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Proceedings of the Eighth Annual Conference 
Aoyama Gakuin University, December 9, 2017 

 

 

特別講演 

Keynote Lecture 

 

Map Consciousness and Milton’s Vision of the World 

Chia-Yin Huang 

Chinese Culture University, Taipei, Taiwan 

 

Despite the critical acknowledgment that Milton has a great interest in cosmography 

and cartography, Milton's engagement with cosmography has rarely been taken together 

as part of a broader world vision. Most scholarly attention to Milton and geography 

revolves around A Brief History of Moscovia (henceforth Moscovia for short). Critics devote 

their efforts to identify the date, the intended purpose, and the editing strategy of the 

work, as well as Milton’s knowledge of geography. In this paper, I propose to read Moscovia 

as Milton’s participation in the cosmographical discourse. By examining the connections 

between Milton’s possible map sources and the spatial representation of Moscovia, I argue 

that the spatial orientation of Moscovia reflects a map-consciousness much affected by 

the emergence of modern cartography. 

Milton’s interest in maps and geography throughout his life is evident if one looks 

carefully at his views on geography in Of Education and his letter to Peter Heimbach in 

1656, apart from Moscovia. However, he rarely alludes directly to maps in his writings. It 

is then necessary to rely on circumstantial evidence to determine precisely what maps he 

might have consulted or possessed for the writing of Moscovia. Gilbert in A Geographical 

Dictionary of Milton as well as Parks in the annotations of Moscovia both mention several 

maps contemporary to Milton; they, however, do not pursue the question of what maps 

might have been available to Milton. By cross-referencing Milton’s commonplace books, 

possible library collections, and existing scholarly research, the following maps may 

probably require careful attention as possible cartographic sources for Milton: the maps 

in Herberstein’s Rerum Moscoviticarum Commentarii (Vienna, 1549), Ortelius’ Theatrum 

Orbis Terrarum (1570), Edward Wright’s world map in Hakluyt, The Principal Navigations, 

Voiages, Traffiques and Discoueries of the English Nation (1599), and the Mercator-

Hondius maps in Purchas, Purchas His Pilgrimes (1625). 

 

*         *         *          *          *  

To be able to read a textual description and find the corresponding place on a map 

or even trace a route with a map-like view requires a mental leap—a leap that connects 

sequences of experiential details to the cartographical abstraction of dots and lines 

mapped out under a system of geometric grids. Such an ability to conceive and visualize 

the world is, in a way, similar to the abstraction of space on a map. This ability is what 

critics of Renaissance cartography call “map consciousness”—”the ability to absorb and 
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transmit spatial information encoded in the representational patterns of cartographic 

projection” or the ability to “think about space in map-like ways, even if they are not 

looking at a map at the time” (Klein 81; Uttal 249).  

Such mental operations that involve map literacy and map consciousness in the 

writing of Moscovia have been hinted on by G. B. Parks as he comments on Milton’s 

strategy of presenting geographical information: 

 

“He was able to preface the chapter by listing the boundaries of Russia as taken 

from Fletcher; he did not try to fill in the whole list of the nineteen provinces he 

would have had to take from Avity; nor did he draw or suggest a map which would 

give an idea of Russia as a whole. As a beginning of a guide to Russia, however, the 

starting point of Archangel and the pattern of the river routes radiating from that 

port provided an ingenious substitute for a map” (CPW 8.465). 

 

Gleaning information from divergent voyagers who had taken different routes in varied 

directions, Milton had been able to plot out four itineraries with clear spatial orientations. 

The marginal notes Milton adds to the text provide cardinal directions and mark the 

names of major towns or trading posts the English explorers have visited. Looking at these 

four routes on a modern map, one will be amazed by the explicitness, coherence, and 

precision Milton has attained in the presentation of these four routes.  

 

 

Figure 1. A map showing all four routes taken by the English explorers as described by Milton. 

Map data © 2015 Google. 
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The concise description of the four routes tracing the watercourses of Russia at the 

beginning of Moscovia very much resembles a map. This resemblance comes from two 

significant semiotic properties Milton's description shares with the modern map: synoptic 

viewpoint and space-time convergence. As explained by David Woodward, the application 

of the Ptolemaic coordinate system to map-making has altered the way geographic 

realities are organized and presented on the maps. The orthogonal projection of the 

modern map presents a synoptic aerial view of the world or the selected area on Earth 

from a vantage point infinitely far above—a view that resembles what the astronauts 

would see when orbiting the Earth (12-13). 

Moreover, such a cartographic view provides a sense of completeness and universality 

that conflates both space and time into one uniform surface. All the details of the 

landscape from a precise vantage point a traveler would see, however oblique, are lost on 

a modern map. In place are the dots, lines, and other symbols indicating selected locations 

and geographical features within a bordered area. These locations and geographical 

features are assumed to stand synchronously on the flat surface of the map. Such an 

abstraction converts perceptual reality into a system of a semiotic mechanism designed 

to “oversee” a designated part of the terrestrial realm.  

Milton’s collation of the travelers’ accounts is operating in a similar semiotic process.  

Milton converts the first-person voices of the travelers into the third-person narration, 

thereby translating individual perspectives into an overarching collective viewpoint of the 

English interest. Although each voyage has each reporting traveler describes his 

particular experience and concerns, Milton leaves these individual traits behind and 

extracts only those relevant details that help him formulate a holistic picture of the 

English travelers’ footsteps in Russia.  

In other words, the map provides a constructed space onto which different realities in 

different time frames may be projected in a new spatial-temporal relation for the viewer's 

gaze, either in retrospect or for a prospect. Similarly, the linguistic description creates a 

narrative space unto which first-hand experiences of the reality are projected in an altered 

spatial-temporal pattern for further reflection, interpretation, and manipulation. 

