化しているとし

て Pastoral を評価し、本書の特徴を次のように述べている。

With	 the	new	book[Pastoral]	Empson	moved	 into	 a	 basically	 structural	
area,	the	implications	of	category	“pastoral,”.	.	.	.	(Hyman	237)

上記のように、ハイマンは、エンプソンが Ambiguity ではテクスチャーに

関心があったが、Pastoral ではストラクチャーに関心が移ったと述べている。

この見解は、池田の「エンプソンは文学作品の批評が、ただ、言語分析によっ

てのみ可能であるとは考えていなかったようである。彼の ‘pastoral’ に関す
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る見解は、作品の意味の世界、すなわち、主題、人物、事件など世事百般が、

いかにして文学作品たりうるかという、いわゆる散文作品の価値関係を明ら

かにしようとしたものといえる」(46) という発言で説明できるだろう。

ところで、‘pastoral’ がどのように定義されているか、OED の定義を以下

に引用する。

						
A	poem,	play,	or	the	like,	in	which	the	life	of	shepherds	is	portrayed,	often	
in an artificial and conventional manner; also extended to works dealing 
with	simple	rural	and	open-air	life.	(OED)

一言でいえば、‘pastoral’ とは、通常、羊飼いの生活を描写したものである。

しかし、エンプソンは ‘pastoral’ の定義を ‘ambiguity’ 同様、独自の視点で定

義づけている。

‘. . . because the refined thing must be judged by the fundamental thing, 
because	strength	must	be	learnt	in	weakness	and	sociability	in	isolation,	be-
cause	the	best	manners	are	learnt	in	the	simple	life’.	.	.	.	(Pastoral	20)

上記のように、エンプソンは「洗礼された事物は基本的な事物から学び、

強さは弱さからそして社交性は孤立から学ぶことができる」と述べている。

さらに、彼は、羊飼いを例に挙げて、社会的地位が低い被支配者であっても、

羊に対しては支配者であるとして、羊飼いに対立概念を見出している。つま

り、エンプソンは OED	に掲載されている ‘pastoral’ の意味をさらに掘り下げ

て、羊飼いのように本質的に対立概念が含まれている場合には、たとえ通常

の ‘pastoral’ とは程遠いような文学作品でも Pastoral に取り上げたのである。

ところで、筆者は、エンプソン独自の ‘pastoral’ の定義が対立概念を含んで

いるため、Ambiguity における「両義性」の ‘ambiguity’ と共通すると考える。

この見解について、柴田は「‘ambiguity’ の中にも ‘pastoral’ の中心問題への

連続性が認められる。それは、主として第 7 の型の ‘ambiguity’ を扱った部

分にある」(15) と述べていることから、筆者は、Pastoral が「両義性」の

‘ambiguity’ をもとにして、その対象を詩のみならず散文作品にまで拡大した

著書であると考える。8
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4．‘pastoral’ と ‘ambiguity’ の共通点

上記より、Pastoral は Ambiguity の第 7 の型の発展形であると述べたが、

上述したように、筆者は第 1 の型にも対立概念を含む「両義性」の ‘ambigu-
ity’ が存在すると主張した。そこで、対立概念を含む第 1 の型と第 7 の型が

Pastoral	にも見られるのか、詩と散文作品を例にとって検証する。

まず、詩については、エンプソンが第 1 章の Proletarian	Literature（プロ

レタリア文学）の中で、政治的な観念が存在すると述べたトマス・グレイ

(Thomas	Gray) の “Elegy	Written	in	a	Country	Churchyard”「墓畔の哀歌」を

取り上げる。

Full	many	a	gem	of	purest	ray	serene
The	dark,	unfathomed	caves	of	ocean	bear	;
Full many a flower is born to blush unseen
And	waste	its	sweetness	on	the	desert	air.

What	this	means,	as	the	context	makes	clear,	is	that	eighteenth-century	Eng-
land	had	no	scholarship	system	or	carriere	ouverte	aux	talents.	.	.	.	By	com-
paring	the	social	arrangement	to	Nature	he[Gray]	makes	it	seem	inevitable,	
which	it	was	not,	and	gives	it	a	dignity	which	was	undeserved.	Furthermore,	
a gem does not mind being in a cave and a flower prefers not to be picked; 
we feel that the man is like the flower, as short-lived, natural, and valuable, 
and	this	tricks	us	into	feeling	that	he	is	better	off	without	opportunities.	(4)

上記の詩について、エンプソンは 18 世紀のイギリスに奨学制度がなく、

才能を開花させる機会を逸した人物への惜しみが表れていると解釈しつつ、

社会秩序と自然を対立させ、人間を‘flower’（花）にたとえて、花が短命

であることや自然において貴重であることから摘まれないことこそ望ましい

として、世に出る機会はないほうがよいと解釈した。これらの解釈には対立

概念が含まれており、出淵をはじめ多くの研究者が、エンプソンはマルクス

主義的であると述べているが、エンプソンがマルクス等を援用していること

について、「マルクスといい、フレイザーといい、フロイトといい、いずれ

も葛藤、相剋をそれぞれの局面において劇的に動的に把えた思想家達であ



86	 須永隆広

り、（中略）その根本的な発想まで遡っていると言える。こうした根源志向が、

常にエンプソンの批評の根底には存在している」(85)と述べている。したがっ

て、筆者は、エンプソンが「墓畔の哀歌」の解釈を‘flower’の一語に対立

概念を含ませていることから、第 7 の型と共通すると考える。

次に、散文作品として『不思議の国のアリス』（Alice's Adventures in 
Wonderland）および『鏡の国のアリス』（Through the Looking-Glass, and 
What Alice Found There）を例に挙げると、ハイマンは上記の出淵の見解に

ダーウィンを付け加えて、エンプソンがルイス・キャロル (Lewis	Carroll) の
執筆した『アリス』に進化論を見出している見解を示した。ハイマンの言う

ように、エンプソンは進化論を見出せる箇所として、次のようなことを述べ

ている。

.	.	.	when	Alice	gets	out	of	the	bath	of	tears	that	has	magically	released	her	
from	the	underground	chamber;	it	is	made	clear	.	.	.	that	the	salt	water	is	the	
sea from which life arose; as a bodily product it is also the amniotic fluid . . . ; 
ontogeny	then	repeats	phylogeny,	and	a	whole	Noah’s	Ark	gets	out	of	 the	
sea	with	her.	In	Dodgson’s	own	illustration	as	well	as	Tenniel’s	there	is	the	
disturbing	head	of	a	monkey	and	in	the	text	there	is	an	extinct	bird.	(255)

上記のように、エンプソンは、アリスが自分の涙でできた海からノアの方

舟で他の動物と脱出するシーンを生命が生じる海や体内における羊水と見出

す一方で、一緒に脱出した動物の中に絶滅種の鳥（ドードー）がいることに

注目して進化論が絡んでいると述べた。さらに、彼は、アリスの物語につい

て以下のような見解を示している。

Both	books[Alice’s	Adventures	 in	Wonderland	and	Through	 the	Looking-
Glass,	and	What	Alice	Found	There]	also	keep	to	the	topic	of	death	.	.	.	and	
for	the	child	this[death]	may	be	a	natural	connection;	.	.	.	.	There	seems	to	
be	 a	 connection	 in	Dodgson’s	mind	between	 the	death	of	 childhood	 and	
development	of	sex,	which	might	be	pursued	into	many	of	the	details	of	the	
books.	(268)	

上記のように、エンプソンは、『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリ
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ス』がどちらも死が主題となっていると述べているが、おそらく、『不思議

の国』でアリスの身体が小さくなって存在の消滅を危惧する場面や、ハート

のクィーンを怒らせて死を宣告されるような場面等、随所に死を連想させる

場面があるためだろう。したがって、エンプソンは、キャロルが物語の過程

で得るアリスの知識（性的な意味も含まれる）を成長として、かつ、生とし

て考える一方、常に死という問題にこだわっているという見解を示している。

つまり、筆者は、エンプソンの「アリス論」が、生と死を対立概念として見

出していると解釈する。

以上のように、対立概念を含む例として、筆者は Pastoral からグレイの「墓

畔の哀歌」とキャロルの『不思議の国のアリス』および『鏡の国のアリス』

を取り上げた。これら、ふたつの対立概念における相違は、Ambiguity の第

1 の型と第 7 の型における相違と共通している。なぜなら、「墓畔の哀歌」

は『マクベス』の一語（‘gentle’）から対立的な解釈を導いたように、人を

花にたとえて対立的な解釈を導いているが、『不思議の国のアリス』『鏡の国

のアリス』は第 1 の型の例が二語（‘swiftly’ と ‘stillness’）で対立概念を形

成しているのと同様に、生と死によって、目に見えるかたちで対立概念を形

成しているからである。したがって、第 7 の型は「墓畔の哀歌」と、第 1 の

型は『不思議の国のアリス』および『鏡の国のアリス』とそれぞれ共通して

いると考える。さらに、‘pastoral’ は「両義性」の ‘ambiguity’ を詩のみなら

ず散文作品をも対象とした概念であるが、‘ambiguity’ に還元することで、エ

ンプソンが Ambiguity で主張した詩的豊かさの度合いを測る事ができるので、

‘pastoral’ は第 7 の型に限定されているのではなく、むしろ対立概念である「両

義性」の ‘ambiguity’ に共通する概念であると考える。

おわりに

本稿では、エンプソンの ‘ambiguity’ と ‘pastoral’ の共通点を論考するため、

‘ambiguity’ を「多義性」、「二義性」、「両義性」に区別した。特に、「両義性」

の ‘ambiguity’ には ‘pastoral’ と同様に対立概念という共通点が存在する。さ

らに、‘pastoral’ は対象を詩のみならず散文作品にまで広げている概念であ

るので、第 7 の型の ‘ambiguity’ をさらに拡大したものである。また、エン

プソンは Ambiguity を詩的豊かさの度合いで分類したが、対象範囲の広い

Pastoral から見ることによって、詩（グレイの「墓畔の哀歌」）は第 7 の型
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の例と、散文作品（『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』）は第 1 の

型の例と共通点があることがわかった。この結果により、筆者は、Ambigu-
ity におけるエンプソンの主張を Pastoral で証明でき、さらに、他の角度から、

ふたつの著書に関連性があることを確認できたと考える。しかしながら、本

稿はエンプソンの Ambiguity と	Pastoral のほんの一部を対象としたに過ぎず、

不十分であることは承知している。したがって、今後も、あらゆる視点から

‘ambiguity’ と ‘pastoral’ の共通点を調べていきたい。

註

1 我が国では柴田稔彦が『牧歌の諸変奏』と題して邦訳した。
2 エンプソンは、初版では ‘ambiguity’ を「何かの言葉の続き具合の結果として、

たとえ、ごく軽いものにしても散文の直載な叙述に何らかのニュアンスが加わる場合、

これを ‘ambiguity’ と呼ぶことにしたい。」と定義したが、本稿で取り上げた再版の定

義では「どんなに僅かなニュアンスでも、それが同じひとつの表現に別の反応の余地

を与えるならば、それは私のテーマに関係があると考えるつもりである。」に変更した。
3 エンプソンは ‘consequence’ だけでなく ‘trammel’ や ‘surcease’ 等についても

‘consequence’ 同様に複数の意味を同時に用いて ‘ambiguity’ を説明している。
4 川崎寿彦は、エンプソンが both	.	.	.	and	.	.	. と言い換えたことについて、「エン

プソン自身の詩人としての創作の体験が、詩人はただひとつの意味を選んで詩にする

のではない、いくつもの意味やニュアンスを、選ぶ決心がつかないまま曖昧に残して

おくものだ、と教えたことによる。」と主張している。川崎寿彦『ニュー・クリティ

シズム概論』p.63.
5 池上嘉彦は、「両義性とはもともと対立するはずの―したがって、一方が存在

すれば他方は存在するはずのない―ふたつの特徴が共存するという状況である。」（池

上『記号論への招待』p.237）と定義しているが、本稿では、並列的な解釈を「二義性」

として、対立的な解釈の「二義性」と明確に区別するために、後者を「両義性」と呼

ぶことにする。
6 山崎弘行によれば「エンプソンは ‘ambiguity’ の型を 7 種類に分類したが、ポー

ル・ド・マン (Paul	de	Man) はこれを独自の判断によって、意図された ‘ambiguity’（第

2‐6 の型）と意図されない ‘ambiguity’（第 1、第 7 の型）に分類する。」と述べている。

本稿では、ド・マンの意見を採用した。山崎弘行「エンプソンとド・マン―曖昧と決

定不能性―」p.74.
7 本文の「その自己克服」について、川崎寿彦は「Ambiguity に対する最も恐る

べき反対はジェイムズ・スミス (James	Smith) によって放たれた」ということを指し

ている。さらに「スミスはエンプソンの批評が作品を「創られたもの」としてでは

なく「現象」として扱っているということを指摘し、エンプソンはこの批判を受けて
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初めて作者心理と作品自体の意味を混同する自分の立場に気づいた。」と述べている。

川崎寿彦『ニュー・クリティシズム概論』p.64.
8 Pastoral に取り上げられた、『乞食オペラ』や『不思議の国のアリス』および『鏡

の国のアリス』は散文作品であるが、ジョン・ゲイ (John	Gay) やキャロルは詩人でも

あった。したがって、筆者は、エンプソンが詩人により創作された散文作品を取り上

げていることは特筆すべきことだと考える。
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Synopsis

Empson’s	‘ambiguity’	and	‘pastoral’—A	common	Point	in	the	Opposite	Concept

SUNAGA	Takahiro

The	purpose	 in	 this	 paper	 is	 to	 prove	 that	Seven Types of Ambiguity	 and	 Some 
Versions of Pastoral	have	a	common	point.	So,	in	this	paper,	I	would	like	to	make	
some	distinction	 among	Empson’s	Seven Types of Ambiguity.	By	making	 this	
distinction,	 I	would	 like	 to	 see	his	multi	meanings	and	a	double	meaning	which	
contains	 an	opposite	 or	 non-opposite	 meaning.	 In	 particular	 I	 emphasize	 the	
double	meaning	which	 can	be	 interpreted	 as	 opposite.	This	 opposite	meaning	 is	
more	important	and	worth	notice	because	it	implies	Empson’s	complex	concepts.	
So,	for	this	reason,	I	would	like	to	focus	on	opposite	meaning.	And,	in	fact,	in	his	
Seven	Types	of	Ambiguity,	Empson	discusses	 this	 seventh	 type	which	 is	 full	 of	
contradiction.	This	 contradiction	 indicates	 a	 division	 in	 the	 author’s	 mind.	Also	
Stanley	Hyman	 says	 about	Some	Versions	of	 Pastoral	 that	 it	 continues	 all	 the	
features	of	Seven Types of Ambiguity.	Hyman	even	goes	further	in	Empson’s	close	
reading	of	Seven Types of Ambiguity	and	says	that	Empson	has	added	a	number	of	
further	development	and	emphasis	in	Some Versions of Pastoral.	Therefore	in	my	
opinion,	Empson’s	 opposite	 concepts	 including	 the	 seventh	 type	 in	 Seven Types 
of Ambiguity	is	carried	over	Some Versions of Pastoral	as	well.	So	I	would	like	to	
prove	this	by	quoting	some	examples	of	such	opposite	ambiguities	in	Seven Types 
of Ambiguity	and	Some Versions of Pastoral.
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『愛の果ての物語』に関する一考察

―― “too	sensational”	をめぐって

長島万里世

1

『若草物語』（Little Women,	 1868）をはじめ、数々の児童小説を生み出し、

“Children’s	Friend”と評されていた作家	ルイザ･メイ･オルコット（Louisa	
May	Alcott	 1832-88）には、実はもうひとつの顔があった。児童小説家とし

てその地位を不動のものとしていた彼女は、『若草物語』のヒロインである

ジョー（Jo）と同様、ペンネームを用いて数多くのスリラー作品を生み出し

ていたのである。彼女が匿名またはペンネームを用いて秘かに書いていた扇

情的な小説についての詳細が明らかになったのは、彼女の死から半世紀以上

たった 1943 年のことであった。Leona	Rostenberg	が“Some	Anonymous	and	
Pseudonymous	Thrillers	 of	 Louisa	 May	Alcott”で、A.	M.	Bernard のゴシッ

クスリラー『仮面の影で―女の力』（Behind a Mask, or a Woman’s Power,	
1866）が実はオルコットの作品であったということを明らかにしたのだ。1

このフェミニスト色の強いスリラー小説がオルコットの作品であったという

発見はオルコット研究に大きな風穴を開けた。この発見がなければ『若草物

語』に対し、児童小説以上の意味を見出すことはなかったであろう。2 彼女

が名前を隠しスリラー小説を書いていたという発見は、彼女の真意を探る上

でも非常に大きな意義を持っているのだ。

さて、このオルコットに新しい解釈を与えるきっかけとなった作品が出

版された時と同じ年に彼女はもうひとつ、『愛の果ての物語』（A Modern 
Mephistopheles or, The Long Fatal Love Chase）という作品を書き上げてい

た。3 人気作家であるオルコットのスリラー作品の中で、唯一編集者により

却下され 1 世紀以上の間世に出ることがなかった物語である。本論文の目的

は、この史実に着目し、なぜこの『愛の果ての物語』だけが出版社より却下

されたのかという疑問に焦点を当て、ジェンダー理論の視点から彼女の他の

スリラー作品と比較考察し却下された理由を明らかにすることである。
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2　

『愛の果ての物語』は 1995 年にランダムハウス社より現在のタイトル	A 
Long Fatal Love Chase として出版された。130 年もの間オルコットの書簡類

と共にハーヴァード大学の図書館に保管されていたが、1991 年にオルコッ

トの相続人によって競売にかけられた。1994 年に作品の校訂者でもある個

人コレクター、ケント・ビックネル（Kent	Bicknell）がこの原稿を購入し、

オルコットのオリジナル原稿として、彼女によって削除されたところを復

活させるなどの編集に当たった。書評の多くは好意的で The New York Times
のベストセラー欄に載るほどの人気を得た。

『愛の果ての物語』の舞台はイギリスの孤島から始まる。そしてヨーロッ

パ中に広がっていく壮大なスケールで描かれている。これはオルコットの初

のヨーロッパ旅行の経験が大きく影響している。彼女は 1865 年から約 1 年

間、貿易商の病身の令嬢アンナ・ウェルド（Anna	Weld）の話し相手としてヨー

ロッパ旅行の機会を手にしたのである。しかしながらずっと憧れていた初め

てのヨーロッパ旅行は決して楽しいだけというものではなかった。アンナ・

ウェルドは扱いやすい少女ではなく、体調を崩すとひどく不機嫌になりオル

コットを困らせた。日記にもアンナ・ウェルドへの不満や、家族と離れるこ

と、そして言葉の通じない国で身動きがとれなくなってひどく不安な気分を

味わっていることが詳しく書かれている。そして帰国とほぼ同時にこの作品

の執筆に入った。彼女はその時の体験や風景をこの物語に多く投影している。

しかしながら、『愛の果ての物語』の誕生のきっかけとなったのは、ヨー

ロッパ旅行で感化された執筆への欲求というよりも彼女の留守中に家族が

作った多額の借金であった。

Soon	fell	 to	work	on	some	stories,	for	 things	were,	as	I	expected,	behind-
hand	when	 the	money-maker	was	 away.	Found	 plenty	 to	 do,	 as	 orders	
from	E.,	L.,	“Independent,”	“U.S.C.S.	Magazine,”	and	several	other	offers	
waited	for	me.	Wrote	two	long	tales	for	L.	and	got	$200	for	them.	One	for	
E.	for	which	he	paid	$75,	also	a	bit	of	poetry	for	$5.	He	wanted	a	long	story	
in	 twenty-four	 chapters,	 and	 I	wrote	 it	 in	 a	 fortnight,	 —one	hundred	 and	
eighty-five pages, —besides work, sewing, nursing, and company.
Sent S.E.S. the first $100 on my account; could have sent $300, but it was 
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needed,	so	I	gave	it	up	unwillingly,	and	must	work	away	for	the	rest.	.	.	.”	
(Cheney	184)

オルコットは日記にこのようにつづり、この『愛の果ての物語』の執筆

を開始している。自らを	“money-maker”	と呼び自嘲気味に日記をつづる彼

女の日記からは、経済観念が全くない父ブロンソン（Amos	Bronson	Alcott）
に代わってオルコット一家、そして姉一家までをも養わなくてはならないと

いう精神的重圧が感じ取れる。オルコットは中産階級の女性でありながら、

一家を経済的に支えていたのだ。また彼女は南北戦争に従軍看護婦として働

いていた時に患った水銀中毒や、慢性リューマチ、痛み止めから起こる麻薬

中毒など、健康面でも悩みは尽きなかった。オルコットは身体の不調やその

ことにはお構いなしに増える家族の借金、金銭面で丸ごと依存してくる家族

に対する責任感と苛立ちとの葛藤のはけ口をスリラー作品の執筆に求めたの

かもしれない。

3　

オルコットは、借金の重圧など様々な感情を糧にこの作品を書き上げたが、

編集者のエリオット（James	Eliot）から	“it	was	too	long	and	too	sensational!”	
(Cheney	185)	という理由でこの作品の雑誌への掲載を却下されてしまう。オ

ルコットはその指摘を受け入れ作品を短くし、扇情的すぎると思ったところ

はカットした。しかし再び却下された彼女はこの作品を仕舞い込み、他の作

品の執筆に移ってしまった。なお、10 年後に匿名シリーズで出版された『現

代のメフィストフェレス』（A Modern Mephistopheles,	 1877）は本作品を改

訂して出版されたとされているが、本作品との類似点はほとんどない。3 結

局この『愛の果ての物語』の原稿は未出版のままでビックネルによって出版

されるまで 1 世紀以上に亘って眠り続けることになった。

ビックネルはこの本を出版するにあたって受けたインタビューで興味深

い発言をしている。

“You	can	see	in	the	manuscript	that	she	tried	to	go	back	and	tone	it	down	in	
response	to	negative	editorial	comments,	.	.	.	but	my	effort	here	was	to	bring	
the	book	back	to	the	way	she	originally	wrote	it.	In	almost	every	case,	the	
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words	 she	 crossed	out	make	 the	passage	 stronger.”	Bicknell	 turned	 a	 few	
pages	and	pointed	out	a	violent	encounter	between	Tempest	and	a	handsome	
priest	who	tries	to	protect	Rosamond	from	him.	(Garrison	49,	下線筆者 )

下線部にあるように、オルコットが編集者から指摘を受けてカットした部

分は露骨な暴力シーンであったことがわかる。暴力的なところがカットされ、

物語の長さも短くされたのにもかかわらず、この作品が日の目を見ることは

なかった。この作品の過激性は暴力的な要素によるものではなかったのだ。

また、この物語の執筆者のオルコットでさえ、“too	 sensational”	の要素が何

なのかを理解していなかったという点も非常に重要である。彼女さえ気付か

ないこの物語の過激性とは一体何なのであろうか。

『愛の果ての物語』の却下理由の 1 つである	“too	 sensational”	についての

先行研究は、作品が若いだけにまだ少ない。しかしながら、その中でも大き

く分けて主に 2 つの見解を見ることができる。1 つ目は、	“too	sensational”	と
された所以はストーリーそのものにあるという見解である。例えば	 Stephen	
King	は以下のように述べている。

