
第 18 号

2 0 2 3 年 2月

ISSN  2188－9031

桃山学院大学 総合研究所

人間文化研究

第 

　
18
　 

号 

二
〇
二
三
年
二
月 

桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所

論　　　文
　『種の起源』のアメリカ版とドイツ語訳   松　永　俊　男 （ 1 ）

　テキストマイニングを用いた「英語村」に対する 
　　インターネット上の口コミ分析   釣　井　千　恵 （ 21 ）

　ウィトゲンシュタインにおける罪悪感の問題 
　　──ドストエフスキーとの関係を手がかりに── 
 　  伊　藤　潔　志 （ 51 ）

　都市に関する随想録としての American Notes 
 　  吉　田　一　穂 （ 73 ）

研究ノート
　国立ヴェネツィア古文書館のコンミッサリーア文書群 
 　  和　栗　珠　里 （ 103 ）

資　　　料
　桃山学院大学スポーツ教育センターとしての取り組みと今後の展望について 
　　──関西圏の他大学を参考に── 
 　  石　村　広　明 （ 119 ） 
  松　元　隆　秀
  山　下　陽　平



―  1  ―

『種の起源』のアメリカ版とドイツ語訳

松　永　俊　男

1．はじめに

　ダーウィン（Charles Darwin）は『種の起源』（Origin of Species）が外

国でも読まれることを期待して翻訳版の出版を熱望し，そのための努力を

惜しまなかった 1）。本稿では『種の起源』のアメリカ版とドイツ語訳につ

いて出版に至るまでの過程を追ってみた。

　1985 年からダーウィン関連の書簡を網羅した『チャールズ・ダーウィン

書簡集』の刊行が始まった 2）。本稿では，ここに収録された書簡をたどる

ことによってアメリカおよびドイツでの出版経過を明らかにしたい。ダー

ウィンが主要な行動を記し続けた「日誌」（Journal）についても，書簡集

に順次，掲載されたものを利用した。

　『種の起源』のイギリス版，アメリカ版，および翻訳版についてはフリー

マン（Richard Broke Freeman）によるダーウィン書誌（1977）が基本的

な資料である 3）。

　科学史家ヴァン・ワイ（John van Wyhe）が主宰するウェブ・サイト

Darwin Online に，『種の起源』のアメリカ版，および各種の翻訳版につ

いて，それぞれのテキスト版，イメージ版，あるいは PDF が掲載されて

おり，各版の実体を知ることができる。

キーワード：ダーウィン，『種の起源』
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　本稿の構成について述べておくと，次の第 2 章ではアメリカでの『種の

起源』出版の事情について述べている。第 3 章では反転成論者ブロン（H. 

G. Bronn）による最初のドイツ語訳の問題点を指摘している。第 4 章では

理想的な翻訳者カルス（J. V. Carus）による出版の経過をたどっている。

　本稿で論じるのはアメリカとドイツにおける『種の起源』だけであるが，

引き続きフランス語訳についての論考を本誌で発表する予定である。グ

リック編『ダーウィニズム受容の比較研究』（1974）ではアメリカ，ドイツ，

フランスのほか，ロシア，オランダ，スペインなどにおける『種の起源』

についても論じられている 4）。

　なお，古書販売業者による論考（2009）でも各国における『種の起源』

が簡潔に記述されており，ドイツ語訳とオランダ語訳についてフリーマン

の書誌の誤りが指摘されている 5）。

2．アメリカ版の刊行

　『種の起源』アメリカ版の刊行はグレイ（Asa Gray）の斡旋によるもの

であった 6）。1859 年 12 月 21 日にグレイから届いたダーウィン宛の書簡

には，アメリカ版の斡旋をしたいとあった 7）。ダーウィンは当日付の返信

（CCD7, 440）でこれを歓迎し，改訂中の新版（『種の起源』第 2 版）に基

づいて刊行して欲しいので順次，新版の校正刷りを送りたいと述べている。

翌 22 日付マレー（John Murray）宛書簡（CCD7, 443）でこの件を伝え，

新版の校正刷りをグレイに送るよう，要請している。

　グレイはボストンの出版社「ティクノ・アンド・フィールズ」（Ticknor 

and Fields）との間で交渉をまとめたが，その直後に，ニューヨークの二つ

の出版社，ハーパー（Harper & Brothers）とアプルトン（D. Appleton &  

Co）が『種の起源』リプリント版の計画を進めていることを知った。当時

のアメリカでは外国の出版物について著作権を認めておらず，著者に連絡
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することなくリプリント版を出版することが可能だったのである。交渉の

結果，ハーパーは計画を中止したが，アプルトンはすでにステロ版を作製

して印刷も終わり，出版するばかりになっていた。アプルトンからはグレ

イに，ダーウィンにしかるべき稿料を支払い，今後はイギリス版の改訂に

沿ったものを出版するとの連絡があった。ティクノ・アンド・フィールズ

は出版を断念した。グレイはこうした事情をダーウィンに 1860 年 1 月 23

日付書簡（CCD8, 46-49）で伝えた。これがきっかけとなって『種の起源』

以外のダーウィンの著書についてもアプルトン社からアメリカ版が出版さ

れるようになった。

　このような経過をたどって，1860 年 1 月に『種の起源』アプルトン版の

初版第 1 刷 500 部が出版され，2 月に第 2 刷 500 部，3 月に第 3 刷 1,500 部

が出版された。5 月 1 日までに 2,250 部が販売され，ダーウィンは謝礼と

して 22 ポンドを受け取った 8）。アプルトン版初版の内容はマレー版初版

と同じだが，本文ページ数はマレー版では 490，アプルトン版では 416 で

ある。アプルトン版第 1 刷の前扉引用句はマレー版初版と同様にヒューエ

ルとベーコンのものだけだったが，アプルトン版第 2 刷と第 3 刷ではバト

ラーの言葉がヒューエルとベーコンの言葉の間に置かれている。

　1860 年 7 月にアプルトンから『種の起源』の大幅な改訂版が出版され

た。「増補改訂新版」（A New Edition, Revised and Augumented by the 

Author）と銘打たれているが，これをアプルトン版の第 2 版と呼んで差

し支えない。同書はダーウィンからの修正要請に基づいて作成され，マレー

版の第 2 版とも第 3 版とも異なる独自の内容になっている。マレー版第 2

版における修正の多くが取り入れられているが，第 6 章の「クジラ・クマ

物語」（the whale-bear story）はそのまま残されている（p. 165）9）。マレー

版第 3 版における修正の多くも取り込まれている。ただし，ダーウィン

からの修正要請が製版後に届いたものについては巻末の「補遺」（Supple-
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ment, pp. 426-432）に収録され，また一部は第 4 章の「総括」（Summary,  

pp. 117-119）の直前に 6 ページを挿入して収録し，アステリスクを付し

たページ番号（pp. 116 ＊ -121 ＊）を記載している。この挿入箇所では，自

然選択説についての初期の批判に対するダーウィンの反論が展開されてい

る。

　この版の大きな特徴は，「目次」（pp. 5-8）の前の「まえがき」（Preface. 

Contributed by the Author to this American Edition. pp. ⅴ-ⅵ）である。

マレー版では第 3 版（1861 年 4 月）から掲載される「歴史的概要」に該当

するものである。「歴史的概要」はイギリス版に 1 年近く先んじてアメリ

カ版で公表されていたことになる 10）。

　アメリカでは 1873 年まで，このアプルトン版第 2 版の形で『種の起源』

が読まれていた。1873 年になってマレー社からアプルトン社に『種の起

源』第 6 版（1872）のステロ版が提供されたことにより，ようやくアメリ

カでもイギリスと同じ内容の『種の起源』が読まれることになったのであ

る 11）。

3．反転成論者ブロンによるドイツ語訳

1）ブロンの提言

　ドイツでは早くも 1860 年に古生物学者ブロン（Heinrich Georg Bronn, 

1800-1862）による『種の起源』の翻訳が出版された。ただし，ダーウィ

ンが最初に『種の起源』のドイツ語訳を依頼したいと考えたのは，スイス

生まれの動物学者ケリカー（Rudolf Albert von Kölliker, 1817-1905）で

あった。『種の起源』出版後，ダーウィンはハクスリー（Thomas Henry 

Huxley）に，同書のドイツ語訳をケリカーに打診して欲しいと頼んでいた

と思われる。ダーウィンは 1859 年 12 月 9 日付ハクスリー宛書簡（CCD7, 

418）で ケリカーへの翻訳依頼を忘れないで欲しいと念を押している。
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　ところが翌 1860 年 2 月 2 日にハイデルベルク大学の古生物学者ブロン

からダーウィンに書簡が届いた 12）。そこには，シュトゥットガルトで出

版社を経営するシュヴァイツァーバルト（Christian Friedrich Schweizer-

bart, 1805-1879）が『種の起源』の翻訳を出したいというのでこれを管理

したいとあった。この書簡は失われているが，ダーウィンが当日付でハク

スリーに送った書簡（CCD8, 64-65）によってその内容が分かる。ダーウィ

ンはハクスリーに，ケリカーへの依頼がまだなら中止して欲しいと頼んで

いる。

　ブロンの代表作『化石誌』（Lethaea Geognostica. 2vols., 1835-1838）は

当時までに知られていた層序学と古生物学の成果を網羅して古生物学にお

ける不可欠なレファレンスとなり，その改訂版 3 巻（1851-1856）も世界

中で用いられていた 13）。化石の変遷に注目したブロンは『自然史ハンドブッ

ク』（Handbuch einer Geschichte der Natur）の第 1 巻（1841）で宇宙と

地球の歴史を論じ，第 2 巻（1843）で地球生物の歴史を論じていた。それ

によると，地球は原初の高熱状態から次第に冷えてきたという。地球環境

の変化のため絶滅する種がある一方で，新たな環境に適応した種がなんら

かの「創造力」（Schöpfungs-Kraft）によって生まれる。こうした種の変

遷は天変地異による断続的なものではなく，連続的であるという。ただし，

種の転成は認めていない。ダーウィンの「読書録」によると，1846 年 2 月

に『自然史ハンドブック』第 2 巻を読んでいる（CCD4, 470）。

　ブロンは 1857 年に化石の変遷に関するフランス科学アカデミーの懸賞

論文に当選し，そのドイツ語訳が 1858 年に刊行された 14）。ここでもブロ

ンは転成論を否定し，種は「創造力」によって生成するという。

　ブロンは，ダーウィンの負担による『種の起源』初版贈呈先の一人で

あった（CCD8, 555）。ブロンはいち早く同書の書評を自分が編集する専門

誌に掲載した 15）。その最初の部分でブロンは，「自然選択」を “Wahl der 
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Lebens-Weise” と訳して解説しているが，自然選択と分岐の原理とを混同

しており，ダーウィンの理論を理解できていないことが分かる。ただしブ

ロンの関心は要因論にはなく，もっぱら，種の転成の事実が認められるか

否かに向けられていた。地球史における種の変遷が転成によるものならば，

その最初の段階では無機物から有機体が生成したことになるという。こう

してブロンは，ダーウィンが意図的に避けていた生命の起源の問題に注目

し，自然発生の可否が決定していない以上，転成論は認められないという。

『種の起源』の主張はすでにラマルク（Lamarck）やジョフロワ・サンチレー

ル（Geoffroy Saint-Hilaire）らによって唱えられていたが，『種の起源』は

諸分野の成果を総合したすぐれた書物であり，結論は認められないが，精

読に値するという。

　ダーウィンは 1860 年 2 月までにこの書評を読んでおり，ブロンへの 2

月 4 日付返信（CCD8, 70）で書評に謝礼を述べている。この返信でダーウィ

ンは，『種の起源』の翻訳をシュヴァイツァーバルトに提言したことに感

謝し，良き翻訳者を探して欲しいと頼んでいる。さらに，『種の起源』に

対するブロンの賛否の意見を翻訳書に付記したらどうかと提案している。

　同日付マレー宛書簡（CCD8, 71-72）でダーウィンは，直ちに翻訳用の『種

の起源』をシュヴァイツァーバルトに送って欲しいと述べている。

　ダーウィンの 2 月 14 日付ブロン宛書簡（CCD8, 82-83）では，シュヴァ

イツァーバルト宛の本文修正案と「歴史的概要」とを同封したと述べ，ブ

ロンの判断で適切なドイツ人がいれば「歴史的概要」に追加してもよいと

いう。ブロンの『種の起源』書評について礼を述べているが，「自然選択」

の訳語 “Wahl der Lebens-Weise” はラマルク的で不適切であると指摘し

ている。
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2）ブロン訳『種の起源』初版（1860）

　ブロンは 1860 年 2 月 25 日までにダーウィンに届いた書簡で，『種の起源』

を自ら翻訳することを告げ，5 月までに翻訳が終わると述べたようである。

このブロンの書簡は失われているが，ダーウィンの 2 月 25 日付ライエル

（Charles Lyell）宛書簡（CCD8, 109-110）とその前後にダーウィンがブロ

ンに送った書簡の断片（CCD8, 108-109）から内容が推測できる。

　かくしてブロン訳『種の起源』初版が 1860 年に刊行された 16）。最初は

3 分冊で，それぞれ，4 月 4 日，5 月 2 日，および 6 月 11 日に出版された（CCD8, 

109n4）。内容はマレー版の第 2 版（1860 年 1 月）に基づいているが，冒頭

に「歴史的概要」が「著者まえがき」（Vorrede des Verfassers. pp. 1-6） 

として掲載されている。「歴史的概要」はアプルトン版では第 2 版（1860

年 7 月）から，マレー版では第 3 版（1861 年 4 月）から掲載されているの

で，最初にドイツ語版で公表されたことになる。マレー版の本文は第 14

章で終わっているが，ブロン訳には第 15 章「翻訳者の結論」（Schlusswort 

des Übersetzers. pp. 495-520）が付記され，『種の起源』批判が展開され

ている。また，第 4 章の「総括」（Zusammenfassung）の直前（pp. 131-

137）にマレー版にはない文が挿入されているが，これはアプルトン版の第

2 版でアステリスクを付したページ番号（pp. 116 ＊ -121 ＊）で収録されて

いる文に該当する。

　ブロンによる本文の翻訳は原文に忠実なものではない。ブロンが不適切

と見なした文が訳出されていない。たとえば，第 14 章の有名な一文，「ヒ

トの起源と歴史について光が当てられるであろう」（p. 489）が訳出されて

いない。その前文「心理学は新しい基礎の上に築かれるであろう」の「心

理学」（Psychology）が「生理学」（Die Physiologie, p. 493）に置き換えら

れている。

　訳出しない部分がある一方で，ダーウィンがマレー版第 2 版で削除した
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第 6 章の「クジラ・クマ物語」を訳出し，そのことを訳者脚注（p. 193）

で説明している。

　ブロンは合計 39 項目の訳者脚注を付記しているが，そのほとんどは 5

行以内の短いものである。「歴史的概要」に付した訳者脚注（p. 2）では，

ジョフロア・サンチレールに対抗してキュヴィエ（Cuvier）が種の不変を

説いていたという。ダーウィンの「序論」に付した 3 項目の脚注は，「選択」

（Züchtung. p. 10），「形質の分岐」（Divergenz des Charakters. p. 11），お

よび「属」（Sippe. p. 12）という用語についての説明である。

　本文に付した 35 項目の脚注のうち 5 項目は文献を補足するもので，レ

ファレンス作成で名をなしたブロンらしいといえよう。他の脚注は，解説

的注と批判的注に分けることができる。解説的注としては，たとえば第 1

章（p. 41）に付した注でイギリス犬の品種について解説している。批判的

注としては，たとえば第 14 章でダーウィンが「動物の起源は 4 ないし 5 種」

（p. 487）と述べているのに対し，数値の根拠が明示されていないと批判し

ている。この例のように，脚注におけるブロンの批判は翻訳の過程で気に

なったことをメモのように記しただけといえよう。本格的な批判は第 15

章で展開されている。

　第 15 章「翻訳者の結論」は 26 ページに及ぶが，まず最初に『種の起

源』が自然現象について「新たな視点」（neue Gesichtspunkte. p. 495）を

もたらすと述べ，それは「自然選択による進化の法則」（das Entwick-

elung-Gesetz durch Natürliche Zuchtung. p. 496）であるという。ダーウィ

ンの議論は説得力に富んでいるが難点も多いとして，変異の限界，変異の

偶発性，中間形の欠如，外部条件の軽視，生命の起源，氷河期論などの難

点を指摘していく。このダーウィン説批判の部分（pp. 501-517）がこの章

の中心になっている。だからといってブロンはダーウィン説を否定しない。

「成功の見込み」（Aussicht auf Erfolg. p. 517）という小見出しの下で書か



『種の起源』のアメリカ版とドイツ語訳 

―  9  ―

れたまとめの部分では，創造論（die Theorie der Schöpfung）とダーウィ

ン説（die Darwin’schen Theorie）とを対比させ，難点があるにもせよ，

「ダーウィン説こそが唯一の可能な道である」（Aber sie leitet uns auf den 

einzigen möglichen Weg ! p. 518）という。しかしダーウィン説には大き

な二つの問題が残されているという。その一つが自然選択による新種の形

成が観察されていないことであり，他の一つが無機物から有機体への自然

発生の可能性が確認できていないことであるという。だからといって創造

論を支持するべきではない。「創造論がもたらすのは奇跡だけである」（Sie 

kennt nur Wunder! p. 520）という。最後にダーウィンについて，「自然の

探求に新たな道を切り開いたことに，大いに満足しているに違いない」（der 

Urheber dieser Theorie selbst zweifelsohne noch die grosse Befriedigung 

erleben, der Naturforschung einen neuen Weg geöffnet zu haben. p. 520）

と述べて本書を終えている。

　ブロンの議論は冗長でまとまりに欠ける。一読すると，先に公表した書

評とは違ってダーウィン説を積極的に支持しているようにもみえる。しか

しこれは翻訳者としての配慮にすぎない可能性もある。事実，この後のダー

ウィンとの往復書簡から，ブロンの本音は反転成論であることがわかる。

　ダーウィンは 1860 年 7 月 14 日付ブロン宛書簡（CCD8, 287-289）で，

この第 15 章でのダーウィン称賛に感謝している。ただしダーウィンはド

イツ語が不得手のため，まだこの章の最初と最後の部分しか読んでいない

という。同年 10 月 5 日付ブロン宛書簡（CCD8, 407-410）では，第 15 章

におけるダーウィン説批判への反論を展開している。これに対する返信

（CCD8, 425-428）でブロンは，さらに反論している。

　1862 年 3 月 11 日にダーウィンに届いたブロンからの書簡（CCD10, 

109-111）で，ブロンは改めて自己の立場を整理し，無機物からの有機体

の生成が証明されていない以上，ダーウィン説は認められないという。同
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年 5 月 19 日付ダーウィン宛書簡（CCD10, 212-214）でも，「無機物から

の動物の最初の生成」（le premier developpement d’un animal sortant de 

matière inorganique）というダーウィン説の必然的な前提が「科学の基本

的な事実に反している」（en opposition avec des faits fondamentaux de la 

science）という。ブロンの立場は 1860 年の書評から変化していなかった

のである。なお，もともとブロンはダーウィン宛の書簡をドイツ語で書い

ていたが，ダーウィンがドイツ語を不得手にしていることを知ってからフ

ランス語で書くようになっていた。

3）ブロン訳『種の起源』第 2版（1863）

　先述した 1862 年 3 月 11 日にダーウィンに届いた書簡でブロンは，独

訳『種の起源』初版が 1 年以内に完売する見込みなので新版を準備する必

要があるというシュヴァイツァーバルトの見解を伝え，原著は改訂されて

いるか，あるいは独訳新版に修正追加があるかをたずねている。同日付の

返信（CCD10, 111-112）でダーウィンは，独訳『種の起源』の新版が必

要になったことを歓迎し，マレー版の第 3 版にさらに修正を付記したもの

を 6 週間ほど後に送ると述べている。また，1 ヶ月ほど後に『ランの受精』

（Fertilisation of Orchids）を刊行する予定だが，シュヴァイツァーバルト

から翻訳が出せないか，たずねている。さらに，ブロンのフランス科学ア

カデミーの懸賞論文をドイツ語が不得手なのでフランス語の原文（1861）

で読んでいると告げている。ブロンは 1862 年 3 月 27 日付ダーウィン宛書

簡（CCD10, 138-139）で独訳『種の起源』新版への協力に感謝し，シュヴァ

イツァーバルトが『ランの受精』独訳を出版する意向であることを伝えて

いる。

　ダーウィンは同年 4 月 25 日付ブロン宛書簡（CCD10, 168-169）で，マレー

版『種の起源』第 3 版のシートに第 2 版からの変更部分にマークしたものと，
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さらなる修正を記した原稿を別便で送ったと述べている 17）。『ランの受精』

については，校正刷りを送るので翻訳の価値があるか，確認して欲しいと

頼んでいる。

　ダーウィンの「日誌」によれば，『ランの受精』はマレー社から 1862 年

5 月 15 日に出版されている（CCD10, 665）。

　ブロンは同年5月19日付ダーウィン宛返信（CCD10, 212-214）で，独訳『種

の起源』第 2 版への協力に感謝し，『ランの受精』の翻訳が有意義である

とシュヴァイツァーバルトに伝えたと述べている。

　ブロンの 1862 年 6 月 21 日付ダーウィン宛書簡（CCD10, 265-268）には，

ドイツの高名な植物学者トレヴィラヌス（Ludolph Christian Treviranus，

1779-1864）が『ランの受精』の独訳をシュヴァイツァーバルトに申し出

てきたが，ブロンが 365 ページの原著のうち，すでに 306 ページを訳し終

わっていたので，ブロン訳で出版することになったという。ブロンが専門

外の『ランの受精』を翻訳したのは，『種の起源』をよりよく理解するた

めであるという。独訳『種の起源』新版については，すでに印刷が始まっ

ているという。

　ところが，シュヴァイツァーバルトから 1862 年 7 月 11 日付ダーウィン

宛書簡（CCD10, 315-316）で，ブロンが 7 月 5 日に心臓発作のため急死し

たとの連絡があった。しかしブロンの訳業はすでに終わっていたため，独

訳『ランの受精』はシュヴァイツァーバルト社から 1862 年 10 月 20 日に

出版された（CCD10, 268n5）。独訳『種の起源』第 2 版は最初，3 分冊で刊

行され，それぞれ，1862 年 10 月 6 日，11 月 17 日，および 12 月 19 日に 

シュヴァイツァーバルト社から出版された（CCD10, 268n9）。

　翌 1863 年にこの 3 分冊を 1 冊にまとめたものが出版された 18）。この独

訳第 2 版の口絵にダーウィンの肖像写真が掲載されている 19）。独訳『種の

起源』初版の所有者には写真だけの販売もできると記されている。ドイツ
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におけるダーウィン人気の高さを反映しているといえよう。

4．理想的翻訳者カルス

　ブロン没後にダーウィンの著作の独訳を担ったのが，動物学者のカル

ス（Julius Victor Carus, 1823-1903）であった 20）。古生物学におけるブロ

ンと同様，カルスにもオリジナルな研究成果として注目すべきものはな

く，生物学史で取り上げられることもない。しかし，ブロンと同様，文献

集成と研究史の記述で動物学の発展に大きく貢献していた。カルスはライ

プチッヒ大学で医学と自然史を学んだ。1849 年に医学博士号を取得し，同

年，オクスフォード大学「比較解剖学博物館」の管理者となり，1851 年ま

で勤務した。この経験は英書の翻訳に役立つことになった。1853 年にラ

イプチッヒ大学で比較解剖学の員外教授に就任し，動物学博物館の館長と

なった。その編著書には，『動物形態学体系』（System der tierischen Mor-

phologie, 1853），『動物学文献集』（Bibliotheca zoologica, 1861），『動物学

の歴史』（Geschichte der Zoologie, 1872），『地中海動物誌序説』（Prodromus 

faunae mediterraneae, 1884-1893）などがあり，動物学の発展に寄与した。

　カルスは，ダーウィンの負担による『種の起源』初版贈呈先の一人だが，

これはハクスリーの推薦によるものであった（CCD8, 556）。

　1866 年，シュヴァイツァーバルトから 3 年半ぶりに 3 月 23 日付ダーウィ

ン宛書簡（CCD14, 105-106）が届いた。そこには独訳『種の起源』新版出

版の意向が語られ，新たな翻訳者を探しているとあった。この書簡に対す

るダーウィンの返信は失われているが，独訳『種の起源』新版の出版を歓

迎したはずである。シュヴァイツァーバルトの同年 5 月 10 日付ダーウィ

ン宛書簡（CCD14, 166-169）にはビスマルクの圧政がドイツ全体の出版活

動に悪影響を及ぼしていることが語られ，新たな翻訳者の候補としてカル

スの名が挙げられている。この書簡に対するダーウィンの返信も失われて
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いるが，7 月までにはマレー版『種の起源』第 4 版の校正刷りをシュヴァ

イツァーバルトに送付したはずである 21）。

　シュヴァイツァーバルトは 10 月 26 日付ダーウィン宛書簡（CCD14, 

362-363）で，マレー版『種の起源』第 4 版の校正刷りに感謝し，6 月に始まっ

た普墺戦争のため出版事業が停滞していると述べている。また，独訳『種

の起源』の改訂をカルスに依頼し，マレー版『種の起源』第 4 版の校正刷

りをカルスに送ったと告げている。

　かくしてカルスとダーウィンとの直接の交渉が 1866 年 11 月から始まっ

た。カルスは同月 7 日付ダーウィン宛書簡（CCD14, 378-379）で，独訳『種

の起源』の改訂を喜んで引き受けたいと述べ，ブロンによる注と最終章を

削除してよいか，たずねている。なお，カルスはダーウィン宛の書簡を英

語で書いており，カルスが英語に堪能であったことが分かる。

　ダーウィンは同月 10 日付返信（CCD14, 382-384）で，ブロン訳の改訂

を引き受けてくれたことに感謝し，ブロンの注と最終章の削除に同意して

いる。カルスは 11 月 15 日付ダーウィン宛書簡（CCD14, 388-390）で，ブ

ロン訳を全面的に見直し，原著第 4 版の最初の 3 章まで翻訳を終えたと述

べている。

　カルスは疑問点をダーウィンに確認しながら訳業を進めた。1867 年 2 月

11 日付ダーウィン宛書簡（CCD15, 78-79）には本文の翻訳を終えたとあり，

新版に掲載予定の「訳者まえがき」の英訳を同封している。この「まえが

き」でカルスは，まず『種の起源』の翻訳に着手したブロンの功績を讃え，

カルスの役割はブロンの誤訳を正し，原著第 4 版における加筆を伝えるこ

とであるという。原著第 4 版における主要な加筆として，動植物の多型や

雑種不棯などについての議論を挙げている。ダーウィンの主張に対する立

場はブロンと決定的に異なり，カルスはダーウィンを支持すると述べ，ブ

ロンによる脚注と最終章を不適切として削除した事情を語っている。カル
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ス自身は解説などを付記せず，ダーウィンの主張をそのまま伝えることに

