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ビクトール・セジュール『セビリアのユダヤ人』
におけるシェイクスピア『ヴェニスの商人』の受容について
福島

昇

１．『ヴェニスの商人』と『セビリアのユダヤ人』の時代背景
オックスフォードのシェイクスピア全集に、「『ヴェニスの商人』（The
Merchant of Venice , 1596—97）は 1598 年７月 22 日の出版業者の名簿では、
『ヴェニスの商人』あるいは『ヴェニスのユダヤ人』として登録されていた。
シェイクスピア（William Shakespeare, 1564—1616）の仲間が人気のある劇の
無認可の印刷を防ぐためにそのように企てたのだ」(Wells 479) とある。この
ように、『ヴェニスの商人』は『ヴェニスのユダヤ人』とも言われ、観客の
関心はシャイロック（Shylock）にあった。ユダヤ人といえば 1590 年頃に上
演されたクリストファー・マーロー（Christopher Marlowe, 1564—93）の『マ
ルタ島のユダヤ人』という劇がある。マキアヴェリ的主人公のバラバスは
母国を売り渡し、肉親を犠牲にして自己の利益をはかるが、最後は自分の
かけた罠にはまり大釜に煮られて死ぬ。バラバス（Barabas）にはアビゲイ
ル（Abigail）というシャイロックの娘のジェシカ（Jessica）に似た気だての
良い娘もいる。シェイクスピアが『マルタ島のユダヤ人』（The Jew of Malta ,
1589 あるいは 1590）を意識して『ヴェニスの商人』を創作したのは容易に
想像できる。観客は主人公のアントーニオ（Antonio）だけでなくユダヤ人シャ
イロックにも注目していた。
『ヴェニスの商人』は初上演（1596—98 年頃）以来、物議を醸してきた作
品である。「シャイロックは、ユダヤ人で高利貸しであるがゆえにキリスト
教徒から迫害を受け、いわゆる「人肉裁判」ではポーシャ（Portia）の悪辣
な機知によって敗北し、財産は没収され、果たしてこれが公平な裁きなのか
と疑わざるを得ないからだ。さらに、シャイロックの悲劇は 20 世紀のホロ
コーストやポスト・ホロコーストに、異民族の復讐という観点からみれば、
イスラム教徒による 2001 年のいわゆる 9/11 反乱事件にもつながってくるか
らだ」。

1

物議など醸していないという見方もある。なぜならば、シェイクスピア
喜劇の構造からみれば、バッサーニオ（Bassanio）とアントーニオのホモ
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ソーシャル的な厚い友情、バサーニオとポーシャのめでたい結婚などシェ
イクスピア喜劇に共通するハッピーエンドで幕を閉じているからだ。さら
に、「公式には、ユダヤ人はエドワード１世（Edward I, 1239—1307）の統治
以来、300 年間英国から追放されていた。通俗的な想像では、ユダヤ人はほ
とんど架空の動物 —— かつてキリスト（Christ）をはりつけにし、反キリス
ト教行為を貫くと思われるかもしれない異国の邪悪な生きもの —— と思わ
2

れていた」 からだ。G・ブラックモア・エヴァンズ（G. Blakemore Evans,
1912—2005）が指摘するように、当時ユダヤ人をネガティブに描いてもさし
て物議が起こらなかった。とは言え、シャイロックに同情する見方は昔から
ある。特に名優がシャイロックを演ずればかならずといっていいほど、
『ヴェ
ニスの商人』は反ユダヤ主義の演劇ではないかという批判が巻き起こる。当
然のことながら、『ヴェニスの商人』はイスラエルでは上演されない。
ビクトール・セジュール（Juan Victor Séjour Marcou et Ferrand, 1817—74）
はサント・ドミンゴ出身の父親とアメリカ自由黒人の母親を両親に持ち、フ
ランスで演劇活動を行った在外アメリカ人である。セジュールはクレオール
と黒人の争い、ユダヤ教徒とキリスト教徒の争いを見ている。ヨーロッパ史
において、セジュールはユダヤ教徒とキリスト教徒の争いが単なる信仰の問
題を超えていることを感じとっている。セジュールはゲットーに住まざる
をえなかったユダヤ人とアメリカ自由黒人の運命を重ね合わせる。1844 年
７月、フランス語による韻文劇『ディエガリアス』[Diégarias ] 英訳は『セビ
リアのユダヤ人』[The Jew of Seville , 1844]) がフランスを代表するコメディ・
フランセーズによってパリで上演される。セジュールがまだ 26 才のときで
ある。上演の意図はアメリカの奴隷反乱と 19 世紀フランスの政治的激変と
『ヴェニスの商人』との影響関係をダブらせたかったからだ。『セビリアのユ
ダヤ人』は『ヴェニスの商人』を受容し、復讐、民族、宗教、ビジネス、生
活習慣、革命などの問題を扱ったセジュールの代表作である。1852 年、パ
リのポルト＝サン＝マルタン劇場で、セジュールはシェイクスピアの『リ
チャード三世』（Richard III , 1592）を受容した『リチャード三世』（Richard
III , 1852）という優れた散文劇も翻案している。この戯曲に関して、セジュー
ルは「私はシェイクスピアを翻案したかったのではない。翻案は矮小化であ
る。私はある程度の独立性を維持した上で、シェイクスピアをさらに輝かせ
ることに最善を尽くした」（O'Neill 33）と言っている。この戯曲の舞台はパ
リであり、セジュールの独創性が見事に発揮されている。『ヴェニスの商人』
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は中世から 18 世紀末まで存続した都市国家ヴェニスを時代背景としている
が、『セビリアのユダヤ人』は 16—17 世紀のスペイン異端審問時代とフラン
ス革命を時代背景としている。1859 年、自由黒人がルイジアナ州に入るこ
とを許さないという条例が可決されるが、この条例がセジュールにヴェニス
のユダヤ人が住むゲットーを想起させる。
本稿の目的はセジュールの『セビリアのユダヤ人』がシェイクスピアの
『ヴェニスの商人』をいかに受容したのか、民族、宗教、復讐、ビジネス、
家族などの観点から比較分析し、二つの作品の影響関係と受容過程を明らか
にすることにある。
２．キリスト教徒とユダヤ教徒
「シャイロックの家の前の場」
（１幕３場）で、シャイロックが「ただで金
を貸しやがって、ヴェニスのおれたち仲間の金利を引きさげている」( １幕
3

３場 44—45 行 ) というように、アントーニオは「利息のレートを下げ」ユ
ダヤ人の経済活動の邪魔をしてきた。アントーニオへの復讐の念は民族的な
問題や宗教的な問題だけではなく、ビジネスの問題もからんでいる。「ヴェ
ニスの広場」の場で、シャイロックは次のように日頃の不満をアントーニオ
にぶつける。
シャイロック

あんたはね、アントーニオ、これまで何度となく

取引所でおれに悪態をつきなすったものだ、
おれが金を貸し、利息をとるのはけしからんとな。
おれはいつも肩をすくめてじっとがまんしてきた、
忍耐ってのはおれたちユダヤ人の勲章なんでね。
あんたはおれのことを異端者だの人食い犬だのと呼び、
このユダヤ人の上着に唾を吐きかける。

( １幕３場 111—17)

4

このようにアントーニオはユダヤ民族を、シャイロックのビジネスを公然と
非難し、シャイロックを「人食い犬」と呼び、「ユダヤ人の上着に唾を吐き
かけ」
、ユダヤ民族の心を深く傷つけてきた。アントーニオのユダヤ人に対
する民族差別とビジネスへの妨害がシャイロックにキリスト教徒への復讐の
念を強くいだかせることになる。
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「シャイロックの家の前の場」は『セビリアのユダヤ人』の「ディエガリ
アス宮殿の一室の場」（１幕７場）に影響を及ぼしている。キリスト教徒に
改宗したイネスはディエガリアスが国王にドン・ファンを処刑するよう頼ん
でいるのを立ち聞きする。イネスは夫のドン・ファンを救済してほしいとディ
エガリアスに泣いてすがるが、ディエガリアスは２人の結婚をどうしても許
さない。20 年前、イネスの母親であるキリスト教徒のビアンカ（Bianca）と
5

の結婚を、ビアンカの伯父であるドン・ディエグに反対され、 アルカサル
の宮殿でドン・ディエグの部下によって屈辱的な暴力を受けたからだ。ディ
エガリアスはイネスにその時の様子を次のように言う。
ディエガリアス（ますます激怒して）
そうだ！
私は彼らがわきへ蹴飛ばし、全く軽蔑して呼び
—— 罰を受けずに —— 彼らの宮殿に引きずられて行くと
彼らが運命づけている人たちの一人だった、
イネス！

その宮殿で２人の従僕は彼らがお前を、

ユダヤ人をたたきながら立っていた時、あざ笑っていた！
( １幕７場 )

6

ディエガリアスもシャイロックと同じく、ユダヤ人であるが故に、キリスト
教徒に悪態をつかれ、「宮殿に引きずられ」、「あざ笑われ」、暴力を受け民族
的迫害に苦しんできた。シャイロックが「おれはユダヤ人だ」( ３幕１場 58
7

行 ) と堂々と名乗りを上げて、「民族の威厳を商業的な貪欲さよりも大きな
8

原動力としている」(Merchant 188) のに対し、ディエガリアスはユダヤ人と
しての出自を隠さなければならない。ディエガリアスは逃亡先のギリシアか
ら故郷のセビリアに戻り、賄賂を使って宮廷に潜り込み、財務大臣にまで上
りつめ莫大な財産を築く。しかし、ディエガリアスの大出世はシャイロック
と異なり、キリスト教徒に改宗し、マラーノ（隠れユダヤ人）として生きて
きたところにある。
シャイロックの一人娘ジェシカはキリスト教徒のロレンゾー（Lorenzo）
と駆け落ちし、二千ダカットもするダイヤモンドも盗んでしまう。「ヴェニ
スの街路の場」
（３幕１場）で、シャイロックはアントーニオとバッサーニ
9

オの友人ソラニオ（Solanio）に「だから娘は当然地獄行きだ」
（３幕１場 31 行 )
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といい、サレーニオ（Salanio）には「ああ、おれの血肉が謀反気を起こすと
は！」( ３幕１場 34 行 )

10

という。シャイロックはこのように娘が民族を裏

切りキリスト教徒と結婚した事を嘆き激しく怒る。さらに、仲間のテューバ
ル（Tubal）にも「ああ、娘なんかおれの目の前でくたばればいい」( ３幕１
場 89 行 )

11

と当たり散らす始末である。シャイロックとジェシカの関係は「イ

ネスとディエガリアス登場の場」（１幕７場）におけるディエガリアスとイ
ネスの関係に影響を及ぼしている。なぜならば、ユダヤ娘のイネスもキリス
ト教徒のドン・ファンと内密に結婚してしまったからだ。ディエガリアスは
イネスの口からそれを聞くと次のようにイネスをなじる。
ディエガリアス

( 彼女を見つめながら ) 違う！

うそつきめ …… ！

つまり …… お前は彼の内縁の妻ということか！
彼の忌まわしい情婦なのか ……
（軽蔑を込めて押しのけながら）
そんな者は私の娘でもなんでもない！

( １幕７場 )

12

シャイロックと同様にディエガリアスも民族の誇りを踏みにじったキリスト
教徒との結婚は許せない。しかも、ドン・ファンはディエガリアスに暴力を
ふるわせたドン・ディエグの息子なのだ。そんな者と結婚する者は「私の娘
でもなんでもない」のである。このように、イネスはディエガリアスに責め
られ非難されるが最後の最後までディエガリアスに忠実である。しかし、ジェ
シカはマクドナルド（Russ McDonald）が言うように、「少しも良心の呵責を
13

感ぜずにお金を盗み、シャイロックを捨てる」

ことができる。

このように、『セビリアのユダヤ人』のキリスト教徒による宗教的、民族
的迫害やユダヤ娘イネスとドン・ファンとの結婚などは、『ヴェニスの商人』
のキリスト教徒による宗教的、民族的弾圧やユダヤ娘ジェシカとロレンゾー
の結婚などから受容し影響を受けたと思われる。
３．シャイロックとディエガリアスの復讐
「ディエガリアスの部屋の場」（４幕４場）で、国王は身分を隠すために、
仮面をかぶり財力があるディエガリアスを訪ね、国家転覆（革命）をはかっ
ているドン・ファンやその仲間を壊滅させるために、金を都合するよう頼む。
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ディエガリアスは金と交換に民族の敵であり、娘をかどわかしたドン・ファ
ンの首を要求する。
ディエガリアス
国王に、この男の首と、
私の金貨という交換条件を用意してもらいたい。
公平な交換だとは思いませんか。

( ４幕４場 )

14

国王は貴族の首を「交換条件」とすることに抵抗を覚えるが、ディエガリア
スの固い決意は変わらない。ディエガリアスのドン・ファンへの復讐の念は
このように根深い。ドン・ファンはドン・ディエグの息子であるからだ。ディ
エガリアスの台詞は「ヴェニスの法廷の場」
（４幕１場）におけるシャイロッ
クの次の台詞の影響を受けている。
シャイロック

私は魂に誓って申しますが、

どんな人の舌も私の意思を変える力はもっていません、
私はあくまで証文どおりであることを要求します。

15

( ４幕４場 240—42 行 )

このように、シャイロックは三千ダカットの３倍の提示を受けても拒否し、
証文通りあくまでもアントーニオの肉１ポンドを要求する。このように、シャ
イロックもディエガリアスもキリスト教徒への憎しみは強い。
「ヴェニスの法廷の場」で、公爵はシャイロックがアントーニオに慈悲を
示すようにさとすが、シャイロックは復讐の理由を次のように言う。
シャイロック

アントーニオに対して抱いている

憎悪と嫌悪の情、それだけでみすみす損とわかる訴訟を
起こしたとしか言いようがない。

( ４幕１場 60—62 行 )

16

このように、シャイロックはキリスト教徒に対する民族的・宗教的差別の怒
りを、証文を盾にしてアントーニオにぶつける。シャイロックの台詞は「ディ
エガリアスと２人の仮面の男登場の場」（４幕４場）におけるディエガリア
スの次の台詞につながる。
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ディエガリアス
私の父親としての威厳、
そして私の家名が、この復讐を行うというその代償を
望んでいるのです。一つの尊厳を冒すだけでは、
これは私が保証しますが、決して終わらないような
裏切り者に対しては、それくらいじゃ、まだおさまりませんがね！

17

( ４幕４場 )

仮面の男（国王）は最高貴族（ドン・ファン）の男の首と、金貨の交換はあ
まりに卑しい行為だと非難するが、ディエガリアスの返事はこのようにかた
くなで敵対的である。ディエガリアスはドン・ファンの首を取ったからとて
一時的な自己満足に過ぎないとわかっているが、シャイロックと同じく復讐
心を押さえることができない。
シャイロックはアントーニオに三千ダカットの金を貸す条件に彼の肉１ポ
ンドを担保とし、ディエガリアスは国王に多額の金貨を貸す交換条件にドン・
ファンを死刑台に送るよう要求する。このように、セジュールはシェイクス
ピアから受容し著しく影響を受けている。
４．復讐がもたらすもの
アントーニオとシャイロックの熾烈な争いはついにヴェニスの法廷に持ち
込まれる。しかし、ヴェニスを支配するキリスト教徒による不公平な裁判の
帰趨は明らかだ。「ヴェニスの法廷の場」において、シャイロックは慈悲と
憐憫を期待する公爵に次のようにいう。
シャイロック

私の意向はすでに公爵に申しあげたとおりです、

私どもの聖安息日にかけて誓いましたことゆえ、
証文どおりの抵当をちょうだいしたいと思います。
それはならぬと仰せになるなら、公爵の特権も、
ヴェニスの自由も、無事ではすまなくなりましょう。
( ４幕１場 35—39 行 )

18
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シャイロックは証文を盾にアントーニオの肉１ポンドを要求する。いかに残
酷に思われようと、ユダヤ人シャイロックがキリスト教徒に復讐をするには
法と正義に訴える以外に方法はない。法廷の場で、シャイロックはバッサー
19

ニオに「悪魔」( ４幕１場 287 行 ) と罵られようと、グラシアーノー（Gratiano）
に「山犬野郎」( ４幕１場 292 行 )

20

とさげすまれようと、祖国を持たぬユ

ダヤ民族の誇りにかけて、聖書の真の意味を理解できぬ欺瞞に満ちたキリス
ト教徒を弾劾すべく命を賭けた真剣勝負にでる。
この「ヴェニスの法廷の場」は「ディエガリアス糾弾の場」（３幕８場）
と「ディエガリアスの部屋の場」（４幕２場）に影響を及ぼす。なぜならば
糾弾の場で、ディエガリアスは国王や貴族や審問官の面前でムーア人のスパ
イ・アブル＝ベクリ（Abul-Bekri）によってその素性を暴かれるからだ。審
問官（The Inquisitor）はシャイロックと同じユダヤ人ディエガリアスを「悪
魔！」とか、「—— 偽りのなかの偽り —— キリスト教徒と偽るとはもって
のほか！」( ３幕８場 )

21

と叫び激しく非難し、また最高貴族１（The First

Grandee）も「お前は人類のあがない主を売った、老いぼれで、不潔なユダ
ヤ人だ！」( ３幕８場 )

22

と非難するからだ。大恥をかき失意のどん底に落

ちたディエガリアスは自分の部屋に戻ると娘のイネスに次のようにいう。
ディエガリアス（イネスに）
権利のない人々にとって、
祖国などというものがあるのか ……。
ああ、国王に味方するならず者どもが私をあざけり、
このユダヤ人を追い払って大喜びするだろう。しかし、
このユダヤ人は誇りを失って、あまりに怒り狂ってしまって、
単に生き延びるだけで満足すべきかわからなくなり、
権利を奪われた最下層の一般市民、最も卑しい人間となって、
あえて法という正義に訴える！

23

( ４幕２場 )

ユダヤ人のディエガリアスに祖国はない。ディエガリアスはユダヤ人の血を
引く限り、セルビアにユダヤ人の安住の地はないとイネスにいう。ヴェニス
でカトリック教徒が純血を求めてユダヤ人を排斥したことと、セビリアでカ
トリック教徒がユダヤ人を排斥したこととがセジュールには同様に映るので
ある。

ビクトール・セジュール『セビリアのユダヤ人』
におけるシェイクスピア『ヴェニスの商人』の受容について
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「ヴェニスの法廷の場」で、博学の博士ベラーリオ（Bellario）に変装したポー
シャはシャイロックに次のように言う。
ポーシャ

われわれは慈悲を求めて祈る、

その祈りそのものが、われわれに慈悲を施せ
と教えているのではなかろうか。

( ４幕１場 200—02 行 )

24

このように、ポーシャは慈悲深い宗教的な台詞でシャイロックを諭し、アン
トーニオに慈悲を示すように求めるが、シャイロックの気持ちは変わらない。
J・ドーヴァー・ウィルソン（John Dover Wilson, 1881—1969）は「ポーシャ
の台詞はシャイロックに向けたものだが、シェイクスピアがキリスト教徒
にも向けていることは驚くべきことだ」(Shakespeare's Happy Comedies 114)

25

と指摘しているように、ポーシャの台詞は表面的に見ればシャイロックの残
忍性を批判しているが、実はキリスト教徒の欺瞞性も同時に批判している。
ポーシャの台詞は「ディエガリアス糾弾の場」で、父親を救うためキリスト
教徒に慈悲を訴えるイネスの「救世主が授けるお慈悲の心をお示しください」
( ３幕８場 )

26

という台詞に影響を与えている。ここでも、セジュールはシェ

イクスピアと同様にキリスト教徒の欺瞞性を強く批判している。またドン・
ファンにユダヤ娘と軽蔑され、婚約を破棄されたイネスを必死に慰めるディ
エガリアスの次の台詞にも影響を与えている。
イネス（イネスを指さしながら）
とりわけ、娘にお慈悲をお願いします！
我が子です！

彼女はキリスト教徒です！

( ３幕８場 )

27

ポーシャの台詞もまた立場は異なるが、イネスとディエガリアスの台詞もキ
リスト教徒の反キリスト教的行為を痛烈に皮肉っている。
『ヴェニスの商人』におけるユダヤ人のおかれた環境は『セビリアのユダヤ人』
におけるユダヤ人のおかれた環境と相通じる。このように、セジュールは民
族問題の悲惨さを『ヴェニスの商人』から受容している。
「ヴェニスの法廷の場」で、ポーシャはアントーニオへの憎悪に燃え、肉
１ポンドをあくまでも要求するシャイロックに「慈悲は与えるものと受ける
ものとをともに祝福する」( ４幕１場 187 行 )

28

と「慈悲」を求めるが、シャ
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イロックは次のように答える。
シャイロック

自分のしたことの泥は自分でかぶる！

私は

法律を、証文どおりの借金のかたを要求します。
( ４幕１場 206—07 行 )
シャイロックは「われわれは慈悲を求めて祈る」( ４幕１場 200 行 )

30

29

とい

うポーシャの台詞を完全に否定し、アントーニオに「慈悲」を与えない。シャ
イロックのこの台詞は「ディエガリアスと２人の仮面の男登場の場」におけ
るディエガリアスの次の台詞に影響を及ぼしている。
ディエガリアス
復讐は私の最後の喜びだ。私は、
「公平な交換 …… ドン・フアンの首と私の金貨との！」と言った。
だからその通りにしてほしい。もうこれ以上は言わない。
( ４幕４場 )

31

このように、シャイロックもディエガリアスもキリスト教徒に対する民族的
な恨みを抑えることはできない。
『セビリアのユダヤ人』は『ヴェニスの商人』を受容した作品であるが作
品独自のオリジナリティもある。「ディエガリアス、国王、イネス、次に審
問官、大公、衛兵登場の場」（５幕８場）において、ディエガリアスは個人
的な復讐の念ばかりでなく、セビリアのためにも立ち上がろうとする。その
事はディエガリアスが国王にいう次の台詞に明らかである。
ディエガリアス（ますます情熱がこもりながら）
耳を傾けてください！

あなたに聞こえる

力強い怒号を …… その怒号は人々のものです、
いっせいに彼らで選んだ指導者を求めて叫んでいます！
王子、あきらめてください！

一人のユダヤ人が

あなたに従うすべての人のための王座を打ち砕きました！

32

( ５幕８場 )

ビクトール・セジュール『セビリアのユダヤ人』
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シャイロックと異なり、ディエガリアスはセビリアの民衆が蜂起するよう立
ち上がる。またドン・サンチェ（Don Sanche）率いる革命軍は歩兵隊を使っ
て革命を起こそうとする。『ディエガリアス』の翻訳者・ノーマン・R・シャ
ピーロ（Norman R Shapiro, 1930—）はシャイロックとディエガリアスの違い
について次のように言う。
共和党的レトリック（この劇では全く場違い）の挿入は『セビリアの
ユダヤ人』をルイジアナの社会的、政治的風土にいっそうリンクさせて
いる。『セビリアのユダヤ人』はアメリカの南北戦争前の 10 年間にわた
る共和党の北部と貴族主義の南部との対立をほのめかしている。南部で
は、世襲に基づく奴隷制度は古き世界の最後の痕跡であり、共和国の中
心にある明らかな矛盾であった。シャイロックはアントーニオの死を望
む、ただそれだけを望む。ディエガリアスは世襲に基づく政治の終わり
を望む。つまり、人種に基づく社会的、政治的システムの終焉を望む。
シャイロックはアウトサイダーのままであるが、ディエガリアスはイン
サイド・アウトサイダー（またセジュールのクレオールとしてのコミュ
ニティを特徴づける概念）として、ディエガリアスの復讐を社会的、政
治的革命のための触媒にしようと望む 。

33

(xxviii)

シャピーロはセビリアのユダヤ人とアメリカの黒人奴隷の立場をダブらせ
て、民族や人種差別の実体を訴えている。しかし、同じユダヤ人といっても、
復讐を社会的、政治的革命のための触媒にしようと望むディエガリアスの方
がアントーニオの肉１ポンドに固執するシャイロックよりも公の立場に立っ
ていると言える。ディエガリアスはドン・ファンを断頭台に送り個人的な復
讐を成し遂げるが、祖国カスティリャの革命のために身を捧げる。しかし、
ディエガリアスはイネスの夫ドン・ファンを処刑したために、イネスを自殺
に追い込んでしまう。一方ディエガリアスと異なり、シャイロックは裁判で
破れ復讐を果たせず財産の一部を失い、宿敵アントーニオによってキリスト
教に改宗させられる。この点も『セビリアのユダヤ人』と『ヴェニスの商人』
の異なる所である。
以上見てきたように、『セビリアのユダヤ人』は『ヴェニスの商人』の影
響を受けている。シャイロックの復讐の動機は経済活動を邪魔するアントー
ニオへの個人的な恨みが強いが、ディエガリアスの復讐の動機はシャイロッ
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クと異なり、ドン・ファンやドン・ディエグに対する個人的な復讐のためば
かりでなく、ユダヤ民族のために、カスティリャの自由のためにという個人
を超えた英雄の側面がある。ユダヤ人である事を全面に押し出して、キリス
ト教徒とたたかったシャイロックと、マラーノとして娘を犠牲にしてまでキ
リスト教徒と対決したディエガリアスの人物造形は異なる。喜劇『ヴェニス
の商人』と悲劇『セビリアのユダヤ人』は多くの類似性を持つが、深さと広
がりを異にする劇である。セジュールはシェイクスピアから劇構造や人種、
民族、復讐、経済活動、変わらぬ愛といった主題の面で多くを受容したので
ある。

図１「ビクトール・セジュールのお墓」( パリ、ペール・ラシェーズ墓地 )。
年間約二百万人が訪れる。オスカー・ワイルド (Oscar Fingal O’Flahertie
Wills Wilde、1854—1900), モリエール (Molière、1622—73), ジャン・ド・
ラ・フォンテーヌ (Jean de la Fontaine, 1621—95), オノレ・ド・バルザッ
ク (Honoré de Balzac、1799—1850), マルセル・プルースト (Valentin Louis
Georges Eugène Marcel Proust, 1871—1922), ヴィクトール・ユーゴー (Victor,

ビクトール・セジュール『セビリアのユダヤ人』
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Marie Hugo、1802—85), ガートルード・スタイン (Gertrude Stein、1874—
1946), ジョルジュ・ペレック (Georges Perec、1936—82), アメデオ・モディ
リアーニ (Amedeo Clemente Modigliani、1884—1920), ウジェーヌ・ドラ
クロワ (Ferdinand Victor Eugène Delacroix、1798—1863), イヴ・モンタン
(Yves Montand、1921—91), エディット・ピアフ (Édith Piaf、1915—63),
マリア・カラス (Maria Callas、1923—77), ナダール (Nadar、本名ガス
パール＝フェリックス・トゥールナション、Gaspard-Felix Tournachon、
1820—1910), ジョアキーノ・ロッシーニ ( 本名ジョアキーノ・アントー
ニオ・ ロッシーニ Gioachino Antonio Rossini、1792—1868), フレデリッ
ク・ショパン (Frédéric François Chopin、1810 ー 49), ジョルジュ・ビゼー
(Georges Bizet、1838—75) などが眠る ( 筆者撮影 )。

図２「ローマの奴隷市場」画家：ジャン＝レオン・ジェローム (Jean-Léon
Gérôme, 1824 ー 1904), 製作年：1884 年、ウォルターズ美術館収蔵 、新
世界以外の奴隷制度については、アフリカの黒人に限らず白人も奴隷に
されたが、若い白人女性は黒人の二倍の高値で取引されたといわれてい
る。

34
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＊ 本稿は、日本英語文化学会第 18 回全国大会（2015 年 9 月 11 日、於：
昭和女子大学）で口頭発表したタイトル「ビクトール・セジュール『セ
ビリアのユダヤ人』におけるシェイクスピア『ヴェニスの商人』の受容
について」に加筆・修正を加えたものである。
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(4.1.206-07)

ビクトール・セジュール『セビリアのユダヤ人』
におけるシェイクスピア『ヴェニスの商人』の受容について

Revenge is my last joy. I said:
"A fair exchange … My gold for Don Juan's head!"
So be it. No more need I say.