She	discovers,	in	short,	that	she	isn’t	a	wife	but	a	mistress.	Hardly	a	shock-
ing	plot	twist	to	a	reading	public	that	has	been	exposed	to	the	culinary	pe-
culiarities	of	Hannibal	Lector,	I	suppose,	but	in	the	Victorian	hothouse	that	
was	post-Civil	War	American	literature,	it	was	enough	to	sink	Alcott’s	brave	
but	rather	too	frank	romance.	(King	The New York Times)

この引用からもわかるように、主人公ロザモンド（Rosamond	Vivian）が

騙されていたとはいえ情婦であったということが当時の社会に受け入れられ

なかったというものである。そして 2 つ目は、この作品が	“too	 sensational”	
とされた理由を、プロットそのものではなく、ヒロイン、ロザモンドの気質

にあるとする見解である。例えば Atlantic Monthly では以下のような記事が

見られる。

It	 also	provides	 the	 reader	with	 an	 excuse	 for	 speculation	 about	 its	 rejec-
tion	 by	Alcott’s	 publisher.	 Could	 the	objection	 have	been	 simply	 that	 the	
heroine,	on	discovering	that	she	has	been	duped	into	a	false	marriage	with	
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a	murderer,	 fails	 to	collapse	and	die	of	 shame?	 Instead	she	 scoops	up	 the	
available jewels, flees by night through a window, and repudiates any guilt 
in	the	affair.	Perfectly	sensible	of	her—but	perhaps	not	what	readers	of	Vic-
torian	light	literature	were	prepared	to	approve.	(Atlantic Monthly	128)

ロザモンドがテンペスト（Phillip	Tempest）との結婚が虚偽とわかった時

に女性らしくショックで倒れることや恥を忍んで死ぬことを選ばずに、彼か

ら逃げ出すことを選んだヒロイン像を当時の人には受け入れられないと判断

されたというものだ。

確かに当時の社会規範とヒロイン像を照らし合わせて解決を図ることに

対しては筆者も賛同する。しかしながら、先の 2 つの見解だけでは説明の

つかない点が多く見られる。編集者から却下されずに無事出版されたオル

コットの他のスリラー作品には、『仮面の影で―女の力』のように、ヒロイ

ンの女が男を騙し財産と地位を乗っ取るという、『愛の果ての物語』よりも

過激なプロットのものが存在する。また『ポーリーンの情熱と罰』（Pauline's 
Passion and Punishment,	 1863）のヒロイン、ポーリーン（Pauline）は自分

を裏切った恋人に対して異常な執着を持ち、彼に復讐をするために自分を愛

する男を利用していく。このヒロイン像はロザモンドとは比べ物にならない

程当時の女性像を逸脱している。この 2 つのオルコットのスリラー作品から

だけでも、先の 2 つの見解では『愛の果ての物語』を却下する要因として不

十分であることがわかるであろう。ではこの作品を未出版のままにさせてし

まった本当の要因とは作品中のどこに潜んでいるのであろうか。

4
　

遺産目当てで愛のない祖父に引き取られイギリス沿岸の孤島で暮らしてい

る 18 歳の無垢な少女ロザモンドは、あまりの孤独に耐えかねて物語の冒頭、

1 年間の自由が手に入るなら悪魔に魂を売ると明言する。そこにフィリップ・

テンペストが登場し彼女は彼に魅了される。そしてほとんど誘拐のような形

で彼らは結婚する。しかしその結婚から 1 年後、テンペストの本当の妻の出

現で、この結婚が実は重婚という偽りのものであったことが発覚し、ここか

らロザモンドの逃亡劇が始まる。ストーカーとなって追跡するテンペストか

ら、彼女は針子、男装、修道女、家庭教師と様々に姿、職を変え逃げ回るが、
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ついにテンペストに捕まってしまう。彼は彼女のあまりの頑なな心を挫くた

めに、彼女を精神病院に監禁するが彼女の心は揺らぐことはなかった。途中

何度も牧師に助けられロザモンドと牧師は深い絆で結ばれるが、結局ロザモ

ンドはテンペストの牧師を殺害する計画に巻き込まれ命を落としてしまう。

ロザモンドは確かに冒険心が強いが、純粋で正義感が強い女性である。一

見すると何も落ち度のないヒロイン像である。しかしやはり、当時の社会規

範や他のスリラー作品と照らし合わせると、このロザモンドの描き方にセン

セーショナルすぎるとされた原因があると考えられる。筆者はこの作品が	
“too	sensational”	であるとされた原因は主に 2 つあるとする。

1 つ目の要因は、ロザモンドによる「領域」の侵害である。19 世紀から

「真の女性らしさ」（“true	womanhood”）や「領域分離」というような概念

がよく取り上げられるようになってきたが、このイデオロギーは、「公と私、

仕事と家庭、政治と家族という補完的でありながら相互にまったく排他的

な「領域」を意味する」（デュボイス他	 178）もので、女性の居場所を家庭

に限定するものであった。当時の女性に人気のあった雑誌、Godey’s Lady’s 
Book でも、	“There	is	the	wife	and	mother,	the	centre	of	the	family,	the	magnet	
that	draws	man	to	the	domestic	altar,	that	makes	him	a	civilized	being,	a	social	
Christian.	The	wife	is	truly	the	light	of	the	home,	and	if	she	will	do	faithfully	the	
duties	God	has	imposed	on	her	condition,	He	will	bless	and	sustain	her.”（1860）
という記事が見られる。つまり、この時代は真の女性らしさという名の下

に、男女の領域への意識と、家庭の光、つまり母性への意識が非常に高かっ

たことがわかる。ウェルター（Barbara	Welter）の唱える	“feminization	of	
religion”もこの領域の分離によって起こったものである。4 家庭こそが女性

の居場所であり、そこで妻として母として、自己を捨て「家庭の天使」とし

て家族に尽くすということが女性にとって最良の生き方であるとする社会

で、ロザモンドのように外に飛び出し自由に生きる女性は異質であり、また

危険分子でもあったことは容易に想像できる。この物語で最も印象的なロザ

モンドの言葉を見てほしい。

“I	tell	you	I	cannot	bear	it!	I	shall	do	something	desperate	if	this	life	is	not	
changed	soon.	It	gets	worse	and	worse,	and	I	often	feel	as	if	I’d	gladly	sell	
my	soul	to	Satan	for	a	year	of	freedom.”	(1)
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確かにロザモンドは正義感の強い善良な女性であるが、自由のためなら喜

んで魂を悪魔に売ると明言している。このロザモンドの発言を考察するにあ

たって、まずは比較の対象となる作品について触れておきたい。興味深いこ

とに、オルコットはゲーテ（Goethe,	 1749-1832）の『ファウスト』（Faust,	
1808）をテーマにした作品をこの『愛の果ての物語』以外に 2 つ執筆して

いる。5 そしてその 2 つは却下されずに無事出版されているのだ。『ファウ

スト』をテーマとした 2 つの作品は、『天才の酔狂』（The Freak of a Genius,	
1866）と『現代のメフィストフェレス』である。『ファウスト』といえば、

主人公ファウストが、あの世での魂の服従を交換条件に、現世であらゆる人

生の快楽・悲哀を体験させるという契約を悪魔メフィストフェレスと交わす

というものである。しかしながら、出版者に作品を却下された『愛の果ての

物語』だけが違うところが 1 つある。それは羽澄が指摘するように、『天才

の酔狂』と『現代のメフィストフェレス』では悪魔的な人物に魂を売ってし

まう契約を交わす人物が男性であるのに対して、『愛の果ての物語』では女

性であるロザモンドであるという点である。6 ロザモンドのような若い女性

が自由を求めるあまり神を冒涜するような発言をしてしまうことは、19 世

紀のアメリカでは通俗小説を扱う雑誌でさえも、その許容範囲を超えていた

のではないだろうか。彼女は女性の「領域」から逃げ出し自由を求めること

で、男性の「領域」を侵してしまったのだ。

そして 2 つ目の要因は、ヒロインが「領域」を侵したことによる「家庭

の天使」像の崩壊である。『愛の果ての物語』のヒロイン、ロザモンドと他

の作品のヒロイン達と比較してみよう。『仮面の影で―女の力』では悪女の

イメージのジーン（Jean）が物語途中ではいろいろと暴れるが、結局彼女が

終始望んでいたものは女性が本来いるべき場所、「家庭」であった。そして

『暗闇の囁き』（A Whisper In the Dark,	 1863）も最後はヒロインであるシビ

ル（Sybil）が義理の伯父の息子ギー（Guy）と幸せな結婚をするところでハッ

ピーエンドとしている。いくら過激なプロットの中でも彼女たちの最終目的

地は「家庭」であるのだ。また、『現代のメフィストフェレス』に出てくる

主人公カナリス（Canaris）の妻グラディス（Gladys）も、カナリスを更生

させようと彼に尽くし、彼の罪を許し、死という犠牲を以って彼をメフィス

トフェレス的人物、ヘルウィツ（Helwyze）から救う。彼女たちに共通して

いることは、作品のプロットから彼女たちを切り離すと、彼女たちの特質は

自己犠牲の精神を持った当時の社会規範が求める女性像であるのだ。しかし
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ながら、『愛の果ての物語』のロザモンドだけは、男性のためではなく自分

のために生き、新しい愛も見つける。テンペストの過ちを許さずに、更生さ

せる努力もしない。友人からなぜテンペストのプロポーズを承諾して幸せに

ならないのかと聞かれたロザモンドは以下のように答えている。

“Because	I	can	never	forget	nor	forgive,	and	happiness	is	 impossible	with	
such	a	memory	as	this	to	poison	all	my	life.	I	will	not	love	him,	I	will	learn	
to	hate	him,	I	will	make	the	future	one	long	penance	for	the	past.”	(152)

この引用からもわかるように、彼女の意志は自分の未来に向かっており、

テンペストの未来を見てはいない。一見彼女の美徳でもあるこの道徳心の強

さは、ロザモンドに関しては男性への反逆に繋がる。羽澄が「過ちを犯した

男性を許し、献身的に尽くして正しい道を歩ませようという聖母のような犠

牲的精神も、彼女にはない」（羽澄	 241）と述べているように、ロザモンド

は 19 世紀の理想とされる「家庭の天使」像や社会規範から、あまりにも大

きく逸脱してしまっているのだ。結婚や和解で幕を閉じる作品が多い中で、

この作品は、以上で述べたような自由を望み自由のために死んだ女性を死し

ても放そうとしない男性の描写で幕を閉じている。いくら匿名とは言え、女

性であるオルコットが執筆したこの物語は、編集者の目にはあまりにも扇情

的すぎて、社会に出すことを躊躇せざるを得なかったのではないだろうか。

5

以上、本論文では一体何が『愛の果ての物語』を	“too	sensational”	にして

しまったのかについて考察してきた。そして筆者はその原因を、Welter が示

す	“the	 cult	 of	 true	womanhood”	からの逸脱にあるとした。オルコットはロ

ザモンドを形成するにあたって、社会が求めた理想の女性像に対する 2 つの

異議を反映させた。それは「領域」の侵害、そして「母性」の否定である。

この作品を編集者の指摘どおりに短くし、過激な男同士の戦闘シーンを消し

てもこの作品が 130 年間図書館で眠り続けなくてはならなかった理由は、ヒ

ロイン、ロザモンド自身の自由への渇望の声が当時の社会にはあまりにも大

きすぎたからなのだ。しかしオルコット自身は実際にこの領域を超えざるを

得なかった。彼女は常に男性の領域で働き家族を支えなければならなかった
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のだ。この作品が却下された背景には、19 世紀中産階級社会の建前と、オ

ルコットのような領域を超えざるを得なかった人々の現実との大きなズレが

存在していたのだ。

* 本論文は平成 22 年度日本大学英文学会 4 月例会において口頭発表した原稿に加筆・

修正を施したものである。

註

1 ただしこの発見されたスリラー作品をスターン（Madeleine	Stern）が Behind a 
Mask: The Unknown Thrillers of Louisa May Alcott というタイトルで編纂し出版したの

は、およそ 30 年後の 1975 年である。このことは Louisa May Alcott: From Blood and 
Thunder to Health and Home	で詳しく言及されている。

2 Judith	Fetterley は	“Impersonating	“Little	Women”:	 the	 radicalism	of	Alcott’s	
Behind A Mask”	（1983）で、“To	read	Little	Women	without	benefit	of	Behind A Mask	is	
to	misread	it.”（3）と述べている。

3 オルコットは『愛の果ての物語』と『現代のメフィストフェレス』をまったく

の別物と捉えているようである。このことは彼女の日記に、「昨年（1876 年）『ファウ

スト』を読んで以来、早く書きたくてしかたがなかった作品」（マイヤースン他	 282）
とあることからもわかる。

4 植民地時代の家庭がひとつの生産単位として機能していた時代とは異なり、産

業革命によって目まぐるしい経済発展の中の 19 世紀アメリカでは、男性が外で働き

賃金を得ることが生産的労働とされ家庭は生産する場所ではなくなった。そして次第

に家庭は物質主義の汚れた俗世間からの心休まる避難場所、聖域とみなされるように

なった。「清らかな天国	the	heaven	と汚れた世界	the	world	との対比はそのまま精神的

な、清らかな家庭と物質主義の横行する俗世界との対比」（有賀	42）となり、その「家

庭の清らかさを象徴するのが女性」（有賀	 42）になったのである。そしてこの時代の

動きと共に教会のあり方も変わった。牧師が教えを説く対象は、物質社会で外に働き

に出てしまい教会に来ない男性ではなく女性が中心となった。牧師たちは、女性のほ

うが道徳的宗教的に男性よりも優れていると女性たちに繰り返し説き、19 世紀の模範

的女性像である「家庭の天使」を創り上げたのだ。
5 ゲーテ	『ファウスト	第一部』池内紀訳	東京 :	集英社、1999、『ファウスト	第二

部』池内紀訳	東京 :	集英社、2000
6 羽澄直子	「隠されたスリラーの秘かな楽しみ――オルコットの情熱のヒロイン

たち――」	『名古屋女子大学紀要』第 50 号	(2003):	241
7 例えば本論文で採り上げた雑誌 The Godey’s Lady’s Book	の編集者でもあるヘ
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イル（Josepha	Hale）は、	Lady’s Magazine	の編集者であった頃にその雑誌の中で「夫

や子供たちのために幸せな家庭を作ることは本を執筆するよりもよっぽど賞賛に値す

る」（Wayne	173）と読者である中産階級の女性たちに助言しているが、彼女自身もま

た 5 人の子供を育てる夫を失った母親であった。そして家族を養うために彼女自身は

文筆活動に長年携わっていたのである。このように、生活の為に社会に出ている女性

でさえ表向きでは家庭の天使像を女性に推奨していた。彼女もまた、オルコットのよ

うに家族の生活と当時の女性への固定観念の狭間で苦しんでいた女性なのである。
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Synopsis

A	study	of	A	Long	Fatal	Love	Chase

NAGASHIMA	Mariyo

	 	 In	this	paper,	I	take	up	A Long Fatal Love Chase,	which	is	pseudonymously	
written	 by	Louisa	 May	Alcott	 in	 1866.	This	 novel	 was	 refused	 to	 be	published	
for	being	“too	long	and	too	sensational”.	At	a	glance,	however,	 it	does	not	seem	
sensational for people today. My goal is to find out what “too sensational” means 
and	what	makes	this	novel	“too	sensational”.
To	clarify	 this,	 I	 investigate	 following	 things.	First,	 I	 focus	on	 the	fact	 that	even	
Alcott	 did	 not	 know	 what	 “too	 sensational”	 meant.	 Received	 the	 rejection,	 she	
took	extensive	revisions.	She	toned	down	its	controversial	elements	such	as	violent	
duels	 or	 murders.	 Despite	 these	 changes,	 the	 book	 was	 again	 rejected.	 It	 is	 not	
violent	scenes	that	make	this	novel	“too	sensational”.
  Next, I discuss the previous research. Chiefly, there are two ideas. One says 
the	fact	that	Rosamond,	a	heroine	of	this	story,	is	not	a	wife	but	a	mistress	is	“too	
sensational”	for	people	of	19th	century.	The	other	says	the	personality	of	Rosamond	
is	not	acceptable	for	the	society,	because	when	she	discovers	she	has	been	duped	
into a false marriage with a murderer, she flees away instead of collapsing by a 
shock. I prove these views are insufficient by showing more unconventional stories 
and	cruel	heroines	of	Alcott’s	works.
	 	 Finally,	 by	 examining	 other	Alcott’s	 works,	which	have	 something	 in	
common,	 I	 draw	 the	 conclusion	 that	 the	 elements	which	make	 this	 novel	 “too	
sensational”	 are	 a	 deviation	 from	“true	womanhood”.	The	 characteristics	of	
Rosamond reflect Alcott’s objections against the stereotypes of the ideal women 
in	 19th	 century,	which	 are	 an	 encroachment	 on	male’s	 sphere	 and	 refusal	 of	
motherhood.	The	 reason	 why	 this	 novel	 was	 rejected	 is	 that	 Rosamond’s	 eager	
voice	for	freedom	is	too	loud	for	the	society	at	that	time.
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変容するアメリカン・アイデンティティ

――広告が映す多文化社会の意味するもの

日高正司

１．序論

今から 20 年以上前、アメリカの多文化主義論争（Multicultural	Movement）
では白人中心の歴史観や世界観に対する非白人の挑戦がクローズアップされ

たが、今日、当時のマイノリティパワーの記憶が蘇る社会状況が生まれつつ

ある。エスニック・アイデンティティの復活を新たな人種対立や文化論争の

前触れとしてとらえるメディアも登場するなど、その関心は高い。

新世紀から 10 年、白人主流文化を伝承する独占的な役割を担ってきたマ

スメディアがこれまでどおり、その地位を維持できるかどうかについては不

透明な状況にある。白人主流層が実行支配するメディア界は、1960 年代の公

民権運動以降もマイノリティ、特に黒人の業界進出を抑制し、他の非白人を

事実上排除してきた。マイノリティ文化の認識や評価は、一貫してマジョリ

ティの支配構造を支えるイディオロギーに合致することを前提としてきた。

90 年代以降の急速な社会変化の波がメディア業界にも押し寄せている。

これまでの一極支配のイディオロギーを固守する姿勢は、徐々に文化の多様

化を推進し、マイノリティ評価を改善する方向に向かっている。こうした変

化の兆しはテレビや映画の娯楽に留まらない。アメリカの消費文化を映す広

告もまた、アメリカ社会の多様性を強調し、よりカラフルなアメリカ人を描

写するようになった。広告が創造する新世紀のアメリカは、時代変化の速さ

や社会変容の大きさを実感させる。

近年、アメリカの商業広告にみる「エスニック・リバイバル」はアメリカ

社会におけるマイノリティパワーをより鮮明に映し出している。人種、民族、

出身系統、言語、宗教、など、多種多様なエスニック・アイデンティティが

内在するアメリカ人は、自分、他者、相互関係についてメディアが描写する

現実と理想に極めて敏感に反応してきた。自己アイデンティティの構築に関

わる問題であるからである。メディア界はアメリカの文化や社会の多様性に

どのように関わってきたのだろうか？また現代の大きな社会変動にどのよう
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に呼応しているのだろうか。今日、アメリカのマスメディアは、多様化が加

速する現代社会をどのように映しだしているのだろうか。こうした疑問への

答えを模索する研究が様々な視点からアプローチされてきた。本研究では特

に広告とエスニック・マイノリティとの関係に焦点を当てながら、今日のア

メリカ人にとってのアイデンティティやエスニック・パワーの意味について

考察してみる。

２. 変容するアメリカン・アイデンティティ

2005 年、ガイ・ガルシア（Guy	Garcia）	は、著書 The New Mainstream	の中で、

21 世紀のアメリカ社会、経済は、これまでの WASP を中心とした白人の支

配の構造からヒスパニック、黒人、アジア人、さらには白人も含めた混合人種・

民族から成る現在のマイノリティ集団（The	New	Mainstream）を中心とする

構造に転換すると述べている。新主流となる集団は、これまでの WASP 文

化への同化を前提とした社会（“Melting	Pot”	 society）を継承するのではな

く、マイノリティ文化や WASP 文化が共存する社会（“Salad	Bowl”	society）
を実現するとガルシアは予測する（Garcia	 113）。Pew	 Research	Center が全

米 1500 人の市民を対象に 2008 年 9 月に実施した調査では、「人種・民族の

多様性が進む状況をどう思うか」との問いに 61％が有益であると考え、有

益でないとする回答は 9％であった（肯定派は 50 歳未満で 66％、65 歳以上

で 49％）。若い世代ほど、その容認度が高いという調査結果は、アイデンティ

形成の重要要因であるエスニシティに対するアメリカ人の意識が今後さらに

多様化していくことを示唆する。同調査はさらに人種・民族の多様性が進む

と予想する理由として異人種間結婚の増加を挙げている。今日、14.6％（7
組に 1 組）の初婚は異人種間であり、これは 1980 年代の 2 倍に比率である。

こうしたトレンドを肯定的に評価する回答は 80％、すでに家族、親戚に異

人種間結婚をした人がいると回答した割合が全体で 35％（白人 29％、非白

人 50％）となっている（Pew	Research	Center）。
近年注目されるデモグラフィー（人口動向）の変動は、エスニック・マイ

ノリティの台頭を証明する顕著な社会現象である。こうした急速なアメリカ

社会の変動、特に有色人種が今世紀中頃までにはマジョリティになるとの予

想に対する白人の動揺や警戒は大きい。
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The	election	of	Barack	Obama	is	just	the	most	startling	manifestation	of	a	
larger	trend:	The	gradual	erosion	of	“Whiteness”	as	the	touchstone	of	what	
it	means	to	be	American.	If	the	end	of	white	American	is	a	cultural	and	de-
mographic	inevitability,	what	will	the	new	mainstream	look	like	–	and	how	
will White Americans fit into it? What will it mean to be White when white-
ness	is	no	longer	the	norm?	And	will	a	Post-White	America	be	less	racially	
divided—or	more	so?（Hua）	

サムエル・ハンティントン（Samuel	Huntington）は、1960 年代の移民法

改正による有色人種への定数割り当てと公民権運動によるマイノリティの権

利拡大が、それまでの特に移民の最盛期（1890-1920 年代）に浸透した移民

同化政策を、事実上継続不可能としたと述べている。英語教育の法制化や英

語の公用語化を放棄し、バイリンガル教育を浸透させたことがアメリカ社会

にスペイン語文化を氾濫さえ、やがては文化や国民を分断するのだという

（Huntington	4）。建国の父が築き上げた「アメリカの価値観」が急速に失な

れわれる現状を憂えるハンチントンとは対照的に、ガルシアには新しいアメ

リカン・アイデンティティを創造することへの期待が覗える。　

The	intercultural	New	Mainstream	is	not	limited	to	a	single	race	or	ethnic	
group,	nor	is	any	race	or	ethnic	group	excluded;	the	choosing	and	merging	
of identities and affiliations is an ongoing process that will continually re-
define the mainstream and, by extension, what it means to be an American.

