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Newsletter 19 
日本比較文学会中部支部 2017 年秋号 

  巻頭言 

日本比較文学会第 42 回中部大会シンポジウム報告 

小松史生子（金城学院大学） 

今回のシンポジウムのテーマ「巷説と文学」は、昨今メディアが注目して

いる“怪談”という語りの形式に、比較文学の視点からアプローチした場合、

どのような言説風景が見えて来るのかについて検証し討議する目的で設定

した。言説研究分野において“噂”の伝播と変容への関心は存在したが、“怪

談”という整った巷説のパターンの成立過程、その波及の深度などへの具体

的な分析は未だ体系的に深められていない現状のまま、現象ばかりが先走っ

ている感がある。 

 最初のパネリスト斎藤喬氏は、「もう一つの四谷怪談―実録小説から口演

速記へといたる巷説の表象」と題し、「ジャンルとしての四谷怪談」という

点に着目して、江戸時代に巷説として普及していたお岩という女性にまつわ

る話が、幾通りかのパターンで紡がれていくうちに文献としてまとまってゆ

き、それが芝居に組まれることで新たなメディア展開を見せていく位相を、

一次資料を用いて丁寧に読み解いていった。実録小説とはいったいどういう

形式のものなのか、実話とは何がどう異なってくるのかといった、興味深い

観点を提供して、記述の内部でまさしく巷説そのものがルポルタージュとし

て語られているということを指摘し、今日の報道言説の位相ともリンクする

発表であった。次の今井秀和氏は、「〝捨てられない人形〟の噂と文芸―江

戸随筆、荷風日記、そして怪談『生き人形』―」と題し、人形というモチー

フを中心軸にした言説の様々な様態を、的確で豊富な視聴覚資料を駆使して
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紹介することによって明解に示した。“捨てられない人形”の話に見出される

呪的なルールを指摘し、口寄せ巫女などの民間宗教者が有する「憑き物」的な

存在であった人形の存在を浮上させた。庶民の間に信仰される俗信、迷信の中

にたしかに息づく人形への愛惜の観念は、日本の文化の一側面を切り取る格好

の資料体であることが了解された。 

最後に、中川千帆氏の「ニューイングランドの魔女と魔女を語る女たち」は、

それまでの発表とは少し論点を変え、20 世紀初頭の 2 人の女性作家 Edith 

Wharton と Esther Forbes によって書かれた魔女の物語の分析を通して、セイ

ラムの魔女裁判を筆頭とした西欧の歴史の中の“魔女についての言説”との相

関性を抽出しようとする試みであった。「巷説→小説」という方向ではなく、

「小説→巷説」という方向性のまなざしの中に、歴史の中の魔女のイメージを

捉えようとするもので、女性が女性を糾弾する意味やその動機、そして彼女た

ちの言葉が社会に対して持つ重さについて考えていくことで、フェミニズムと

ミソジニーの狭間で揺れる微妙な感性について論じたものと考えられた。 

 パネラー発表が終了した後、シンポジウムが開催された。司会を務めた小松

からは、「巷説と文学」とテーマ設定はしたものの、そのカバーする領域の幅

広さと奥深さは簡単に一言で統括できる類のものではないことを、まずは断っ

た上で、語る行為への発話者の意識がどれほど受容する側である共同体の感性

に響き合えるかが、巷説のパターンを決定するのではないかといった問題提起

を行った。フロアからも、事件の現場と報道メディア、そして受容者の三者三

様の位相が、やがて“文学”というジャンルを起こす際の契機について意見が

多々あがり、このテーマでの第二弾シンポジウムを期待するといった声もあっ

た。理論で総括するよりも、多角的な事例を挙げて各論を豊かに積み上げてい

く方法が、このテーマには適切であるように思われる点もあり、次回の機会に

も大いに期待したい。 
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日本比較文学会 第 43 回中部大会のご案内 

 

日時：２０１7 年 12 月 2 日（土） 

場所：名古屋大学文系総合館カンファレンスホール 

〒４６４-８６０１ 名古屋市千種区不老町 地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車 

名古屋大学ＨＰ 東山キャンパスマップ Ｂ４④の建物です。 

http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/index.html/ 

 