 By compiling Moscovia, Milton is simultaneously traveling on two dimensions, and he 

has also guided his readers on such a mental journey. Thus, the readers travel back to 

the early days of the English expeditions to Russia and follow the chronological sequence 

of events to reach back to their later time. They also travel on an imaginary map, exploring 

the coast, rivers, and cities of Russia on the cartographic surface while keeping a full view 

of the territory in mind. 
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Symposium 

 

ミルトンと科学――「文学と科学」研究の意味―― 

 

緒言 

Introduction 

 

川崎 和基 

Kazunori KAWASAKI 

 

哲学、神学、科学、政治学といった分野が相互に存在していた時代に、科学に関わる自然哲学

（natural philosophy）の分野は、哲学の分野から分離する過渡期にあり、新科学が出現する時代

であった。むろんこの時代は、science としての科学という概念はまだ確立しておらず、さまざま

な形での新たな科学が出現してきた。たとえばそれはまた、アリストテレス以来の錬金術という形

で試行された化学の探求の成果が実り始めた時代であり、万物の構成物としての、火、空気、水、

土のいわゆる 4 大元素の実証と同時に疑問を提示した時代でもあった。アリストテレス以来の、万

物の構成物に対する定説なるものはこの時代には崩れはじめ、さまざまな実験哲学の手法で知の探

究が行われ、それが、1662 年の王立協会への設立にもつながることになったといえよう。このよ

うな時代にミルトンが科学とどのように関り、また、新科学の出現がミルトン研究さらには文学研

究にどのような可能性を与えるであろうか。本シンポジウムではこれらの問いかけに対する議論を

提示した。 
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文学と科学の狭間 

 

川田 潤 

 

 本論はミルトン学者 Marjorie Hope Nicolson による文学と科学を結びつける研究を歴史化し、

その現代的な意義を明らかにすることを目的とした。 

 John Milton: A Readers Guide to His Poetry（1963）の Introduction において当時 MLA 会

長であったNicolsonは「ジョン・ミルトンの詩を理解することは、リベラル・エデュケーション＝

教養を得ることだ」としつつも、1929 年から始まる大恐慌後のアメリカの教育の変化によって、

「現代」においてミルトンを教えることの困難さに言及する。60 年代はまさに文学教育の意味につ

いて様々な議論が交わされていた時代であったが、その背後には、1959 年の C. P. Snow、それに

対する 1962 年の F. R. Leavis の反論という「二つの文化論争」、すなわち、科学（教育）と人文学

（教育）との対立という図式が存在していた。この論争は Lionel Trilling（1962）が指摘するよう

に、実は 1882 年の Mathew Arnold の講演 “Literature and Science” から続く近代における人

間の精神を巡る問題であった。Nicolson（1963）はアメリカの大学の変容について、第 1 次世界

大戦、大恐慌によって変化し、アメリカにおいては「イギリス、ヨーロッパの歴史が追放され、ア

メリカの歴史、それも愛国主義的な歴史教育、「現在のイヴェント」がそれにとってかわっ」てきた

とし、その背後には、liberal（一般、教養）と practical（実用的）、という対立があるとする。す

なわち、冷戦期において、Nicolson は、アメリカの教育が 30 年前後からアメリカ中心主義、現代

中心となってきたことを批判的にコメントしつつ、文学と科学の対立を liberal と practical という

対立に読み替え、そして、トリリング等に主導された冷戦期の文化を批判的に振り返り、ミルトン

の generous education こそが重要だとしていることになる。 

 このような認識と学問的・政治的なスタンスの形成過程をその初期にまで遡り検討すると、

Nicolsonは 30年代に科学史の観点から文学にアプローチする研究を始めたが、その基盤にはA. O. 

Lovejoy による History of Ideas と並び、1924 年にイギリスからアメリカ（ハーバード大学）に

移った Alfred North Whitehead による Science and the Modern World（1925）の影響があっ

たことがわかる。Whitehead は、17 世紀に起きた数学による世界の抽象化以降、3 世紀にわたる

「神、精神、物質」をめぐる時代において、哲学は精神を、科学は物質を、という二分化が起きた

とする。その上で、科学者は文学の理解が不足しているが、それでは life（生活、生命）の全体を

捉えられないので問題だ、と二つの文化のギャップという Snow の議論を先取りした（科学から文

学に歩み寄るべきという逆転した）主張をする。このような思想を背景に Nicolson は 30 年代に文

学と科学を結びつける研究を開始したのだが、その研究手法は、第二次世界大戦、その後の冷戦時

代になっても変わることはなく、practical と immediate が求められ、技術・工学教育が顕著とな

るアメリカにおいて、いかなる時代と状況においても有効な学問としての liberal /generous 

educationを重視し、「書物は生き生きと、そして力強く生産的なのだ、空想上のドラゴンの歯のよ

うに。そして、それを播くと、武装した男たちが生まれるかもしれない」（『アレオパジティカ』よ

り）とする。しかし、Nicolson は同時に、liberal という言葉をめぐって、それを単なる全てを許

容する寛容さとして捉えることを否定し、また、liberal がナショナリスティックに利用される危険

性を認識し、現実のポリティクスの中で、専門化の進展、科学の重要性の強調に警鐘をならし、こ

のような傾向が、現代生活、現代文学の重視と結びついていることを暗に批判する。 

 このような歴史的状況を踏まえた上で、文学と科学の関係性をめぐる研究の現代性とはどこにあ

るのだろうか。Nicolson は Newton Demands the Muse (1946）において、Whitehead を引用

し、17 世紀の唯物論的科学によって、科学者は世界を原子の運動、色のない世界としてとらえるよ
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うになったが、それによって（逆説的に）詩人が、知覚を通じ mind（精神）に、自然の美をつく

りだすこととなったとし、ニュートン的な科学から間接的に生じた霊感の意義を強調した。ここで

重要なのは、Nicolson は、外界としての自然と内面としての人間精神の関係性を重視するのだが、

その際、精神を外面を映し出す受動的なものとしてのみ捉えず、しかしながら、自然と切り離せな

い存在でもあると提示していることである。body でもなく soul でもない、その中間物としての

mind の働きをニコルソンは考えており、近代社会において soul / mind / body をめぐる思考の

系譜を探ることこそが、文学と科学の関係性の研究がもつ現代的な意味である。Makari は、近代

（科学）により登場した＜肉体的精神＞という理論がいかに重要であるかを指摘し、（無謬の）

soul ではなく過ちをおかす mind によって人間が行動するとき、真実と幻想、無垢と罪……などの

区分が大きく変化を余儀なくされたと指摘する。17 世紀から 19 世紀初頭にかけて、このように部

分的に soul であり、機械でもあり、どちらでもないような存在、すなわち mind に関してくり返し

様々なバージョンが作られ、それは 20 世紀でも続いていると指摘した上で、Makari は、Snow の

二つの文化、科学と人文学との対立も、実はこの mind をどのように捉えるかという問題の一変形

であり、それを統合することに成功した人はいまだにいないとする。つまり、文学と科学を研究す

ることは、20 世紀の戦争と自由をめぐる論争を背景にした文学研究という制度の確立の時期に表面

化していたと同時に、長年続くこの mind に関する未解決の問題として捉えることができるのであ

る。 
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アダムの読書と生気論 

Adam’s Reading and Vitalism 

 

笹川 渉 

Wataru SASAKAWA 

 