32

21

(4.4)

原文は次の通りである。
Diégarias (growing more and more impassioned)
Give ear! That mighty roar
You hear … It is the people, with one voice,
Crying out for a ruler of their choice!
Resign yourself, prince of the blood! A Jew
Has smashed the throne for all who follow you!
(5.8)
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of a social and political system based on race. Shylock remains an Outsider, but as an inside/
outsider (a concept which also characterizes Séjour's Creole community) Diégarias wishes to
make his revenge the catalyst for social and political revolution" である。
34
「ローマの奴隷市場」http://matome.naver.jp/odai/2136624963709427901 (2015 年
12 月 28 日 )。
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Synopsis
Victor Séjour's Reception of The Merchant of Venice
in The Jew of Seville
FUKUSHIMA Noboru
   Victor Séjour’s The Jew of Seville accepts Shakespeare’s The Merchant of Venice
from the viewpoint of race, religion and vengeance.
The insertion of the republican rhetoric in The Jew of Seville Act 5, scene 8 further
links this play to the social and political climate back in Louisiana, USA and in Venice,
Italy. In the decade before the American Civil War, it alludes to the split between the
republican North and the aristocratic South where slavery, a system based on heredity,
was the last vestige of the old world and the glaring contradiction at the heart of the
Republic. Denying Portia’s final call, Shylock wants Antonio’s life and only that;
Diégarias wants the end of government based on heredity, that is, the end of a social
and political system based on race. Shylock remains an outsider, but as an inside/
outsider, Diégarias wishes to make his revenge the catalyst for social and political
revolution.
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The Census Works: Facts and Fiction in Richard Wright’s Black Boy
Toru Kiuchi
1

Many critics of Richard Wright’s Black Boy such as W. E. B. Du Bois doubt
whether the book is factually true or not. For Wright, however, it does not matter
whether the book is fictitious or true but, as he declares in it, it is important whether
it is “emotionally true” (71).

2

3

It is true that the United States Census reveals that

Wright’s true life in Greenwood, Mississippi does not necessarily correspond exactly
to his description in Black Boy ; Wright’s life there is at least emotionally true.
Wright briefly mentions his experience in Black Boy (85-87) and it is
biographically true that he lived in Greenwood, Mississippi only for a short time,
probably a few months from late 1919 to early 1920. When he was there, he was
only about eleven years old, but the impression of Greenwood was so strong that
the memory remained in his mind for such a long time as thirteen years until he was
thirty-five years old in 1943 when he started to write Black Boy . The aim of the
article is to clarify and explore the difference between facts and fiction in Wright’s
days in Greenwood, Mississippi, depicted in Wright’s Black Boy .
Wright was born in Rucker’s plantation, in Roxie near Natchez, Mississippi, on
September 4, 1908. In West Helena, one morning in summer 1919, when Richard
was only ten years old, he found his mother Ella confined to her bed by paralysis.
Desperate, he immediately wrote his grandmother in Jackson, Mississippi, pleading
with her to come and help them. Wright wrote in Black Boy : “I was tense during the
days I waited for Granny, and when she came I gave up, letting her handle things,
answering questions automatically, obeying, knowing that somehow I had to face
things alone” (84). Richard collapsed when Grandmother Maggie (Margaret) Wilson
arrived to take care of them. Grandmother collected from the family the money
necessary to take Ella and her children back to Jackson, Mississippi. Wright wrote
in Black Boy : “My mother was taken to the train in an ambulance and put on board
upon a stretcher. We rode to Jackson in silence” (85).
Wright’s aunts and uncles, Maggie, Cleopatra, Charles, Clark, Thomas, Edward,
and Addie arrived from all the directions of Mississippi and Alabama. Black

Boy reads: “Aunt Cleo came from Chicago. Uncle Clark came from Greenwood,
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Mississippi. Uncle Edward came from Carters, Mississippi. Uncle Charles from
Mobile, Alabama. Aunt Addie from a religious school in Huntsville, Alabama.
Uncle Thomas came from Hazelhurst, Mississippi” (85). Carters, Mississippi,
around one hundred and twenty miles east of Jackson, from where Uncle Edward
came from might be Carter, Mississippi, sixty miles north of Jackson because,
interestingly enough, Wright probably deliberately spelled Hazlehurst as “Hazelhurst”
even in the earliest draft of Black Boy . There are nine Wilson brothers and sisters on
Wright’s maternal side: Thomas Booker Wilson, b. 1872; Charles Wilson, b. 1875;
Cleopatra Wilson, b. 1876; Clark Wilson, b. 1878; Edward Wilson, b. 1883; Ella
Wilson, b. 1884 (Richard Wright’s mother); Maggie Wilson, b. 1886; Addie Wilson,
4

b. 1891; Lonzo (or Lawrence or Lorenzo) Wilson, b. 1892. Among uncles and
aunts on the maternal side, nine in total, all except for Uncle Lawrence gathered in
Jackson.
Thomas Booker, probably born in 1872 and around forty-seven years old in
1919, is Wright’s eldest uncle and decided to remain a Baptist rather than a Seventh
Day Adventist. Thomas was a teacher in Hazlehurst, Mississippi and had his wife,
Julia Dukes, one son Thomas, Jr., and two daughters, Velma and Gladys. After
quitting as a teacher he earned a living by making chairs. Charles, born in 1875,
thirty-four years old then, is Wright’s second uncle and left his wife Felicie Kipper
and quit his job as a carpenter in Mobile, Alabama. Cleopatra, born in 1876, fortythree years old then, lived with her parents since 1920 and became a school teacher
in Natchez, Mississippi. She went to Chicago during World War I and died there
in 1942. Clark, born in 1878, forty-one years old then, is Wright’s third uncle and
became a carpenter and later set up business as a constructor. In 1920 Wright went
to his house in Greenwood, Mississippi later. Jodie (Jody in Black Boy ) E. Wilson
is the wife of Clark and they lived in Greenwood, Mississippi in 1920. Edward
Wilson, born around 1883 and thirty-six years old then, is Wright’s fourth uncle and
taught at Carter, Mississippi, before becoming a Methodist pastor in Ohio and later
he moved to California. Maggie, born in 1886 and thirty-three years old then, came
from Detroit to nurse and clean. Addie Wilson, born in 1891, twenty-eight years
old then, is Wright’s third aunt, a school teacher, went to California in 1947 to get
married there. Lawrence Wilson, born in 1892, twenty-seven then, did not gather in
Jackson.
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According to the 1880 Census (A) regarding the Richard Wilson (Wright’s
5

grandfather on his maternal side) household, which was taken on June 1, Richard
Wilson is the head of the family, followed by Thomas, Charles, Clark, Mahalia,
who is Grandfather’s sister, Cleopatra, and Margaret, wife, who is Richard Wright’s
Grandmother:
(A) the 1880 Census as of June 1
Beat 2, Wilkinson, Mississippi, United States
Richard Wilson, Head, M, 30, Mississippi
Thomas Wilson, Son, M, 7, Mississippi
Charles Wilson, Son, M, 5, Mississippi
Clark Wilson, Son, M, 2, Mississippi
Mahalia Wilson, Sister, F, 19, Mississippi
Cleopatra Wilson, Daughter, F, 4, Mississippi
Margaret Wilson, Wife, F, 24, Mississippi
Also according to the 1910 Census (B) concerning the Richard Wilson
household, twenty years later than 1880, Richard Wilson is still the head of the
family, followed by Maggie (Margaret), his wife and Richard Wright’s grandmother,
the daughter Maggie, Addie, Lawrence, and interestingly enough, Uncle Clark is
thirty-six years old but still single, living together with his parents:
(B) the 1910 Census as of April 1
Beat 2, Wilkinson, Mississippi, United States
Richard Wilson, Head, M, 62, Mississippi
Maggie Wilson, Wife, F, 52, Mississippi
Maggie Wilson, Daughter, F, 21, Mississippi
Addie Wilson, Daughter, F, 18, Mississippi
Lawrence Wilson, Son, M, 17, Mississippi
Clark Wilson, Son, M, 36, Mississippi
Back to the bringing up of Richard and his brother Leon, a conference of all the
aunts and uncles was held about who was taking these children home with them.
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Wright became more anxious than ever, wondering which uncle or aunt would
take him to their places. Wright wrote in Black Boy : “At night my sleep was filled
with wild dreams. Sometimes I would wake up screaming in terror” (85). A lot of
anxiety even caused him to begin sleepwalking. Wright later writes an unpublished
essay on sleepwalking entitled “Sleeping and Walking”: “I breathed the hot, fetid
night air through open lips as the ship pitched and rolled. I lay sprawled in the
bunk and fatigue sucked at my bones. The lumpy mattress and pillow were like
rocks trying to hurt my body” (Box 6, folder 141, JWJ MSS 3, Beinecke Library,
Yale U). It was first decided that his brother Leon would accompany Aunt Maggie
back to Michigan. Now Richard had to decide with whom he would go. Wright
wrote in Black Boy : “Quickly I calculated which of them lived nearest to Jackson.
Uncle Clark lived in Greenwood, which was but a few miles distant” (87). Despite
Wright’s quick decision, among many different places where uncles and aunts were
living, Hazlehurst, Mississippi, not Greenwood, is closest, thirty-five miles south
of Jackson, where his mother lives. Another biographer, Hazel Rowley also writes
following Wright’s calculation, “Since his Uncle Clark lived in Greenwood, the
closest any of them lived to Jackson, he chose him” (15). In reality, Greenwood
is about one hundred miles north of Jackson, not at least “but a few miles distant”
(87). Did Wright miscalculate the distance? In the earliest draft of Black Boy ,
which Wright wrote around 1943, he revises the present tense to past tense: “Quickly
I wonder [wondered] who lives [lived] closest [nearest] to my mother, nearest
to Jackson. Uncle Clark lives [lived] in Greenwood and that is [was] but a little
distance away” (Box 9, folder 141, JWJ MSS 3, Beinecke Library, Yale U).
Wright’s intent in the tense change is that the events are not happening right
in front of him now but occurred in the long past. Furthermore, he revises from
“wondered” to “calculated” and from “but a little distance away” to “but a few
miles distant” in the 1945 published version. The original phrase “but a little
distance away” in the earliest draft does make sense because one hundred miles is
surely “a little distance” in comparison with the distance from other places such as
Chicago, Mobile, Alabama, and Huntsville, Alabama but the revision “but a few
miles distant” in the final published version does not make any sense. Especially,
Wright wrote his autobiography not at the age of ten but at thirty-five. He left the
South in 1927 at nineteen and was in New York in 1943 at the time of the writing
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of the autobiography. Might he have forgotten the distances between the places in
Mississippi because he left the South a long time ago? He cannot forget the distance
between Greenwood and Jackson only after sixteen years. Moreover, he visited the
South again in June 1940 from Texas to New Orleans to Natchez to Birmingham,
Alabama. His mistake is not careless but deliberate.
In the letter of January 14, 1944, Wright writes Edward Aswell, his editor
at Harper: “I think that I’ve definitely taken care of the libel matter. Practically
every name—with the exception of those of my family—has been changed. The
newspaper, the optical company, the hotel, etc., have been disguised” (Princeton U).
Wright was very careful of the possible libel lawsuits which might be caused
by Black Boy . He deliberately revised his manuscript in that respect, changing
“wondered” to “calculated,” “Hazlehurst” to “Hazelhurst, “Carter, Mississippi” to
“Carters, Mississippi,” and the distance between Greenwood and Jackson to “but a
few miles.” Uncle Clark took ten-year-old Wright alone to Greenwood from Jackson
in a train, taking more than two hours. Wright wrote himself: “A train ride and I was
in yet another little southern town” (87). Even a small ten-year-old boy would have
noticed that a two-hour train ride from Jackson to Greenwood is contradictory with
his description of the distance, “a few miles distant.” Wright added to the earliest
draft the sentence: “I’d like to live with Uncle Clark, since he’s close to the home
here” (120). However, this is not the reason why Wright chose Uncle Clark. The
true reason is that Uncle Clark was the only one who could afford to have another
child at home. Except for Uncle Clark, all the uncles and aunts had small children
to raise in 1919. According to the 1920 Census (C) concerning the Thomas Wilson
(Wright’s eldest uncle) household, Uncle Thomas, as a head of the family, had three
daughters, Maggie, Velma (Velna is misspelling), and Gladys, and one son, Thomas,
Jr.:
(C) the 1920 Census as of January 1
Hazlehurst, Copiah, Mississippi, United States
Thomas B Wilson, Head, M, 46, Mississippi
Julia M Wilson, Wife, F, 31, Mississippi
Maggie J Wilson, Daughter, F, 10, Mississippi
Thomas D Wilson, Son, M, 7, Mississippi

30

Toru Kiuchi

Velna S Wilson, Daughter, F, 5, Mississippi
Gladys M Wilson, Daughter, F, 1, Mississippi
Likewise, the 1920 Census regarding other households of the rest of Wright’s
aunts and uncles indicates that Uncle Charles had three daughters, Clea, Effie, and
Burnice, and two sons, James and Whitney; Uncle Edward had two sons, William
and Ernest; Eighth Uncle Lawrence or Lorenzo or Lonzo was only twenty-three
years old and not old enough to raise children; only Uncle Clark has no small
children to bring up. This is probably the true reason why Richard Wright had to
choose Uncle Clark. The 1900 Census (D) concerning the S. A. Carter household,
where Uncle Clark was living as a border:
(D) the 1900 Census as of January 1
Civil District 5 Memphis city Ward 8, Shelby, Tennessee, United States
S A Carter, Head, M, 50, Tennessee
Vuella Carter, Wife, F, 49, Virginia
Eena C Carter, Daughter, F, 24, Tennessee
Bessie Carter, Daughter, F, 21, Tennessee
Janie Carter, Daughter, F, 19, Tennessee
Sam A Carter, Son, M, 17, Tennessee
Lloyd Carter, Son, M, 16, Tennessee
Cannon Carter, Son, M, 14, Tennessee
Elmo Carter, Son, M, 12, Tennessee
Robert Carter, Son, M, 8, Tennessee
Lou Wilson, Servant, F, 41, Mississippi
Clark Wilson, Lodger, M, 26, Mississippi [Wright’s fourth uncle]
demonstrates that Uncle Clark already left his house at twenty-six in 1900, living in
Memphis to work as a servant and lodger at S. A. Carter’s. As mentioned above, the
1910 Census shows that Uncle Clark, ten years later in 1910 at the age of thirty-six,
still single, for some reason came back to his father’s house in Natchez, living with
sisters Maggie and Addie and his brother Lawrence. Around 1919 he just married
Jodie, about twenty years younger than he when Richard Wright came to his house
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in Greenwood. According to the following 1920 Census (E) concerning the William
Burton (Uncle Clark’s landlord) household:
(E) the 1920 Census as of January 1
Greenwood, Leflore, Mississippi, United States
William Burton, Head, M, 44, Mississippi
Lulu Burton, Wife, F, 48, Mississippi
Clark Wilson, Roomer, M, 38, Mississippi
Jodie E Wilson, Roomer, F, 25, Mississippi
Clyde M Wilson, Roomer, M, 0, Mississippi
Uncle Clark rented a house from William Burton as a roomer and living with
Jodie E. and a baby Clyde M. Clyde is probably a mistake for Clark, Jr. and was
zero year old, just born a few weeks or months ago. Uncle Clark had a baby and yet
Richard Wright did not mention this fact in Black Boy . Uncle Clark put 38 for his
age but he was born in 1878, so he should be forty-two years old, four years older
than in the Census (E). He probably wanted to look younger to his young wife. In
any event, despite some deliberate changes which Wright made in Black Boy , what
is the most important to the author is not whether it is a fact or not, but whether
it is emotionally true or not, as Wright writes, “I did not know if the story was
factually true or not, but it was emotionally true…” (71). Without any choice Wright
hesitantly selected to go live with Uncle Clark in Greenwood.
Wright arrives in Greenwood with the population of 7,000 African Americans
in fall or winter 1919. Wright turned eleven years old now. However, the 1920
Census (E) indicates that Wright, unregistered, was not living with Uncle Clark at
least on January 1, 1920. This means that Wright already left Greenwood before the
end of 1919, living only for two or three months. Uncle Clark ran a small carpentry
business and owned a four-room house on Walthall Street where Aunt Jodie, who
was a quiet and neat little mulatto woman, kept herself busy. According to the
Census (E), she was born in Mississippi in 1895 and twenty-five years old in 1920.
Interestingly enough, as mentioned above, they had a child Clyde (Clark in fact)
M. Wilson who was just born in 1919, recorded as zero year old. The 1920 Census
(E) was taken as of January 1, 1920. When Wright arrived in Greenwood in fall
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1919, Jodie was pregnant with Clyde or already had a baby although Wright did not
mention the fact in his autobiography at all. The household was calm and Richard,
who for a long time had not sat down to such a well-provided table, was able to go
back to school, but he did not soon get over the shock of his mother Ella’s illness.
Wright’s biographer Michel Fabre writes:
Despite his terrible nightmares and his bouts of sleepwalking, he might have
improved had he been given a consistent dose of affection but, if the account
in Black Boy is to be believed, Aunt Jody’s cold and reserved personality made
him ill at ease. He was oversensitive to criticism of his poor manners and
surprised to be assigned specific chores; he was considered a good-for-nothing
whom everyone expected to improve. (29)
Wright also writes about Aunt Jody in Black Boy :
Aunt Jody, a medium-sized, neat, silent, mulatto girl, had a hot supper waiting
on the table. She baffled me with her serious, reserved manner; she seemed
to be acting in conformity with a code unknown to me, and I assumed that
she regarded me as a “wrong one,” a boy who for some reason did not have a
home; I felt that in her mind she would push me to the outskirts of life and I
was awkward and self-conscious in her presence. (87)
Jodie’s coldness might come from her pregnancy or youngness. She might have
had morning sickness and was too young to raise a boy only ten years younger than
she. Similarly, Wright felt guilty for what had caused his mother to be paralyzed.
As Wright writes in Black Boy , “Home in Greenwood was a four-room bungalow,
comprising half of a double house that sat on a quiet shady road” (87). A bungalow
is a house having one and a half stories and usually a front porch. A double house
is a house with rooms on each side of an entrance hall, divided vertically by a party
wall and designed for two families living side by side. William Burton, the landlord,
rented out the half of a double house to Uncle Clark’s family. The quiet shady road
is Walthall Street which runs seven or eight blocks in the south of Tallahatchie River
between Poplar and West McLaurin streets. The county and the street is named after
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Civil War general and Mississippi Senator Edward C. Walthall.
Jodie Wilson Branch Public Library, located at 209 East Martin Luther King
Drive, Greenwood, is named after Wright’s aunt in her honor. This fact partly
proves that Jodie is not so cold with a reserved manner despite Wright’s rather
bitter portrayal of Jodie (Jody) in Black Boy . Jodie Wilson Branch Public Library,
former Jodie E. Wilson Memorial Library, was established in 1962 and the fact that
the library is dedicated to her clearly indicates that she was respected among the
community.