１１：３０－１２：５０ 幹事会（文系総合館７階オープンホール） 
       ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
  大会進行：  岩田 和男（愛知学院大学） 
１３：００  開会の辞： 松本三枝子（愛知県立大学） 
 
１３：１０－１４：４０  研究発表（発表 30 分、質疑応答 10 分） 

1. 太宰治『斜陽』受容におけるチェーホフ『桜の園』の影響 
     発表：服部このみ（金城学院大学他非常勤講師） 

  司会：小松史生子（金城学院大学） 

2. 六四天安門事件後の中国小劇場演劇についての考察―― 

孟京輝版『ゴドーを待ちながら』を参考に 

発表：榊原真理子（日本学術振興会特 

別研究員） 

   司会：星野 幸代（名古屋大学） 
     （休憩 10 分） 

１５：００－１７：３０ シンポジウム「文化主義者の美学 

[――鷗外、烏水、荷風による欧米受容と文化の創出――]」     

司会兼パネリスト：  
林 正子（岐阜大学） 

パネリスト： 

藤岡 伸子（名古屋工業大学） 

真銅 正宏（追手門学院大学） 

１７：３０        閉会の辞： 平林 美都子（愛知淑徳大学） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１８：００  懇親会     司会：杉浦 清文（中京大学）  

 （グランピアット山手通店：名古屋市昭和区 1-24 052-834-8973） 
【日本比較文学会会員以外の方々のご来場も歓迎いたします。】 
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  第 43 回中部大会 シンポジウム 

「文化主義者の美学 

      ——鷗外、烏水、荷風による欧米受容と文化の創出——」 

 

 本シンポジウムでは、近代日本の「文化」の諸相について、森鷗外、小島烏水、永

井荷風をおもな対象とし、「文化」の定義、「文化人」の再発見、「文化圏」における

相互影響をテーマとして考察する。滞在、留学、その後の研鑽を通して、ドイツ、ア

メリカ、フランスの思想・芸術をそれぞれ受容・移入した三人の「文化主義者」の美

学を通して、明治から大正期にかけて構築された「文化人」のネットワークとその成

果を検討するとともに、近代のメルクマールとも言える「文化」が創出されたダイナミ

ズムについて論究する。 

 

森鷗外の「文化」概念と近代日本の「文化主義」 

                                林 正子 

 本報告では、「文明」「文化」概念の変遷を経て「文化主義」に至る近代日本の思

潮において、森鷗外による「文化」概念を位置づけるとともに、大正期に展開された

「文化主義」の由来を明らかにすることをめざしている。「文明」から自律した「文化」

表現として鷗外の用例が先駆的であることを、『妄想』（1911）、『鼎軒先生』

（1911）、『かのやうに』（1912）などの記述によって確認するとともに、「生の哲学」

「新理想主義」からの影響による「文化主義」提唱に繋がる鷗外の「文化」認識につ

いて検討する。 

 具体的には、鷗外の「秀麿もの」、とくに『吃逆』（1912）におけるルドルフ・オイケン

の「精神生活」尊重の思想からの影響を考察し、鷗外のオイケン受容のあり方に、

人間の本能や欲望を赤裸々に描写する自然主義に対しての問題意識が投影して

いることなどを明らかにすることによって、「人間生活の最高の目的を文化の向上に

置き、文化価値の実現をめざしていこうとする立場」がもたらした近代日本の「文

化」の精華について論じたい。 
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忘れられた「文化の巨人」小島烏水が生きた「文化の時代」とそのゆくえ 