 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論じた。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察した。 
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ミルトンとボイル 

Milton and Boyle 

 

川崎 和基 

Kazunori KAWASAKI 

 

ミルトンはサミュエル・ハートリブ (c.1600-62) 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”)」（CPW 2: 391）「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 farre as Anatomy”)」(CPW 2: 392) 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「高名なガリレオ」 (“the famous Galileo”) (CPW 2: 538) 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”) (I. 288) や「ガリレオの望遠鏡」(“the Glass / Of 

Galileo”) (V. 261-62) 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。

このようにガリレオに対する言及をしながら新科学に対する認識をミルトンは提示している。一方、

新科学への認識はハートリブに纏わる交友関係からも深まることになる。すなわち、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 (1627-91) 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 (1614-91) 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。この原子論を認識し、

着想を得たとまではいえないが、ミルトンは Christian Doctrine や Paradise Lost で「無からの創

造」を否定し「神からの創造」(“creatio ex Deo”) を主張した。  

「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、ハートリブや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であろうかその可能性を探りな

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

提示しようと試みた。 

 

参考文献 

Boyle, Robert. The Works of Robert Boyle. Eds. Michael Hunter and Edward B. Davis. Part 

I. Vol. 2. London: Pickering & Chatto, 1999.  



 

 
10 

Cummins, Juliet and David Burchell. Science, Literature and Rhetoric in Early Modern 

England. Aldershot: Ashgate, 2007. 

Debus, Allen G. The English Paracelsians. London: Oldbourne Book, 1965. 

Duran Angelica. The Age of Milton and the Science Revolution. Pittsburgh: Duquesne UP, 

2007. 

Empson, William. Milton’s God. London: Chatto and windus, 1961. 

Flannagan, Roy. John Milton: A Short Introduction. Malden, Mass.: Blackwell, 2002. 

Hunter, Michael. The Boyle Papers: Understanding the Manuscripts of Robert Boyle. 

Aldershot: Ashgate, 2007. 

Lewalski, Barbara. The Life of John Milton. Oxford: Blackwell, 2000. 

Milton, John. Complete Prose Works of John Milton. Ed. Ernest Sirluck. Vol.2. New Haven: 

Yale UP, 1959. 

---.  Milton: Complete Shorter Poems. Ed. John Carely. 2nd ed. London: Longman, 2006.  

---.  Milton: Paradise Lost. Ed. Alastair Fowler. 2nd ed. 1968. London: Longman, 2006. 

Nicolson, Marjorie Hope. Pepys’ Diary and the New Science. Virginia: U of Virginia P, 1965. 

Phillips, Edward. The new world of English words. London, 1658. 

---. The new world of English words. London,1671. 

Rogers, John. The Matter of Revolution: Science, Poetry & Politics in the Age of Milton. 

Ithaca and London: Cornell UP, 1996. 

Saurat, Denis. Milton: Man and Thinker. New York: The Dial Press, 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

研究発表 

Papers 
 

 

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

Stoics in Prison: Stoicism in Eikon Basilike and Eikonoklastes 

 

大島 範子 

Noriko OSHIMA 

 

0. Introduction 

 本発表では、1649 年 1 月のチャールズ一世処刑後に出版された二つの作品、即ち、チャールズ

一世その人の手によると喧伝された Eikon Basilike と、John Milton の Eikonoklastes を、1640

年代後半、議会派の捕虜となった王党派が獄中から出版した詩や散文におけるストア派的英雄の表

象、特に、堅忍 constancy と、隠遁 retirement または leisure の二つの概念から分析する。第一

セクションで、40 年代後半に投獄された王党派の自己表象のレトリックにおけるストイシズムを概

観し、第二セクションでは、そのような王党派のレトリックの集大成として、Eikon Basilike にお

けるストイックヒーローとしてのチャールズ表象を分析する。それを踏まえ、第三セクションでは、

Eikon Basilike が構築したチャールズの像を破壊する Eikonoklastes の戦略を検討する。 

 

1．王党派の Prison Writings と Stoicism 

40 年代後半、戦争の形勢が議会派有利に傾く中で、議会軍に囚われ投獄された王党派たちは、

「牢獄における迫害に耐え、王への忠誠を守る王党派」という、独自のヒーロー像を作り上げた。

Richard Lovelace の 49 年の詩、 “To Althea, from Prison” や、Roger L’Estrange の作とされ

る “Loyalty Confined” などが、その典型例である。牢獄の過酷な環境を意に介さず、むしろ隠遁

になぞらえながら、外的な環境に動じず内心の王への忠誠を守る王党派として自らを表象するこれ

らの詩は、自らの心の堅固さを、セネカのストア派的不動心と結びつける  (Wilkinson 78-79; 

Lloyd 96)。 

 ギリシャ・ローマの哲学に対する興味は 17 世紀にも高く、ストイシズムへの関心も、例えば

1614 年に出ている Thomas Lodge によるセネカの全散文の英訳などに見て取ることができる。Of 

Consolation to Helvia や Of the Constancy of a Wise Man などにおいてセネカがストア派的賢

人の基礎として称揚し、またセネカの影響を強く受けた 16 世紀ネーデルラントのネオストア派

Lipsius が「忍耐によって、外界で起こるすべてのことを、神の意志 Providence として受け入れな

がら、同時に内心の堅固さを守ること」（Lipsius 10-11) と規定する constancy という美徳こそ、

L’Estrange や Lovelace の、外界の苦境に関わらず内心の王への忠誠を守る王党派という自己表象

を支えるものである。 

加えて、Lovelace や L’Estrange らが、彼らの牢獄を、隠遁のための庵として表象していること

も、彼らの忠実さの表象がストア派に基づいていることを示すものであろう。セネカは、Of the 

Rest and Retirement of a Wise-man において、ストア派的な retirement あるいは leisure、す

なわち隠遁を、隠遁それ自体を人生の目的とするような怠惰なエピクロス主義的隠遁とは異なり、

公共の利益に身をささげて active であり続けることを是とするストア派的賢人が、目的をもって時
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折なすものとして規定する (Seneca 907)。セネカは、世界そのものへの貢献は、社会において行

動すること action によってのみではなく、隠遁における、他者の意見に惑わされない

contemplation によってもなしうるとし、美徳についての思索や自然観察を、ストア派の賢人に相

応しい contemplation の題材として挙げている (Seneca 908)。投獄された王党派の一人である

Francis Wortley が、獄中から出版した Characters and Elegies において、深い穴に入った人間

が視界が限られる分日食や星をよく観察することができるように、牢獄への隠遁を強いられた人間

は、煌びやかな虚栄に眼がくらむことも、人々の意見に左右されることもないとしている (Wortley 

56) のも、セネカの影響を受けたストイシズムの表れと捉えられる。 

これらの 40 年代後半の王党派のストイシズムに関する言説の集大成として、次のセクションで

は、49 年に出版された Eikon Basilike について検討する。 

 