徹したという。

　ダーウィンは 2 月 17 付の返信（CCD15, 82-83）でカルスの訳業に感謝し，

カルスが解説を付記しなかったことは残念であると述べている。また，カ

ルスの『動物学文献集』が有益であると讃え，「その正確さに驚いています」

と述べている。

　シュヴァイツァーバルトの 1867 年 3 月 22 日付ダーウィン宛書簡（CCD, 

157-158）には，独訳『種の起源』新版の印刷が急速に進行中であると告

げられている。同年 5 月までには新版が出版されたと思われる 22）。

　同書の口絵にダーウィンの肖像画が掲載されているが，これはダーウィ

ンの長子ウイリアム・エラズマス（William Erasmus Darwin）が 1864 年

に撮影した写真を基にした版画である 23）。

　独訳『種の起源』第 3 版の本文はブロンによる変更が正され，原文に忠

実なものになった。たとえば，ブロンが訳出しなかった第 14 章の一文，「ヒ

トの起源と歴史について光が当てられるであろう」も訳出されている。そ

の前文の「心理学」（Psychology）も正しく “Die Psychologie”（p. 571）

と訳されている。タイトルからも分かるように，「自然選択」の訳語は

“natürliche Zuchtwahl” に変更されている 24）。

　カルスはダーウィンにとって理想的な翻訳者であった。ダーウィンを尊

敬してその主張を支持し，豊富な専門的知識を有して英語に堪能であり，

翻訳に際しては疑問点を確認してくれる。ダーウィンは 1876 年 3 月 21 日

付カルス宛書簡（CCD24, 81）で，「我が著書の翻訳者としてあなたより優

れた人がいるといった考えは，一瞬なりとも我が頭脳をよぎったことがあ

りません」と述べている。カルスが翻訳出版したダーウィンの著作は総計

で 21 点に及ぶという（CCD15, 545）。『種の起源』に限っても，前述した

独訳第 3 版（1867）の後，マレー版第 5 版（1869）に基づく独訳第 4 版（1870），
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およびマレー版第 6 版（1872）に基づく独訳第 5 版（1872）を刊行してい

る（Freeman, 103）。ブロンが訳出した『ランの受精』についても，新た

にマレー版第 2 版（1877）に基づく訳書（1887）を刊行している。

　シュヴァイツァーバルトは世界に先駆けて 16 巻 21 冊から成る『ダーウィ

ン全集』（1875-1887）を刊行しているが，それはすべてカルス訳によるも

のであった 25）。

　なお，ドイツではカルス訳の後も，5 名の異なる訳者による独訳『種の

起源』が刊行されている 26）。ドイツでは『種の起源』への関心が高かった

ことを反映しているといえよう。

5．おわりに

　ダーウィンが関わったアメリカ版の第 2 版（1860）は，つぎはぎだらけ

の読みにくい構成になっている。原著のマレー版は初版（1859）から第 6

版（1872）に至るまで，数年おきに改訂を繰り返し，内容が増大していった。

これはダーウィンが同書に対する批判と自然史の発展に敏感だったためと

いえよう。『種の起源』が登場した当時は創造論が優勢であった。その中

でダーウィンが種の転成を説くには，逐一，批判に対応し，自然史研究の

成果を取り入れることが不可欠だと判断したのである。そのため，読みや

すさを犠牲にしても，最新の修正を取り入れたアメリカ版を刊行すること

になったのである。

　ダーウィンは外国でも『種の起源』が読まれることを熱望していた。最

初のドイツ語訳を担ったブロンは反転成論者であり，『種の起源』の翻訳

者として適切ではなかったが，それでもダーウィンはブロンの申し出を歓

迎し，その翻訳作業に協力していた。どのような形であれ，とにかく翻訳

版が提供されることを喜んでいたのである。そのため，最初のドイツ語版

も，別稿で論じる最初のフランス語版も，異常な形で刊行されることになっ
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たといえよう。

注
 1 ）ダーウィンの伝記については下記を参照。松永俊男『チャールズ・ダー

ウィンの生涯』朝日新聞出版，2009.; Janet Browne, Charles Darwin: a biog-
raphy. v.1, Voyaging. Jonathan Cape, 1995. v.2, The Power of Place. Alfred A. 
Knopf, 2003. 最も詳細で正確なダーウィン伝である。

 2 ）Frederick Burkhardt et al.（eds.）, The Correspondence of Charles Dar-
win, Vol.1-29, Cambridge UP, 1985-2022. 1881 年までを収録。全 30 巻で完
結予定。同書からの引用は，“CCD7, 269” という形で表記する。この例では，
書簡集第 7 巻 269 ページを意味している。

 3 ）R. B. Freeman （ed.）, The Works of Charles Darwin, An Annotated Bib-
liographical Handlist. 2nd ed., Dawson, 1977. 73-111. 同書からの引用は，
“Freeman, 73” という形で表記する。

 4 ）Thomas F. Glick（ed.）, The Comparative Reception of Darwinism. U of 
Texas P, 1974. with a new preface. U of Chicago P, 1988.

 5 ）Michèle Kohler & Chris Kohler, “The Origin of Species as a Book,” in 
Michael Ruse & Robert J. Richards （eds.）, The Cambridge Companion to 
the “Origin of Species”. Cambridge UP, 2009. 340, 341.

 6 ）ダーウィン書簡集（CCD8, 571-572）にアメリカ版刊行の経過についての
簡潔な説明がある。

 7 ）この書簡は失われているが，ダーウィンの返信（CCD7, 440），および翌
22 日付マレー宛書簡（CCD7, 443）によって内容が分かる。

 8 ）グレイは 5 月 7 日付ダーウィン宛書簡に『種の起源』出版に関するアプル
トンの報告書を同封していた。ダーウィンの 5 月 22 日付返信（CCD8, 223-
226）に，返還のため，この報告書が同封されている。

 9 ）「クジラ・クマ物語」の削除については下記を参照。松永俊男「書物とし
ての『種の起源』」『桃山学院大学・人間文化研究』16 号（2022）, 39-65（50）.

10 ）アプルトン版第 2 版の「まえがき」，第 4 章の挿入文（pp. 116＊-121＊），
および巻末「補遺」（pp. 426-432）は，『ダーウィン書簡集』第 8 巻（1993）
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に収録されている（CCD8, 571-583）。
11 ）アメリカにおける 1873 年以降の『種の起源』出版については下記を参照。

前掲 5）Kohler & Kohler, 336-337.
12 ）ブロンの生涯と業績については NewDSB を参照。ブロン訳『種の起源』

の受容については下記を参照。S. H. G. Gliboff, “Bronn and the History of 
Nature. ” J. Hist. Biol. 40 （2007） 259-294.

13 ）Karl Alfred von Zittel （translated by Maria M. Ogilvie-Gordon）, History 
of geology and palaeontology: to the end of the nineteenth century. W. Scott, 
1901. Reprint ed., J. Cramer, 1962. 364-365.

14 ）Untersuchungen uber die Entwickelungs-Gesetze der organischen Welt 
wahrend der Bildungs-Zeit unserer Erd-Oberflache: eine von der Franzosis-
chen Akademie im Jahre 1857 gekronte Preisschrift, mit ihrer Erlaubniss 
Deutsch herausgegeben. フランス語の原文は 1861 年に科学アカデミーの機
関誌（Comptes Rendus de l’Académie des Sciences）に掲載された。

15 ）Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-
kunde （1860）, 112-116. 英訳が下記にある。David Hull, Darwin and his crit-
ics. U of Chicago P, 1973. 120-4. ドイツ語原文とハルの英訳のテキスト版が

「ダーウィン・オンライン」に収録されている。掲載誌全体のイメージ版を「イ
ンターネット・アーカイブ」で見ることができる。

16 ）Über die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reich durch 
natürliche Züchtung, oder, Erhaltung der vervollkommneten Rassen im 
Kampfe um’s Daseyn. Nach der zweiten Auflage, mit einer, geschichtlichen 
Vorrede und andern Zusätzen des Verfassers für diese deutsche Ausgabe, 
aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. H. 
G. Bronn. E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung und Druckerei. 1860.

17 ）この原稿は失われているが，独訳『種の起源』第 2 版（1863）にあってマ
レー版第 3 版（1861）にない変更箇所の一覧が『ダーウィン書簡集』（CCD10, 
714-722）に掲載されている。その多くはマレー版『種の起源』第 4 版（1866）
に取り入れられているという。

18 ）Über die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reich durch 
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natürliche Züchtung, oder, Erhaltung der vervollkommneten Rassen im 
Kampfe um’s Daseyn. Nach der dritten Englischen Auflage und mit neuer-
en Zusätzen des Verfassers für diese deutsche Ausgabe. Zweite vermehrte 
und sehr verbesserte Auflage. Übersetzt von H. G. Bronn. 1863. ‘Freeman, 
103’ にはこの版の訳者としてカルスの名もあるが，明らかに誤りである。

19 ）この写真は 1857 年に撮影されたもので，同じ写真が『ダーウィン書簡集』
第 8 巻（1993）の口絵にも用いられている（CCD10, 236n5）。

20 ）カルスの生涯と業績については下記を参照。DSB.15（Supplement）, 77-
79.

21 ）ダーウィンは 1866 年 3 月に『種の起源』第 4 版の執筆に着手し，5 月に
執筆を終え，7 月に校正を終えているが，出版は 11 月になった。前掲 9）松
永俊男（2022）, 52.

22 ）Die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reich durch natürliche 
Zuchtwahl, oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampfe um’s 
Daseyn. Translated by H. G. Bronn and J. V. Carus. Stuttgart: Schweizer-
bart. 3d ed. 

23 ）CCD15, 158n8. 基になった写真は『ダーウィン書簡集』第 12 巻（2001）
の口絵に用いられている。

24 ）「自然選択」のドイツ語訳の問題点については下記を参照。Alfred Kel-
ly, The descent of Darwin: the popularization of Darwinism in Germany, 
1860-1914. U of North Carolina P, 1981. 30.

25 ）この全集にはダーウィンの著書 15 点に加えて，『地質学論集』と『チャー
ルズ・ダーウィンの生涯と書簡』が含まれている。

26 ）訳者名と出版年は下記の通りである（Freeman, 103-104）。Georg Gärtner
（1892），David Haek（1892），Paul Seliger（1903），Richard Böhme（1902），
Carl W. Neumann（1921）.
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American Editions and German Editions of  
the Origin of Species

MATSUNAGA Toshio

　Charles Darwin was eager for the Origin of Species （1859） to be read 
in foreign countries. In this paper, processes of American editions and 
German editions are investigated by analysing the correspondence of 
Darwin with publishers, translators, and others.
　The 1st American edition （1860） was the reprint of Murray’s 1st edi-
tion and published without Darwin’s collaboration. The 2nd American 
edition （1860） was based on Murray’s 2nd edition （1860）. But according 
to Darwin’s requirement, it contained additional parts and lists of alter-
ations. This unreadable edition was published until 1873. In this year, 
Murray sent the stereotype of 6th edition （1872） to the American pub-
lisher. Thereafter, the Origin was read in America in the same format as 
the English edition.
　The 1st German edition （1860） was based on Murray’s 2nd edition and 
translated by Heinrich Georg Bronn, who was a paleontologist and did 
not believe the evolution theory. This edition contained the translator’s 
footnotes and a new chapter written by the translator. In the new chap-
ter and the footnotes, Bronn criticized Darwin’s evolution theory. Bronn’s 
translation of the text was not accurate. For instance, he did not trans-
late the famous sentence of Chapter 14 （p.489）, “Light will be thrown on 
the origin of man and his history.” The previous sentence, “Psychology 
will be based on a new foundation, ” was translated into “Die Physiologie 
wird sich auf eine neue Grundlage stützen,”. 
　The 2nd German edition （1863） was based on Murray’s 3rd edition 

（1861） and also translated by Bronn. Therefore, this edition contained 
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the same problems as the 1st edition. Bronn died abruptly before the 
publication of this edition in July 1862.
　The next German translator was Julius Victor Carus, who was a zoolo-
gist and respected Darwin. The 3rd German edition （1867） was based on 
Murray’s 4th edition （1866）. Carus translated the Origin accurately. The 
4th German edition （1870） based on Murray’s 5th edition （1869）, and the 
5th German edition （1872） based on Murray’s 6th edition （1872） were 
also translated by Carus.
　Bronn was not an appropriate translator of the Origin. Nevertheless, 
Darwin welcomed Bronn’s proposal of translation and assisted with his 
works, because Darwin desired eagerly for the Origin to be read in for-
eign languages.
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釣　井　千　恵

1．はじめに

　本研究は，英語村に関するオンラインレビュー（口コミ 1））を分析し，

利用客の体験や感想から英語村に対する認識を調査するものである。本研

究では，オンラインレビューデータ（文字データ）をテキストマイニング

手法で分析する。

　英語村とは「非英語圏で疑似英語圏を体感できる大規模な建物であり，

一歩足を踏み入れたらまるで英語圏にいるかのような造り」（大場，2020，p. 

89）の英語教育施設のことである。2000 年頃から，英語教育における格差

解消のために，国外留学よりも低い費用で留学と同様の体験ができる機会

を与えようと，韓国各地で次々と作られた（カレイラ松崎，2013，p. 81）。 

最盛期には韓国国内で 60 ほどの英語村があったが（澁谷他，2014），多

額の維持費用がかかることや，利用者が激減し赤字が拡大していること

（大場，2020；中村，2014）などから多くが閉鎖された。一方，日本では，

2020 年に開催予定だった東京オリンピックに備えて，民間業者による英語

村の設立が増えた（大場，2020）。現在でも民間，自治体，学校が運営す

キーワード：�テキストマイニング，英語村，オンラインレビュー（e- 口コミ），
英語教育，異文化教育

テキストマイニングを用いた「英語村」に対する 
インターネット上の口コミ分析
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る大小様々な規模の英語村が存在する。閉鎖された英語村もあるが（例，

OSAKA ENGLISH VILLAGE（大阪英語村）2021 年 2 月閉鎖 2）），現在

でも英語村のコンセプトで新たに英語教育施設が設立されている（例，

Kitakyushu Global Gateway3））（山下，2021）。英語村と呼ばれているものの，

大規模なものばかりではなく，一地域での「外国人を招いて，子ども達が

英語や外国の文化に触れる交流の場」（西川，2018，p. 131）とする小規模

なもの，自治体による寄宿舎スタイルのもの（黒岩，2020），大学内に設

置された授業外の交流の場としての英語ラウンジのようなもの（例，北爪

編，2010；渡邉，2016；Bramley, 2009），民間業者が主体となった比較的

大規模なもの（大場，2020；Bourke, 2018）などがある。すべて「英語の

みの使用」が求められる環境で「（疑似）外国（文化）体験」をする「体

験型英語学習」施設，またはプログラムであることを特徴としている。

　現代の外国語（英語）学習，教育観を調査するプロジェクトの一部として，

本研究では日本国内で英語村と一般的に呼ばれる施設のひとつについて投

稿された「Google のクチコミ」を分析する。筆者は「英語」「英語学習」「英

語教育」に関するエスノグラフィー研究として，オンライン上の談話分析，

英語村での観察，そして，英語学習者へのインタビューを行なっており，

本研究はその一部である。本稿では，英語村の利用者が，英語村や英語村

での経験について，何をどのように語っているのかをオンラインレビュー

データから概観することを主な目的とする。

2．テキストマイニング

　本研究では，日本にある英語村の一施設について書かれたインターネッ

ト上のレビューをデータとする。テキストという質的な資料を，統計処理

による量的分析を行うテキストマイニング（いとう，2013）という手法を

用いて分析し，その結果をもとに英語村の利用者がどのようなことを期待
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していたのか，どのような経験をしたのか，それをどのように評価し，描

写しているのかを考察する。

　テキストマイニングは探索的研究にも，仮説検証的研究にも，仮説生成

的研究にも有効であり，ミックス法やトライアンギュレーションの構成素

としての一方法として位置づけられる（いとう，2013）。上述のように，

現在，英語村をめぐって，オンライン上の談話分析や，施設での観察，イ

ンタビューなどを行なうエスノグラフィーによる探索的研究を進めてお

り，本研究はそれを補完するトライアンギュレーションの一方法であると

考えられる。

　英語村を観察するフィールドワークを行う前に，情報収集を兼ねて調査

対象とする施設に関するインターネット上の口コミを閲覧していた際，複

数の口コミが共通の話題に触れており，議論に値するように思われるもの

が数件あった。しかし，これはフィールドワークでの観察視点を得ようと

する筆者自身の興味関心に基づいたものである。そのような研究者自身の

経験や立ち位置，それに基づいた解釈による探索研究を行う前に，データ

の全体像を概観しておきたいというのが本研究の狙いである。

　テキストマイニングは社会調査におけるテキストデータの分析や，商品

開発やサービス・品質向上のためのビッグデータの分析など，様々な分野

で行われている。イメージ調査を目的としてテキストマイニング手法を用

いた研究例としては，海外版旅行ガイドブック（lonely planet）と旅行口

コミサイト（Tripadvisor）を情報源として，訪日外国人観光客の日本の

観光地に対するイメージを分析したもの（大久保・室町，2014）がある。

また，ロンドンにある和食店の Tripadvisor レビュー分析（カレイラ松崎，

2019）もオンラインレビューの調査でテキストマイニングを用いた研究の

例である。海外資本の和食店と日本資本の和食店に分け，名詞と形容詞の

単語頻度解析，特徴語分析，係り受け頻度解析と係り受けの特徴表現の抽
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出を行い，それぞれの和食店の特徴と違いを考察している。ほかに，旅行

情報サイト（楽天トラベル）の口コミデータ分析から日本のホテルの口コ

ミの特徴を抽出したもの（久保田，2016）もある。本研究でも，英語村に

関するオンラインレビューの分析から，英語村に対してどのようなイメー

ジを持っているのか（持ったのか）を調査する。そして，そこから「英語」

や「英語学習・教育」に対する認識研究のさらなる方向性に関する示唆が

得られるものと考えている。

3．方法

3.1　データ収集

　日本の英語村と呼ばれる施設のうち，比較的長い歴史をもち，規模の大

きいものを本研究の調査対象とした。

　当該英語村を Google で検索したときに，結果ページに表示される

「Google のクチコミ」をすべてコピーし，Word ファイルを作成した。検

索を実施したのは 2022 年 7 月 23 日で，全 804 件のレビューがあった。数

日前に同様に当該英語村に関するオンラインレビューの予備的な探索を数

回行った際も 800 件程度だったので，それほど頻繁に多数のオンラインレ

ビューが追加されている様子はない。「新しい順」に表示される機能を使っ

て並べたところ，最新のものは，データ収集時の 19 時間前に投稿された

もので，最も古いものは 11 年前のものであった。表 1 は，投稿された時

期別に投稿数を数え一覧にしたものである。

　長い投稿文は「一部を表示する」機能のため，コンピューターのスクリー

ン上では，最初の数行が表示されるだけで全体が表示されていなかったが，

「続きを読む」機能を使い，全文を表示してコピーした。すべての情報を

コピーした時点での全文字数は 53,479 字である。

　その後，投稿者のアイコン，名前，投稿時期，Google ロゴ，評価（5 段
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階評価で，数字で点数が示されている），機能表示（例，「一部を表示」）など，

レビュー本文以外の情報を削除した。同時に，レビュー本文内に表示され

る「旅行のタイプ」「客室」「サービス」「立地」の評価も削除した 4）。また，

絵文字や，笑いを示す「（笑）」「（苦笑）」「w」「www」も削除した。レビュー

はほとんどが日本語で書かれており，今回の分析は日本語によるものだけ

を対象とした。日本語以外で書かれたものは 29 件あり，すべてに Google

による翻訳が併記され，実際のウェブページ上では，日本語での訳が読め

る。しかし，翻訳の過程には解釈が含まれ，Google 翻訳で選定された語（句）

が，投稿者の意図を表すのに最もふさわしいものであるとは限らない。従っ

て，今回の分析では英語で書かれたものは削除することにした 5）。Google

翻訳ではなく，日本語と英語の両方でレビューを書いているものが 1 件

あった。ほぼ同じ内容を日本語と英語で書いたものであったため，この 1

件については，英語の方を削除し，日本語でのレビューをデータに含めた。

日本語の文章の中で英単語が使われているものがあったが，その場合はそ

表１　投稿された時期と投稿数（データ収集日：2022 年 7 月 23 日）

～ 1 年前

～ 1 か月前　 16 件

246 件
～ 3 か月前　 29 件
～ 6 か月前　 14 件
～ 1 年前　　187 件

～ 2 年前 116 件
～ 3 年前 202 件
～ 4 年前 168 件
～ 5 年前  57 件
～ 6 年前  11 件
～ 7 年前   1 件
～ 8 年前   1 件
～ 10 年前   1 件
～ 11 年前   1 件
合計 804 件
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のままデータに含めた。その結果，最終的に全 27,487 字（スペースを含め

ない）のデータとなった。

3.2　テキストマイニング分析の準備

　本研究でのテキストマイニングは，フリーソフトである「MeCab

（Windows 版）」と「KH Coder」を利用して行った 6）。

　上に記した手順で準備したテキストデータを，KH Coder を使って分析

する際に，テキストデータの「前処理」として，まず，抽出語リスト（品

詞別）を出し，その中から当該英語村を特定できる語を分析の対象から除

外した。分析の対象から外した語は，31 語である。当該英語村名や，その

名前がついた商品名，所在地，施設内の固有名詞（レストラン名など）を

中心に除外した。普通名詞の中には，当該施設の特徴をよく表すと思われ

るものも含まれていたが，他の英語村に関しても同様の表現が使われる可

能性があるものはそのままデータに含めた。削除した語の属性をまとめた

表は資料 1 として本稿の最後に記している。また「おすすめ」（10 件）と

「オススメ」（11 件）の表記ゆれが見られたが，これらの語が同様の使われ

方をしていることを確認し，「おすすめ」に統一した。実際に使用したデー

タの総抽出語数（使用）は 15,509（6,173），異なり語数（使用）は，2,273（1,858）

である。

4．分析結果

　オンラインレビューデータの内容とその特徴を探るために，全体的にど

のような語が使われているのかを概観し（頻出語），その共起ネットワー

クと，類似性の高いデータのグループ（階層的クラスター）の結果を下に

示す。
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4.1　頻出語

　テキスト全体での出現回数が多い語を順に並べたものが表 2 である。「英

語」「イギリス」「英国」「施設」「雰囲気」「スタッフ」「思う」「建物」「行く」「良

い」が上位 10 個の単語である。「イギリス」と「英国」については，コロケー

ション統計結果を比べたところ（資料 2），複数の共通する語が各語の前後

5 語以内で使われており，同じような文脈で使われているようであるため，

表記を統一して同じ語として扱うことも考えられた。しかし，本研究は，

英語や文化に対する認識についての，詳細かつ深い分析を今後行うための

予備的調査という性質もある。「イギリス」や「英国」という用語が分析上，

鍵となる単語である可能性もあると考え，そのまま異なる語として扱うこ

とにした。

　当該施設に関するオンラインレビューでは，「英語」という単語が最も

多く使われている上，本研究は「英語」に対する認識を探究する研究の一

部でもあるので，「英語」を使用した原文の一覧を示したい（表 3）。「---」

の部分は，当該施設を特定することができる語を削除したものである7）。「英

語」という単語に関しては，「英語使用・対応」「英語学習」「英語力・英

語能力」についてのレビューが多いことがわかる。

4.2　共起ネットワーク

　図 1 は「データ中でよく一緒に使用される概念を線で結んでネットワー

クを描」いた（樋口，2014，p. 11）共起ネットワークである。最も多用さ

れている「英語」に関しては，「スタッフ（と）の英語または日本語によ

る対応」について書かれていることが多いと思われる。「イギリス，また

は英国の建物や外国の雰囲気や気分」について，そしてそれに対しての行

動や感情（「行く」「見る」「楽しむ」「感じる」など）の話題も多いようだ。

食事に関する話題とその評価（「スコーン」や「紅茶」が「良い」，「アフタヌー
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表 2　頻出 150 語のリスト
抽出語　　出現回数 抽出語　　出現回数 抽出語　　出現回数

英語 117 見学 15 注意 9
イギリス 82 素晴らしい 15 入れる 9
英国 79 多い 14 泊まる 9
施設 54 本格 14 綺麗 9
雰囲気 54 本当に 14 イベント 8
スタッフ 51 ツアー 13 カフェ 8
思う 51 説明 13 キッシュ 8
建物 48 利用 13 コース 8
行く 46 ティー 12 シャワー 8
良い 40 ハリーポッター 12 ショップ 8
楽しめる 39 レストラン 12 メニュー 8
宿泊 39 異国 12 悪い 8
美味しい 38 語学 12 夏 8
来る 37 出る 12 街 8
場所 36 日帰り 12 学校 8
日本語 33 パスポート 11 季節 8
楽しい 31 楽しむ 11 空間 8
気分 31 寒い 11 広い 8
食事 26 観光 11 残念 8
対応 26 気持ち 11 受付 8
日本 26 高い 11 雪 8
外国 25 作る 11 滞在 8
研修 25 参加 11 勉強 8
素敵 24 散策 11 サービス 7
料理 24 自分 11 バス 7
部屋 23 車 11 ホテル 7
味わえる 22 少し 11 価値 7
おすすめ 21 丁寧 11 家具 7
人 21 土産 11 過ごせる 7
アフタヌーンティー 19 訪問 11 公用 7
見る 19 話しかける 11 今度 7
言う 19 ランチ 10 山 7
最高 19 居る 10 時期 7
世界 19 今回 10 自然 7
案内 18 少ない 10 城 7
行う 18 文化 10 情緒 7
使う 18 話す 10 調度 7
出来る 18 ケーキ 9 頂く 7
入る 18 英会話 9 日本人 7
敷地 18 過ごす 9 表示 7
感じる 17 海外 9 歩く 7
訪れる 17 看板 9 料金 7
スコーン 16 基本 9 ご飯 6
紅茶 16 好き 9 ガイド 6
時間 16 今 9 サンドイッチ 6
体験 16 撮影 9 ビール 6
ティールーム 15 子供 9 応対 6
パブ 15 食べる 9 皆さん 6
学生 15 前 9 外人 6
感じ 15 中 9 近く 6
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図 1　共起ネットワーク

ンティー」が「おすすめ」など）もある。他に，よく共起する語のグルー

プから考えられる話題は「ティールームやパブなどの素敵な敷地」「（宿泊

施設の）美味しい料理」や「楽しい時間や体験」などである。
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4.3　階層的クラスター分析

　「類似性の高い語どうしをグループ化」（末吉，2019，p. 98）したクラスター

分析の結果を図 2 に示す。クラスター分析の結果からは，データ中の各語

がどのように用いられていたのかを想像するためのヒントを得ることがで

きる（樋口，2014，p. 38）。出現パターンが似ていることを示す図の左側

の語のつながりを見ると，大きく 10 グループに分けられる 8）。

①スタッフの使用言語

②食事と楽しい経験

③敷地内の施設

④英国体験

⑤研修宿泊施設

⑥学生の利用

⑦施設内の雰囲気

⑧外国・世界体験

⑨料理

⑩施設に対する感想と評価
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図 2　クラスター分析の結果

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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5．考察