6

Due to his mother’s serious illness and his separation from his mother, Wright
could not adjust himself to the new family while his uncle and aunt did not seem to
know how to deal with an eleven-year-old boy since they did not have an experience
of raising children so far. This is the reason why his uncle and aunt treated Wright
as a grownup. A couple without children is likely to treat children as grownups.
Wright must have misunderstood Uncle Clark’s and Aunt Jodie’s treatment of him as
a grownup for their coldness. Wright writes in his autobiography: “Both Uncle Clark
and Aunt Jody talked to me as though I were a grownup and I wondered if I could do
what was expected of me. I had always felt a certain warmth with my mother, even
when we had lived in squalor; but I felt none here. Perhaps I was too apprehensive
to feel any” (87). To Aunt Jodie, a ten-year-old child, probably an unwelcome guest
to her and with no blood relationship, has come to live with her like an adopted child
at her expense all of a sudden. It is no wonder that a young twenty-five-year-old
unexperienced woman does not know how to receive Wright.
The next morning after Wright arrives at Uncle Clark’s house in Greenwood,
Uncle takes Wright to the nearby school and introduces him to the principal. There
are four public elementary schools in Greenwood: Bankston (1312 Grand Blvd.),
Davis (400 Cotton Street), Threadgill (1001 Broad Street), and W. C. Williams (1300
Carrollton Avenue). Bankston is farthest beyond the bridge over Tallahatchie River,
so this is not the school that Wright attended. Davis is, according to the official
website, the grammar school which was opened in October 1900 with an enrollment
of 165 white pupils under the principalship of C. E. Saunders. Mr. Saunders held
this position until 1923. Accordingly, Davis is not definitely a public school Wright
attended. Threadgill is farther than W. C. Williams, so Wright probably enters the
closest W. C. Williams if the school was already established in 1920. On the first
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day of Wright’s attending the school, a group of boys come to and challenge him
as a rite of passage: “At noon recess I went into school grounds and a group of
boys sauntered up to me, looked at me from my head to my feet, whispering among
themselves” (88). Wright won the right to the school by challenging his enemy to a
fight.
One day Mr. Burden, the owner of Uncle Clark’s house, visits Uncle Clark
according to Black Boy : “Suddenly the doorbell rang and Aunt Jody admitted
the next-door neighbor, the owner of the house in which we lived and its former
occupant. His name was Burden; he was a tall, brown, stooped man and when I
was introduced to him I rose and shook his hand” (90). Mr. Burden happens to tell
Wright that the bed he is sleeping upon used to be Burden’s dead son who recently
died at the same age as Wright’s. Wright can no longer sleep on the bed since then
despite the persuasion of Uncle Clark and Aunt Jodie.
As mentioned above, the 1920 Census (E) shows that Clark and Jodie Wilson are
roomers for William and Lulu Burton. The owner of the house and former occupant
should be Mr. Burton and Wright changed the name from Burton to Burden to avoid
a libel lawsuit at the suggestion of his editor and lawyer. Wright may allegorically
refer to Mr. Burton as a “burden” to bear because Burden’s mentioning of his dead
son leaves him sleepless. The 1910 Census (F) concerning the William Burton
household shows that William and Lulu Burton are living in Jefferson, Kentucky and
have one and only son named Louie Burton who is twelve years old:
(F) the 1910 Census as of April 15
Louisville Ward 11, Jefferson, Kentucky, United States
William Burton, Head, M, 36, Kentucky
Lulu Burton, Wife, F, 39, Kentucky
Keel Mcclaskey, Brother-in-law, M, 25, Kentucky
Clara Farviett, Sister-in-law, F, 28, Kentucky
Matil Anderson, Niece, F, 13, Kentucky
Louie Burton, Son, M, 12, Kentucky
However, there is no record for Louie in the 1920 Census (E) and thereafter,
which proves that he already died between 1910 and 1920 after or before the Burton
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family moved from Jefferson, Kentucky to Greenwood, Mississippi, because when
he sees ten-year-old Richard, Burton sadly mumbles, “He was about your age” (90).
The image of his only son who died at twelve remained in his mind even ten years
later until 1920. For this reason, when he met Richard who was almost the same
age as their only son Louie, Mr. Burton suddenly heard himself say, “it’s certainly
a comfort to see another boy in this house” (91). In a moment Wright builds up
an image of ghosts and cannot sleep on the bed after that. So sleepy at school
and home, Wright utters a dirty word without knowing. During the quarrel with
Aunt Jody over Richard’s behavior, Uncle Clark comes and calls Richard into the
front room, saying that “I’m going to whip you. Pull off your shirt” (96). Wright,
however, seems deliberately to exaggerate Uncle Clark’s and Aunt Jody’s strictness
over his undisciplined behavior according to his confession: “I was shipped off to an
uncle in Greenwood, Miss. He soon gave up trying to stop me from fighting, lying,
stealing, and cutting school, and shipped me back home to my grandmother, who
predicted I would end on the gallows” (Theatre Bulletin [Spring, 1941], p. 1, qtd.
Fabre 534n10). In reality, Wright is “fighting, lying, stealing and cutting school”
while in Greenwood. So Uncle Clark gives up his undisciplined nephew and takes
him to the railroad station in Greenwood. Wright writes in Black Boy :
When he took me to the train that Saturday morning, I felt guilty and did not
want to look at him. He gave me my ticket and I climbed hastily aboard the
train. I waved a stiff goodbye to him through the window as the train pulled
out. When I could see his face no longer, I wilted, relaxing. Tears blurred my
vision. I leaned back and closed my eyes and slept all the way. (96)
Thus, in summer 1920, Wright’s brief stay in Greenwood ends abruptly and he
is finally allowed to return to his Mother Ella at Jackson, Mississippi after many
troubles despite the efforts exerted by Uncle Clark and Aunt Jodie. Moreover,
according to his unpublished autobiographical memo, he was sent back not only
to Greenwood but also to Uncle Edward in Carter, Mississippi: “I was shipped
again for a brief period to another uncle in Carters, Miss., who likewise expended
all of his moral precepts in vain” (Autobiographical memo, box 8, folder 161, JWJ
MSS 3, Yale U). Richard Wright meets Uncle Clark one year later again when his
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grandfather dies in Jackson on November 8, 1921. Wright writes in Black Boy : “I
ran upstairs and was met by Uncle Clark, who had come from Greenwood” (140).
However, they never exchange words with each other. Ten years later, according to
the 1930 Census (G) regarding the Clark Wilson household, Uncle Clark kept living
in Greenwood with his wife Jodie and one son and one daughter and even with a
boarder:
(G) the 1930 Census as of April 1
Greenwood, Leflore, Mississippi, United States
Clark Wilson, Head, M, 49, Mississippi
Jodia E Wilson, Wife, F, 33, Mississippi
C Manfield Wilson, Son, M, 10, Mississippi
Helen O Wilson, Daughter, F, 8, Mississippi
Lonnie H Thuadgill, Boarder, M, 32, Alabama
Furthermore, ten more years later, the 1940 Census (H) concerning the Clark
Wilson household shows that he bought a larger property to his own and moved to
the south ward in Greenwood and had two boarders just as he lived as a boarder in
the property of Mr. Burton in 1920:
(H) the 1940 Census as of April 1
South Ward, Greenwood, Beat 3, Leflore, Mississippi,
United States
Clark Wilson, Head, M, 62, Mississippi
Judia E Wilson, Wife, F, 42, Mississippi
Clark M Wilson, Son, M, 20, Mississippi
Helen O Wilson, Daughter, F, 18, Mississippi
Clara Alexander, Lodger, F, 27, Mississippi
Within twenty years Uncle Clark bought houses twice, which means that he is
a diligent worker, growing up one daughter and son. Now Uncle Clark and Aunt
Jodie are better off and must have been brought to the attention of the publication of

Native Son (1940) by Wright, who was a problematic nephew to the couple. Five
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more years later his nephew Richard published Black Boy , an instant best-seller,
in which Uncle Clark must have found himself and his wife Jodie portrayed more
bitterly than real.
Later in Black Boy , Wright provides a special episode that he was, to his total
surprise, asked to tie a white girl’s apron in Chicago although he was not able to get
closer to white women in the South, noticing that there lied a wide gap between lives
of white people and African Americans: “Negroes lived a truer and deeper life than
they, but I wished that Negroes, too, could live as thoughtlessly, serenely as they…
All my life I had done nothing but feel and cultivate my feelings…my language was
a different language than theirs” (319-20). Wright sees things differently from Uncle
Clark, not only white girls in Chicago, living “a truer and deeper life,” not factually
true but emotionally true.

Notes
1

Du Bois ends his review of Black Boy with the remark, “Nothing that Richard Wright
says is in itself unbelievable or impossible; it is the total picture that is not convincing” (Reilly
133).
2
All the references hereafter are to Richard Wright’s Black Boy (American Hunger ),
edited by Arnold Rampersad (New York: The Library of America, 1991) and only the number
appears parenthetically.
3
The online United States Censuses, 1880, 1900, 1910, and 1920, are open to the public
for research.
4
Lonzo and Lorenzo should be wrongly registered by the Census taker.
5
The Census regarding a household records the living place of the head and his/her family,
along with family members’ relationship with the household head, sex, age, and birthplace.
6
Professor Bettye L. Farmer at Mississippi Valley State University, Itta Bena, told me on
February 15, 2015 that she had an interview with Jodie Wilson while Jodie was alive but it is
very unfortunate that she said she had lost the record. However, Jodie, to Farmer’s impression,
is a kind and nice lady.
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Synopsis
The Census Works: Facts and Fiction in Richard Wright’s Black Boy
KIUCHI Toru
Many critics of Richard Wright’s Black Boy such as W. E. B. Du Bois doubt
whether the book is factually true or not. For Wright, however, it does not matter
whether the book is fictitious or true but, as he declares in it, it is important
whether it is “emotionally true” (Wright, Black Boy 71). It is true that the United
States Census reveals that Wright’s true life in Greenwood, Mississippi does not
necessarily correspond exactly to his description in Black Boy ; Wright’s life there
is at least emotionally true. Wright briefly mentions his experience in Black Boy
(85-87) and it is biographically true that he lived in Greenwood, Mississippi only
for a short time, probably a few months from late 1919 to early 1920. When he
was there, he was only about eleven years old, but the impression of Greenwood
was so strong that the memory remained in his mind for such a long time as
thirteen years until he was thirty-five years old in 1943 when he started to write
Black Boy . The aim of the article is to clarify and explore the difference between
facts and fiction in Wright’s days in Greenwood, Mississippi, depicted in Wright’s
Black Boy .
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キプリングの “The House Surgeon” 再読
―― ドイルへの諷刺的な賛辞 ――

上石実加子
はじめに
キプリングの短編 “The House Surgeon” (1909) は、1896 年から 1897 年にか
けてキプリング一家が住んでいたロックハウスというイングランド南西部
のトーキーにあった家での彼自身の体験に基づいて執筆されたものである
（Page 95）。
物語は、語り手が本国へと向かう蒸気船の中で、数人の集まりに参加して
怪談話を講じているというところから始まる。この集まりが解散となったあ
と、少し離れたところで独りトランプをしながら語り手らの話を聞いていた
マックスウェル・ムリオドという男が、語り手に話しかけてきて、最後に話
していたあの結末部分に納得がいかないなどと切り出してくる。ムリオドは、
自分の家が「憂鬱」（depression）に包まれているという悩みを語り手に打ち
明けた。そしてある週末、語り手は、このムリオドの家を訪れることになり、
一家と共にその憂鬱を体験する。その後、ひょんなことから語り手は、この
憂鬱の原因となっているものを探るべく探偵のような役目を引き受けること
となる。
本論は、この作品が、キプリングと同時代の推理小説作家アーサー・コナン・
ドイル
（Arthur Conan Doyle, 1859-1930）
を過剰に意識した探偵小説の形をとっ
ていることに注目する。事実、主人公ムリオド一家が住む屋敷は「ホームズ
クロフト邸」（Holmescroft）といい、ドイルの名探偵シャーロック・ホーム
ズを意識したような名前になっているばかりなく、物語中にシャーロック・
ホームズやその相棒のワトソン博士への言及もなされている。
ドイルとキプリングを結ぶものとして、ゴルフというスポーツがある。そ
れは 1894 年、キプリングがアメリカ、ニューイングランド州ブラットルボ
ロに建てた「ナウラーカ」に住んでいた時のことであった。ホームズクロフ
ト邸のモデルとなったロックハウスに、キプリング一家が移り住むわずか数
年前のことである。このゴルフというスポーツと探偵小説の結びつきを、ド
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イルとキプリングの出会いから紐解き、ドイルの影を少なからず帯びている
と考えられる主人公ムリオドのユダヤ性について考察するとともに、この作
品が、キプリングのドイルに対する賛辞を含みつつも、アイロニカルな結末
に含まれるこの作品の意味のようなものを以下に考察していきたい。
1 物語の中のゴルフ
ドイルの伝記を書いた作者であるジョン・ディクソン・カーはかつて、キ
プリングはゴルフが好きでなかったようだと書いたことがある。キプリング
が本当にゴルフをやる人ならば、その作品 “The House Surgeon” のなかの語
り手に、あんなふうにゴルフのことを言わせたりするはずがないというので
ある（114）。カーの指しているキプリングの “The House Surgeon” の箇所は、
おそらく以下の引用部分である。
It appeared that he [Baxter] golfed. Therefore, I was an enthusiastic beginner,
anxious to learn. Twice I invaded his office with a bag（M’Leod lent it）full
of the spelicans needed in this detestable game, and a vocabulary to match.（299）
これは、語り手がゴルフを嗜む事務弁護士バックスターに近づくために彼の
事務所を訪れる場面である。事件解決の手がかりになるような情報を彼から
得るために、ゴルフを習おうというのである。カーが指摘するように、この
時、語り手にとってゴルフは「嫌いなゲーム」(detestable game) となっており、
ゴルフクラブのことが、ジャックストローという遊びで使う「樹の木っ端」
（spelicans=spillikins）に例えられ、ゴルフ道具がいささか粗末な語で表現さ
れていることからもわかる。
以下は、語り手とバックスターが初めて 2 人でゴルフをする場面である。
The third time the ice broke, and Mr. Baxter took me to his links, quite ten
miles off, where in a maze of tramway lines, railroads, and nursery-maids, we
skelped our divotted way round nine holes like barges plunging through head
seas. He played vilely and had never expected to meet any one worse; but as
he realized my form, I think he began to like me, for he took me in hand by the
two hours together.（299-300）（下線部引用者）
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3 度目の訪問でやっと語り手は、バックスターのゴルフコースに連れて
行ってもらうことに成功する。下線部の「リンクス」（links）は、もともと
海岸の起伏のある砂地を意味する語で、特に海に面したゴルフ場を指す。バッ
クスターのゴルフ場が海に面していたかどうかは分からないが、起伏に富ん
でストロークの難航するような難しいコースだということが引用からわかる
が、下線部にあるように、「ひどいプレイをしてしまい、自分よりももっと
ひどい相手とはプレイしたくないと思っていた」とある。どちらが勝つか分
からない状況の中で対戦するからこそ面白いのがスポーツである。初心者で
あるはずの語り手は、ここで意外にも彼と拮抗するようなプレイをしたこと
が想像される。彼は、自分と対等にプレイを楽しめる相手として語り手を認
めたからこそ語り手を気に入り、2 時間にもわたって面倒を見たことが引用
からわかるのである。このあと、バリー・ミルズ温泉治療施設にあるゴルフ
場でバックスターと再会した語り手は、一緒にゴルフをすることでゴルフの
楽しさを覚え、ついには、人生の中で初めてゴルフに夢中になり、熱中でき
たと感ずるに至る。ここではバックスターと語り手が、ゴルフそれ自体を楽
しんでいる様子が描かれているのである。
2 ナウラーカにおけるドイルとキプリング
この作品が書かれる約 15 年前の 1894 年、キプリングがアメリカ人の妻キャ
ロラインと結婚して、彼女の実家近くに住んでいたころ、ドイルがキプリン
グの「ナウラーカ」邸を訪ね、ゴルフクラブを持ち込んでキプリングにゴル
フを教えたことは有名な話として知られている。ドイルの記録によると、ゴ
ルフは当時アメリカではあまり知られていなかったスポーツとある（238）。
医師でもあるドイルがキプリングにゴルフの手ほどきをする姿を見ていた
周辺住民たちがゴルフクラブを医療器具と勘違いしたという（Murray 111）。
しかし、アメリカでは 1888 年に、ニューヨーク州ヨンカーズにセント・ア
ンドルーズ・クラブが創られて以来、ゴルフはすでに広く普及していた。
クリケットやローンテニス、アーチェリー、ポロといったスポーツも、
1875 年より以前にアメリカに紹介されているが、熱心な支持者がなかなか
得られなかったといわれている。上流階級は別として、労働者階級には、ア
ウトドアを楽しむ時間も娯楽もほとんどなかったことに加え、アメリカ一般
市民は主としてスポーツ観戦者であり、スポーツに参加する者たちではな
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かったからばかりでなく、ゴルフを含むこれらのスポーツはどの競技もイギ
リスから輸入されたということをアメリカ人が訝しく思っていたからだと指
摘されている（Shwartz 7）。
ドイルがキプリング宅を訪ねた時、二人はアメリカ人の資質について激論
を交わしたというエピソードが残っている。ドイルは、アメリカ人に対する
痛烈な批判を続けるキプリングをたしなめるが、キプリングは最後まで断固
としてそれに応じなかったというものである。
キプリング宅を訪問した時のドイルは、英国系アメリカ人との親交を深め
る目的もあって、アメリカ各地を講演して回っていた。スコットランド生ま
れのドイルは、アイルランド系の祖先を持つことで、アメリカ人から高い評
価を得られていた。ドイルの話は、人口の多くを占めるアイルランド系住民
に訴えかけるものがあったからである。それでも彼は、英国人であるがため
に時にはアメリカの聴衆からの敵意に晒されることもあり、扇動的なアメリ
カの政治家が英国に対する辛辣で激しい熱弁を振るうのを、我慢して終わり
まで聴かねばならないこともあったという。
ドイルがアメリカで講演を行い、キプリングを訪ねたこの時期は、第 24
代アメリカ大統領を務めたクリーヴランド政権が窮地に立たされている時で
もあった。1893 年にアメリカを襲った経済恐慌により、アメリカ経済が難
局に直面し、ストライキや反政府抗議デモなどでいきり立っていた人びとが、
英国に対するヘイト・スピーチを展開することによってアメリカ人の賛同を
取り込もうとする政治的意図も渦巻いていたといってよい。
こうした反英国のプロパガンダに辟易していたキプリングは、アメリカ人
を汚い痰ツボにたとえて、唾液がタバコで茶色くなったほら吹きな輩だとド
イルに言ったようである（Murray 111-12）。
二人はゴルフを楽しみ、キプリングのアメリカ人妻のもてなしにより、感
謝祭を祝うディナーで乾杯し、アメリカ人の資質についてのみならず、二人
は様々なことを語り合って過ごしている。おそらくゴルフやスポーツについ
ての話題もあったに違いない。実は、ドイルは、あとになってキプリングに、
ゴルフクラブの他に、ノルウェー製のスキー板をプレゼントしていることが
分かっている。ドイルにとっては、キプリング邸訪問が彼のアメリカ滞在中
の貴重なひと時となった（Doyle 238）。だが、キプリングはどうであったのか。
別れ際に、なおも丁寧にアメリカ人への批判をやめるように促すドイルの言
葉に、キプリングは結局従うことはなかった。アメリカ人の賛同を得るため
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に講演活動を積極的に行っていたドイルと、アメリカにいながら孤高の生活
を送っていたキプリング。ユダヤの出自を隠して生きようとする「スコット
ランド系ユダヤ人」（Wilson 202）のムリオドが、スコットランド生まれの
ドイルの影を少なからず帯びていることを以下に見ていきたい。
3 ムリオドのユダヤ性
前述のように、“The House Surgeon” に登場するホームズクロフト邸の家
主であるムリオドは、物語冒頭で、トランプをしながら語り手を含む 6 人の
男たちの怪談話を聞いている。
On an evening after Easter Day, I sat at a table in a homeward bound
steamer’s smoking-room, where half a dozen of us told ghost stories. As our
party broke up a man, playing Patience in the next alcove, said to me: “I didn’t
quite catch the end of that last story about the Curse on the family’s first-born.”
“It turned out to be drains,” I explained. “As soon as new ones were put
into the house the Curse was lifted, I believe. I never knew the people myself.”
“Ah! I’ve had my drains up twice; I’m on gravel too.”
“You don’t mean to say you’ve a ghost in your house? Why didn’t you join
our party?”（283）（下線部引用者）
ムリオドは、毛皮商に従事してきたユダヤ人であり、妻と一人娘の 3 人で
ホームズクロフト邸に暮らしている。怪談話が終わったあと語り手に話しか
けてきたムリオドが質問してきたこと、それは下線部の「ある家族の初子に
かかった呪いについて」であった。この「初子にかかった呪い」は、「出エ
ジプト記」第 12 章において、主たる神が、王座にいるファラオの初子から
家畜の初子に至るまですべての初子をことごとく撃ったことで、イスラエル
を囚われの身から解放したときの、エジプトに落ちた最後の災厄を暗示させ
ている。初子への呪いは、飢餓を逃れてカナンからエジプトへやってきて定
住したヤコブの子孫たちが、苦役を強いられ、その隷属状態から脱出する際
に神がイスラエルのために成した御業であり、エジプトに下した災いでもあ
る。イスラエルびとは、それぞれ家族ごとに一歳の小羊を用意してそれを屠
り、その血を取って家の入り口にある 2 本の柱と鴨居に塗る。神がエジプト
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の国を巡り、
「人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべての初子を撃つ」
（12：
12）とき、鴨居に塗られた血が目印となって、神がイスラエルびとの家を過
ぎ越す。神の過ぎ越しにまつわる引喩がほのめかされているのである。
ムリオドが語り手に質問してきたのは、「復活祭」後のある夕方である。
いみじくも、ここにはキリストの復活という、キリスト教暦において中心を
成す行事が言及されており、キリストの復活を祝う「復活祭」と、出エジプ
トを記念するユダヤ人の祝い「過ぎ越しの祭り」が物語の冒頭で並置されて
いるということに注意したい。だが、「初子にかけられた呪い」のことを気
にしているムリオドの問い、つまり自分の娘の原因不明の病を、初子にかかっ
た呪いと結びつけているかのようなムリオドが語り手に対して行なった問い
かけは、先の引用にあるように、呪いではなく排水管のせいであったとする
語り手の返答によって非宗教的な時間のなかに回収されている。この語り手
の反応は、宗教的な話題を避けたかっただけなのか、あるいは初子の呪いに
反応したムリオドの「ユダヤ性」を嗅ぎ取ったゆえの反応なのかは不明であ
る。
「なぜ、われわれの集まりに加わらなかったのか？」という語り手から
の問いかけには返事がないままになっているからである。
「マックスウェル ･ ムリオド」という名前自体が「偽名」であるとしてい
るジョン ･ コーツは、ムリオド一家には、19 世紀に優勢を占めていた改革
派ユダヤ教に見られる一つの流れ、すなわち、ドイツのユダヤ人哲学者モー
ゼス・メンデルスゾーンから、英国の劇作家イズラエル・ザングウィルに到
るユダヤ啓蒙主義運動の価値観が繁栄されているというのである（76-78）。
ハスカーラーとも呼ばれるこうしたユダヤ人の社会・文化的改革運動は、ヨー
ロッパ社会に個人の解放をめざす啓蒙主義がみられるようになるにつれて、
ドイツを中心とする都市のユダヤ人社会にも起こってきたものであり、それ
は、ユダヤ固有の文化に閉じこもることをやめ、ヨーロッパ文化を学ぶこと
で社会的差別から解放されようという動きであった。改革派ユダヤ教は、法
を厳密に遵守するのではなく、ユダヤ教の歴史的諸形態を現実世界に適合さ
せていこうとしたのである。
ムリオド一家が暮らすホームズクロフト邸は、特権階級に限られた居住地
区の塵一つない通りにある魅力的な家である。家のなかには家具がふんだん
に取り揃えられ、室内には石鹸の香りが漂っている。こうした清潔で、すべ
てが味気ないほど整ったホームズクロフト邸の家全体が、彼にまつわる過去
をなんら感じさせないような新しさを演出してみせている。またムリオドは、
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庭にある 2 面のテニスコートを近隣の住人たちに開放して、テニス道具まで
貸出し、彼らにお茶を用意する様子も描かれる。当時テニスが上流階級のス
ポーツであったことを考えると、上流階級としてのムリオドの姿が見えてく
る。
ムリオドは、ギリシア人の妻と結婚している。このこと自体が、彼自身の
民族との断絶を意味するものである。
「ユダヤ人」の定義は、「イスラエル帰
還法」に明文化され、「ユダヤ人の母親から生まれた人、またはユダヤ教に
改宗した人」として 1950 年まで定着を待たねばならないが、古くからトー
ラー（律法）にも定められているように、
「ユダヤ人」であるということは、
ユダヤ人の母親から生まれた人を指す。ユダヤ教社会は典型的な母系社会で
あり、ユダヤ人の母親から生まれた子どもはユダヤ人であっても、ユダヤ人
の父親と非ユダヤ人の母親との間に生まれた子どもは原則的にユダヤ人とは
認められない。ユダヤ教独特の閉鎖性がここにはある。「ユダヤ人」ムリオ
ドは、ギリシア人妻と結婚し、その妻との間に一人娘が生まれた。つまりこ
の娘は「ユダヤ人」ではない。だがこの彼の初子は、意味不明な咽頭病に苦
しんで温泉治療施設に通う生活をしている。
ムリオドという男から何気なく発せられる建物や土地の価格、その穏やか
で同情心に満ちた性格と自分の富を手に入れた生活ぶりには、彼にありうべ
き信仰とその受難のルーツとの接点が失われている。語り手らの怪談につい
ての場面は、「初子にかけられた呪い」についてムリオドが、娘にも呪いが
かかっているのではないかと不安を感じたがゆえの反応であったと読める。
一方で、家族が憂鬱に悩んでいることを、インフルエンザのせいだとしか
言い表さない彼の取り澄ました態度には矛盾が見られる。バックスターに保
証をつけてもらってまで、ムリオドは「死者がひとりも出たことのない家」
にこだわり、ホームズクロフト邸を手に入れた。彼が「死者の出なかった家」
にこだわるのは、再び「出エジプト記」を想起させるからである。第 12 章
30 節「死人の出なかった家は一軒もなかったので、大いなる叫びがエジプ
ト中に起こった」という一節から、彼にとって「死人の出る家」は、エジプ
トびとへの神からの裁きを思い出させたのではないだろうか。祖先であるイ
スラエルの民を酷使してきたエジプトびとへの神の裁きは、今や、ユダヤ人
として生きることをやめたムリオドに、逆に、「ユダヤ」への思いを強烈に
突きつけるものだったに違いない。
ここに描かれているのは、自らの出自を消そうとしているムリオドの生き
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方へのアイロニーである。ドイルとはゴルフを一緒に愉しみながらも、キプ
リングは、アメリカ人をめぐる彼との議論において一線を画す態度をとって
いる。イギリスを批判する気運の中で、キプリングがドイルから嗅ぎ取った
ものが、ムリオドという主人公に少なからず投影されているといえるのでは
ないだろうか。
4

キプリングのゴルフ

キプリングはゴルフが好きではなかったのだろうか。いや、決してそうで
はない。キプリングはドイルとゴルフをする以前に、すでに妻の実家バレス
ティア家の友人であるカボット家の人びととゴルフの経験があることが指摘
されている（Orel 35）。ドイルが去った後も、彼はブラットルボロの組合教
会派の牧師チャールズ・O・デイ師と雪の中でスノーゴルフに興じている。
二人は雪で覆われた斜面でゴルフをした。雪の中に缶を埋めてホールを作
り、ボールを見失わないようにボールを赤くインクで塗り、ボールが斜面を
転がると雪には赤い縞がついた。そして雪解けの季節になると、彼らはゴ
ム長靴を履いてぬかるみの中でゴルフをしたと言われている（Murray 141）。
キプリングはあらゆる運動競技に興味を持っていたといってよいが、キプ
リングがスキーやスノーシューズを体験したのは 1893 年とあるので（Orel
35）、彼がアメリカの「ナウラーカ」に移り住んだその冬、つまりドイルが
来る前からすでに、キプリングは様々なウィンター・スポーツにもチャレン
ジしていたことが分かるのである。
キプリングは、1898 年に出版されたウィリアム・ニコルソンの木版画集

An Almanac of Twelve Sports に、12 のスポーツにちなんだ短詩を寄稿したこ
とがあった。版画集は 1 月から 12 月に渡って、それぞれ 12 のイギリスを代
表するスポーツが紹介され、それぞれのスポーツをする人物たちがニコルソ
ンの独特のタッチで表現された暦のような版画集となっている。ゴルフは
10 月に登場し、キプリングの「ゴルフ」の短詩は以下のようになっている。
Why Golf is Art and Art is Golf
We have not far to seek—
So much depends upon the lie,
So much upon the cleek.