1. Eikon Basilike (1649): Charles I as The Suffering Stoic Christ-like King 

Eikon Basilike のチャールズは、Lovelace や L’Estrange 同様、たとえ投獄されても屈すること

なく、むしろ自分は世の inconstancy について思索を巡らせるための隠遁を与えられたと言う。身

体を拘束されながらも、王国や国教会を破壊する議会派の思惑には同意せず、内心の堅固さを保つ

チャールズは、まさにストア派的 constancy を備えた賢王として表象される。 

 王のストア派的美徳を、Eikon Basilike は現実の政策と関連させて語る。その具体例の一つが、

国教会祈祷書への言及である。チャールズが推し進めた国教会祈祷書の使用の強化を、議会支持者

は、祈りの言葉の信仰を伴わない形式化であると批判した。これに対し Eikon Basilike は、形式化

されて常に一定である祈りをストア派の constancy と結びつけ、むしろ揺るがぬ信仰心を作るもの

として反論している (Daems and Nelson 131)。そして、国教会祈祷書に向けられた形式主義とい

う批判を、constancy というストア派的美徳にはられた誤ったレッテルであるとするのである 

(Daems and Nelson 135)。 

 内戦以前から自らの constancy を、現実の政策を通して国家にいきわたらせていた善王チャール

ズに、その constancy を牢獄においても保持させるのは providence である。Eikon Basilike のチ

ャールズは、自らに起こる全ては神の導きであり、constancy でもって受け入れるべきこととする 

(Daems and Nelson 81)。providence もまた、セネカのストイシズムに欠かすことができないフ

ァクターの一つである。セネカは Discourse of Providence において、現世のあらゆる苦難は、神

がもっとも徳高い人物に与える試練であるとする (Seneca 505)。議会派が、議会軍の戦場におけ

る勝利を、議会の主張を是としチャールズの罪を罰しようとする providence の表れであるとして

喧伝したこの時期に、Eikon Basilike がセネカの providence に依拠することにはカウンターとし

ての意味がある。セネカの providence に基づくならばチャールズに与えられた苦境はむしろ、チ

ャールズが神に選ばれたもっとも正しく徳高い存在であることを示す証拠として解釈されうるのだ。 

 議会との交渉に応じず揺るがぬ意思を保つチャールズは、自らを待つ刑死の運命をも平静に受け

入れる。そして、スチュアート朝の王位継承者である息子チャールズにあてた統治に関するアドヴ

ァイスを含めた Eikon Basilike を、死後残すため獄中で執筆する。セネカもリプシウスも、

constancy を守った末の死をある種ヒロイックに描いており (Seneca 509; Lipsius 97)、死の恐

怖にさえ動じず一切の妥協をしないチャールズは、まさにストア派的英雄と言える。ストア派の英

雄としてのチャールズが、providence によって与えられた試練に耐え抜き守ったスチュアートイン

グランドに対する constancy は、牢獄で与えられた最後の隠遁の中で彼が書いた Eikon Basilike

によって、彼の死後なお、スチュアートイングランドという国家のかつての平和と結びつけられ、

イングランド国民に喧伝されることとなる。 

 第三セクションでは、このように構築された、ストア派の英雄としての王の像を、Milton がどの
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ように破壊したかを検討する。 

 

2. John Milton’s Eikonoklastes (1649): Charles as Tyrant versus Stoically Active People  

Eikonoklastes もまた、Eikon Basilike においてストア派的英雄として表象された王の像を破壊

するため、ストア派的語彙を使用する。 

 一つの例は Eikon Basilike が、国教会祈祷書における祈りの規定を constancy と結びつけたこ

とに反論する箇所である。Milton は、形式化された祈りと constancy を結びつけるのは非論理的

であると一蹴する。Milton はここで、チャールズが constancy と呼ぶものは単なるカッコーの一

つ覚えにすぎないとしながら、constancy という美徳を基礎に構築されたストア派のヒーローとし

てのチャールズのイメージの正当性を弱めている (CPW 3: 507)。 

 Eikonoklastes には他にも、チャールズが constancy と称する精神の堅固さの信頼性を下げよう

とする箇所が見られる。たとえば、Milton は、作品中で何度も、チャールズの魂は叱られても耳を

貸さない子どもと同様 unteachable であるにすぎないとする。チャールズの constancy は、

Milton によって、教育を受け付けない頑迷として再表象されるのである (CPW 3: 434)。 

さらに、獄中の王の、哲学的な思索に捧げられる隠遁の質についても、Milton は、信頼性を下げ

る。Milton はまず、42 年に議会派の抗議に身の危険を感じたチャールズがロンドンから退きオッ

クスフォードに逃亡したいきさつについての章で、チャールズが Eikon Basilike で使う比喩は政治

家のものというよりは詩人のものだし、彼は政治家の著作よりは詩人の著作をより熱心に読むと聞

いていると揶揄しながら、Eikon Basilike は、政治的著作というよりは、ある種の詩、フィクショ

ンとして組み立てられたものだろうという。そして、そのような、公の重要事である政治的著作よ

り、私的な楽しみの域を出ない詩人の絵空事を好むというチャールズの性質を、彼の王としての資

質と結びつけ、問題視する (CPW 3: 406)。 

Milton は、内戦以前のチャールズを、その治世の間、時折の隠遁による余暇を公益に資するため

の勉学に使うどころか、本来なすべき仕事を部下に任せてまで遊びに耽っていた男であったとして

断罪する。Milton によれば、主教戦争はそのような、宮廷における奢侈によって惰弱になったチャ

ールズが、その果てにとうとう打って出た、最悪の activity である。ここでチャールズは、隠遁し

ていようが活動していようが公益に資するところなどは全くない人間として描き直されるのである  

(CPW 3: 570)。 

 Milton はさらに、チャールズの隠遁の質に対し、providence の解釈の問題からも疑義を呈する。

彼は、チャールズを、干ばつの時に空を見ている人間のように、天から何かが落ちてくるのを見つ

けては、それを、もはや自分の手で復讐することはかなわない自分に代わって復讐する神の意志の

表れとして空想していると揶揄する。チャールズはここで、ストア派的な自然観察を providence

について勝手な空想をするための種にしてしまう似非ストア派として再表象されるのである (CPW 

3: 563-64)。 

まとめるならば、Eikonoklastes におけるMilton は、チャールズを、平和な時代には公益になど

見向きもせず怠惰な余暇をむさぼり、したがって王としての公務に適するわけもなく、にもかかわ

らず牢獄に入れられれば単なる片意地を constancy として美化し、自然を観察しながら

providence について無為な空想をしている、ストイシズムをはき違えた人物として構築し直してい

ると言える。 

 その Milton にとって、投獄を隠遁と称することは、内心の constancy に基づくレトリックでは

なく、文字通りの引退勧告である。獄中で祈るチャールズを美化する Eikon Basilike を、Milton

は、王の役職にある者は、他の誰にもまして、祈るだけでなくなすべきことをその手に抱えている

のだから、チャールズは祈るのと同じだけ統治するべきだったと非難する。Milton はここで、チャ
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ールズの、政治家としての行動を伴わないチャールズの祈りを、ストア派が攻撃する公益に貢献し