5.1　英語教育（研修）施設としての英語村

　本研究の対象となった英語村は，リゾートホテルとしても利用されてい

る。予備的参与観察で訪問した際に出会った利用客（施設内で提供されて

いる授業や，施設のツアーなど，筆者と同じサービスを利用していた）に

実際に話を聞いたところ，英語学習施設としてではなく「卒業旅行の一部

として（2022 年 3 月のフィールドノートより）」「インスタで写真をみて来

ることになった（2022 年 3 月のフィールドノートより）」「他にはないタイ

プのホテルなので面白いと思って来た（2022 年 6 月のフィールドノートよ

り）」と話してくれた 9）。また，筆者自身がリゾートホテルの宿泊客とし

て参与観察をしたときも（2022 年 6 月），食事の場面で，まわりの利用客

が英語の学習を目的とするのではなく，リゾートホテルの滞在を楽しんで

いる様子をメモしている。具体的には，おそらく久々の再会を楽しむ 70

歳代だと思われる女性二人が，互いの家族や日常生活の話題を日本語で報

告しながら会話を楽しむ様子や，夫婦とみられる二人（60 歳代のようにみ

られた）が静かに食事を楽しむ様子などである（2022 年 6 月のフィールド

ノートより）。

　しかし，オンラインレビューでの頻出語の結果から明らかなように，一

般的には英語教育施設であるとの認識のほうが強いようである。また，当

該英語村のある現地の人々にとっても「ホテル」であるという認識はあま

りないようでもある。参与観察中にスタッフの方たちと話す機会があり，

ひとりの方が，地元では「公用語が英語」の「英語研修施設」という認識

で「塾とか企業の研修とかをやっているところ」であり，地元の人はホテ

ルとは思っていないと話してくれた。そしてそのスタッフの母親が「あそ

こに行くと英語を使わないといけないから」避けているという話をしてく
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れた（2022 年 3 月のフィールドノートより）。このように他の英語村と同

じように，当該施設も英語教育施設としての英語村と認識されている。こ

のような認識を反映しているのか，分析結果に示したとおり「英語」とい

う語が最もよく使われていた。

　英語村に対してどのようなことを期待していたのか，「英語」を使用し

た原文（一部を表 3 に記す）から，英語村についての記述や，期待してい

たことに関する記述を拾うと，次のようなコメントが見られた。

・スタッフも英語を話す

・スタッフはほとんどネイティブ

・全部英語で対応してもらえる・公用語が英語

・日本語も話してくれる

・楽しく英語が学べる場所

・宿泊英語研修に利用されている

・英語漬けの生活

・日本にいながら，外国（英国）にいるような空間・異国情緒

・英国文化を学ぶ（楽しむ・体験する）場所

・イギリスの料理も楽しめる

・イギリス製品を揃えている土産物店

　これらをまとめると，オンラインレビューでは「英語村は，日本にいな

がら外国（英国）にいるような気分になる空間である。そこでは，イギリ

ス料理を楽しむことができ，イギリスからの輸入品も購入できる。英語が「公

用語」であり，「ネイティブ」のスタッフと英語でやり取りをするが，日本

語でも対応してもらえる。宿泊英語研修で利用されており，英語漬けの生

活を送り，英語や英国文化を学ぶ施設」だと捉えられているようである。
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5.2　英語村での体験

　本節では，利用客が英語村でどのような体験をしたのか，そしてどのよ

うな体験を英語村のレビューとして特記しているのかを捉えるため，ここ

では「体験」という用語が使われている原文を見る。「体験」が使われて

いる全 16 件のレビューの一部を示したものが表 4 である。文中の「---」

は当該英語村の名前や所在地名，施設内の固有名詞，これらの語がついた

商品名を隠すために筆者によって改変された部分を示す。

　英語村で体験できるもの（こと）として，最も多く言及されているのが

「英国（イギリス・England）」である。「英国」「イギリス」「England」を

体験できると書いているものもあれば，「英国（イギリス）文化」を体験

できると書いているものもある。体験型英語教育施設なので，学習活動や

授業内容そのものに関する話題があってもよさそうなものだが，そのよう

表 3　「英語」を使用した原文・コロケーション（一部）



「英語村」に対するインターネット上の口コミ分析

―  35  ―

なレビューはない。学校の研修の一部として英語村のサービスを利用する

生徒や学生が，その研修の感想や体験を口コミサイトで書くことはあまり

考えられず，このような口コミサイトに訪問後のレビューを書くのは，ほ

とんどが一般利用客だからかもしれない。一般利用客も授業やセミナーを

受けることはできるが，こういった英語学習の要素よりもそれ以外の要素

のほうが，大きく期待され，強く印象に残るのだろうか。

　自明のことだが，「英語村」は英国ではない。しかし「英国を体験」「イ

ギリスを体験」「‘England’ を体験」「英国文化を体験」といったレビュー

のように，国や文化そのものが体験できるかのように書いているレビュー

が複数ある。おそらく国や文化そのものではなく「気分」や「雰囲気」を

体験できるということを意味しているのだろう。しかし，国や文化そのも

のであれ，その気分や雰囲気であれ，何を文化と呼び，体験をしていると

感じている文化とはどのようなものなのだろうか。英語村のどのような施

設やサービス，雰囲気を「英国文化」と感じているのだろうか。英語村で

の国や文化の表象の仕方，そして異文化に対する認識との関係から英語教

育を考える必要があるが，本研究の主目的から逸れるので，今後の探究的

研究の場で議論したい。

表 4　「体験」を使用した原文・コロケーション（一部）
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5.3　英語村（での体験）についての評価

　英語村，または英語村での体験について，利用者はどのような点をどの

ように評価しているのだろうか。頻出語リストでは，「良い」「楽しめる」「美

味しい」「楽しい」「素敵」「味わえる」「おすすめ」「最高」という好意的

な語が上位に見られる。これらの語のうち，「良い」「楽しめる」「楽しい」「お

すすめ」を取り上げて，何がどのように「良い・楽しめる・楽しい・おす

すめ」なのかを見る。表5から表8はそれぞれの語を使用した原文・コロケー

ションの一部を示したものである。文中の「---」は上と同様に，筆者によっ

て削除された部分を示す。

「良い」

　一部「景色が良いかどうかは，なんとも言えません」や「…した方が良かっ

たかもしれません」のように良い点を挙げているわけではないレビューもあっ

たが，ほとんどが「良い」と評価した点について言及したものであった。「良い」

と評価されたものは，施設の雰囲気，英語が使用できること，滞在時の天気

や気候，スタッフの対応や説明，英語習得や学習を目的として提供されてい

る設備や環境や教育，宿泊設備とサービス，提供された飲食物などである。

「楽しめる」「楽しい」

　英語村の利用客はどのような点を「楽しめる」と述べているのか，「楽し

める」と「楽しい」という前後の原文を精査したところ（表 6 は「楽しめる」，

表 7 は「楽しい」の原文の一覧の一部を示している。これまでと同様に一部

を削除している），「全体的に楽しめた」や「久しぶりだけどかなり楽しめた」

「日帰りでも楽しめる」といった表現のように，訪問や滞在そのもの，訪問中

や滞在中の経験全般について「楽しめる」とコメントしたものも含まれてい

たが，ほとんどのレビューでは具体的に楽しんだものが記述されていた。「楽
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しめる」と述べられていたものをまとめると以下のようなものが挙げられる。

・ イギリスの雰囲気（「中世イギリス貴族の生活環境の雰囲気」「異国

情緒」）

・建物，建築，調度品

・景色

・飲食物や，その提供に使われている食器

・ 施設内での体験（散策，トレッキング，買い物，授業，ツアー，イ

ベント）

・販売されている商品（「イギリスならではのもの」）

・スタッフとの英語での会話

・英語と日本語の両方（によるサービスの提供）

「おすすめ」

　利用者自身の体験から，レビューの読者に対して「おすすめ」できるも

のとして挙げられているのは，

・施設（施設から見える景色，敷地内での体験）

・ 雰囲気（別世界の気分，イギリスに居る感じ，日本の雰囲気ではな

くゆったり過ごせる場所）

・提供される飲食物

・提供されるサービス（ツアーや英語を使う環境）

・販売されている商品（土産物）

である。また，次のような人に対して「おすすめ」だと紹介されている。
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・英語を勉強したい人

・英語漬けになることを期待している人

・英会話の実践練習をしたい人

・本好きの人

・落ち着いた雰囲気が好きな人

・子どもの夏休みの訪問先を探している人

　以上のように英語村での体験については，ほとんどが楽しく，良いものであっ

たと記述されている。利用客は英語村に対して期待していたものを，実際に体

験でき，楽しく良い経験となったと感じ，満足して口コミを記している。繰り

返しになるが，楽しく，良いもので，「おすすめ」したいもののほとんどは，施

設の設備自体やその雰囲気，提供されている飲食物や売られている商品，施設

内での体験自体である。施設内での体験には，「（全部）英語による対応」や「英

語での会話」，英語で行われる「ツアー」も含まれる。「英語」とそれに関連す

る体験も商品として売られており，それを楽しみ，「英語を勉強したい人」や

英語学習のために「英語漬けになることを期待している人」に勧めている 10）。

表 5「良い」を使用した原文・コロケーション（一部）
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表 6「楽しめる」を使用した原文・コロケーション（一部）

表 7「楽しい」を使用した原文・コロケーション（一部）

表 8「おすすめ」を使用した原文・コロケーション（一部）
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5.4　英語力に関する記述

　以下の点は，英語村に対する認識を概観するという本研究の目的からは

逸れている上，当該の英語村に直接関係することではなく，日本の英語教

育や英語学習全般にかかわる議論になるが，とりあげたい。

　上で「英語」という用語に関して，「英語使用・対応」「英語学習」「英語力・

英語能力」についてのコメントが多いことについて触れたが，オンライン

レビューデータで頻繁に使用される用語を中心に，異なる視点から何度も

テキストデータを読みこむうちに，ある特徴に気づいた。レビューの書き

手自身の英語（力）に対する肯定的な記述はない（または，レビューの内

容からは不明）のに対して，否定的な評価を窺わせる内容の記述が見られ

た。たとえば，次のような記述である。すべて，データの一部をそのまま

抜き出した表現であり，前後を省略している。

 1．英語しか話してはいけないというルールに心配があったけど

 2．英語を使う機会などめったにない為，少々気後れしてしまい

 3．英語を馬鹿にされたらと思う恐怖心

 4．英語で【Japanese English!】と言われ，仲間の白人と共に笑われ

 5．拙いながら少しは英語で話しかけようと試みる

 6．英語で四苦八苦してたら

 7．学生の時にやった英語はもっともっと記憶の彼方でしたが

 8．英語出来なくても指ハートすればどうにかなりました

 9．明らかに下手な英語でもちゃんと英会話してくれました

10．英語ができない私でもなんとか受付できました

11．英語でしたが，受付の方は日本語で話してくれました

12．英語ができなくても日本語で対応してくださいます

13．日本語でも対応してくれるので英語に自信が無くても大丈夫
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14．教育施設なんで，まぁ，英語ですが，どうにかなります

15． 英語が公用語です。日本語を話す方もいるのであまり心配いらな

い

16．英語力はあまり無くても大丈夫です

17．英語での応対が難しければもちろん日本語でも対応してもらえる

18．英語が話せないので楽しさ半減

19． 自分にもう少し英語のスキルがあったらもっと堂々とこの空間を

楽しめるだろうなぁ

20． 英語が苦手な私より英語が話せる人ならもっと楽しめるんだろう

なー

21．英語が得意な方はすごく楽しいと思います

22．ここに来るたびに自分の英語の進歩のなさを実感します

23．そこは流暢な英語でかえしました。嘘です

24．英語力が上がれば苦労はしない

25．英語へのモチベーションやマインドなどが変わればいいが

　英語使用に関する不安（例，1，2）や恐怖心（例，3）があり，実際に

自分の英語に対して否定的な評価をされた経験（例，4）もある。自分の

英語に自信があるわけではないが（例，5，6，7），なんとか英語使用に

成功した（例，8，9）。または，日本語でのサポートなどでなんとか問題

は回避できた（例，10，11，12，13，14，15，16，17）。しかし，英語が

できないため，十分に楽しむことができなかった。もっと楽しむためには

英語力が必要である（例，18，19，20，21）。そして，英語を流暢に使い

こなしているイメージの自分とはかけはなれた自分を実感する（例，22，

23）。このような英語学習者の姿が見えてこないだろうか。なぜ，自身の

英語について，このような否定的な表現で記述し，なぜ英語が話せるともっ
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と楽しめると思うのだろうか。どのような英語使用が理想的なのだろうか。

このような点については批判的な議論が必要なので，質的な分析を行う今

後の課題としたい。

6．結論と今後の課題

　日本の英語村のひとつに関するオンラインレビューの内容を分析するこ

とによって，英語村という形態の英語教育施設に対する人々の認識を調査

した。オンラインレビューでは「英語」という語が最も頻繁に使われており，

施設内での英語使用や，スタッフの英語での対応，英語学習，英語力や英

語能力に言及したものが多かった。レビューの投稿者のほとんどは英語の

プログラムに参加することを主な目的としているのではない一般利用客だ

と考えられるが，このような一般利用客にとっても，英語村は「英語教育

施設」であるとの認識が強いようである。

　また，外国（特にイギリス）の雰囲気や外国にいるような気分を楽しん

だ体験や，施設内で提供されているサービスの良い点について書かれてい

るものが多かった。外国の雰囲気や外国にいる気分の中で，英語でやりと

りすることの楽しさに言及したものも多く，英語使用体験そのものも商品

の一部として消費されているようである。

　英語村は，研修として訪れる児童，生徒，学生以外の一般利用客にはリ

ゾートホテルとして利用されているが，英語教育施設であるとの認識のほ

うが強いようである。しかし，レビューには，英語でのやりとりや英語に

囲まれた環境が良く，英語を学習したい人に良いものだといったコメント

があるものの，とくに教育内容について具体的に記述したものはなかった。

「英語漬け」の環境で英語のやりとりをすることが英語学習によいと捉え

られているのだろうか。

　本稿では口コミデータの全体像を把握することを主な目的とした。本研
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究のデータから，（異）文化の捉え方や言語使用（とくに言語選択）に対

する信条，英語学習（法）に対する意識，英語能力に関する（特に自身の）

否定的な捉え方など，さらに深く議論すべき方向性が見えてきた。今後は，

他の手法で集めたデータを分析，参照しながら，これらの点について，批

判的に議論をしていく予定である。

　今回は口コミ数が最も多かった「Google のクチコミ」だけを取り扱った

が，他にも多くの旅行情報サイトがある。主要な旅行情報サイトを比較し

たり，インターネット上で収集できる口コミを統合してさらに大きなデー

タを分析したりすることも必要だろう。また，インターネット上の口コミ

には，レビューだけでなく，投稿日，投稿者の性別，評価（5 段階評価：

星の数で示す。星の数「1」が最低値で，「5」が最高値），「旅行のタイプ」

や「客室」「サービス」「立地」に関する評価など，様々な情報が掲載され

ている。これらの情報を適宜取り入れながら分析することにより，より綿

密な調査や議論ができるだろう。

　今回は典型的かつ歴史が他と比較して長く，比較的大規模な施設をとり

あげたが，他の英語村を調査することによって，共通点や相違点も見えて

くるだろう。そして，「英語村」という英語教育施設や形態の調査と深い

考察から，現代の日本における英語教育や英語学習，そして異文化理解（教

育）に対する認識についてより深い理解が得られ，今後の外国語教育や異

文化理解教育に関する有益な示唆が得られると考える。

謝辞
　研究倫理上，施設の特定ができないように匿名化する必要があり，ここで御名
前を記すことはできませんが，一訪問客としての観察に対して許可をいただきま
した英語村施設の皆様に心から御礼を申し上げます。皆様には温かくお迎えいた
だいた上，ご多用の中，ご丁寧に質問にお答えいただきました。また，桃山学院
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大学の新保朝子先生，斉藤倫子先生，鄭京淑先生から草稿に対して有益な助言を
いただきました。この場を借りて深く御礼申し上げます。

注
 1 ）商品やサービスのインターネット上のレビューは，従来の口コミがデジ

タル化したもので「e- 口コミ（e-word-of-mouth）」と呼ばれている（石橋，
2012）。デジタル化された口コミに対する用語が引用文献ごとに異なるため，
本稿では「口コミ」と表記するが，すべてオンライン上の口コミを指す。ま
た「口コミ」サイトではあるが，単に噂を広めるのではなく，体験をもとに
批評をしているものも多いため，とくに「口コミ」と表記しなければいけな
い場合を除いて，本稿ではインターネット上での批評という意味の「オンラ
インレビュー」または「レビュー」を使用する。

 2 ）https://englishvillage.co.jp/（2022 年 8 月 16 日閲覧）
 3 ）https://www.kitakyushu-global-gateway.com/（2022 年 8 月 16 日閲覧）
 4 ）オンラインレビューの投稿の際に，旅行のタイプ（「出張」「バケーション」
「家族旅行」「友だち」「一人」「カップル」から該当するものをすべて選択す
る），部屋，サービス，立地に関するスコア（☆が５つあり，クリックする）
の入力が求められ，それが本文中に表示される。

 5 ）この点が，質的データの量的分析法の弱点かもしれない。テキストの解釈
から概念を捉えようとする質的分析段階では，英語で書かれたレビューも取
り入れることができるだろう。

 6 ）MeCab のダウンロード先は，http://taku910.github.io/mecab/（閲覧日
2022 年 7 月 18 日）である。KH Coder のダウンロードは　http://khcoder.
net/（閲覧日 2022 年 7 月 18 日）から行った。

 7 ）削除した部分の文字数に合わせて「---」部の長さを変えている。
 8 ）出力された結果は色分けされており，語のグループが識別できるが，本稿

ではグループを四角で囲むことによって各クラスターを示す。
 9 ）日本の英語村の一施設を訪問し，フィールドワークを行った。2022 年 3

月の平日 5 日間，6 月の週末 2 日間である。提供されているサービスをスケ
ジュールが許す限り一般客として利用し，「英語村では何が行われているの
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か」を観察することを目的とした参与観察を行った。当該施設には，一般利
用客として訪問するが，研究者として自分自身の体験をデータとする可能性
があることをメールと電話で伝えた。そして，当該施設から「商用目的でな
ければ自由に使用してよい」との許可を得ている。体系的な聞き取り調査は
行わなかったが，機会を見つけて，スタッフの方々から話を伺った。インタ
ビューではなく，立ち話のような形で聞くことが多く，会話の直後や訪問後
に話された内容を記録した。会話中にメモをとることはなく，会話直後に別
の場所でキーワードだけを記録したり，文（章）を書いたりした。この簡易
フィールドノートを，施設から宿泊先に戻った当日やフィールドワークから
帰ってきた後に，記憶とその他のデータ（書類，写真，映像など）を頼りに
詳細な内容を含めた文（章）にし完成させた。

10 ）当該施設の職員の方は「英語を自由に使えない，その不便さも楽しんでも
らいたい」と仰っていた。
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名詞 7 語（使用頻度はそれぞれ 15 回，11 回，10 回，8 回，4 回，3 回，2 回）
固有名詞 4 語（使用頻度はそれぞれ 6 回，2 回，1 回，1 回）
組織名 3 語（使用頻度はそれぞれ 2 回，1 回，1 回）
地名 6 語（使用頻度はそれぞれ 14 回，7 回，7 回，2 回，2 回，1 回）
未知語 8 語（使用頻度はそれぞれ 18 回，2 回，2 回，2 回，1 回，1 回，1 回，1 回）
タグ 1 語（使用頻度は 20 回）
名詞C 2 語（使用頻度はそれぞれ 21 回，6 回）

資料 1　データから削除した語の属性と語数

資料２　 「イギリス」「英国」コロケーション統計（前後 5 語以内で使われている
語の頻度）上位 40 語

イギリス 英国
1 ない 否定助動詞 1 ない 否定助動詞

2 本当に 副詞 2 文化 名詞

3 雰囲気 名詞 3 気分 名詞

4 文化 名詞 4 建物 名詞

5 気分 名詞 5 体験 サ変名詞

6 中世 名詞 6 中世 名詞

7 行く 動詞 7 行く 動詞

8 建物 名詞 8 料理 サ変名詞

9 貴族 名詞 9 場所 名詞

10 好き 形容動詞 10 来る 動詞

11 来る 動詞 11 日本 地名

12 施設 サ変名詞 12 パスポート 名詞

13 体験 サ変名詞 13 スタッフ 名詞

14 味わえる 動詞 14 行う 動詞

15 街 名詞Ｃ 15 イギリス 地名

16 輸入 サ変名詞 16 美味しい 形容詞

17 感じる 動詞 17 雰囲気 名詞

18 最高 名詞 18 本格 名詞

19 居る 動詞 19 味わえる 動詞

20 英語 名詞 20 英国 地名

資料
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21 英国 地名 21 プチ 未知語

22 旅行 サ変名詞 22 貴族 名詞

23 すべて 副詞可能 23 空間 名詞

24 一度 副詞 24 好き 形容動詞

25 疑似 名詞 25 若者 名詞

26 古い 形容詞 26 情緒 名詞

27 国旗 名詞 27 大使館 名詞

28 仕様 名詞 28 田舎 名詞

29 小物 名詞 29 土産 名詞

30 紳士 名詞 30 風情 名詞

31 是非 サ変名詞 31 並ぶ 動詞
32 日本 地名 32 本当に 副詞
33 楽しめる 動詞 33 要る 動詞
34 出来る 動詞 34 旅 サ変名詞
35 場所 名詞 35 ディズニーランド 固有名詞
36 触れ込み 名詞 36 アフタヌーンティー タグ
37 分かる 動詞 37 ランチ 名詞
38 入る 動詞 38 広い 形容詞
39 思う 動詞 39 敷地 名詞
40 宿泊 サ変名詞 40 思う 動詞
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An Analysis of Online Reviews Regarding
Eigo Mura （English Villages） Using Text Data 

Mining Techniques

TSURII Chie

This study overviews how and in what terms people talk about their 
experiences at a new type of English language educational institution 
in Japan, eigo mura （English village）. User-generated online reviews 
about an English village were quantitatively analysed using text mining 
techniques that employed KH Coder software. The reviews were 
retrieved from the Google review page and comprised 804 comments 
consisting of 27,487 characters （excluding spaces）. I analysed high-
frequency words and co-occurrence networks, which showed the 
relationship between a specific word and others used in the data, and 
performed a hierarchical cluster analysis that identified the combinations 
or groups of words with similar appearance patterns, following 
Higuchi’s （2016） methodology. Although the English village functions 
as an English language educational institution and a resort hotel, the 
results showed that people strongly perceive it as an English education 
institution. Additionally, they believe in the efficacy of being immersed in 
British culture and situations that require the use of English in order to 
learn the language.
　This study is part of a larger multifaceted ethnographic research in 
the context of the English village to explore the ideological nature of the 
English language, including how it is learnt or taught, in contemporary 
Japanese society. Text mining can be applied for exploratory research 
and this study is part of a triangulation in a qualitative exploratory 
research, providing an overview on people’s perceptions of English 
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villages, as a preliminary project for further research. The investigation 
suggested additional topics that can be examined to gain a deeper 
understanding of how the English language and the learning/teaching 
of it are perceived, as well as the reasons behind people’s negative 
feelings about their own English language skills. Then, these insights 
can be extrapolated to the study of how other cultures, foreign 
language education and （education of） intercultural communication are 
represented and perceived. In the same manner, beliefs on language use 
and language choice can be explored.