(Nicholson 22)
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「なぜゴルフがアートで、アートがゴルフなのか／そんなに追究する必要
はない」と始まるこの短詩は、ゴルフというスポーツが、身体能力の優劣よ
りもテクニックの優劣に大きく左右されるスポーツであることを詠ってい
る。ここでいうアート（Art）は、美的芸術ではなく、テクニックの意味で
あろう。引用において、
「ライ」
（lie）
（ボールの止まった場所の状態）や「クリー
ク」（cleek）（ゴルフクラブの種類）に多くが左右されるとあるのは、ゴル
フはテクニックつまり技術が必要なスポーツであるという意味だが、同時に
その日の風向きなどの気象条件、コースの難易と芝の状態、さらには、ゴル
ファーの精神状態や偶然や運不運など極めて多くの要素に支配されるがゆえ
に、ゴルファーの技巧が試合の結果を左右する奥深いスポーツであることを
言っているのだと読める。
“The House Surgeon” における語り手「私」が、ゴルフを嫌いなゲームと
発言したのは、カーが指摘したようにキプリング自身がゴルフを好きではな
かったからではなく、むしろ、
「彼が明らかにゴルファーのフラストレーショ
ンというものをよく理解していた」
（Murray 141）からこそではないだろうか。
おわりに
アンガス・ウィルソンは、キプリングの “The House Surgeon” が、シャーロッ
ク・ホームズを模倣しつつも心霊的な要素があることに奇妙なアイロニーが
あると指摘した（202）。この物語が書かれた数年後に、ドイルが完全に心霊
主義に心酔したからだと考えられる。キプリングもドイルも超常現象に対す
る深い興味を共有していたというが（Ricketts 209）、両者の探偵小説において、
このことに関する考え方には差異があったといえる。
“The House Surgeon” の中の語り手は、到底シャーロック・ホームズのよ
うにはなれないと屈服し、自分の求めている証拠が把握できないものである
と気づくと、物語の冒頭に出てくるどんなワトソン博士よりも当惑していた
と自白する。しかし実のところ、事の次第は、探偵の推理に基づく調査の末、
真相が解明され事件が解決へと向かうというような本来の「探偵小説のナラ
ティヴの構造に逆らって動いている」（Kemp 58）のである。というのも結
局、この家の主人一家に襲いかかる憂鬱の謎は、前の家主の死んでしまった
娘と、生き残ったその姉妹という「死者と生者との間で発せられる不可解で
心霊的なエネルギーのせい」（Bauer 80）であり、この物語が「家に霊が出

50

上石実加子

没する原因を心霊的に発見する物語」（Wilson 201）となっているがゆえに、
人々の苦痛からの解放が謎の解明というよりも精神面の治癒によって果たさ
れるからである。
「シャーロック・ホームズ」、「探偵」はいずれもドイルのアリュージョン
であり、キプリングがドイルからゴルフを習い、この作品中でゴルフをする
探偵じみた語り手を登場させていること、ここには、スポーツがよく、ルー
ルに裏付けされたフェアプレイの精神とのリンクによって探偵小説の構造と
パラレルに捉えられるのとは逆に、むしろ、ゴルフというスポーツが人間に
引き起こすフラストレーションや、探偵が人の心の深層をさぐることの難し
さという点において、スポーツが探偵小説のひとつの道具となっていること
がわかるのである。
しかしキプリングは、バックスターと語り手がゴルフを心から楽しむ姿も
描いている。自らがスポーツマンであることで有名なドイルは、名探偵シャー
ロック・ホームズを運動はほとんどしない男として描いたようだが、キプリ
ングは、スポーツを楽しむ男たちの姿も描いた。この物語には、推理とスポー
ツの描写を通して、ドイルへの賛辞を含んだ、キプリングのアイロニーが描
かれているといえるのである。
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Synopsis
A Rereading of Kipling’s “The House Surgeon”:
His Ironic Reference to Arthur Conan Doyle
AGEISHI Mikako
Kipling’s short story “The House Surgeon” (1909) is said to have been based on
his own experience of living at Rock House, Torquay, in Southwest England in Devon
from 1896 to 1897. As a psychic detective story, it contains a significant reference to
Sherlock Holmes and Dr. Watson, both who are characters created by Arthur Conan
Doyle, a contemporary of Kipling, and the house in the story is called “Holmescroft”
named after Sherlock Holmes. This paper explores some of the influence of Conan
Doyle upon this fiction of Kipling’s, especially focusing on a sport—golf. In 1894,
two years before Kipling moved to Rock House, he had lived in a house in Vermont,
New England where Doyle visited him and taught him how to play golf. The story
mentions golf as well. Looking for an analogy between a detective narrative and
sports, this paper discusses how Kipling uses golf as a literary device thus making use
of Doyle in this story. However, Kipling does it in a different way than what Doyle
would have done.
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Sir Philip Sidney の Astrophil and Stella の数秘構造
大木

富

1．はじめに
サー・フィリップ・シドニー（Sir Philip Sidney, 1554-86）のソネット連作
『アストロフィルとステラ』（Astrophil and Stella ）は、1598 年にシドニーの
妹ペンブルック伯夫人（Countess of Pembroke, 1561-1621）監修による『アー
ケイディア』（Arcadia ）二つ折り本の巻末に収録する形で、番号を付した
108 篇のソネットと、それに 11 篇のソング（総スタンザ数 108）を織り交ぜ
1

た完全版が出版された。 初版は、1591 年に四つ折り本で出版されていたが、
1598 年版に収められているソネット 37 番とソング 11 番が削除されていた
り、配列に関しても 10 篇のソングをすべて、107 篇のソネットの後に一括
してまとめているなど、不完全なものであった（Ringler 447-57）。
アラステア・ファウラー（Alastair Fowler）は、上述の 1598 年版の数的構
成にホメーロス（Homeros, fl. 800/700 BC）の『オデュッセイア』（Odysseia ）
の物語に基づいた数 108 のシンボリズムを指摘し、その数的枠組みについて、
T. P. ロッシュ（Thomas P. Roche, Jr.）は、ソネットとソングを合わせた詩集
全体の詩の総数 119 のシンボリズムを読みとることができる可能性を示唆し
ている。両論考とも、以上の数秘的構成に加え、63、28、17、11 などの伝
統的数の象徴を用いて、複雑な数のシンボリズムが成立していることを解明
している。ファウラー及びロッシュの指摘する『オデュッセイア』に基づい
た数 108 及び 119 のシンボリズムの枠組みは、オデュッセウスの貞節なる妻
に言い寄る求婚者ないしはオデュッセウス自身にまつわる数によって、アス
トロフィルまたは彼のステラへのかなわぬ恋が象徴されていることを示すも
のである。確かに、そのシンボリズムの枠組みは、反面において、オデュッ
セウスの妻に比肩するステラの貞節を間接的に象徴してはいるが、ステラ自
体を直接表象するものではない。アストロフィルはソネット 1 番で詩作の動
機をステラの愛を得ることであるとし、そのための詩作の方法は、「おのれ
自身の心の中を見て書きなさい」（“‘Foole,’ said my Muse to me, ‘looke in thy
ミューズ

heart and write’”）（14）という詩神の助言に従って、心に刻まれたステラの
像を唯一の詩の材とすることであると宣言する。心が恋人である女性の像を
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祀る神殿であるというのは、ペトラルカ流のソネットに常套の観念である。
そのようにして恋人の愛を得るべく書き始められた詩は、ステラへの愛とそ
の苦しみを語る中で、ステラの讃美よりもアストロフィル自身の心の動きに
力点を置いた、内省的な傾向が強いものとなってゆくけれども、ある意味で
宗教的愛の対象と言えるほどの存在として、ステラが讃美されていることも
事実である。しかしながら、そのような恋人に捧げられた詩集として、アス
トロフィルの愛の対象であり、その愛を歌う詩の想像力の源泉であるステラ
を象徴する数のシンボリズムに関しては、これまで十分に論究されたことは
ない。そこで、本稿では〈円環詩〉（以降、象徴としての〈円〉や〈球〉の
図形を総称して〈円環〉と呼ぶ）を形成するソング 1 番における数 9 のシン
ボリズムの分析を糸口として、ステラが数 9 によって象徴されていることを
解明し、数 108 及び 119 に加えて、ステラを象徴する数 9 がこの詩集の重層
的数秘構造を成立させていることを明らかにしたいと考える。9 は古来より、
とりわけ中世おいては天使の位階を表す数としてきわめて重要な数の象徴で
あり、108 も循環数 9 の展開として数 9 のシンボリズムを表す。
2．数 108 と 119 のシンボリズム
ホメーロスの『オデュッセイア』では、主人公のオデュッセウス（Odysseus）
がトロイア遠征のため不在の間、その妻ペネロペ（Penelope）に総勢 108 人
の求婚者が言い寄ったが、夫の帰還するまでの 20 年間、彼女は貞節を貫いた。
ファウラーは、シドニーがこの貞淑なる既婚女性の典型であるオデュッセウ
スの妻を、彼女と同名で、ステラの実在のモデルである、リッチ卿（Robert
Rich, 1559-1619）夫人ペネロピ・デヴァルー（Penelope Devereux, 1563-1607）
に重ね合わせ、オデュッセウスの妻に求婚する者たちの物語を『アストロフィ
ルとステラ』の枠組みに採用し、ソネットの総数及びソングの総スタンザ数
を 108 としていると考える（175-76）。
ペネロペに言い寄る 108 人の求婚者は、オデュッセウスが不在の館の戸口
の前で、小石を用いた一種の駒遊びに興じて、念願の成就するのを待った。
このゲームに関しては、アテナイオス（Athenaios, c. 200）の『食卓の賢人た
ち』（Deipnosophistai ）第 1 巻 16f-17b（1: 92-95）や、時代的にシドニーに近
いところでは、サー・トマス・ブラウン（Sir Thomas Browne, 1605-82）が『キュ
ロスの庭園』（The Garden of Cyrus , 1658）の中で言及している（188）、テサ
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ロニケ（Thessalonike）の主教エウスタティオス（Eustathios, c. 1125-93/96）の『オ
デュッセイア』の註解からそのおおよそを窺い知ることができる。まとめる
と、108 人の求婚者たちは遊戯盤をはさんで、その両側にそれぞれ 54 人ず
つの 2 組に分かれ、双方それぞれ、その人数分の小石の駒 54 個を並べ、両
陣営の中間地点に置いた〈ペネロペ〉と名づけた石を的として、自分の手に
した小石の駒を当てるというものであった。狙う順番は、くじで決め、自分
の駒が見事〈ペネロペの石〉に命中し、それを前方に押し出したら、自分の
石を〈ペネロペの石〉が元あった場所にすすめ、そこから再度狙い、他の石
に当たらず命中すればその者が勝者となる。誰がペネロペをわがものとでき
るかを決めるもので、勝者となった者はペネロペとの結婚の期待・可能性に
大いに胸を膨らませた。ファウラーは、この詩集において 109 番目のソネッ
トと、ソングの 109 番目のスタンザ、つまりは的である〈ペネロペの石〉の
欠如が、アストロフィルの悲恋を意味すると考える。
以上のような、ファウラーが指摘した『オデュッセイア』の物語に基づい
た数秘的枠組みに関して、ロッシュは、ソネットとソングを合わせた詩の総
数にもシンボリズムが反映されている可能性を示唆する（202, 236-37）。オ
デュッセウスは、10 年にわたったトロイア戦争の後、さらに 10 年間の漂泊
の旅を経て帰還する。この漂泊の年数は月に換算すれば 120 ヶ月に相当する。
ロッシュは、『オデュッセイア』がトロイア戦争後のオデュッセウスの帰還
の物語であることを重視し、詩の総数を 120 ではなく 119 としていることの
真意は、108 がオデュッセウスの妻に言い寄る求婚者と類似して、貞節な恋
人への愛がかなわない 1 人の求愛者としてのアストロフィルを象徴するのと
は異なり、彼が、たとえば逆境に立ち向かう精神的強さ・不屈の忍耐力など
の点で、首尾よく妻のもとに帰還するオデュッセウスとは対照的な存在であ
ることを示唆することにあると考える。
次に、このような詩集の数秘的枠組みにおいて個々の詩の構成がいかなる
数のシンボリズムを表しているのかという点に関して、まずファウラーは、
伝統的数の象徴である 63 の使用を指摘し、以下のように分析している（17677）。
ソネット 1 番から 63 番まではソングが挿入されておらず、一個の連続し
たソネット群を形成しており、64 番以降の、残りの 45 のソネットには 11
のソングが織り交ぜられている。これを数式で示せば、63 ＋ 45 となる。一方、
11 のソングも、1 番から 4 番までと、10 番と 11 番は 1 つずつソネットの間
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に挿入されているが、中間の 5 番から 9 番までは連続した 1 つの詩群（スタ
ンザ数にして 63）を形成している。これも数式にまとめて示せば、4（総ス
タンザ数 28）＋ 5（総スタンザ数 63）＋ 2（総スタンザ数 17）となる。こ
のようにソネット及びソングにおいて繰り返し現出し、強調される伝統的数
の象徴としての 63 は、7（肉体）× 9（精神）と分析され、肉体と精神の両
面における危機的状態、大厄年を意味すると考えられた。この数は、ソネッ
ト 63 番までに、アストロフィルの愛の苦悩、また愛における精神と肉体、
徳と欲望の葛藤がその頂点に達する寸前まで深刻化している段階にあること
を象徴する。11 のソングが挿入されている、残りの 45 のソネットの配置は、
ソネット 86 番のみが単独で強調される形になっており、86 番を中心とした
シンメトリーな構成をなしている。このシンメトリーな構成、すなわち 45
＝ 22 ＋ 1（ソネット 86 番）＋ 22 は、〈中心の数秘術〉を発揮する。〈中心
の数秘術〉とは文字通り、数的にシンメトリーな構成にした詩の中心の位置
に、重視・強調する思想を置くことである。つまり、左右 2 つの詩群をつくっ
ている各ソネットの総数 22 の象徴としての意味は〈節制の徳・禁欲〉であり、
ステラがアストロフィルに求める〈欲望を節制した愛〉を象徴する。中心に
位置する 86 番の内容は、「麗しき裁判官」（“sweet Judge”）（11）としてのス
テラが、アストロフィルの愛における有徳さを審判するというものである。
つまり、ソネット 64 番以降に語られるアストロフィルのステラへの愛の内
的展開、ステラが求める愛によって生じる精神と肉体の葛藤を、64 番以降
の 45 のソネットの構成に〈中心の数秘術〉を用いて反映させているのである。
そして、そのいわばステラによる審判の結果として、アストロフィルの愛が
悲恋に終わることがソネットの総数 108 に象徴されることになる。さらに、
11 のソングの配置をスタンザ数で考えた場合、その 28 ＋ 63 ＋ 17 という一
連の数の流れは、アストロフィルの愛が崩壊に至る過程を象徴していると
指摘する。28 はｃその約数の合計がその数自体になる完全数であるととも
に、1 から 7 までを順に加算していった合計として三角形を形成し、完全性
を表す三角数でもある。ところが、63 は〈精神的及び肉体的危機〉を意味し、
17 は〈不運・逆境〉を表す。そして、その愛の顛末が、〈罪・逸脱〉を意味
するソング自体の総数 11 に反映されているのである。
これに対して、ロッシュは、ファウラーのようにソネットとソングの構成
を別個に考察するのではなく、やはり両者を合わせた全体の総数 119 の枠組
みの中での個々の詩の数的構成を問題とする（234-42）。その分析を数式に

Sir Philip Sidney の Astrophil and Stella の数秘構造

57

まとめれば、63（ソネット 1 番から 63 番）＋ 1（ソング 1 番）＋ 25（ソネッ
ト 64 番から 85 番、及びソング 2 番から 4 番）＋ 1（ソネット 86 番）＋ 5（ソ
ング 5 番から 9 番＝総スタンザ数としては 63）＋ 24（ソネット 86 番から
108 番、及びソング 10 番と 11 番）となる。この分析の主眼は、ソネット及
びソングにおいて数 63 が繰り返され、強調されている点にあり、アストロ
フィルが、ソネット 1 番から最後の 108 番まで愛の苦しみ、精神と肉体の葛
藤の中にあり続けることが、
〈精神的及び肉体的危機〉を意味する数 63 によっ
て象徴されていると結論する。
3．循環数 9 のシンボリズム
ファウラーあるいはロッシュのどちらも指摘するように、ソネット及びソ
ングの配置によって数 63 のシンボリズムが強調されているわけであるが、
その場合ソネット 63 番と 64 番の間に挿入されている第 1 番目のソングは、
いわば 63 のソネット群を成立させる役割を果たしていると言える。この 1
連 4 行全 9 スタンザ、総詩行数 36 からなるソング 1 番は、次に引用する第
1 スタンザが最後の第 9 スタンザで繰り返され、〈円環詩〉を形成している。
Doubt you to whom my Muse these notes entendeth,
Which now my breast orecharg’d to Musicke lendeth?
To you, to you, all song of praise is due,
Only in you my song begins and endeth.
詩全体をさらに詳しく見ると、第 1 スタンザの 3 行目は全スタンザの 3 行目
で繰り返されており、各スタンザがそれぞれ次のスタンザと〈円環〉をつくり、
いわば鎖状につながってゆき、最終スタンザが第 1 スタンザを繰り返すこと
2

で全体が 1 つの〈円環〉にまとめられる形になっていることがわかる。 そ
の形式上の構成に加えて、数的構成においてこの詩が 9 つのスタンザ、総詩
行数 36 から成立していることが、循環数としての 9 のシンボリズムの使用
を強く意識させる。
循環数とは、たとえば、5 や 6 のようにいくら累乗してもその一桁目にそ
2

3

2

3

の数自体が繰り返される数（5 ＝ 25、5 ＝ 125、6 ＝ 36、6 ＝ 216 など）
のことであり、その累乗は〈円環〉の図形に対応すると考えられた（Hopper
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102）。数 9 も、他の数と何回掛け合わせても、何度累乗しようとも、その結
果得られた数の各桁の総和が 9 になる（たとえば 9×7 ＝ 63 ＝ 6 ＋ 3 ＝ 9、
9 × 9 ＝ 81 ＝ 8 ＋ 1 ＝ 9 など）ことから循環数とみなされた。
従って、このソングの総詩行数 36 は 9 × 4 ＝ 36 ＝ 3 ＋ 6 ＝ 9 と解釈でき、
9 の倍数として循環数 9 の展開した数であると考えられる。循環数の展開は
〈円環〉の図形に対応するわけであるが、それは、実際にここで、詩形によっ
て〈円環〉を形成していることに示唆されている。古来より、〈円環〉は、
完全性・神を象徴する図形と考えられてきたことは周知の事実である。すな
わち、第 1 スタンザの第 3 行目の「すべての讃歌はあなたにこそ捧げられる」
と第 4 行目の「私の歌はあなたにのみ始まり、あなたにのみ終わる」という
神にこそ捧げられるべきであるような言葉を、最終スタンザではその両者を、
中間のスタンザでは前者を執拗に繰り返し、そのような信仰の次元からすれ
ば冒涜的とも言えるとロッシュが指摘する表現法によって（214）、いわば盲
目的に讃美されるステラないしは彼女の完全性が、循環数 9 と、そのシンボ
リズムを反映した詩形のつくる〈円環〉の図形によって象徴されていると考
えられる。

3

この象徴的な〈円環詩〉をソネット 63 番の後に配置している真意は、確
かに一面において数 63 のシンボリズムを成立させることにある。しかし、
この〈円環詩〉の位置を詩集全体の構成の中で考えてみると、ソネットに
関して言えば、先に見たように、このソングを境にしてその前後にそれぞ
れ 63 と 45 のソネットが置かれており、63 は 9×7 で 9 の倍数であり、45 は
9 × 5 でやはり 9 の倍数である。ソングの場合は、合計 11 のソングの総スタ
ンザ数 108 からソング 1 番のスタンザ数 9 を引くと、残りは 99 スタンザで
これも 9 の倍数（9 × 11）となる。さらに、ソネットの総数にして、ソング
のスタンザの総数でもある 108 も 9 × 12 である。このように、ソネット連作
の構成の基本となっている数は、すべて 9 の倍数となっていることがわかる。
すなわち、先述したソング 1 番で〈円環〉をつくる第 1 スタンザの「私の歌は、
あなたにのみ始まり、あなたにのみ終わる」という内容は、ソネットの総数
もソングのスタンザの総数も数論的意味で循環数 9 の展開とされていること
に、要するに恋人ステラを象徴する 9 によって彼女への愛を歌う詩集を構成
することに表象化されているのである。従って、108 もアストロフィルを象
徴すると同時に、循環数 9 の展開として 9 に還元されるという意味で、ステ
ラをも表していると考えられる。また、ファウラー及びロッシュが強調する
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数 63 の象徴性も、アストロフィルの精神及び肉体における危機的状況と同
時に、その危機の原因である恋人ステラを表していると言える。そのことは
特に、ソング 5 番から 9 番までの 5 つのソングが 1 つの詩群としてまとまっ
て 63（総スタンザ数）をつくっていることに強く示唆されている。ソング
の個数 5 は〈肉体・五感〉と〈結婚〉を表す数であり、それが危機的状況に
あることが〈精神的及び肉体的危機〉を意味する総スタンザ数 63 に象徴さ
れているわけであるが、同時に 63 は循環数 9 の展開としてステラを象徴す
る 9 に還元できるからである。加えて、ピュタゴラス派に由来する〈数を構
成する各桁の数字の総和による解釈法〉の点から見ても、総数 108 は 108 ＝
1 ＋ 0 ＋ 8 ＝ 9、63 は 63 ＝ 6 ＋ 3 ＝ 9 というようにこのソネット連作を構
成する数は 9 に還元される。
この数 9 という観点から個々の詩を見てみると、アストロフィルはまさ
に 9 番目のソネットでステラの顔を「美徳の女王の宮殿」（“Queene Vertue’s
court”）（1）にたとえ、額、髪、唇、歯、頬、眼という構成要素を 6 つあげ
てステラを讃美している。この内容は、ソング 1 番で、その大枠として〈円環〉
を構成する第 1 スタンザと最終第 9 スタンザを除いた中間の 7 つのスタンザ
で、やはり眼、唇、足、胸、手、髪、声というステラの 7 つの美点を具体的
に取り上げて、彼女の完全性を語っていることと共通する。このような表現
形式は、クレマン・マロ（Clément Marot, 1496-1544）が祖とされる〈ブラゾ
ン〉（blason）のジャンルに属する。〈ブラゾン〉とは、恋人の肉体の各部位
などを次々に取り上げ、様々なメタファーを用いて讃美してゆくものである
が、ここで重要なことは数 9 を序数とするソネットと、数 9 のシンボリズム
を駆使するソング 1 番がともに、メタファーこそ違い、同じ表現法を用いて
ステラの完全性を描写し、その讃美に終始していることである。この共通性
は、ソング 1 番とソネット 9 番が相互補完して、両詩における数のシンボリ
ズムの使用を裏づけるだけでなく、循環数の意味とは別の意味を表す数 9 に
よって、アストロフィルの心という神殿に祀られたステラの像、つまりステ
ラが象徴されている可能性を強く意識させる。
4．天使の位階を表す数 9
数 9 で恋人を象徴することは、周知のごとく、ダンテの『新生』（La Vita

