
	

	

	

	

	

	

	

	

 

⽇本ミルトン協会第８回研究⼤会 
 

研究発表及びシンポジウム資料 
 

 

 

於：⻘⼭学院⼤学⻘⼭キャンパス 

⽇時：2017 年 12 ⽉ 9 ⽇ (⼟) 

 



日本ミルトン協会第８回研究大会プログラム	

日時		2017年 12月 9日（土）午前 10時 15分より[受付は 9時 45分より]	
場所		青山学院大学青山キャンパス 17号館 17501教室	
					 		                                                                   	
○ 開会の辞（10:15～10:20）	 	 	 		会長	 	 西川 健誠 
○ 研究発表（①10:20～11:00; ②11:10～11:50）司会	①冨樫剛	②川島伸博	
1. 獄中のストイック：	
		Eikon Basilikeと Eikonoklastesにおけるストイシズム									大島	範子	
2. 秘められたキリストの受難――『復楽園』のエピック・シミリ		森		道子	
	

○ 昼食									(11:50～13:20) 
[昼食は各自でご用意下さい。大学周辺やキャンパス内の学食でもお食事が
できます。]	
○ 委員会	 	 		（12:00～13:15）               14号館（総研ビル）14607教室	
	

○ 特別講演	 	 		（13:20～14:20）   司会	 	 川崎	和基 
Map Consciousness and Milton’s Vision of the World        Chia-Yin Huang 
○ シンポジウム		（14:30～16:35） 	
ミルトンと科学――「文学と科学」研究の意味――	

オーガナイザー	 	 川崎	和基	

1.	 	文学と科学の狭間	 	 	 	 	 	川田	潤	

2. 	 	アダムの読書と生気論	      笹川  渉 
3. 	  ミルトンとボイル	 	 	 	 	 	川崎	和基	

	

○ 総会	 			 	 （16:35～17:05）   		 	 司会	 	 西川	健誠	

活動報告       笹川	渉 
会計報告および予算審議    	 	 	 金﨑	八重	

会計監査報告           																										江藤 あさじ・倉恒 澄子 
来年度大会・研究会予定	

その他  	
○ 閉会の辞 	 	（17:05～17:10）	 		 	 	 	 	 	 	 	 西川	健誠	



	

○ 懇親会	 	（17:30～19:30）	
(於：青山学院大学キャンパス内	 アイビーホール３階「ダイチ」)               
JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線	 他「渋谷

駅」より徒歩 10分	 	  東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」

より徒歩 5分 

                     
青山キャンパス 

          
1号館 1階にセブンイレブンがあります。 
17号館 1階と 7号館地下に学食があります。	  

渋谷
ヒカリエ



研究発表： 
獄中のストイック：Eikon Basilikeと Eikonoklastesにおけるストイシズム	

大島	範子（慶應義塾大学大学院）	

 
	 1642 年に始まり、当初国王軍優勢であったイングランド内戦が、40 年代半
ばに戦局の変化を見せ、議会軍優勢に傾くと、捕らえられた王党派は、牢獄

という特異な場を、王党派としての忠誠心・忍耐が試される試練の場所とし

て提示することを通じて、自らを忠実な王党派として表象するレトリックを

発展させた。彼らがその際に依拠したのは、セネカのOf the Constancy of a Wise 
Manにおいて称揚されるような、獄中にあってさえ、環境に左右されない不動
心でもって苦難に耐える、セネカのストア派的英雄像である。彼らの言説は

最終的に、49 年 1 月のチャールズ一世の処刑に際し出版された Eikon Basilike 
(1649) のレトリックへと結実していく。議会軍に捕縛されキャリスブルック城
に投獄されたチャールズが手ずから書いたという体で出版されたこの祈祷集

は、王への忠実さを堅持するストア派的美徳を持った臣下がその忍耐を試さ

れる試練の場としての牢獄のモチーフを、試練に耐えて臣下の幸福と英国国

教会の維持という、王として神に与えられた義務を堅持する一人のストア派

的英雄としてチャールズを提示するために利用している。 
	 Eikon Basilike を含めた王党派の提示するストイシズムは、戦場での自軍の勝
利を providenceの表れとして議会の正しさの表れとする議会派に対する対抗言
説として機能している。議会派のいう providence観に則るならば、王党派は自
軍の敗北を、スチュアートの宮廷に下された神罰と考えるほかない。しかし、