Keywords:  text mining, eigo mura （English villages）, online reviews, 
English language education, intercultural education
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ウィトゲンシュタインにおける
罪悪感の問題

──ドストエフスキーとの関係を手がかりに──

伊　藤　潔　志

はじめに

　本稿は，ウィトゲンシュタイン（Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889- 

1951）1）の宗教理解の特質を，ドストエフスキー（Fyodor Mikhailovich 

Dostoevsky, 1821-1881）との関係を手がかりに明らかにすることを目的と

する。

　一般的な印象に反し，ウィトゲンシュタインが宗教に大いに関心を持っ

ていたという事実は，弟子たちの証言などから明らかになっている 2）。

ウィトゲンシュタインを宗教との関連で論じる研究は，『思考運動――日

記　1930 ～ 1932 年，1936 ～ 1937 年――（Denkbewegungen: Tagebücher 

1930-1932, 1936-1937）』（1997 年。以下では『哲学宗教日記』と記す）

の発見以降，とりわけ盛んである 3）。

　ウィトゲンシュタインはさまざまな人物から影響を受けていると考えら

れるが 4），こと宗教理解への影響を考えるならば，弟子のフォン・ヴリクト

（Georg Henrik von Wright, 1916-2003）による次の証言が重要である。

ウィトゲンシュタインは，狭い意味での哲学者からよりも，哲学・宗教・

キーワード：ウィトゲンシュタイン，ドストエフスキー，宗教，罪悪感，幸福
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詩の境界にいる著者から深い感銘を受けた。それは，聖アウグスティ

ヌス，キルケゴール，ドストエフスキー，トルストイである。5）

　これら四人の思想家がウィトゲンシュタインの思想形成，とりわけ宗教

理解に重要な役割を果たしていることは，伝記研究の成果からも明らかに

なっている 6）。しかし，その内実，すなわち具体的にどのような影響を受け

ていたのかについては，これまで論じられることは少なかった 7）。とりわけ

ドストエフスキーとの関係は，論じられることはほとんどなかったと言っ

てよい 8）。

　しかし，ゾマヴィラ（Ilse Somavilla, 1951- ）も指摘しているように，

ドストエフスキーはウィトゲンシュタインの倫理と宗教に対する態度に

決定的な役割を果たしている 9）。たとえば弟子のドゥルーリー（Maurice 

O’Connor Drury, 1907-1976）は，次のように言っている。

さらに彼〔ウィトゲンシュタイン〕は，宗教について本当に重要なこ

とを言ったヨーロッパの作家は近年ではドストエフスキーとトルスト

イの二人しかいない，と言った。10）

　ドゥルーリーによると，ウィトゲンシュタインはドストエフスキーの作

品を高く評価しており，友人にも勧めていたという 11）。また，弟子のキン

グ（John King）も「彼〔ウィトゲンシュタイン〕は，ゾシマ長老や「大

審問官」の伝説などに感銘を受けたかどうか確かめるため，このことにつ

いて熱心に質問してきた」12）と言っているし，友人のエンゲルマン（Paul 

Engelmann, 1891-1965）もウィトゲンシュタインの好きな作家の一人はド

ストエフスキーであったと証言している 13）。

　先述のように，ウィトゲンシュタインとドストエフスキーとの関係につ
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いてはこれまで主題的に研究されることはきわめて少なかったが，いくつ

か先行研究は散見される。たとえばゾマヴィラは，ウィトゲンシュタイン

とドストエフスキーとが「幸福な生」によって何を理解したのかを考察し，

ドストエフスキーがウィトゲンシュタインの倫理観や宗教観に与えた重要

性は計り知れないと結論づけている 14）。これに対してロボ（Tea Lobo）は，

ゾマヴィラは知覚と内面性の適切な表象との関連性を念頭に置いて論じて

いないと指摘しつつ 15），ドストエフスキーの小説の美学に対するウィトゲ

ンシュタインの思想の適用可能性という観点から考察している 16）。

　しかし，ウィトゲンシュタインの宗教理解に一定の輪郭を与え，その

本質を明らかにするという本稿の関心からすると，ウィトゲンシュタイン

へのドストエフスキーの影響の実相を明らかにするだけではなく，ウィ

トゲンシュタインの思想そのものに対する検討も必要になるだろう。そこ

で本稿では，次のように考察を進めていきたい。まずⅠでは，ウィトゲン

シュタインとドストエフスキーとの関わりを『カラマーゾフの兄弟（The 

brothers Karamazov）』（1879 年）を中心に辿っていく。続くⅡでは，ド

ストエフスキーの宗教観の形成を概観した上で，『カラマーゾフの兄弟』

のドミートリイに注目し，ドストエフスキーの宗教観を罪悪感と幸福との

関係において考察する。そしてⅢでは，ウィトゲンシュタインの幸福観を

通して，ウィトゲンシュタインにおける倫理と宗教との関係を示す。そし

て最後に，ドミートリイを手がかりにウィトゲンシュタインの宗教理解の

特質を明らかにしたい。

Ⅰ　ドストエフスキーとの関係

　ウィトゲンシュタインは，どのようにしてドストエフスキーと出会った

のか。もともとウィトゲンシュタインの読書の好みはかなり伝統的なもの

だったらしく 17），ウィトゲンシュタインがドストエフスキーと出会った時
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期をはっきり特定することは難しい。ただ，第一次世界大戦に従軍したと

きにはすでにドストエフスキーを熱心に読んでいたということが確認でき

る。ウィトゲンシュタインの戦友であったビエラー（Max Bieler）は，次

のように述懐している。

1916 年 4 月（？），ウィトゲンシュタインは突然，戦線に出るように

命令を受けた。……〔中略〕……彼は，絶対に必要なものだけを持っ

て行き，他のものはすべて残して行った。……〔中略〕……彼が持っ

て行った他のいくつかの本の中には，『カラマーゾフの兄弟』があった。

彼は，この本をとても気に入っていた。私たちはしばしば，〔ゾシマ〕

長老の人物像について話し合った。18）

　また，ウィトゲンシュタインとともに捕虜として収監されたパラク（Franz  

Parak）は，次のように証言している。

彼〔ウィトゲンシュタイン〕がドストエフスキーを扱い始めたのがい

つ頃だったのかは，知らない。しかし，そのとき彼がドストエフスキー

の作品をもっとも評価していたのは事実で，彼はそれを読む必要を感

じていた。彼は私に，やはり『カラマーゾフの兄弟』は偉大である，

と指摘した。19）

 

　こうした傾向は第一次世界大戦後も続いていたようで，村の小学校で教

師になったウィトゲンシュタインは『カラマーゾフの兄弟』を繰り返し読

み，村の神父に朗読していたという 20）。そして，1930 年代に哲学教授とし

てケンブリッジに戻ったときには，すぐにロシア語を熱心に勉強し始め，

ロシアへの移住を計画したほどである 21）。ウィトゲンシュタインのロシア
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語の家庭教師であったパスカル（Fania Pascal）は，ウィトゲンシュタイ

ンがロシア語を勉強してロシアに移住しようとしたのはロシア文学への強

烈な情熱に由来するものだろうと推測し，次のように言っている。

彼〔ウィトゲンシュタイン〕のロシアに対する気持ちは，政治的・社

会的な問題よりも，トルストイの道徳的な教えやドストエフスキーの

精神的な見識と常に関係していただろう。22） 

　このように，ウィトゲンシュタインは生涯にわたってドストエフスキー

に深い関心を抱き続けており，とりわけ『カラマーゾフの兄弟』に魅了さ

れていたことが窺える。

Ⅱ　ドストエフスキーの宗教観

（1）宗教と民衆

　次に，ドストエフスキーの宗教観の特質を概観していこう。ドストエフ

スキーは，グリックスバーグ（Charles Irving Glicksberg, 1900-1998）も

言うように「卓越した
0 0 0 0

（par excellence）宗教的小説家」23）である。ドスト

エフスキーは，敬虔なキリスト教徒の家庭に生まれ育ち，幼いころから母

親に『旧約聖書』や『新約聖書』を読み聞かせられていた。とりわけ「ヨ

ブ記」には，大いに惹きつけられていたという 24）。こうした家庭環境を踏

まえた上でドストエフスキーの宗教観の特質を挙げると，私見では次の三

点にまとめることができる。すなわち，①「死刑」の体験，②民衆の「発見」，

③「正教」の信仰の三つである。

　まず，ドストエフスキーの宗教観の成立にあたって重要な役割を果

たしているのが，「死刑」の体験である。ドストエフスキーが死刑判決

を受けることになったのは，ペトラシェフスキー（Mikhail Vasilyevich 
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Butashevich-Petrashevsky, 1821-1866）が主催する社会主義サークルに参

加していたことに起因する。ドストエフスキーは，このサークルのメンバー

の一人として 1849 年 4 月 23 日の早朝に逮捕・収監され，11 月 16 日に銃

殺刑の判決を言い渡されている 25）。しかし，この死刑判決は茶番であって，

死刑執行の直前に皇帝の「慈悲」による恩赦で減刑されることになる。

　ここで重要なのは，最初の「死刑囚」の三名が柱に括りつけられたとき，

ドストエフスキーは数分後に自らに確実に訪れる「死」に直面していたと

いう事実である。この「死刑」の体験は，ドストエフスキーの人生観・宗

教観を一変させた。迫りくる「死」を味わったドストエフスキーは，この

とき霊的に覚醒したように思われる。この体験の直後に書かれた兄・ミハ

イル（Mikhail Mikhailovich Dostoevsky, 1820-1864）宛ての手紙には，次

のように記されている。

生活は賜物です。生活は幸福です。瞬間瞬間が永遠の至福かもしれま

せん。若者に英知があれば！（Si jeunesse savait!）　今や，生活の転

換点において私は，別の形に生まれ変わります。兄さん！　私は，希

望を失わずに精神と心とを純粋に保つことを，あなたに誓います。私

はよりよい方に生まれ変わります。これが私のすべての希望，慰めの

すべてです！ 26）

　続いて重要なのが，その後のシベリア流刑における民衆の「発見」であ

る。すなわち，ドストエフスキーが現実
0 0

の民衆を知ったということである。

もっとも，民衆出身の囚人は貴族出身の囚人を自分たちの仲間だとはみ

なしておらず，貴族出身のドストエフスキーも嫌な思いをさせられたらし

い 27）。しかし，しばらくしてドストエフスキーは，そうした民衆に美点を

見出していく 28）。民衆の囚人にとって重要なことは，神を信じることであっ
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た。それが，ドストエフスキーが民衆に見出した美点である。

　ドストエフスキーは，シベリアでの流刑体験を基に，小説『死の家の記

録（Notes from a Dead House）』（1862 年）を著している。『死の家の記録』

には何人もの囚人が登場するが，その中でも特に周囲から尊敬されている

囚人の特徴として共通しているのは，信仰に篤いことである 29）。ドストエ

フスキーがシベリアの監獄で「発見」した民衆は，衝動的な生き方をして

はいるものの，神を信じる民衆であった。これは，ドストエフスキーの人

生観・宗教観に大きな影を落としている。

　そしてドストエフスキーは，キリストにこそ救いがあると確信するに至

る。ドストエフスキーは，懲役を終えた直後に書かれたフォンヴィージナ

（N. D. Fonvizina）宛ての手紙に，次のように書いている。

それだけではなく――もし誰かがキリストは真理の外にあることを私

に証明することに成功し，また実際に
0 0 0

真理がキリストの外にあったと

しても，私は真理よりキリストのもとに止まるでしょう。30）

　この有名な一節はドストエフスキーの一種の信仰告白であるが，ドスト

エフスキーの信仰は正教に基づくものだったのだろうか。たとえば高橋保

行は，ドストエフスキーは正教に精通していてその思想を自らの作品に折

り込んでいた，としている 31）。しかし，『作家の日記（A Writer’s Diary）』

（1873 ～ 1881 年）を丹念に読むならば，ロシア正教に対する賛美は，露土

戦争があった 1876 ～ 1877 年に集中していることに気づく。また，その内

容も抽象的，さらに言うならば政治的である。したがって，ドストエフス

キーの信仰
0 0

の対象としての「正教」とは，幼年時代以来浸み込んでいる，

そして民衆の「発見」を通して間接的
0 0 0

に得られた「正教」であって，必ず

しも現実の正教と一致するとは限らないだろう。
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（2）宗教と幸福

　ドストエフスキーは，先に引用した手紙の中で，キリストが真理の外に

あるとしてもキリストとともに止まる，と言っていた。しかしその直前に

は，次のようにも書いている。

私自身について言うと，私は世紀の子であり，私はこれまでずっと，

そしてこれからも棺の蓋が閉ざされるまで，（私は知っていますが）

不信と懐疑の子です。信じたいというこの渇望がどれほどひどい苦し

みを私に与え，そしてまだ与え続けているでしょうか。それが私の魂

の中で強くなればなるほど，それに反対する論拠が強くなるのです。32）

　ここから分かるように，ドストエフスキーの信仰は決して単純なもので

はなく，それゆえドストエフスキーの宗教観も一筋縄ではいかない。そこ

で，宗教の問題を多面的に取り扱った作品である『カラマーゾフの兄弟』

を通して，ドストエフスキーの宗教観を掘り下げていきたい。『カラマー

ゾフの兄弟』は，ウィトゲンシュタインが繰り返し読んだという愛読書で

ある 33）。ここでは，『カラマーゾフの兄弟』の主要人物の一人，ドミートリ

イに注目しよう。ドミートリイからは，苦難を通しての生活の変化を読み

取ることができる。

　カラマーゾフ家の長男であるドミートリイは，父親のフョードル殺害の

冤罪で逮捕される。直情的な人であるドミートリイは，抽象的・合理的で

はないが情熱的かつ真剣に考え 34），弟のアリョーシャ（アレクセイ）に自

らの生活の変化を述べている。

「弟よ，俺はこの〔予審での有罪判決から監獄で過ごした〕二ヶ月の

間に，自分の中に新しい人間を感じとった。新しい人間が，俺の中で
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蘇ったのだ！」35）

　そしてドミートリイは，苦難において神を必要としていることに気づく。

「地底〔刑務所〕で神様なしで，俺はどうやっていけるのだ？ 

……〔中略〕……流刑囚にとって神なしでやっていくことは不可能，

流刑囚でない人間よりもっと不可能だ！　そしてそのとき，俺たち地

底の人間は，喜びの中にある神への悲劇的な賛歌を大地の底から歌

う！　神とその喜びよ，万歳！　俺は神を愛している！」36）

　この発言には先に見たドストエフスキーの流刑体験が二重写しになって

いるのだが 37），ここで注目したいのはドミートリイが罪悪感において自ら

の生活に喜びを見出していることである。ドミートリイは，自らの放蕩生

活を「堕落（fallen）」38）だと認めている。しかしその上で，自分の中にも

高貴な何かがあると感じている。そしてドミートリイは，次のような詩を

作っている。

「この世の高きもの（Highest）に栄光あれ

 我が内なる高きものに栄光あれ！」39）

　ウィトゲンシュタインもよく引用していたというこの詩は40），ドミートリ

イによれば「詩ではなく涙」41）である。ドミートリイは「いや，生活は充実

している。地底にも生活はある！」42）と叫び，そして罪悪感に苛まれながら

も神を称え，苦難による浄化を望む 43）。そして，猜疑心・不信感に苦しんで

いたドミートリイは，アリョーシャの「兄さんが人殺しだなどと，ただの

一瞬も信じたことはありません」44）という言葉とともに蘇るのである。
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Ⅲ　ウィトゲンシュタインの幸福観

　ウィトゲンシュタインは『草稿　1914 ～ 1916 年（Tagebücher 1914-

1916）』（1961 年。以下『草稿』と略記する）において，生活の意味や善悪

と幸福との関係についての問いをめぐって，ドストエフスキーに言及して

いる（vgl., TB, S. 168）。そこで本節では，ウィトゲンシュタインとドスト

エフスキーとの接点を探るため，ウィトゲンシュタインの幸福観を明らか

にしていきたい。

（1）世界と幸福

　『論理哲学論考（Tractatus Logico-Philosophicus）』（1921 年。以下『論考』

と略記する）においてウィトゲンシュタインは，幸福について次のように

言っている。

善い意図（das Wollen）あるいは悪い意図が世界（die Welt）を変え

るとすれば，それはただ世界の限界を変えることができるだけであっ

て，事実（die Tatsachen）を変えることはできない。すなわち，言

語によって表現されうるものを変えることはできないのである。

要するに，そのとき世界は，それによってそもそも別の世界になるの

でなければならない。世界は，言わば全体として弱まったり強まった

りする（abnehmen oder zunehmen）のでなければならない。

幸福の世界（die Welt des Glücklichen）は，不幸の世界（die Welt 

des Unglücklichen）とは別の世界である。（TLP, 6.43）

　これに関連して，『草稿』の 1916 年 7 月 29 日の記事には，次のような

記述がある。
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「幸福に生きよ！」という以上のことは，語られえないだろう。

幸福の世界は，不幸の世界と別の世界である。

幸福の世界は，幸福な世界
0 0 0 0 0

（eine glückliche Welt）である。

それでは，幸福でも不幸でもない世界は存在しうるのか？

 （TB, S. 172）

　『草稿』には，他にも幸福に言及している箇所が多数ある。ウィトゲンシュ

タインにおいて幸福は倫理の中心概念であるが，後述のように宗教・倫理・

美学を一体に考えるウィトゲンシュタインにあっては，宗教を含む価値の

中心概念であると言ってよい。『論考』では，次のように言われている。

もし，永遠（die Ewigkeit）というものが，無限な時間の持続（unendliche 

Zeitdauer）ではなく無時間性（die Unzeitlichkeit）として理解される

ならば，現在（die Gegenwart）の中に生きる者は永遠に生きるので

ある。（TLP, 6.4311）

　また，『草稿』の 1916 年 7 月 8 日の記事には，次のような記述がある。

私は幸福であるか不幸であるかのどちらかであり，これがすべてであ

る。「善悪は存在しない」と語ることができる。

幸福な者は恐れを抱いてはいけない。たとえ死を前にしても。

時間の中ではなく，現在の中で生きる者のみが幸福である。

 （TB, S. 169）

　すなわち，時間の中ではなく現在の中で生きる人が永遠に生きるのであ
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り，それが幸福なのである。先に引用した『論考』の命題 6.43 は，1916

年 7 月 5 日の『草稿』で定式化された思考の最終版であるが 45），世界の強

弱という着想を補完するため，幸福という概念を追加している。すなわち，

「幸福の世界は，不幸の世界とは別の世界である」（TLP, 6.43）と。

（2）生活の変化

　1916 年 7 月 6 日の『草稿』でウィトゲンシュタインは，ドストエフスキー

に触れつつ，幸福に言及している。

そして，幸福な者は現に存在していることの目的（der Zweck des 

Daseins）を満たしているとドストエフスキーが語る限り，彼は正し

いのである。

あるいは，もはや生活（das Leben）以外の目的を必要としない者，

すなわち満足している者は，現に存在していることの目的を満たして

いると言える。（TB, S. 168）

　この一節は，幸福な生活のために努力することの重要性についての一連

の考察において書かれたものである。その考察の中でウィトゲンシュタイ

ンは，幸福な生活を強調し，幸福になることとは「この世界の苦難（die 

Not dieser Welt）」（TB, S. 176）にもかかわらず「現に存在していること

の目的」（TB, S. 168）を達成することだ，と言っている。

　それでは幸福な生活とは，いかにして実現するものなのか。ウィトゲン

シュタインは，1937 年 8 月 27 日の手稿で次のように言っている。

君が生活において目にする問題の解決策は，問題のようなものを消滅

させるような生き方である。
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生活に問題があるということは，君の生活が生活の形式に合っていな

いということである。だから君は，君の生活を変えるしかない。そして，

君の生活が形式に合えば，問題のようなものは消える。（VB, S. 487） 

　すなわち，生活の変化によってのみ生活の問題は消し去ることができる，

と言うわけである。また，1946 年 10 月 11 日の手稿では，次のようにも言っ

ている。

キリスト教はとりわけ，私が信じているところでは，すべての良い教

えは役に立たないと言っている。生活
0 0

を変えなければならないのだ。

（あるいは，生活の方向
0 0

〔die Richtung〕を。）（VB, S. 525）

　ここから，ウィトゲンシュタインにおいて生活の変化とは，すぐれて宗

教的な課題だということが分かる。

（3）倫理と宗教

　ウィトゲンシュタインは，私的な日記や会話を除くと，宗教について公

に言及することはほとんどなかった。その中にあって例外的と言えるのが，

「倫理学講演（A Lecture on Ethics）」（1965 年。以下では「講演」と略記

する）である。この講演は，1929 年に「異教徒たち（The Heretics）」と

いう名称の協会のメンバーを対象に行われた，一般向けの講演である。も

ちろん，講演の主題は文字通り倫理学なのであるが，ここでウィトゲンシュ

タインは「倫理的（ethical）」という言葉と「宗教的（religious）」という

言葉とを並列に取り扱っている（cf., LE, p. 42）。また，「講演」の冒頭で「倫

理学（Ethics）」という言葉を美学（Aesthetics）をも含む意味で使用する

と断っているように（cf., LE, p. 38），倫理・宗教・美学を広く含む価値を
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射程に入れている。

　「講演」においてウィトゲンシュタインは，自らの三つの経験に基づい

て，自分にとってもっとも重要で，自分の思想の中心にあった論点に取り

組んでいる。第一の経験は「私は世界の存在に驚きの念を持つ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（I wonder 

at the existence of the world）」（LE, p. 41）という経験 ，第二の経験は「絶
0

対に
0 0

安全であると感じる経験（the experience of feeling absolutely safe）」

（LE, p. 41），第三の経験は「罪悪感を持つ（feeling guilty）」（LE, p. 42）

という経験である。そして，これらの経験は宗教的に表現することもでき，

それぞれ「神がこの世を創造し給うたのだ」（LE, p. 42），「我々は神の御

手の中にあるとき安全だと感じる」（LE, p. 42），「神は我々の行為を認め

賜らず」（LE, p. 42）となると言う。ここからも，ウィトゲンシュタイン

にあっては倫理と宗教とが分離していないということが分かる。

おわりに

　ウィトゲンシュタインにもドストエフスキーにも，倫理と宗教との密接

な結びつきが見られる。ドストエフスキーの作品の登場人物たちは，倫理

的な価値と宗教的な生き方の重要性とを示しているが，彼らが宗教の意義

に気づいて生き方を変えていくのは，先に見たドミートリイに代表される

ように，しばしば苦難や罪悪感の経験を通してである。そこで注目される

のが，罪悪感である。「講演」でウィトゲンシュタインが取り上げている

罪悪感も，ドストエフスキーとの関連で読むことができる。

　ウィトゲンシュタインの日記や手紙などを渉猟していると，その罪悪感

は尋常ではないということが分かる。たとえば，1920 年 6 月 21 日のエン

ゲルマン宛ての手紙には，次のように書いている。
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私は，これまで人生の中でしばしばあった，非常に恐ろしい状態にあ

る。すなわち，あることを乗り越えられない状態である。46）

　ここでは，自殺についても言及されている。その原因は定かではないが，

「あること」と言われているように，ウィトゲンシュタイン自身はそれを

具体的に分かっているようである。そして，その直後には「もちろんそれは，

私が信仰を持っていないことに起因する！」47）とも言われており，宗教と

の関係で自覚されている。

　ウィトゲンシュタインもドミートリイも，罪悪感の中で生活の変化を求

めていた。ドミートリイの罪悪感とそこからの生活の変化とは，ウィトゲ

ンシュタインが『カラマーゾフの兄弟』に惹かれた理由の一つだと考えら

れる。エンゲルマンは，次のように言っている。

そして，彼〔ウィトゲンシュタイン〕はしばしば，死刑囚で放蕩者の

ドミートリイ・カラマーゾフが罪悪感に満ちた気持ちで自分のことを

言った言葉を，熱心に引用していました。すなわち，「私の中の高き

ものにも万歳！（Heil dem Höchsten auch in mir!）」と。48）

　ドミートリイからは，自らの悪を強く意識すること，その上で自らの高

貴な面を自覚すること，そしてそこから必死に幸福な生活へと変化しよう

としていることを読み取ることができる。これらの基底にあるのは，激情

の人であるドミートリイの情熱である。ウィトゲンシュタインは，1937 年

12 月 12 日の手稿に次のように書いている。

しかし，もし私が本当に（WIRKLICH）救われることになっているの

であれば，――私には確実性
0 0 0

（die Gewißheit）が必要だ――知恵で
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も夢でも思弁でもなく――そしてこの確実性が信仰である。そして信

仰とは，私の心
0

や魂
0

が必要とするものへの信仰であり，思弁的な知性

が必要としているものへの信仰ではない。私の魂は，その情熱を持っ

て，まるでその肉と血のように救われなければならないのであって，

私の抽象的な精神ではない。次のように言えるかもしれない。すなわ

ち，愛
0

だけが復活を信じることができる，と。（VB, S. 496）

　この一節は，ウィトゲンシュタインによるドミートリイについての注釈

として読むことができる。ウィトゲンシュタインが罪悪感との関連でドス

トエフスキーに惹かれたのは罪悪感を乗り越えようとする情熱としての信

仰であり，それがウィトゲンシュタインの宗教理解の核心を占めているの

である。

注
 1 ）本稿でウィトゲンシュタインのテキストは，下記のものを使用した。引用

にあたっては，略号の後に頁数（DT については原文の頁数，TLP について
は命題番号）を示した。

  TB:  Tagebücher 1914-1916, in: Ludwig Wittgenstein Werkausgabe. 
Band 1, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1984, S. 87-223.（『草
稿』）

  GT:  Geheime Tagebücher 1914-1916, Wilhelm Baum, Hrsg., Taria 
und Kant, Wien, 1991.（『秘密の日記』）

  TLP:  Tractatus Logico-Philosophicus, in: Ludwig Wittgenstein 
Werkausgabe. Band 1, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main, 
1995, S. 7-85.（『論考』）

  LE:  “A Lecture on Ethics,” in: Philosophical Occasions 1912-1951, 
James C. Klagge and Alfred Nordmann, eds., Hackett Publishing 
Company, Indianapolis, 1993, pp. 36-44.（「講演」）
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  VB:  Vermischte Bemerkungen, in: Ludwig Wittgenstein Werkausgabe. 
Band 8, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1984, S. 445-573.

（『雑考』）
  DT:  Denkbewegungen: Tagebücher 1930-1932, 1936-1937, Ilse 

Somavilla, Hrsg., Haymon Verlag, Innsbruck, 1997.（『哲学宗教日
記』）

 なお，訳出にあたっては，次の訳書を参照した。
  奥雅博訳『ウィトゲンシュタイン全集』第一巻，大修館書店，1975 年。
  丘沢静也訳『反哲学的断章　文化と価値』青土社，1999 年。
   イルゼ・ゾマヴィラ編，鬼界彰夫訳『ウィトゲンシュタイン　哲学宗

教日記』講談社，2005 年。
   丸山空大訳，星川啓慈・石神郁馬解説『ウィトゲンシュタイン『秘密

の日記』　第一次世界大戦と『論理哲学論考』』春秋社，2016 年。
 2 ）たとえばウィトゲンシュタインは，友人で弟子のドゥルーリーとの会話

の中で，次のような発言をしている。「私は宗教的な人間ではないが，あ
らゆる問題を宗教的な視点から見ずにはいられない」（M. O’C. Drury, 
“Some Notes on Conversations with Wittgenstein,” in: Recollections of 
Wittgenstein. Rev. ed., Rush Rhees, ed., Oxford University Press, Oxford, 
1984, p. 79.）。

 3 ）もっとも日本では，一般的なウィトゲンシュタインのイメージが強いせい
か，宗教的な観点からの業績は少ないのだが，この分野では星川啓慈が精力
的に仕事をしている（星川啓慈『増補　宗教者ウィトゲンシュタイン』法蔵
館文庫，2020 年など）。

 4 ）ウィトゲンシュタイン自身は，1931 年の手稿の中で「私は，ボルツマン，
ヘルツ，ショーペンハウアー，フレーゲ，ラッセル，クラウス，ロース，ワ
イニンガー，シュペングラー，スラッファから影響を受けた」（VB, S. 476.）
と言っている。

 5 ）G. H. von Wright, “A Biographical Sketch,” in: Ludwig Wittgenstein: a 
memoir. 2nd ed., Norman Malcolm, Oxford University Press, Oxford, 2001,  
p. 19.
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 6 ）さしあたって，次のものを挙げておく。Brian McGuinness, Wittgenstein: 
A Life. Young Ludwig, 1889-1921, Penguin Books, London, 1990.

 7 ）四人のうち，トルストイ（Lev Nikolayevich Tolstoy, 1828-1910）との関係
については，取り上げられることはあった。たとえば，次のものがある。

　細川亮一『形而上学者ウィトゲンシュタイン』筑摩書房，2002 年，231 ～ 251 頁，
拙論「ウィトゲンシュタインにおける宗教と生活――トルストイとの関係を
手がかりに――」（桃山学院大学キリスト教学会『キリスト教論集』第 51 号，
2016 年 2 月，45 ～ 71 頁所収），冲永宜司「『語り得ぬもの』と問いの消滅 
――前期ウィトゲンシュタインにおけるトルストイ『要約福音書』の意義」

（『帝京大学　学修・研究支援センター論集』第 9 号，2018 年 3 月，1 ～ 18
頁所収），星川，前掲書，57 ～ 89 頁。

 8 ）cf., Tea Lobo, A Picture Held Us Captive: On Aithesis and Interiority in 
Ludwig Wittgenstein, Fyodor M. Dostoevsky and W. G. Sebald, De Gruyter, 
Berlin, 2019, p. 13.

 9 ）cf., Ilse Somavilla, “The Significance of Dostevsky （and Ludwig 
Anzengruber） for Wittgenstein,” in: Wittgenstein Reading, Sascha Bru, 
Wolfgang Huemer and Daniel Steuer, eds., De Gruyter, Berlin, 2013, p. 263.

10 ）M. O’C. Drury, ibid., p. 86.
11 ）cf., M. O’C. Drury, ibid.
12 ）John King, “Recollections of Wittgenstein,” in: Recollections of 

Wittgenstein. Rev. ed., Rush Rhees, ed., Oxford University Press, Oxford, 
1984, p. 72.

13 ）cf., Paul Engelmann, “Erinnerungen an Ludwig Wittgenstein,” in: 
Wittgenstein–Engelmann: Briefe, Begegnungen, Erinnerungen, Ilse 
Somavilla, Hrsg., Haymon Verlag, Innsbruck, 2006, S. 99.

14 ）cf., Ilse Somavilla, ibid., p. 286.
15 ）cf., Tea Lobo, ibid., p. 13.
16 ）cf., Tea Lobo, ibid., p. 29.
17 ）cf., Tea Lobo, ibid., p. 11.
18 ）Max Bieler, “Ludwig Wittgenstein in 1915-1916,” in: Portraits of 
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Wittgenstein. Vol. 1, F. A. Flowers III and Ian Ground, eds., Bloomsbury, 
London, 2016, pp. 307-308.

19 ）Franz Parak, “Wittgenstein in Monte Cassino,” in: Ludwig Wittgenstein, 
Geheime Tagebücher: 1914-1916, Wilhelm Baum, Hrsg., Turia & Kant, 
Wien, 1991, S. 151.