ない怠惰な隠遁に結び付け、行動する能力がない以上王としての公的な役目は返上するしかない人

物とするのである (CPW 3: 531)。にもかかわらず王という公の地位に固執するチャールズを、

Milton は、個人的な理性を王という地によって国家全体に法として押し付けているとして弾劾する。

ここで、チャールズの牢獄でも揺るがない constancy は決定的に意味を裏返される。Milton はむ

しろ彼こそが、イングランド国民にとっての牢獄であるとするのである。Milton は、チャールズの

決心は生前揺らぐことがなく、したがってもし彼が復位するようなことになれば、イングランド全

土が彼という一人の男の信仰と判断と理性に縛り付けられることになっただろうと言う (CPW 3: 

359)。チャールズの統治がイングランド国民にとっての牢獄としてもっとも強く表象されるのは、

Eikon Basilike の国教会祈祷書擁護に反論する章においてである。Milton 曰く、人間が一人ひとり

天によって与えられているはずの理性と信仰を、むりやりにセットワードの囲いに投獄し押し込め

ることは、まさに天の意に逆らう専制政治なのだ (CPW 3: 505)。 

チャールズの専制政治こそがイングランド国民にとっての実質的な牢獄であるなら、その中で

constancy を保つべきはむしろ国民ということになる。しかし、Milton の提示する、イングランド

国民が保つべき constancy は、単に逆境に耐えることだけではない。彼によれば、真に行動的で

constant な人間は、逆境そのものを作り替えるのである。Milton は、捕囚されていたヘブライ人

の王子ゼルバベルがダリウスに、この世でもっとも強いものは何かと聞かれて真実であると答えた

という逸話を引きながら、しかし、それだけでは不足であるとする。彼によれば、真実と正義は一

つのものである。そして、真実は知識における正義であり、正義は行動における真実であるが、こ

の二つをくらべると、正義はその特性故に、人間の世界の物事においてはより大きな力を持ち、ま

た見せるとする。Milton によれば、真実は contemplation でしかなく教えることしか出来ないが、

正義は、まさにその本質において、力であり、activity であって、この世の全ての暴力と抑圧に対

し振るうための剣をその手に持っているのだという  (CPW 3: 583-84)。Milton はここで、

contemplation と activity の二項対立に、真実と正義をあてはめる。真実のもっとも強い効果は教

えることである、とする Milton のレトリックはここで、チャールズを unteachable であるとして

いた箇所とのリンクを見せる。unteachable なチャールズと王党派残党を、もはや contemplative

な真実で遇することはできず、active に剣を振るわなくてはならないのだと Milton は言うのであ

る。これはまさに、チャールズを処刑した議会の擁護であり、その結果作られた共和国の擁護でも

ある。彼は、いまだ心を王に囚われているイングランド国民も、行動的な正義の力を認めさえすれ

ば、バビロン捕囚から帰還したユダヤ人のごとく自由になれるのだと述べる (CPW 3: 585)。 

Milton は、チャールズ同様 unteachable な、王の処刑の正当性を認めない国民は、奴隷のまま

でいるのが相応しいと切り捨てる。Milton が呼びかけるのは、それとは異なる、真に constant で

賢いクリスチャンである。彼はここで、Eikon Basilike の公的な価値を持たない祈りに騙されてし

まう非理性的で inconstant な人間の無価値な同情と、より知識のある constant なキリスト教徒の

本当に価値のある支持とを対比させる (CPW 3: 601)。Milton の共和国は後者の人々だけを自由民

として求めるのである。 

Milton は、Eikonoklastes 執筆は結局のところ彼にとって、他の仕事や雑務の合間の息抜き程度

にできることであったとする (CPW 3: 339)。彼はそのほかにも、王が Eikon basilike の中で

Philip Sidney の Arcadia から剽窃をしているということを読者は片手間 (at leasure) に確かめら

れるとする部分 (CPW 3: 363) や、王が彼自身の監禁状態について何を言っているか、暇つぶしに 

(at leasure) に確かめてみようとする箇所 (CPW 3: 561) などで、Eikonoklastes が余暇の片手間

に書かれたものであるということを強調する。このことを、本論との関連で見るならば、Milton は

このようにいうことによって、Eikonoklastes を、Milton と、Milton が擁護する共和国という国
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家の、まさにたまの隠遁さえも公益のために資する姿勢の表れとして提示しようとしているととる

ことも可能だろう。宮廷における懶惰に耽っていたチャールズの、公益に資するところのない余暇

に費やされた治世と、公益を第一に考える共和国の違いを Milton はここで明確に打ち出そうとす

る。この、余暇の片手間に書かれた Eikonoklastes という書がもたらす真実によって教化された賢

いイングランド国民は、内心を支配しようとする王に揺るがされない constant な精神をもって、

正義の剣を掲げてactiveに王の首を切ることに賛同しなければならないとMiltonは主張している、

として本論のまとめとした。 
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The Passion of Christ Hidden―Epic Similes in Paradise Regained  

 
Michiko MORI 

 

Paradise Regained announces at its end that Jesus had defeated Satan’s temptations 

and built Paradise in the wilderness.  While Paradise Lost ends with Adam and Eve beaten 

by Satan and banished from Paradise into the wilderness, the end of Paradise Regained 

is the return of Jesus (the second Adam) to his mother Mary (the second Eve) out of the 

wilderness. 

However, the recovery of Paradise should occur when the original sin of Adam and 

Eve is redeemed.  Jesus’ triumph over Satan’s temptation is, as it were, a precursor of 

the Redemption.  It is the foundation for the Salvation of the sin of Adam and Eve, not its 

accomplishment.  