（Garcia）

3.	デモグラフィーの変動とマイノリティの台頭

2010 年度アメリカ国勢調査（The	2010	Census）の結果発表を前に、人口

動向に関する様々な社会変動が予測されている。2013 年までに全人口に占

めるヒスパニックの比率は 17％（2003 年は 13％、）黒人は 13.2％（2000 年

は 12.7％）、アジア人は 5.3％（2000 年は 4％）といずれのグループも大幅

な人口増加が見込まれる。現在、これらマイノリティは総人口の 35％を占

めている（Passel）。増加率が最も高いヒスパニックの場合、3800 万人（2000
年度の国勢調査）から 2010 年度の国勢調査では 5000 万人に達するとの予
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測が多い。2050 年までに、現在の 3 億から 4 億 4 千万に増加するアメリカ

総人口の半分が非白人で構成される。白人は 47％と半分以下となる。非白

人がマジョリティとなる時期については、さらに早まるとの予測もある。カ

リフォルニア州の場合、3 人に 1 人がヒスパニックで、増加率は全国平均の

７倍の速さである。すでに 4 州（ハワイ、ニューメキシコ、カリフォルニア、

テキサス）では非白人の人口が 50％を超えている（Passel）。マイノリティ

がマジョリティに変わる状況は今後さらに顕著になる。

４．広告の中のエスニシティ

アメリカにおける商業広告の歴史は長い。植民地時代の 18 世紀初頭から

100 年以上に亘って地元新聞に掲載された奴隷売買の広告をインターネット

で目にするアメリカ人は、広告主、売り手、買い手、「商品」としての奴隷、

それぞれ異なる境遇において、どのような過去とのつながり（エスニシティ）

を意識するのだろうか。奴隷広告のレイアウトや宣伝文句、レトリック手法

が今日の広告にもつながることを知るアメリカ人は、当時の広告文化にどん

な思いを馳せるだろうか。祖先の容姿や境遇を想像する黒人読者は自分の

ルーツに対してどのような精神的つながりをもつのだろうか。広告の中の歴

史は過去と現在を結びつけ、アメリカ人にアイデンティティの意味を問い続

けてきた。

エスニック・マイノリティと広告の大きな接点は、移民が急増した 20 世

紀前半である。移民が本国で使用していた商品が流通し、移民による移民の

ためのビジネスが定着した。広告業も誕生したが、移民が業界の関心となる

ことはなかった。エスニック・グッズが広く流通しなかったことや、当時、

移民のエスニシティには、「成功」や「洗練」、「進歩」を連想させるプラス・

イメージがなかったためである。マイノリティ向けの安価な商品の開発は進

んだが、一般向け商品とは品質面で競合できず、粗悪品、オールド・ファッ

ションとしてのイメージが定着していた。

エスニック・マーケティングに大きな転機をもたらしたのは、第二次大戦

後の好景気である。消費者に生産者の意向を押しつける画一的なアプローチ

と取る従来の方法が後退する一方で、市場調査を基に、細分化した消費者グ

ループの価値観を反映させる広告手法が登場した。「広告の目」がエスニッ

ク・マイノリティにも向けられた初めての時機である。デヴィッド・ポッター



	 	 	 	 変容するアメリカン・アイデンティティ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ――広告が映す多文化社会の意味するもの 	 	 107

（David	M.	Potter）は、1954 年の著書 People of Plenty の中で、アメリカに

経済的繁栄をもたらした最大の要因は広告の進化であると述べている。学校

や教会と同等に、広告は社会を統制する力を備えた新しい「institution」で

ある	と定義し、消費者志向による広告が社会機能の安定や促進につながる

のだと説いている。

The	most	critical	point	in	the	functioning	of	society	shifts	from	production	
to	consumption,	and	as	it	does	so,	the	culture	must	be	reoriented	to	convert	
the	producer’s	culture	 into	a	consumer’s	culture.	 .	 .	 .	The	society	must	be	
adjusted	 to	a	new	set	of	drives	and	values	 in	which	consumption	 is	para-
mount.（Potter	173）

終戦を境に黒人の広告業界への参入が始まったが、業界を支配する白人か

らは受けいれられなかった。財政基盤も弱かったため、黒人向け商品を黒人

向け雑誌で宣伝することに限定された。皮肉なことに、広告に掲載される商

品の多くが、白人の文化的価値観を反映したものであった。黒い汚れをおと

す石鹸、肌の色を目立たせないクリーム・パウダー、また、縮毛を直毛にす

るための薬品や器具。「問題ある」黒人の身体的特徴をこうした白人の商品が

「解決してくれる」という、お決まりの広告シナリオができていた。ところが

こうした類の広告は多くの黒人読者の消費欲望を駆り立てた。白人の価値観

を共有し、消費に専念する黒人消費者は、白人消費文化の担い手となること

で白人と同じ消費者としてのステータス・アイデンティティを実感すること

ができた。同時に、新しい社会での黒人アイデンティティの模索は続いた。

公民権運動、それに続くエスニック・リバイバルは、広告界におけるマイ

ノリティの存在感を高めた。エスニック・グループ向けの新聞、雑誌、さら

にはラジオ、ビルボードには、読者のライフスタイルを意識した様々な広告

が溢れた。主要な新聞、テレビの広告にも黒人の起用は徐々に増え、増加す

る黒人消費者を意識した新しい広告描写がみられた。それまで白人配役が独

占したコマーシャルに黒人を「交ぜる」これまでにないスタイルが社会の注

目を集めた。何より白人視聴者の反応が広告主の関心事であった。

In	the	mid-1960’s,	advertisers	faced	a	sensitive	social	and	economic	issue,	
the	possibility	 of	 including	black	 actors	with	 white	 actors	 in	 commercial	
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messages.	.	.	.		Advertisers	faced	a	dilemma:	trying	to	satisfy	the	black	con-
sumer	market	with	 integrated	advertisements,	advertisers	 risked	alienating	
white	consumers.（Whitter）

当時の映画やテレビ番組に出てくる黒人と同様、広告の中の黒人は白人に

雇われる家政婦や小間使いなど、奴隷を連想させるステレオタイプ化された

人物描写が大半であった。このような白人と黒人との不変的従属関係に変化

の兆しがみられたのがこの時代である。

公民権運動の大きな成果として挙げられるのが、そうした人種差別的な広

告の差し止めや掲載された商品の不買運動である。全国有色人種地位向上協

会（ＮＡ ACP）をはじめ、多くのエスニック政治団体は、時には団結して

彼らのエスニック・アイデンティティを中傷する広告に公然と抗議の姿勢を

示すようになった。

マイノリティ描写に明らかな変化が現れ始めたのは 70 年代以降である。

その象徴的事例として挙げられるのが Aunt	 Jemima	の広告である。一世紀

にも亘って、従順で優しい大柄な黒人家政婦をトレードマークに使用してい

る食品会社が、彼女の奴隷イメージを変え始めたのがこの時期である。体型、

化粧、装飾品が改善され、それまでの貧しい従属的イメージは、徐々に自由

で気品ある白人女性を意識した新しい黒人女性に変身した。ポジティブな描

写は黒人女性の消費意欲をさらに高めた。すでに消費はマイノリティが自己

アイデンティティを追求する機会となっていた。マイノリティ・アイデンティ

ティの軽視や侮辱に対する強固な政治抵抗が功を奏して、黒人の広告起用や

描写においては大きな改善が見られた。問題は黒人以外のマイノリティが依

然として広告の世界ではその存在さえ十分認知されない状況が続いたことで

ある。

広告の世界で存在感を示すことができたのは 80 年以降も黒人のみであっ

た。すでにこの国で経済的成功を確立していたアジア人や特定産業への労働

力を安定提供していたヒスパニックは 80 年代以降も引き続き「顔の見えな

い消費者」としての地位に甘んじていた。

限られた起用で描写されるアジア人は「モデル・マイノリティ」として、「勤

勉」「高学歴」「ハイテク志向」といったステレオタイプが横行した。夢を売

る広告は、他のマイノリティよりもいち早く経済的成功を手にした、成功者

としてのアジア人をポジティブに描いても、成功者とは無縁のアジア系新移
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民の存在には関心を示さない。アジア系の文化差異を反映しない、「モデル・

マイノリティ」ラベルが付けられたままの広告はアメリカで生まれた新世代

のアジアン・アイデンティティの形成に深刻な影響を与えている現実がある。

As	Asian	Americans,	we	need	 to	 remember	 that	while	we	 rightly	deserve	
to	celebrate	our	individual	and	collective	successes,	we	also	need	to	under-
stand	that	we	are	not	all	the	same,	nor	should	that	be	our	goal.	The	fanatical	
drive	for	status,	prestige,	material	wealth,	and	acceptance	from	“mainstream”	
American	society	has	its	limits,	and	.	.	.	is	taking	its	toll	on	to	too	many	of	
our	young	members.（Asian-Nation）

ヒスパニックもまた、広告に登場した 80 年代当初からステレオタイプ・

イメージは出来上がっていた。アジア系と異なり、経済的基盤が弱く、購買

力もなかったヒスパニックへの広告界の関心は低かった。限られた登場機会

を利用するだけが彼らの選択肢であった。お決まりの広告は不法移民やギャ

ングを連想させた。彼らが手にできる清掃や季節労働の配役にセリフが用意

されることはなかった。女性には決まって官能的、肉体的なイメージが押し

つけられた。煌びやかな衣装を身にまとう女性、従順に働くメイドといった

固定描写は今日も生き続けている。ヒスパニック女性が抱えるエスニック・

アイデンティティと現実との葛藤をアンソニー・カーテスは次のように述べ

ている。

Unfortunately,	..young	Latina	models	and	actors,	looking	for	visibility	and	
a	means	to	survive,	are	forced	to	accept	jobs	that	cast	them	in	these	stere-
otypical	roles.	.	.	.	Latinas	may	also	sometimes	accept	stereotypes	because	a	
role	that	requires	physical	attractiveness	enhances	notions	of	self-worth	and	
self-esteem.（Cortesse	105）

植民地時代の奴隷広告に始まり 1980 年代後半までの長きにわたるアメリ

カ広告界の支配と被支配の関係は、エスニック・マイノリティに対する排除、

搾取、差別の三つに簡約される。90 年代から今日に至る歴史的社会変動が、

それまでの強固な従属構造を打ち壊す大転機になることなど、わずか 20 年

前には想像しえない事態だったに違いない。
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５．マイノリティパワーの台頭

大転機の一つは、1989 年に開始されたインターネットの商業利用である。

オンライン・ビジネスの誕生によって、消費者には有利なビジネス・モデル

が次々と導入され始めた。商品やサービスについての情報収集は、製造業者

や広告業者に依存する必要がなくなった。個人が直接に業者とコミュニケー

ションを取れるだけでなく、ネットワークで結ばれた個人消費者が両業者に

対して大規模かつ迅速な集団行動を起こせる環境も整った。商品、購入方法

の選択幅が飛躍的に広がったことで、消費活動はこれまでなく多様化が進ん

だ。ターゲット広告やインテラクティブ広告は消費者の意向を反映させる手

法である。特にインターネット世代の消費者にとっては、消費活動が自己ア

イデンティティを形成、認知、発展させる機会となった。オンライン広告に

関する多くの研究は、自分のアイデンティティを反映していると認知できる

広告には、消費者が主体的にアクセスすることを明らかにしている。消費者

のアイデンティに合わない広告は無視され排除されるという、これまでの従

属関係が完全に逆転するシステムが出来上がりつつある。アメリカではオン

ライン広告がすでに新聞、テレビを抜いて最大の収入源となっており、この

現実は広告界におけるマイノリティパワーの復活を象徴している。

もう一つの大きな社会変動は、急速な人口増加に比例してエスニック・マ

イノリティの経済力が大幅にアップしたことである。マーケティング業界

や広告業界は三大マイノリティ・グループの購買力（Buying	or	Purchasing	
Power ＝消費者の総収入から税金を差し引いた消費に使える金）の飛躍的

伸びに注目している。下記の統計は詳細にその現実を表わしている。1990
年、ヒスパニック、黒人、アジア人を合わせた購買力は全体の 15％であっ

たが、2013 年には 24％を占めると予測されている（Television	 Bureau	 of	
Advertising）。

																				Buying	Power	(billions	of	dollars)

	 	 	 	 	 1990	 	 	 2000	 	 	 2008	 	 	 2013
AA	 318.1	 590.2	 913.1	 1,239.5
HP	 211.9	 489.5	 951.0	 1,386.2
ASA	 116.5	 268.9	 509.1	 752.3
Total	 4,270.5	 7187.6	 10,721.0	 14,013.7
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																			Percentage	Change	in	Buying	Power

	 	 	 	 1990-2008	 	 1990-2013	 	 2000-2008	 	 2008-2013
AA	 187.0	 289.6	 54.7	 35.7
HP	 348.9	 554.3	 94.3	 45.8
ASA	 337.1	 545.9	 89.3	 47.8
Total	 151.0	 228.1	 49.2	 30.7
																																	
AA=African	American
HP=Hispanic
ASA=Asian	American
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出典　Television	Bureau	of	Advertising	2010

今日、アメリカ企業は業種を問わず、こうしたマイノリティに関する経済

指標に敏感に反応する。事実、1990 年の初めから、多くの大企業は、近い

将来マジョリティとなるエスニック・マイノリティの支持を得るためのマー

ケティング戦略を練ってきた。多種多様な文化価値、アイデンティティを持

つマイノリティ消費者の意向に対応できる専門マーケターやアドバタイザー

が業界での地位を築いてきた。ウォールト・ディズニー社の副社長で長年、

多文化マーケティング部門を統括してきたカデナ・クリスティンは次のよう

に述べている。

Advertising	 in	 the	United	States	 has	 become	not	 only	 a	 highly	 technical	
field	 but	 also	highly	 cultural.	 For	 many	 companies,	 designing	 a	 market-
ing or ad campaign, aimed at a specific demographic, is vital to success of 
their	business.	 .	 .	 .	Understanding	the	impact	of	culture	and	race	upon	the	
consumer attitudes of products and services is the first step to creating the 
perfect	advertisement	for	any	business.（Carnena）

カイザー・ファミリー財団が 2006 年に実施した調査によると、子供向け

広告を出しているアメリカ大手食品ブランド企業の 85％（2006 年）が、同

時に自社オンラインサイトでも子供を対象とした広告を提供している。ア

ドバゲーム（Advergame）として普及している広告入りオンラインゲームに
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子供を参加させ、そこに登場するブランド・キャラクターや製品ネームの

アピールを狙いとしている。オンラインゲームを広告に取り入れている企

業は 73％に及ぶ。業界大手のブロックドット社が 2010 年に実施した調査

（500 人対象）では 83％の利用者がこうしたインテラクティブ広告のスポン

サー企業に好感を持ち、70％がその企業の製品を購入したいという（Kaiser	
Family	Foundation）。

マクドナルドは 2003 年、アジア系と黒人をターゲットにそれぞれサイト

名を付けたオンライン広告を開始した。365Black.com　では中流家庭の黒

人家族（両親に 2 人の子供）、卒業式でガウンを身にまとう黒人学生、若い

黒人のカップルがサイト一面に登場する。いずれのショットも幸福や成功を

イメージしている。広告には黒人伝統文化への称賛、コミュニティーとの絆

をアピールするメッセージ、各界で活躍する黒人セレブの業績や芸術活動な

どが紹介されている。これらは共通して、黒人視聴者のポジティブなアイデ

ンティを強調し、黒人精神を鼓舞する意図が見てとれる。

異なる人種が連なって登場するテレビコマーシャルもアメリカでは 90 年

代以降は珍しい光景ではなくなった。恋人、家族、隣人、同僚を演じるキャ

ストが広告製品やサービスの利用を通して緊密な関係を演出している。特定

のマイノリティ消費者をマジョリティ消費者に取り込むための普遍的なシナ

リオ設定がなされている。

マイノリティ消費者を対象としたターゲット広告は、通信、娯楽、自動車、

旅行、住宅、医薬品、金融など多岐業種にわたる。マイノリティ人口の急増

と購買力に魅せられる企業は、従来の価格や品質ではなく、文化やアイデン

ティを広告メッセージの柱としている。商品やサービスが持つ「文化」を消

費者のアイデンティティにいかにマッチさせるかが最大の関心である。しか

し多種多様な文化背景を持つ消費者へのアプローチには常にリスクが伴う。

ステレオタイプ、誇張 ,　虚報、侮辱。インターネット掲示板の「文化アプロー

チ」に対する広告への無数の批判や非難がその危険性を証明している。異人

種接触を設定したテレビコマーシャルには、エスニック・マイノリティの「非

現実的」描写に対する批判や非難は多い。

I've	noticed—and	have	become	annoyed	with—TV	ads	 that	 falsely	depict	
minorities.	 It's	 nice	 that	 the	 ads	 show	 the	 races	 mixing	 together	 into	 one	
happy	scene.	I	applaud	the	effort,	yet	it	still	comes	off	as	fake.	How	many	



	 	 	 	 変容するアメリカン・アイデンティティ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ――広告が映す多文化社会の意味するもの 	 	 113

black	people	do	you	know	look	like	the	ones	in	TV	ads	-	light-skinned,	big	
curly	hair,	looking	like	white	people?	This	has	GOT	to	bother	most	people,	
black	or	white	,	Asian	or	whatever.（Hiroshi	2）	

６．ミレニアルズのアイデンティティ

こうした大きなリスクを冒して多人種・多文化描写を拡大するのは、長年

の差別待遇に対するマイノリティの名誉回復や政治的是正のためではない。

90 年代以降の大きな社会変動が個人、家族、コミュニティー、アメリカ社

会全体に与える影響を見越しての広告戦略である。新しい社会構造が、ガル

シアの予測する多文化共存社会を基盤とするものであるならば、個人と個人

との関係、また個人と社会との関係はそれぞれどのように変化するのか？そ

れに伴うアメリカ人のアイデンティティ形成はどのように変化するのか？広

告が描写する多人種・多文化社会の「シミュレーション」への反応は、迫り

くる現実の受け止め方に世代間、人種間の隔たりがある。

視聴者の反応の中でも、ミレニアルズ（	Millennials	）と呼ばれる、1980
年から 2000 年の間に生まれた 8 千万人から成る新世代に広告業界の関心が

集まっている。その 40％は人口増加率が突出している三大マイノリティ及

びその混血若年層が占める。（白人は 60％）ミレニアルズはアメリカ史上最

も多種な人種・民族構成をもつ世代である。異人種接触に対する認識、価値観、

行動は他の世代との比較において、最もリベラルな姿勢が覗える。一例とし

て、家族のメンバーが異人種相手と結婚することを容認するミレニアルズは

90％、また異人種の友人を持つミレニアルズは 50％という 2010 年の調査結

果がある（Passel）。
歴史的な移民の到来を経験したこの世代は、年少時より学校で多文化教育

を受け、恵まれたメディア環境の中であらゆる大衆異文化に接する機会を享

受してきたため、異文化に対する寛容性や適応能力が極めて高い。また現代

史においては政治参加や社会意識が最も高い若年層である。2008 年の大統

領選挙ではオンラインによる草の根運動を先導し、66％がオバマを支持して

いる。人権や環境などグローバルな問題に関心が高く、無責任な企業活動に

対して積極的な政治活動を展開する（Keeter）。
ミレニアルズのメディア・ライフにも広告業界の注目が集まる。拡張や変

化を続ける彼らのメディア活動がどのようにアイデンティティ形成につなが
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るかを究明し、「アメリカの顔」となる、新しい広告塔を創り上げるねらい

がある。ミレニアルズを広告戦略のターゲットとするのは、単にその規模や

購買力の魅力だけではない。業界の多くはこの世代の広告に対する受容性や

柔軟性の高さに注目している。最初のオンライン・メディア世代として、ミ

レニアルズはメディア技術の進歩に敏感に反応する。最新技術とつながるこ

とは自己アイデンティティの形成、対人関係の構築、維持において不可欠な

ものとみなしている。

　Clearly	 they	 are	 the	 leading	 adopters	 of	 [new	 technology],	 so	 it's	 their	
window	on	the	world,	it's	their	window	for	information,	for	entertainment.	
It's	 the	platform	 for	 their	 social	 lives.	Teenagers	 and	 twenty-somethings	
need	to	be	where	other	teenagers	and	twenty-somethings	are.	And	way	back	
in	the	distant	mist	of	history	before	the	digital	revolution,	that	place	was	the	
suburban	mall	or	the	soda	shop.	Now,	that	place	is	Facebook.	They	need	to	
be	there	because	everybody	else	is	there.	You	see	it	here	in	terms	of	social	
networking profiles where fully three-quarters have one.（Pew	Research	
Center）

新技術を次々取り入れるライフスタイルを実践し、ＰＣ操作、携帯通話、

テレビ視聴を同時にこなせるマルチタスク能力を、他の世代と差別化を図る

アイデンティティとしている。(19)	 	新聞やテレビが主要な情報源であった

親の世代と違い、豊富なオンライン・サービスの中から広告を含むあらゆる

情報を選択できるミレニアルズは、広告に対する価値観や姿勢が前世代とは

大きく異なる。e-Marketer 社が 2010 年 7 月に実施した調査で、「広告のメー

リング・リストに実名を載せない」を選択するミレニアルズが 44％（世代

層平均は 51％）、同様に「一般的に広告は嫌い」は 32％（平均 37％）、「広

告は子供に有害」は 33％（平均 41％）というこれらの結果は、オンライン

世代が広告に否定的な世代ではないことを示している（eMarketer）。「広告

を避けるのは必ずしも嫌いだからではなく、その間にやれることがたくさん

あるからなのだ」と、ミレニアルズ専門サイトを主宰するジョシプ・ペテュ

ルーサは言う。さらに電子メディアの利用に埋没したライフスタイルを管理

する能力を備えている点も強調する。
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We	 (Millennials)	 highly	 customize,	 specialize	 and	 segment	 our	 environ-
ments to such a degree that it’s become extremely effective and efficient for 
us.	 .	 .	 .	We	customize	our	 lives.	We	control	what	we	want	and	we	control	
when	we	want	it.	It’s	not	because	we	have	to,	it’s	because	we	can.（Joship）