20 ）cf., M. O’C. Drury, ibid.
21 ）実際ウィトゲンシュタインは，1935 年 9 月にロンドンからレニングラード

行きの船に乗り込んでいる。しかし，その二週間後，多くの言葉で説明する
ことなくイギリスに戻っている（cf., Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: The 
Duty of Genius, Vintage, London, 1991, pp. 351-353.）。

22 ）Fania Pascal, “Wittgenstein: A Personal Memoir,” in: Portraits of 
Wittgenstein. Vol. 2, F. A. Flowers III and Ian Ground, eds., Bloomsbury, 
London, 2016, pp. 531-532.

23 ）Charles I. Glicksberg, Modern Literature and the Death of God, Springer-
Science+Business Media, The Hague, 1966, p. 74. 

24 ）グロスマン（北垣信行訳）『ドストエフスキイ』筑摩書房，1966 年，7 ～ 8
頁参照。

25 ）グロスマン，前掲書，108 頁，Ｎ・Ｆ・ベリチコフ編（中村健之介編訳）『ド
ストエフスキー裁判』北海道大学図書刊行会，1993 年，320 頁参照。なお，
裁判の経過について詳しくは，グロスマン，前掲書，97 ～ 114 頁，原卓也・
小泉猛編訳『ドストエフスキーとペトラシェフスキー事件』集英社，1971
年を参照のこと。

26 ）F. Dostoevsky, Selected Letters of Fyodor Dostoyevsky, Joseph Frank and 
David I. Goldstein, eds., Andrew R. MacAndrew, Trans., Rutgers University 
Press, London, 1989, p. 53.

27 ）cf., F. Dostoevsky, ibid., p. 59.
28 ）cf., F. Dostoevsky, ibid., pp. 62-63.
29 ）cf., F. Dostoevsky, Notes from a Dead House, Richard Pevear and Larissa 

Volokhonsky, trans., Penguin Random House, New York, 2015, p. 32, pp. 38-
39.
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30 ）F. Dostoevsky, Selected Letters of Fyodor Dostoyevsky, Joseph Frank and 
David I. Goldstein, eds., Andrew R. MacAndrew, trans., Rutgers University 
Press, London, 1989, p. 68.

31 ）高橋保行『ギリシャ正教』講談社学術文庫，1980 年，10 頁参照。
32 ）F. Dostoevsky, ibid., p. 68.
33 ）cf., O. K. Bouwsma, Wittgenstein: conversations, 1949-1951, J. L. Craft 

and Ronald E. Hustwit, eds., Hackett Publishing, Indianapolis, 1986, p. 11; N. 
Malcolm, ibid., p. 45.

34 ）cf., F. Dostoevsky, The brothers Karamazov: a novel in four parts with 
epilogue, R. Pevear and L. Volokhonsky, trans., Farrar, Straus and Giroux, 
New York, 2002, p. 588. そしてドミートリイは，次のように言っている。「カ
ラマーゾフ家の人間は，卑劣漢ではなく哲学者だ。なぜなら，本当のロシア
人は皆，哲学者だからだ」（F. Dostoevsky, ibid., p. 588.）。

35 ）F. Dostoevsky, ibid., p. 591.
36 ）F. Dostoevsky, ibid., p. 592.
37 ）Ⅱで述べたように，ドストエフスキーは「死刑」体験を契機に信仰に向かっ

ていく。本稿では取り上げないが，ウィトゲンシュタインの戦争体験との関
係は注目するべきである。

38 ）F. Dostoevsky, ibid., p. 107.
39 ）F. Dostoevsky, ibid., p. 103, p. 405.
40 ）vgl., Paul Engelmann, ibid., S. 99.
41 ）F. Dostoevsky, ibid., p. 405.
42 ）F. Dostoevsky, ibid., p. 592.
43 ）苦難による浄化はドストエフスキーの基本思想であり，かつロシア正教と

の関係も深い。生活の変化の過程として，ウィトゲンシュタインとの関わり
でも重要であると思われるのだが，本稿では指摘するにとどめる。

44 ）cf., F. Dostoevsky, ibid., p. 597.
45 ）『草稿』の 1916 年 7 月 5 日の記事に「世界は，言わば全体として強まった

り弱まったりするのでなければならない」（TB, S. 168）という記述がある。
46 ）Ilse Somavilla, Hrsg., Wittgenstein–Engelmann Briefe, Begegnungen, 
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47 ）Ilse Somavilla, Hrsg., ibid., S. 37.
48 ）Paul Engelmann, ibid., S. 99.
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A Study of Guilt in the Religious Thought of 
L. Wittgenstein

ITO Kiyoshi

Dostoevsky plays an important role in L. Wittgenstein’s religious 
understanding. It is often after experiencing suffering and guilt that 
Dostoevsky’s characters awake to the significance of religion and change 
their ways. A typical example is Dmitri, one of the protagonists of The 
Brothers Karamazov. Racked with guilt, Dmitri praises God and seeks 
purification through suffering. In him one can discern an acute sense 
of his own wickedness coupled with an awareness of the element of 
nobility within him, and a consequent desperate struggle to change 
in the quest for a happier life. Underlying all this is the fiery Dmitri’s 
ardor. Wittgenstein too was racked with guilt and sought to change 
his life. What drew him to Dostoevsky was the conception of faith as 
an ardent desire to overcome guilt; that conception was at the heart of 
Wittgenstein’s religious understanding.
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都市に関する随想録としての
American Notes

吉　田　一　穂

序

　American Notes（1842）は，1842 年にチャールズ・ディケンズ（Charles 

Dickens, 1812-70）が行った旅の記録であり，大部分は彼がジョン・フォー

スター（John Forster, 1812-76）へ書き送った手紙に基づいている。ディ

ケンズは，蒸気船ブリタニア（Britannia）号でリヴァプール（Liverpool）

を出航した。家を離れて過ごす期間を快適にしようと，ディケンズ夫妻

は，キャサリン（Catherine）の小間使いでいつも頼りになるアン・ブラ

ウン（Anne Browne）を同行した。彼らは，ダニエル・マクリース（Daniel 

Maclise, 1806-70）が彼らの子供たちを描いた楽しいスケッチを持ってい

き，滞在したところへはどこでも，これを部屋の一番いい場所に飾った。

生後 11 ヶ月のウォルター（Walter）も含めて，留守中の子供たちの世話は，

ディケンズの弟フレッド（Fred）に委ねられ，キャサリンの妹で 14 歳の

ジョージーナ（Georgina）がこれを補佐することになっていた。その上で，

マックリーディ（Macready）夫妻が全体的な後見役を引き受けた（James 

キーワード：�都市，ボストン，施設，国際著作権，キリスト教
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51）。

　アメリカに着いたディケンズは，大変な歓迎を受けただけでなく，多くの 

印象的な人物に出会う機会を得た。Tales of the Grotesque and Arabesque

一冊をディケンズに謹呈したエドガー・アラン・ポー（Edgar Allan Poe,  

1809-49）は，ユナイティド・ステイツ・ホテル（the United States Hotel） 

に立ち寄るように招かれた。きらめく知性と取りつかれたような目を持つ

アメリカの詩人ポーに感銘を受けたディケンズは，7 月にロンドンに戻っ

たら，ポーのために出版社を探すと約束した（Johnson 391-97）1）。

　一方で，国会にはとても顕著な人物が多くいた。ジョン・クインシー・

アダムズ（John Quincy Adams, 1767-1848）2），ヘンリー・クレイ（Henry 

Clay, 1777-1852）3），ウィリアム・バラード・プレストン（William Ballard  

Preston, 1805-62）4），ジョン・カルフーン（John Caldwell Calhoun, 1782-

1850）5）などである。アダムズとクレイについてディケンズは，「アダムズ

はいい人だよ。76 歳だが驚くべき活力，記憶力，迅速さ，勇気を持ってい

る人だよ。クレイは，抗し難いほど魅力的な人だよ」（1842 年 3 月 15 日）

と表現している。ディケンズは，American Notes の中で印象的な人物に

ついて語っているが，一方で印象的な都市についても語っている。活力に

富んだ，平等主義を掲げる新興国アメリカの都市について，ディケンズは，

そこに住む人々や文化や社会制度をつぶさに観察し，母国イングランドと

比較しながら描写している。ディケンズが語る印象的な都市は，果たして

ディケンズの期待通りの都市であったのだろうか。そこには光がある反面，

影の部分もなかったのであろうか。本論文ではこれらのことについて考え

ていきたい。

1．ボストン

　ブリタニア号は，1 月 4 日にリヴァプールを出航し，1 月 22 日にボス
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トンに到着した。1 月 22 日にボストンに到着したディケンズは，とて

も歓迎され，顕著なボストンの人々と暖かい友情を育み，2 月 5 日にボ

ストンを去った。顕著なボストンの人々の中にはボストンの市長ジョナ

サン・チャップマン（Jonathan Chapman, 1807-48），数学のハーバード

（Harvard）大学の教授，詩人のヘンリ・ワズワース・ロングフェロー（Henry 

Wadsworth Longfellow, 1807-82），かっぷくのいい，カキを愛するギリシ

ア語の教授コーネリアス・フェルトン（Cornelius Conway Felton）がいた。

ロングフェローは，ディケンズをすてきな，気さくな人物で，ディック・

スウィヴェラー（Dick Swiveller）の快活さが少し見られると感じ，フェ

ルトンは，ディケンズの大切な友人の一人となった（Slater 180）。ディケ

ンズは，ボストンで人々に魅せられると同時に，都市にも魅せられた。彼は，

ボストンを次のように表現している。

　　 　この都市は美しく，初めて目にする人にはきっととても好ましい印

象を与えるだろうと想像する。個人の住宅は大部分が大きく，しゃれ

ていて，商店はとてもすばらしく，公共の建物は堂々としている。州

議会議事堂は，丘の上に建てられている。その丘のすそは水際から

始まり，そして徐々に高くなっていき，やがて険しい上りになってい

る。前には共有地と呼ばれる緑に覆われた囲い地があり，これも美し

い。町全体と近辺の魅力的な全景が丘の上から見渡せる。そこには，

広々としたさまざまな役所や会社の事務所に加えて，立派な議事堂が

二つある。一つは州の下院，もう一つは上院で，そこでそれぞれ会議

が行われる。私がここで見た議事堂は全く荘重に礼儀正しく行われ，

それは確かに見る者に注意と敬意を抱かせるように計算されていた 

（26-27）6）。
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　ディケンズは，ボストンという都市の美しさとすばらしさを景観という

観点から讃えている。都市の美しさとすばらしさを景観という観点から讃

えた上で，ディケンズは，「ボストンの知的洗練と優越性の多くは，確かに，

この都市から 3，4 マイルの範囲内にあるケンブリッジ（Cambridge）の

大学の目に見えない影響によるものである」（27）と述べ，ボストンの魅

力の源泉の一つとして，マサチューセッツ州ボストン近郊のケンブリッジ

に位置するハーバード大学を挙げている。ハーバード大学は 1636 年に創

設されたアメリカ最古の大学で，アイヴィー・リーグ（the Ivy League）7）

と呼ばれるアメリカ北東部の名門大学のグループの一つである。1639 年，

清教徒派の牧師ジョン・ハーバード（John Harvard, 16-7-38）が遺贈した

財産と蔵書をもとにカレッジとして活動し始め，「ハーバード・カレッジ」

という名称が用いられるようになった。

　ディケンズは，ハーバード大学の教授たちについて，「彼らは，文明世

界におけるいかなる社会にも恩恵を与え，また名誉となるような人たちで

あり，その点一人の例外も思い起こすことができない」（27）と述べている。

元々は清教徒派の牧師による遺贈から始められたという奉仕の精神をディ

ケンズがこの都市に敏感に感じとっているように思われる。それは，「特

にマサチューセッツ州のこの首都の公共の施設や慈善事業は，思いやりに

あふれた知恵と慈悲心と人間愛がなし得るほとんど完璧なものであると心

から信じる」（28）と述べていることからも窺える。

　コーネリアス・C・フェルトンは，「本の厳粛な部分，すなわち，ボスト

ン南部における視覚障害者の施設への訪問やローラ・ブリッジマン（Laura 

Bridgman）についての胸を打つ描写（第 3 章），フィラデルフィアの独房

システムに関する力強いコメント（第 7 章）などは真情があふれていて，

真摯で熱意をもって書かれていて，最も共感を持って打ち震える真情か

ら書かれている」と述べている（Felton 135）。ディケンズは，特にパー
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キンズ視覚障害者協会マサチューセッツ園（The Perkins Institution and 

Massachusetts Asylum for the Blind）に感銘を受けているように思われ

る。この施設の前身は，医者で盲人教育の先駆者であるジョン・ディクス・

フッシャー（John Dix Fisher, 1797-1850）が設立したニューイングラン

ド園（New England Asylum for the Blind）であり，「パーキンズ」とい

う名前は，財政難に陥っていたマサチューセッツ園にトマス・パーキンズ

（Thomas Handasyd Perkins, 1764-1854）が大邸宅を寄贈したことに敬意

を表して付けられた。ディケンズは，アメリカの博愛主義者であり，奴隷

制度廃止論者であり，盲人や知的障害者対策の先駆者であるサミュエル・

グリドリー・ハウ（Samuel Gridley Howe, 1801-76）博士の記述によって

施設の説明をしている。視覚と聴覚を永久に失ってしまったローラ・ブリッ

ジマンが訓練によって指話術用アルファベットを巧みに使えるようになる

様や，同じく視覚と聴覚を失った少年オリヴァー・キャスウェル（Oliver 

Caswell）がローラに側にいてもらいながら指話術用アルファベットを使

えるようになるための訓練の描写などはいかに施設が子供たちの心に希望

を持たせるのに役立っているかを示している。

　ディケンズのボストンに関する印象は，慈善と関わっているように思わ

れる。それは，南ボストンに関する描写にも窺える。ディケンズは，「南

ボストンと呼ばれている所には，すばらしく目的にかなった立地環境の中，

いくつかの慈善施設が集まっている。これらの一つは精神障害者のための

州立病院で，慰めと思いやりという啓蒙的諸原則に基づいてみごとに運営

されている」（45）と述べている。さらに彼は，「20 年前だったら，その原

則は異端という異常に悪いものであっただろうが，わが国のハンウェルの

貧民施設はその原則に従って運用され，大きな成功を収めてきている」（45）

と続けている。これらの描写は，ディケンズが都市を慈善という観点から

見ていることを示している。引用の中のハンウェルの貧民施設というのは，
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ミドルセックスのノーウッドのハンウェル教区に 1831 年に建てられた施

設であり，現在はセント・バーナード病院（St. Bernard’s Hospital）となっ

ている。精神障害者のための州立病院が母国の貧民施設と同じ慰めと思い

やりという啓蒙的諸原則に基づいて運営されていると述べることによっ

て，ディケンズがこの病院を高く評価していることが分かる。南ボストン

の産業会館に隣接する建物の中にある孤児と幼い子供たちのための場所で

は，ディケンズは，壁の碑文をとても気にいる。彼が気にいる碑文の中の

「互いに愛し合いなさい」（49），「神は創造し給うた最も小さいものをもお

忘れにならない」（49）などは，この施設が聖書の中の教えに基づいて運

営されていることを示している。

　南ボストンの施設で聖書に基づいて書かれた碑文を見てディケンズが気

にいることから考えられることは，彼が隣人愛や神の恵みを伝えるという

ことにキリスト教の理想的姿を見出しているということである。そして彼

は，このような理想的な姿が都市にも反映されていることに好意を抱い

ている。歴史的にはニュー・イングランドのキリスト教には厳格でときに

は残虐な側面があった。ピルグリム・ファーザー（Pilgrim Fathers）は，

1620 年にメイフラワー（Mayflower）号に乗ってイギリスのプリマスから

アメリカのマサチューセッツ州プリマスに渡り，プリマス植民地を築き，

その後ニュー・イングランドを築いた 8）。ニュー・イングランドでは，ピュー

リタンは自分たちの教会を純化し，互いに監視し合い，聖書に由来する

法のもとで生きようと努めた。ジョン・ウィンスロップ（John Winthrop, 

1558-1649）は，マサチューセッツを「丘の上の町」，つまり本国の目を引

く改革された教会群たらしめよ，と植民者たちに熱心に説いた。理想的で

統一された社会を求めたピューリタンたちは，宗教的寛容や複数主義を擁

護してはいなかった。ニュー・イングランドでは，カトリック，イングラ

ンド国教会信徒，バプティスト，クエーカーはお断りであった。（ロード
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アイランドは例外であった）。

　魔女裁判も行われた。ニュー・イングランド人は，魔女，つまり傷つけ

殺すために悪魔に自分の魂を売って魔力を得るとされる者，の脅威を感じ

ていた。家畜や子供が病気になって死ぬといつも，ニュー・イングランド

人は，同胞の誰かが悪魔の術を使ったと疑った。共同体の安全のために，

魔女といえば見つけ出して訴追し，無力化しなければならなかった。当局

は自白して他の人に不利になる証言をした容疑者は赦免したが，有罪を宣

告されても否認し続けるなら，その魔女は絞首刑に処せられた。ニュー・

イングランドでは 93 人の魔女が訴追されたものの，処刑されたのは 16 人

にすぎなかった。それも 1692 年までのことである。1692 年にマサチュー

セッツのセイラムで特異な熱狂状態が起こって，さらに 19 人が処刑され

た 9）。ピューリタンのニュー・イングランドは突出していた。その他のイ

ングランド植民地では魔女裁判はほとんどなく，処刑もおそらく一切な

かったからである。セイラムでも魔女狩りの暴発によって魔女裁判は信用

が失墜し，その後，ニュー・イングランドでは行われなくなった（テイラー 

101-2）。かつてのニュー・イングランドがどれほど厳格で残酷な側面を持っ

ていたとしても，ディケンズは，先の碑文の文句に見られる隣人愛や神の

恵みにこそキリスト教における救いがあると感じ取っていたのではなかろ

うか。

　ここでディケンズが慈善事業に携わっていたことを思い起こしておき

たい。ディケンズと「転落した女」（fallen women）との関わりにおいて

忘れてはならないのが，ユレイニア・カテージ（Urania Cottage）であ

る。これは，アンジェラ・バーデット・クーツ（Angela Burdett Coutts, 

1814-1906）によって設立されたホームレスの女性たちの家であり，ディ

ケンズも設立に尽力し，運営に携わった最も支持された慈善事業である。

これは，シェパーズ・ブッシュ（Shepherd’s Bush）の離れの家において
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1847 年 11 月に始められ，1858 年までディケンズの積極的な管理の元で機

能した。この家の目的は，売春や犯罪者層としての生活から逃避の場所を

提供することにより，「転落した女」を救うことであった。特記しておき

たいことは，ディケンズが Oliver Twist （1837-39）において悪徳たちの

仲間として長く生活した売春婦であるナンシー（Nancy）のような女性で

もイエス・キリストの赦しにより改心して第二の人生を送ることが可能で

あることを示していることである。このことから，ディケンズが南ボスト

ンの施設が聖書の中の教えに基づいて運営されていることに共感を覚えた

としても不思議ではないのである。

　ところで，ディケンズがボストンにイギリスからの知的影響を受けたグ

ループがあることを記していることにも注意を向けたい。そのグループと

は，超越主義者（transcendentalist）たちである。「理解できないことは，

なんでも超越的である」（57）という説明に満足できなかったディケンズは，

超越主義者たちは，彼の友人である「カーライル（Thomas Carlyle, 1795-

1881）の信奉者」（57）であるということ，「カーライルを信奉するラルフ・ウォ

ルド・エマソン（Ralph Waldo Emerson, 1803-82）の信奉者」（57）であ

ることを知る。

　超越主義（transcendentalism）とは，ドイツ哲学，特にカント（Immanuel 

Kant, 1724-1804）の影響を受けてアメリカのニュー・イングランドに生ま

れた政治・宗教・社会・経済上の思想運動である。感覚経験を超越する事

象を重んじて，個人的，ローマン的な立場に立ち，アメリカの独自性を強

調した。超越主義の立場は，エマソンの Nature（『自然論』）に端的に窺

える。エマソンは同志とともに，1836 年，トランセンデンタル・クラブ

（Transcendental Club）を結成し，季刊誌 The Dials（1840-44）を機関紙

とした。トランセンデンタル・クラブは，1836 年から 7，8 年間コンコー

ドのエマソンの家やその他の場所で，ときどき非公式的に集合して，哲学・
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神学・文学を論じたニュー・イングランドの智者たちを局外者たちが呼ぶ

名称である。その会員は，エマソン，ルイーザ・メイ・オールコット（Louisa 

May Alcott, 1832-88），W. E. チャニング（William Ellery Channing, 1780-

1842），エリザベス・ピーボディ（Elizabeth Palmer Peabody, 1804-94）， 

H. D. ソロー（Henry David Thoreau, 1817-62），ナザニエル・ホーソン

（Nathaniel Hawthorne, 1804-64）などであった（福原，吉田 292）。

　ディケンズは，エマソンが書いた一巻のエッセイ集に健全な特質や真実

を感じ取り，「もし私がボストンの人間だったら，私は超越主義者になる

であろう」（57）と述べている。このことから，ディケンズが超越主義者

の知的性質に親近感を感じていることが窺える。

　一方でディケンズは，ボストンでエドワード・トンプソン・テイラー

（Edward Thompson Taylor, 1793-1871）の説教を聴く。メソジスト派の

牧師テイラー氏は，船乗りであったが，聖職者になった人物である。ディ

ケンズは，「栄光に包まれた天国へとまっすぐに舵をとって」（59）という

説教の一部分を引用することによってかつて船乗りであった彼の特徴が説

教に表れていることを示している。テイラー氏の説教に好ましい印象を受

けたことを記すことによってディケンズは，ボストンの知的特質を示して

いるように思われる。随想録とも言える記述の中で，ボストンの隣人愛に

よって運営されている施設や知的特質を高く評価している。

　ここで，ボストンを離れる前にディケンズが同じマサチューセッツ州に

あるローウェルを訪問したことを付け加えておきたい。アンガス・ウィル

ソン（Angus Wilson）は，「チャールズ・ディケンズのアメリカ訪問の全

行程の中で，おそらく最も楽しかったのは，ローウェルの新興工業都市を

訪れたときであった」と述べている。そこで彼が見たものは，今日ならさ

しずめホステルに住む女工が程度の高い，女性らしい生活を享受しながら，

堂々と自分たちの雑誌を出し，回読文庫を予約し，ピアノを弾いている
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姿であった。ウィルソンは，「ディケンズが，かねてから希望と賞賛とを

もって描いていた姿とは，まさにこれであった」と指摘している（Wilson 

163）。ディケンズは，寄宿舎に共同出資によるピアノがあり，ほとんど全

ての女性たちが貸し出し図書館に出資していることにも新鮮な驚きを感じ

ているが，特に彼を感心させたものは，The Lowell Offering（『ローウェ

ルだより』）という定期刊行物であった。彼は，この定期刊行物について，

「文学的産物としての The Lowell Offering の価値について言えば，その日

の辛い労働の後でこういう娘たちによって書かれたという事実を全く度外

視したとしてもそれはおびただしい数のイングランドの年間刊行物と比べ

てもひけをとらないということだけを述べておこう」（69）と評価している。

　ボストンにおいてもローウェルにおいてもアメリカの良い側面を見た

ディケンズであったが，彼はボストンを離れた後，アメリカの影の部分を

見ていくことになる。次にアメリカの影の部分と結びついた他の都市につ

いて考えていきたい。

2．ボストンの後に訪れた都市

　ボストンについての記述において見落としてはならないことは，国際著

作権問題についての記述が欠けているように思われることである。このこ

とをエリザベス・ジェイムズ（Elizabeth James）は感じ取っていて，「ディ

ケンズは国際著作権についての言及を注意深く避け，その代わり，アメリ

カの社会制度や組織について長々と論じた」と指摘している（James 55）。

　何といってもディケンズが最も腹を立てたのは，アメリカが国際的な著

作権協定へのサインを拒否していることだった。その結果，イギリスの作

家はどれほど人気があったとしてもまたアメリカの出版社との契約の有無

にかかわらず，自作を著作権侵害から保護することが不可能だったからで

ある。このためディケンズは，アメリカ版については公正な支払いを受け
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ていない。自分をこれほど手放しで歓迎してくれる国が依然としてこのよ

うな不公正を大目に見ているのは，偽善的とは言わないまでも非礼と感じ

られた（James 53）。

　1842 年 2 月上旬に催されたボストンでのディケンズを歓迎するディナー

において，ディケンズは，国際著作権協定のメリットについて主張した。

ディケンズは，文学が公正さに関するルールでもって保護されるべき財産

であると主張した（Kaplan 127）。

　2 月 5 日にボストンを離れたディケンズ一行は，ウスターに着く。ディ

ケンズは，ウスターを「ニュー・イングランドの美しい町」（71）と表現

しているだけでなく，手厚いもてなしについても言及している。ウスター

から一行は，南の方へ行き，ハートフォードに着く。そこでディケンズは，

宴会でのスピーチで自身が書く上での民主主義的な精神を強調した。そ

れは，あたかも聴衆と一体化しているかのようであった。それから正しい

収入を不当にも奪われた作家の例として打ちひしがれて消耗してしまった

ウォルター・スコット（Walter Scott, 1771-1832）の例を挙げて国際著作

権を求めて嘆願した。ディケンズのアメリカの友人たちは，アメリカにい

る間，著作権を訴えることを思いとどまらせようとしたし，すでに彼を賞

讃している人の手に噛みつかんとする決意に関して反対を表明する批判も

あった（Ackroyd 369）。

　ボストンだけでなくハートフォードに関する記述に関しても，ディケン

ズは，国際著作権問題について強く言及することを避けているように見え

る。むしろ，彼はこの都市には長所を多く見出している。裁判所に関して

は，ボストンの裁判所とまったく同じ造りであることを発見し，公共施設

に関しては，どこもほとんど同じくらい立派であることを知る。また，彼は，

「精神病院は感心するくらい立派に運営されているし，聾啞者のための施

設も同様である」（74）と述べている。さらに，監獄に関しては，「この都
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市には未審理の犯罪者たちを収容するための世界最高の監獄がある」（76）

と述べた上で，「非常に秩序整然とした州立監獄もあり，それはボストン

のそれと同じ方式にのっとって運営されているが，ただ，ここでは弾丸の

入った銃を持った見張りが常に塀の上にいるという点が違っている」（76）

と伝えている。ディケンズが訪れたとき，この監獄は約 200 人の囚人を収

容していた。彼は，就寝棟の中のある場所に案内され，その場所が数年前，

独房から脱走した囚人が死に物狂いで逃走を図ったその真夜中に，見張り

の警備員が殺害された場所であることを知る。また夫殺害のため 16 年間

も重禁固に処せられた囚人を知る。彼は，案内の職員に「そんなに長い獄

中生活の後でも，彼女は自分の自由をいつかは取り戻そうと考えたり，望

んだりすると思いますか」（76）と尋ねる。それに対して職員は，「ええ，

もちろんですよ」（76）と言う。ハートフォードに関してディケンズは，

少し闇の部分を見ながらも，全体的にはいい印象を持っているように思わ

れる。彼は，「ハートフォードでのとても楽しい，愉快な思い出を私はい

つまでも忘れないだろう。それはすばらしい場所で，私は，そこで多くの

友人を得た。彼らのことを思い出すと，とうてい無頓着な気持ちではいら

れない」（76-77）と述べているからである。それでもこの都市について述

べる際に，国際著作権問題について言及することを注意深く避けているよ

うに見える印象は拭えない。

　ところで，ディケンズの他にも国際著作権問題に取り組んだ人物がイ

ギリスにもいたことを付け加えておきたい。ハリエット・マーティノー

（Harriet Martineau, 1802-76）は，英米間の国際著作権法の実現を求める

作家らの請願を取りまとめて，アメリカの有力者たちに送付した。これを

受けて 1837 年 2 月には，アメリカ議会上院でケンタッキー州選出上院議

員ヘンリー・クレイ（Henry Clay, 1777-1852）が，さらに下院ではニュー

ヨーク選出下院議員チャーチル・キャンブレレン（Churchill Cambreleng, 
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1786-1852） が国際著作権法の提案を行ったが，会期中に法案を可決するこ

