
124号 日本比較文学会東京支部

Newsletter
2018年（平成30年）9月15日発行

INSIDE THIS ISSUE 

1．11月・12月・1月・3月例会案内 
2 - 3．例会会場案内 
4 - 7．例会要旨等 
8．東京支部短信　

2018年（平成30年） 
11月例会 
日時：11月17日（土）14時より 
会場：東京大学駒場Ⅰキャンパス 18号館4階 コラボレーションルーム1 
①講師：日本大学 呉川 
　題目：「和歌漢訳」にみる文化翻訳の諸問題について 
　司会：東北公益文科大学 呉衛峰 
②講師：千葉大学 加藤隆 
　題目：誤解を誘う主張の構造 
　　　　̶パウロにおける「ピスティス」̶ 
　司会：昭和女子大学（名誉教授） 森本真一 

12月例会 
日時：12月15日（土）14時より 
会場：東京大学駒場Ⅰキャンパス 18号館4階 コラボレーションルーム1 
　【講演】丸谷才一の遺したもの 
　　　　　̶「文学」から「文学」を作る̶ 
　講師：日本女子大学（名誉教授） ソーントン不破直子 
　司会：清泉女子大学 和田桂子 

2019年（平成31年） 
１月例会 
日時：1月26日（土）14時より 
会場：早稲田大学 文学学術院(戸山キャンパス)33号館16階 第10会議室 
①講師：専修大学 中垣恒太郎 
　題目：「放浪者像」の比較文学 
　　　　̶アメリカ大衆文化の原風景を探る̶ 
　司会：日本大学 宗形賢二 
②【特別研究発表】 
　講師：東京大学（名誉教授） 川本皓嗣 
　題目：pun（しゃれ）の効用 
　　　　̶脚韻と頭韻／掛詞と縁語̶ 
　司会：早稲田大学（名誉教授） 小林茂 

３月例会 
日時：3月16日（土）14時より 
会場：早稲田大学 文学学術院(戸山キャンパス)33号館16階 第10会議室 
【講演】小野二郎のウィリアム・モリス研究　 
　講師：日本女子大学 川端康雄 
　司会：順天堂大学 庄子ひとみ

幹事会開催のお知らせ 
第２回幹事会： 
10月21日（日）11時より、明治大学駿河台キャ
ンパス1084教室で開催します。 

第３回幹事会： 
2019年3月例会後、例会会場にて開催します。 

（幹事会構成員は、幹事、支部長、事務局長、各
種委員会委員長、会計、会計監査です） 
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役員連絡会開催のお知らせ 
2018年11月および2019年1月は例会終了後、
2019年3月は午後1時より、例会会場にて開催し
ます。 

（役員連絡会の構成員は支部長、事務局長、会計
を含む事務局委員、各種委員会委員長です。委員
会の委員、幹事は含まれませんが、陪席を歓迎し
ます） 
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11・12月例会会場 
東京大学 

駒場Ⅰキャンパス18号館4階  
コラボレーションルーム1 

〒153-8902 
東京都目黒区駒場3-8-1 

◆京王井の頭線 「駒場東大前」駅下車 

18号館



１・３月例会会場 
早稲田大学文学学術院 

戸山キャンパス33号館16階 第10会議室 

〒162-8644 新宿区戸山1-24-1 
◆ 東西線 早稲田駅 徒歩３分 
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33号館 戸山キャンパス正門



 

1

１１ 月 例 会 発 表 要 旨 
2

「和歌漢訳」にみる文化翻訳の諸問題について 
 

日本大学 呉川 

『古今集』成立前夜に編纂された『新撰万葉集』（893 年）は、和歌を翻案して漢詩を作る趣向の先駆として、文学史的に重要なものとされ
るが、そこに見られる「中国詩�和歌�日本の漢詩」というプロセスは、言語の翻訳のレベルを超えた「文化翻訳」という概念を援用して、は
じめてよく了解されるものと考えられる。ほかに、句題和歌のジャンルにおいても『大江千里集』や『文集百首』のように、白居易の漢詩題に
対する和歌が詠まれているが、千里、慈円、定家が詠んだ句題和歌は三者三様で、それらも文化翻訳の研究資料として注目に値する。現代の例
だと、俳句に触発されて生まれた「漢俳」は「文化翻訳」と深い関わりがあるように思われる。1980年 5月、日本俳人協会訪中の歓迎座談会の
席で趙樸初さんが俳句の五七五の形を借りて中国語で「緑蔭今雨来／山花枝接海花開／和風起漢俳」という「漢俳」を詠んだことがきっかけに
「漢俳」ブームが起こった。 