７．アメリカン・アイデンティティへの展望

ますます多様化し、複雑化するアメリカ社会ではメディア・ライフが自己

アイデンティティの確立に大きな影響を及ぼしている。近い将来、エスニッ

ク・マイノリティやミレニアルズがマジョリティとなって社会を構築し、文

化を創造する過程において様々なサブ・グループとの対立や摩擦が予想され

る。白人主流グループによる差別、搾取、排除のメディア支配構造から、ア

メリカ人は何を学び、異種共存の理想を追求するのだろうか。少なくとも

90 年代以前の広告界に見るような、固定的で不変的なマジョリティ・マイ

ノリティ関係が再現されることはないだろう。ミレニアルズのアイデンティ

ティ構築は、前世代のそれとは違い、異種・異質の排除に依拠するものでは

ない。ガルシアが「創造的階層」と名づけるこの世代の異文化適用能力を特

に強調する。

The “creative class”—these tend to be younger, more affluent, usually urban 
dwellers	who	are	multicultural	by	interest.		By	choice,	they	are	xenophiles,	
rather	than	xenophobes,	and	so	their	relationship	with	this	emerging	majori-
ty	of	multicultural	consumer	is	very	symbolic.	.	.	.		This	younger	generation	
has	much	more	 recognition	 and	 acceptance	of	multicultural,	 inter-cultural	
reality.	They	see	their	identity	as	multidimensional.（Garcia）

オンライン・オフラインどちらの世界においても、ミレニアルズのアイデ

ンティティはその相互性、受容性、弾力性、多義性において前世代とは一線

を画している。リアルとバーチャルの両世界をいつでも自由に行き来するミ

レニアルズは、未知なるもの、異質なものとの関わりに主体性や帰属意識を

もつ。その意識は、人種、民族、国家、宗教など既存の対象だけに向けられ

るのではない。オンライン広告に登場するフィギュアやアバターにもアイデ

ンティティを見いだす世代である。バーチャルなものへの同一意識は、一時
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的な感情移入の域を超えているかに見える。日本のアニメキャラクターを「崇

拝する」若者は世界中に点在する。コスプレ（仮装）姿でアニメソングを日

本語で歌うアメリカンティーンズは、その様子をユーチューブで披露する。

自己表現の新しい形態である。確かにアイデンティティの意識や表示は時代

のトレンドと共に変化するものであるが、明らかに前世代には存在しなかっ

た変化である。ナショナル・ホリデー、エスニック・フェスティバル、オリ

ンピック・ゲーム、クリスマス・パーティーなど、従来の「文化枠」を越え

て、アイデンティティの対象は今後さらに細分化、特定化されると考えられ

る。オンライン・コミュニティの細分化と共に、アメリカ人の自己意思や帰

属意識は、個人志向的なもの、よりバーチャルのもの、さらに多様なものへ

と変容していくだろう。アメリカ生まれの非白人の出生率が白人をはるかに

上回る今日、前世代のエスニック・アイデンティティへの歴史的「執着」は

新世代の新たなアイデンティティの創造へと変化していくに違いない。
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Synopsis

Title in English

HIDAKA	Masashi

	 	 A	closer	look	at	the	increasing	power	of	American	ethnic	minority	population,	
including	African	Americans,	Asian	Americans,	 and	 Hispanics	 shows	 that	 this	
trend	will	 surely	 change	 the	American	 ‘national	 character’	 in	 the	near	 future.	
Especially	 the	great	 demographic	 change	 and	 the	minority’s	 rising	 economic	
power	 since	 the	 end	of	 the	1990’s	 have	 expanded	 the	national	 discourse	of	
American	national	 identity.	With	the	historical	background	of	minority	groups	in	
advertising	reviewed,	this	study	considers	how	they	have	been	empowered	in	the	
process	of	recent	social	change	and	how	the	change	contributes	to	the	creation	of	a	
new	“American	Identity.”	This	study	is	also	interested	in	exploring	how	American	
youth	of	 today	perceive	 themselves	 and	want	 to	 identify	 themselves	 beyond	 the	
boundaries	of	their	ethnic	identity.
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Adaptation	Patterns	in	Japanese	Loanword	Phonology	

MINUSA	Tomoyuki	

1.	Introduction	

	 	 The	borrowing	of	words	 from	one	 language	 into	another	has	been	a	 topic	
of	 interest	 among	 linguists	 for	quite	 some	 time.	One	 reason	 for	 this,	 I	believe,	
is	 that	 the	phonological	nativizations	 found	 in	 loanwords	are	a	useful	 source	of	
extragrammatical	evidence	about	how	the	phonological	system	of	 the	borrowing	
language	operates.	According	 to	Crawford	 (2009),	 the	borrowing	 into	English	
from Japanese words containing //, such as // → [], // → [
], and // → .//, shows that in general Japanese // is adapted 
as	[]	when	it	occurs	in	a	stressed	syllable	in	the	resulting	English	loanword,	but	
is	instead	[]	when	it	occurs	in	an	unstressed	syllable.	This	suggests	that	there	is	
a restriction in English on // surfacing in unstressed open syllables. Therefore, 
languages	have	 their	own	peculiar	 constraints	with	 regard	 to	 the	 lexicon	and	
phonological	 alternations.	Kenstowicz	&	Suchato	 (2006)	argue	 that	 loanword	
nativization	patterns	can	provide	additional	 insight,	beyond	grammar-internal	
evidence,	 into	 the	phonological	 competence	of	 the	 speakers	of	 the	borrowing	
language.	
	 	 In	 this	paper	 I	will	deal	with	adaptation	patterns	of	 Japanese	 loanwords	
borrowed	 from	English,	 classifying	 them	 into	 (1)	palatalization	of	velars	before	
[], (2) germination of word-final voiced obstruents, and (3) coronals and palatals 
before	front	vowels,	using	the	data	collected	form	Arakawa	(1977)	and	NHK	(1998).	

2.	Data	

	 	 The	 data	 I	will	 use	 in	 this	 paper	 is	 taken	 from	 both	Arakawa	 (1977)	 and	
NHK	 (1998),	 analyzing	 all	 loanwords	 which	 include	 palatalization	 of	 velars	
before	 [],	 germination	 of	word-final	 voiced	 obstruents,	 and	 coronals	 and	
palatals	before	[],	excluding	words	consisting	of	more	than	one	word	(e.g.	
 	‘icecream	soda’).	
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3.	Japanese	loanword	adaptation	patterns	

	 	 Non-native	 segments	 such	 as	 [],	 []	 or	 []	 do	not	 occur	 in	 Japanese	
loanwords	because	Japanese	do	not	have	such	segments.	Therefore,	[]	and	[]	
are	 adapted	 into	 Japanese	 as	 []	 and	 []	 respectively,	 and	 []	 is	 adapted	 into	
Japanese	as	[].	While	there	is	a	general	resistance	in	the	early	stages	of	contact	
to	borrowing	no-native	segments	(Haugen	1950,	Thomason	&	Kaufman	1988),	
the	 katakana	 character	 orthography	 used	 for	 loanwords	 presents	 an	 additional	
challenge	 to	 representing	 these	 segments	 in	writing.	Each	katakana	 character	
represents	 a	 single	 (C)	V	mora.	Since	English	has	 a	 larger	 segment	 inventory	
than	Japanese	(see	(1)	below),	the	convention	for	adapting	English	vowels	that	
has	arisen	over	 time	 is	 that	 the	 tense-lax	distinction	 in	English	 is	 reinterpreted	
as	 a	 length	distinction	 in	 Japanese.	According	 to	Katayama	 (1998),	English	
lax	 vowels	 are	 adapted	 into	 Japanese	 as	 short	 vowels	 (e.g.	bit → //), 
while English tense vowels are adapted as Japanese long vowels (e.g. beat → 
//). The English diphthongs //, //, and // are adapted into Japanese as 
sequences of two short vowels, //, //, and // respectively (Crawford 2009). 

	 	 	 	 (1)	Vowel	 systems	 of	 Japanese	 and	American	 English	 (International	
Phonetic	Association	1999)

(a)	Japanese	 	 	 	 	 	 	 	 (b)	American	English	

                         
                         
                           
                          
                      
                        
        

	 	 With	 regard	 to	 Japanese	 syllable	 constraint,	 on	 the	other	 hand,	 syllable	
codas have to be either a moraic nasal or the first segment of a geminate (e.g. 
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// ‘appreciation’ or // ‘probably’ respectively). This constraint is 
formulated	 as	CodaCond	 (Ito	 &	Mester	 1995)	 or	 *Coda	 (Katayama	 1995,	
1998). Japanese loanwords preserve the word-final consonant via epenthesis, not 
deletion.	Katayama’s	(1995,	1998)	explanation	of	the	occurrence	of	epenthesis	in	
loanwords	is	that	*Coda	and	Max-IO,	which	prohibit	deletion,	is	ranked	higher	
than	dep-IO,	which	prohibits	epenthesis	as	the	following	tableau	shows.	

	 	 	 	 (2)	Adaptation	of	bike,	based	on	Katayama	(1995,	1998)
     *Coda Max-IO dep-IO
a.	 	  			 *!
b.	 	  *!
c. ☞   *

	 	 However,	Crawford	(2009)	gives	the	following	example	of	older	loanword	
where	 deletion	 of	 the	 illegal	 coda	 consonant	 occurs.	The	mid-19th	 century	
borrowing	 lemonade →[] shows deletion of the word final // (cf. 
the	more	 recent	 reborrowing	 of	 lemonade → [],	 where	 the	 source	
word-final // occurs in the loanword with an epenthetic [].	For	reference,	the	
following	is	a	chart	of	consonant	inventory	of	Japanese	(Ito	&	Mester	2003).

	 	 	 	 (3)	Consonant	Inventory	of	Japanese.
	
      	 *	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
       	 *               

	 	 	 	 	 ()	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 ()	 	 	 	 	 	 

()	 *                          
       

                  ()	 	 	 	 	 	 ()
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Segments in parentheses occur only as non-contrastive allophones (except // 
and //, which are contrastive in the foreign stratum only), while segments 
with an asterisk occur only in the foreign statum. The segments //, //, 
and //actually have an alveopalatal place of articulation (Akamatsu 1997), 
but	 in	 keeping	with	other	 studies	 of	 Japanese	phonology	 I	 transcribe	 them	
as palatoalveolars. The palatal segments //, //, //, and // contrast with 
their non-palatal counterparts //, //, //, and // only before back vowels in 
Yamato,	Sino-Japanese	and	mimetic	words.	These	palatals	are	often	analyzed	as	
underlying //, //, // and // respectively.
	 	 Yip	 (1993)	 points	 out	 that	 there	 are	 no	 loanword-specific	 constraints	
operative	 in	 the	 grammar	 of	 the	 borrowing	 language.	 Specifically,	 the	
faithfulness	 constraints	 (Kager	1999)	 cannot	be	used	 to	model	 the	 interactions	
between	 faithfulness	 and	markedness	 constraints	 in	 adaptations,	 because	 the	
repair strategies seen in loanwords may sometimes conflict with those used in 
the	native	phonology	(Kang	2003,	Yip	2006).	Smith	(2006)	points	out	that	while	
epenthesis	 is	 normally	 used	 to	 repair	 illegal	 coda	 consonants	 and	 consonant	
clusters	 in	 Japanese	 loanwords,	 deletion	 is	 used	 instead	 for	 repairs	 in	 verb	
conjugation	 patterns.	These	 two	 cases	 would	 require	 conflicting	 rankings	 of	
Max-IO,	which	prohibits	deletion,	and	dep-IO,	which	prohibits	epenthesis.	That	
is,	epenthesis	requires	the	constraint	ranking	Max-IO >> dep-IO,	while	deletion	
requires	 dep-IO >> Max-IO instead. In order to postulate a loanword-specific 
correspondence	relation,	Smith	(2006)	uses	two	additional	constraints:	Max-SB,	
which	requires	that	segments	in	the	source	word	must	appear	in	the	borrowing,	
and	dep-SB,	which	requires	that	segments	in	the	borrowing	must	appear	in	the	
source	word.	The	ranking	of	each	is	Max-SB >> dep-SB,	dep-IO >> Max-IO	as	
the	following	tableaus	show.	

    (4) Adaptation of best, showing loanword-specific epenthesis repairs (from 
Smith	2006)
 CodaCond Max-SB dep-SB dep-IO Max-IO
a.	 	  					*!
b. ☞  **
b.	 	  		**!
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	 	 	 	 (5)	Deletion	repairs	in	verb	morphology	(from	Smith	2006)
+(causative) CodaCond Max-SB dep-SB dep-IO Max-IO
a.	 	  					*!
b.	 	 _ 		*!
c.	 	  		*

As	(4)	and	(5)	above	show,	deletion	occurs	in	verb	conjugation	patterns,	while	
loanword-specific epenthesis occurs in loanwords. Therefore, Max-SB	and	dep-
SB are loanword-specific constraints. 

4.	Palatalization	of	velars	before	[]

The palatalization occurred in a velar stop followed by // (e.g. 	 ‘cat’	or	
 ‘candy’) seems to be a reflection of the relatively fronted articulation 
of	velars	before	front	vowels	in	English	(Keating	&	Lahiri	1993).	However,	 in	
other loanwords, such as // ‘category’ or // ‘camera’, the velar 
is	not	palatalized.	According	to	NHK	(1998),	palatalization	occurs	in	49	words	
and	 it	does	not	occur	 in	25	words.	According	 to	Arakawa’s(1977)	data,	on	 the	
other	hand,	palatalization	occurs	 in	43	words	and	does	not	occur	 in	37	words.	
Unfortunately, NHK’s (1998) data do not have the date of first attestation, but 
Arakawa’s	 do.	Therefore,	 I	 examine	Arakawa’s	 (1977)	data	 here	 (likewise	 in	
section	5	 and	6).	The	 following	 chart	 illustrates	 the	year	 of	 first	 attestation,	
divinding	them	into	unpalatalized	and	palatalized.	

    (6) Year of first attestation 
-1849 1850-

1869
1870-
1889

1890-
1909

1910-
1929

1930-
1949

1950-
1969

unpalatalized 9 1 9 3 3 1 11
palatalized 0 3 7 4 5 10 14

According	 to	 (6)	 above,	 there	 is	 some	 tendency	 that	 later	 borrowings	 are	
palatalized more frequently. The 9 words in the data set that are first attested 
before	1850	have	non-palatalized	velars,	while	after	1890	 the	palatalized	velar	
loanwords	outnumber	the	non-palatalized	velar	loanwords	borrowed	in	each	time	
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period,	although	even	in	the	period	1950-1969	non-palatalized	velars	were	still	
in	common	in	adaptation.	The	following	 tableaus	show	the	constraint	 rankings	
of	each.	

	 	 	 	 (7)	Palatalization	of	velars	(‘cancel’)	(Crawford	2009)
     *Palatal	(velar) *Ident-Io(plain)
a.	 	  *!
b.	☞	 *

	 	 	 	 (8)	Non-palatalization	of	velars	(‘camera’)	(Crawford	2009)
 Ident-IO(plain) *Palatal	(velar)
a.	☞	 *
b.	 	  *!
	
Palatalization	 of	 velars	 requires	 the	 constraint	 ranking	*Palatal	 (velar),	 which	
prohibits palatalization (i.e. velar palatalization here) >> Ident-IO	 (plain).	
This	 	 preserves	 the	values	of	 plain	 features	 of	 source	word	 segments	 (i.e.	
unpalatalizwd	velar	here).	Obviously,	non-palatalization	 requires	 the	constraint	
ranking	 Ident-IO(plain) >> *Palatal(velar). According to the data above, we 
can	 see	 that	 newer	 loanwords	 tend	 to	 be	palatalized	 more	often	 than	 older	
ones.	However,	 there	 are	 still	 some	comparatively	newer	words	which	are	not	
palatalized. Therefore, in addition to the time of first attestation, there seem to be 
other	factors	that	account	for	whether	velars	before	[]	are	palatalized	or	not.	

5. Gemination of word-final voiced obstruent

Geminates	 do	occur	 in	 a	 number	of	 loanwords,	making	 a	 distinction	 between	
singleton and geminate consonants. Let us consider the word-final voiceless stop 
first. According to Tsuchida (1995), a word-final voiceless stop or affricate will 
always be adapted as a geminate if it follows a lax vowel. Examples include /
/ ‘pet’, // ‘pocket’, and // ‘touch’. Tsuchida’s (1995) analysis 
involves	 a	 constraint	alIgn	 (alIgn-SB	 in	Crawford	2009	 and	 I	 use	 this	 here),	
which	requires	the	right	edge	of	the	source	word	to	align	with	the	right	edge	of	a	
syllable	in	the	loanword.	The	following	tableau	shows	the	constraint	ranking	of	
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// ‘pet’. 

    (9) Adaptation of pet →[]	(Crawford	2009)
pt CodaplaCe Max-SB alIgn-SB dep-SB
a.	 	  *!
b.	 	  *! *
c.	 	  *! *
d.	☞	 **

The	highest-ranked	constraint	CodaplaCe,	which	requires	that	codas	are	limited	
to	 placeless	 nasals	 and	 first	 segments	 of	 geminates,	 and	 Max-SB	 (mentioned	
earlier)	 dominate	alIgn-SB	 and	dep-SB,	 allowing	 gemination	 to	 take	 place	
in	 the	 resulting	 loanword	 as	 shown	 in	 (9).	The	 following	 tableau	 shows	 the	
adaptation of // ‘date’. 

    (10) Adaptation of date →[]	(*[])	(Crawford	2009)
 *CodaplaCe *3μ Max-SB alIgn-SB dep-SB
a.	 	  *!
b.	 	  *! *
c.	☞	 * *
d.	 	  *! **
e.	 	  *! **

As	mentioned	 earlier,	 gemination	 only	occurs	 after	 lax	 vowels,	which	 are	
adapted	 into	 Japanese	 as	 short	 vowels.	Tense	vowels,	 on	 the	other	 hand,	 are	
adapted	as	long	vowels.	They	block	gemination	because	the	resulting	trimoraic	
syllable	 would	 violate	 another	 constraint	 *SuperheavyStylable	 formulated	 by	
Tsuchida (1995) (*3μ in Crawford 2009 and I use this here because it is simpler), 
which	prohibits	more	than	two	morae	in	a	syllable.	Therefore,	 the	constraint	is	
dominated	by	*CodaplaCe, *3μ and Max-SB	in	(10).	
The gemination of word-final voiced obstruents does not occur in Yamato, Sino-
Japanese,	and	Mimetic	words.	However,	 it	does	occur	 in	 loanwords.	There	are	
29	words	which	 include	gemination	 of	word-final	 voiced	 obstruent	 in	NHK	
(1998)	and	205	words	in	Arakawa	(1977).	Let	us	see	the	following	chart	which	
illustrates the year of first attestation of the geminates in Arakawa‘s (1977) data. 
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I	classify	the	data	into	5	categories:	voiced	geminate,	devoiced	geminate,	voiced	
singleton,	devoiced	singleton,	and	voiced	singleton	with	vowel	lengthening	as	in	
(11).	

    (11) Year of first attestation of voiced geminates 
-1849 1850-

1869
1870-
1889

1890-
1909

1910-
1929

1930-
1949

1950-
1969

voiced	geminate 1 4 17 4 18 16 88
devoiced	geminate 1 1 0 0 1 0 0
voiced	singleton 0 0 3 1 3 6 17
devoiced	singleton 0 1 0 0 0 1 0
Voiced	singleton	with	
vowel	lengthening

0 1 4 3 6 1 7

We	can	see	from	the	above	that	voiced	geminates	rarely	occur	before	1870,	and	
that	they	occurred	frequently	after	1950.	It	seems	that	voiced	geminates	began	to	
nativized	after	1870	gradually,	though	voiced	geminates	never	occur	in	Yamato,	
Sino-Japanese	and	Mimetic	words.
	 	 Next,	 I	 compare	 the	 adaptation	pattern	by	 the	place	of	 articulation	of	 the	
final consonant of the source word as in (12) below. I classify the data in the 
same	way	as	in	(11)	above.	

	 	 	 	 (12)	Final	consonants	of	voiced	geminates	
// // // //

voiced	geminate 4 82 15 46
devoiced	geminate 0 1 0 4
voiced	singleton 16 6 1 6
devoiced	singleton 0 0 1 1
voiced	singleton	with	vowel	
lengthening

0 0 15 7

We can see from (12) above that final // or // is almost always adapted as a 
voiced geminate, final // is about equally likely to be adapted as a voiced 
geminate or a voiced singleton with vowel lengthening, and final // is usually 
adapted	as	a	voiced	singleton.	
	 	 With	 respect	 to	 voiced	gemination,	 the	 constraint	 ranking	 is	alIgn-SB,	
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Ident-SB	 (voi),	which	preserves	 the	values	of	 voice	 feature	of	 source	words	
segments, >> *DD, which requires the geminate will be voiced, >> dep-SB	as	
the	following	tableau	shows.	

    (13) Adaptation of bed → []	(Crawford	2009)
 alIgn-SB Ident-SB(voi) *DD dep-SB
a.	 	  *! *
b.	☞	 * **
c.	 	  *! **

	 	 Interestingly,	there	are	some	words	which	have	more	than	one	attestations,	
such as // and // ‘bed’, /’ and //, and /
/ and // ‘bulldog’ in Arakawa’s (1977) data. However, 
there	are	no	such	examples	in	NHK’s	(1998)	data.	It	seems	that	voiced	geminates	
are	 sometimes	adapted	as	voiceless	 in	 the	early	 stages	of	 attestation,	 since	 the	
first attestation of these words are all adapted before 1870.

6.	Coronals	and	palatals	before	front	vowels

  In Japanese loanwords coronal obstruents can occur before the vowel // 
(e.g. // ‘party’ and // ‘director,’ though it is not possible in Yamato, 
Sino-Japanese	and	Mimetic	words	as	in	(14)	below	shows.	

	 	 	 	 (14)	 Possible	 voiceless	 coronal-vowel	 and	 palatal-vowel	 sequences	 in	
Japanese	(Crawford	2009)

()	 	 *	 	 *	 	 	  	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	      ()	 ()	 	 	 	 
																	                           

Note	 that	 sequences	 in	 parentheses	 are	 found	 only	 in	 loanwords,	 while	 those	
marked with a star can be rarely attested to at all. In case where a coronal-// 
sequence	 is	generated	 in	 the	underlying	form,	 the	coronal	 is	palatalized.	There	
are some older loanwords, such as // ‘dilemma’, which has palatal-// 
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sequence corresponding to a coronal-// sequence in the source word. According 
to	Ito	&	Mester	(1995),	palatalization	in	both	cases	results	from	the	interaction	
of	 faithfulness	 constraints	with	 a	markedness	 constraint	 *TI	 and	*SI,	which	
prohibit coronal and fricative stops from occurring before // respectively. The 
following tableau shows the constraint ranking *TI >> FaIth.	