とはできなかった。イギリスでは 1838 年 7 月に国際著作権法（International 

Copyright Act of 1838）が制定され，外国で最初に出版された書籍の著者

にも，勅令で認められた期間にイギリスで登録が行われた場合に著作権が

与えられることになった。イギリスの 1838 年著作権法は，1844 年と 1852

年には改正され，また著作権に関するヨーロッパ諸国と二国間条約も相次

いで締結され，イギリスは国際著作権のより確かな保護に向けて前進した。

一方，アメリカ議会による立法が 19 世紀末に至るまで実現しなかったこ

とは，無関心ではなく，不作為によるものであったと言っていい。アメリ

カでは，国際著作権やそれに関する二国間条約により得られる利益につい

て懐疑的な意見が根強かった。当時のヨーロッパでアメリカ文化への需要

は少ないと考えられたため，国際著作権を承認することによる互恵は期待

できず，むしろ雇用や生産の減少を招くことが危惧された。10）ディケンズ

の国際著作権問題への取り組みに障害があったとすれば，このようなアメ

リカにおける状況があったと考えられる。

　ラリサ・T・カスティロ（Larisa T. Castillo）は，Martin Chuzzlewit（1844）

を「ディケンズの国際著作権を否定したアメリカへの返答，すなわち，自

らの作品に対して，正当な権利を保有しているという点をアメリカ人に訴

えたいという気持ちの表れ」だと指摘している（Castillo 461）。カスティ

ロが指摘しているように，Martin Chuzzlewit の中でディケンズは，自身

の作品に対する権利を正しいものだと主張していると思われる。ペックス

ニフ（Pecksniff）がマーティン（Martin）のオリジナリティーを自身のも

のとし，グラマー・スクールを完成させたことは，あたかもアメリカ人が

国際著作権を無視して外国の作家の著作を転載していたことを暗示してい

るかのようである。すなわち，「マーティンの設計図＝ディケンズの作品」，

「ペックスニフ＝ディケンズの作品を転載したアメリカ人」という構図が
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隠されていると考えられるのではなかろうか。

　さて，ハートフォードからディケンズ一行は，鉄道と蒸気船を使って

ニュー・ヘイヴン経由でニューヨークへ移動した。11）ディケンズは，「楡

の木の都市」として知られているニュー・ヘイヴンについては，イェール

大学を中心とした環境に感銘を受けている。彼は，古い楡が通りの多くに

植えられていることを描写している。またイェール大学の施設の様々な部

局が町の中央にある公園もしくは公共用地といった類いの場所に建てられ

ていて，日陰なす木々の間にかすかに見ることができることも示している。

ディケンズは，その印象を「イングランドの古い大聖堂の境内のそれにと

ても似ており，木々の枝が生い茂っているときには，まさに絵のようにす

ばらしく美しいにちがいない」（77）と表現している。

　2 月 12 日に彼らは，ニューヨークに着いた。そこで彼らは，3 月 5 日ま

でカールトン・ハウス・ホテル（Carlton House Hotel）で優雅に過ごし

た。カールトン・ハウス・ホテルを訪ねてきた人々の中には，ワシントン・

アーヴィング（Washington Irving, 1783-1859）もいた。12）後に American 

Notes の出版の後，アーヴィングは，ディケンズに反発し，彼のことを「服

装，マナー，精神において卑俗な人物」と評した。しかし，ディケンズが

滞在中は友情が育まれたことは間違いない（Ackroyd 370）。

　問題なのは，どうしてアーヴィングが American Notes 出版の後，ディ

ケンズを悪く言うようになったかということである。これは，American 

Notes にはアメリカの良い部分だけでなく悪い部分も書かれているからで

あろうと思われる。

　ニューヨークに関してディケンズは，通りの多くがボストンと同じ特徴

を備えているとしながらも，「ファイブ・ポインツ（the Five Points）と

呼ばれている一角については，「不潔さと陰惨さの点では，セヴン・ダ

イアルズ（Seven Dials），もしくはあの有名なセント・ジャイルズ（St 
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Giles’s）のいかなる場所とも互角に張り合えそうである」（80）と自国の例

を引き合いに出して影の部分も述べている。ニューヨークの貧民者収容施

設に関しては，「風通しが非常に悪く，明かりもひどい状態で，とても清

潔とは言えなかった。全体として，とても不快な印象を受けた」（94）と語っ

ている。そして「ニューヨークは大きな町で，そのような大きな町におい

ては，巨大な量の善と悪が混じり合い，入り乱れているものだということ

も忘れてはならない」（94）と付け加えている。

　一方でニューヨーク州のシン・シンとオーバーンの監獄に関しては，「サ

イレント・システムの最良の例」（95）としている。サイレント・システ

ムとは，入獄中，会話，身振りなどによるコミュニケーションを禁じる制

度である。ディケンズは，シン・シンとオーバーンのサイレント・システ

ムを評価しているが，フィラデルフィアの独房監禁については評価してい

ない。サチェヴェレル・シトウェル（Sacheverell Sitwell）は，「American 

Notes の最も良い部分は，フィラデルフィアの恐ろしい東部重罪監獄の描

写である。それは，穏やかな調子で語ることが難しい恐怖の場所である」

と述べている。シトウェルは，東部重罪監獄の描写が写実的であることを

評価しているのだ。

　ディケンズは，独房監禁の結果について，「残酷かつ誤ったもの」（99）

と表現し，次のように自らの考えを伝えている。

　　 　その目的においては，その制度は優しく人間味あるもので，そして

矯正を目指したものであることは十分納得がいく。しかし，監獄懲罰

というこの制度を考案した人たちやそれを実行する慈悲深い方々は，

自分たちが行っていることがどういうことであるかが分かっていない

と私は確信する。数年に及ぶ恐ろしい懲罰が受刑者に与える，想像を

越えた責め苦と苦悶を推し量ることのできるものはまずほとんどいる
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まい。私自身その苦しみを推測するに，また受刑者たちの顔に描かれ

ているものからあるいは，私が知る限りの彼らが心中感じているもの

から推し量るに，受刑者たち自身以外には誰も計り知ることのできな

い，また，いかなる人と言えども，自分の同胞に課す権利など絶対に

持っていない，恐ろしい忍耐の深淵がそこにあることをいっそう確信

するだけである。このように毎日じわじわと頭脳という神秘に干渉す

ることは，身体に加えるいかなる拷問よりも計り知れないほど悪い結

果を生むものであると思う。なぜなら，その恐ろしい罪やしるしは，

肉体に加えられた傷のように目で見たり，手で触れたりすることがで

きないからであり，またその傷は表面に現れるものでもなく，耳に聞

こえるような鳴き声を上げさせるというものでもないからである。そ

れだけにいっそう私はそれを非難する―それはその人の眠っている人

間性を目覚めさせたりすることの決してない，誰にも知られることな

くなされる罰だからである。（99）

　引用は，独房監禁がいかに残酷であるか，また人を生きながらにして葬

られた状態にし，眠っている人間性を目覚めさせることもない点を示して

いる。ディケンズは，結論として，「囚人たちがお互いに言葉を交わさず

に一緒に働くことを認める「サイレント・システム」に比べて，そのよう

な独房監禁が矯正の手段として優れた効果があるとは私はみじんも思わな

い」（110）と述べている。仕事を求め発作的に仕事に打ち込む人物や庭で

働いているとき外壁の門がたまたま開けられたままになっていたので，外

へ向かって駆け出す靴屋などは，A Tale of Two Cities（1859）のマネッ

ト（Manette）医師を創造する上で着想を与えたと思われる。

　マネット医師は，フランスのボーヴェー（Beauvais）の医師だったが，

サン・テヴレモンド（St. Evrémonde）侯爵兄弟の秘密（弟が農民の娘を
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レイプし，娘も弟も死んでしまったこと）を知ったため，バスティーユ監

獄に幽閉されていた。18 年にも及ぶ監禁状態の後ずっと自身の秘密を心の

中に隠し持った状態にあった。今やパリで昔の召使ドファルジュ（Defarge）

夫妻の家に引き取られたマネット医師は，かつてイギリス人の妻と娘がい

たのを忘れたかのように，自身を精神的監禁状態においやり靴つくりに没

頭している。このようなマネット医師は，長い間精神的に死んだようになっ

ていたが，彼の状態は，娘が彼の目の前に現れることによって変化する。「わ

たしはね，おじさまをお迎えに来ましたの。そしてこれからイギリスに行っ

て，二人で楽しく平和に暮らしましょうね」（44）と言い，13）父親の混乱

した心理状態に入り込むとき，父親は激しくすすり泣き，「嵐の後に来る

静けさ，『生』という嵐が最後に行きつかなければばらない休息と静寂と

いう，いわば人間性についての表象」（45）の中にぐったりとなる。精神

的監禁状態の中にあり絶望的な状況にあっても希望を見出すマネット医師

The Shoemaker by ‘Phiz’
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の描写は，ディケンズが東部重罪監獄訪問で見た実例から着想を得たと推

察される。

　フィラデルフィアでアメリカの影の部分を見たディケンズは，14）ワシン

トンでも影の部分を見てしまう。彼は，ワシントンにおいてタバコを噛み

唾を吐くという二つの忌まわしい習慣の流行については，不愉快さを表明

している。またボルティモアでは奴隷に給仕され奴隷制度の存在を感じ，

「恥と自責の念でいっぱいに」（114）なる。ディケンズは，フレデリック

スバーグからリッチモンドへの汽車の中においても奴隷制度に直面する。

汽車の黒人専用車両に，買われたばかりの母親がいて，父親と離れ離れに

なって子供が泣き続ける様を見た彼は，独立宣言で標榜されている「生命，

自由，幸福の追求」が実現されていないと感じる。

Black and White by Marcus Stone 
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　リッチモンドに着いたディケンズは，約 1,200 エーカーのプランテーショ

ンを訪れる。農園所有者と一緒に「クォーター」（the quarter）（農園の中

の奴隷が住んでいる場所）に下りて行った彼は，奴隷たちが住んでいる小

屋が見すぼらしい小屋であることに気づく。また，せっせと働く哀れな奴

隷の姿を目にする。それでも，農園所有者が 50 人の奴隷を遺産として相

続しただけであり，「親切な心を持った立派な人である」（135）と確信す

る。奴隷所有者の中にも親切な心の持ち主もいることを示している点で，

ディケンズの目は公平であると言える。アメリカにおける奴隷制度につい

ては，同じ州でも人によって考え方が異なっていた。サウス・カロライナ

州のチャールストンの行政官ジェイムズ・ハミルトン・ジュニア（James 

Hamilton Jr.）は，奴隷の反逆は，主人が奴隷に対して慈愛の心を持って

扱うことや識字率の上昇にあると考え，家族主義を批判した。一方で，同

じサウス・カロライナ州のチャールストンのバプテスト派教会の牧師リ

チャード・ファーマン（Richard Furman）は，家族主義を支持するだけ

でなく，奴隷の宗教上の教育の必要性を唱えた（Ford 114-15）。ディケン

ズは，彼が出会った農園所有者については，奴隷に対して家族主義に近い

扱いをしていると考えたと推察される。

　シンシナティを訪れたディケンズは，この都市を「美しい都市で，心地

よく，繁栄し，活気に満ちている」（162）と表現している。15）彼は，到着

した翌日行われた「禁酒大会」の催しに好ましい印象を受けている。この

ことは，彼が Sketches by Boz（1833-36）の末尾で貧困な労働者階級に蔓

延する飲酒の悪弊をひどく嘆いていることと，The Pickwick Papers （1837）

でサム・ウェラー（Sam Weller）の義理の母親がメソジスト派に入れ込ん

でいて，禁酒協会の月例会に出席していることを描いていることを思い起

こさせる。労働者の犯罪や常習欠勤という問題を解決するためにイギリス

で行われた禁酒運動をディケンズも支持していて，アメリカでの禁酒大会
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を目にし，好ましく思ったと推察される。

　見落としてはならないことは，ディケンズがアイルランド人を見て嬉

しい気持ちになることである。彼らは国の象徴としての竪琴とマシュー

（Theobald Matthew, 1790-1856）教父の肖像を頭上高くに掲げ，自分たち

だけで一つの確固とした社会を形成し，緑のスカーフをつけながら，一団

となって固い絆を示している。この描写は，アイルランド人たちが 1838

年にコーク絶対禁酒協会（The Cork Total Abstinence Society）の会長に

なったマシュー教父の運動を守り通すことによって民族的主張をしている

ことを示している。16）

　ディケンズは，キリスト教の影響力がセント・ルイスにも及んでいるこ

とを示している。初期のフランス人移住者たちによってセント・ルイスに

持ち込まれたローマ・カトリック教は，広い範囲に浸透している。数ある

公共施設の中にイエズス会のカレッジがあり，「聖心女子」修道院があり，

カレッジ付属の大きな礼拝堂もある。さらに，聖フランシスコ・ザビエル

（Saint Francis Xavier, 1506-52）に捧げられたローマ・カトリックの大聖

堂もある。一方でユニテリアン教会が貧しい人々を友と見なし，いかなる

派閥的な利己的な見方をすることなく，理性的な教育を目指して援助して

いることを示している。ディケンズは，このユニテリアン教会を「全ての

活動において自由主義的で，思いやりある体制を取っており，全ての人々

に広く慈愛の門戸を開いている」（175）と述べ評価している。ユニテリア

ン教会についてのこの表現は，カナダでモントリオールのカトリックの大

聖堂について，またケベックでカトリックの慈善施設について述べてはい

るが，具体的に様子を表現していないことと比べると，かなり積極的な評

価の表現と言ってもいい。

　カナダの都市について付記しておきたい。キングストンでは，この都市

がとても貧しいことと，火事による荒廃によって市場の外観がいっそう貧
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弱になっていることを伝えている。それでも監獄については，「ここには

賞賛に値する監獄があり，それはあらゆる点でうまく賢明に運営され，立

派に規制されている」（207）と述べている。モントリオールに関しては，

セント・ローレンス川の岸辺に位置した心地よい場所であるだけでなく，

素敵な乗馬道と馬車道，活気のある都市，多種多様なすばらしい店などに

言及している。また，ケベック・シティーについては，その景観を「アメ

リカ大陸のジブラルタル」（210）とスペイン南端の港市に喩えている。さ

らにジェイムズ・ウルフ（James Wolfe, 1727-59）将軍が致命傷を負った

エイブラハム平原やルイ・ジョゼフ・ド・モンカルム（Louis-joseph de 

Montcalm-Gozon）侯爵が騎士道精神を発揮して守った砦や軍人として葬

られた彼の墓について言及している。歴史を残しているこの都市の公共施

設やカトリックの教会や慈善施設については，類まれな美しさに感銘を受

けている。またこの都市の景観がとても美しいことを示している。全体的

にディケンズは，カナダではナイアガラの滝を含め，そこで見られる景観

に注意を奪われているように思える。

　ニューヨークに戻ったディケンズは，ニュー・レバノン（New Lebanon） 

のシェイカー（Shaker）村を訪ねる。シェイカーは，イギリスからアメリ

カに渡ったクエーカー（Quaker）の一派で，キリストの再臨を信じる人々

である。イングランドからニューヨークに移住したアン・リー（Ann Lee, 

1736-84）によって創設された。「シェイカー」とは，「体を振る者」とい

う意味で，礼拝式にこの動作を取り入れたことからこの名がある。ディケ

ンズはシェイカー教徒を優れた農夫であり，誠実で公正な取引を行うとい

うことで評価しているが，「私はシェイカー教徒を好きになれない」（217）

と心情を吐露している。その理由を彼は，「生命から健康的な美点を奪い

取り，円熟と老齢から楽しい心の装いをむしり取り，生存というものをた

だ墓場に向かうだけの狭い道にしてしまっている」（218）と述べている。
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このように述べることで，ディケンズは，信仰心は尊いが，生きる喜びを

奪うようなものであってはならないという自身の考えを表明している。随

想録とも言える記述の中で，ディケンズは，理想的なキリスト教のあり方

をも示している。

結び

　以上，American Notes でディケンズがいかに印象的な都市について語っ

ているかについて考えてきた。ディケンズは，ジェイムズ・スペディング

（James Spedding）が「第 3 章におけるディケンズの報告は，諸施設に関

してニュー・イングランドの人々が文明的な世界を主導していることを示

している」と述べているように（Spedding 127-28），ボストンとその諸施

設についてとても評価している。ディケンズは，ボストンという都市の美

しさとすばらしさを讃えるだけでなく，施設においてはキリスト教の隣人

愛が背後にあることをも感じ取り，そのことについても触れている。また，

ボストンを離れる前に訪れたローウェルでも進歩的で文化的な女性たちを

見て，アメリカの良い側面を感じ取っている。

　ところがディケンズは，ボストンの後に訪れた都市に関しては，良い面

だけでなく悪い面をも伝えている。ハートフォードでは，裁判所がボスト

ンの裁判所と同じ造りであること，立派な公共施設があることを伝える一

方で，監獄の中の囚人の様子をも伝えている。ニューヨークではボストン

と同じ特徴を見出しながらも，「ファイブ・ポインツ」と呼ばれている一

角については，不潔さと陰惨さを感じている。また，フィラデルフィアの

東部重罪監獄に関しては，独房監禁が人間性を目覚めさせない点で良くな

いやり方だと意見を述べている。さらに，ワシントンでは，タバコを噛み，

唾を吐くという二つの忌まわしい習慣の流行については，不愉快さを表明

している。奴隷制度には心の底から反発し，奴隷に給仕されたボルティモ
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アでは激しい恥の念に襲われる。このことからディケンズは，都市の醜悪

な部分も感じ取っていることが分かる。彼が合衆国に関して都市の醜悪な

部分も示していることは，カナダの都市に関し景観のすばらしさを多く伝

えていることと比べると描写の仕方がかなり異なっていると言える。

　一方でディケンズは，シンシナティでは「禁酒大会」の催しに良い印象

を持っている。彼は，参加しているアイルランド人を見て，とりわけ嬉し

い気持ちになる。ディケンズはこの箇所でカトリックではあっても，キリ

スト教の好ましい影響力を示している。ディケンズは，シンシナティだけ

でなくセント・ルイスにおいてもキリスト教の影響力を示している。特筆

すべきことは，ユニテリアン教会が全ての人々に隣人愛を施していると評

価していることである。このことは，ディケンズの考える理想的なキリス

ト教のあり方を示している。一方で，ニューヨーク州ニュー・レバノンの

シェイカー村を訪れた彼は，シェイカー教徒を優れた農夫であり，誠実で

公正な取引を行うことで評価しつつも，禁欲的すぎる部分を好ましくない

と感じ，それを述べている。このことからディケンズが都市と宗教がいか

に関わっているかを示していることは明らかである。

　都市に関する随想録という観点から見ると，American Notes における

都市の描写を通してディケンズは，それぞれの都市の良い部分だけでなく

悪い部分も浮き彫りにし，それぞれの都市ごとに特徴を持っていること，

さらには理想的な都市のあり方やキリスト教の精神の反映のさせ方によっ

ては理想的な都市を創ることも可能であることをも示している，と言って

いいだろう。

注
 1 ）バルティモア（Baltimore）でディケンズは，エドガー・アラン・ポーと会っ

て文学について長く語り合った。彼は，ポーから Tales of the Grotesque 
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and Arabesque を贈り物としてもらった。ポーは，ディケンズを賞讃してい
て，The Pickwick Papers の狂人の手記に影響を受けていた（Kaplan 135）。

 2 ）第 6 代アメリカ合衆国大統領。父親は，第 2 代アメリカ合衆国大統領を務
めたジョン・アダムズ（1735-1826）。

 3 ）ケンタッキー（Kentucky）州を代表してアメリカ合衆国下院およびアメ
リカ合衆国上院両院の議員を務めた。

 4 ）1849 年から 1850 年まで第 19 代アメリカ合衆国海軍長官。
 5 ）民主共和党に所属した。雄弁ではあったが，しばしば立場を変えることが

あった。国家主義者，保護貿易の提唱者として経歴を始め，奴隷制度の擁護，
少数派の権利拡大などを訴えたことで知られる。

 6 ）Charles Dickens, American Notes and Pictures from Italy （New York: 
Oxford UP, 1987）, pp. 26-27. 以下，引用文はこの版により，引用末尾の括弧
にページを示す。日本語訳の部分は，伊藤弘之，下笠徳次，隈本貞広訳『ア
メリカ紀行』（岩波文庫）（2005）から引用した。必要に応じて修正を施した
部分もある。

 7 ）リーグを構成する 8 大学は，ブラウン大学（Brown University），コロン
ビア大学（Columbia University），コーネル大学（Cornell University），ダー
トマス大学（Dartmouth University），ハーバード大学，ペンシルヴェニ
ア大学（The University of Pennsylvania），プリンストン大学（Princeton 
University），イェール大学（Yale University）である。

 8 ）ピューリタン（清教徒）とピューリタニズム（清教主義）について付け加
えておきたい。エリザベス 1 世（Elizabeth I, 1533-1603）治下のイギリス国
教会（Church of England, Anglican Church）に不満で，カルヴァン（Jean 
Calvin, 1509-64）の説を奉じたイギリスのプロテスタントをピューリタンと
言う。この名は，彼らが教会の堕落した形式儀礼の「粛清」（purification）
を叫んだことから反対派がつけたあだ名であったが，後には非難の意味は無
くなり歴史的用語となった。メイフラワー号（Mayflower）号に乗ってアメ
リカ大陸に逃れたピューリタン（ピルグリム・ファーザー）は，アメリカ精
神の支柱を築いたと言われ，またイギリスでは 17 世紀にクロムウェル（Oliver 
Cromwell, 1599-1658）らの共和国建設に失敗したが，18 世紀以後イギリス
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人の倫理観との中心となったものは，ピューリタニズムと言われる（福原，
吉田 231）。

 9 ）ここで魔女狩りについての歴史を付記しておきたい。ほとんどの魔女狩り
は，ドイツやアメリカ植民地のようなプロテスタントの諸地域で行われた。
教会の神学者たちが女性に嫌疑をかけ，異端を追求し，悪魔学を非難する
ことによって女性の魔女という観念を作り始めたのは，ようやく 15 世紀に
なってからだった。中世，すなわち 15 世紀より前に魔術を使ったことを理
由に処刑された女性は，ただ一人だけである。1324 年アイルランドのキル
ケニー（Kilkenny）の酒場で女給をしていたミーズのペトロニラ（Petronilla 
de Meath, c.1300-24）は，彼女の雇い主であるアリス・キットラー（Alice 
Kyteler）夫人によって，悪魔に犠牲を捧げ，教会を傷つけ，毒薬を醸造し
たとして訴えられた。実はキットラー自身も魔術のかどで訴えられ，故郷を
逃れたのだが，不運なペトロニラの方が逮捕され，審理にかけられ，拷問を
受け，そして火あぶりにされた。彼女の裁判は，しばしばヨーロッパにおけ
る最初の魔女裁判とみなされている。15 世紀になってから教会の神学者た
ちは，「自然魔術」，つまり善なる目的のために利用できて，もっぱら学識あ
る男性が用いる魔術を承認する一方，女性が使う魔術は，そもそもが悪魔崇
拝的で反キリスト教的で異端として罰するべきものと考えた。魔女が使う魔
術を，中世初期の呪術，すなわち誰もが使えて必ずしも悪魔と結びつかない
術から，女性だけが使えて悪魔崇拝的な害悪魔術という，よく知られた形へ
と変質させたのは，他でもない教会公認の異端審問官だが，その大半はドイ
ツのドミニコ会士だった。彼らの中でよく知られているのは，Formicarius 

（『蟻塚』）を 1436 年に著したヨハネス・ニーダー（Johannes Nider, c.1380-
1438）と，1486 年に Malleus Maleficarum（『魔女への鉄槌』）を著したハイ
ンリヒ・クラーマー（Heinrich Kramer, 1430-1505）である。この二人を含
む 15 世紀の著述家たちの著作は，魔女狩りに欠かせない根拠と手段を提供
したが，それは中世のことではなく，近世になってからのことである（ブラッ
ク 313-17）。

10 ）チェイス法の成立について付記しておきたい。1886 年 1 月，ロードアイ
ランド州選出上院議員ジョナサン・チェイス（Jonathan Chace, 1829-1917）が，
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国際著作権を認める法案を議会に提出した。審議の過程で様々な修正が加え
られはしたものの，この内容が原点となる法案は 1891 年 2 月に両院で可決
されて，国際著作権法（通称「チェイス法」）が成立した。同法は，書籍ら
の著作物について著作権を求める者が，一定の条件を満たすことにより，国
籍にかかわらず著作権を認められることを規定した。著作権を得るためには，
出版地の国内外を問わず，著者は発行日またはそれ以前に出版物を議会図書
館に提出することが要求された。印刷された書籍については，アメリカ国内
のタイプセットで印刷されたものであることが条件として課せられた。著作
権のある外国の書籍の輸入は，私的目的の場合及び著者の同意書がある場合
を除いて禁止された（鈴木 22）。

11 ）ニュー・ヘイヴンでディケンズとキャサリン（Catherine）は，滞在中，2
時間のレセプションを 2 回持たなければならなかった。それらのレセプショ
ンで彼らは，200 人から 300 人に至る人々と握手をしなければならなかった

（Slater 182）。
12 ）ディケンズは，アーヴィングとはすでに文通をしていた。彼らは，一緒に

夕方を過ごした（Ackroyd 370）。
13 ）Charles Dickens, A Tale of Two Cities （New York: Oxford UP, 1991）,  

p. 43.  以下，引用文はこの版により，引用末尾の括弧にページを示す。日本
語訳の部分は，中野好夫訳『二都物語』（新潮社）を参考にした。

14 ）ディケンズは，フィラデルフィアにあるクエ－カー教徒の病院については，
「それが施す大いなる恩恵において宗派に偏るところはない」（98）と評価し
ている。

15 ）シンシナティは，ディケンズが訪れたときには，人口約 5 千人の都市であっ
た（Sitwell viii）。

16 ）禁酒運動に関しては，後のヘンリー・エドワード・マニング（Henry 
Edward Manning, 1808-92）の運動も付け加えておきたい。カトリックのア
イルランド人に対するマニングの風紀改善・社会統制の事蹟のうち，特に重
要なのは禁酒運動である（勝田 62-61）。彼はアイルランド人が，アイルラ
ンドの守護聖人である聖パトリックの祭日（3 月 17 日）に飲酒して騒動を
起こす傾向があったことに注目し，1867 年に「聖パトリックの休止（Truce 
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of St Patrick）」の標語を掲げて彼らに 3 日間の断酒を呼びかけ，その一方で
ローマ教皇と交渉し，成功したものに贖宥状を発行する（ただし，告解など
の手続きの上で）との約束を得た。マニングは続いて，1872 年に救世軍型
の組織に基づく「十字架同盟（the League of the Cross）」を設立し，ロン
ドン市内で独特のコスチュームをまとったパレードを組織するなどして，断
酒を禁酒に拡大する運動を展開した（McClelland 200-203）。
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American Notes as the Memoirs of the Cities 