     The theme of Paradise Regained is Jesus’ victory against Satan, “deeds/ Above heroic” 

(PR i 15). It is not a physical or violent duel, but a mental or spiritual battle.  Paradise 

Regained was unpopular at the time of its publication, though Edward Phillips, Milton’s 

nephew, told that Milton had not been able to hear with patience any such thing.  R. W. 

Condee interprets that impatience of Milton’s, and develops his own opinion, quoting the 

passage from Paradise Lost (PL ix 13-41).  He concludes that Milton has succeeded in 

completing the epic with his ethical theory on the highest virtue, but then that Paradise 

Regained might have resulted in being non-epic or anti-epic, because of being an ethical 

epic.(1) 

Paradise Regained tells only the beginning of the Gospels, the episodes of Jesus’ 

Baptism and the Temptation in the wilderness. The more important records of Jesus’ 

Passion and Death in the rest of the Gospels seem here neglected.  Milton could not finish 

a poem on the Passion when he was young.  He struggled with the theme, only to fail.  In 

Paradise Regained, Milton avoids confronting the theme, charging the task implicitly with 

his epic similes.  There are two epic similes related to Jesus in Paradise Regained.  They 

occupy important positions in the poem, with profound implication.   

Indeed, Milton has never forgotten the necessity and importance of the Redemption 

for the regaining of Paradise or the Salvation of mankind. (2) 

In Paradise Regained, three characters predict the Passion and Death of the Son of 

God in their ways.  First, “the Most High,” “the Eternal Father,” mentions it in his speech 

to Archangel Gabriel.  Then, Jesus ambiguously anticipates his own tragic death.   Finally, 

Satan conjectures Jesus’s future by reading the astrological sign and oracle.  All those 

prospects of Jesus’ Passion are ingeniously hidden and give no concrete expressions 

except for the vague foreknowledge of the future.  So, it causes the disappointment and 

dissatisfaction of many readers.  As Corns indicates the tortured body of Christ was the 

campaign of the Counter-Reformation and the standpoint of Catholic Church.  The 

imagination of the Protestant poets defied that image of Christ.(3) 

Let us consider how Milton superimposed the mystical over the ethical of Paradise 

Regained.  I invite your attention to the arrangement of the word “enter.”  In Book I , the 

angels sing “Victory and triumph to the Son of God/ Now ent’ring his great duel, not of 

arms, / But to vanquish by wisdom hellish wiles” (PR i 173-5) to Jesus, who begins to 
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confront Satan’s Temptation.  Then, immediately after Satan’s fall, angels conclude their 

hymn to Jesus with “Hail Son of the Most High, heir of both worlds,  / Queller of Satan, 

on thy glorious work / Now enter, and begin to save mankind” (PR iv 633-35).  Milton’s 

arrangement of those two “enter”s is exquisite.  The “enter” in Book I describes Jesus’ 

embarking on his duel which leads to the triumph.  Book I relates how it happened.  The 

“enter” in Book IV announces that Jesus begins the Salvation of mankind, which also 

leads to glorious victory.  But the process is left to the readers’ imagination.  Thus, the 

word “enter” announces Jesus’ temptation and triumph at the opening in Paradise 

Regained, and Jesus’ Passion, Death and victory at the grand finale.  The baton is passed 

from the ethical to the mystical. 

Almost at the same places where the two “enter”s are set, at the beginning and the 

end of Paradise Regained, two important epic similes are told. 

In the first simile, two great prophets in the Old Testament, Moses and Elijah, are 

depicted.  The disciples looking for Jesus are compared to the Israelite people looking for 

Moses, who disappeared into the summit of Mt. Sinai (Exodus xxxii 1), and Elisha looking 

for Elijah gone into heaven in a chariot of fire (II Kings ii 11-12).  And Jesus is compared 

to Moses and Elijah.  Prior to this simile, in the scene of the first temptation, Satan asks 

Jesus to change stone into bread.  Jesus answers that God feeds (PR i 351-54).  He refers 

to Moses (Exodus xxxiv 28) and Elijah (I Kings xix 4, 7-8). 

Thus, Moses and Elijah allude to Jesus continuously in rapid succession.  One will 

be easily reminded of the only scene in the Bible where Jesus, Moses and Elijah assemble 

in one place, the event of the Transfiguration, and of Raphael’s painting “the 

Transfiguration” in the Vatican Pinacoteca.  This event foreshadows the glory of Jesus’ 

Resurrection.   St. Matthew (xvii 1-6) and St. Mark (ix 2-7) tell that Jesus reveals his 

Passion, Death and Resurrection to his agitated disciples for the first time six days before 

the event.  St. Luke records eight days before Jesus announced his Passion, saying “the 

Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and 

scribes, and be slain, and be raised the third day (ix 22).”  The Transfiguration appeases 

their anxiety and fear and makes them catch a glimpse of Jesus’s glory.  Only St. Luke 

connects it to the coming Passion, Death and Resurrection of Jesus (ix 28-31). 

The second epic simile is the climax at the end of the Fourth Book of Paradise 

Regained.  Satan’s fall from the pinnacle defeated by Jesus, is compared to Antaeus, the 

son of Earth, flung off by Hercules, and to the Sphinx plunged off a precipice by Oedipus 

(iv 562-80).  While both the characters and stages of the first simile are restricted to the 

Biblical world, those of the second are concentrated in the ancient Greek world.  

Because the simile depicts Satan’s fall, he with Antaeus and the Sphinx disappears 

from the reader’s presence, and there stands Jesus unyieldingly, with his identity as the 

Son of God confirmed, and with him Hercules and Oedipus stand triumphantly.  They are 

equivalent to Moses and Elijah on either side of Jesus in the first simile.  They are 

distinguished heroes of the Ancient Greek world, who Milton highly appreciated.  Hercules 

was Milton’s favorite hero and it is commonly known that after “the Nativity Ode” Milton 

often coupled Hercules with Jesus. On the other hand, Oedipus is the hero of Sophocles’ 

masterpiece trilogy, Oedipus the King, Oedipus at Colonus, and Antigone.  Samson 

Agonistes owes much to Oedipus at Colonus.  Hercules and Oedipus are the 
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representatives of the Classical world chosen to stand next to the glorious Jesus.  

In two epic similes at the introductory and the closing parts of Paradise Regained, 

Milton pictures four distinguished heroes who, having accomplished victorious feats, end 

in distressful deaths, and dexterously hides Jesus’ coming Passion and Redemption 

behind the Temptation. 

 

(1)  R. W. Condee, “Milton’s Dialogue with the Epic: Paradise Regained and the Tradition” 

in John Milton: Twentieth-Century Perspectives, vol. 5, ed. by J. Martin Evans, Routledge, 

2003, 357-58 & 363-64. 