	 	 	 	 (15)	Adaptation	of	dilemma → []	(Crawford	2009)
 *TI FaIth

a.	 	 	 	 *!
b.	☞	 *

*TI	 is	ranked	higher	 than	FaIth	 in	 this	case.	Therefore,	Japanese	speakers	will	
adapt the illegal // sequence from English as []	instead	of	[]	in	the	resulting	
loanword	when	they	try	to	borrow	a	word	like	dilemma.	
	 	 On	 the	 other	 hand,	 the	palatal	 obstruents	 [],[],	 and	 []	 do	not	 occur	
before	[].	However,	this	is	only	a	static	generalization	over	the	lexicon.	There	
are morphophonemic alternations in which an underlying / ,,	/ surfaces as [,
,]	before	[]	(Crawford	2009).	Ito	&	Mester	(1995)	propose	another	constraint	
*ČE which prohibits palatal obstruents before //. The following tableau is an 
example.	

	 	 	 	 (16)	Adaptation	of	shepherd → [],	*[]	(Crawford	2009)
 FaIth-SB	 * ČE
a.	☞	 *
b.	 	 	  *!
	
In Japanese loanwords // is adapted as //, though there is no //-// sequence 
in	Yamato,	 Sino-Japanese,	 and	Mimetic	 words.	This	 can	 be	 adapted	 only	 in	
loanwords.	
		There	are	153	loanwords	in	NHK	(1998)	and	339	in	Arakawa	(1977)	containing	
a	 coronal	 stop	 followed	by	 []	 or	 [].	 I	 classify	Arakawa’s	data	 into	 three	
categories:	 palatalized,	 unpalatalized,	 and	vowel	 lengthening	by	 the	date	 of	
earliest	attestation	as	in	(17).	
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    (17) Date of first attestation 
-1849 1850-

1869
1870-
1889

1890-
1909

1910-
1929

1930-
1949

1950-
1969

palatalized 12 16 39 25 15 9 8
unpalatalized 4 5 14 33 16 40 85
vowel	lowering 0 3 7 4 4 4 6

Words first attested to before about 1890 usually have ČI adaptation, while 
words first attested to after about 1930 usually have TI adaptation instead, with 
a gradual shift from the TI → ČI to the TI → TI adaptation strategy occurring 
from 1870 to 1930. The other adaptation pattern TI → TE, where the coronal 
stop	is	preserved	but	the	vowel	is	lowered	to	[e],	turns	out	to	be	very	uncommon	
relative	to	the	other	two	adaptation	patterns,	except	for	a	slight	peak	during	the	
period	1870-1889.	
  While tokens of early *TI violating loanwords which generally show the ČI 
adaptation	are	sometimes	attested	to	with	the	TI	adaptation	around	the	time	they	
are	borrowed,	tokens	of	more	recent	loanwords	are	almost	always	attested	to	with	
the	TI	adaptation	only.	These	words	show	no	sign	of	becoming	more	nativized	
over	time.	Therefore,	there	has	been	a	change	in	the	acceptability	of	TI	sequences	
among	 Japanese	 speakers	over	 time.	This	 is	mostly	unacceptable	before	 about	
1890,	but	comparatively	acceptable	from	1890-1930,	and	mostly	acceptable	after	
about	1930.	We	can	see	from	the	data	that	the	earlier	the	loanwords	are	attested,	
the more frequently ČI adaptation takes place. Likewise, the later the loanwords 
are	attested	to,	the	more	frequently	TI	adaptation	takes	place.	
	 	 According	to	Crawford	(2009),	TI	loanword	adaptation	is	divided	into	three	
patterns: TI → TI, TI → ČI, and TI → TE, though the TE outcomes are limited 
to older loanwords in the data. (e.g. // → // first attested in 1884) 
The	following	tableaus	show	the	constraint	rankings	of	each	pattern.	

    (18) Adaptation pattern TI → TI (Crawford	2009)
ti Ident-SB(cont) Ident-SB(high) *TI
a.	☞	 *
b.	 	 	  *!
c.	 	 	  *!
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 (19) Adaptation pattern TI → ČI (Crawford	2009)
ti *TI Ident-SB(high) Ident-SB(cont)
d.	 	 	  *! *
e.	☞	
f.	 	 	  *!
	
    (20) Adaptation pattern TI → TE (Crawford	2009)
ti Ident-SB(cont) Ident-SB(high) *TI
g.	 	 	  *! *
h.	 	 	  *!
i.	☞	 *

There	are	three	possible	outcomes	in	the	TI	loanwords	as	written	above.	The	TI	
→ TI adaptation pattern is obtained by the constraint ranking FaIth-SB	(that	is,	
Ident-SB(cont)	and	Ident-SB(high) here) >> *TI, which prohibits []	sequence,		
as in (18). The TI → ČI adaptation is obtained by the ranking *TI, Ident-SB	(high)	
>> Ident-SB (cont), which preserves the input values of [cont]. Finally, TI → 
TE	is	obtained	by	the	ranking	*TI,	Ident-SB (cont) >> Ident-SB	(high).	

7.	Conclusion	

	 	 In	this	research,	I	have	analyzed	three	adaptation	patterns:	(1)	palatalization	
of	 velars	 before	 [],	 (2)	 germination	 of	word-final	 voiced	 obstruents,	 and	 (3)	
coronals	 and	 palatals	 before	 front	 vowels.	With	 respect	 to	 (1),	 I	 found	 that	
the	newer	 loanwords	 tend	 to	 be	palatalized,	 and	 the	 older	 ones	 unpalatatized.	
However,	even	among	loanwords	attested	to	after	about	1950,	there	are	still	a	lot	
of	unpalatalized	loanwords.	Interestingly,	there	are	a	lot	of	Japanese	loanwords	
with word-final geminated obstruents borrowed from English, though Yamato, 
Sino-Japanese,	 and	Mimetic	words	 do	not	 have	gemination	of	word-final	
obstruent.	Also,	 it	 is	 intriguing	 that	 the	underlying	 source	 words	 with	 word-
final voiced obstruents have five adaptation patterns after adaptation. I found 
two important things with regard to this: (1) the underlying word-final voiced 
geminates	 can	be	 classified	 into	 five	 categories:	 voiced	geminate,	 devoiced	
geminate,	 voiced	 singleton,	 devoiced	 singleton,	 voiced	 singleton	 with	vowel	
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lengthening,	and	(2)	after	about	1870	voiced	geminates	began	to	get	nativized,	
though	voiced	geminates	 rarely	occurred	 in	 the	 early	 stages	of	 adaptation.	
Finally, TI loanwords (coronal-// sequence in the source words) can be divided 
into three patterns: TI pattern, ČI pattern, and TE pattern. Throughout this 
research	 the	most	 interesting	 thing	 is	 that	 there	 are	 some	 loanword-specific	
sequences, such as // and //, which do not occur in native Japanese. I would 
need additional data or analysis in order to find the characteristics of Japanese 
loanword	phonology	more	straightforwardly.	
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Synopsis 

Adaptation	Patterns	in	Japanese	Loanword	Phonology

MINUSA	Tomoyuki

	 	The	borrowing	of	words	 from	one	 language	 to	another	has	been	an	 interesting	
topic	 among	 linguists	 for	 quite	 some	 time	 because	 languages	 have	 their	 own	
peculiar	 constraints	with	 regard	 to	 the	 lexicon	 and	phonological	 alternations.	
Additionally,	loanword	nativization	patterns	can	provide	additional	insight,	beyond	
grammar-internal	 evidence,	 into	 the	phonological	 competence	of	 the	 speakers	of	
the	borrowing	 language.	This	 paper	 deals	 with	 adaptation	 patterns	 in	 Japanese	
loanwords	 borrowed	 from	 English,	 using	 constraint-based	 analysis	 (Optimality	
Theory).	 In	 this	 research	 I	 analyze	 three	 adaptation	 patterns;	 palatalization	 of	
velars	before	[], germination of word-final voiced obstruents, and coronals and 
palatals	before	front	vowels.	In	these	three	patterns,	each	case	has	more	than	one	
adaptation	patterns.	Therefore,	I	need	to	analyze	not	only	each	constraint	rankings	
itself but also the time when loanword is first attested, using the data from NHK 
(1998)	and	Arakawa	(1977).	Throughout	this	research	I	found	that	adaptations	of	
many	loanwords	can	be	explained	by	using	these	data.	However,	some	loanwords	
remain	 unsolved.	 I	would	 need	 more	 data	 and	more	 analysis	 in	 order	 to	 solve	
adaptation	patterns	of	these	words.	



	 大学の一般教養英語クラスにおいて文法知識を意識化させることの重要性	 133

大学の一般教養英語クラスにおいて

文法知識を意識化させることの重要性

中井	延美

1．はじめに

母語であれ外国語であれ、言語を適切に運用するには文法知識が不可欠で

ある。生育環境のなかで話者が自然に習得する母語の文法知識と違って、す

でに母語が確立した年齢の学習者が教室の中だけで習得する外国語の場合に

は、ことばの文字表記をはじめ、意味や発音を覚えるだけでなく、形式的（形

態論的・統語論的）な法則を一つひとつ意識的に理解しながら運用を身に付

けていかねばならない。そのような場合には、外国語の習得過程で母語の干

渉が見られる傾向がある。つまり、学習者は母語に関する知識を通して外国

語の構造を理解しようとするわけである。たとえば、冠詞を持たない日本語

を母語とする学習者が英語を外国語として学ぶ際には、英語の構造における

冠詞の必然性がなかなか理解できないことがある。逆に、母語の構造に当て

はめて理解することで外国語の仕組みに合点が行くこともある。たとえば、

動名詞の性質がよくわからない学習者に対して、successfully introducing 
change in the workplace という表現を、「うまく職場に変化を取り入れること」

という名詞化された表現に照らし合わせて説明するとしよう。いずれの構造

においても、副詞（successfully と「うまく」）によって修飾されるという現

象が共通している。本稿では、中学・高校時代に英文法の習得が不十分であっ

た大学生の場合、一般教養英語クラスにおいて、このように英語の文法知識

を意識化させるところから始めることの重要性を述べる。

2．研究の動機と背景

近年、TOEIC Ⓡなどのテストによって計測される英語力が大学英語教育の

目標の一部に設定される事例が、急速に増えつつある。このような現状に対

し、大津（2009b:	 26）は、TOEIC や TOEFL などのテストによって計測さ
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れる英語力が大学英語教育の目的に照らして、どのような意味を持つかを慎

重に検討することなしに、単にこれらのテストのスコア向上だけを目指すと

いう短絡的な目標を設定するだけでは、スコア向上のための方略学習に終

わってしまう危険性が高いと危惧している。そういった目標設定の是非は各

教育機関において慎重に検討されるべき問題ではあるが、本研究の主旨とは

あまり関係がない。本研究では、「TOEIC のスコアで目標が設定されている

大学英語教育の環境において、学習者の英語運用力が低く、基礎的な文法の

知識が十分でない場合」の一つの事例を取り上げ、スコアの伸び悩みの裏側

に潜む問題の本質について仮説を立てて検証する。

TOEIC のスコアで目標が設定されている大学英語教育の現場では、学習

者が一人でも多く、5 点でも 10 点でもスコアが伸びて目標に近づくよう、

受験テクニックも含めた学習指導が奨励されて然るべきであろう。そのよう

な指導方法には、たとえば、問題を多く解いたり、速く解いたりさせる訓練

があるだろう。聴解や速読の練習として問題文を声に出して読ませる訓練も

あるかもしれない。また、頻出単語を覚えさせたり、出題の傾向やパターン、

時間配分などの要領を説明したりすることも多々あるだろう。問題文の内容

をさして熟考することなく、限られた時間の中で数多くの問題を効率よく解

いていくことが要求される TOEIC のような試験の対策としては、受験テク

ニックも含めた訓練的な指導が十分効果的であると考えられる。

しかし、そのような訓練的な指導を重ねても、スコアがなかなか伸びない

レベルの学習者が存在する。それがどのような学習者であるかについては「4．
英文法の習得に関する実態調査」の節で詳しく紹介するが、彼らは中学・高

校時代に英文法の習得が不十分であったと考えられる。その一方で、英語の

学習を始めた中学 1 年生のときから大学生になるまでの 6 年間に、母語であ

る日本語に関する知識は（無意識であれ）確実に増え、物事の理解力や概念

的な思考力なども格段に成長しているはずである。したがって、外国語であ

る英語を大学生になってから改めて基礎から学習（復習）する場合、理論的

には、中学生のときより優れた、大人の母語話者としての理解力や思考力が

駆使できることになる。しかしながら、TOEIC の受験対策訓練をたくさん受

けても、なかなかスコアが伸びない学習者が大勢いるのが現状である。この

問題については、「言語を適切に運用するには文法知識が不可欠である」と

いう前提を、母語運用と外国語運用の両面から捉えていく必要がありそうだ。
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3．文法知識の意識化とは

言語は一定の規則によって運用される。実際には、形式的（形態論的・統

語論的）な規則、意味論的な規則、語用論的な規則など、言語の様々なレベ

ルにおいて規則が存在し、それらは複雑に相互作用している。そういった規

則のすべてが、いわゆる文法である。母語であれば、話者は生育環境のなか

で自然にそういった規則に精通していくが、外国語の場合は一つひとつ意識

的に理解しながら覚えていかねばならない。そのようにして獲得されたもの

が、母語の文法知識であり、外国語の文法知識である。母語であれ外国語で

あれ、言語を適切に運用するには文法知識が不可欠であることには違いない

が、当然のことながら、母語の文法と外国語の文法は同じではない。特に、

それが日本語と英語のような組み合わせである場合には、発音や文字表記か

らして大きな違いある。つまり、音も見かけもまったく別物であるように感

じられる。しかし、実際には、日本語と英語の間には、言語の様々なレベル

において、多くの相違点が存在すると同時に、多くの共通点も存在する。

母語が確立した年齢の学習者の場合、基本的に教室の中だけでの外国語の

学習は意識的に行なわれるものである。つまり、外国語の様々な要素を学習

する過程で、ある要素については母語の中にある類似した要素に結びつける

が、別の要素については母語の中に同じような要素が見当たらないことを確

認する。たとえば、日本人学習者が John bought a new car. という一文を学

習する場合を想定してみる。全体としては「ジョンは新しい車を買った」と

解釈するとしよう。この日英対訳に含まれる名詞句に関して言えば、John
は「ジョン」に単純に結びつくが、a new car は少し複雑である。「新しい車」

に結びつくのは new car だけなのか、それとも a new car なのか。不定冠詞

の a を忠実に表現するなら「ジョンは一台の新しい車を買った」、或いは「ジョ

ンは新しい車を一台買った」となるのか。厳密には、a new car に結びつく

のは「一台の新しい車」、または「新しい車（を）一台」だと考えるべきな

のか。しかし、「ジョンは新しい車を買った」といえば、そのままでも「一台」

だと解釈され得るから、やはり a も含めた a new car が「新しい車」に結び

つくのではないか。

文法知識の意識化とは、母語の運用で無意識に活用している文法知識を意

識的に確認し、その意識化された母語の文法知識を通して外国語の運用に必

要な文法上の仕組みや道具立てを理解することである。母語の運用で無意識
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に活用している文法知識とは、さきほどの例で考えると、たとえば、「新し

い車」が「一台の新しい車」や「新しい車（を）一台」として解釈され得る

ことが無意識のうちに理解できることである。そして、そのように無意識に

活用している母語の文法知識が、「新しい車」に a new car を結びつけてい

くことになる。さらには、a new car に「新しい車」が結びつくことから、「新

しい車」という表現には「一台の」という意味が包含され得ることが意識化

される。同時に、John has several new cars. の場合にも「ジョンは新しい車

を何台か持っている」と言えることから、「新しい車」という表現には「複

数台の」という意味が包含され得ることも意識化されるかもしれない。　

文法知識の意識化とは、このように「母語から外国語へ、外国語から母語

へ」という双方向の、相互作用的な流れでもって実現されるのではないだろ

うか。大津（2009a,	 b）は、母語を手がかりにすることを意味する「ことば

への気づき」に根ざした言語教育の構想として、以下（1）を提言している。

(1)	言語教育の構想（大津	2009a,	b）

この言語教育の構想は、「ことばへの気づき」を媒介として、母語教育（日

本では国語教育）と外国語教育（日本では主に英語教育）を有機的に関連づ

け、それによって母語と外国語の効果的運用を実現させようというものであ

る。中学・高校時代に英文法の習得が不十分であった大学生の場合、まずは、

この「ことばへの気づき」を通して英語の運用に必要な文法知識を意識化す

るところから始めることが重要だと考える。

外国語母語 ことばへの　
気づき　

母語と外国語の効果的運用
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4．英文法の習得に関する実態調査

中学・高校時代に英文法の習得が不十分であった大学生とは、具体的にど

のようなレベルであるのか。その実態を把握するために、2010 年 4 月から 9
月にわたり以下のような調査を実施した。英文法の習得に関する実態調査は、

2 回の基礎文法力確認テストと英語学習についてのアンケート調査からなる。

4.	1.		被験者

被験者は筆者が実施した一連の英語学習プログラムに参加した 14 名の大

学 1 年生（内、女子 12 名、男子 2 名）で、全員が日本語の母語話者である。

彼らが 4 月に受験した TOEIC	Bridge Ⓡのスコアは平均 112 点であり、これ

は TOEIC Ⓡに換算すると 285 点位だと言われている。具体的には、108 点取

得者が 1 名、110 点取得者が 2 名、112 点取得者が 5 名、114 点取得者が 6
名である。TOEIC	Bridge とは、TOEIC よりも易しくて短いテストであり、

TOEIC で 470 点に満たないレベルを図るモノサシとされている。この被験

者 14 名の平均である TOEIC	Bridge の 112 点というレベルは、英検であれ

ば 3 級から 4 級の取得者である傾向が高いと捉える向きもある（2009	DATA	
&	ANALYSIS）。

4.	2.		調査の概要

4.	2.	1.　基礎文法力確認テスト

この調査では、上記被験者 14 名（以下、「S1 ～ S14」とする）に、4 月

と 9 月の二回にわたって同一内容の「基礎文法力確認テスト」を実施した（以

下、4 月に実施したものを「プリテスト」、9 月に実施したものを「ポストテ

スト」と呼ぶ）。プリテストは 14 名の被験者（S1 ～ S14）が全員受けたが、

ポストテストでは S4 と S11 のデータが得られなかったため、被験者の数が

12 名となった。

このテストには、四択穴埋め問題 10 問と並べ替え問題 10 問から成る 20
問の基礎文法問題が含まれている。そして、どちらの 10 問についても、以

下（2）に示した①～⑩の文法項目に沿った出題になっている。
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(2)	基礎文法力確認テストの問題構成
	 ①	 文型（第 1 文型・第 2 文型・第 3 文型）

	 ②	 文型（第 4 文型・第 5 文型）

	 ③	 現在完了形

	 ④	 助動詞

	 ⑤	 不定詞

	 ⑥	 動名詞

	 ⑦	 受動態

	 ⑧	 分詞

	 ⑨	 比較

	 ⑩	 関係詞

4.	2.	2.　英語学習についてのアンケート調査

さらに 6 月には、英語学習プログラムに 4 月から 6 月まで参加した S1 ～

S14 に、「英語学習についてのアンケート」を実施した。このプログラムは、	
週に 1 回（90 分程度）、上記（2）に挙げられた 10	種類の文法項目を一つず

つ学習する内容となっている。指導方法は次の通りである。前週に、当該項

目に関する練習問題のプリントを全員に宿題として与える。同時に、毎回 5
名の「解答解説者」を順番に決め、宿題に含まれる問題を一部ずつ割り当て

る。解答解説の担当になった学生は予め問題を解いて、事前に教員の個別指

導を受けた上で、授業において解答の解説を担当する。

「英語学習についてのアンケート」は、以下（3）の質問文などから構成さ

れており、「どちらともいえない」を「3」とする「1 ～ 5」の五段階で回答

してもらった。たとえば、（3a）の質問の場合、回答選択肢は「1.	かなり理

解できた」「2.	やや理解できた」「3.	どちらといえない」「4.	あまり理解でき

ていない」「5.	ほとんど理解できていない」となる。

(3)	英語学習についてのアンケートの質問文
	 a.	この授業で≪自分なりに≫「英語の文法」が以前より理解できたと

思いますか。

	 b.	自分が解答解説の担当でないときも、授業に出る前に宿題のプリン

トを予習していますか。
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	 c.	解答解説の準備ために教員の研究室で個別に指導を受けることにつ

いてどう思いますか。

	 d.	現在、「英語の文法」に対する≪あなたの学習意欲≫は高いですか、

低いですか。

4.	3.		分析方法

基礎文法力確認テストは、次に記す方法で誤答分析を行なった。まず、全

20 問の各問題について、正解しなかった被験者数とそれが全体に占める割

合を集計した（以下、それらの結果を問題別誤答率とする）。次に、被験者

ごとに、正答しなかった問題の数と割合を集計した（以下、それらの結果を

個人別誤答率とする）。個人別誤答率については、四択穴埋め問題 10 問中の

誤答数、並べ替え問題 10 問中の誤答数、計 20 問中の誤答数を算出し、各

問題群の平均値を確認した。さらに、プリテストで問題別誤答率の高かった

上位 3 問については、誤答のパターンや内容を詳しく分析し、四択穴埋め問

題である場合には、解答選択肢ごとに選んだ被験者数と割合を集計した。

「英語学習についてのアンケート」に関しても、上記（3）の質問に対する

回答選択肢ごとに、回答した被験者数と割合を集計した。

4.	4.		結果

4.	4.	1.		プリテスト

4.	4.	1.	1.		問題別誤答率 1 位の文法項目

誤答分析において、問題別誤答率が最も高かったのは、以下（4）に示す

「第 5 文型（SVOC）」に関する並べ替え問題であった。この問題の誤答率は

100% で、正答した被験者が一人もいなかった。

(4) 問題別誤答率 1 位（100%）の「第 5 文型」に関する並べ替え問題

	 	 弟はいつも自分の部屋をきれいにしている。

	 	 room/	brother/	clean/	his/	keeps/	always/	my

	 	 （正解）My brother always keeps his room clean.	



140	 中井延美

以下（5）は被験者の誤答を示している。S1 ～ S14 の誤答パターンを順番

に提示するのではなく、間違った語の並び方の中に見える「部分的な共通性」

について、できるだけ比較対照しやすい順番（①～⑭）で提示した。

(5)（4）の並べ替え問題（誤答率 100%）で見られた誤答パターン

	 ①　S11:		 My	brother	always	keeps	my	room	clean.
	 ②　S5：	 My	brother	keeps	his	room	clean	always.
	 ③　S3：	 My	brother	keeps	clean	his	room	always.
	 ④　S6：	 My	brother	keeps	clean	his	room	always.
	 ⑤　S4：	 My	brother	always	keeps	clean	his	room.
	 ⑥　S13:		 My	brother	always	keeps	clean	his	room.
	 ⑦　S14:		 My	brother	always	keeps	clean	his	room.
	 ⑧　S9：	 My	brother	keeps	always	clean	his	room.
	 ⑨　S10:		 My	brother	keeps	always	clean	his	room.
	 ⑩　S12:		 My	brother	keeps	clean	always	his	room.
	 ⑪　S1：	 My	brother	keeps	his	clean	room	always.
	 ⑫　S7：	 My	brother	his	keeps	clean	room	always.
	 ⑬　S8：	 My	brother	his	keeps	room	clean	always.
	 ⑭　S2：	 My	brother	keeps	clean	always	for	his	room.

