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昨年の夏 コンコー ドでのソロー学会のあと、シア トル経由でリノに寄 り、 「環境芸術 と人文学
研究センター」(Centerfor bセ o―ental Arts and hwm亜 des)所 長のスコッ ト・ スロヴィッ
ク教授他、ネバダ大学 リノ校のスタッフと会 う機会があった。折 りからシェラ 。ネバダ山麓の景
勝地スコー・ ヴァレー(1960年 冬季オ リンピック会場)で 7月 12日 から19日 まで開催されていた第
27回 "ハ疏s of the Wild:Writing with the Nanal World"の 一部 を覗くという好運 にも恵まれ
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た。プ ログラムによると参加主要作家は以下の面々だ一 Rick Bass,」 ohn Daniel,ARon
Deming,Brenda Peterson,Jack H欧 3ks,」ames Homon,Patterson Rogers,Eは 、
嗜
d mkas
Sandra McPherson,Gary Snyder。 内容は朗読や創作ワー クショップ、学者や作家や出版社の
パネルで豪華な野性芸術祭 といった雰囲気だったこの大会見開もふ くめ短い滞在中の印象をお伝
えしたい。
先ず第一にリノとい う町は政治的にも地理的にも、アメリカ社会と文化の多様な対立的要素を
含む興味深 いところに思える。それに何よりもネイチ ャーライティング研究のメッカとして、又
多 くのネイチャー ライティングを生み出す根源的要素を内包する場所 として独特の魅力を持つ
リージ ョンfreat Basin― に属 している。ネバダ州はこのGreat Basin、 つまリロッキー山脈と
シェラ 。ネバダ山脈に囲まれた広大な高地の主要部を成す。砂漠地帯の強い風と乾燥 した気侯で
中西部のように (肥 沃な大地)と いう訳にはゆかない。アメリカ史でもこの地域は1848年 サ ンフ
ランシスコ郊外での金発見以来金のみな らず銀床銅床等豊かな地下資源を求めてマイナー達が押
し寄せてくるまでは、歴史の表にたち表れて こなかったといえるかも知れない。 しかし反面 ここ
は古代アメリカ先住民アナザ シ族の居住地として又国立公園や国定モニュメン トのキャニオンが
ひじめく驚異的景観の地として、アメリカ最後の 〈
手つかずの 自然〉(w月 に emess)の 意味を最 も
鮮烈に捉え直す場所なのだ。 このことと現在ネバダ州だけで16く らいある部族の リザヴェーショ
ンの存在は、その険 しい地理的条件と密接な関係があることは言をまたない。実際この地形自身
が 「手なずけられるの を拒んだ」(Refuge:加 Utttural地約,of=hand Place)自 然を残 してきた
ことか らStegner,Abbey,WШ なns,Bass等 優れた西部ネイチャー ライター を育て、現在も多く
のワイル ドアー トを生み出 しているのか も知れない。
彼ら荒野の賛美者たちの共通の想いには、長い問東部社会か ら "wttteland"と みなされ核実験
サイ トにもされてきた この地への愛 と共に、あるがままの自然の価値に盲目で軍事的有用性のみ
考慮 してきた国と、彼 らの、搾取の対象としての自然観への強い抵抗の姿勢であろう。 リノで発
行されている"Irigh cOuntry Nぃ ぃ"%今 4月 3日 号'￢ he Great Basin"の 特集によると、砂漠の
生態系を守 り開発や汚染か ら大地の身を守る多 くの環境保護活動家の集団がプロジェク トを展開
し連帯 して"Wndland ProieCt"や Sage Bush Auiance等 の組織を育て上げてもきた。又Great
Basin賞 賛 にかけては右 に出るもののいないEarth Fttstの リーダー、Dave Forenlanは リノ近く
の空軍基地にある幼稚園に通った。彼の運動の活力の根源も"Nowhere do we see better clas

sic ttmemess than in the― t

Basin"と いう言葉に窺える真の野生としての西部への愛だ。
ところでこのような地史は、 リノがラスベ ガスと並ぶカジノの地でその経済効果が何よ りもこ
の地の都市化を促 したこと、又今やラスペガスがディズニー ラントを凌ぐ勢いの"famlyd∝ 山唸―
tion"に 成長 し■me誌 も ine Neur Au Amerlcan City"と 呼んでいることはどう結びつくのだろ
うか。uた 誌がかつて■onettd road h America"と 呼んだハイウエイ50を 走って東西か ら人の
集うこの新ファミリー ラン ドは新 しい く
楽園)と してアメリカに健全な楽 しみを提供す るのみな