藤岡伸子 

 小島烏水の名を聞いて、彼が明治後半から昭和初期にかけて残した、きわめて広汎な

分野にまたがる仕事の、『日本アルプス』（全四巻、前川文榮閣、1910-1915））以外のほ

んの一部分でも思い浮かべることのできる人が、今日どれほどいるだろうか。実のとこ

ろ、日本にアルピニズムという新文化をもたらし、日本に新たな風景と風景美学を生み

出したこと一つをとっても、烏水の業績は「文化の巨人」と呼ぶに相応しい。だが、そ

れは烏水の仕事の重要な一角ではあっても全てではない。 

本報告では、浮世絵研究、西洋版画の収集・研究などを中心とした芸術上の業績を始

めとし、ラスキンやアメリカ超絶主義などを含む欧米の文学・文化研究上の業績、氷河

研究など自然科学上の事績など、烏水の広汎で多彩な仕事の全体像をなぞることで、「文

化主義」を土壌として生まれ、花開いた「文化の時代」の具体相の一端を垣間見る。そ

の中で、田山花袋との交流や森鷗外との協力などにも触れ、この時代の人々が共に創造

した「文化」の豊かさと奥行きを再確認することとしたい。 

情報は人が持っている 

――明治期の文学と絵画をめぐるネットワーク―― 

                            真銅正宏 

明治期の文学者と画家とのつながりはかなり親密で、同じ芸術家として、西洋文化の

移入や日本文化のアイデンティティの確立のために協同して尽力していた。情報の流通

環境が現代と比べて格段に劣っていた当時、人的交流こそは、多様な文化を理解し、新

時代の文化を創出するための大切な手段であった。 

本発表は、永井荷風を中心とする当時の文化の発展に資する人的交流の実態につい

て、その一端を報告するものである。例えばパリを訪れた与謝野寛の、パリ在住の画家

たちとの交流はよく知られているが、彼が活動の拠点としたホテルには、永井荷風も滞

在した。ここから海外滞在に関する情報交換ルートの存在が窺える。その荷風を慶応義

塾大学の教授に推薦した森鷗外は、「パンの会」などを通じて与謝野寛など多くの文学

者や画家たちとも親交があった。このように、特定の人物の経歴をたどると、さまざま

な人間関係が線として結ばれ、やがてそれが大きな文化圏を構成していた事実が明らか

となる。文化の進展について、個々の芸術家の個性を超えて、文化圏における相互影響

という視点から探究する。  
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第４3 回中部大会 研究発表要旨 

太宰治『斜陽』受容におけるチェーホフ『桜の園』の影響 

服部このみ（金城学院大学・中部大学非常勤講師） 

太宰治『斜陽』は 1948 年度のベストセラーとなり、多くの人に読まれた作品である。 

一方、チェーホフの戯曲『桜の園』は日本でも戦前から親しまれ、戦後においても幾度

も上演されている作品である。 

太宰は『斜陽』構想の際「日本の『桜の園』を書くつもり」だと明言しており、本文中

でも『桜の園』を連想させるような展開や言葉が確認できるが、当時『斜陽』を読んだ読

者の感想を見てみると、母の最期までを読み、その後のかず子や直治の展開を無視して

いるものが多い。 

本発表では、戦後の『桜の園』受容の確認を通して、『斜陽』がベストセラーとなる段

階ではラネーフスカヤに重点を置いた地主階級の没落の悲劇という見方が根強く存在

し、それが『斜陽』受容に影響を与えている可能性を指摘する。 

また、太宰のチェーホフ受容や『斜陽』本文の分析を通して、先行研究において“滅び

の姿”の一つと捉えられることの多いかず子の描かれ方についても再考を促したい。 

六四天安門事件後の中国小劇場演劇についての考察―― 

孟京輝版『ゴドーを待ちながら』を参考に 

榊原真理子（日本学術振興会特別研究員） 

 孟京輝（1965-）は中国小劇場演劇（市場経済体制後の 1980～1990 年代から新興し

た演劇）の先駆、実力者として名が筆頭に挙がる演出家である。本報告では孟京輝

が関心を寄せた不条理演劇の『ゴドーを待ちながら』（ベケット作、1953 初演）に着

目し、その再創造の構想を検討する。 

ベケットの原作はゴドーという謎の人物を二人の男がただ待ち続けるというもの

である。孟京輝作品（1991）では、二人の男は待ちかねて窓ガラスを叩き割り、最後

に現れた「あの人」という役名の男を絞め殺す。先行研究の指摘では、この作品には

1989 年の六四天安門事件下における孟京輝の反抗があり、反抗はその後約 10 年間

創作のエネルギーであった。上演に至っていないものの、ほかに孟京輝には新版の

『ゴドーを待ちながら』の構想が二つあった。本報告では孟京輝の怒りを考察しな

がら、中国小劇場演劇の変化と展開を探求したい。 
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支部長便り 