「部分的な共通性」としては、具体的に上記の（5）に提示された①～⑭の

順番に沿って、少なくとも、次のようなことが分析される。①・②（S11 と

S5）では、どちらも第 5 文型（SVOC）の語順が保たれている。②～④（S5、
S3、S6）及び⑪～⑬（S1、S7、S8）の共通性は、always が文尾にきている

ことである。③～⑦（S3、S6、S4、S13、S14）では、keep clean his room
という語順が共通している。さらに clean his room という 3 語の語順に着眼

すると、③～⑨（S3、S6、S4、S13、S14、S9、S10）に共通している。⑧・

⑨（S9 と S10）では、keep と clean his room の間に always がきている。⑫・

⑬（S7 と S8）では、his keeps という語順が共通して見られる。尚、①（S11）
と⑭（S2）の答えにある下線の語 my と for は、どちらも問題の語群には含

まれていない語が使用されたものである。
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4.	4.	1.	2.		問題別誤答率 2 位の文法項目

誤答分析において、問題別誤答率が 2 番目に高かったのは、以下（6）に

提示した四択穴埋め問題で、「分詞」の知識を問うものであった。正解の

calling を選んだ被験者は 3 名で、この問題の誤答率は 79% であった。尚、

四択穴埋め問題では、当該英文に相当する日本語文の提示はない。

(6)	問題別誤答率 2 位（誤答率 79%）の「分詞」に関する四択穴埋め問題

	 I	heard	my	brother	(	　　　　)	me.
	 	 	 	a.	 	 called	 	 （6 名）

	 	 	 	b.	 	 to	call	 	 （3 名）　	 	 79%（誤答率）

	 	 	 	c.	 	 calls	 	 （2 名）

	 	 	 	d.	 	 calling	 	 （3 名）…	 21%（正答率）

4.	4.	1.	3.		問題別誤答率 3 位の文法項目

誤答分析において、問題別誤答率が 3 番目に高かったのも「分詞」に関

する問題で、以下（7）に示す並べ替え問題であった。この問題の誤答率は

64% で、正解の語順で答えたのは 5 名であった。

(7)	問題別誤答率 3 位（誤答率 64%）の「分詞」に関する並べ替え問題 

	 	 	 	 これがルイスがわった窓です。

	 	 	 	 the/	broken/	window/	by/	is/	Lewis/	this

（正解）This is the window broken by Lewis.（5 名）…　36%（正答率）

	 This	is	broken	the	window	by	Lewis.（4 名）

　　　This	is	the	broken	window	by	Lewis.（2 名）

	 This	is	the	window	by	Lewis	broken.（1 名）　　64%（誤答率）

	 The	window	is	broken	this	by	Lewis.（1 名）

	 This	window	is	the	broken	by	Lewis.（1 名）

}

}
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4.	4.	2.		プリテストとポストテストの対比

4.	4.	2.	1.		プリテストで問題別誤答率の高かった上位 3 問について

プリテストで問題別誤答率の高かった上位3問（上記「4.	4.	1.	1～4.	4.	1.	3」
参照）についてポストテストでの問題別誤答率と比較した結果、それら 3 問

はポストテストにおいても類似した割合を示し、同一の順位を示した（表 1
参照）。

上記（4）に示した「第 5 文型」に関する並べ替え問題については、プリ

テストでも、ポストテストでも、誤答率は 100% であった。「分詞」に関す

る四択穴埋め問題（上記（6）参照）と並べ替え問題（上記（7）参照）に関

しては、誤答者数がポストテストでそれぞれ 1 名ずつ減っているものの、プ

リテストとポストテストを対比してみると、その割合にはさほど変化が見ら

れない（表 1 参照）。

表 1 問題別誤答率の高い上位 3 問について	 	
プリテスト (N=14) ポストテスト (N=12)

	 	「第5文型」に関する並べ替え 	 	 100%	(14) 	 	 	 100%	(12)
	「分詞」に関する四択穴埋め 	 	 	 79%	(11) 	 	 	 	 83%	(10)
	「分詞」に関する並べ替え 	 	 	 64%	(	9) 	 	 	 	 67%	(	8)

（　）内は度数。

4.	4.	2.	2.		個人別誤答率の平均値

基礎文法力確認テストの個人別誤答率の平均値についても、プリテストと

ポストテストを比較した。個人別誤答率は四択穴埋め問題 10 問中の誤答数

と割合、並べ替え問題 10 問中の誤答数と割合、計 20 問中の誤答数と割合

をそれぞれ算出している（表 2 参照）。

個人別誤答率の平均値をプリ・ポスト対比でみると、特に、並べ替え問題

10 問中における平均誤答率が 44%（4.43 問）から 30%（3.00 問）に減少し、

テスト全体（計 20 問）における平均誤答率も 40%（8.00 問）から 35%（6.92
問）に減少していることがわかる（表 2 参照）。
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表 2 個人別誤答率の平均値
プリテスト ポストテスト

	 四択穴埋め 10 問中 36%（3.57 問） 39%（3.92 問）

	 並べ替え 10 問中 44%（4.43 問） 30%（3.00 問）

	 計 20 問中 40%（8.00 問） 35%（6.92 問）

（　）内は 10 問中の誤答数。

4.	4.	3.		英語学習についてのアンケート

「英語学習についてのアンケート」に含まれる当該学習プログラムに関す

る 4 つの質問（上記（3）参照）のうち、まず、「この学習プログラムで自分

なりに英語の文法が以前より理解できたと思うか」という質問については、

「かなり理解できた」（n=4）と「やや理解できた」（n=10）を併せた“理解

できた”層が 100%（n=14）を占めた。次に、「自分が解答解説の担当でな

いときも、授業に出る前に宿題のプリントを予習しているか」という質問に

ついては、「いつも予習している」（n=8）と「だいたい予習している」（n=4）
を併せた“予習している”層が 86%（n=12）を占めた。また、「解答解説の

準備ために教員の研究室で個別に指導を受けることについてどう思うか」と

いう質問については、全員が「非常に勉強になる」と回答した（n=14）。さ

らに、「現在、英語の文法に対するあなたの学習意欲は高いか、低いか」と

いう質問については、“高い”層（「非常に高い」（n=2）と「やや高い」（n=6）
を併せた 43%）を「どちらともいえない」（57%、n=8）が上回る結果となった。

5．考えるべき問題点

前掲の「英文法の習得に関する実態調査」において基礎文法力確認テスト

を実施した目的は、まず 4 月のプリテストによって、「中学・高校時代に英

文法の習得が不十分であった大学生」とは、具体的にどのようなレベルであ

るのかを把握することであった。被験者として取り上げた 14 名のグループ

が、同時期の 4 月に取得した TOEIC	Bridge Ⓡのスコアは平均で 112 点であっ

た。そして、4 月から 9 月までの半年間にわたる英語学習プログラムを経て、

彼らの英文法の習得度にどのくらい伸びが見られるかを、ポストテストの実

施によって確認しようとした。しかし、9 月に実施したポストテストの結果

が示唆しているのは、彼らの英文法の習得に関して「半年間ではあまり伸び



144	 中井延美

が見られない」という事実である。

基礎文法力確認テストのプリテストで問題別誤答率の高かった上位 3 問に

ついては、ポストテストにおいてもやはり同じ問題が同じ順位を占め、誤答

率の割合にもプリ・ポスト間で大きな変化が見られなかった。つまり、「第

5 文型（SVOC）」や「分詞」に関する習得が不確実なままであるといえる。

しかし、4 月から 9 月までに彼らが積み重ねた学習（本研究に関わる学習プ

ログラムに含まれるものに加え、他の英語関連の授業など）が総じて無意味

であったとは考え難い。「英語学習についてのアンケート」の結果からも、

ほとんどの被験者が当該プログラムでの学習に真面目に取り組み、それが勉

強になると感じていること、同時に、彼らなりに英語の文法が以前より理解

できたと感じていることがわかる。しかし、英語の文法に対する学習意欲に

ついては、“高い”層が 4 割強である一方で、「どちらともいえない」と答え

た被験者が 6 割弱を占めた。つまり、「英語の文法」については、全体とし

てそれほど意欲が高いわけではない。それはなぜなのか。ひとつの原因は、

さほど「面白み」が感じられないからであろう。この学習意欲の問題は、彼

らが英文法を習得する上での「根本的な問題」に深く関わっていると考える。

個人別誤答率の平均値をプリ・ポスト対比でみると、四択穴埋め問題 10
問中における平均誤答率が、36%（3.57 問）から 39%（3.92 問）に推移し

ている。これらの数値をほぼ同じだと捉えた場合、「間違いの数は同じでも

中身はどうなのか」という問題が残る。誤答を引き起こした要因は数値だけ

で見ることはできない。そこで、プリテスト・ポストテストの両方を受けた

被験者 12 名一人一人の解答の内容についてプリ・ポスト間で比較してみた。

その結果、大きく分けて以下（8）のパターンが見られた。

(8)　プリテスト・ポストテスト間で見られる誤答のパターン
	 a.	プリで誤答している問題に、ポストで正答している。

	 b.	プリで正答している問題に、ポストで誤答している。

	 c.	プリ・ポストで間違った問題が共通している。

	 d.	プリ・ポストで間違った問題にばらつきがある。

	 e.	プリ・ポストで同じ問題を間違った場合に、誤答パターンが共通し

ている。

	 f.	 プリ・ポストで同じ問題を間違った場合に、誤答パターンが変化し

ている。
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（8d）と（8a,	 b）は内容的に一部重複するが、（8d）は（8c）の逆のパター

ンとして見る。同様に、（8c）と（8e,	f）についても内容的に一部重複するが、

（8c）は（8d）の逆のパターンとして見る。

全体として、これらのパターンがまんべんなく混在しているといえる。被

験者ごとに、四択穴埋め・並べ替え、それぞれのセクションでパターンの異

なる組み合わせが多く見られる。これらが意味するところは何であろうか。

特に、（8b）の「プリで正答している問題に、ポストで誤答している」につ

いては、プリテストでの正答が偶然であった可能性を示唆している。（8d）
の「プリ・ポストで間違った問題にばらつきがある」からも同様のことがい

えよう。つまり、被験者がもともと有していた文法知識の不確実性が浮き彫

りになったといえるのではないだろうか。また、（8c）の「プリ・ポストで

間違った問題が共通している」、（8e）の「プリ・ポストで同じ問題を間違っ

た場合に、誤答パターンが共通している」というパターンも多く含まれてい

ることから、英文法の習得における彼らの問題の根深さがわかる。

一方、（8f）の「プリ・ポストで同じ問題を間違った場合に、誤答パター

ンが変化している」からは、文法知識の不確実性や問題の根深さばかりでは

なく、習得度の伸びの兆しが見られる場合もある。たとえば、前掲（5）に

プリテストの結果として示した「第 5 文型」に関する並べ替え問題に見られ

た誤答パターンの中に該当例がある。数字には表われないものの、ポストテ

ストの結果で明らかに改善されたと見られる誤答パターンの一例である。

（9）はその一例を示している。プリテストでは前掲（5）に示した⑫と⑬（S7
と S8）において his	と keeps が隣接していたが、ポストテストでは S7 も S8
も his keeps という並べ方はしていない。プリテストのときに S7 と S8 の誤

答に共通して見られた his keeps という語の連なりは、一種の特異性があるパ

ターンだと考えられる。なぜなら、his という属格代名詞を動詞 keeps の前に

置いているからである。his が「弟はいつも自分の部屋をきれいにしている」

における「自分の」に相当することがわかっていなかったのか。それとも、「属

格（所有格）」という概念そのものがわかっていなかったのか。いずれにせよ、

ポストテストにおいても、S7 と S8 の答えは誤答には変わりないが、少なく

とも his room という「属格代名詞＋名詞」という並び方が現われたことは、

属格代名詞に関する習得が伸びたと考えてよいのではないだろうか。
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(9)（5）に示した⑫と⑬の誤答パターンの変化

	 S7:	My	brother	his	keeps	clean	room	always.（プリテストでの誤答）

	 	 		 My	brother	always	keeps	clean	his room.（ポストテストでの誤答）

	 S8:	My	brother	his	keeps	room	clean	always.（プリテストでの誤答）

	 	 		 My	brother	keeps	clean	always	his room.（ポストテストでの誤答）

さらに、この「第５文型」に関する並べ替え問題では、（8e,	f）の両方のパター

ン（プリ・ポストで同じ問題を間違った場合に、誤答パターンが共通してい

たり、変化していたりする）が見られる側面もあった。前掲（5）に示した

プリテストの結果では、clean his room という語順が 7 件見られた。その 7
件に該当する被験者でポストテストを受けた 6 名の内、5 名の解答において

ポストテストでも clean his room の語順が保持されていた（但し、その 5 名

の内 1 名の解答は、実際には clean my room であったが、ここでは clean his 
room の書き間違いと見なす）。これは前者（8e）のパターンに相当する。同

時に、プリテストでは clean his room の語順が見られなかった被験者の中か

ら、ポストテストで clean his room の語順が見られた例が 5 件あった。これ

は後者（8f）のパターンに相当する。結果として、ポストテストでは計 10
名（83%）の被験者の解答に clean his room の語順が現われたことになる。

この結果が示唆していることは何であろうか。「SVOC」の「OC」に当た

る部分（his room clean）が倒置される傾向が非常に強いといえる。問題に

提示された「弟はいつも自分の部屋をきれいにしている」という日本語から

の影響も考えられる。たとえば、「部屋をきれいにする」という部分を「～

を…する」と捉え、英語では「VO」の形に相当すると解釈する傾向がある

のかもしれない。

以上のように、本研究の被験者グループに代表されるような大学生が抱え

ている言語習得上の問題は、非常に根が深いと考えられる。彼らは、様々な

理由によって中学・高校時代に英文法の習得が不十分であった結果、極めて

不確実な文法知識を有したまま大学生になっている。そのような場合、大学

生だからといって「高校卒業レベル」を想定した英語教育を行なっても意味

がないし、授業も成り立たない。まずは、一般教養英語クラスにおいて、「母

語である日本語との関連づけ」を通して、英語の運用に必要な文法知識を意
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識化させるところからじっくり始めることが重要だと考える。

6．文法知識の意識化を図るための具体的な方法

では、このように中学・高校時代に英文法の習得が明らかに不十分であっ

たと考えられる、本研究の被験者グループのような大学生に対して、具体的

にどのような方法で「文法知識の意識化」を図ることができるだろうか。さ

らに、そのような大学生に対して「文法知識の意識化」を図ることに、どの

ような効果が見込まれるだろうか。ここからは、この二つの問題について考

察する。日本語の母語話者が英語を外国語として習得する場合、「文法知識

の意識化」は、日本語の運用で無意識に活用している文法知識を意識的に確

認することから始まる。そして、その意識化された日本語の文法知識を通し

て、英語の運用に必要な文法上の仕組みや道具立てを理解していくことにな

ると仮説を立てる。

文法知識の意識化を図るための具体的な方法として、たとえば、次の（10a,	
b）のような事がらを学習者に考えさせることが有効であろう。

	 (10)	文法知識の意識化を図るための具体的な方法（1）

a.	 英語を句単位（NP/	VP/	AP/	PP など）、または語単位（N/	V/	A/	P
など）で日本語に直訳した場合、日本語ではどのような構造になるか。

b.	 日本語を句単位（NP/	VP/	AP/	PP など）、または語単位（N/	V/	A/	P
など）で英語に直訳した場合、英語ではどのような構造になるか。

たとえば、以下の（11a）の英文を、句単位（NP/	VP/	AP/	PP など）、また

は語単位（N/	V/	A/	 P など）で日本語に直訳した上で（11b）の和文を作る

とする。逆に、（11b）の和文を、句単位（NP/	VP/	AP/	 PP など）、または語

単位（N/	V/	A/	P など）で英語に直訳した上で（11a）の英文を作るとする。

そのような直訳という言語操作の過程で、実際に「構造」を意識する必要

があるのが、（12）に提示した句単位や語単位の要素（N/	N/	NP/	V/	AP/	PP）
である。
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	 (11)	日英語間で直訳する例
a.	 Children	who	 are	 two	years	 old	 and	younger	 are	 admitted	 free	of	

charge	to	most	concerts	and	films.	
b.	 2 歳以下の子どもは、ほとんどのコンサートや映画に無料で入場で

きます。

（ETS	2005:	36）
	 (12)	句単位や語単位の要素

	 N:	 children ／子ども

	 N:	 concerts	and	films ／コンサートや映画

	 NP:	 children	who	are	two	years	old	and	younger ／ 2 歳以下の子ども

	 V:	 are	admitted ／入場できます

	 AP:	 free	of	charge ／無料で

	 PP:	 to	most	concerts	and	films ／ほとんどのコンサートや映画に

文法知識の意識化を図るための具体的な方法として、さらに、次の（13）
のような事がらを学習者に考えさせることもできる。

	 (13)	文法知識の意識化を図るための具体的な方法（2）
	 ある要素が一方の言語にはあるのに他方の言語にはない場合、

	 	 	 その「ない要素」はどのように扱われているか。

（14）には、「日本語にはあるが、英語にはない要素」、反対に「英語には

あるが、日本語にはない要素」の例をいくつか挙げてみた。

	 (14)	「日本語にはあるが、英語にはない要素」および
   「英語にはあるが、日本語にはない要素」
日本語にはあるが、

英語にはない要素

英語にはあるが、

日本語にはない要素

助詞

敬語（体系）

柔軟な語順

主語や目的語などの省略

…

冠詞

単数・複数（体系）

前置詞

関係詞

固定的な語順

…
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たとえば、語順に関していえば、日本語では「柔軟な語順」が許容される

のに、なぜ、英語では「固定的な語順」が要求されるのか。そのような疑問

をもつことで、日本語における「助詞」の存在や、日本語と英語における「主

語」や「目的語」の仕組みなど、両言語に関する文法知識が互いに関連づけ

られ、次々と意識化されていくのではないだろうか。

人は、中学 1 年生のときから 6 年が経つなかで、大学生になる頃には一

般的に母語の文法知識（無意識であれ）が増え、物事の理解力、概念的な思

考なども格段に成長しているはずである。一般教養英語クラスで、母語の文

法知識と照らし合わせながら、外国語である英語の知識（中学・高校で身に

つけた fragments）を改めて整理することに意義があると考える。

7．おわりに

本研究の動機は、一人の学生からの質問によって生まれた。本研究の被験

者ではないが、その学生もやはり「中学・高校時代に英文法の習得が不十分

であった大学生」の一人である。中学レベルの英文法を復習させる集中講座

を担当した時であった。5 文型の解説を一通り終えたあと、件の学生から「I 
brush my teeth. がどうして第 3 文型（SVO）になるのかわからない」、具体

的には「I が S（主語）で、brush が V（動詞）で、my が O（目的語）だから、

teeth はどうなるのか」という質問を受けた。それは、その学習者の文法知

識においては、my teeth が言語構造上の一つのまとまりとして認識されてい

ないことを意味していた。

普通、日本語では「私は私の歯を磨く」とは言わない。「（私は）歯を磨く」

で十分である。この表現に含まれる「歯」という一文字の名詞についても、

それを適切に運用するために、少なくとも次のような文法知識の活用が必要

になる。それは、その「歯」が一本ではなく、話者の口の中にある歯全体を

指しており、誰の歯でもない「話者自身の歯」を意味している、といったこ

とである。但し、普通の母語話者はそのような前提を文法知識だとは考えな

い。さらに、「歯を抜いてもらった」といえば、「歯」は「1 本だけ」かもし

れないし、状況によっては「2 本以上」かもしれないが、「口の中にある歯

を全部抜いてもらった」とは思う人はほとんどいないだろう。もし、I had a 
tooth out. の和訳として考えるなら、「1 本だけ」だと解釈される。このように、

母語の運用で無意識に活用している文法知識を意識的に確認し、その意識化
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された母語の文法知識を通して、この場合は、日本語の「歯」が英語の my 
teeth や a tooth というまとまりに相当する、という日本語と英語の名詞句構

造が意識的に対照されることになる。

本研究の結果、中学・高校時代に英文法の習得が不十分であった大学生の

場合、英語の文法に対する学習意欲は大学生になってからもそれほど高くな

いといえる。しかし、このような文法知識の意識化を一般教養英語クラスで

経験させることは、大学生としての知的好奇心を満たすことにもつながるの

ではないだろうか。同じ五感の機能をもつ人間が、異なる言語によって、世

界をどう切り取り、どう表現するか――そこに生じるさまざまな違いを理解

することによって、学生の学習意欲が高まり、すなわち、それが大学で身に

つけるべき「教養」の獲得につながっていくであろう。

※本研究で採用した一連の学習プログラムの進め方や基礎文法力テストの内容につい

ては、明海大学の小林健氏と共同で検討・選定した。

※本稿は、2010 年 9 月 4 日に駒澤大学にて開催された日本英語文化学会第 13 回全国

大会――英語教育シンポジウム《大学における一般教養科目しての「英語」を考える》

において口頭発表した「文法知識の意識化の重要性」の内容をもとに、新たなデー

タを含め、加筆修正したものである。
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Synopsis

On	the	Importance	of	Making	Students	Conscious	of	their	Knowledge	of	
Grammar	in	General-Education	English	Courses	at	Japanese	Universities

NAKAI	Nobumi

	 	 People	 need	knowledge	 about	 grammar	 to	 use	 a	 language	properly,	 both	
in	 their	 first	 language	 and	 in	 a	 foreign	 language.	 Unlike	 natural	 first	 language	
acquisition,	when	older	 people	with	 a	well-established	 first	 language	 learn	
a	 foreign	 language	 only	 in	 a	 classroom,	 they	 consciously	 learn	 the	 formal	
(morphological/ syntactic) rules one by one. This deliberate process includes 
learning what each word means and how to write/ pronounce it in the language. 
In	 the	process	of	 learning	 a	 foreign	 language	 in	 this	way,	 transfer	 from	a	 first	
language	 is	 often	observed.	 In	 other	words,	 learners	 tend	 to	 understand	 the	
structure of a foreign language through the knowledge of their first language. For 
example,	 since	 Japanese	 language	 has	 no	 articles,	 a	 Japanese	 learner	 of	 English	
often	has	 difficulty	 understanding	why	 articles	 are	 necessary	 in	 the	English	
structure.	Conversely,	the	structure	of	a	foreign	language	sometimes	makes	sense	
when learners apply the structure to that of their first language. For instance, a 
Japanese	learner	who	does	not	really	understand	the	property	of	gerunds	in	English	
could	apply	the	structure	of	the	gerundial	phrase	successfully introducing change 
in the workplace	to	that	of	the	nominalized	phrase	in	Japanese	umaku shokuba ni 
henka wo toriireru koto. Then the learner would find that adverbs (successfully	
and	 umaku)	 are	 used	 in	 common	 in	both	 structures.	This	 paper	 points	 out	 the	
importance	of	starting	English	education	 in	general-education	English	courses	at	
Japanese universities by first making students aware of their knowledge of English 
grammar	 if	 they	have	 failed	 to	acquire	 the	appropriate	English	grammar	at	 their	
junior	and	senior	high-school	classes.	
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大学生の学力変化と共に多様化する大学英語教材の役割