らず、5000人 か ら 1万 人の従業員 を要するグランドカジノの林立が、カルフォルニアからの (経
済難民〉受け入れのキャパシティをますます拡大 しているという.私 が訪問す る前々日カジノを
訪れたRick Bassは 、スロヴィック教授の話によるとリノのカジノの代表格し gacy"を 見て 「こ
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れ こそ新 しいネイチ ャー ライテ ィ ングの 素材だ」 と語つた とい う。 と

ところで再 UCHigh

Cotlntw No鴨 "に よると、現在Great Basin最

ワー シ ョベ ル が 機 械仕 掛 で ゆ っ く りと作動 し続 け、そ の 周 囲 の フロ

K厖 は、Elyssa Rottnに 率 い られ る環境
保護 団体 "Geat&壺 ■Mine Watch"に watchさ れている。彼 らはκ厖

アー に無数 といって よ いゲー ム機 に打 ち興 じる人々の群れがある。 更

が地下 に埋設す るパイプライ ンが地下 水脈 を破壊 し、desert tortoise

に天丼 は太陽 と月と星 を正確 に出現 させ る人工の空を仰 ぐ仕掛か ら成

他貴重な生態 系の死 を招 くことで反対運動 を展開 して いる。 しか し別
.¶
の 団体 he Nwada Progress市 e Colition"は 「社会的 。経済的・環

い うの もそ こには 巨大な搾 巖機が ビルの真 中を貫通 して据え られ、パ

り、 しか もベー トー ベ ンの 運 命が 声高 に鳴動す る正 に不思議な ワイル
ドアー トと呼 べ る人工 的空 間だか らだ。石油会社のジオ ロジス ト勤務
の経験 を経 て ネイチ ャー ライ ター に転向 した作家な らではの上記の言

大手のnlining cOmpanTr、

境的問題 を リンクさせる ことを目指 してお り、地元の農民や部族の住
民、連邦及び州政府が共 同 して ことにあたって」 い る。 さ らに 「変化

葉 は、マイエ ングの行 為が 大地 へ の搾取 の 自然破壊の行 為であるとと

は内部か らも外部か らも押 し寄せているので、かつてのよ うに連邦政

もに、地底か ら汲み上 げ られ た富が 人間 に幸 福 をもた らす文明のカ ラ
ク リの象徴 的 パ ラダイムで あ る ことを痛 惑 している人の ものだ。彼の

府 にエ ンヴ ァイア ロ メンタ リス ト達が身 を挺 して抵抗す る という図式
は もう古 い。連邦政府そ の ものが コ ミュニテ ィーの一員 と して事に当

On Notes(1989)は カ フカの 言葉 "Fre範 電 the fr"en sea withixl us

た ろ うと している」 と説 く(pp.19‑20)。

ここで言 う変化 とは勿論ポス

(我 らの内部の凍れ る海 を解 放 し)で 始 ま り、 「で も僕 はオイルが ど

ト冷戦後の新世 界秩序 の中で のアメ リカの位置 とい う事だ ろう。つま

こにあるか知 って い る し、 そ れ を知 る ことが どんな感 じの ことなの
か、 どうや ってそ ぅす るの か説明 してみたいのだ。ただ知 らせ るので

dump(廃 棄物投捨場)反 対運動 に切 り替わ った。そ うした状況の中

はな くて見せ た いのだ 。 とい うの もそれは三次元的、 いやそ れ以上 の

で地下 資源 の重 要性主張 とパ イプライ ン埋設は、む しろ廃棄場 にな ら

り核実験 は終わ りかつ てのネバダ核実験反対運動はいまや核のwaste

ことだか らな のだ 。 … それ は私 の 内部 の凍れ る海なのだ。私 は ど う

な いた めの重 要か つ最大 の戦略 とな る筈 だ。かつて 一 斉 を風靡 した

や ってオイル を見つ け るか知 って いる」lp.2,1989:rev.1995,ま mth―

Mollkey Wrench Gangの モデルの一人、 フォアマ ンも今やかな り老

ern Methoditt Press)と 続 く。

練な環境 ロビイス トに変身せ ざるを得な い理 由がある。

オイルが現代文 明の原資 で あるよ うに、Great Basinの 豊かな地下
資源 は現 代 ア メ リカ文 明 の 原資で あった。 と りわ けこの地方 に都市 を