Nuova , 1292-94）にその先例をもつ。ここでダンテは、中世においてとりわ
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け重要であるとされた 9 の象徴としての意味、すなわち 9 つの位階をなす
天使たちを表す意味を用いて、永遠の恋人ベアトリーチェ（Beatrice）が天
使界を反映する存在であること、恋人の神聖性を表している。ダンテは、
第 29 章で「数 9 は、まさしくベアトリーチェそのものであった」（“questo
numero fu ella medesima”）とし、その理由を、3×3 として三位一体の数を唯
一の因数とする 9 によってベアトリーチェが象徴されることは、彼女が三位
一体、つまり神の単一性・完全性を示す〈奇跡〉であるからだとしている
4

（110-13）。 つまり、数 9 で象徴されるベアトリーチェは、〈第一原因〉であ
る神を現世において映す鏡であり、天使とその本質を同じにする存在なので
ある（Hopper 139）。9 が三重の 3 つ組をなす天使の位階を表す数であるとい
う観念を、その数論に則して簡略化して言えば、3 は〈はじまり・中間・終
わり〉をもつものとして、中間がその前後を結びつけて単一性へと統合さ
せる数であることから、〈三一性〉すなわち 1 を、さらに 9 は 3×3 として 3
のみを因数とすることで 3 を表すということになる（Hopper 41-42, 99-100,
107, 138）。この数論は、先に言及したように、第 1 スタンザが最終の第 9 ス
タンザで繰り返されるソング 1 番において、その第 1 スタンザの 3 行目がす
べてのスタンザでもリフレインされることで、9 のみならずその因数である
3 が強調されていることに示唆されていると言える。
そのような 1 を表す 3 を反映する 9 という観点から、ソネット 9 番から 3
番にさかのぼってみると、第 3 番では、
「9 人の姉妹」（“the Sisters nine”）（1）
ミューズ

という表現で 9 柱の詩神に言及している。実は『アストロフィルとステラ』
において “nine” の語が用いられるのは、この 1 回だけであり、3 番目の詩で
9 の数字をもち出していることは偶然ではない。
ソネット 3 番は 1 番と同様に詩作法など、詩それ自体に関する問題を扱っ
ている 13 のソネット群（1、3、6、15、28、34、45、50、55、58、70、74、
90 番）に属する（Ringler 458）。3 番を 1 番及び 9 番との関係で見てみると、
ソネット 1 番では「心の中のステラの像を見て書く」という詩作の方法が語
られ、ソネット 3 番では「唯一ステラの顔に愛と美の実体を読みとる」（ “…
in Stella’s face I reed/ What Love and Beautie be …”）（12-13）としてステラの
像は具体的なステラの顔に集約され、ソネット 9 番では実際にステラの像＝
顔が〈ブラゾン〉のコンヴェンションに従って具象的に描写される。この 3
つの詩で展開される一連の内容を、数のシンボリズムの次元に置き換えて考
えてみると、抽象的な 1 がそれよりも具体的な 3 に、その 3 はさらにもっと
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とらえやすい 9 に反映されているという、9 が〈天使の位階〉を表すことを
説明する数論と一致する。ソネット 3 番で 9 の数字がもち出されていること
は、この一致を強く示唆する。
そこで、もう一度ソネット 9 番を見直してみると、第 9 行目で、ステラの
眼は「天上より来られた客人」（“this heav’nly guest”）がこの世界を眺める窓
にたとえられていることがわかる。このソネットのはじめでステラは「美徳
の女王」とされていたが、ここでは文字通り〈天よりの使者〉にたとえられ
ている。このステラを天使にたとえる語が 9 番目の詩の 9 行目に配置されて
いることは、上述した数論的観点から見た共通性を含め、今まで確認してき
た数のシンボリズムの文脈の中で考えると、このソネットではステラを象徴
する数 9 の循環数の意味に、同じ数 9 の天使の位階の意味が重ねられ、彼女
の天使にも比肩する完全性が象徴されていると考えられる。ということは、
先に見たようにこのソネット 9 番と同じコンヴェンションを共有することで
結びつくソング 1 番の〈円環詩〉は、数 9 の循環数としての意味と、天使の
位階を表すシンボリズムを融合してステラを象徴していると理解できる。
このソング 1 番に類似した形で数 9 のシンボリズムを使用している実例は、
シドニー・サークルと密接な関係にあったジョルダーノ・ブルーノ（Giordano
Bruno, 1548-1600）が、シドニーに献呈した『英雄的狂気』（De gli eroici

furori , 1585）に確認することができる。5 ブルーノはシドニーへの献辞の中で、
数 9 を用いる理由をこの数が物質的な世界を超えた天使つまり英知の位階を
反映した数であるからだと自ら説明し（7: 40-43）、この数 9 のシンボリズム
を用いて、『英雄的狂気』の末尾に 1 連 6 行全 9 スタンザからなる〈円環詩〉
を配置している（7: 480-87）。この詩は、各スタンザがその最終行を次の第
1 行目に繰り返してゆき、最終の第 9 スタンザの最終行は第 1 スタンザの 1
行目を繰り返すことで、1 つの〈円環〉を構成する。9 つの各スタンザは、9
人の盲者がそれぞれに視力の回復を感謝する 9 つの歌となっており、五感の
死とその苦しみとしての盲目という、感覚的認識から解放された状態である
が故に啓示を授かることが可能となる〈神への盲目の愛〉の 9 段階を表し、
その愛が〈英雄的狂気〉の名のもとに 1 つに統合されることを詩形のつくる
〈円環〉が象徴する（Wind 53; Yates, Giordano Bruno 284-85, 289）。フランセス A.
イエイツ（Frances A. Yates）は、シドニーのソネット連作に対するブルーノ
の影響を指摘し、
『英雄的狂気』所収の各詩に付されたブルーノ自身の注解が、
シドニーの連作を読み解く上で重要かつ有用な手引き・指標となるとしてい
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る（“Emblematic Conceit” 200）。両者の影響関係・思想的なつながりの問題
は別としても、ブルーノの詩が、循環数として〈円環〉を表し、天使の位階
を象徴する数でもある 9 を用いて、詩形の上でも〈円環〉を形成しているこ
とは、シドニーの〈円環詩〉における数 9 のシンボリズムの使用と用法を裏
づける傍証となる。
5．その他の数 9 のシンボリズム
この詩集で用いられている数 9 には、これまでに見てきたシンボリズムに
加えて、また別の伝統的数の象徴としての意味〈9 つの天球〉と、
『オデュッ
セイア』に登場する〈ステュクス河〉（Styks）の意味も重ねられている。
先に見たソネット 3 番において、ステラの顔に「自然が記したもの」
（“what
in her Nature writes”）（14）である「愛と美の実体」を読みとるとされていた
ことにも示唆されていたが、ステラはソネット 71 番で明確に「自然の最も
美しい書物」
（“fairest booke of Nature”）
（1）と同一視される。これはラモン・
シビウダ（Ramón Sibiuda, d. 1436）によって特に広められた〈神の著した 2
冊の書〉という伝統的観念を反映していると言える。その観念とは、神が〈自
然〉と〈聖書〉の 2 冊の書物を著したと考え、自然＝被造物を読み解くこと
が神への昇華に繋がるとするものである。神の手になる被造物は、1 冊の書
物として、その中に三位一体の創造主を映しているのである。すなわち、ス
テラが〈自然という書物〉であるということは、ルネッサンスにおいて一般
化していた大宇宙に照応する小宇宙としての人間という観念から、ステラが
〈9 つの天球〉、すなわち大宇宙を意味する 9 で象徴されることに等しく、こ
れもまたステラの完全性を表す数 9 のシンボリズムを補完する。
一方、『オデュッセイア』の神話と数 9 との関連では、九重に冥府を取り
巻いて、生者と亡者の世界を分ける〈ステュクス河〉と呼ばれる嫌忌の河が
あげられる。〈ステュクス河〉は女神として神格化される場合もあるが、こ
の河にかけた誓いはもっとも厳粛なものであり、神々でもその誓いを破った
場合、1 年の間息をすることも飲食することも禁止される責めを受け、その
後 9 年間追放される。『オデュッセイア』では、この河に 2 度、第 5 歌と第
10 歌で言及しているが、ともかくも九重の〈円環〉であることは、ソング 1
番の〈円環詩〉との共通性を強く意識させる。『オデュッセイア』第 5 歌（1:
182-219）では、女神カリュプソ（Kalypso）がやむなく愛するオデュッセ
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ウスを解放して帰還させることをこの河に誓約し、第 10 歌（1: 358-99）で
は、女神キルケ（Kirke）より、帰国するためには冥府にいるテイレシアス
（Teiresias）の霊からそのための予言を授からなければならないとされ、冥府
へ赴くオデュッセウスはこの河を越えねばならない。どちらの話においても
〈ステュクス河〉は、オデュッセウスが無事に首尾良く妻のもとに帰還する
ことに深く関わっており、妻のもとへの帰還は、『オデュッセイア』を数的
シンボリズムの枠組みとするシドニーのソネット連作においては愛の成就を
意味する。言い換えれば、この生者と亡者の世界を分ける〈ステュクス河〉は、
愛の成就を左右する存在に等しい。すなわち、この女神としても神格化され
る河は、アストロフィルの捧げる愛を受け入れてくれるか否か、いわばアス
トロフィルの愛の生死を決定する存在として、またその愛が彼女自身の求め
る有徳なものであるか否かを審判する「麗しき裁判官」として、彼から見れ
ば冷酷なステラのイメージを象徴するのにふさわしい。

6

また、ロッシュが指摘しているように、ソネット 84 番、85 番、ソング 4
番、ソネット 86 番と続く一連の詩には、帰国し、家路へと向かうオデュッ
セウスのイメージが重ねられているように感じられるが、それはその詩群の
直後に置かれているソング 9 番にもっとはっきりとした形で示唆されている
（237）。つまり、ソング 9 番（1 連 5 行全 10 スタンザ総詩行数 50）に登場す
る羊飼いとしてのアストロフィルと彼の愛犬には、『オデュッセイア』第 14
歌（2: 36-75）で家路の途にあるオデュッセウスが再会する彼の忠実な豚飼
いエウマイオス（Eumaios）と、第 17 歌（2: 154-99）でオデュッセウスに再
会するや死に果てる彼の愛犬アルゴス（Argos）のイメージが重ねられてい
る。このオデュッセウスへの忠誠心や愛と献身を象徴する存在である両者を
数のシンボリズムとの関連で考えると、エウマイオスが、ペネロペの求婚者
たちの略奪の手から守るため、周囲に高く頑丈な垣を巡らした 12 の小屋で
それぞれ飼っている牝の豚の数は 50 頭であり、この牝の豚の数が総詩行数
に反映されていると言える。逆に言えば、この 50 は、ソング 9 番だけでは
なく、詩集全体の数秘的枠組みとなっているオデュッセウスの物語を想起さ
せる機能を果たしており、その数秘的枠組みの数 108 は循環数 9 の展開とし
て 9 に還元されることから、ステラを象徴する数 9 が詩の序数に反映されて
いると考えられる。つまり、豚飼いエウマイオスと愛犬アルゴスの飼い主と
いう 2 つのイメージを重ねられたアストロフィルが、その両者に比肩するほ
どの愛と献身を捧げるのに対して、冷酷な態度を示すステラというこのソン
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グのテーマが、総詩行数 50 を目印として現出する数 9 に象徴されているの
である。第 9 スタンザで「彼女は私を愛するどころか、憎んでいるんだ」
（“No,
she hates me, wellaway”）
（1）とアストロフィルは切羽詰まった声をあげるが、
この言葉はそれが配置されているスタンザの序数とあいまって、このソング
自体の序数に数 9 の表す嫌忌の河＝〈ステュクス河〉の意味が含まれている
ことを強く示唆する。さらに、ソングの次元で言えば、最後のソング 11 番で、
1 連 5 行全 9 スタンザ、総詩行数 45 行という詩の構成がつくる数のシンボ
リズムが、数 9 で象徴されるステラへの愛は結果として悲恋に終わることを
表すことになる。つまり、各スタンザの行数 5 は〈肉体・五感〉を表し、そ
の総詩行数 45 は循環数 9 の展開として 9 に還元でき、詩の序数 11 は〈罪・
逸脱〉を意味する。
6．結論として
以上見てきたように、
『アストロフィルとステラ』は、ファウラー及びロッ
シュの指摘する数 108 及び 119 によってアストロフィルを象徴する枠組みと、
それとは別に、アストロフィルが宗教的とも言える愛を捧げる対象であり、
その愛を語る詩の想像力の源泉であるステラを、伝統的数の象徴として多義
的な意味をもつ数 9 を用いて表象する枠組みを併せもつ、きわめて複雑な重
層的数秘構造から成立していると考えられる。ただし、繰り返して言えば、
ファウラーの指摘する 108 も、数 9 が循環数であるという意味で、その展開
として（108 ＝ 9 × 12）、加えて〈各桁の総和による解釈法〉からも 108 ＝ 1
＋ 0 ＋ 8 ＝ 9 として 9 に還元されることから、アストロフィルと同時にステ
ラを表すことになる。また、ロッシュの示唆する 119 のシンボリズムに関し
ても、120 に 1 足りないという意味で、確かに不屈の精神力をもち、知略に
富んだオデュッセウスとは対照的な存在としてのアストロフィルを表す機
能を果たしているが、それを 119 ＝ 108 ＋ 11 と解釈すれば、108（アストロ
フィルないしは彼の愛）＋ 11（悲恋）としてアストロフィルの悲恋の物語
を象徴するとともに、108 は 9 に還元されることから、その愛の対象である
ステラと彼女への悲恋を詩集の数的構造として表していると考えることが
できる ｡

7

※本稿は、2015 年 9 月 11 日に昭和女子大学で開催された日本英語文化学会
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第 18 回全国大会で口頭発表した「サー・フィリップ・シドニーの『アスト
ロフィルとステラ』における数のシンボリズム」を改題し、加筆・修正を施
したものである。

註
1

『アストロフィルとステラ』のテキストは、リングラー（William A. Ringler, Jr.）
版に拠り、随時エヴァンズ（Maurice Evans）版とダンカン = ジョーンズ（Katherine
Duncan-Jones）版をそれぞれ参照した。
2
この円環構造による数 3 の強調は、詩形の違いは別として、ダンテ（Dante
Alighieri, 1265-1321）が神の〈三一性〉を表すために『神曲』（La Divina Commedia ）
テルツァ リーマ
を 3 行 1 連の三韻句法で構成したことに類似している印象を与える。各スタンザが、
順に前の連の韻の 1 つを取って繰り返してゆく三韻句法を用いることで、各連が連鎖
をなし、全体として 1 つに結びつけられることになる（Hopper 147-48）。なお、ここ
で想起されるダンテの用いる数のシンボリズムとの関連性については後述する。
3
数 28 と同様に、36 は 1 から 8 までを順に加算していった合計として三角形を
形成する完全数であり、その伝統的象徴としての意味〈永遠〉からも数 9 のシンボリ
ズムが補完されているとも言える。ここで〈円環〉に加えて〈三角形〉が現出するこ
とは、四角形や、3 と 4 の数字を含め、その 3 つの図形と 2 つの数字が錬金術の作業
のきわめて重要な象徴であったことを考えると、錬金術のイメジャリーも読みとるこ
とができるかもしれない。
4
テキストとして使用したテンプル古典叢書の対訳版では、ムーア（Edward
Moore）による章立てに従って、第 26 章を 2 つに分け 1 章増やしているため第 30 章
とされているが、本稿では 1932 年以降主流となっている分類に従って第 29 章とした。
5
フレンチ（Peter J. French）は、このシドニーを中心とした、文学理念のみなら
ず錬金術・占星術・ヘルメス主義等にも強い関心をもっていた宮廷人のグループと
終生親密な関係にあり、ブルーノとも親交のあったジョン・ディー（John Dee, 1527
-1608）から、シドニーの数秘学に関する知識は伝授されたものであったと指摘して
いる（130-32）。数のシンボリズムと深く関わる占星術の知識は、ソネット 26 番にも
十分に発揮されている。
6
実際にソネット 74 番で、アストロフィルは、詩的霊感の源泉が唯一ステラ自体
であることを、絶対的誓いの証の伝統に従って「真っ暗な三途の川」（“blackest brooke
of hell”）（7）＝〈ステュクス河〉に誓っている。
7
10 が完全性を表すのに対して、9 は〈完全に至る一歩手前・ほぼ完全であること〉
を表す（Hopper 10-11; Schimmel 164）。正確に言えば、オデュッセウスは 9 年の漂泊の末、
10 年目に帰還することができたのであり、9 年は月に換算すれば、108 ヶ月となるこ
とから、9 に還元される 108 はオデュッセウスの漂泊の期間である 9 年を表し、9 の〈完
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全性の一歩手前〉の意味を示唆しているとも言える。また、119 は〈各桁の総和によ
る解釈法〉から 1 ＋ 1 ＋ 9 ＝ 11 となり、11 の〈罪・逸脱〉の意味を発揮していると
も考えられる。
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Synopsis
The Numerological Structure of Sir Philip Sidney’s Astrophil and Stella
OHKI Tom
In 1598, the authorized edition of Sir Philip Sidney’s Astrophil and Stella
(108 sonnets with 11 songs interspersed) was printed at the end of The Countess of
Pembroke’s Arcadia . From a numerological perspective, Alastair Fowler points out
that the 108 sonnets represent the 108 suitors of Homer’s Penelope. Penelope’s suitors
played a game in which each of them threw a stone at a central stone called Penelope
in order to decide who would court her. “Thus the absence of a 109th or Penelope
sonnet-stone from Sidney’s sequence confesses Astrophil’s failure as a lover.” On the
other hand, T. P. Roche suggests that the total number of poems 119 (108 sonnets and
11 songs) is “one short of the number of months Ulysses spent returning to Penelope,
and thus Astrophil’s 119 attempts to win his Stella are doomed by the very form of the
sequence.” Both Fowler and Roche explain Sidney’s from patterns in detail, but the
application of number symbolism to Stella has not been discussed satisfactorily. The
numerological analysis of Song I, a circle-poem consisting of nine four-line stanzas,
will enable us to understand that Sidney adopted the circular number 9 as another
structural device symbolizing the perfection of Stella. The sonnet sequence has a
multilayered numerological structure built on the three symbolic numbers 9, 108 and
119.
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Paradise Lost における子宮としてのエデンの園
加藤遼子
ジョン・ミルトン（John Milton，1608-74）の『楽園の喪失』（Paradise

Lost ，1667）は、『旧約聖書』（The Old Testament ）の「創世記」（‘Genesis’）
1

第 1 章から第 3 章に着想を得て書かれた長編叙事詩である。 「創世記」に
描かれたエデンの園（the Garden of Eden）は、人間アダム（Adam）とイヴ
（Eve）の為に神が創造した楽園であり、多くの作家によって描かれている
存在である。エデンの園はキリスト教において非常に重要な場所とされ、人
間は堕落によりエデンの園を追放された後もその空間を求め続け、エデン
の園を再構築しようと自らの周りに庭を造ったとされている。特に英国に
おいて庭は重要な存在とされ、16 － 17 世紀の哲学家フランシス・ベーコン
（Frances Bacon, 1561-1626）は Essays において庭に関して ‘‘God Almighty first
planted a garden. And indeed it is the purest of human pleasure. It is the greatest
refreshment to the spirits of man; without which buildings and palaces are but
2

gross handiworks; ….’’ と述べている。

このことからも英国において庭が

いかに重要な存在であるか窺い知ることができる。更にミルトンの生きた
17 世紀の英国は庭の歴史において重要な年とされ、『楽園の喪失』に描かれ
3

たエデンの園は実際の庭園史にも大きな影響を与えている。 ミルトンがエ
デンの園に込めた意味については多くの批評家が様々な論を展開している。
その中の一例として、平井正穂はピューリタン革命に失敗した原因が「外か
ら」新しき天と地を求め実現させようとした点であると仮定し、「内から」
楽園を求めることで、外なる楽園と一つになるのと祈願したのではないか、
とエデンの園にミルトン自身が関わったピューリタン革命で得た考えを投影
4

したものとする見方をしている。 またドナルド・M・フリードマン（Donald M.
Friedman）は、エデンの園の中でアダムとイヴが家族という形で描かれてい
ることに着目し、エデンの園は人間が神の代理としてその他の生物を管理す
る場所として描かれているだけではなく、アダムとイヴの二人の王権の象徴
であるという見解を示している。

5

このようにミルトンがエデンの園に含

めた多義性については多くの批評家によって述べられているが、本稿ではそ
の中の一考察として、本文中で子宮という意味の語 womb が女性登場人物の
みならず、場所や空間を表す単語とも共起されていることに着目し、ミルト
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ンが『楽園の喪失』に描いたエデンの園に子宮の役割を与えていること推察
し、考察していく。
1．womb と garden の関係性
『楽園の喪失』の作品考察に入る前に、garden と womb という語自体の関
係性を明らかにする。

The Oxford English Dictionary によると、garden はその根底に、囲われた土
地という意味を含んでいることが窺える。
garden, n.
Forms: 4 garthen, (6 -yne, -ynge), 4–7 gardin(e, -yn(e, (5–6 Sc. -ing, -yng), 4–6
gardain, -ayn(e, - ein(e, -eyn(e, (6 gardene, Sc. gairden, -ing), 6– garden.
I. 1. a. An enclosed piece of ground devoted to the cultivation of flowers, fruit,
or vegetables;
(The Oxford English Dictionary ‘garden’；下線は論者によるもの。以下同
様。)
garden の語源は、中庭という意味の garth と、「囲った地面」という意味の
yard が合わさったものであり、いずれも本来は塀や建物などで囲いこまれた
場所を指すのもである。

6

このように、garden は本来開けた場所を指す語

ではなく、塀などで囲まれた閉鎖的な場所を指す語だとわかる。キリスト教
ではエデンの園の影響もあり、外界から分け隔てられた場所である庭は神の
加護のある特別な場所だと認識されている。敵から狙われる危険のある外界
から、塀などで隔離された庭は、安全で守られた場所となるからだ。庭が命
の危機を感じる必要のない安心できる場所である、ということが子宮の空間
との関係性を考える上で重要なこととなる。
次に womb に焦点を当てる。一般的に womb には子宮という意味が想起
されるが、それに加え、場所としての意味も含まれていることが The Oxford

English Dictionary から読み取ることができる。
womb, n.
Forms: α. 1–2, 4 wamb, 4–5 wambe; see also wame. β. 1– womb; 1 uommb,
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3–7 wombe, 5 north. vombe, 6 Sc. voyme, voymbe.
3. transf. A hollow space or cavity, or something conceived as such (e.g. the
depth of night);
4. fig. A place or medium of conception and development; a place or point of
origin and growth; sometimes spec., as †the matrix of metals, etc.
(The Oxford English Dictionary ‘womb’)
以上から、womb には「空洞」といった空間や、
「妊娠」そして「成長」の
場所という意味合いも含んでいることがわかる。womb が意味する「場所」
とは、女性の身体の中にあり、胎児が危険にさらされることのない母胎を指
す。garden と womb の共通点として、何らかの外壁に覆われた閉鎖的な場所
であること、そして安全な場所であるということが挙げられる。胎児の身が
外敵から守られている母の子宮と人間アダムとイヴをセイタン（Satan）か
ら守るエデンの園は類似した空間であると言える。
更に garden と womb の類似性は、楽園回帰願望と母胎復帰願望という観
点からも見てとることができる。喪失した楽園に回帰したいという願望は、
人間が潜在的に持つ母胎へ帰りたいと願う母胎復帰願望の一つの変形だと考
えることができるからだ。