原　隆幸

1．はじめに

近年、大学生の英語力を含む学力が変化してきている。それにはいくつか

の原因が考えられる。まず 1980 年代から導入されたゆとり教育政策の結果

として、初等、中等教育の質の低下をもたらしたこと、次に 1990 年代になっ

てから大学、特に私立大学で多様な入試制度が導入されたこと、そして 18
歳人口の急激な減少に伴い、事実上、応募者全員が入学となっている大学が

増加していることなどである。そのため大学入学時の学力、中でも英語力が

不十分な学生が急増している。また１つのクラスに英語レベルの異なる学生

がおり、英語の教員は授業に工夫が求められている。この動きは年々増加傾

向にあり、学力が不十分な新入生への対応は大学の大きな課題となっている。

この問題に対する解決策の１つとして「リメディアル教育」	 1 が注目を集

めている。リメディアル教育の定義には様々あるが、本稿では山本（1999）
の「大学の講義についていけるだけの学力や知識を身につけることを助ける

教育」を定義とする。

英語に目を向けると、これまでの大学生向けの英語教材では対応できな

くなっている。その需要に応えるために、出版社は英語の基礎力強化を目指

すリメディアル向け教材として、自主学習を可能にするコンピュータ利用の

e-Learning 教材などを競って作成している。リメディアル教材には、紙ベー

スの教材（CD または DVD 付属のものを含む）、CALL 教材、e-Learning 教

材などがある。最近では、英語教材の中にリメディアル向け教材と銘打った

ものも出始めており、CD-ROM、DVD、e-Learning を利用するものが多くなっ

てきている。

本稿では、まず、大学生の学力変化の原因を探る。次に、大学で英語力

の異なる学生に英語を教えるにはどのようにしたらいいのかを、CALL シス

テムや e-Learning を使用したリメディアル向け教材を中心に分析を試みる。

最後に、大学生の学力変化に対応する e-Learning などを利用した総合英語

教材の果たす役割について考察していく。



154	 原　隆幸

2．英語ができない学生の背景

なぜリメディアル教育が必要な学生が増加傾向にあるのであろうか。それ

は、学習指導要領が大きく影響している。1998 年の学習指導要領によると、

中学校では英語は必修科目であり、学習時間は年間 105 時間（１時間は 50
分授業）であり、１週間あたりに換算すると３時間となる。ただし選択科目

として追加で英語を学習する場合もあり、その場合、１週あたりの英語の授

業は増える。またこの限られた時間で教科書を教え、かつ教科書すべて終え

なくてはならないので、生徒が十分に学習事項を理解していなくても先に進

まざるを得ない状況がある。そのため一度どこかでつまずくと、そこから先

に進めず、生徒の学習意欲も下がるといった悪循環を繰り返している。

このことは、榊（2010）	 2 にも述べられている。榊によれば、カリキュラ

ムという縛りがその原因であるとしている。中学高校の英語の授業の実態と

して、学習指導要領に則りつつ授業を行うこと、年間の授業時間数が限られ

ていること、カリキュラムの学習項目をカバーするために一定の授業進度が

求められているという。また教員１人当たり 40 人に指導をするが、同じ教

室にいて同じ授業を受けても 40 人、40 通りに理解度（個人差）があること

を挙げている。補講をして生徒の理解を助けようとはするものの、教員の時

間は限られているため限界がある。中学高校の英語の授業の実態として、①

カリキュラムに基づいて授業が進められることにより、学習者に理解できな

い項目があっても、授業は先に進む、②理解できなかった項目を使って、新

しい内容を説明されることにより、学習者の混乱は増す、③勉強してもわか

らない、わからないからもう勉強しない（中学の時点で学習がストップする）、

といった連鎖があり、高校も同じような連鎖があると言う。

では、近隣諸国と比較するとどうであろうか。近隣諸国では、まず、小学

校から英語を導入している。韓国、中国、台湾では、小学校３年から英語を

導入しているが、中国と台湾の都市部では、小学校 1 年から英語を導入して

いるところもある。国によって異なるが、１週当たり２時間程度、英語の授

業を行っている。その上で、中学校の英語が位置づけられている。また、中

学校の英語の上に高校の英語が位置づけられている。例えば筆者が以前に現

地調査を行った香港の中学校を例に挙げると、香港では、１課が終わると必

ずその内容に関する練習の時限があり、ペアワークやグループワークを通し

て、文法事項や語彙の運用と定着を図っているのである。
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また先に述べたように、1990 年代になってから大学が多様な入試制度が

導入されたこと、18 歳人口の急激な減少に伴い、事実上、応募者全員が入

学となっている大学が増加していることなどが背景として挙げられる。その

ため入試で英語が出来なくても大学に合格できるのである。中には英語を受

験科目として選ばないで、大学に入学してくる場合もある。様々な入試制度

の１つとしてスポーツ推薦があるが、この場合、勉強が出来なくてもスポー

ツである程度の成績を収めていれば入学できる。そのため実際に英語を教え

てみると、アルファベットがきちんと書けない、中学１年レベルの文法事項

がわからない、中学１年生レベルの英単語がわからない、書けない、きちん

と発音できない状況を目の当たりにするのである。ではこういった学生たち

に対して、どのように英語を教えたらいいのであろうか。次にその解決策を

探っていきたい。

3．情報社会の進展と外国語教育の変化

近年、大学入学時の学力、中でも英語力が不十分な学生が急増している理

由は２章で見てきた通りである。また１つのクラスに英語レベルの異なる学

生がいる場合もあり、英語の教員は授業に工夫が求められている。

この問題に対する１つ目の解決策として CALL や e-Learning といった

ICT（Information	Communication	Technology）を活用した英語教育が注目を

集めている。２つ目の解決策としては「リメディアル教育」としての英語教

育を行うことである。

まず１つ目の解決策として CALL や e-Learning といった ICT を活用した

英語教育から見ていく。情報技術（IT：Information	Technology）の進展は、

社会に大きな影響をもたらしてきており、大学にはコンピュータが設置され

た。そのことは英語教育にも影響を与え、CD-ROM や DVD などのマルチ

メディア教材、またはインターネットなどの情報通信ネットワークを活用し

た新たな英語の授業の可能性を生み出した。これはCALL（Computer-Assisted	
Language	Learning）呼ばれ、個々の学習者の能力と学習スピードに合わせ

た個別語学学習のスタイルを提供するシステムとなった。これは CD-ROM、

DVD を使用したシステムであるが、後にインターネットを利用するものが

出てきている。一方最初からインターネットを利用するものは、e-Learning
と呼ばれ、オンライン上のサイトにアクセスすることにより、学習内容が提
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供されるのである。

CD-ROM や DVD は、学習者一人ひとりのニーズに合わせて文字・画像・

音声を提示し、学習結果をフィードバックする機能を持っている。山内（2001:	
6-16）は、CD-ROM 教材を７タイプに分類している。①電子ブック型、②

ゲーム型、③技能別練習型、④百科事典型、⑤電子辞書型、⑥テスト型、⑦

総合練習型である。ここでは①電子ブック型、②ゲーム型、③技能別練習型

について簡単に見ていく。電子ブック型 CD-ROM は、本文をネイティブ・

スピーカーが読み上げたり、単語の発音や意味を提示したりする機能などが

ある。ゲーム型 CD-ROM は、スペリングや文章完成など様々なタイプのゲー

ムが用意されており、学習者が難易度を選択できたり、動画・音楽・効果音

などを効果的に使って雰囲気を盛り上げたりするものがある。技能別練習型

CD-ROM は、学習者の英語レベルや理解度に応じて、何度も繰り返し聞い

たり、発話速度を変えたり、単語や熟語のヒントや英文スクリプトなどが見

られるものもある。DVD 教材（同 22-23）は映画の字幕を活用したり、セ

リフの練習をしたりできる。また最近では、ニュースや世界遺産などを扱っ

たものもあり、その内容はバラエティーに富んでいる。

インターネットを活用した授業（同 26-27）としては、次のようなものが

挙げられる。ホームページ閲覧を通じてリーディングとリスニング中心の情

報検索学習・問題解決学習を、ホームページ作成を通じてライティングとス

ピーキング中心の情報発信学習を、電子メール・メーリングリスト・ネット

ニュースを通じてリスニング、ライティング、共同学習などを、チャットを

通じてリアルタイムでのリーディングとライティングを、テレビ会議を通じ

てリアルタイムでのリスニングとスピーキングを学習できるとしている。

２つ目の解決策は、「リメディアル教育」としての英語教育である。これ

までの大学生向けの英語教材では対応できない現状に応えるために、大学教

科書出版社は英語の基礎力強化を目指すリメディアル教材として、自主学

習を可能にするコンピュータ利用の e-Learning 教材などを競って作成して

いる。リメディアル教材には、紙ベースの教材（CD または DVD 付属のも

のを含む）、CALL システム向け教材、e-Learning 向け教材などがある。最

近では、英語教材の中にリメディアル教材と銘打ったものも出始めており、

CD-ROM、DVD、e-Learning を利用するものが多くなってきている。



	 大学生の学力変化と共に多様化する大学英語教材の役割	 157

4．大学英語教材の比較

ここでは、リメディアル向けの大学英語教材と学習ソフトについて見て

いく。なお紹介するテキストとソフトはこれまで著者が使用してきたもの及

び、今後使用予定のもののみを対象とする。各出版社やソフト会社により、

リメディアルの表示の有無は様々であり、またその名称もさまざまである。

分析対象教材は、『English	Partner』（南雲堂フェニックス）、『First	Steps	 to	
English	Grammar	カレッジ英文法入門』（南雲堂）、『English	Charge!	大学英

文法徹底トレーニング』（金星堂）、『イラストでイメージ：基礎語彙を使っ

た英作文』( 朝日出版社 )、『English	Quest（Plus）』( 桐原書店 )、『Access	
to	Simple	 English ＜英文法基礎力マスター＞』( 成美堂 )、『 New	Dynamic	
English 』（DynEd	International,	Inc.）、『EDO（English	Discoveries	Online）』（正

興 IT ソリューション）である。

授業を行った対象者は、経済学部や商学部といった非英語専攻の学生であ

る。クラスレベルと構成は、再履修クラス、クラス分けテストの結果、一番

下のクラスに振り分けられた学生と再履修の学生が合わさったクラス、また

は第１外国語として、ドイツ語・フランス語・中国語などを学んできており、

第２外国語として英語を学ぶ学生のクラスである。クラスサイズは、25 名

から 50 名ぐらいである。学習期間は、１セメスター、または通年である。

表１にあるように、これら教材・ソフトはテキストが有るものと、無い

ものに大別できる。テキストが有るものには CD が付属しているが、右側に

○（　/ ○）と表示のあるものは、テキスト自体には付属 CD はなく、教員

用に CD が別途用意されていることを意味している。『English	Quest（Plus）』
( 桐原書店 ) は、テキスト有りで CD の代わりに CD-ROM が付属している。

『Access	 to　Simple　English ＜英文法基礎力マスター＞』( 成美堂 ) は、テ

キスト自体に CD 付属しておらず、教員用 CD が別途用意されている教材だ

が、パソコンや携帯でインターネットにアクセスすることで、Web 学習が

可能な教材である。『New	Dynamic	English』（DynEd	International,	Inc.）は、

テキストはなく CALL システム向け教材であるが、CD-ROM を使用する。

『EDO（English	Discoveries	Online）』（正興 IT ソリューション）もテキスト

がない、インターネットにアクセスして Web 学習するソフトである。
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表１　リメディアル向け大学英語教材・ソフトの比較

出版社・
ソフト会社

教科書・ソフト名 テキストのみ CD 付
CD-ROM

付
Web

南雲堂
フェニックス

English	Partner ○ /	○

南雲堂
カレッジ英文法入
門

○ 	○

金星堂 English	Charge! ○ 	○

朝日出版
イラストでイメー
ジ

○ /	○

桐原書店 English	Quest	(Plus) ○ /	○ ○

成美堂
Access	 to	 Simple	
English ○ /	○ ○

ダインエド
N e w 	 D y n a m i c	
English ○

正興 IT
ｿﾘｭｰｼｮﾝ

EDO ○

このようにリメディアル英語教材・ソフトと言ってもその内容は様々であ

り、CD、CD-ROM、Web 学習と有無も様々である。またここでは DVD 教

材を取り上げていないが、それはリメディアル向き英語教材として適切な

DVD 付教材をこれまで目にしてこなかったためである。

5．リメディアル英語教材・ソフトに対するアンケート結果と考察

ここでは４章で取り上げたリメディアル向け英語教材・ソフトに対して、

著者が学生にしたアンケート結果をまず紹介したい。＜テキストのみ教材

＞では、良い点として「中学校レベルから学べてよかった」、「中学校・高

校レベルの英語の復習ができた」、「単語の意味が書いてあったのでよかっ

た」、悪い点として「（CD がないので）どう発音していいのかわからなかっ

た」などが挙げられた。＜テキスト＋ CD 付き教材＞の良い点として、「学

習済レッスンの CD を通学の行き来に聞いて復習できたのでよかった」、「CD
を音読練習に使用できた」、「テキストの内容がだいたい理解できてよかっ

た」、悪い点は「リスニング部分が難しかった」などである。＜テキスト＋

CD-ROM 付き教材＞では、「自分のペースで学習できるので良かった」、「英
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語ができるようになった」、「英語に自信がついた」、「英語のどこができない

かがわかり、できるようになった」、「これからも自分で英語を勉強できそう」

など、良い点のみが挙げられた。また＜ Web 教材＞での良い点は、「ゲーム

感覚で学習できた」、「授業で学習したことの復習ができた」、「授業以外にパ

ソコンがあれば自宅でも学習できた点が良かった」、悪い点は「Web にアク

セスするまでの操作が難しかった」、「問題を解く際の操作がわかりにくかっ

た」、「演習の問題数が多すぎる」などが挙げられた。

これらの結果から、次のことが言える。CD-ROM、DVD、e-Learning を

利用するリメディアル教材は、英語力が不十分な学生や１クラスに英語力の

異なる学生がいる場合に効果的であり、学生の英語学習の動機を高める効果

もある。さらにリメディアル向け教材の使用は、学生が自ら英語学習に対す

るつまずきの原因を自覚し、付属の CD-ROM や Web 学習を通じて自主学

習の習慣を身につけさせることができる。

またテストという形ではきちんと統計処理はしていないが、「英語で自己

紹介を書いて下さい」という課題に対し、１回目のオリエンテーションで行っ

たものと授業回数の後半、または期末テスト後の補講で書かせたものを比較

すると、明らかに書ける量が増え、文法的間違いも少なくなっていることか

ら、リメディアル向け英語教材、特に CD-ROM 付き、または Web 学習は

効果的であると言えるのではなかろうか。

以上のことから、今後、大学生の学力変化に対応する e-Learning などを

利用した総合英語教材の果たす役割は大きいと考えられる。

おわりに

本稿では、まず、大学生の学力変化の原因を探り、英語ができない学生

の背景を考察してきた。次に情報社会の進展に伴い変化する外国語教育のあ

り方を概観してきた。英語力不足の大学生が急増している。また１つのクラ

スに英語レベルの異なる学生がいる場合もあり、英語の教員は授業に工夫が

求められている。この問題に対する１つ目の解決策として CALL システム

や e-Learning といった ICT（Information	 Communication	Technology）を活

用した英語教育が注目を集めている。２つ目の解決策としては「リメディア

ル教育」としての英語教育を行うことである。そこでこれらを踏まえた大学

英語教材とソフトを比較・分析を試みた。最後に、大学生の学力変化に対応
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する e-Learning などを利用した総合英語教材の果たす役割について考察し

た。その結果として上げられることは、今後、大学生の学力変化に対応する

e-Learning などを利用した総合英語教材の果たす役割は大きいことである。

今後の課題として、英語力の変化をプレテスト、ポストテストを実施し、

その成果を統計的に処理することにより、本稿の結果の有効性を実証してい

く必要がある。また、英語力の変化が、単にその授業を受けたことにより上

がったのか、他の英語の授業などを受けたこととの相乗効果で上がったのか

といった外的要因についても検証する必要がある。

＊本稿は、2010 年 9 月 4 日に駒澤大学深沢キャンパスで開催された日本英語文化学

会第 13 回全国大会において口頭発表した内容に加筆修正したものである。

註
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Synopsis

The Influence of the Decline of Student Performance on the Content of New 
University	English	Textbooks

HARA	Takayuki

	 	 	Recently	 the	 academic	 ability	 of	 university	 students	 has	 dropped	 in	 quality.	
There	 are	 several	 causes	 for	 this.	First	 of	 all,	 it	 is	 the	 result	 of	 Yutori	 education	
policy,	 which	 has	 led	 to	 the	decline	 of	 educational	 quality	 for	 primary	 and	
secondary	 schools.	 Secondly,	 after	 the	1990s,	 various	university	 entrance	
systems	were	 introduced	 in	 private	 universities.	Thirdly,	 because	of	 the	 radical	
decrease	of	the	population	of	18	year	olds,	most	of	all	applicants	are	able	to	enter	
university.	As	 a	 result,	 the	number	of	 students	who	have	poor	 English	 ability	
has	 increased.	To	 solve	 this	 problem,	 remedial	 (developmental)	 education	has	
been	 the	 focus	 of	 recent.	The	purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 investigate	 the	 causes	
for	 the	 change	of	 academic	 ability	 for	 university	 students,	 then,	 to	 analyze	 the	
remedial	 (developmental)	English	 textbooks	 and	 computer	 software	 which	 are	
used	for	CALL	or	e-Learning	to	discover	academic	inquiries	how	to	teach	English	
effectively	to	students	with	low	ability.	Finally,	the	role	of	English	textbooks	and	
computer	software	are	considered.
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中学・高校から大学への懸け橋としての英語教育

榊　哲

はじめに

本稿は、中学校・高等学校（以下それぞれ、中学・高校）で授業を実践し

ている筆者の立場から、以下の報告・考察を試みるものである。まず 1. で「中

学・高校における英語授業の実態」をシラバスと生徒の多様な理解度という

角度から考察・報告する。次に、大学でリメディアル教育を必要とする学生

が増加している背景を、高等教育（大学等）への進学率という角度から考察

する。2. では「現状・課題への対策」として、まずシラバスとクラス編成へ

の提言を行う。次に、第二言語習得（SLA）研究を概観した上で、研究成果

の中学・高校教育現場への応用の一つとして、音読と暗唱による学習項目定

着の可能性を論じる。最後に、SLA 研究の知見を教育現場に応用することで、

中学・高校における教授法をこれまで以上に学習者に沿った、より合理的な

ものとすること、さらに、そうした教授法によって、より多くの生徒に基礎

力を定着させることこそが、大学への懸け橋となると結論付ける。

1.	中学・高校における英語授業の実態の考察と報告

1.	1.	シラバスの二つの側面

中学・高校では、文部科学省による学習指導要領に基づき、各学校の実状

に合わせてシラバス（syllabus）を作成する。シラバスとは、一言で言えば、

何をどのような順序で指導していくのかを記述したもの（松村 ,	 2009）であ

る。シラバスは、年間の授業進度のペースメーカーとして、大変役立つもの

である。

一方、ペースメーカーとしてのシラバスの役割を別角度から見ると、「制

約」という見方もできる。それは、「この期間までに○○を教えなければい

けない」という制約である。シラバス作成時には、ある程度の余裕も考慮に

入れるものの、一学年数百人の全ての生徒が、教員が想定する一定のスピー

ドで理解できるかというと、そうはいかないことも多い。授業のスピードに、
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理解のスピードが追いつかない生徒が一学年に数名出てしまうこともある。

しかし一方で、一定のスピード以上で授業内容を理解できる生徒も数多くい

る。したがって、教員は理解が遅い生徒を心配しながらも、年間のシラバス

を視野に入れつつ、一定のスピードで授業を進めざるをえないのである。

1.	2.	学習者の多様な理解度

文部科学省では、通常学級の標準生徒人数を現行 40 人としている（文部

科学省 ,	 2010a）。したがって、標準的な中学・高校では、１人の教員で 40
人を教えている。学習者一人ひとりの適性、性格、動機、学習スタイルは様々

である（Dörnyei,	 2005）ため、生徒が 40 人いれば、理解度も 40 通りある

と考えられる。

2.3. で触れるが、第二言語習得（Second	 Language	Acquisition：以下、

SLA）研究においては、i+1 レベルのインプットが言語習得を促すという

考え方がある。i+1	 の “ i ” とは、現在の学習者の言語レベルのことであ

り、i+1 とは、今の自分より少し上のレベルのことである（Krashen,	 1982,	
1985）。この i+1 レベルを現在の中学・高校で設定するためには、40 人の学

習者の i のレベルが、ある程度揃っている必要がある。i のレベルがバラバ

ラでは、i+1 レベルも 40 人でバラバラになる。そうすると 1 学級に 1 人の

教員では、最適とされる i+1 レベルのインプットを、全ての学習者に与える

ことは、非常に困難になる。結果的に、一部の生徒にとってのみ最適となる

インプットを与えているというのが現状であろう。

1.	3.	ジレンマ：シラバスと多様な理解度の狭間で

1.1. と 1.2. で見てきたように、中学・高校の英語教員の多くは「この時期

までに○○を教えなければいけない」という制約を受けながら、もう一方で

「生徒たちの理解度に合わせて教えたい」という気持ちを抱え、両者の狭間

でジレンマを感じつつ、与えられた環境で実現可能な対応をしている。

この状況を、教員と生徒が直面する問題としてまとめると以下のようにな

る。（1）シラバスに基づいて授業が進められることにより、学習者に理解で

きない項目があっても、授業は先に進む。（2）理解できなかった項目を使っ

て、新しい学習項目を説明されることにより、学習者の混乱は増す。（3）新
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しい学習項目の前提となる学習項目を理解できないまま、授業が先に進めら