 本発表では上記の認識に立脚して、主に「和歌漢訳」に焦点を当て、『百人一首』や『源氏物語』、『古今和歌集』の中国語訳を例に取り上
げ、年代別にそれらを概観したうえ、これまで中国の「和歌漢訳」の特徴を形式の面（散文調・漢詩調・自由型・漢俳型）と内容の面（イメー
ジの置換・翻案、内容の増減など）から検証し明らかにするとともに、その問題点を指摘する。 

続いて、和歌の中国訳においては、固定観念から脱出した「意識変革」が必要であることを確認した上で、和歌文学の特質の理解に基づく、
模範とすべき翻訳方略（「形近神似」、五七五の定型形式）を提案する。 

 

誤解を誘う主張の構造 

―パウロにおける「ピスティス」― 

千葉大学 加藤隆 

 言葉による主張においては、何かひとつのことが主張されるのが普通である。しかし、ひとつの主張がさまざまな意味に解釈され得る場合も
ある。表現が不十分であるために意味が曖昧になる場合もあるだろう。しかし、曖昧な主張があり得ることを利用して、ひとつのことを主張し
ながら、別の解釈を誘うような表現が故意になされることもある。 
 この例として、パウロの「ローマの者たちへの書簡」1,17の表現を検討する。ここで用いられる「ピスティス」は、本来は「神のピスティス」
だが、「人のピスティス」であるかのように理解されてしまうように述べられており、二千年近くのキリスト教の流れにおいて、実際に「人の
ピスティス」とする「解釈」が圧倒的に優勢である。そしてこの「誤解を誘う主張」は、キリスト教、そしてキリスト教を採用した西洋文明に
おいて絶大な機能をはたしてきた。 
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12 月 例 会 発 表 要 旨 
2

丸谷才一の遺したもの 
――「文学」から「文学」を作る―― 

日本女子大学（名誉教授） ソーントン不破直子 

鎌倉霊園にある丸谷才一の墓碑には、生前に彼が決めた文が彫られている。墓石前面には「玩亭墓」の三文字のみ、背面には「丸谷才一（一
九二五－二〇一二）は出羽鶴岡の人。ゆかりあって根村家を嗣いだ。小説家、批評家。俳号は玩亭。大岡信撰『折々のうた』に、「ばさばさと
股間につかふ扇かな」がある。」とあり、あとは絢子夫人の経歴が記され、文末に「書 岡野弘彦」とある。この墓碑銘は書かれてある文字以
上に丸谷の人となりを語っている。「小説家」を任じていながら、前面には一般には知られていない俳号を置いて律儀に戸籍名に配慮する工夫
をしたばかりでなく、学術論文のように引用の出典と書家を明記している。丸谷才一は小説家、批評家であり、そして常に研究者の矜持を保っ
た。本講演では、丸谷をこの三面から考える。 
丸谷は自他ともに認めるモダニストであった。とはいえ、二十世紀の西欧文学に起こった「モダニズム」の特徴・要素と考えられるものの中
で、彼は何に注目し、創作にどのような形で反映させたかを検証したい。十九世紀西欧文学をいわば国民文学の成立と見るならば、二十世紀の
モダニズムは空間的にも時間的にも境界を越え、国際的に（当時「グローバル」という言葉はなかった）なり、また現代から延々と神話にまで
時間を遡ることも恐れなかった。丸谷の主要小説（「初旅」、「彼方へ」、『年の残り』、『横しぐれ』、『笹まくら』、『裏声で歌へ君が代』、
『輝く日の宮』など）では、作品それぞれの特異な時間性とそれを表出する形式に、顕著なモダニズム的要素が見られることを示したい。 
批評家丸谷もモダニズムを体現している。すなわち日本のかつての新聞書評は国内の同時代作品を対象としたものがほとんどだったのに対し
て、丸谷は海外の作品を国内の作品と同等に書評した。評論では舒明天皇と後鳥羽院と芭蕉を融通無碍に交わらせて論じるような視点を持って
いた。 
これらの小説においても批評においても、丸谷は出典や参考文献を律儀なまでにきちんと示し、過去からの負債を明らかにした。彼は、自分
が、そして彼の敬愛する古今の文学者達が、自己が読んできた文学から自己の文学を作ってきたことを暗示している。一方で、わざとそっと埋
め込んで遺した過去の文学の引用や隠喩を読者が感じ取り、彼の文学を読者なりに作ってくれることも期待していた。 