7

更に、garden と womb の密接な関係が最も顕著に表れている例として、聖
母マリア（the Virgin Mary）を「閉ざされた庭」と例える聖書の伝統があ
げられる。「雅歌」第 4 章 12 節 ‘‘A garden inclosed is my sister, my spouse; a
spring shut up, a fountain sealed.’’（「君はわが姉妹なる花嫁、閉ざされた庭、封
ぜられた泉」）という文言において、
「君」は聖母マリアと解釈され、聖母マ
リアは「閉ざされた庭」に例えてられている。この「閉ざされた庭」という
考え方はキリスト教の根本的神秘である処女懐胎へとつながり、「閉ざされ
た庭」という表現は、聖母マリアの処女性を表している。このことについて
中山理は、聖母マリアが世俗的な汚れから完全に離脱していながらも、イエ
スを身ごもるという豊饒性を備えているという、聖母マリアの相反する二面
性を象徴しているという。
も窺い知ることが出来る。

8

garden と womb の密接な関係性はこの点から
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2．『楽園の喪失』における womb
『楽園の喪失』の本文中において womb という単語は全部で 15 回使われて
いる。以下の表は本文中で womb がどの単語と共起されているのか、又、そ
の使用回数を示したものである。

以上の表から、本文中で使用されている womb の多くは女性登場人物である
＜罪＞（sin）、イヴそしてマリアと共起されているが、それと同様に場所や
空間を表す単語とも多く共起されていることがわかる。第 1 章で述べたよう
に womb が子宮の意味のみならず、場所の意味をも含む語であるということ
がここからも窺える。
『楽園の喪失』において womb と共起されている場所（空
間）は earth, nature, water, night そして hell である。女性登場人物と womb の
関係性については第 3 章で詳しく考察することとし、第 2 章では『楽園の喪
失』における womb とエデンの園との関係性について考察する。
上記の表からも窺えるように『楽園の喪失』においては、garden と womb
は共起されていない。エデンの園は ‘‘earth’s inmost womb (V.302)’’ という語
で間接的に表されている。このことを踏まえ、エデンの園の子宮としての役
割を考察するために、はじめにエデンの園の女性的な特徴について見ていく
こととする。Earth という語は一般的に女性名詞として使われている。大地
を女性、さらには母と認識されていることは、エデンの園が子宮としての役
割を担っていることをより明白にするために重要な観点となる。Earth がも
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つ女性的な特徴については ‘‘mother earth (I.687)’’ という言葉からも読み取る
事が出来る。

9

The Oxford English Dictionary によれば、mother earth は ‘‘The

earth considered as the mother of its inhabitants and productions; also (in somewhat
jocular use, with allusion to this), the ground.’’ と定義づけられ、earth を母親と
して扱う意味合いが示されている。このことは英語のみならず、日本語の「母
なる大地」という言葉にも現れている。更に earth の持つ女性の特徴につい
ては、天地創造の場面においても見て取ることができる。キリスト教では神
に対し ‘‘Father ’’ と呼びかけるなど、性別のないはずの神を父親として扱う
ことが広く知られているが、父親である神に対となるように大地を母親とし
て描いている。
The Earth obeyed, and straight
Opening her fertile womb teemed at a birth
Innumerous living creatures, perfect forms,
Limbed and full grown: (V. 452-56)
天地創造の場面においては、「大地を孕ませる」という表現が使われている
ことから、大地が母としての役割を果たしていることが窺える。大地が女性、
更には母としての役割を果たしていることを踏まえ、先述したエデンの園を
表す言葉である ‘‘earth’s inmost womb’’ に再び着目する。
... while now the mounted sun
Shot down direct his fervid rays to warm
Earth's inmost womb, more warmth than Adam needs: (V. 300-02)
womb は garden という語それ自体と共起されてはいないが、‘‘earth’s inmost
womb ’’ という言葉によってその存在が表現されている。第 1 章で考察した
「外壁で覆われた安全な場所」という点においても、ミルトンが描いたエデ
ンの園は、木がまるで塀のような役割をし、外界と遮断されていることが明
10

記されている。

以上からエデンの園は、母である大地の最も深い場所にあ

る空間、つまり子宮としての側面を見てとることができる。
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3．イヴと＜罪＞の出産
第 2 章で提示した表に基づき、第 3 章では『楽園の喪失』における womb
と女性登場人物の関係について考察する。作中において 15 回使用されてい
る womb は、3 人の女性登場人物である＜罪＞とイヴそしてマリアと共起さ
れている。womb は＜罪＞に 4 回、イヴに 2 回、そしてマリアに 1 回使われ
ており、＜罪＞と一番共起されていることが、先ほどの表から見て取れる。
＜罪＞に一番多く womb が使われている理由として、＜罪＞の出産場面が描
かれていることがあげられる。『楽園の喪失』において、悲惨な出産をする
＜罪＞と、堕落により出産の苦痛という罰を与えられるイヴとの比較を交え
ながら、子宮の一番の役割である出産について考察していく。
はじめに、子宮を持つ女性登場人物である＜罪＞とイヴがいかにして誕生
したのか整理をする。＜罪＞はまだ天にいたセイタンの頭から産まれた、子
宮を持たない男性単体から産まれた存在である。同様にイヴも神の手により
アダムの身体の一部から産まれたものであることから、子宮を持たない男性
から産まれた存在であるといえる。＜罪＞とイヴの誕生に関して共通してい
ることは、＜罪＞はセイタンの頭から、そしてイヴはアダムの身体の一部か
ら、という子宮から産まれていない点である。しかし両者には差異があり、
＜罪＞の誕生場面においてセイタンが苦痛で顔をゆがめたのに対し、

11

の誕生場面においてはアダムは夢の中で痛みを感じることはない。

出産に

12

イヴ

対して生じる「苦痛」こそが堕落の象徴であると考える。
『楽園の喪失』において出産は単に喜びにあふれたものとして書かれてい
るわけではない。「産めよ、増やせよ」という天地創造の場面や、聖母マリ
アから救世主が産まれるという預言などは喜びの出産であるが、出産はむし
ろ堕落の罪を表現する際に使用されていることが多い。それは第 10 巻で描
かれている堕落したイヴに対する罰としての「妊娠・出産に伴う苦痛」に
象徴される。メアリー ･ アダムス（Mary Adams）は、『楽園の喪失』の中の
womb は良い意味、悪い意味の両側面をもっていることを指摘した上で、‘‘The
fallen womb becomes a metaphor and an emblem of fallen sexuality and through it
the origin of mortality and of a state itself.’’ と述べ、堕落した子宮こそが堕落し
た性の隠喩であり象徴であるとした。

12

Thy [Eve’s] sorrow I [God] will greatly multiply
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By thy conception; children thou shalt bring
In sorrow forth .... (X. 193-95)
神からの唯一の戒めを破った罰として、本来ならば死が与えられるはずで
あったが、その代わりとしてイヴに「妊娠・出産に伴う苦痛」が与えられる。
これは「創世記」第 3 章 16 節から引用されている箇所であるが、この出産
に伴う苦痛こそが堕落した子宮を象徴するものである。＜罪＞は堕落した子
宮の象徴として『楽園の喪失』に描かれ、その罪の証である懐妊や出産に対
する苦痛の場面がグロテスクに描かれている。＜罪＞は父であるサタンの間
の子である＜死＞を出産し、その後も息子＜死＞との間に数多の怪物達を出
産する。
I [Sin] fled; but he [Death] pursued (though more, it seems,
Inflamed with lust than rage), and, swifter far,
Me overtook, his mother [Sin], all dismayed,
And, in embraces forcible and foul
Engendering with me, of that rape begot
These yelling monsters, that with ceaseless cry
Surround me, as thou saws, hourly conceived
And hourly born, with sorrow infinite
To me; for, when they list, into the womb
That bred them they return, and howl, and gnaw
My bowels, their repast; then bursting forth
Afresh with conscious terrors vex me round,
That rest or intermission none I found. (II. 790-802)
この箇所から＜罪＞の懐妊・出産が苦しく、痛みを伴っていることが窺える。
この出産の苦しみについてルイス・シュワルツ（Louis Schwarz）は、この
＜罪＞のグロテスクな出産描写は、ミルトン自身の情報に基づいたもので
あり、＜罪＞と＜死＞こそが堕落した人間の性を象徴しているものである
とした。

14

更に＜罪＞の出産の異常さを物語るのは、＜罪＞が産み出した

怪物が再び＜罪＞の子宮の中へ帰っていく箇所である。一般的に出産という
行為は、一方通行であり、一度出産したものは再び子宮の中に帰ることはな
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い。この＜罪＞の出産に見られる異常な特徴は、同じように堕落した子宮で
あるイヴとの差を生み出すものとなる。＜罪＞とイヴの両者を出産という観
点で比較する際に、ミルトンがこの『楽園の喪失』において一番重要視した
考えである「忍耐の徳」と関連づけて考える。忍耐とはルネサンス期の思想
界において、逆境に陥ったときに神の摂理に服することを意味する。

15

懐

妊・出産に伴う痛みと逆境に陥ることは少し意味合いが異なるが、何かに耐
え忍ぶときに神の摂理に服することは考察する上で重要となる。イヴが懐妊・
出産の苦痛の後に得られるものは、敵であるサタンを砕くという希望の存在
である。それはイヴが堕落しながらも自らの罪を反省し神へ赦しを請うたこ
とによるものである。それに対し、＜罪＞が苦痛の果てに得るものは数多の
怪物たちであり、その怪物たちが新たな苦痛を与え、安らぎを与えることは
ない。堕落した子宮をもつという点ではイヴと＜罪＞は共通しているが、そ
の苦痛の末に得るものが異なる。
4．エデンの園の出産
『楽園の喪失』において出産は苦痛を伴うものであるが、その末に生まれ
るものの存在で報われるという、ミルトンがこの叙事詩に込めた忍耐の徳を
体現していると述べたが、第 4 章では母なる大地の子宮であるエデンの園の
出産について考察する。場所が出産するという表現はあまり馴染みのないが、
『楽園の喪失』ではアダムとイヴの楽園追放という形でエデンの園の出産場
面を描いていると考える。
人間が堕落する以前のエデンの園は、神からの加護のある安全で守られ
ている場所であり、アダムとイヴという胎児のいる子宮の役割を果たして
いると見ることができる。人間が堕落した後のエデンの園は、第 3 章で見
た堕落した女性の罪である出産に伴うの苦痛と同様な、苦痛が表現されて
いる。‘‘Earth trembled from her entrails, as again / In pangs; and Nature gave a
second groan; (IX. 1000-01) ’’ 今まで苦痛を感じることのなかったエデンの園
は、人間の堕落により痛みを感じるように変化している。ここで着目するの
は ‘‘from her entrails’’「母である大地の深部から」苦痛を感じていることで
ある。先述した ‘‘earth’s inmost womb’’ という言葉でも表されているように、
ここでの「母である大地の深部」とは子宮を表しており、人間の堕落により、
アダムとイヴを子宮の中に抱えていたエデンの園に出産に伴う苦痛が表れて
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いる。この後、アダムは天使ミカエル（Michael）に「内なる楽園」を持つ
ように教育され、イヴと手を取りエデンの園を去る。この様子はまるで、今
まで安全で守られていたエデンの園という子宮にいたアダムとイヴという胎
児が、外の世界へ生み出される構図と見て取ることが出来る。出産された胎
児が子宮に二度と回帰することができないように、一度追放されたアダムと
イヴはエデンの園に再び入ることは出来ない。＜罪＞の出産場面において、
産まれた怪物達が再び＜罪＞の子宮の中へと戻る様子が描かれていたが、こ
のことはまさに堕落し自らの罪を反省することなく神との繋がりを絶ったま
さしく「罪」の象徴である。「内なる楽園」つまり神への愛を再び持ち続け
るイヴは、再びエデンの園に足を踏み入れることはない。自分の中に精神的
なエデンの園をもつことで、物理的なエデンの園を去るのである。野呂有子
はアダムとイヴの楽園追放について、「堕落した人類はすべてアダムとイヴ
の堕落を通じて、堕落を追体験し、堕落後にはアダムとイヴと共に神と御子
の救済の業によるのである。それによって、古き人としての過去の自分を脱
いで、精神的に新たに出立する。」と述べた。

16

この楽園からの追放とい

う一種の出産行為は、アダムとイヴだけではなく、読者に対しても一種の効
果を与えていると考えられる。
結論
『楽園の喪失』においてエデンの園が子宮としての役割を果たしていると
いうことは、本文中で ‘‘earth’s inmost womb’’ と述べられていることからも
見て取ることができる。多義的な意味が含まれているエデンの園を子宮とし
て考えることは、『楽園の喪失』における出産の意味を理解することに繋が
る。苦痛を伴う出産は、堕落した子宮の象徴とされるが、その苦痛の先に産
まれるものは神との絆の有無に関係している。一度堕落したとしても、自ら
の罪を懺悔し赦しを請うことで、苦痛の先に産まれるものは希望のある存在
となる。エデンの園に子宮としての側面を描くことで、守られた場所から出
て、神への信仰心を持ちながら自立する人間の姿を描いたのではないかと考
える。
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Synopsis
A Study of the Garden of Eden as ‘womb’ in Paradise Lost
KATO Ryoko
John Milton (1608-74), Paradise Lost (1667) is got ideas from The Old
Testament’s ‘Genesis’. Many critics say that ‘the Garden of Eden’ which Milton
describes in Paradise Lost has multiple meanings and since far past they have tried to
think about what is the Garden of Eden symbolized of. This paper tries to think ‘the
Garden of Eden’ as a womb.
The word ‘womb’ appears 15 times in Paradise Lost , and most of the word have
a co-occurrence relationship with female characters such as Eve and Sin. But also
the word ‘womb’ is used for places or spaces such as ‘earth’, ‘water’ and ‘night’.
Originally, the word ‘garden’ and ‘womb’ has a close meaning that the place defended
by walls. In chapter V, line 300-02, ‘the Garden of Eden’ is expressed by the word
‘Earth’s inmost womb’, so it can see Earth as mother and her inmost place the Garden
of Eden as her ‘womb’.
Female characters Sin and Eve have common in their birth which they were born
from a man who has no womb. A pain which is caused by parturition is a symbol of
corruption for women, and that pain is very important concept for thinking a role of a
womb in Paradise Lost . After Adam and Eve’s corruption, ‘the Garden of Eden’ begins
to feel a pain which is occurred in parturition, like other women feel. It can say that
‘the Garden of Eden’ plays a role of a womb in Paradise Lost and Adam and Eve’s
banishment from there can be seen as parturition.
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フィリップ・ラーキン “Love Songs in Age” を読む
君島利治
Ⅰ．はじめに
“Love Songs in Age” は、ラーナーの言うようにラーキン（Philip Larkin,
1922-85）らしい “small masterpieces”（22）の一つであり、1 連 8 行の 3 連構
成の短い詩である。この詩は “In July he [Larkin] began ‘Love Songs in Age’ (he
didn’t finish it until 1 January 1957, three and a half years later)”（Motion 230）と
あるように 1953 年 7 月に書き始められ、完成まで約 3 年半という非常に長
い期間が費やされた。更にその期間は実際には “long on the stocks”（Thwaite
ed. Letters 284）の状態であった。その準備期間の長さが何を意味しているか
は定かではないが、テーマ的に筆が進みづらかったのではないかと考えられ
る。そのテーマとは、ハル大学図書館でのラーキンの同僚、かつ彼の恋人の
一人であったミーヴ・ブレンナン（Maeve Brennan, 1929-2003）がこの詩を “the
bitter-sweet nostalgia”（52）と称しているように、過去への憧憬であり、内容
的には極めてロマンティックなものとなっていて、彼の得意とする辛辣さや
嫌味な態度、卑猥さは表面上感じられない。

1

また、モーションの伝記には、“C. Day-Lewis’s widow Jill Balcon read ‘Love
Songs in Age’, ‘Church Going’ and ‘An Arundel Tomb’”（524）とある。1986 年、
ウェストミンスター寺院で執り行われたラーキンの追悼礼拝において、イギ
リス桂冠詩人（在位 1968-72）であり、またニコラス・ブレイク（Nicholas
Blake）というペンネームの人気推理小説家でもあったセシル・デイ＝ル
イス（Cecil Day-Lewis, 1904-72）の未亡人である女優ジル・バルコン（Jill
2

Angela Henriette Balcon, 1925-2009）が朗読した詩の一つである。 追悼礼拝
で読まれたということは、それなりに有名な詩であると判断できるが、彼女
の好みも多少反映されていただろうし、彼女自身が同じ未亡人を扱ったその
内容に共感していたからなのかもしれない。加えて、既述した愛、憧憬とい
うテーマとロマンティックな内容も、教会や墓がタイトルになっている他の
二詩程ではないにせよ、追悼礼拝には相応しい詩であったろう。
しかしながら、この詩は純粋にロマンティックな詩と言い切れるのか。既
述した表面上は見受けられないラーキンの得意とする辛辣さや嫌味、卑猥さ
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はこの詩に内在してはいないのか。この疑問を明らかにし、この詩の真意を
探るべく、詳細にこの詩を読み進めていくことにする。
She kept her songs, they took so little space,
The covers pleased her:
One bleached from lying in a sunny place,
One marked in circles by a vase of water,
One mended, when a tidy fit had seized her,
And coloured, by her daughter –
So they had waited, till in widowhood
She found them, looking for something else, and stood
Relearning how each frank submissive chord
Had ushered in
Word after sprawling hyphenated word,
And the unfailing sense of being young
Spread out like a spring-woken tree, wherein
That hidden freshness sung,
That certainty of time laid up in store
As when she played them first. But, even more,
The glare of that much-mentioned brilliance, love,
Broke out, to show
Its bright incipience sailing above,
Still promising to solve, and satisfy,
And set unchangeably in order. So
To pile them back, to cry
Was hard, without lamely admitting how
It had not done so then, and could not now.（Thwaite ed. Poems 113）
Ⅱ．ソングブックの発見
第 1 連初めの “She”、後に未亡人と分かる女性は、自分の “songs” を保
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管していた。この “songs” をモーション、スウォーブリックは “song-book”
（Motion 279 and Swarbrick, Reach 108）、ブレンナンは “the pile of sheet music”
（52）としている。実際には sheet music がまとめられて 1 冊の song-book に
なる訳であるから、どちらの意味でとっても大差はないだろう。よってラー
キンと直接それについて話をした可能性が高いブレンナンを尊重し、楽譜と
したいところだが、それに表紙（covers）がついている（表紙を包むカバー
は jacket である）ということを鑑みると、やはりソングブックとしたほうが
よい。ただ、4 行目の “marked in circles by a vase of water” という花瓶の下に
敷いていた事実を考慮すれば、ソングブックとしてもその厚さは薄いものを
連想しなければならない。1 行目の “they took so little space” という描写もそ
の薄さを反映してのことであろう。
2 行目の “The covers pleased her” という表現からソングブックを見つけ
た彼女は当然喜んだのであるが、その表紙には既述した花瓶の水以外に
も 3 行目 “bleached from lying in a sunny place”、5-6 行目 “mended . . . / And
coloured, by her daughter” の痕跡がある。その表紙の状態から、未亡人と
なったこの時迄彼女はそれらを保管というよりは忘却、ないしは放置して
いたと考えられる。しかしながら、逆にソングブックを疎かにしてきたの
は、“The romanticized dreams of youthful courtship were put aside and neglected,
as the books themselves were. Instead, the woman got on with the more modest
achievements of domestic felicity: the books are marked by lying in the sun and by
vases of flowers, both suggestive of warmth and memories”（Swarbrick, Guides
44）と結婚生活や子育てに追われながらも、彼女が充実していたからであっ
て、そういった充実した多忙さの結果としての忘却、疎遠と考えてよいだろ
う。
しかし、その 3 冊のソングブックの中で、少なくとも “One mended, when
a tidy fit had seized her, / And coloured, by her daughter” の 1 冊だけは、娘の登
場によって未亡人が結婚後目にし、手にした可能性が高まる。この 1 冊に関
する描写は解釈が幾通りか考えられる。先ず “had seized her” の “her” が誰で
あるのか。これは次の行の “her daughter” の “her” との関連性で考えれば母
親、即ち未亡人ということになるであろう。そして母親と考えることで更に
二通りの解釈が可能となる。一つは綺麗好きの衝動（a tidy fit）によって未
亡人自身が娘にそのソングブックを修復、彩色させたと考えられ、もう一つ
はヒステリーのように未亡人が感情の高ぶり（a tidy fit）によって破いたり
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してしまったものを娘が修復し彩色を施したものと考えられる。しかし、“had
seized her” の “her” は、それが含まれた節が “One mended . . . / And coloured,
by her daughter” の従属節になっているという関係から “daughter” ととること
も可能である。その場合、一つは綺麗好きの衝動によって、或いは子供なら
ではの好奇心から衝動的に娘自身が修復、彩色したことになり、もう一つは、
やはり子供ならではの好奇心に駆られた感情の高ぶりによって、悪戯的に
破ったりしたものを娘自身が（母親の指示があったのかもしれないが）修復、
彩色したと考えられる。小さな子供の悪戯心からの行動と考えたいところだ
が、未亡人がむしゃくしゃした結果の行動という解釈が最も可能性が高いよ
うに思われる。娘がいるということは結婚してある程度の時間が経っている
訳であるし、彼女は結婚生活に少なからず何らかのストレスが溜まっていた
のかもしれない。しかし、いずれの場合であっても、自分の娘が修復し、色
まで塗ったものであって、このソングブックは 3 冊の中では最も印象に残っ
たであろう。また、この娘の存在から結婚後の彼女の家庭状況が想像され、
そこには必然的に娘の父親である未亡人の夫が生存していた時期ではないか
と推測することも可能である。
しかし時の流れによって、その思い出深いソングブックはすっかり忘れ去
られていた。これは既述したように、彼女が子を育て家事を切り盛りするこ
とに、即ち自分の結婚生活に没頭していた証しである。これは性別、立場
の差こそあれ、この詩と同じ詩集『降臨節の婚礼』（The Whitsun Weddings ,
1964）に所収されている詩 “Self’s the Man” の主人公アーノルドを思い起こ
3

させる。 それが恐らくは娘も独立し、未亡人となり、自分のことのみを考
えられる時間的な余裕が生まれた状況になった今、そのソングブックを偶然
に見つけた彼女はそれに向き合い、懐かしさに駆られているのである。詩
では 7 行目で “they had waited” とソングブックが彼女に見つけてもらうのを
待っていたと記されている。非常にロマンティックな発想で、ラーキンらし
からぬ表現であるが、逆を言えば、“it [romantic dream] was repressed in favor
of reality”（Kuby 117）なのであり、彼女自身はすっかり忘れていた訳である
から、過去の思い出とはその程度のものだというラーキン的な皮肉はやはり
この詩にも内在していると言わざるを得ないのである。
第 1 連最後の行の “She found them, looking for something else” から、探して
いたものはソングブックではなく他のものであり、彼女がソングブックを見
つけたのが偶然の結果であると分かるが、この偶然性はラーキンをはじめと
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する当時の文学運動の一派であるムーヴメント派（The Movement）の常套
4