(2)  W. W. Robson, “The Better Fortitude,” The Living Milton: Essays by Various Hands, 

ed. by Frank Kermode, London: Routledge & Kegan Paul, 1960. 133. 

(3)  Gordon Campbell and Thomas N. Corns, John Milton: Life, Work, and Thought, Oxford 

UP, 2008, 53. 
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Proceedings of the Fourteenth Colloquium 
UNITY, Kobe City University of Foreign Studies, July 1, 2017 

 

 

ミルトンの「火薬陰謀事件」連作詩における王政批判 

 

金子 千香 

 

    本発表はジョン・ミルトン（John Milton，1608-74）作ラテン語小叙事詩「11 月 5 日につい

て」（In Quintum Novembris，1626）及び同題材を用いた 5 篇のエピグラムに、先王ジェームズ

一世と現王チャールズ一世に対する批判を見出そうとする試みである。 

これら 6 篇のラテン語詩は、カトリック教徒の一部過激派によるジェームズ一世の暗殺を目的と

した国会議事堂爆破未遂事件（火薬陰謀事件，1605）を題材としている。火薬陰謀事件は成功すれ

ば国家の中枢が破壊されるほどの脅威であったが、爆破は未然に防がれ、首謀者は厳罰に処せられ

たことから、神による英国救済の歴史的事件とみなされている。事件発覚直後の国王演説に端を発

し、毎年行われた火薬陰謀事件記念説教において、御心により事件を未然に防ぎ、英国を守ったの

はジェームズ一世であると繰り返し語り継がれ、国民に印象付けられた。 

まず、事件が国王賛美の手段として利用されてきた背景、火薬陰謀事件に関する当時の言説を、

Early English Books Online を用いて探っていく。その際、1605 年から 1642 年までの国王演説

と教会説教を中心に扱う。そのうえで、王党派が主張する救済者としてのジェームズ一世像を、ミ

ルトンが異教に傾倒する背信者として地獄堕ちのイメージで描き直しているという仮説を「火薬陰

謀事件」連作詩を通して検証する。 
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反響するマモンの言葉 ― 万魔殿から楽園へ 

Mammon’s Echoing Words: From Pandemonium to Paradise  

 

菅野 智城 

Tomoshiro KANNO 

 

天国で最も低く卑しい存在として『パラダイス・ロスト』に登場する悪魔マモンには、つねに守

銭奴のイメージがつきまとう。しかし、パンデモニウムでの演説において、天国に勝る新たな王国

づくりを主張するマモンは、守銭奴というよりも精力的な経済活動家、あるいは帝国の設計者のよ

うな印象を与えている。ミルトンは、伝統的なマモン解釈を踏まえ、その上で彼の独自の解釈を加

えつつ、マモンの入念なキャラクター化に成功している。 

マモンの起源を考えるにあたり、イスラエル周辺の異文化地域の神がデーモン化された地理的、

歴史的背景を考慮に入れる必要がある。マモンという語（mammon）は、シリア語の富や豊かさ

を意味する抽象名詞で、ヘブライ語の hammon から派生したものである。 

マモンには、アマイモン、メイモンなどの別名があるが、これは聖書解釈や民間の誤解を通じて、

マモンの定義が拡大された結果であろう。イギリスの美術史家フレッド・ゲティングスは、アマイ

モンという名前は、エジプトの神アモンがデーモン化したものに由来すると推察している。マイモ

ンは 16 世紀のグリモワールでは、巨大な 2 つの鳥の頭部をもつ姿で描かれている。マモンはたび

たびアマイモンと混同され、エジプト、鳥、支配者のイメージがついてまわることになった。 

マモンが悪魔学へ導入されるきっかけは、聖書の記述によるところが大きい。ルカ伝 16 章 9 節

では、「不正にまみれた富」が mammon と表現されている。さらにマタイ伝 6 章 24 節では、「汝

ら神とマモンとに兼ね仕えてはならない」とあるように、マモンは神と対置されている。このよう

に、富の擬人化を通して邪悪な特性を獲得したマモンは、七つの大罪の一つを担うメジャーな悪魔

としての地位を占めることになる。ミルトンもまた、富への執着、貪欲、金銭上の不正と関連付け

られたマモンの定義を踏み外していない。『在位論』（The Tenure of Kings and Magistrates）の

中で、ミルトンは高位聖職者の不正を糾弾する際、反キリストの神をマモンと呼び、人間の貪欲と

不正な権力行使を結びつけて王政批判を展開している。しかしながら、富や金は、人間によって生

み出された経済・社会システムを機能させる要素である。富の擬人化によってデーモン化されたマ

モンは、人間の経済活動が生んだ悪魔であると言える。 

 人類の発展とともに成熟した悪魔であるマモンの演説は、パンデモニウムを騒然とさせる。それ

は、語り手である詩人のコメントにも見ることができる。モロクとベリアルの演説には、それぞれ

短いコメントがつけられるのみで、マモンの演説が説得力を増す効果を生んでいる。 

 

He [Moloch] ended frowning, and his look denounced 

Desperate revenge, and battle dangerous 

To less than gods.  (P.L 2. 106-8) 

 

Thus Belial with words clothed in reason’s garb 

Counselled ignoble ease, and peaceful sloth, 

Not peace: (P.L 2. 226-8) 

 

ここで注目されるのは、いずれのコメントも類似した形式であり、ともに 16 語、3 行以内で簡単に

済まされている点である。また、2 行目では形容詞を伴う 2 つの名詞句が、接続詞 and をはさんで
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目的語として並置されている。これら定型文のような詩人のコメントとともに、モロクとベリアル

は自動的かつ強制的に退場させられるわけである。モロク、ベリアルの後に登場するマモンの言葉

は、ファロンの指摘するように、新世界の移住者を連想させる。マモンが主張する隷属の拒否と独

立の選択は、地獄を天国から切り離すとともに、神との対立関係をも解消させるものである。マモ

ンは、神との直接的な関係を断つことで、地獄におけるネガティブな感情から自己を解放し、新た

な王国づくりへと向かわせている。このように、聖書に由来する伝統的なマモンのイメージに、ミ

ルトンは帝国の設計者あるいは経済活動家としての役割を与えることに成功しているのである。 

天国を追放された堕天使が地獄で王国を作るという文脈は、楽園を追放されるアダムとイヴが人

間世界で繁栄を目指すという文脈と反響する。荒野へと旅立つアダムとイヴの未来には、経済活動

の可能性を示唆するマモンの言葉が反響するのである。 
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日本ミルトン協会規約 