《講演》 
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「放浪者像」の比較文学 

アメリカ大衆文化の原風景を探る 

専修大学 中垣恒太郎 

筏でミシシッピ川を移動するハックルベリー・フィン、ギター一本携えて貨物列車の上に飛び乗り放浪を続ける伝説のミュージシャン、ウデ
ィ・ガスリー、ハイウェイ「ルート66」を豪快にバイクで疾走する映画『イージー・ライダー』（1969）……。 
アメリカの広大な国土を移動する物語の数々がアメリカ大衆文化の原風景を作り上げてきた。時に法律を超え、体制や規範に抗う放浪者たち
は「アンチ・ヒーロー」として今もなお人気を誇っている。中でも「ホーボー」（hobo）の表象に注目することで、アメリカの理想と現実をめ
ぐる両極端な側面が見えてくる。ホーボーは元来、仕事を求めて流浪する「渡り労働者」を指す言葉であり、20世紀への世紀転換期から1930 年
代にかけて、鉄道の拡張、テクノロジーの発展による労働環境の変化、不況などを背景として社会現象と化していたが、主に 1960 年代以降の
表象においては労働の描写が抹消され、理想化された姿で復活を遂げていく。列車の無賃乗車をくりかえし働き口を求めていたホーボーたちで
あったが、1930年代後半頃からは自動車による移動労働者も顕著に現れる。さらに21世紀現在に至り、ホーボーの末裔たちはハイウェイ沿い
に存在し続けている。 
本発表では、ヘンリー・ソロー、マーク・トウェイン、ジャック・ロンドンから、チャーリー・チャップリン、ウディ・ガスリーなどの放浪
者像にアメリカ大衆文化における放浪者像の源流を辿りながら、その変遷と発展過程を探る。映画やフォーク・ソングの音楽をめぐるメディア
横断的視座、さらに、ヴァガボンド、ボヘミアン、フラヌール、瘋癲（フーテン）などの概念をも参照し、アメリカ大衆文化における放浪者表
象を比較文学の見地から展望してみたい。現代の渡り労働者たちの姿、中南米をはじめとする移民の視点、階級の問題などにも目を向けること
により、分裂が進むアメリカの現況と課題も浮かび上がってくるにちがいない。 

《特別研究発表》  

pun（しゃれ）の効用 

東京大学名誉教授 川本皓嗣 

西洋の詩文では、pun（しゃれ）がつねに卑しまれるのに対して、脚韻は詩の立派な道具として尊ばれ、頭韻もその驥尾に付している。一方、
日本でもしゃれ（だじゃれ）は日常の軽薄な遊びとして見下されるが、掛詞は和歌の重要な手法としてその筆頭に挙げられ、縁語がそれに続く。
同音異義の戯れとして、たがいにほぼ本質を同じくしながら、これらの手法がなぜ、これほど異なった扱いを受けるのだろうか。東西の文学史
からことに優れた作例を取り上げてくわしく検討し、どちらの場合にも通説に疑問を呈し、それらの働きと評価のされ方を考え直してみたい。 

１ 月 例 会 発 表 要 旨 
 

脚韻と頭韻／掛詞と縁語 
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小野二郎（1929-82年）は 1955年に東京大学教養学部教養学科イギリス分科を卒業後、同大学院人文科学研究科比較文学比較文化修士課程