手段である。 そして連をまたいで第 2 連へと詩文は続いているのだが、ソ
ングブックを発見し、中身を確認する時間的な間が連間のスペースに重ねら
れているように感じられる。
Ⅲ．蘇る若き日
第 2 連に入ると、ソングブックを見つけた未亡人は、立ったままソングブッ
クをめくり思いを馳せる。恐らく彼女は座る余裕すら失っているのだろう。
先ずはソングブックの歌そのものが眼に入り、彼女はそのメロディを思い出
す。そのメロディは皆、複雑ではなく “each frank submissive chord” といった
単純で素直な曲調である。
そして “Relearning” が付随している動詞の時制は過去（stood）であるの
に対し、“each frank submissive chord” に対する動詞の時制は過去完了（Had
ushered）であり、“Relearning” した内容はソングブックを見つけ中身を確認
している時間よりも過去であることが分かる。故に、“each frank submissive
chord” が “hyphenated word” へといかに “Had ushered” していたか、つまり曲
と歌詞が当時いかに彼女にとって一体となっていったかを彼女は再確認した
ことになる。
曲にはハイフンで繋がれた（hyphenated）ように次から次へと無秩序に
（sprawling）歌詞が重ねられている。これは、メロディを思い出した曲に、
自然と歌詞がその曲に合わせて、しかも次から次へと重ねられていく状況を
表しており、その歌を次々と思い出している彼女の感情のほとばしりまで感
じ取ることができる。また、この表現は曲である以上、歌詞は音楽に合わせ
て多少は無理に一つの言葉を伸ばしたり、次の言葉と区切らず繋げたりする
ことをも表しているのではないかと感じさせる。
そのような曲、歌詞、そしてそれらを思い出す過程を楽しんでいたのだか
ら、彼女はそのソングブックの歌を見て、その歌を頭の中で、或いは実際に
口に出して歌っていたと考えられる。また、彼女はもうかなりの高齢で声に
も張りがなく、故にまさに彼女の歌声そのものが、メリハリがなく呟くよう
な “sprawling hyphenated word” となっているという現在の状況をも偶然に感
じさせる。
そんな老齢になった彼女は、ソングブックの歌の存在を再確認したこと
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で、自分自身もその歌を奏でていた当時へと遡っていく。彼女が若き日へ
とタイムスリップすることは、彼女の感覚をも若返らせる。彼女の “sense of
being young” を形容する “unfailing” やその感覚が広がる様を描写した “like a
spring-woken tree” という直喩で彼女のタイムスリップが急な、かつ激しい状
態であることが分かる。更に木が春に芽吹く視覚的描写を彼女の心理的な若
返りの比喩としたことで、老木が息を吹き返すような彼女の肉体的な若返り
をも描写しているのではないかといった印象も与えている。同時に、実際に
は彼女が枯れ木に近い老木であるといった彼女の現状を逆に際立たせる効果
をも生み、ラーキンらしい皮肉であると考えることもできる。
彼女がタイムスリップした時期は結婚当初の新婚時代であろうが、彼女の
“sense of being young” はもう少し過去へと遡っている可能性がある。そして
この時まで隠されていた “freshness” が歌われる。これは結婚、家事や育児、
子供の巣立ちや夫の死を経て、すっかり省みられることのなくなった結婚前
の、この歌の歌詞と気持ち的に重なる自分の乙女心が共に蘇ったことを意味
する。彼女はうら若い乙女時代に完全にタイムスリップしてしまったのだ。
そして “certainty of time” が蓄えられる。これは当時の状況が彼女の人生の一
時期を形成していたということが確実に思い返される様を表す。それらの行
為と記憶は “she played them first” と同じ程鮮明であり、新鮮なのである。
そして、この連の最後を “But, even more” と連跨ぎで、しかも逆説で繋ぐ
ことにより、次連への期待感を読み手に抱かせるように構成されている。
Ⅳ．若き日の愛
連跨ぎを経て至る第 3 連だが、若き日の感覚が蘇ったことにより表出され
た当時の新鮮さや確かな時間の記憶以上に鮮明となって彼女に蘇ったのは、
若き日の愛だった。“love” と同格の “that much-mentioned brilliance” により、
その愛は何度も繰り返し語られたことが伺われる。
では誰によって語られた愛なのかというと、ここでは三つ考えることが可
能である。一つは一般論として昔から言及されている愛、二つ目は当然なが
ら若き日の彼女とその愛の対象者によって互いに語られた愛、更に三つめは
ソングブックの歌詞にあり彼女に歌ったり諳んじられたりした愛である。既
述したように、また、この部分の後の描写によって、この愛は初期段階の愛
であると分かるが、何時の愛だったのか。結婚を前提とした夫となるべき人

フィリップ・ラーキン “Love Songs in Age” を読む

89

との愛なのか、或いは彼と出会う前の初恋といったものなのか。第 2 連から
考えると初恋に近い乙女が夢見るような愛と言うことになるだろうし、多く
の恋愛経験を良しとしない時代、社会を踏まえると、その初恋が結婚へと至っ
た可能性も極めて高く、そう考えるのが自然であろう。いずれにせよ、先の
“much-mentioned” は彼女がうら若き乙女時代に歌った愛であり、また実体験
として結婚に至る前の恋人と語り合った愛なのではないかと考えられる。
故に、“brilliance”、“bright”、“glare”、更には “Broke out” といった縁語的
な描写によってその愛の度合いの高さが伺われる。愛が閃光となって輝きだ
し、彼女の目に映し出されたものは、やはり初恋や結婚前の初々しさをイメー
ジさせる、その愛の “incipience” が “sailing” している姿であった。そして愛
は彼女に対して “Still promising” していたのである。
その約束とは三つの行為であり、一つ目は愛が “solve”、即ち彼女を取り
巻く諸問題を解決に導くことである。これはかつて恋人と結婚に至る際に、
そして結婚後も二人に起こる問題等を、愛を原動力にして彼女は上手く打開
できたことだろうし、夫（になる人）との愛を記憶として思い出すことが、
未亡人となった今の彼女自身の孤独や寂しさといった問題を解決することで
もあろう。
そして二つ目は愛が “satisfy” するということである。これも恋人時代や結
婚した後の二人を満足させてきたのは愛であるし、その結果生まれた子供
（“daughter” 一人とは限らない）も彼女ら夫婦を満足させてきた。そして未
亡人となった今も当時を思い出すことによって彼女が満たされていることを
表している。
更に、三つ目は愛が “set unchangeably in order”、つまり恋人、夫婦として
の関係や、子供を含めた家族としての関係を不変の状態にすることである。
これは今や記憶や思い出に変わり不変のものとなっており、ここに出てきた
ソングブックやその中の歌やここでは言及されていない写真等も含まれてく
るであろう。
これらの描写は彼女の回想から更に発展した空想、いや夢想であると言っ
たほうがよいだろうか。そのような夢想に駆られてしまった彼女にとって、
そのソングブックを目の届かないところに “pile . . . back” したり夢想を遮断
し悲しみに “cry” したりすること、即ち過去への憧憬を払拭することは難し
いことだった。この結果を導く前行終わりにある “So” には “a quiet mono-

New Lines（1956）
syllabic sigh”（Booth 55）の響きもある。最後の行の “It” は、
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というアンソロジーの編者である歴史学者で作家、詩人でもあるロバート・
コンクエスト（Robert Conquest, 1917-2015）への手紙で、ラーキンが “If you
are printing LOVE SONGS IN AGE, would you mind substituting ‘Love’ for ‘It’ in
the last line?”（Thwaite ed. Letters 345）と書いている通り、愛で間違いない。
故に、過去への憧憬の払拭を唯一可能にする為には、愛がその夢想を過去に
おいて実現することはなかった（had not done）し、今もできない（could not
now）と認める、つまり “acknowledging the need to admit that love was not the
panacea in the past and could not be now”（Tolley 103）し、諦めなければなら
なかったのだ。 “lamely” という副詞から、諦めざるを得ない彼女の断腸の
思いが感じられるが、裏を返せば彼女は本心ではそう思っていない可能性が
出てくる。いや、そう思っていないというよりはそう思いたくないといった
強い願望がある故の断腸の思いであろう。愛による夢想の実現を諦めたくな
いからこそ、彼女にとってソングブックをしまいこみ嘆き悲しむことは簡単
にはできないのである。
Ⅴ．突きつけられる現実
この詩の未亡人は、モーションの伝記に “The conclusion of the poem, like
the opening, had been prompted by a Christmas visit to his mother – a visit which
provoked the usual mixture of worries and frustrations . . . : the song-book Eva used
to play on the piano in her youth (one had even been ‘coloured’ by the infant Kitty)”
（279）とあるように、ラーキンの母親エバ（Eva Emily Larkin, 1886–1977）
がモデルとなっている。故に、必然的にこの詩に出てきた未亡人の娘も、ラー
キンの 10 歳年上の姉キャサリン（Catherine、上記モーションの伝記にある
ようにキティと呼ばれていた）であると判明する。更にブレンナンによる
伝記的な事実を挙げれば、“Occasionally he [Larkin] would ask her [Brennan’s
mother] to play these, songs like ‘Where’er You Walk’ and ‘The Last Rose of
Summer’. They reminded him of the pile of sheet music on his mother’s piano”（52）
だそうである。
しかし、ラーキンが物心ついてから家事や子育てに多忙な母親がピアノを
弾いていたかどうかは分からない。また彼がこの詩を書いた当時、つまり母
親が未亡人になってから（エバの夫、言い換えれば彼の父であるシドニー
［Sydney］は 1948 年に亡くなっている）も、母親はピアノを弾くことはな
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かったのかもしれないし、もう弾けなくなっていた可能性もある。ブレンナ
ンの母親にピアノをよく弾いてもらっていたのは、自分の母親がかつてピア
ノを弾いていた姿を回想、ないしは想像する一助になり、先のブレンナンの
既述の通り、この詩を書くきっかけになり得たのではないか。確かに、モー
ションの言うように “his mother produced the mental weather in which his poems
prospered, and many of his best were either triggered by her or actually about her”
（467）なのである。
考えてみれば、第 2 連から 3 連に渡る “That hidden freshness”、“That
certainty of time”、そして “that much-mentioned brilliance”（イタリック体は全
て筆者による）と、かなりの特定化がなされている。この “that” による特定
化は、詩集『降臨節の婚礼』に収められている詩 “Home Is So Sad” にも使わ
5

れており、やはり同じくラーキンの母親エバについて書かれたものである。

恐らくは彼が母親から直接・間接問わず見聞きしたか、或いは母親からイメー
ジしたか、そのような根拠があるが故の特定化ではないかと思われる。尤も
この詩では、若き乙女の恋心といった一般論化しやすい内容なので、ほぼ万
人共通としての “that” ともとれなくはないが、この詩が彼の母親をモデルに
作られたという伝記的事実を鑑みれば、老いた母親が過去を回顧すること、
しかもうら若き乙女時代を回顧することは、既述した老木が春に目覚める箇
所のように、逆に彼女の現在の老いを強調する結果にもなる。更に、このこ
とは次の引用のような悟りにも似た境地へと至らしめる。
The gestures of preservation are gestures towards a transcendence; and, in their
recognition of our longing to hold on to the loveliness of the past and find in
our love for it something that will render it permanent, they seem to make their
own beauty and consolation. These gestures of preservation are sometimes
associated with a denial that anything may be held on to or reached back to,
as in “Reference Back” or “Love Songs in Age”; yet the denials seem only to
make the gestures more poignant.（Tolley 184）
故に、この詩は “mourns the passing of time and the regrets of old age as much
as the disappointments of love”（Swarbrick, Reach 108）し、若き日の思い出の
品から当時を思い出し、懐かしく思うと同時に寂しい気持ちにもなる、自分
の母親である年老いた未亡人の極当たり前の行動、心境をラーキンらしから
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ぬロマンティックな内容として書かれたものである。従ってこの詩には彼の
得意とする辛辣さや嫌味な態度、卑猥さは表面上感じられないとⅠで述べた。
確かに卑猥さは感じられないものの、見てきたように、皮肉や嫌味、辛辣さ
はそれでも詩の中には若干見受けられた。ここで取り上げた以外に、やや主
観的ではあるが、“A ‘glare’ which breaks out and sails above suggests an image of
an uncomfortably strong sun which we cannot endure too long”（Swarbrick, Guides
44）との指摘もある。
しかしながら、一方で、この詩には現実を鋭く見つめる詩人の姿がある
のも事実である。自分の母親をモデルとして書かれたこの詩は、忘却は罪
ではなく幸せだった証しであり、“The feeling expressed in the poem is thus
not one of bitterness or cynicism that life fails our ideals of it, but of pathos, of a
tender sympathy for the widow who recalls dreams knowing they are best forgotten”
（Swarbrick, Guides 44）であるが、それは同時に老いて死に近づく彼女を目
の当たりにし、若さ＝夢想が、老い＝現実には勝てないことを逆に強調し
ているように思われる。このことはブースがこの詩に付けた副題 “Hope and
Disillusion”（180）へと通じる。ソングブックの中の歌の若々しさに対比し
た表紙の汚れ具合は彼女の若き日の自分と現在の自分とに肉体的にも精神的
にもかなり類似しているではないだろうか。
Ⅵ．おわりに
未亡人が見つけ出したソングブックは彼女を “had waited” していた訳だ
が、それは過去を思い出させる為だけに待っていたのではない。その夢想と
いう過去への回帰は彼女が老い、そして近付く死という現実を直視する為の
きっかけであり、ソングブックは彼女に現実を思い知らせる為の、極論すれ
ば彼女に止めを刺す為のまさに刺客だったのである。これがこの詩の核心で
あり、またこれこそがこの詩の最も大きな皮肉なのである。
既述したように、ジル・バルコンはこの詩をラーキンの追悼礼拝で読んだ。
彼女にとってこの詩中の “songs” はラーキンの詩作品と重なっていたことで
あろう。しかし、勿論故人ラーキンを偲び、彼という存在、及び彼の作品の
永遠性を願う為に行われる追悼礼拝そのものが、その裏で彼の死を、彼はも
うこの世にはいないという現実を大きくしてしまうのもまた事実である。故
にこのことも言わば夢想と現実との対比を有しており、結果的、運命的には
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やはり皮肉と言わざるを得ない。だからこそ、この詩は追悼礼拝で読まれる
べき運命だったのかもしれない。

註
1

例えば辛辣さに関して、スウォーブリックは “But the particular quality of ‘Love
Songs in Age’ is its lack of bitterness when compared with other poems of disillusion such
as ‘Deception’ or ‘Dry-Point’”（Guides 44）や “Where some poems use a tone of bitter
disillusionment, ‘Love songs in Age’ is much more tender in its treatment of the Widow’s
disappointment”（Reach 108）と分析している。当然のことながら詩 “Mr Bleaney” で
ブリーニー氏が借りていた部屋を自分の身分には（低すぎて）不釣り合いながらも
借りることにする嫌味さやポスターの水着女性に卑猥な落書きがされる詩 “Sunny
Prestatyn” のような一見して分かる卑猥さも見受けられない。
2
追悼礼拝では当時の桂冠詩人テッド・ヒューズ（Ted Hughes, 1930-98）も “Let
us now praise famous men” を朗読している。
3

この詩の未亡人は献身的に家族のために家事をしていた様子が伺われるが、アー
ノルドの場合は妻からの指図で家事をこなしており、その点が大きく異なる。この相
違には結婚した女性の当然の立場と結婚した男性の不当な立場とが見てとれる。結婚
には多少の自己犠牲は必要だろうが、殊に男性の不当性を強調するのは生涯独身を通
したラーキンらしい考えが色濃く出ているからではないか。
4
例えば、詩集『降臨節の婚礼』と同名の、文字通りタイトル・ポエムである “The
Whitsun Weddings” で、詩中の語り手は婚礼の騒ぎに初めは気が付かなかった。このよ
うな詩の語り手や登場人物のうっかりした姿、偶発的な行動、偶然の結果を描写する
ことがムーヴメント派の特徴の一つであると櫻井氏も指摘している（129）。
5
“Home Is So Sad” でラーキンは母親が住む家を訪れた際に、家の中にある家族、
家庭の名残を拾い上げているが、その最終行で “That vase”（イタリック体は筆者によ
る）と感情のほとばしりを持って花瓶を特定化している。この花瓶は、もしかすると
ソングブックのひとつに水の輪の跡を付けたものであるかもしれない。
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Synopsis
A Reading of Philip Larkin’s “Love Songs in Age”
KIMIJIMA Toshiharu
This paper interprets Philip Larkin’s poem, “Love Songs in Age”, in detail. The
widow in this poem, Larkin’s mother, recollects her youth from mementos and then
feels loneliness as well as nostalgia. Her behavior and feelings lead Larkin to create
this romantic poem which is quite unlike his other works. This poem is not imbued
with any of the sarcastic attitudes and obscenity that is often the theme of Larkin’s
poetry. This poem, however, does have some irony and acrimony. Written about
Larkin’s mother, the poem seems to emphasize that dreaming (=youth) cannot defeat
reality (=old age). Though the songs that the widow found “had waited” for her,
they did not wait for her to remind her of her past days. Her nostalgia for the good
old days instead became a trigger for her to face up to her old age, and the songs are
thus triggers that led her to realize reality. This is the theme of the poem, and also its
biggest irony.
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Theme in English and Its Function in Text Organization – Part II:
Thematic Aspects in Illustrated Storybooks for Children1
Masako Ono
1. Introduction to Part II
In the field of discourse analysis, many studies have been conducted on the
theoretical and functional aspects of theme in English, for the analysis of theme
and theme-related phenomena is believed to reveal the clues to rise to the biggest,
everlasting challenge that the writers face, namely, how to get the message across to
the readers most effectively and efficiently.
Taking advantage of the concepts of theme discussed in Ono (2003), as briefly
summarized below in (1), the present paper will extend thematic analysis attempted
on scientific articles in Ono (1995) to the texts from illustrated storybooks for
children.
Through the analysis of theme-related phenomena in the texts belonging to a
different genre – completely different in terms of the target readers and also the
purpose of the text – from scientific articles, the present paper aims to confirm that
the textual functions of theme assumed in Ono (2003, 36) are applicable across
genres and at the same time, to show that there are some characteristic behaviors of
themes that can be attributed to the genre of the text.
(1) Theoretical Aspects of Theme Explained in Ono (2003)
a. Halliday defines theme as follows (1985, 38): “The Theme is the element
which serves as the point of departure of a message and organizes the clause as a
message ….”
b. Halliday (1985) and Brown and Yule (1983) agree on the formal identification
of theme: Theme is realized in the first position in a clause. (Throughout the present
paper, the themes of example sentences will be shown in square brackets.)
c. Halliday (ibid.) introduces multiple-element themes: A theme can have an
internal structure; namely, it may consist of more than one element, each bearing a
textual, an interpersonal, or an ideational function.
d. The distinction between marked and unmarked themes is useful: An unmarked

98

Masako Ono

theme is determined by the mood of a clause. In the case of a declarative clause, for
instance, the unmarked theme is its grammatical subject; therefore, if a declarative
clause starts with elements other than its grammatical subject, then the clause is
considered to have a marked theme. While unmarked themes are equally unmarked,
there is a difference in the degrees of markedness among marked themes.
2. Corpus for Analysis
The entire text from each of the following eight books was analyzed: (A) Black

Dog , (B) Little Fluffy Duckling , (C) The Pearl , (D) Sarah and the Stone Man , (E)
Just Me and My Dad , (F) Where the Wild Things Are , (G) Badger’s Parting Gifts ,
and (H) The Monster Bed .

2

It is helpful to know the target readers or the intended audience of these books.
According to search results in Amazon.com, (C) is for children aged five to nine,
(E) for three to seven, (F) for four to eight, and (G) and (H) are for four and above.
As for (A), (B), and (D), Amazon.com did not specify the age of their target readers/
audience. When compared with the other six books, however, (A) and (D) seem most
likely to be meant for children aged between four (or five) and eight (or nine) years,
like (C) and (F).
In contrast, (B) is introduced on the Web as suitable for babies to three-yearolds (International Media Database Archinform). Anyone who reads (B) will know
immediately that the simplicity of its language and content makes it suitable for very
young children. From the viewpoint of simplicity of the language and the content, (E)
as well as (B) can be enjoyed by very young readers, such as children under three,
although Amazon.com introduces (E) as suitable for children aged three to seven.
3. Text Analysis
3.1. Elements Frequently Chosen as the Theme
Given the text genre, illustrated storybooks for children, the following two
predictions about elements frequently chosen as a theme seemed reasonable: (i)
elements representing characters, especially the leading character, will outnumber
3

others, and (ii) elements used to set time and/or place, including those in the form
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of a prepositional phrase or an adverb/adverbial phrase, will appear in relatively
large numbers.

4

Table 1 shows the characters that appeared in each book. (The letters in the left
column indicate the books introduced in the section 2. See Sources for details.)
Table 1
Characters in Each Story
Books
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

Characters (with the leading character listed first)
Black Dog, Christina, the blue bird
Little Fluffy Duckling
Biba (a beaver), the pearl mussel, animals
Sarah, the stone man
me (the narrator), my dad (narrator’s father)
Max, the wild things
Badger, animals
Dennis (a monster), a small boy

Table 2 lists notable thematic elements. (Notice that the table is not
comprehensive; it lists only noteworthy elements that will be significantly involved
in this text analysis. Accordingly, the sum of the figures in lines two to five will not
equal the total given in the first line.)
Table 2
Noteworthy Elements Chosen as Themes
total
character elements
scene-setting elements
frequency elements
manner elements

(A)
62
31
16
1
4

(B)
17
10
0
0
0

(C)
56
34
2
0
9

(D)
62
29
8
2
3

(E)
25
21
1
0
0

(F)
25
5
4
0
0

(G)
93
67
9
0
1

(H)
54
14
2
0
2

Character elements in thematic positions amount to approximately fifty to eighty
percent of the total in six books out of eight, namely in (A), (B), (C), (D), (E), and
(G), while in (F) and (H), the percentage remains much lower, between twenty and
twenty-five percent. Table 2 shows that character elements obviously outnumber
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other types of themes as predicted; on the other hand, the relatively low frequency
of occurrence of these elements in (F) and (H) indicates that elements representing
characters are not always the most frequently thematized ones in texts belonging to
this genre.
In contrast to the frequent occurrence of character elements as themes, scenesetting elements in thematic positions are small in number, and thus the frequency
of their thematization is not as high as that of character elements. Yet it would be
premature to completely deny prediction (ii) stated above, for closer observation of
clause initial elements of time and/or place reveals an interesting fact.
For example, in (D) there are eight clauses which start with time or place
5

phrases as follows:

(2) Scene-Setting Elements as Themes in (D)
(D-1) [In the middle of the great hall of an ancient castle]
(D-4) [In the spring]
(D-5) [At night]
(D-6) [And in the summer]
(D-7) [Then, towards the end of another dull day]
(D-13) [One day]
(D-29) [Down into a secret room beneath the castle]
(D-35) [Outside]
When examined in context, it is revealed that these elements have been made
thematic at points where scenes noticeably change. More interestingly, clauses
that have phrases cited in (2) as their themes correspond to illustrations in the
book. These examples suggest that when a new scene starts, if there is any adverb,
adverbial phrase, or prepositional phrase of time and/or place in that clause, it is
more than likely that such elements will be made thematic. Thus these elements may
be called thematic scene-setting elements and will be discussed again in the section
3.2.4.
Thematic scene-setting elements are by definition marked as themes. As stated
in Ono (1995), there is usually a very good reason for starting a clause with a
marked theme even when writers themselves are not fully aware of it. The reason for
starting a clause with a marked theme in the case of examples cited in (2) is assumed
to be a desire on the part of the writer to reinforce young readers’ awareness that a
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new scene has started or is going to start. Owing to marked themes as scene-setting
elements and the corresponding illustrations, even the most immature readers will
appreciate scene changes. (See 3.2.4. for more detailed discussion.)
3.2. Marked Themes
Looking more closely at themes with regard to markedness brings out four
features worthy of mention.
3.2.1. Number of Occurrences of Marked Themes
Table 3
Marked vs. Unmarked Themes in Each Story
unmarked themes
marked themes
total

(A)
29
33
62

(B)
15
2
17

(C)
33
23
56

(D)
31
31
62

(E)
15
9
24

(F)
5
20
25

(G)
52
41
93

(H)
31
23
54

First, one will notice that marked themes appear more often than may have been
expected, sometimes as frequently as unmarked themes. The higher-than-expected
number of marked themes in Table 3 shows that in the illustrated storybooks
examined here, as well as in the scientific articles studied in Ono (1995), frequency
of occurrence is not necessarily strongly correlated to markedness of themes,
although unmarked themes usually do outnumber marked themes.
3.2.2. Adjuncts in Marked Themes and the Textual Genre
Table 4 presents the major elements within marked themes: three kinds
of adjuncts, and the sequence of a conjunction plus a grammatical subject. As
introduced in Halliday (ibid.), a theme often has an inner structure and consists of
more than one element. For instance, a theme may include three elements such as a
conjunction, a modal adjunct, and a circumstantial adjunct, yet still be considered a
6

single theme as a whole.
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Table 4

7

Elements in Marked Themes: Rough Itemization
circumstantial adjuncts
modal adjuncts
conjunctive adjuncts
conjunctions followed by