YOSHIDA Kazuho

　Charles Dickens （1812-70） and Catherine, his wife, sailed from 
Liverpool on 4 January on board the steamship Britannia. For comfort 
during their absence of six months, they took with them Catherine’s 
maid, the ever-reliable Anne Brown, and a delightful sketch of the 
children by Maclise which was given pride of place in their room 
wherever they stayed.  
　After a wretched voyage during which they were all extremely 
seasick, they arrived in Boston to a tumultuous welcome. People lined 
the streets whenever he went out; they cheered him at the theatre, 
deluged him with messages of congratulation; they besieged the hotel. In 
Boston, Dickens formed warm friendships with a number of prominent 
Bostonians. Among them were the city’s mayor, Jonathan Chapman, 
several Harvard Professors, and the poet Henry Wadsworth Longfellow 

（1807-82）. 
　Dickens was fascinated by not only the Bostonians but also the city. 
He mentions University of Harvard as one of the sources of charm of 
Boston. The Perkins Institution and Massachusetts Asylum for the Blind 
made a deep impression on him. Dickens explains the institution by the 
description of Samuel Gridley Howe （1801-76）, who is an philanthropist, 
an abolitionist, and a pioneer of measures to deal with blind and 
intellectually disabled person. The account which has been published 
by Dr. Howe, describes the rapid mental growth and improvement of 
Laura Bridgeman. Dickens’s impression about Boston seems to have a 
relationship to charity. At south Boston, several charitable institutions 
were clustered together. One of them, was the State Hospital for 
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the insane; admirably conducted on those enlightened principles of 
conciliation and kindness. Dickens also mentions the transcendentalists, 
the group influenced by Thomas Carlyle （1795-1881）, his friend. 
Transcendentalism is a philosophical movement that developed in the 
late 1820s and 1830s in the eastern United States. Transcendentalism 
emphasizes subjective intuition over objective empiricism. Dickens seems 
to feel an affinity with the transcendentalists. In Lowell he discovered 
that the factory girls were not ashamed to produce their own magazine, 
to subscribe to a circulating library, to play the piano. It was what 
Dickens had thought of the United States with hope and admiration.
　However, Dickens increasingly began to feel that everything had been 
pulled down. The first rifts appeared when he referred publicly to the 
Question of International Copyright. He, and indeed many other English 
writers, felt bitterly about this. He seems to avoid referring to it strongly.  
In New York, Dickens points out the filth and the wretchedness of 
the Five Points. In Philadelphia, he thinks that the system of the 
prison called Eastern Penitentiary is rigid, strict, and hopeless solitary 
confinement. In Washington, the two odious practices of chewing tobacco 
and expectorating displeased him. In Baltimore, he felt ashamed of 
slavery.  What has to be noticed that Dickens appreciates the great 
Temperance Convention led by Theobald Mathew and the neighborly 
love by the Unitarian church, while he does not like the ascetism of the 
shakers of the Shaker Village although he recognizes their sincerity and 
fairness of trade. From the perspective of the memoires of the cities, 
Dickens reveals not only the good sides but also the bad sides of the 
cities and shows the nature of ideal cities and ideal Christianity.
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国立ヴェネツィア古文書館の
コンミッサリーア文書群

和　栗　珠　里

　国立ヴェネツィア古文書館 Archivio di Stato di Venezia には，大量の

コンミッサリーア文書群が存在する。コンミッサリーア commissaria とは，

中近世のヴェネツィアでおこなわれていた遺言信託のことである。その内

容は単なる遺産分割や埋葬方法の指示から長期的な遺産の運営管理に至る

までさまざまであり，貧者への施しや福祉施設（施療院や無料住宅）の設

立など，慈善的性格を伴うものもあった 1）。

　本稿では，国立ヴェネツィア古文書館のアーカイブズに収められている

コンミッサリーア文書群の残存・保管状況を概観するとともに，コンミッ

サリーアの主要な受託者であったサン・マルコ財務官 Procuratori di San 

Marco のフォンド 2）に含まれるコンミッサリーア文書の統計データを抽出

する。なお，本稿では，個々のコンミッサリーアごとに設立者（遺言者）

の名を冠してまとめられた文書を「コンミッサリーア文書」と呼び，それ

ら以外でコンミッサリーアに関する記録を含むものすべてを「コンミッサ

リーア関連文書」，両者を合わせて「コンミッサリーア文書群」と呼ぶこ

キーワード：�ヴェネツィア史，遺言信託，アーカイブ，サン・マルコ財務官，
兄弟会

〔研究ノート〕
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とにする。

1．コンミッサリーア文書

（1）サン・マルコ財務官のフォンド

　サン・マルコ財務官は，元来はサン・マルコ聖堂の財産を管理する役職

である。ヴェネツィア共和国の守護聖人を祀るサン・マルコ聖堂には都市

民だけでなく外国人からも多くの寄付が寄せられたため，それらの管理が

サン・マルコ財務官の重要な任務になった。また，遺言を残さずに死んだ

都市民の遺産の処分や，未成年の相続人の後見と相続財産の管理なども当

職に委ねられた 3）。このように財産管理のエキスパート的な性格を持ち，か

つ，経験豊かで社会的信用の高い人物が就いたことから，サン・マルコ財

務官にコンミッサリーアを託す人々が増えていったと考えられる。もっと

も，具体的な実務を担当したのは財務官ではなく，その部下たちであり，

コンミッサリーアの受託者となったのは，財務官というよりもサン・マル

コ財務庁 Procuratia di San Marco だったと言うべきである。そして，そ

の業務は個々の財務官の寿命を超え，役所内で受け継がれていった 4）。

　第四回十字軍（1204 年）を契機としてヴェネツィア社会は急速に富裕

化したが，それにともなってサン・マルコ財務官のコンミッサリーア業

務も拡大し，本来の業務にも，夥しい数のコンミッサリーアの遂行にも

支障をきたすようになった。そのため，13 世紀から 14 世紀にかけて人員

の増加と業務分担が段階的に進み，本来の職掌であるサン・マルコ聖堂

の財産管理を担当する「デ・スプラ de Supra」，大運河の東側に位置する

地区のコンミッサリーア業務を担当する「デ・チトラ de Citra」，大運河

の西側に位置する地区のコンミッサリーア業務を担当する「デ・ウルトラ

de Ultra」の 3 つの部局に分かれ，各 2 名ずつが任務にあたるようになっ

た 5）。しかし，この区分は必ずしも厳密なものではなく，「デ・チトラ」と「デ・
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ウルトラ」がそれぞれ運河の反対側のコンミッサリーアに関わるケースや，

15 世紀以降にも「デ・スプラ」がコンミッサリーア業務を行うケースは珍

しいものではなかった。

　国立ヴェネツィア古文書館では，サン・マルコ財務官に関して，上記 3

部局と，異なる部局の文書が混在する「ミスティ Misti」の計 4 つのフォ

ンドがあり，それぞれがコンミッサリーアの下部項目（「シリーズ serie」

と呼ばれる）をもつ。「デ・スプラ」のフォンドに含まれるコンミッサリー

ア文書は全 72 ファイル 6），「デ・チトラ」は全 311 ファイル 7），「デ・ウルト

ラ」にいたっては，目録だけで 12 巻におよび，全 346 ものファイルが存

在する 8）。また，「ミスティ」のコンミッサリーア文書も目録 8 巻，321 ファ

イルにのぼるが，その大半は「デ・チトラ」が管理したコンミッサリーア

である 9）。注 2 で示したように，通常，ひとつのファイルだけでも数百の紙

葉から成るのであり，単に量的見地から言っても，全体として途方もない

ほどに豊かな文書群であることがわかるだろう。 

　個々のコンミッサリーア文書の残存状況は一様ではなく，一人の設立者

に関して数巻（最大で 25 巻 10））に及ぶ場合もあれば，ごく断片的な少量の

書付けを集めただけの場合もある（量が多くないものは数人から十数人分

がひとつのファイルに収められている）。そのため，含まれる文書が必ず

しも個々のコンミッサリーアの詳細を伝えるわけではない。しかし，コン

ミッサリーアにおいて最も重要なのは遺言の内容であり，遺言書の写しや

要約は高い確率で含まれている。そのほか，財産管理の会計，納税，不動

産の売買・賃貸といった財政上の記録，財産目録，運用に関わる会議の議

事録の写し，政府関連の通達の写し，慈善の受益者に関する記録など，多

様な書類が含まれている。なかには，祖先から受け継いだ資産が関わるた

め遺言の作成時よりも古い記録を含むケース，遺言者本人だけでなく親族

のコンミッサリーアが混在するケースもある。遺言の執行や遺産の運用に
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絡む訴訟は頻繁に起きていたらしく，裁判資料や判決の写しも高い確率で

見出される。

（2）兄弟会のフォンド

　兄弟会とは，中近世のヨーロッパ各地でみられた「平信徒によって運営

される自発的信心団体 11）」であり，ヴェネツィアではスクォーラ scuola と

呼ばれた。兄弟会には様々な類型があったが，集団的な宗教儀式や慈善

活動を通して会員の死後の魂の救済を願うとともに，相互扶助による現世

的な社会機能も果たしていた。ヴェネツィアでは，終末思想が強まった

13 世紀に鞭打ち苦行を目的として結成された 4 団体が「大兄弟会 Scuole 

Grandi」と呼ばれるようになり，その他の兄弟会と区別された 12）。大兄弟

会に対して「小兄弟会 Scuole Piccole」と呼ばれたその他の兄弟会の多く

は，職業や地縁などにもとづく小規模な団体であり，平均会員数は 60 か

ら 70 名であったとされる 13）。いっぽう，大兄弟会は，1399 年に政府によっ

て各々 550 から 600 名の定員が定められたものの 14），実際にはその数倍の

会員を擁していた 15）。大兄弟会に指定された 4 団体は，カリタ大兄弟会

Scuola Grande di Santa Maria della Carità，サン・ジョヴァンニ・エヴァ

ンジェリスタ大兄弟会 Scuola Grande di San Giovanni Evangelista，サン・

マルコ大兄弟会 Scuola Grande di San Marco，ミゼリコルディア大兄弟会

Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia o della Valverde であり，

1478 年にはサン・ロッコ大兄弟会 Scuola Grande di San Rocco，1552 年

にはサン・テオドーロ大兄弟会 Scuola Grande di San Teodoro がここに加

わった。その後も 3 団体が追加されたが，上記 6 団体に比べれば極めてさ

さやかな存在だった。

　スクォーラ研究の第一人者であるプラン B. Pullan や中世ヴェネツィア

の財政について研究したミュラー R. Mueller は，14 世紀末以降に大兄弟
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会が慈善活動を増大させたこと，そのなかで個人からのコンミッサリーア

委託を通した慈善が大きなウェイトを占めたことを指摘する 16）。すなわち，

兄弟会がコンミッサリーアの重要な担い手となるのは，サン・マルコ財務

官よりも 1 世紀ほど遅れたことになる。しかし，大兄弟会の目録には各コ

ンミッサリーアの年代が示されていないため，大兄弟会へのコンミッサ

リーア委託が始まった時期や盛んになった時期について正確な全体像を描

くのは困難である。ミュラーは，サン・マルコ財務官よりも大兄弟会に遺

産を託すことを選ぶ都市民が増えた理由として，サン・マルコ財務官のコ

ンミッサリーア業務が激増して遂行が滞りがちであったこと，役所よりも

自分が属する兄弟会の仲間のほうが遺言に込めた願いを親身に聞き届けて

くれると期待できたことを挙げている 17）。

　大兄弟会であれ，小兄弟会であれ，それぞれの兄弟会は国立ヴェネツィ

ア古文書館において独立したフォンドを形成している。むろん，各フォン

ドに含まれる文書量は様々であり，小兄弟会のなかには 1 ファイルしかな

いものもあるのに対し，六大兄弟会には各々数百から千を超えるファイル

が存在する。各フォンドにはコンミッサリーア文書の独立した目録はない

が，大兄弟会のコンミッサリーア文書を一覧にした目録が別にある 18）。た

だし，設立者の氏名と受託した大兄弟会の名が示されているだけであり，

各コンミッサリーアの設立年や持続年数は個々の文書を実際に見てみなけ

ればわからない。スクォーラごとの内訳としては，サン・ジョヴァンニ・

エヴァンジェリスタが最多で 105 件，カリタが 79 件，サン・マルコが 65

件，ミゼリコルディアが 59 件，サン・ロッコが 51 件，サン・テオドーロ

が 14 件，他の 3 団体を合わせて 10 件，計 383 件である。もっとも，これ

はファイル数ではなく，サン・マルコ財務官のフォンドと同様に，1 件が

複数のファイルに分かれる場合もあれば，分量が少ないものの複数がまと

めて 1 ファイルに収められている場合もある。いずれにせよ，数量的には
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サン・マルコ財務官のコンミッサリーア文書のほうが大兄弟会よりも圧倒

的に多い。しかし，それはあくまでも現存する文書の量であり，各機関に

委託されたコンミッサリーアの実数を反映しているわけではない。ミゼリ

コルディア大兄弟会には，14 世紀前半から 18 世紀初頭までの 139 名分の

遺言書の要点をまとめた要約集がある 19）。兄弟会が遺言を記録し保管して

いたということは，その遺言者たちが同兄弟会にコンミッサリーアを託し

たと考えるのが妥当である。ただし，遺言の要約集は他にもあり 20），重複

しない人物もいるため，実際には 139 名よりも若干多かったであろう。こ

こには，18 世紀初頭以降に新たに設定されたコンミッサリーアは含まれな

いが，それらを除外しても，設立者の名前を冠したコンミッサリーア文書

は，件数として全体の 4 割程度しか残っていないことになる。実際，コン

ミッサリーアを残したに違いないような重要人物のうち，サン・マルコ財

務官も含めたいずれかのフォンドにコンミッサリーア文書が見出されるの

は，ごく一部にすぎないのである。なお，小兄弟会にも遺産管理が委ねら

れることはあったが，コンミッサリーア文書の独立したファイルはごく一

部にしか見出されない 21）。兄弟会のコンミッサリーア文書に含まれる記録

の種類については，サン・マルコ財務官の場合とおおむね同様である。

（3）その他

　コンミッサリーアは福祉施設や宗教施設の設立を伴うことも多かった。

国立ヴェネツィア古文書館には「オスペダーレおよび慈善施設 Ospedali 

e luoghi pii」というフォンドがあり 22），ここにもコンミッサリーアのタ

イトルを持つファイルが多く見出される。また，個人名を冠した「遺産

Eredità」，「遺贈 Legato」，「寄付 Donazione」，「譲渡 Cessione」のタイト

ルを持つファイルもあり，これらもコンミッサリーア文書に準ずると考え

られる。これらをすべて合わせると，ファイルの数は 500 を軽く超える。
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ただし，これらのコンミッサリーアの受託管理者について目録から十分な

情報を得ることはできない。また，サン・マルコ財務官や兄弟会に委ねら

れたコンミッサリーアとの重複があるかどうかについても，詳細に検証し

てみなければわからない。

　コンミッサリーアは教区教会や修道院にも託された。それらのフォンド

にもコンミッサリーア文書が見出されるが，個々のフォンドに含まれる数

はさほど多くない。教区教会や修道院はむしろ，遺言によって寄進を受け

る受益者としての面が大きかったであろう。もっとも，フォンド数がきわ

めて多いため，詳しく調査することは難しく，現時点では教区教会や修道

院のコンミッサリーアについて具体的なことは言えない。

2．コンミッサリーア関連文書

（1）受託機関のフォンド

　サン・マルコ財務官も大兄弟会も，自分たちが管理するコンミッサリー

アの概況を把握する努力を折に触れておこなっていたらしく，ある時期の

各コンミッサリーアの要点や収支をまとめた文書の類が一部に存在する。

たとえば，「デ・ウルトラ」の b. 384, Condizioni di tutte le commissarie de  

ultra，ミゼリコルディア大兄弟会のb. 275, Catastico o bilancio dell’Entrata  

ed aggravi della Scuola e commissarie などである 23）。また，すでに例を挙

げたような遺言集も，直接コンミッサリーアに関わる史料である。そのほ

か，納税や訴訟の記録，議事録，会計簿などにも，コンミッサリーアに関

する記述が見出される。もっとも，それらの関連箇所の写しがコンミッサ

リーア文書のほうにも含まれていることは多い。コンミッサリーア関連文

書は多岐にわたるが，とくに「デ・チトラ」および「デ・ウルトラ」のサ

ン・マルコ財務官はコンミッサリーアを扱う部局であったため，当然なが

ら，これらのフォンドに含まれる文書のほぼすべてがコンミッサリーアに
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関わると言える。

（2）その他のフォンド

　遺言書の原本は，基本的には公証人文書のフォンドに保管されており，

各々の公証人が扱った遺言の写しもある。コンミッサリーアに関する記録

はまた，大兄弟会を監督していた政府十人会 Consiglio di Dieci，その下部

組織として 1622 年に設置された大兄弟会審問検査官 Inquisitori e Revisori 

sopra le Scuole Grandi，さらに，不動産の売買，公債，税務，訴訟などを

扱う政府諸機関の文書にも多く見出されるであろう。「オスペダーレおよ

び慈善施設」のフォンドにも，コンミッサリーア文書そのもののほかに多

くの関連文書がある。

　国立ヴェネツィア古文書館には，貴族や有力市民の家系で私的に保管さ

れていた文書群も収蔵され，個々にフォンドが設定されている。サン・マ

ルコ財務官や兄弟会が扱ったコンミッサリーアにおいても，遺言では親族

や子孫が信託遺産管理人に指名されることが多かったため，このような私

的文書にも特定のコンミッサリーアに関する記録が含まれている可能性は

ある。これらも数が多く，十分に調査するのは困難であるが，一部を見た

限りでは，コンミッサリーア文書と呼べるもの，すなわち，特定の人物が

設立した遺言の執行や遺産管理に関してまとまりをもつ文書群は見当たら

ないものの，遺言の写しや財産目録が含まれているケースは多いようだ。

3．サン・マルコ財務官のコンミッサリーア文書目録からの統計データ

（1）目録と調査方法

　前章までで見たように，国立ヴェネツィア古文書館には膨大な量のコン

ミッサリーア文書群が存在する。しかし，その大部分は研究者たちの目に

触れることもなく，古文書館の書庫の中でひっそりと眠り続けている。そ
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れらをすべて掘り起こすことは不可能だが，サン・マルコ財務官フォンド

の目録によって，様々な情報を抽出することができる。

　「デ・スプラ」のコンミッサリーア目録はファイルごとにしか示されて

いないが，その他のフォンドの目録はコンミッサリーアの設立者名のアル

ファベット順になっており，設立者ごとに，基本的な情報（氏名，居住な

いし出身教区，遺言の作成年など），そこに含まれる文書の内訳や，それ

らがカバーする年代などが示されている。ただし，基本的な情報が不完全

なケースも少なくない。それはおそらく，文書そのものが断片的にしか残っ

ていないためであろう。もとより，現存しないコンミッサリーア文書も相

当数にのぼると考えられる。それでも，ここには全体で 3,000 件を優に超

えるコンミッサリーアのデータが存在するのであり，そこからさまざまな

知見を得ることが期待できる。

　本稿で調査の対象とする目録は，「ミスティ」8 巻，「デ・チトラ」3 巻，「デ・

ウルトラ」12 巻の計 24 巻である（注 7-9）。ここからは，たとえば遺言者

の男女比などを調べることも可能であるが，論者はコンミッサリーアの長

期性に注目しているため，各々のコンミッサリーアが継続された期間の長

さを知るために，設立年と終了年のデータを集め，それをもとに継続年数

を割り出すことにする。年代に関する情報を欠くものを除外した結果，計

3,479 件のデータを集めることができた。 

　①設立年

　設立年は，遺言作成年を基準とするが，遺言作成年が不明の場合は，そ

のコンミッサリーア文書に含まれる記録のうち最も古い年代を設立年とす

る。ただし，先述したように，祖先から受け継いだ資産が関わるため遺言

の作成時よりも古い記録を含む場合があることには留意が必要である。
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　②終了年

　終了年は，そのコンミッサリーア文書に含まれる記録のうち最も新しい

年代とした。ただし，下限が世紀でしか示されていないものもあるが，そ

の場合は世紀の初年（たとえば，18 世紀なら 1701 年）とした。よって，

たとえ世紀の後半まで続いたとしても，実際よりも早く終了したものとみ

なすケースがある点に留意が必要である。もとより，記録の下限は必ずし

も，そのコンミッサリーアが終わったことを示すものではない。実は，各々

のコンミッサリーアがいつどのように終了したかは明確ではない。とはい

え，少なくとも記録が残っている時点までは続いていたとみなしうるため，

最低継続年数を知る手掛かりになる。

　③継続年数

　上記のようにして得た設立年から終了年までを継続年数とする。単年，

もしくは設立の翌年に終わっている場合を継続 1 年（正確には 2 年未満）

とし，2 年以上 10 年未満，10 年以上 50 年未満，そのあとは 50 年ずつで

区切り，300 年以上をひとまとめにして集計した。

（2）調査結果

　表 1 が設立年，表 2 が終了年，表 3 が継続年数である。先述したように，「ミ

スティ」に含まれるものは，ごく一部を除き，すべて「デ・チトラ」が管

理したコンミッサリーアであるため，「ミスティ」と「デ・チトラ」の小

計を示して「デ・ウルトラ」との比較ができるようにした。

おわりに

　本稿では，紙数の制約上，国立ヴェネツィア古文書館所蔵のコンミッ

サリーア文書群の紹介と，目録から抽出した統計データの提示のみをおこ
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なった。コンミッサリーアの詳細やここで示したデータの分析・考察につ

いては，稿を改めて論じる予定である。

表 1： サン・マルコ財務官（Misti, de Citra, de Ultra）のコンミッサリーア文書
設立年

fondo
1201

～

1250

1251

～

1300

1301

～

1350

1351
～

1400

1401

～
1450

1451

～

1500

1501

～

1550

1551

～

1600

1601

～

1650

1651

～

1700

1701

～

1750

1751

～

1800
計

Misti
小計 14 82 282 340 215 94 32 20 8 14 4 3 1,108

de Citra
小計 0 13 41 56 55 45 23 5 4 3 0 1 246

MistiとCitra
計 14 95 323 396 270 139 55 25 12 17 4 4 1,354

de Ultra
小計 69 306 565 491 307 152 108 64 30 21 7 5 2,125

総計 83 401 888 887 577 291 163 89 42 38 11 9 3,479

（ ASV, Inventari 394/1-8, 395/1-3, 396/1-12 より作成．遺言作成年を基準とする．遺言作成年が不明の場合
は記録の上限．）

表 2： サン・マルコ財務官（Misti, de Citra, de Ultra）のコンミッサリーア文書
終了年

fondo
1201

～

1250

1251

～

1300

1301

～

1350

1351

～

1400

1401

～

1450

1451

～

1500

1501

～

1550

1551

～

1600

1601

～

1650

1651

～

1700

1701

～

1750

1751

～

1800
1801

～ 計

Misti
小計 3 38 120 236 240 121 59 232 24 19 6 8 2 1,108

de Citra
小計 0 0 9 13 14 8 6 66 39 15 70 5 1 246

MistiとCitra
計 3 38 129 249 254 129 65 298 63 34 76 13 3 1,354

de Ultra
小計 39 214 420 426 346 177 103 262 58 32 21 24 3 2,125

総計 42 252 549 675 600 306 168 560 121 66 97 37 6 3,479

（ ASV, Inventari 394/1-8, 395/1-3, 396/1-12 より作成．記録の下限．下限が世紀でのみ示されている場合は，
その世紀の初年．）
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＊ 本稿は，桃山学院大学 2022 年度春学期海外特別研修の成果の一部であ

る。この研究機会と特別な援助を与えてくださった桃山学院大学，なら

びに客員研究員として迎えてくださったヴェネツィア・カ・フォスカリ

大学に心から感謝申し上げます。

注
 1 ） コンミッサリーアの定義や具体的な特徴については，稿を改めて論じる予

定である。
 2 ） 「フォンド fondo」とは，イタリアの古文書館や図書館における文書群の大

分類項目であり，国立ヴェネツィア古文書館においては，共和国政府の各機

表 3： サン・マルコ財務官（Misti, de Citra, de Ultra）のコンミッサリーア文書
継続年数

fondo 1 年 2～9 年 10～
49 年

50～
99 年

100～
149 年

150～
199 年

200～
249 年

250～
299 年

300 年
以上 計

Misti
小計 251 125 326 162 66 57 69 38 14 1108

割合 （%） 23% 11% 29% 15% 6% 5% 6% 3% 1% （100%）

de Citra
小計 21 7 21 22 31 29 43 31 41 246

割合 （%） 9% 3% 9% 9% 13% 12% 17% 13% 17% （100%）

MistiとCitra
計 272 132 347 184 97 86 112 69 55 1354

割合 20% 10% 26% 14% 7% 6% 8% 5% 4% （100%）

de Ultra
小計 982 262 459 153 65 56 69 52 27 2125

割合 （%） 46% 12% 22% 7% 3% 3% 3% 2% 1% （100%）

総計 1254 394 806 337 162 142 181 121 82 3479

割合 （%） 36% 11% 23% 10% 5% 4% 5% 3% 2% （100%）

（ 表 1・2 のデータをもとに作成．割合は小数点以下を四捨五入した．Cf. ASV, Inventari 394/1-8, 395/1-3, 
396/1-12．）
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関，各種団体，共和国滅亡後の諸体制など，文書の由来ごとに仕分けされて
いる。各フォンドには，数十から数百，大規模なものでは千を超えるファイ
ル（綴じられたもの，箱に入ったもの，綴じられた数篇の冊子やばらばらの
紙片 carte sciolte を大きな紙挟みと紐でまとめたものなど，形状は様々であ
るが，多くは「書類入れ」を意味する「ブスタ busta」で番号がふられてい
る）が含まれる。通常，ひとつのファイルは 10 ～ 20 センチメートル，ある
いはそれ以上の厚さを持ち，数百あるいはそれ以上の紙葉からなる。cf. Da 
Mosto, A. （1937）, L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, 
descrittivo ed analitico, Tomo I, Roma；湯上良（2012）「アンシャン・レジー
ム末期における政体移行とアーカイブ ヴェネツィア共和国の事例から」『社
会科学研究』33（1），pp. 255-291．

 3 ） Da Mosto （1937），p. 25；高田京比子（2001）「サン・マルコ財務官と中世ヴェ
ネツィア都市民−遺言書史料に見る行政機構の発展」『史林』84（5），p. 41；
和栗珠里（2010）「16 世紀ヴェネツィアの門閥家系−サン・マルコ財務官就
任者の分析より−」『桃山学院大学人間科学』39，p. 31.