 

1. 名称 本会は、日本ミルトン協会 (The Milton Association of Japan) と称する。 

2. 目的 本会は、日本ミルトン・センター (The Milton Center of Japan, 1975 年 7 月 18 日－

2008 年 3 月 31 日) の事業と組織を継承し、ミルトン研究を促進することを目的とする。 

3. 事業 以上の目的を達成するために、次の事業を行なう。 

(1) 研究大会 

(2) 研究会 

(3) 広報活動 

(4) その他 

4. 組織 本会は、本会の主旨に賛同する者をもって組織する。 

5. 役員 本会に以下の役員を置く。役員の選出については付則に定める。 

    会長 1 名     事務局長 1 名 

    事務局委員 2 名     企画委員 6 名 

    ホームページ委員 2 名  会計監査委員 2 名 

6. 機関  

(1) 総会  

 本協会の最高決議機関とする。議長は会長が務める。 

(2) 運営委員会 

 運営委員会は、本協会の運営に関する事項を審議する。委員長は会長が務める。運営

  委員会は、以下の役員によって構成する。 

会長   事務局長    事務局委員 

企画委員  ホームページ委員 

(3) 事務局 事務局は、会計、機関誌の発行、その他の事務を担当する。 

(4) 企画委員会 

 企画委員会は、研究大会・研究会等の企画を行う。 

(5) ホームページ委員会 

 ホームページ委員会は、本協会のホームページの管理・運営にあたる。 

(6) 顧問をおくことができる。 

7. 会計  

(1) 会費 

会員の会費は年額 5,000 円とする。ただし、学生会員は 1,000 円とする。 

(2) 会計監査 

会計監査は、原則として年 1 回、会計監査委員が行い、運営委員会および総会に報告

する。 

(3) 若手支援 

学生会員が研究発表を行う場合、1万円を上限に自宅あるいは在籍校から会場までの実

費交通費を支給する。 

8. 規約の改正 本規約の改正は、総会における出席者の過半数の賛成によって実施する。 

9. 設立年月日 本会の設立年月日は 2008 年 4 月 1 日とする。 

10. この規約は、2008 年 4 月 1 日から施行する。 
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付則  役員の選出ならびに所在地 

(1) 会長は、運営委員会の推薦に従って、総会において選出する。任期は 3 年とし、再任を認

めない。 

(2) 会長は、運営委員会に諮った上で、役員を任命する。 

(3) 事務局長は、会長が会員の中から任命し、総会において承認する。任期は 1 期 3 年とし、

原則として最長 2 期とする。事務局委員は、会長が会員の中から任命し、総会において承

認する。任期は 1 期 3 年とし、最長 2 期とする。 

(4) 企画委員は、会長が会員の中から任命し、総会において承認する。任期は 1 期 3 年とし、

原則として最長 2 期とする。 

(5) ホームページ委員は、会長が会員の中から任命し、総会において承認する。任期は 1 期 3

年とし、再任を妨げない。 

(6) 会計監査委員は、会長が会員の中から任命し、総会において承認する。任期は 1 期 3 年と

し、再任を認めない。 

(7) 本会の所在地は次のとおりとする。 

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25 

青山学院大学文学部 笹川渉研究室 

 

2008 年 4 月 1 日 

2012 年 4 月 1 日改正 

2014 年 4 月 1 日改正 

2015 年 12 月 5 日改正 

2017 年 12 月９日改正 
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The Articles of Organization of the Milton Association of Japan 
 

1. STYLE 

This association styles itself as the Milton Association of Japan (MAJ).  

 

2. AIM 

MAJ, as its predecessor the Milton Center of Japan, aims to develop the studies of the 

seventeenth-century English poet John Milton. 

 

3. ACTIVITIES 

In order to achieve the aim above, MAJ conducts the following activities:  

(1) Annual conference 

(2) Colloquium 

(3) Public relation activities 

(4) Other related activities 

 

4. MEMBERSHIP 

Anyone who is willing to share the aim above is eligible for membership. 

  

5. EXECUTIVE STAFF 

MAJ has the following executive staff: 

1 President     

1 Bureau Chief 

2 Bureau members 

6 Planning Committee members 

2 Website Planning Committee members 

2 Financial Auditors 

 

6. ORGANIZATION 

(1) General Meeting: MAJ’s highest decision-making body, whose chair is the President. 

(2) Steering Committee: Consists of the President (the chair), the Bureau Chief, Bureau 

members, Planning Committee members and Website Planning Committee members, 

and considers how to conduct MAJ’s activities.  

(3) Bureau: Prepares publications; handles financial and other matters. 

(4) Planning Committee: Makes plans for annual conferences and colloquia. 

(5) Website Planning Committee: Creates and runs MAJ’s website. 

(6) Advisers: Called in when necessary. 

 

7. FINANCE 

(1) Membership fee: ¥5,000 (¥ 1,000 for student members) 

(2) Financial Audit: Made once a year and reported to the Steering Committee and the 

General Meeting. 

(3) Support for student researchers: Up to ¥10,000 is paid for the travel cost from their 

home or university to the site of annual conference or colloquium when they make a 
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presentation.  

 

8. CHANGES TO THESE ARTICLES  

Must be proposed to the General Meeting and approved by a majority vote of those present. 

 

9. The date of foundation is April 1, 2008. 

 

10. These articles come into force on April 1, 2008. 

 

ADDENDA 

(1) The President is recommended by the Steering Committee and elected at the General 

Meeting. The tenure is three years, and there is no reappointment. 

(2) The President appoints executive staff after consulting the Steering Committee. 

(3) The Bureau Chief is appointed from MAJ members by the President and approved by 

the General Committee. The tenure is three years and the term limit is two terms (six 

years). Bureau members are appointed from MAJ members by the President and 

approved by the General Committee. The tenure is three years and the term limit is 

two terms (six years). 

(4) Planning Committee members are appointed from MAJ members by the President and 

approved by the General Committee. The tenure is three years and the term limit is 

two terms (six years). 

(5) Website Planning Committee members are appointed from MAJ members by the 

President and approved by the General Committee. The tenure is three years and 

there is no term limit. 

(6) Financial Auditors are appointed from MAJ members by the President and approved 

by the General Committee. The tenure is three years and there is no reappointment.  

(7) The location of the MAJ’s office is as follows: 

  4-4-25 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-8366 

  Faculty of Letters, Aoyama Gakuin University 

  Wataru Sasakawa’s Office 

 

Revised April 1, 2012 
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Revised December 5, 2015 
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