セネカのストイシズムのコンテクスト、たとえば Discourse of Providenceなどに
沿って捉えるならば、王党派や国王その人に与えられた試練は、むしろ神に

選ばれた者の精神の優越性が試される場なのである。 
	 このEikon Basilikeへの反論という形で出版されたMiltonのEikonoklastes は、

Eikon Basilike のそれぞれの章全てに反論しながら、この本が提示する王党派的
ストイシズムをもまた欺瞞であるとする。彼は一方で、王を裏切った John 
Hotham が最後には議会派に処刑されることとなったその末路については、よ
り議会派的な providence言説に近い形で神の罰であるとしながら、自らの処刑
についてはストア派的に解釈し神に与えられた試練であるとする Eikon Basilike
の都合の良いレトリックを指摘し、王の不動心は実際には、神の鞭によって



さえ教えを得ることのない頑迷にすぎないと喝破する。それだけではなく

Milton は同時に、ストア派的な providence もむしろイングランド国民に示され
ているものだと論じる。彼は、スチュアートの宮廷の奢侈を、ストア派が攻

撃するエピクロス的な、逃避的余暇と結びつける。そして、ストア派的に堅

固な英雄どころか惰弱な環境で甘やかされた、王におよそ相応しくない人間

としてチャールズを再提示し、そのような人間の支配を（たとえば国教会の

祈祷書の使用の強制を批判する箇所などで）牢獄に例える。そして、この精

神的牢獄から脱出し、内心の自由だけではなく実際の社会的自由を得ること

が、イングランド国民にとって、神より与えられた試練を乗り越えることな

のだと論じるのである。	

	

	 	



研究発表：	

秘められたキリストの受難――『復楽園』のエピック・シミリ	

森	 道子（大手前大学名誉教授）	

	

サタンの誘惑に勝利したイエスは荒野に楽園を回復した、と『復楽園』は

告げる。『失楽園』の終幕でサタンの誘惑に陥り、楽園を追われたアダムとイ

ヴの行く手に広がる荒野に、『復楽園』では、イエスが聖霊に導かれて入り、

サタンの誘惑に勝ち、楽園を再建する。 
こうして、「神に不従順でサタンの誘惑に負けたこと」と「神に従順でサタ

ンに勝ったこと」とは相殺されるが、「誘惑に負けて犯したアダムとイヴの罪

（原罪）」を贖う贖罪は達成されていない。この問題はすでに多くの読者や学

者によって指摘され、疑問を呈されてきた。『復楽園』は ethical であって
mystical でない、つまり、ミルトンは「サタンの誘惑への勝利」で贖罪が完成
したと考えている、と。そして、『復楽園』は『失楽園』に劣ると不評である。

しかし、ミルトンはその評判に苛立ちを示した、と甥 Edward Phillips は伝えて
いる。本論では、表面に展開される荒野の誘惑劇の内に巧みに秘められた受

難と死を解明したいと思う。 
	 『復楽園』は新約聖書の始まり、イエスの洗礼から荒野の誘惑までの短い

記述に基づいている。福音書の終りであるイエスの受難と死と復活へは遠く

長い道程である。未完の詩「キリストの受難」以来、ミルトンはこの主題に

手をつけていない。『復楽園』では正面から贖罪のテーマに向き合うことを避

けて、巧みに隠喩的に託している。叙事詩の伝統的技巧であるエピック・シ

ミリを慎重に活用して、贖罪を暗示させているのである。『失楽園』の装飾的

配置とは異なり、簡潔で要を得た精鋭のエピック・シミリが５つ適所に配置

されている。その最初と最後、つまり、第１と第５のエピック・シミリは本

詩の構成上特に重要な位置を占め、深い意味を持つ。 
	 第１エピック・シミリはイエスの誘惑の突端に、第５は誘惑の終演に置か

れている。第１シミリは第２巻（13-24 行）のイエスをモーセとエリヤに喩え
るものであり、第５シミリは第４巻（562-80行）のサタンの墜落をアンタイア
スとスフィンクスに喩え、イエスをヘラクレスとオイディプスに連想させる