 4 ） ヴェネツィア共和国政府の官職には腐敗を防ぐために短い任期と再任禁止
期間が設けられていたが，ドージェとサン・マルコ財務官だけは終身職だっ
た。Da Mosto （1937）, pp. 15, 25. 

 5 ） Da Mosto （1937），p. 25；高田 （2001），p. 39；和栗 （2010），p. 14. なお，
15 世紀にはさらに増員されて各部局に 3 名ずつ，計 9 名がサン・マルコ財
務官の定員となった。 

 6 ） ASV （Archivio di Stato di Venezia）, Inventario 285bis, PSM （Procuratori 
di San Marco） de supra. Commissarie; Id., Inventario 285ter, Procuratori di 
San Marco de supra. Commissarie.

 7 ） Id., Inventario 395/1-3, PSM de Citra. Commissarie.
 8 ） Id., Inventario 396/1-12, PSM de Ultra. Commissarie.
 9 ） Id., Inventario 394/1-8, PSM Misti. Commissarie.
10 ） ASV, PSM de Citra, Commissarie, bb. 284-308.
11 ） 坂上政美（1999）「中世末期フィレンツェの兄弟会」『史林』82 （4），p. 593．
12 ） Wurthmann, W. （1989）, ‘The Council of Ten and the Scuole Grandi in 
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Early Renaissance Venice,’ Studi Veneziani, n.s., 18, p. 17.
13 ） Mackenny, R. （1987）, Tradesmen and Traders. The World of the Guilds 

in Venice and Europe, 1250–c.1650, London, p. 52.
14 ） Wurthmann （1989）, p. 26.
15 ） Pullan, B. （1971）, Rich and Poor in Renaissance Venice, Oxford, p. 88；

和栗 （2016），‘Confraternity and Nobility in the Sixteenth Century Venice  
― Patrician Members of the Scuola Grande della Misericordia ― ,’『人間文
化研究』5，pp. 7-9.

16 ） Pulan （1971）; Mueller, R. （1971）, ‘The Procurators of San Marco in the 
Thirteenth and Fourteenth Centuries: A Study of the Office as a Financial 
and Trust Institutions,’ Studi Veneziani, 13, p. 186.

17 ） Ibid.
18 ） ASV, Anagrafe II/11, Indice delle Commissarie delle Scuole Grandi.
19 ） ASV, Scuola di S. Maria della Misericordia o della Valverde, b. 130, fasc. 4.
20 ） Id., b. 129.
21 ） ASV, Inventario 217, Scuole piccole e suffragi.
22 ） ASV, Inventario 209, Ospedali e luoghi pii. なお，Ospedale はしばしば「施

療院」と訳されるが，医療施設とは限らず，孤児院や福祉住宅のようなもの
も含んでいた。

23 ） 前者は 1582 年に作成されたもの。後者の作成年代は不明だが，1757 年の
記述を含むため，それ以降と考えられる。
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Commissaria Documents 
in the State Archive of Venice

WAGURI Juri

　The State Archive of Venice （Archivio di Stato di Venezia, hereafter 
ASV） keeps a massive number of commissaria （testamentary trust） 
documents and other documents related to various commissarie （pl.）. In 
this paper, I make an overview of the collection of these documents in 
the ASV and extract quantitative data of the commissarie entrusted to 
the Procuratori di San Marco （hereafter PSM） from the inventories of 
the ASV.
　What I call ‘commissaria documents’ are those titled ‘Commissaria’ 
with the testator’s name. The principal archival fondi （sg.: fondo） where 
commissaria documents are collocated are those of the PSM and the 
Scuole Grandi （major confraternities）. In the early fourteenth century, 
the PSM came to be divided into three sections, namely the PSM de 
Supra, de Citra, and de Ultra. In the ASV, each section forms a fondo, 
and there is another fondo called ‘PSM Misti’, which is composed of 
commissaria documents from different sections （but all except a few are 
of the commissarie administered by the PSM de Citra）. These four fondi 
include more than a thousand buste （files） of commissaria documents 
in total. In the fondi of the Scuole Grandi, the ASV keeps commissarie 
documents of 383 testators. In addition, the fondo of the Ospedali e luoghi 
pii has some 500 buste of testamentary trusts.
　Each commissaria document is composed of multiple sorts of papers. 
The most important were copies or summaries of the testament and 
accounting records, but there may also be lists of beneficiaries, property 
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inventories, copies of contracts, copies of government decrees, papers of 
lawsuits, and so on. Besides these commissaria documents, we can find 
other documents which include records concerning commissarie in the 
fondi mentioned above and in other fondi, especially those of government 
institutions such as the Consiglio dei Dieci, which supervised the Scuole 
Grandi. 
　The ASV compiled alphabetical inventories for the commissaria 
documents in the fondi of the PSM de Citra, de Ultra, and Misti, which 
provide us with a lot of helpful information on more than three thousand 
commissarie. To figure out the duration of each commissaria, I collected 
data about the year of establishment and the last record in the document 
from these inventories. The results are in the tables 1-3. The analysis 
and examination of these tables will be discussed in a separate paper. 

＊  Research for this study was made possible by the generous assistance 
of Momoyama Gakuin University. I wish to express my special thanks 
to Università Ca’ Foscari Venezia for offering me the opportunity to 
develop my research in March-September 2022 as a visiting scholar.
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桃山学院大学スポーツ教育センターとしての 
取り組みと今後の展望について

──関西圏の他大学を参考に──

石　村　広　明
松　元　隆　秀
山　下　陽　平

1．はじめに

　桃山学院大学スポーツ教育センターは 2020 年 4 月に発足し，活動を進

めている組織である。本学のスポーツ教育センターはスポーツ推薦入学者

に対する支援や地域貢献活動を主な取り組みとして掲げていたが，新型コ

ロナウィルスの影響により，地域貢献活動については予定通りにならない

状況が続いていた。そのような中，2022 年 8 月にようやく「キッズ水泳教室」

と「サッカークリニック教室」という和泉市の小学生を対象にした 2 件の

地域貢献活動を実施することができた。水泳教室終了後に参加者に対して

実施したアンケートでは，回答が得られた 9 組の親子のうち 94.4％が大変

満足したと回答しており，継続的な実施や新たなスポーツ教室を希望する

意見が得られた。また，2022 年 10 月からは高齢者を対象とした運動教室

の実施も予定しており，少しずつスポーツ教育センターとしての活動の幅

を広げることができている。今後，本学スポーツ教育センターが取り組み

の幅を広げていくために，関西圏のスポーツ教育センター，または，それ

に相当すると考えられる組織（以下，スポーツ教育センターで統一）を有

〔資　料〕
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する大学の活動を参考にしつつ，スポーツ教育センターが果たすべき役割

について検討する。その上で本学スポーツ教育センターの今後の活動内容

の参考にしたい。

2．参考とした大学について

　今回の調査において対象とした大学の検索は，進学情報ポータルサイト

マイナビ進学を用いた。検索の際の条件は，エリア・都道府県を「関西」，

学校の種類を「国公立大学・私立大学」，学べる学問を「スポーツ学」とした。

この条件でヒットした 47 の大学がスポーツ教育センターを有するかどう

かを大学の HP にアクセスし，確認した。なお，体育施設をスポーツセン

ターと称している大学も散見されたが，そのような大学は対象から除外し

た。その結果，9 つの大学にスポーツ教育センターが確認できたことから

今回の調査対象とした。なお，大阪電気通信大学以外の 8 つの大学は本学

も所属している一般社団法人大学スポーツ協会（以下，UNIVAS）に加盟
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場所

先生が手取り
足取り教えます！

2～3ｍしか泳げない・・

8月1日（月）～8月5日（金） 【全5回】

午前10時から午前11時30分

桃山学院大学室内プール

対象者

授業料

定員

身長120cm以上の小学生

￥5,000（保険代込）

20名（応募者多数の場合は抽選）

桃山学院大学スポーツ教育センター

メールアドレス:mspoclass@andrew.ac.jp

住所： 〒594-1198 和泉市まなび野1-1

実施日

お問い合わせ
お申込み

時間

左の申込フォームより
お申込みください。
締切：7月20日

講師 スポーツ教育センター教員

うくことはできるけど
前にすすめない・・

ＴＥＬ： 0725-92-7502 （9：00～17：00）

画像 1．本学スポーツ教育センターが実施したスポーツ教室のチラシ
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していた。また，9 つの大学すべてが体育・スポーツ系の学部を有していた。

対象とした 9 つの大学名，センター名および主な取り組み・理念は表 1 

に示す通りである。なお，主な取り組み内容・理念は HP から転載，もし

くは記載内容を著者が要約した。今回は大学の HP に情報のあったスポー

ツ教育センターのみが対象となった。そのため本学のように HP を持たず，

活動しているスポーツ教育センターが存在している可能性があることにつ

いては注意しなければならない。

3．スポーツ教育センターの果たす役割

　本調査では関西圏においてスポーツ教育センターを有する大学の活動の

実態や設立の背景を参考にしつつ，スポーツ教育センターが果たす役割に

ついて検討する。そのため各スポーツ教育センターの具体的な取り組みは

もちろんのこと，どのような役割を期待され，設立されたのかを体系的に

捉え，本学スポーツ教育センターの活動に反映させることも目的の一つで

ある。したがって各大学の HP 上に記載されているスポーツ教育センター

の取り組みや設立の理念等に関する記述内容が重要なデータとなる。こ

うしたテキストデータの解析手法として，テキストマイニングが知られ

ている。KH Coder はテキストデータの分析を行うためのフリーソフト

ウェアであり，このソフトを用いて数多くの応用研究が行われている。そ

の分析対象は，自由記述アンケートやインタビュー，会議録のみならず，

twitter などの SNS やマス・コミュニケーション媒体など多岐に渡る（樋口，

2017）。

　対象とした 9 大学の HP 上に記載されているスポーツ教育センターの取

り組みや設立の理念等に関する内容をテキストファイルとして，KH Coder 

で読み込ませた。そして，テキストに含まれる単語の出現頻度や単語間の

関連性を可視化するために共起ネットワークを描画する機能を利用した。
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大学名 センター名 主な取り組み・理念
大阪体育大学 スポーツ科学センター 学生のスポーツ科学サポート

大阪電気通信大学 人間科学教育研究セン
ター 学習支援

大阪国際大学 課外教育センター

1．環境形成
2．地域貢献
3．エンカレッジ
4．海外交流

びわこ成蹊スポーツ
大学 スポーツセンター 1．課外活動支援事業

2．産官学連携・貢献事業

立命館大学 スポーツ健康科学研究セ
ンター

1． スポーツ競技力向上のための研究
2． 生活習慣病発症予防に関する研究
3． 高齢者の QOL 向上に関する研究

大阪経済大学 スポーツ・文化センター
1．クラブ学生支援
2．地域貢献・連携事業
3．各種イベント

神戸親和女子大学 スポーツセンター

1． スポーツ活動及び学業との両立支
援・キャリア支援

2． クラブ活動の運営に関する支援
3． スポーツ活動環境の整備・改善
4． 地域の学校のスポーツ活動への支

援
5． 地域の関連団体，産業界及び他大

学等とのスポーツに関するネット
ワークの構築

6． NPO 法人親和スポーツネットと
連携した地域スポーツの振興

7． スポーツボランティアの育成
8．スポーツ科学研究の推進

武庫川女子大学 スポーツセンター

1．学生アスリートの学習支援
2． 強化クラブの競技力向上支援
3．一般学生の健康増進支援
4．学友界全体の活性化
5． スポーツクラブ武庫女による地域

貢献
6． 地域高校運動部への活動支援
7． 健康・スポーツ関連の情報発信
8． 大学スポーツ振興のための資金調

達力向上

大阪成蹊大学 スポーツ＆カルチャー
センター

クラブ活動支援
高大連携活動
地域貢献活動

表 1．対象とした大学一覧
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共起ネットワークとは，ある単語がどの単語と共に使用（共起）されてい

る頻度が高いかを太さの異なる線で結び図として表した網目（ネットワー

ク）を意味している。KH Coder を用いた分析からセンターの取り組みや

果たす役割について体系的に捉えることを目指した。分析結果による共起

ネットワーク図を図 1 に示す。

　KH Coder の分析からスポーツ教育センターの取り組みや果たす役割は

①学生の活動支援，②地域社会への貢献，③競技パフォーマンス向上のた

めの科学的サポートの 3 点に集約されると解釈することができた。さらに

細分化するならば，①学生の活動支援にはスポーツ活動のみならず，教育

面での支援も含まれていることがわかる。②地域社会への貢献では，地域

住民の健康増進にアプローチする内容と近隣のスポーツ活動の活性化に寄

与するものに分類することができる。それぞれの項目について各大学の具

体的な取り組みの事例を紹介する。

3-1．学生の活動支援

　先述の通り，学生の活動支援の内容はスポーツ活動と教育・学習面に分

類することができる。それぞれの項目について各スポーツ教育センターの

具体的な取り組みについて確認していく。

3-1-1．スポーツ活動支援

　学生のスポーツ活動支援に関する内容の記述は大阪電気通信大学以外の

全ての大学にみられた。HP から具体的な取り組みが確認できたものを列

挙する。大阪経済大学では災害，事故のリスク管理等をレクチャーするク

ラブ学生講習会や学生スポーツとの向き合い方を学ぶアスリート講習会を

実施している。大阪国際大学ではスポーツの環境形成として，グラウンド

やトレーニングルームなどの確保・充実が項目として挙げられている。大
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阪体育大学は AT（Athletic Training），S&C（Strength & Conditioning）， 

心理，栄養，測定・評価という 5 部門での指導を行い，学生のスポーツ活

動をサポートしている。この点については後述する競技パフォーマンス向

上のための科学的サポートに貢献する役割が強い印象を受けた。他の大学

においてもスポーツ教育センターの取り組む内容として，クラブ活動の運

営に関する支援やスポーツ活動環境の整備・改善，学生アスリートの育成

サポートに関する内容が記載されていた。

3-1-2．学習支援

　各大学の HP 上で，学業とスポーツの両立やキャリア支援，デュアルキャ

リアの実現を支援する趣旨の記述がみられた。具体的な取り組み事例の記

載が確認できたのは，大阪経済大学の学期末試験対策セミナーの実施や成

績不振者面談のみで，各スポーツ教育センターの取り組み項目としての記

載にとどまった。しかしながら，武庫川女子大学や神戸親和女子大学では

センターの設置理念や達成目標の第一項目に掲げられており，センターに

おける学習支援の重要度の高さがうかがえる。

3-2．地域社会への貢献

　そもそも大学という機関はスポーツを通じた地域貢献活動を行うことが

期待されているといえる。UNIVAS の HP においても，「優れた体育・ス

ポーツ施設を有する存在であることもあり，大学はスポーツを通じた地域・

社会の活性化の一端を担える重要な機関」であると明記されている。また，

平成 28 年に内閣府経済社会総合研究所が発表した「大学等の知と人材を

活用した持続可能な地域創生に関する研究会報告書」においても，大学の

地域貢献への期待は高まっており，大学自体も地域貢献を主要なミッショ

ンとして，取り組みを強化しつつあることが報告されている。その上で，
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地域住民の健康増進へのアプローチと近隣のスポーツ活動の活性化の 2 つ

の視点からそれぞれの取り組みについて紹介する。

3-2-1．地域住民の健康増進へのアプローチ

　多くの大学において大学施設の一般開放や公開講座，シンポジウムの開

催などの取り組みが確認できた。また，立命館大学では，研究機関とし

ての役割が強調されており，生活習慣病発症予防に関する研究や高齢者の

QOL 向上に関する研究などをテーマに掲げ，企業との共同研究や情報発

信を行うことで，地域住民の健康増進に寄与していることが確認できた。

3-2-2．近隣のスポーツ活動の活性化

　大阪経済大学は，「大経大キッズカレッジ」という近隣の小学生を対象

にした各種スポーツ教室を実施している。同様の取り組みとして大阪成蹊

大学の「大阪成蹊スポーツアカデミー」やびわこ成蹊スポーツ大学の「び

わスポキッズプログラム」などが確認でき，大学の近隣の小学生のスポー

ツ活動の活性化および学生活動支援という役割も担っているといえる。ま

た，対象は小学生のみにとどまらず，神戸親和女子大学や大阪国際大学，

武庫川女子大学は併設の附属校も含む，近隣の中学・高等学校の活動に対

して，クラブ活動生を指導者として派遣する支援を行っていることが記載

されていた。

3-3．競技パフォーマンス向上のための科学的サポート

　先述のスポーツ活動の支援のような環境整備とは異なり，競技力向上の

ためのサポート体制の充実を取り組み項目として掲げるスポーツ教育セン

ターもみられた。大阪体育大学では，AT，S&C，心理，栄養，測定・評

価の 5 部門が連携を図りながら，学生の競技パフォーマンス向上のサポー
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トを実践している。また，アスリートの育成だけではなく，将来，トレー

ナーやメンタルトレーニング指導士を目指す学生の教育の場としての役割

も担っていることが示されている。立命館大学においては，スポーツ競技

力向上のための研究を推進する研究領域のひとつに掲げ，トレーニング機

器開発に関する研究，食事・栄養関連の研究，機能性衣服関連の研究，ト

レーニング方法に関する運動生理学的研究，各種トレーニングによる機能

改善に関する分子生物学的研究，アスリートのコンディショニングに関す

る研究などの分野からアプローチしていることが紹介されている。その他，

武庫川女子大学では強化クラブの競技力向上支援が，神戸親和女子大学に

おいてはスポーツ科学研究の推進が目標としてそれぞれ掲げられている実

態が確認できた。こうした取り組みからスポーツ教育センターは研究機関

としての役割を果たすことも可能であることがうかがえた。一方で，研究

機関として十分な役割を果たすためには，それだけの機材や設備が必要で

あることが指摘できる。

4．まとめと展望

　今回の調査・分析を通じてスポーツ教育センターの果たす役割は学生の

活動支援，地域社会への貢献，競技パフォーマンス向上のための科学的サ

ポートの 3 点に集約されることが明らかとなった。また，その 3 点の役割

について，全てのスポーツ教育センターが 3 点全てを担っているわけでは

なく，各大学の実態や設備・環境面，地域のニーズ等に合わせて実践して

いることも明らかとなった。現状の本学スポーツ教育センターの取り組み

と照らし合わせると，学生のクラブ活動の支援，地域社会への貢献の 2 項

目には着手できていると判断できる。残る一つである競技パフォーマンス

向上のための科学的サポートについては，本学が体育・スポーツ系の学部

を有していないため，設備面において参考にした 9 大学のような科学的サ
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ポートを充実させるのは困難であると考える。そのため，この項目につい

ては今後の工夫・検討が求められるだろう。また，地域貢献活動についても，

幅広いニーズに対応するため和泉市の実態も踏まえながら地域の人々の運

動習慣獲得や健康の維持増進に貢献するための取り組みを考案していくこ

とが重要である。

　最後に，本学スポーツ教育センターとしての展望を示したい。先述の通

り，競技力向上のための科学的サポートを充実させるためには設備面での

課題が残る。そのため，地域貢献活動での取り組みに注力することが望ま

しいと考えられる。大学という機関がスポーツを通じた地域・社会の活性

化を担っていることは先に示した通りである。文部科学省が令和 4 年に報

告している「開かれた大学づくりに関する調査」においても，地域住民を

対象とした公開講座の実施状況の項目では 95.7％の大学が公開講座を実施

しており，地域住民の学習機会を提供する役割を担っていることがわかる。

また，大学スポーツによる地域貢献活動は，高齢化社会における医療費の

抑制策や地元企業との連携，子どものスポーツ環境整備や地域指導者の育

成といった地域が抱える問題への対応という有意義な取り組みであること

も報告されている（長谷川，2010）。そして，近隣のスポーツ活動の活性

化については，指導者の派遣やスポーツ教室の実施のみならず，大学を拠

点とした総合型地域スポーツクラブの事例も増加している。池田（2010）

によると，大学による総合型地域スポーツクラブの推進は，大学としての

ブランディングやクラブの経営資源確保に苦しむ地域にとって有用な手段

となっていることが指摘されている。こうした点からも大学を拠点とした

総合型地域スポーツクラブの発足は目指すべき地域貢献活動モデルの一つ

として検討できる。そこに倣うように本学においても，地域のスポーツ活

動の受け皿となるような総合型地域スポーツクラブの発足・運営を視野に

入れた活動をしていきたい。
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人間文化学会活動記録

 2022 年 12 月 15 日

1．研究大会について
　2022 年 11 月 16 日（水）15：10-18：00，ペテロ館 5 階第 4 会議室で行っ

た。スケジュールと研究報告は以下の通り。

　スケジュール

　　⑴　開会のあいさつ

　　⑵　研究報告発表（15：10-16：10）南郷晃子先生・韓娥凜先生

　　⑶　休憩・懇親会（珈琲館）

　　⑷　研究報告発表（17：00-18：00）宮脇永吏先生・森下裕三先生

　　⑸　閉会のあいさつ

　研究報告発表

　　南郷晃子先生

　　　「殺されたキリシタンの伝承」

　　韓娥凜先生

　　　「日韓の選挙演説にみられる談話構築の様相」

　　宮脇永吏先生

　　　「 戦後パリの芸術――表現の主体から，鑑賞者 / 観客としての表現へ」

　　森下裕三先生

　　　「語の意味の背後に隠された私たちの主観」
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2．人間文化学会総会について
　①  5 月 20 日に 2022 年度桃山学院大学人間文化学会第 1 回総会をメール

持ち回りにて開催した。

 審議事項 1．新入会員の推薦（敬称略）

 　南郷晃子，韓　娥凜，宮脇永吏，森下裕三

 審議事項 2．名誉会員の推薦（敬称略）

 　境真理子，林　宅男

 5 月 20 日　審議事項が承認された。

 以上

 文責　庶務担当　釣井
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執　筆　者　紹　介

（掲載順）

松　永　俊　男 本学名誉教授 科 学 史
（MATSUNAGA Toshio）

釣　井　千　恵 国際教養学部准教授 応 用 言 語 学
英 語 教 育 学（TSURII Chie）

伊　藤　潔　志 経営学部教授 教 育 哲 学
（ITO Kiyoshi）

吉　田　一　穂 本学兼任講師 イ ギ リ ス 文 学
（YOSHIDA Kazuho）

和　栗　珠　里 国際教養学部教授 近世ヴェネツィア史
（WAGURI Juri）

石　村　広　明 共通教育機構講師 健康スポーツ科学
（ISHIMURA Hiroaki）

松　元　隆　秀 共通教育機構講師 健康スポーツ科学
（MATSUMOTO Takahide）

山　下　陽　平 共通教育機構講師 健康スポーツ科学
（YAMASHITA Youhei）
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桃山学院大学 人間文化学会　会則
第 1  条（名称） 本学会は「桃山学院大学人間文化学会（英語名 St. Andrew’s 

University Association for Research in the Humanities）」と称する。
第 2  条（目的） 本学会は，人間科学全般および大学教育に関する研究を行い，

あわせて会員相互および学外関係者との学術交流を促進することをもってそ
の目的とする。

第 3   条（事務所） 本学会の事務所は桃山学院大学内におく。
第 4 条（事業） 本学会は第 2 条の目的を達成するために次の事業を行う。
　 1 　学会誌その他の編集
　 2 　総会の開催
　 3 　研究会・講演会その他集会の開催
　 4 　その他本学会の目的を達成するに必要な事業
第 5  条（会員） 本学会の会員は， 桃山学院大学の専任教員で， 本学会の目的に

賛同する者を正会員とする。
　 2  　本学会の会員であって定年退職した者およびこれに準ずる者は，本学会の

名誉会員となることができる。
　 3  　本学大学院文学研究科の修了生，大学院生，およびこれに準ずる者は，本

学会の準会員になることができる。
　 4  　正会員は，本学会の総会および第 4 条に定める各種事業に参画し，本学会

の刊行物の配布を受ける。
　 5  　名誉会員および準会員は本学会の開催する大会，研究会，講演会等に参加

し，また本学会の機関誌などの刊行物の配布を受けることができる。
　 6  　本学会への入会あるいは本学会から退会を希望する者は，その旨を会長に

届け出なければならない。
第 6  条（学会誌） 本学会の学会誌は『人間文化研究』（英語名 Journal of 

Humanities Research）と称する。
　 2  　学会誌の編集は本学会の責任において行ない，発行は桃山学院大学総合研

究所が行なう。
　 3   学会誌の発行は， 原則として年 2 回とする。
　 4   学会誌への投稿規程は， 別に定める。
第 7 条（会費） 正会員は年額 500 円の会費を納入する。
第 8 条（役員）
　本学会に次の役員をおく。
　　⑴　会長 1 名
　　⑵　理事 若干名
　　⑶　監査 1 名
　 2  　役員はすべて総会において正会員の互選により選出し，その任期は原則と

して 2 年間とする。
　 3 　会長は本学会を代表し，会務を統括する。
　 4  　理事は学会誌編集責任者，会計責任者，大会庶務担当者とし，会長を補佐

して会務を運営する。
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　 5 　監査は本学会の会計監査を行なう。
第 9 条（総会） 本学会は毎年度 1 回総会を開催する。
　 2 　会長は，その必要を認めるときは，臨時に総会を招集することができる。
第10 条（会計および監査） 本学会の会計年度は 4 月 1 日に始まり翌年 3 月31日

に終わる。
　 2  　監査は毎年度本学会の会計監査を行ない，これを総会に報告して承認を得

なければならない。
第11条（会則の改訂） 本学会会則の改訂は，総会の決定によることとする。            

　附則　この会則は 2014年 4 月 1 日より施行する。

桃山学院大学『人間文化研究』投稿規程

1  ．機関誌に投稿できる者は原則として本学会正会員および名誉会員とする。
準会員の投稿については，本学会会員による審査を必要とする。会員以外の者
の投稿については，本学会役員会の合議を経て受理することがある。

2  ．投稿内容は，論文，研究ノート，翻訳，資料，書誌，書評，その他とし，投
稿者は類別を指定して投稿すること。

3  ．原稿はワープロによるものを原則とする。原稿の分量は，論文および翻訳で
400 字詰原稿用紙 50 枚（欧文ならば 10,000 語），論文以外は同 30 枚（欧文 6,000
語）を一応の限度とする。この限度を超過するものについては分載もありうる。

4  ．投稿には英文タイトルを別記し，論文の場合には 500 語程度の英文抄録を添
付すること。論文以外の場合は，英文抄録を付するかどうかは投稿者の意向に
委ねる。また，論文，研究ノートには，5 語以内のキーワードを記すること。

5  ．原稿は完成原稿とし，校正にさいして大量の書きかえ，および追加，挿入を
おこなうことのないようにしなければならない。

6  ．投稿者による校正は原則として再校までとし，定められた期日内に校正刷り
を返却すること。

7  ．機関誌に掲載された論文等の著作権のうち「複製権」と「公衆送信権」の行 
使は，桃山学院大学総合研究所に委託する。

8  . 本誌に掲載された論文等については，桃山学院大学学術機関リポジトリに公
開することを原則とする。

附則　この規程は 2014 年 4 月 1 日より施行する。
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