に進学、島田謹二を指導教授として 1958年 3月に修士課程修了、同年 4月に弘文堂に入社し出版編集者となった。1960年に中村勝哉と晶文

社を設立、同年に東海大学の専任教員となって出版社員と大学教員を兼務することとなり、1963年に教員としての所属が明治大学に代わって

以後もそれが終生つづく。 

小野のライフワークはウィリアム・モリス研究であった。モリスを単独で扱った論考は中公新書版の『ウィリアム・モリス――ラディカル・

デザインの思想』（1973年）を嚆矢とするが、晶文社から出した初期の評論集『ユートピアの論理』（1969年）と『運動としてのユートピア』

（1973年）も頻繁にモリスに言及しているのみならず、同時代の政治・社会・文化の批評のため常時モリスを参照枠としていたことは、後者

のあとがきで「これら〔の評論〕はいわばすべてウィリアム・モリス勉強の副産物であるが、むしろモリスを問題にする意味を絶えず問い直

すための作業ともいえるかもしれぬ。今日のわれわれの問題のひとつひとつをモリスだったらどう考えるかを考えるというのが、自然な私の

習慣になっていたからである」という一文からもうかがえる。 

1973年初夏から 1年間在外研究でロンドンを拠点としてモリスとその追随者たちの装飾芸術作品についての本格的な実地調査をおこない、

帰国後にその成果を発表、それが『装飾芸術――ウィリアム・モリスとその周辺』（青土社、1979 年）に結実する。さらに、装飾芸術史こそ

民衆の歴史とみなすモリスの立脚点をさらにイギリス民衆の生活史の枠に押し広げて、食文化からヴィクトリア朝の絵本、ミュージックホー

ルまでさまざまな文化事象を論じた成果が『紅茶を受皿で――イギリス民衆芸術覚書』（晶文社、1981 年）で、これはその後に興隆するイギ

リス生活社会史の先駆的な仕事であった。さらにケルムスコット・プレスを中心としたタイポグラフィ論（「書物の宇宙」）を連載し、モリス

研究をさらに展開していこうとした矢先に、1982年に 52歳の若さで急逝した。 

小野の没後、この 30 有余年にモリス研究はデザイン、文学、社会主義運動、環境保護運動など、さまざまな分野で大いに進捗した。それ

らをふまえていま見直すと、小野のモリス論のなかには細部において修正すべき点もあることは否めない。とはいえ、現在と比べてモリスへ

の一般的な関心があまりなかった時代にこの思想家に注目し、装飾芸術史と社会主義運動史の両面からその仕事を総合的に捉えようとした試

みは貴重であり、本質的に小野の論考はいまもまったく価値が薄れていない。2019年春には彼の仕事の今日的意義を探る回顧展も予定されて

いる。 

小野が駆使した装飾デザインの分析法は、学生時代に比較文学のゼミで島田謹二から仕込まれた explication de texteの独特な変奏であったよ

うに思われる。そのような手法を駆使してのモリス・デザインの分析をとおして「社会主義の感覚的基礎」をラディカルに語った「自然への

冠――ウィリアム・モリスにとっての「装飾芸術」」（1975年）等の一連の論文は小野のモリス研究の最高の到達点を示す。 

以上述べた諸点を具体的に見て小野二郎のウィリアム・モリス研究を再検討・再評価すること、それが本講演の目的となる。 

 

《講演》 

1

３ 月 例 会 発 表 要 旨 
2

小野二郎のウィリアム・モリス研究 
 

日本女子大学 川端康雄 
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日本比較文学会東京支部ニューズレター 124号 
発行人：ソーントン不破直子 
編集委員会（編集担当） 
　　委員長：西村靖敬 
　　委員：佐々木悠介 高柳聡子 永井久美子 信岡朝子 堀江秀史 
事務局（発送担当） 
　　事務局長：椎名正博 
　　事務局委員：鈴木美穂 土田久美子 芳賀理彦 畑中健二 
　　　　　　　　福島君子 蒔田裕美 茂木謙之介 森本真一

日本比較文学会東京支部
JCLA

事務局住所 
〒156-8550 

東京都世田谷区桜上水3-25-40　 
日本大学文理学部　総合文化研究室 

椎名正博研究室　 
TEL/FAX: 03-5317-9715 / 03-5317-9424 
E-mail: shiina@chs.nihon-u.ac.jp

月例会発表者募集 

　支部月例会の発表者を募集しています。申し込みは支部事務局
（shiina@chs.nihon-u.ac.jp）に氏名、所属、題目、連絡先（メールアドレ
ス、電話）を明記したうえで、600～800字の要旨を添えて電子メールで
送信、または郵送でお願いいたします。支部役員に託されても結構です。
発表時間は45分（質疑応答を除く）です。

懇親会のお知らせ 

　12月例会終了後、懇親会を予定しています。詳細は12月初めに支部ホー
ムページ（https://www.hikakutokyo.com/）に掲載しますので、皆さまふ
るってご参加ください。
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