ものである。前者はヨハネによる洗礼と神の声に続く場面で、旧約聖書の世

界を代表する二人の大預言者が出現し、後者には古代ギリシャを代表する二



人の英雄が登場する。４人とも４様に神意あるいは神託のままに受難の道を

たどり、この世の死を超えて、あの世、天に上げられ、永遠に生きることに

なる。 
	 この２エピック・シミリを分析して、ミルトンがいかに巧妙に誘惑の勝

利の賛歌に受難と死の贖罪の伴奏をつけているかを明らかにする。 
	

	 	



特別講演 
Map Consciousness and Milton’s Vision of the World 

Chia-Yin Huang (Chinese Culture University, Taipei, Taiwan) 
Abstract 

The question of Milton and the new sciences has been an important branch 
of study in Milton scholarship. The greatest proportion of scholarly interest in this 
area has been on Milton’s ideas of astronomy, with a long tradition starting with the 
criticisms done by Grant McColley, Kester Svendsen, and Walter Clyde Curry, and 
leading toward more recently renewed research by Harinder Singh Marjara, 
Malabika Sarkar, and Dennis Danielson. Among the new sciences, the field of 
cosmography/geography—which is intricately connected to Milton’s world 
vision—receives relatively limited attention. These studies range from the 
background study of A Brief History of Moscovia, Milton’s knowledge of 
geography, the possible sources or maps Milton might have used, to the ways in 
which Milton assimilates geographical information into his poetry. Despite the 
relevance of these studies to each other, rarely have they been taken together as 
parts of Milton’s world vision. To tackle the question of Milton and the new 
sciences from a holistic perspective, I propose to read the descriptions of Heaven 
and Earth, the motion of the stars, the natural world, and the geographical 
delineations of the human world as parts of the cosmography or cosmographical 
discourse Milton has been engaging in his prose and poetry. Since this global vision 
of the world found in Milton’s works has a lot to do with the advent of modern 
maps and the underlying assumption of cosmography, and since Milton himself has 
taken great interest in this subject, I intend to examine how the concepts of the 
modern map affect Milton’s cosmography and world vision. In this paper, I will 
first explore how early modern maps have helped shape Milton’s map 
consciousness, how maps of Russia affect Milton’s perception and representation of 
the region, and, by extension, how Milton’s representation of Russia and Northwest 
Asia may be one of the accesses into Milton’s global vision. 
 
Keywords: John Milton, map consciousness, early modern cartography, global 
vision, Moscovia 	 	



シンポジウム	

ミルトンと科学	

――「文学と科学」研究の意味――	

講師：川田	潤（福島大学）、笹川	渉（青山学院大学）	

						川﨑	和基（日本大学、司会）	

 
	 これまで「ミルトンと科学」についての研究は Paradise Lostを中心とした詩
作に初期近代の新科学を見出し提示することでなされてきた。特にマージョ

リー・ホープ・ニコルソンや最近ではロイ・フラナガンなどのように望遠鏡

による天体観測やガリレオの影響からミルトンと天文学に纏わる研究が注目

されてきた。一方、アンジェリカ・ドゥランのように Of Education などの散文
を手掛かりにしてミルトンの新科学知識の受容に対する研究も見られ、特に、

サミュエル・ハートリブやロバート・ボイルとの交友関係から受けた影響が

論じられてきた。このような新知識を獲得・受容することは、ミルトンの神

学思想に大きなジレンマとなっていったのは明らかであろう。本シンポジウ

ムでは、ミルトンの新知識の獲得が「科学」ならびに「神学」思想にどのよ

うに受容されていったのかを議論しながら、「ミルトンと科学」研究に対する

再考を促し、さらに「文学と科学」研究のさらなる可能性を提示していきた

い。 
 

文学と科学の狭間 
川田	 潤（福島大学）	

 
文学と科学を結びつける研究分野を開拓したのがマージョリー・ホープ・

ニコルソンであることには（ある世代の研究者にとっては）おそらく異論は

ないだろう。1920年代から 30年代、ヘンリー・モアとジョン・ミルトンを中
心とする彼女の研究の開始時期は、現在につながる「英」文学「研究」が学

問として確立し始めた時期でもある。英文学研究の黎明期から文学と科学を

結びつけるこのような研究が存在していたことの意味は、現在、歴史化し、

考察するに値するだろう。その後、40年代から 50年代、コロンビア大学に移



籍した後も、ニコルソンのこのような研究方法は変わらず、モアそしてミル

トンへの彼女の熱愛が覚めることもなかった。本発表では、戦間期から第二

次世界大戦、そして冷戦を背景とした、この文学と科学の結びつきを考える

研究について、リベラルという概念との関係性を考慮しつつ、その意義を明

らかにしたい。このような作業により、21 世紀の現在、文学と科学を結びつ
けて研究することの意味を再確認したい。 
 

アダムの読書と生気論	

笹川	 渉（青山学院大学）	

	