れることにより、学習者は「どんなに集中してこの授業を聞いても、授業の

内容を理解することができない」という状況に陥る。（4）「がんばっても、

分からない。分からないから勉強しない」という悪循環が始まる。この（1）
から（4）の連鎖により、中学時点で英語の学習が止まる学習者が少なから

ずいると考えられる。彼らは、英語の基礎力が著しく欠けた状態で置き去り

になっている。

中学・高校の教員は、この現状を痛感しており、可能な限り「補習」等の

サポートをしている。しかし、こうしたサポートには主に二つの点で限界が

ある。一つは、授業進度との関係、もう一つは、補習対象者の授業態度の問

題である。

まず、授業進度との関係について述べる。補習に呼ばれる生徒の多くは、

50 分授業で教わった内容を、50 分で理解するのは困難である。したがって、

例えば 2 回に分けて合計 100 分の補習で彼らが理解できたとする。しかし

一方では、通常授業は 1回 50分のペースでどんどん進んでいる。そして、あっ

という間に中間テスト・期末テストの時期になる。定期テストに間に合うよ

うに全てのサポートをすることは、時間的な制約から非常に難しいのである。

次に、生徒たちの授業態度の問題があげられる。必ず補習がある、という

ことが前もって分かっていると、補習対象者として毎回のように呼ばれる生

徒たちが通常授業を聞かなくなるという傾向が見られる。彼らは、「どうせ

通常授業は聞いても分からないし、補習で丁寧に教えてくれるから、授業は

聞いても無駄だ」という考えを持つ場合が多い。こうなっては教育上の問題

が残るであろう。

1.	4.	大学でリメディアル教育を必要とする学生たちの背景

最近、大学で英語のリメディアル教育を必要とする学生が増えている（國

吉 ,	他 ,	2005）。その背景として、1.3. までで見たような、英語の基礎力が著

しく欠けた状態で置き去りになったままの高校生たちが大学に入学できてい

る様子が伺える。

文部科学省の「学校基本調査」によると、2010 年の高等学校等への進学

率は 98.0% である。このデータは、1.3. で考察したような、中学時点で英語

学習に躓いた生徒でも、そのほとんどが高校へ進学できている様子を表して
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いる。さらに、大学進学率に目を向けてみると、2010 年の大学・短期大学

等への現役進学率（通信教育部への進学者を除く）は 54.3% である。1956
年では、同 16.0%、1980 年では、同 31.9%（文部科学省 ,	2010b）というデー

タから見ても、大学等への進学率が飛躍的に上昇していることが分かる。一

見望ましい傾向のようだが、見方を変えると、現在では、かつて必要とされ

たほど勉強をしなくても大学に進学できている様子が伺える。文部科学省の

データだけで「英語の基礎力に欠けた高校生が大学生になっている」と断言

することは難しいが、大学進学率の向上と、英語の基礎力を欠いた大学生の

増加には何らかの関係があると考えられる。國吉 ,	他（2005）は、この状況

を以下のように指摘している。

	
1980 年代の初めから導入され始めた「ゆとりある教育の」教育政策が、

結果的にはわが国の初等、中等教育の質の低下をもたらしたこと、90
年代になってから大学、特に私立大学で、多様な入試制度が導入された

こと、さらには 92 年をピークにして以降 18 歳人口の急激な減少があ

り、事実上応募者全員入学となっている大学が増加したことなどによっ

て入学時の英語学力が不十分な学生が急増した。～中略～「英語」の学

力を測定することなく、英語の基礎学力に無関係に大学側が応募者を入

学許可した結果である。（p.	121）

以上のことから、1.3. で考察したような、英語の基礎力が欠けたままの生徒

が、大学に入学できているケースは十分に考えられる。ここに、リメディアル

教育を必要とする大学生が増加している一因が見て取れる。

こういった学生は、「自分は分からなかった」ということで、何かしら傷

ついている可能性がある。教員は、学生の精神的なケアに留意しつつ、彼ら

が英語学習で躓いたところまで遡って教え直す必要があるであろう。

また、文法を順に教えていくシラバスでは、中学・高校時代と同じ挫折を

繰り返す可能性がある。そういった場合は、身の回りのものや出来事を扱う

タスクを中心にした学習を促すという方法も考えられる（松村 ,	 2009 の議

論を参照）。
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2.	現状・課題への対策

2.	1.	シラバス作成時の留意事項

まず、各学校に入学してくる生徒の実情に合わせて、卒業時に最低限身に

つけておくべき英語力を設定し、無理のないシラバスを作成することが重要

である。卒業時の英語力を設定する際には、大学入試を解く際に求められる

英語力と、TOEIC、TOEFL、実用英語技能検定（英検）といった社会から

求められる英語力も考慮に入れるべきであろう。

大学入試センター試験においては、社会からの要求に応えてか、2006 年

からリスニング試験が導入された。さらに最近では、TOEIC で出題される

形式に似たスキャニング力（必要とされる情報だけを素早く探し出す力）を

求めるような問題も出題され始めている。

また、上智大学を中心として、読む・聞く・話す・書くという 4 技能

を測定するアカデミック英語能力判定試験（Test	 of	 English	 for	Academic	
Purposes：以下、TEAP）が開発されている。2010 年 9 月には上智大学一部

入試で、リーディングとリスニングの問題が実施されるという（上智大学

HP）。TEAP は、今後、他大学における利用や、年複数回実施の可能性もあ

るという。今後の中学・高校における英語教育への影響が考えられる。

松村は、大学入試には、受験生に実用的な英語力があるかどうかよりも、

専攻の勉強に耐えるだけの知性や高度な分析的読解力を備えているかどうか

を見極める狙いがある可能性を指摘している。松村自身は、英語の入学試験

をやめて、その代わりに各種英語能力試験の級やスコアの基準を定めて、受

験生に要求することを提案している（2009:	198）。
松村（2009）の上の提案には議論の余地があるが、いずれにしても大学

入試も社会から要求されている英語力を考慮に入れて変化してきていると言

える。中学・高校卒業時の英語力も、こういった現状を考慮して設定し、無

理のないシラバスを作ることが、生徒にとって学びやすい英語授業につなが

るであろう。

2.	2.	習熟度別 & 少人数クラス編成

先の 1. で述べた通り、中学・高校における英語教育では、シラバスと学
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習者の多様な理解度の狭間でジレンマに悩むケースが多い。その解決策の一

つとして考えられるのが習熟度別クラス編成である。習熟度別にクラスを編

成すれば、通常授業と別枠で補習を設定する必要もなくなり、習熟度に合わ

せた i+1 レベルのインプットを与える授業展開ができる。

また、少人数クラスであれば、より適切な i+1 レベルを設定することが可

能になる。さらに、1 人の教員が教室内の各生徒の理解度をより細かく把握

することが可能になるため、個々の学習者に適切なサポートもしやすいであ

ろう。

ただし、これらの提言はあくまでも第二言語習得という視点からのみ言え

ることである。習熟度別 & 少人数クラス編成には、以下の指摘や批判も考

えられる。生徒の差別化である、英語の習熟度だけでクラス編成を行うと他

教科での学習・生徒同士の人間関係・生徒による行事の運営等に影響が出る、

教室数や配置できる教員数などの予算上の問題がある、等々。これらは現場

の教員が直面する問題として議論する必要があるが、本稿で論じる範囲を超

えるため、ここまでに留めたい。

2.	3.	SLA 研究の知見の応用

2.	3.	1.	SLA 研究とは

SLA 研究とは、第二言語学習に関する様々な問題を科学的に解明するこ

とをめざす学問分野である。また、SLA は学際的な学問分野であり、言語学、

心理学、社会学、教育学、脳神経学といった多くの学問分野から知識や研究

手法を取り入れて発達してきている。

白井（2008）は、SLA 研究が目指す実証的・科学的なアプローチを、スポー

ツ科学の発展を例に紹介している。スポーツの世界では、かつては経験則に

頼ったトレーニングが行われていたが、今ではスポーツ科学が発展し、それ

に基づいて様々な技術革新がなされている（p.vii）。例えば、「練習中、水を

飲んではいけない」とか「ウサギ飛びで校庭 10 周」といった、今では考えら

れないトレーニングがかつて行われていたことを考えると、スポーツ科学の

発展がスポーツトレーニングとその教授法に与えてきた影響は大きい。SLA
研究により、第二言語学習・教授法においても、経験則に基づいた教授法か

ら実証的・科学的な研究に基づいた教授法が発展することが期待されている。
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2.	3.	2.	i+1 の理解可能なインプットをできるだけ大量に

1.2. で触れたが、SLA 研究では、i+1 レベルのインプットが言語習得に役

立つと言われている。i+1 とは、一言で言うと、現在の自分より少し上のレ

ベルのことである。学習者の現在の言語レベルを i とすると、それに多少知

らない単語や文法などが含まれている i+1 のレベルに触れることが言語学習

では必要だとされる（Krashen,	1982,	1985）。
また最近、保育園教育で注目を集めている横峯によると、子どもは「ちょっ

とだけ難しいことをしたがる」という。与えられる課題は、難しすぎても簡

単すぎてもいけない。子どもにとって「ちょっとだけ難しい」課題を与える

と、彼らはおもしろがって取り組む（2009）という。もし、人間に学習メ

カニズムというものが備わっているとすれば、大人も子どもも i+1 レベルの

課題が与えられる時に最も効果的な学習が期待できるのかもしれない。

2.	3.	3.	Focus	on	Form

本項では、Focus	on	Form という教授法が考え出された背景と、その教授

法について簡潔に紹介する。

これまでの日本における英語授業の多くは、形式重視の教授法だと言われ

る。形式重視の教授法では、口頭での繰り返し練習や文型練習などのドリル

練習を主な教授法としている。その代表的な授業パターンは、Presentation,	
Practice,	Production	（PPP）アプローチと呼ばれる。まず、文法訳読法を使って、

その日の目標学習項目を提示して説明することから始まり（Presentation）、
口頭反復練習、パターン・プラクティスなどの練習活動を行い（Practice）、
最後に目標文法項目を使った活動が行われる（Production）（和泉 ,	 2009;	
DeKeyser,	2007;	Byrne,	1986）。

しかし、SLA 研究では、こうした形式重視の教授法の限界が指摘されて

いる（Lightbown,	1983;	Tode,	2007;	De	la	Fuente,	2006 など）。これらの研究

によると形式重視の教授法では、短期的には目標学習項目を習得したように

見えるが、長期的に見ると、実は学んだ項目は身についていなかったという。

筆者も経験上、これらの指摘を否定できない。

2.3.2. でも触れた通り、言語習得には、i+1 の理解可能なインプットをで

きるだけ大量に与えることが大切である。しかし、形式重視の PPP アプロー
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チを主流とする現在の日本の英語教育ではインプットの量が少なすぎるので

ある。杉浦（2000）は、日本の中学と高校と大学教養課程 2 年間を合わせ

た 8 年間の授業時間の合計を 1120 時間と試算している。これを、睡眠時間

を 8 時間として留学した場合に換算すると、1120 時間＝ 70 日（約 2 ヶ月）

である。さらに、授業で実際に英語を使う時間を留学に換算すると、約 12
日であるという（松村 ,	 2009）。「中学・高校・大学で英語を学んだのに、日

本人はなぜ英語が使えないのか」といった疑問が聞かれるが、同じ問を「留

学して 2 ヶ月で（あるいは 2 週間で）英語がペラペラになるであろうか」と

いう問に言い換えてみると、現在の日本の英語教育では、英語に触れる量が

少なすぎるという事実に気づくであろう。

形式重視の教授法の対極にあるとされるのが、意味重視の教授法である。

意味重視の教授法は、言語形式ではなく、言葉の伝える意味内容に重きを

置いた教授法である。代表的なものとして、イマージョン教育（immersion	
education）がある。イマージョン教育とは、各教科の教科内容を目標言語で（例

えば社会科を英語で）教えるというものである。イマージョン教育は、1960
年代にカナダで始められ、現存する言語教育政策の中で最も成功したものの

1 つとして広く受け入れられている。日本でも、イマージョン教育を実践し

ている学校があり、その中でも加藤学園では学習者がかなり高いレベルの英

語力を身につけていると報告されている（和泉 ,	2009;	Bostwick,	2005）。
一方で、こうした意味重視の教授法にも課題が指摘されている。それは、

スピーキングやライティングの産出能力での伸び悩みである。イマージョン

学習者は、聞き取りの能力は非常に高いが、文法的に正確な表現を使う能力

や社会的に適切な表現（目上の人への表現等）を使う能力は劣るという指摘

がされている（Swain,	1985）。
こういった背景から考え出されたのが、Focus	 on	Form（以下、F	on	F）

である。F	on	F とは、意味に焦点を当てた授業の中で、生徒が遭遇する発話

や内容理解で何らかの問題が生じた時に、彼らの注意を言語形式に向けさせ

る試みのことであり（Long	&	Robinson,	1998）、それまでの形式重視の教授

法と意味重視の教授法の利点と問題点を考慮した上で、両者のバランスを質

的に達成しようという試みである（和泉 ,	 2009）。例えば、２週間のホーム

ステイを終えて、ホストファミリーにお礼を言いたい時、自分の感謝の気持

ちをホストファミリーに正確に伝えるためには、どのような語句・文法・丁

寧表現等を使えば今の自分の気持ちに合致するのか、と考えながら第二言語
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の様々な側面に注意を向ける時、習得が促進されるという考え方である。

2.	3.	4.	現在の日本における Focus	on	Form の課題

F	on	F については、様々な研究がなされてきており、具体的な教授手法も

紹介されている（和泉 ,	 2009）。しかし、日本の英語教育になかなか浸透し

てきていないのが現状である。その理由として以下の二点が考えられる。一

つは、ノウハウが知られていないという点であり、もう一つは日本の教員が

F	on	F の教授法に慣れていないという点である。

F	on	F は、これまでの日本の PPP 形式の伝統的教授法と大きく異なる教

授法である。伝統的教授法に慣れた教員が、新たな教授法を取りいれるため

には、いくつかの具体的な授業実践や、使用される教材を見て学ぶ必要があ

る。しかし筆者が知る限り、そういった具体的な実践例や教材はいまだ中学・

高校教員の身近には多くない。また、教員は自らの学習体験や、慣れ親し

んだ教え方から脱却しにくいという点も指摘されている（松村 ,	2009;	和泉 ,	
2009）。F	on	F の指導法が日本に普及・定着するためには、日本での授業実

践報告、日本語母語話者を対象とした教材の充実、さらに教員向けの教授法

講習といった施策についても考える必要があるだろう。

2.	3.	5.	現在与えられた環境でできる試み――音読と暗唱――

この項では、SLA 研究の知見を基に中学・高校の教育現場で筆者が実践

している音読活動と暗唱活動を紹介し、音読と暗唱による学習項目定着への

可能性について論じる。

筆者は、現在中学 1 年生の授業を担当しており、i+1 レベルの大量のイン

プットを目的として、英語を初めて学ぶ中学 1 年生向けの「NHK ラジオ講

座『基礎英語 1』」を毎日家庭で 5 回音読する取り組みを実施している。また、

暗唱活動として「駅まで暗唱する宿題」略して「駅宿（えきしゅく）」を実

践している。以下、それぞれについて述べる。

2.	3.	5.	1.	『基礎英語 1』毎日音読 5 回の実践

2.3.3. で述べたように、現在の日本の英語教育においてはインプットの量
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が非常に少ない。しかし、授業だけで与えられるインプット量には限界があ

る。そこで、筆者は保護者にご協力頂き、各家庭で毎日『基礎英語 1』を聞

いた上でスキットを 5 回音読する取り組みを始めた。各家庭では、保護者が

生徒の音読を「素晴らしい！」「その調子！」「よくがんばった！」（それぞ

れ花丸、二重丸、丸）の 3 段階で評価する。教員は、カレンダー形式で 1 ヶ

月分の「音読シート」A4 用紙 1 枚をカラー印刷で用意する。保護者は、毎

日わが子の音読を評価し、1 ヶ月の取り組みに対して一言コメントを書く。

生徒は翌月最初の授業で保護者からのコメント付きの「音読シート」を教員

に提出する。授業担当者は、「花丸」等の毎日の取り組みと保護者のコメン

トを受けて、コメントを記入し、生徒に返却するというものである。各家庭

に負担をかけてしまう面もあるが、親子が毎日顔を合わせて言葉を交わす機

会を提供する、という狙いもある。

「『基礎英語 1』毎日音読 5 回」の最大の狙いは、インプット量を増やすこ

とにある。学習者は、正しく音読しようとすると、モデルとなる発音に注意

して聞くことが要求される。『基礎英語 1』の放送は毎週月曜日から金曜日

まであるため、少なくとも週 5 日は授業以外で一定量のインプットを受ける

ことになる（なお、土曜日と日曜日は、その週で一番気に入ったスキットか

一番苦手に感じたスキットを 5 回音読することにしている）。

この「毎日音読」の効果については、今後、実証研究でその解明が待たれ

るが、少なくとも学校の授業においては未習語彙・文法の「予習」として一

定の機能を果たしている。生徒たちは、授業中に『基礎英語 1』で学んだ内

容や語彙が出てくると「それ、基礎英語でやった！」と声をあげてくれる。

ある生徒によると、家で音読をしている時に疑問に思った点（例えば do と

does の使い分けなど）が、学校の授業において明示的に説明されることに

より「謎が解けた」ような気持ちになるそうである。

また、『基礎英語 1』では SLA 研究で指導上効果的だとされる「具体的な

場面設定の提供」（松村 ,	 2009）が用意されている。ストーリーの中で新出

語句や文法に出会うことで、彼らの記憶に定着しやすい面があるのかもしれ

ない。しかし、以上述べた内容はいずれも印象の域を超えない。音読の効果

を探る実証研究は、鈴木（2009）、安木（2001）などいくつかあるが、「『基

礎英語 1』毎日音読 5 回」の実質的な効果を探るためには、今後、データを

基にした実証研究を行う必要がある。
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2.3.5.2.「駅宿（駅まで暗唱する宿題）」の実践

中学 1 年生 1 学期のある授業で、「be 動詞の否定文を作るときは、not を
be 動詞の後ろに入れる」という説明を何度繰り返しても身につかない生徒

がいた。そこで、「帰宅する際、学校から最寄りの駅まで『is	 not,	 	 am	not,		
are	not』と繰り返し唱えながら帰りなさい」という指示を出した。翌日、「文

法説明」では身につかなった生徒が、最寄り駅までの「暗唱」の後、完璧に

be 動詞の否定文を作ることができた。この暗唱の効果は、クラスの他の生

徒にも同様に見られ、数週間後の定期テスト実施時にも、文法事項が身につ

いていたことが分かった。さらに、より複雑な文でも同様の効果があった。

「What	is	this?	と What	is	that?	を複数形にする時は、それぞれ is	が are になっ

て、this が these、that が those になる」という説明をするより、「What	 are	
these?		What	are	those?」と暗唱させる方が、はるかに効果があったのである。

筆者はこの暗唱指導法を「駅まで暗唱する宿題」、略して「駅宿（えきしゅく）」

と名づけて、現在も実践している。

「駅宿」における統計的なデータ分析はまだ実施していないが、駅宿とし

て暗唱した項目がクラスによって異なる場合、駅宿を実施したクラスの暗唱

項目の定着率は、駅宿をしなかったクラスの定着率より高い様子が伺える。

例えば、主格・所有格・目的格を覚える際によく使われる“I,	my,	me”,	“you,	
your,	you”といった語彙表の暗唱を駅宿として課したクラスは、教科書の該

当ページを開かせて「この表を覚えなさい」とだけ指示したクラスと比較し

て定着率が高かったようである。Sakaki（2008）は、学習した項目を抽出す

る作業の繰り返しが、記憶の定着を促す一要素であると報告している。暗唱

は、一種の記憶の抽出作業であり、駅宿は記憶の抽出作業を繰り返し実行さ

せるシステムである。駅宿が記憶のメカニズムにどのように関わるのか、こ

れについても今後実証研究によって明らかにする必要がある。

結論

SLA 研究の発展により、「説明だけ」や「機械的なパターン・プラクティス」

による教授法の限界が実証的研究によって報告されてきている。第二言語教

育に携わる教員は、従来の指導法という枠の中で終始せずに、科学的・実証

的な研究から明らかにされる指導効果を学び、研究成果を目の前の学習者に
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合わせた形で現場に応用して行くことが求められている。

しかし、一方で 2.3.4. で触れたように、現在与えられている教育環境と、

研究の結果「理想的」とされる教育環境には乖離があることも多い。現場の

教員は、シラバスやクラス編成の工夫といった授業外の枠組みから、授業内

での指導法に至るまで、与えられている環境で実現可能な試みを行うと同時

に、データを蓄積し、統計的手法を用いてその効果を検証する必要がある。

研究の最前線の知見と現場での実践による検証が車の両輪となり、第二言

語習得のメカニズムが解明されていくであろう。こうして中学・高校におけ

る英語教育が今まで以上に学習者に沿った、より合理的なものとなり、より

多くの生徒に基礎力が定着することを期待する。彼らに十分な基礎力を定着

させることを狙いとしたこうした取り組みこそが、結果的に大学英語教育へ

のスムーズな橋渡しへとつながるはずである。

＊本稿は、2010年9月4日に駒澤大学で開催された日本英語文化学会第13回全国大会・

英語教育シンポジウムにおいて口頭発表した内容に加筆・修正したものである。
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Synopsis

Making	students’	basic	English	skills	sound	at	junior	and	senior	high	school	
level	to	better	prepare	students	for	university

SAKAKI	Satoru

	 	 The	purpose	of	this	paper	is	to	discuss	what	lies	behind	the	current	situation	
where	 increasingly	 many	university	 students	 need	 remedial	 classes	 for	 English	
in	 Japan,	 and	 then	 to	 try	making	 three	 proposals	 for	 the	 issue.	 	 First,	 I	will	
report	what	 is	going	on	 in	English	 classes	 in	 junior	 and	 senior	high	 school,	 and	
discuss	why	some	students	get	lost	while	they	take	English	classes,	and	why	they	
sometimes	even	stop	studying	English	at	the	junior	high	school	level.		Next,	I	will	
discuss	what	may	underlie	 the	 recent	 situation	where	 some	university	 students	
need	 supplementary	 lessons	 for	English	 in	 Japan	 from	 the	view	point	 based	on	
the	 statistical	 report	 by	 the	 Ministry	 of	Education,	 Culture,	 Sports,	 Science	 and	
Technology.	 	 Last,	 I	will	 try	making	 proposals	 for	 handling	 these	 issues	 with	3	
points.	 (1)	What	 to	 consider	 when	making	 a	 syllabus	 for	 junior	 and	 senior	 high	
school, (2) Organizing small classes according to students’ proficiency, and (3) 
Applying	Second	 Language	Acquisition	 research	 to	 the	 classroom	 so	 that	more	
students	can	acquire	sound	basic	English	skills.
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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





181

『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、査読の対象となりうる。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、編集委員会が査読し決定する。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 31 号をお届けいたします。

今回は文学、言語学およびアメリカ文化関係が合わせて 10 篇、英語教育

関係が 3 篇という結果となりました。

査読にあたられた先生方には、ますますお忙しくなっている中、時間を割

いていただいて本当にありがとうございました。

「英語文化」学会ということで、さらに多方面の分野からの投稿も期待し

たいと思います。

今後も学術研究団体にふさわしい学会として発展してゆくために、幅広い

分野からますます多くの論文が投稿されることと思います。

2011 年 2 月 10 日

	 	 	 	 	 	 日本英語文化学会

	 	 	 	 	 	 編集長　市川　仁
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