(A)
21
2
3
9

(B)
12
0
4
9

(C)
0
0
0
0

(D)
18
0
3
12

(E)
2
0
2
6

(F)
3
0
1
16

(G)
13
1
0
28

(H)
6
0
2
15

subjects
A brief overview of the three kinds of adjuncts follows. Adjuncts in general are
elements added to a clause and are usually not an essential constituent. As for modal

adjuncts , they express the writer’s attitude to what is described in the relevant clause.
Conjunctive adjuncts , by contrast, relate the message content in the relevant clause to
another clause. Finally, the term circumstantial adjunct includes any adjunct except
the two above-mentioned kinds. See (3) for examples of each type of adjuncts.
(3) Clauses Beginning with Adjuncts
(G-27) [Much to Badger’s surprise], he was running.
(G-77) [And] [of course] [his own necktie] was always perfectly knotted.
(B-28) [Therefore], [the lake] belongs to us too,
[Much to Badger’s surprise] in (G-27) is a circumstantial adjunct. [of course]
in (G-77) expresses the writer’s judgment on the message content of the clause
and so is a modal adjunct. [Therefore] in (B-28) represents a causal relationship; a
clause starting with this word is expected to state the effect of what has been said
previously. As the word relates the relevant clause to the preceding content, it is
regarded as a conjunctive adjunct.
With regard to Table 4, it is noteworthy that only very few modal adjuncts were
found in the books examined. This can be attributed to two factors: the textual genre
– illustrated storybooks for children; and the nature of modal adjuncts – assertion of
the writer’s attitude.
The intended readers of this genre may be too young to know many of the words
and phrases most commonly used as modal adjuncts; hence, those words and phrases
may have been avoided by the writers. Furthermore, in stories for children, writers
show much less presence compared to some other genres such as the scientific
articles dealt with in Ono (1995). They normally do not or need not express their
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attitudes or opinions because stories for children rarely involve materials that require
writers to express their point of view.
Authors of children’s storybooks certainly have a message that they would like
to get across to children. Sometimes stories may even sound didactic; nevertheless,
trying to convey a message in stories is fundamentally different from trying to prove
something through presenting arguments, as is the case of scientific articles in Ono
(1995), or trying to persuade someone by discussing pros and cons. The principal
purpose of such texts (proving something or persuading someone) is to articulate
one’s thoughts; the reader of such texts takes it for granted that everything written
there must be credited to the writer and therefore is more aware of the presence of
the writer. This is not the case with illustrated storybooks for children.
Compared with the very small number of modal adjuncts, conjunctive adjuncts
in thematic positions are somewhat less uncommon in Table 4; however, the number
of conjunctive adjuncts is still limited. As is the case with modal adjuncts, this
can be explained in relation to the genre. The vocabulary of the target audience
of this genre remains very immature, and children probably are not familiar with
many of the words and phrases often used as conjunctive adjuncts. For this reason,
when the writers want to relate a clause to another clause or to what precedes/
follows the clause, they are more likely to resort to a conjunction that is supposedly
easier, acquired earlier, and more frequently used in children’s daily speech than
conjunctive adjuncts.
3.2.3. Seeming Peculiarity of Thematic Choices in (F) and Degrees of Markedness
Third, among the eight books studied here, (F) attracts our attention in that four
fifths of all its themes are marked. However, when examined more carefully, the
thematic choices in (F) turn out to be not so unusual.
Out of twenty marked themes, sixteen start with conjunctions, and one with a
conjunctive adjunct. Conjunctions always appear clause-initially; they have to be
thematic if they are present at all. Similarly, conjunctive adjuncts are very likely,
not always though, to be thematized. The thematic status of conjunctions and
conjunctive adjuncts is mostly required by the grammar of English. In other words,
the large number of marked themes in (F) did not result from conscious choices on
the part of the writer.
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Eiler (1986) has discussed the degree of markedness of themes and has asserted
that the more involved in the decision of thematic choices the writer is, the more
marked a theme becomes. According to her, elements such as conjunctions and
relative pronouns, whose clause-initial positions are required by the grammar of
English, are least marked as opposed to other elements that are made thematic by the
freely determined choices of the writer. Accordingly, although both conjunctions and
conjunctive adjuncts are labeled as marked themes in terms of the marked-unmarked
dichotomy, their degree of markedness is very slight.
In the case of (F), twenty out of twenty-five themes in total are indeed marked;
however, out of twenty marked themes, seventeen (sixteen conjunctions and one
conjunctive adjunct) are of low markedness, which leaves only three others: [The
night], [That very night], and [Now]. These three elements are given a thematic
position solely at writer’s discretion and are therefore regarded far more marked.
On the other hand, themes starting with conjunctions or conjunctive adjuncts are of
the least marked kind. They do not have the attributes that will be discussed in the
section 3.3. In terms of degree of markedness, almost all of the marked themes in (F)
are only very weakly marked and may well be perceived as more like unmarked ones
by readers. Given that there are only three distinctly marked themes out of twentyfive, the number of marked themes in (F) no longer seems so extraordinary.
3.2.4. Fronting of Scene-Setting Elements as a Genre-Specific Feature
Lastly, the following clauses in (4), which start with marked themes, suggest that
fronting of scene-setting elements is one of the theme-related features commonly
found in the texts of illustrated storybooks.
(4) Fronted Scene-Setting Elements
(A-15) [and] [again] just before dark a small bird—no, two small birds—flew
down and hungrily ate them all up.
(A-24) [That night] in her dreams she saw the strange and wonderful blue bird.
(D-17) [And] [suddenly], almost without realizing it, the stone statue found
himself clapping and laughing.
(F-5) [That very night] in Max’s room a forest grew and grew—and grew.
(G-48) [In bed] that night Mole could think only of Badger.
The clauses in (4) are similar in that they start with a marked theme, and the
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marked theme includes words or phrases which contribute to describing the scene of
8

the event presented in the rest of the clause, referred to as rheme. Moreover, in four
out of five examples in (4), the underlined elements in each clause (viz. elements
immediately following the theme) express time or place of the event and, therefore,
are a kind of scene-setting elements.
Halliday (ibid.) considers any element following the first ideational element of
9

the clause to be part of its rheme. Thus he would identify the underlined elements
in (4) as part of the rheme. Interestingly, however, the underlined elements in (4)
seem to have a theme-like feature; they are similar to marked themes in that they
were fronted by some decision on the part of the writer. Indeed, the underlined
elements in (4) could have been positioned somewhere else in each clause, such as
at the end, without violating the grammar of English; nonetheless, they are fronted.
There can be no doubt that the writer was actively involved in the fronting decisions
of these elements. Even though such decisions were instantaneous and intuitive in
most cases, by being fronted, those elements seem to partly take on a role originally
attributed to the theme: the role of organizing the clause as a message, defined by
Halliday (ibid.) as in (1) a. Thus as a result of fronting, the underlined elements in (4)
help enhance the essential function of the theme, namely to set certain constraints on
the way the message in the rheme is interpreted.
The clauses in (4) show yet another intriguing similarity: They each describe
an important scene change and match an illustration on the same or the next page
– a simple but highly effective way to help young readers to recognize significant
scene changes. In fact, the combination of a strongly marked theme and a matching
illustration is often found when there is a turning point that is crucial in the
development of the plot, as in (5).
(5) The Combination of a Strongly Marked Theme and a Matching Illustration
(G-27) [Much to Badger’s surprise,] he was running.
(G-39) [The following day] Badger’s friends gathered anxiously outside
Badger’s door.
(G-48) [In bed] that night Mole could think only of Badger.
(G-50) [Outside,] it began to snow.
(G-90) [One warm spring day] as Mole was walking on the hillside where he’d
last seen Badger,
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In (G-27), old Badger is dreaming of running down a long tunnel, which means
he is in the process of passing on. The death of the leading character, Badger, is
undoubtedly the most dramatic incident. In (G-39), animals – all Badger’s friends
– are about to find out that he passed away. (G-48) describes how devastated Mole
was by the loss of Badger. (G-50) heralds the arrival of winter during which all the
animals were thinking about the special parting gifts Badger had given them. (G90) is the beginning of the scene in which Mole has overcome the desperate sadness
through thanking Badger for his parting gift.
Examples in (4) and (5) show that fronted scene-setting elements, which are
clearly marked as themes, not only perform the essential function of the theme,
namely to set certain constraints on the way the message in the rheme is interpreted,
but also with the help of a matching illustration, serve as a signal to let young readers
see easily that the scene has changed and that something important and impressive is
about to start.
3.3. Functional Features of Clauses Starting with Marked Themes
Among the clauses examined here, those starting with clearly marked themes,
that is, cases in which the writer actively intervened in the thematization decision,
show a few notable functional features as described below.
First, at the intra-clausal level, a marked theme provides a framework for the
interpretation of the relevant clause. More specifically, it tends to perform a scenesetting function as suggested by Fries (1995). As a result, the reader will understand
the whole clause in the way that the writer intended. In order to fulfill this function,
information in the marked theme has to precede other pieces of information in the
relevant clause.
Several examples of noticeably marked themes performing above-mentioned
kind of function are given in (6). Marked themes in (6) specify the time or place of
the events described in each rheme.
(6) Marked Themes Specifying the Time or Place of the Events Reported in Each Rheme
(D-35) [Outside] it was a grey day.
(G-15) [One day], as Badger was watching Mole and Frog race down the
hillside,
(G-39) [The following day] Badger’s friends gathered anxiously outside
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Badger’s door.
(G-50) [Outside], it began to snow.
(G-90) [One warm spring day] as Mole was walking on the hillside where he’d
last seen Badger,
Second, at the inter-clausal level, a clause starting with a marked theme often
denotes key transitions of scenes, especially when the theme includes expressions of
time and/or place.
For instance, (H-9) in (7) below is the clause in which Dennis, the leading
character, was first introduced in the book, and (B-46) reveals that the terrible
incidents described immediately before this sentence were just a nightmare that
Biba, the leading character, had.
(7) Marked Themes Denoting Key Transitions of Scenes
(H-9) [For] [inside that cave which is gloomy and glum] live Dennis the monster
and Dennis’s mum.
(B-46) [Just at that moment,] Biba awakened with a gasp from his horrible
dream.
The sentences in (7) are examples given to show that marked themes are often
followed by the message which the writer wants to emphasize and which, therefore,
the reader should focus on. In illustrated storybooks for children, marked themes can
be seen to be useful devices to help young readers turn their attention to the relevant
clause whose message content significantly affects the plot of the story. Indeed, the
sequence of sentences in (8) below, all starting with marked themes, describes the
highlight of the story in (B): Biba finally decides to throw his treasure mussel away
because he dreamed that the mussel led to a catastrophic consequence – complete
destruction of the forest where everybody lives.
(8) Marked Themes Used as a Means for Describing the Highlight of a Story
(B-49) [Deep in thought now,] Biba stood up.
(B-50) [Slowly] he raised his arm and drew it back behind him.
(B-51) [Then,] [with all his strength,] Biba hurled the mussel as far away as he
could and back into the lake.
3.4. A Genre-Specific Reason behind Fronting Decisions
Unmarked themes are the default option; they are situated in the clause-initial
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position according to the requirements of English grammar. Their default position
discourages readers from devoting much attention to them, which presents no serious
problem because the information contained in unmarked themes is usually not vital
to the story line, nor is it large in amount.
As for marked themes, on the contrary, the writer does not accept the default
option but takes the trouble to foreground certain elements to make them thematic
regardless of the requirements of grammar. In short, the writer makes a different
choice intentionally.
Note that with respect to information content, the amount of information in a
theme, whether the theme is marked or not, is certainly limited, and the core of the
message or new information is usually carried by the rheme. In the case of marked
themes, the reason for their thematic status is not so much the amount or the novelty
of the information they contain as the role to be played by the information that is
fronted. Their clause-initial position enables the fronted elements in a marked theme
to fulfill a function in the interpretation of the text, namely to place a restriction on
or provide conditions for the way the message in the rheme is interpreted, and as a
consequence, the reader will understand the whole clause in the way that the writer
intended. It is for this reason that the writer decides to have certain information
precede other pieces of information in the same clause.
Further, this intentional use of a marked theme has an impact, for the
markedness stands out and draws young readers’ attention to the relevant clause,
which is likely to include something critical in the story line. For instance, (H-9) in
(7) is the clause which introduces Dennis, the leading character, for the first time in
the book. Likewise, (B-46) reveals the crucial fact that a series of disastrous events,
described immediately before this sentence, were not real but were only a nightmare
of Biba’s. In illustrated storybooks for children, elements which are highly marked
as themes are foregrounded so that clauses starting with such elements can perform
an important function of helping children notice key information.
4. Conclusion of Part II
Studies on the forwarding of various sentence elements to make them thematic
help writers convey their messages more effectively. Using the notion of theme
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discussed in Ono (2003), the present paper examined theme-related phenomena in
illustrated storybooks for children.
The results show that thematic functions, namely to set certain constraints on
the way the message in the rheme is construed, to indicate the logical and semantic
status of the clause in the overall organization of the text, and further to develop the
text as the writer intended, are confirmed across genres.
Interestingly enough, the results identify some genre-specific thematic functions
as well as functions commonly found in texts from different genres. Because texts
belonging to the genre of illustrated storybooks cannot rely on conjunctive and
modal adjuncts as devices for ushering the readers to the writer’s intended meaning,
other elements, such as prepositional phrases or adverbs, are made highly-marked
themes and take over the role as a beacon to guide readers. In order to fulfill this
role, elements forming a marked theme had to precede other pieces of information in
the relevant clause.
Moreover, there is another characteristic function of marked themes in the
text from the genre of illustrated storybooks: It is to precede a crucial piece of
information in the story line. In other words, marked themes in the text from this
genre are a kind of signals to let the reader attend to and focus on what follows in the
relevant clause.

Notes
1

This is a revised and expanded version of a paper originally presented to the 7 th
Annual Conference of the Japan Society for Culture in English at Nihon University, Chiba on
September 4, 2004 and also a sequel to Ono (2003), “Theme in English and its function in text
organization: Part I.”
2
See Sources for more information about the books.
3
These elements will be called “character elements” in what follows.
4
These elements will be called “scene-setting elements” in what follows.
5
The combination of a capital letter and an Arabic numeral at the head of each example in
(2) – (8) shows respectively the book from which the clause is derived and the clause number
in the relevant book.
6
See Ono (2003, 33-35) for the notion of multiple theme.
7
Note that if the figures in each column are added up, the sum will not necessarily be
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equal to the figures shown in the row of “marked themes” in Table 3, for Table 3 simply
presents the total number of marked themes whereas Table 4 gives the sum of the parts of
elements which constitute each theme.
8

Rheme represents everything that follows the theme in the clause.
About ideational elements, Halliday (1985, 54) explains “The ideational element
within the Theme, then, is some entity functioning as Subject, Complement or circumstantial
9

Adjunct;”.
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Synopsis
Theme in English and Its Function in Text Organization – Part II:
Thematic Aspects in Illustrated Storybooks for Children
ONO Masako
Themes of clauses in the texts from illustrated storybooks for children are
examined to confirm that some thematic features are broadly shared by texts
belonging to different genres and to see if there are any thematic features uniquely
attributable to the genre of the text. As for thematic aspects presumably common
to texts of various genres, the following three are confirmed: 1) marked themes
appear more often than expected, 2) degrees of markedness is a meaningful
concept in analyzing thematic decisions regardless of genres, and 3) one of the
fundamental functions of themes across genres is to set constraints on the way
the message in the rheme is construed by readers. As to genre-specific thematic
features of illustrated storybooks, it is shown, not surprisingly, that expressions
related to characters in a story tend to be chosen as themes, but then, it is
noteworthy that certain marked themes show features that can be accounted for in
terms of the textual genre. The most notable one of such features is that clauses
starting with highly marked themes often perform an important function of helping
children notice crucial scene changes, along with matching illustrations enhancing
this function.
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日本英語文化学会会則
（The Japan Society for Culture in English)
第１条 本会は日本英語文化学会（The Japan Society for Culture in English）
と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。
第２条 本会はイギリス・アメリカを始めとする英語圏の文化、文学、言語、
言語教育及び関係諸分野の研究をおこない、その成果を発表するこ
とを目的とする。
第３条

本会は第 2 条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

1. 大会
2. 研究発表会
3. 機関誌の発行
4. その他必要と認められる事業
第４条 本会の会員は第 2 条の主旨に賛同し、年会費を納入した者とする。
会員は次の三種類とする。

1. 一般会員 年会費 5,000 円を納めた者。
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、年会費
2,000 円を納めた者。
4. 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、在外研究・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。
顧問若干名
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. 顧問は役員会で推挙し、総会で承認を得る。
2. 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。
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3. 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。

4. 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。

5. 監事長は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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 編集長は原稿の収集、査読者への依頼をし、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。

10. 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７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８条 役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
第 9 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 10 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 11 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。
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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。
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。
8. この会則は、平成 22 年 9 月 4 日より施行する。
9. この会則は、平成 26 年 9 月 12 日より施行する。
事務局
〒 154-8533 東京都世田谷区太子堂 1-7-57
昭和女子大学 グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科 D3 3T35
岸山睦研究室
役員一覧
顧

問

高山信雄 田中保

会

長

岸山睦

副会長
理

事

監事長
監

事

中井延美
上石実加子 朝川真紀

石和田昌利

市川仁

加藤英治 川口淑子

佐々木隆 鈴木博雄

日中鎭朗 町田成男

宮本正和

大野直美

仁木勝治

渡辺宥泰

錦織裕之
桶田由衣 須永隆広

会 計

三幣友行

会計監査

尾形重政 本間章郎

亦部美希

学会誌編集長

中井延美

学会誌編集委員

上石実加子

朝川真紀

大野直美

岡崎真美

川口淑子

佐々木隆

白鳥義博

鈴木博雄

谷憲治

日中鎭朗
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宗形賢二
会報編集長

清水純子

会報編集委員

松山博樹

渡辺宥泰
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日本英語文化学会学会賞・新人賞内規
平成 24 年 12 月 22 日制定
平成 24 年 12 月 22 日施行
第 1 条 本内規は、日本英語文化学会（以下本学会）が、本会員のより一層
の研究・実践活動を奨励し、本学会の質的向上をはかるため、会員
の顕著な研究・実践活動等の業績に対し顕彰をおこなうために関わ
る事項を取り決めたものである。
第 2 条 名称は、
「日本英語文化学会学会賞」と（以下「本学会学会賞」）「日
本英語文化学会新人賞（以下「本学会新人賞」）とする。
（１）本学会学会賞
・ 本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般において
顕著な学術貢献をした者。
・ 受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実証的・
理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。
・ 論文は一連のテーマによる複数編とする。
（２）本学会新人賞
・ 本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般において
顕著な学術貢献をした者。
・ 受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実証的・
理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。
・ 原則として、推薦時に特段の事情のある場合を除いて、40 歳
以下の者を対象とする。
・ 共同研究の場合も、推薦時に特段の事情のある場合を除いて、

40 歳以下の者を対象とする。
（３）各賞の受賞対象は、前年の 4 月 1 日より 3 月 31 日までに発
表されたものとする。
第 3 条 本学会学会賞・新人賞の受賞者にはその栄誉を祝し、表彰状を授与
する。
第 4 条 受賞対象となるものが、他学会等で受賞している場合でも、受賞候
補となることができる。
第 5 条 共同研究等の場合は、「本学会学会賞・新人賞の受賞対象は本学会
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会員のみとする。
第 6 条 本学会学会賞・新人賞選考のため、日本英語文化学会学会賞・新人
賞選考委員会（以下「選考委員会」）を設置する。
第 7 条 選考委員会は、本学会会長、副会長、理事（役員会が 3 名を推薦す
る）、顧問（2 名）計 7 名で構成される。
（１）本学会学会賞・新人賞候補の推薦者（自薦・他薦）は、下記送
付物と共に 3 月末日までに本学会事務局へ申請する。
・ 推薦書（対象者氏名、所属先名、授賞対象研究名、推薦理由、
新人賞にあっては対象者の年齢を明記）
・ 学会賞・新人賞の対象となっている学術書、論文等
（２）本学会事務局は、推薦者から申請があった場合は各選考委員へ
資料を送付する。
（３）選考委員長は選考委員会を開催し選考を行う。
（４）選考委員長は役員会議で決める。
（５）選考委員は選考過程及び候補者に関する情報の守秘義務を負
う。
（６）選考委員の任期は 2 年とし、兼任及び再任を妨げない。
（７）選考委員会は、受賞対象が各賞の基準に達しないと判断した場
合は該当者無しとすることができる。
（８）選考委員会は、必要に応じて本学会会員中から学術的な意見を
聴取することができる。この場合、選考委員会は役員会に対して
聴取者の氏名、所属、専門分野等を報告しなければならない。
（９）本学会事務局は選考委員会の決定を受け、各賞受賞者へ表彰式
日時を通知する。
（10）表彰式は全国大会の総会において行う。
（11）各賞の募集案内は本学会の HP に記載する。
第 8 条 選考委員長は、全国大会の総会において選考委員会の報告を行わな
ければならない。
第 9 条 本内規の改定は役員会の議を経なければならない。
附則
施行年における選考については、
第 2 条第 3 項にとらわれないものとする。
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『異文化の諸相』投稿規定
１．投稿論文は、未発表のものであり、日本英語文化学会の機関誌にふさわ
しい内容のものであること。ただし、すでに口頭で発表し、その旨を明
記している場合は、査読の対象となりうる。投稿論文には Synopsis（300
語以内）をつけること。なお、英文原稿と Synopsis についてはネイティ
ヴ・スピーカーのチェックを受けること。
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。
（１）和文の場合：A4 の用紙。引証資料は含めず 15 枚以内。横書き、
1 枚は 40 字× 25 行（15,000 字）。和文表記は MS 明朝体、英文表記は
Times New Roman 体を使用（11 point）。上下左右余白 30 ミリ。
（２）英文の場合：A4 の用紙。引証資料は含めず 15 枚以内。横書き、
1 枚は 25 行。Times New Roman 体を使用（11 point）。上下左右余白 30
ミリ。
４．論文は、氏名・連絡先住所・電話番号・メールアドレスを明記した表紙
をつけたものを１部、著者の氏名を削除した論文本体を２部の、計３部
（コピー可）を提出すること。また、掲載決定の場合、氏名を明記した
論文のデータをメールに添付して提出すること。なお提出論文は返却し
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。
（２）註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）本文内の各章のタイトルと本文の間を 1 行あける。
（４）人名、作品名などに英文表記をつける場合は、日本語表記の後に
かっこ書きで英語表記を入れ、読点を打ったあとに生没年、出版年など
を入れる。
（５）本文内は基本的に全角の（ ）を用いる ( ただし、独立した英文
の引用文は除く )。
（６）日本語のサブタイトルなどにつける「̶」は、全角のダッシュを
二つ「̶̶」にする。
（７）本文内における英語の引用文は “ ” で囲む。
（８）引用文の著者が本文内で言及されている場合は、
（特に必要のない
限り）“英文引用文”（ページ数）で表記する。
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（９）引用文の著者が本文内に言及されていない場合は “英文引用文”（筆
者名 ページ数）で表記する。
（１０）ページ数を表すのに pp. はつけない。
（１１）数字の表記は 1-8, 12-15, 22-34, 102-05, 113-48, 1825-45, 16541725 のように表記する。
（１２）註番号は（ ）に入れず、カンマ・ピリオド・句読点の外に上
付き文字で付す。
（１３）英文引用文を一部省略する場合は、半角スペース空けたピリオ
ドを三つ打つ（例：〜 Antigone ... in the 〜）。文が終わっている場合は、
ピリオドに続けて半角スペースを空けたピリオドを三つ打つ（例：〜
Antigon .... In the 〜）。
（１４）書名はイタリックで表記する。
（１５）上記（１）〜（１４）以外の書式および引証資料の細部については、
MLA（最新版）のスタイルに従う。英語学・言語学関係の論文は、APA（最
新版）のスタイルに従う。
６．上記５で指定された書式に従って書かれていない投稿論文は受理されな
い。
７．投稿論文の採否及び掲載時期は、匿名の査読者による審査の上、編集委
員会が決定する。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。
８．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。
９．原稿提出締切日：10 月 4 日（必着）
１０．原稿提出先：日本英語文化学会編集長
「会報」（NEWSLETTER）投稿規定
１．研究ノート
２．書評
３．その他
４．応募締切
５．応募先

和文 2000 字、欧文 800 語程度
和文 2000 字、欧文 800 語程度
和文 2000 字、欧文 800 語程度
8 月 16 日
日本英語文化学会会報編集部編集長

<jesse@parkcity.ne.jp>
６．応募方法
メール（WORD 形式の添付ファイル）
７．掲載の採否については編集部に一任とする。

編集後記
『異文化の諸相』第 36 号をお届けいたします。
今回は計 7 編の論文が収載されました。編集長としてまだまだ至らない点
があったと思いますが、皆様のご協力とご支援のおかげで無事に発行するこ
とができました。次号以降でも、日本英語文化学会らしく、諸分野から英語
文化を研究する投稿を期待したいと思います。
査読にご協力いただいた先生方、編集委員の先生方に心より感謝申し上げ
ます。

2016 年 2 月 20 日
日本英語文化学会
編集長

中井 延美
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