	 知の獲得の手段である読書を通じて、ミルトンは堕落した肉体が変化する

ことができると考えていた。Areopagitica (1644) の中でミルトンは、堕落した
人間は「悪によって善を知る」必要があるため、有害と思われる書物も読む

必要性を読者に説いている。ミルトンは「読書」という行為が、飲食物や薬

と同様に人体を変化させ、影響を及ぼすものと考えていたのである。つまり

読書は肉体的にも精神的にも具体的な変化を及ぼす行為として認識されてお

り、ミルトンが重視する節制の徳を構成する一要素となっている。 
	 それゆえ、Paradise Lost において繰り返される飲食への言及が、楽園にお
けるアダムの教育や、知の獲得を目論んだ堕落と結びついていることは決し

て偶然ではない。アダムがラファエルに述べる「神の書」（8.67）という世界
の探求と、堕落後にミカエルから受ける教育を比喩的に読書と読みかえるな

らば、堕落後に生きる読者が知を獲得する際の教訓として読むことができる

だろう。 
	 以上のことをさらに考察するために、宇宙を含む楽園に描かれる世界だけ

ではなく、書物そのものを生気論の観点から論じ、ミルトンが描きだす知の

獲得と人類の救済の関係をとらえなおしてみたい。そして救済のために、1640
年代以降にイングランドで流行したパラケルススに影響を受けた著作を参考

にして、堕落を象徴するガレノス的身体を克服するための手段としての読書

行為を考える。 
 
 
  



ミルトンとボイル 
川崎	 和基（日本大学） 

 
ミルトンはサミュエル・ハートリブ(c.1600-1662)の要請に答え Of 

Education(1644)を書いた。彼はOf Educationで「算数、幾何学、天文学、地理学
の原理(“the principles of Arithmetick, Geometry, Astronomy, and Geography”)」や「自然
科学の中で、・・・気象学、鉱物学、動植物学から解剖学(“in natural Philosophy... 
the History of Meteors, Minerals, plants and living Creatures as far as Anatomy”)」などの
中世以来の自然科学の知識の学習を説く。一見すると中世の規範から外れな

い自然科学の学習内容である。しかし、ミルトンは、ガリレオ(1564-1642)の存
在を既に認識しており、同時期に出版された Areopagitica(1644) では「高名なガ
リレオ(“the famous Galileo”)」と会ったと言及しているように、中世の規範から
外れた彼の地動説と望遠鏡を既に知っていたと考えられる。天文学における

新知識・科学を認識して、Of Education出版の 23年後にミルトンは Paradise Lost
において、「トスカナの科学者(“the Tuscan Artist”)」(第１巻 288行)や「ガリレオ
の望遠鏡(“the Glass /Of Galileo”)」(第５巻 261-62行)などとガリレオと彼の望遠鏡
を登場させ、月や天体について描写している。 
ミルトンとハートリブの交友関係は、王立協会フェローのロバート・ボイ

ル(1627-1691)にも繋がることになる。ハートリブからの紹介もあったが、ミル
トンはボイルの姉のキャサリン・ラネラ(1614-1691)の息子リチャード・ジョー
ンズ(1641-1712)の家庭教師をしており、ボイルとも交友を持つことになる。ボ
イルはThe Sceptical Chymist(1661)で、物質はさまざまに運動している原子からな
るとする原子論を説いた。当然、この主張は伝統的なキリスト教の「無から

の創造(“creatio ex nihilo”)」に反するものであったが、ボイルはキリスト教を否
定することはしなかった。一方、ミルトンはChristian DoctrineやParadise Lostで
「物質からの創造(“creatio ex materia”)」を主張した。 
本発表では、ハートリブやボイルとの交友により新知識・科学を認識し、受

容したことによりミルトンがParadise Lostにおけるガリレオの天文学説といっ
た新科学の描写に至る着想を得たのか、また、さらにミルトンの神学思想へ

影響を及ぼすことにもなったのか探っていきたい。 
 