松本三枝子（愛知県立大学） 

 9 月のイギリス出張は、これまで何度も通り過ぎていた Manchester を中心

とする北部産業地域での調査研究であった。2011年には、Derwent Valley Mills

を訪れ、19 世紀の綿紡績・織物工場の歴史的遺産が世界遺産に認定され、手

厚く保護され、多くの人々が訪れているのを目の当たりにした。特に Richard 

Arkwright の Cromford Mills と隣接する労働者用住居、学校、集会所等は、社

会改革家の Robert Owen らが構想した理想の工場・共同体を彷彿とさせる。

産業革命を成功させて、イギリスの繁栄を築いていく当時の工場経営者や労

働者たちの気概と熱気が静かに伝わる地域となっている。 

 そのような北部産業地域の中心がマンチェスターである。Elizabeth Gaskell

の North and South (1855)という社会小説があるが、Hampshire 等の肥沃な農

業地域であり、穏やかな気候の「南部」と、マンチェスターを中心とする「北

部」の産業地域が対比され、工場経営者と労働者との対立と調和の模索が描

かれている。同じユニテリアン派の女性作家である Harriet Martineau にも A 

Manchester Strike (1832)があり、19 世紀のこの都市は発展するイギリスの屋

台骨であると同時に、貧富の格差や階級対立等の葛藤と抗争のアリーナであ

った。 

 マンチェスターの Museum of Science and Industry では、産業革命後に機

械化された紡績機、力織機等の展示があり、綿花から綿糸、綿布が織られる

までのデモンストレーションがある。凄まじい騒音の中で、長時間にわたり

機械のスピードに合わせて働き続けなければならなかった労働者たちの過酷

な労働環境を痛感した。このようなウルトラ現場主義の後に、British Library

に戻ると、自分の持ち場を回復した感があり、ほっとしてしまう。 

 これから秋の学会シーズンを前に、学外研究の成果を問うべく、精進する

ところである。12 月の中部大会が、参加者各々にとり、そのような研鑽と研

究発表の場になるように期待したい。 
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2017 年度の中部支部役員 

支部長： 松本三枝子（愛知県立大学） 

代表幹事： 福田眞人（名古屋外国語大学） 
事務局長： 星野幸代（名古屋大学） 
編集委員長： メベッド・シェリフ（龍谷大学）） 

会計監査： 田所光男（名古屋大学） 

幹事： 

岩田和男 （愛知学院大学） 林正子  （岐阜大学） 

工藤貴正 （愛知県立大学） 平林美都子（愛知淑徳大学） 

小松史生子（金城学院大学） 藤岡伸子 （名古屋工業大学） 

杉浦清文 （中京大学） 星野幸代 （名古屋大学） 

長澤唯史 （椙山女学園大学） メベッド・シェリフ（龍谷大学） 

  
  

※支部運営についてのご意見やご提案など、役員の誰にでもお気軽にご連絡
下さい。研究発表のお申し込みも随時受け付けております。また、みなさま
のご意見・ご連絡等をコンスタントに集約するため、メールでの連絡窓口も
設けています。hikaku-chubu@googlegroups.com をご利用下さい。 
 

事務局からのお願い 

 

■ご異動、お引っ越しなどに伴う登録情報の変更について： 

 ご異動、お引越しなどに伴う登録情報の変更がありましたら、速やかに本
部事務局長 中直一先生（naka@lang.osaka-u.ac.jp）、及び下記中部支部事務
局にご連絡下さい。近年、本部で作成する名簿が支部へ送付されなくなり、
照合や修正に手間取ることが多くなっています。ご面倒ですが、本部と支部
の両方へご連絡下さいますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。 
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