辛 ロネイチ ャー ライテ ィ ング01 Notesが この作家固有 の ビターな文
体 で'To drive on through those busy oil ields,asin a time ma―

出現 させ、夜 中不可思議 な ネオ ンの虹 を砂漠地帯 に架橋す る林立す る

chine,、 vhere the doomed present does not lmow its hture.To

カジ ノの存在 は、 ネイチ ャー と人間の最 も厳 しい相克 の図、否む しろ

go to a lnome,cut the grass,go tO sleep、 、
■th the window open

親密な約束成就 の 啓示 か も知れな い。 「運命」 の鳴 り響 くカジ ノの 2
階 の コロニー か ら人の群れ と搾巖機 と星 と月を見上げた私 は、 当然の

ad a breeze blowing in,What you wil probably someda■

よ うにポ ーの句he lvlasque of the Red Death"を 想 いだ した。 プ ロス
ペ ロ王は 日の光 を遮 断 して虹 を分光 した七色の部屋 を東か ら西へ 配置

書 くとき、おそ らくネイチ ャー とは、世 界が人間 の存在そ の ものの中

し、欲望 の 奔 流 と化 す 仮面 舞踏 会 を演 出 し、一 時間毎 に宇 宙 の 「運
命」 を予告す る時 計 に不思 議 な感応 力を持つ音楽 を流 した。人工の光

う。そ して これ はPeter Mttthessen力 Ⅶ x Snow"opardで 引用す
るヨブ記 の一節 〈「私が地の基 を据えた とき汝は どこにいたか、 もし

彩が虹 の分光 と違 うの は、そ こに全ての色彩 を生 じる白光 ではな く全

判 っているな ら答えよ。地の親石を置いた時、朝 の星々は共 に歌い、

ての色彩 を消す黒 が仕掛 け られ て いた ことだ った。病魔 を避 けてたて

神 の子 らはみな喜 びの声をあげた」 「私 はそ こにお りました」 これは

こもった筈の殿堂 には、 滲 み 出た としか思えない病魔が内部か ら侵入

確かな答 えだ。何故な ら宇宙 が どのように始 まったにせよ、私たちが

(又 は滲出)し 、決闘の 末 王が死 ぬ と共 に人々 も瞬時 に疫病 に倒 れ、

劇場 は突 如暗転す る .¨

back on with much huger as a time without troubles.¨

7 1ook

(p.134)と

に絡 め と られ て い る矛盾葛藤愚鈍その ものの ことだ と も言え るだろ

身体 と考 え る東の間の集合体 を構築する原子 のほ とん どは、原始よ り

1820年 代既 に 〈自然の死 〉 を直感 し、奇妙な ゴシック空間 にロマ ン
派の夢 を溶解 したポー のよ うな作家は、今世紀 も80年 代 になってや っ

存在 していたのだか ら〉 (Penguin,1987,p.65)で 表明され るものだ。
O■ Notesは いみ じくもこの一節をエ ピグラフに掲げ、 「奔放な汚染者
達 ――彼 らの大地 、私の大地 、私たちの大地 と接触 しない人 々― によっ

と鮮明な認識 を得 た ネイチ ャー ライテ ィングとは無縁か も しれな い。
スナ イ ダー を もじれ ば正 にno nature wnterと 呼ぶべ きだ ろう。 しか

て操 られ る産 業、それは悪 い質の危険な当然視で、く自らの利益のため
に他者 を傷つ ける>(比m面 ng― others― for― oneゝ ―own good)も っと

し一度で も 〈自然の死〉 の ことを考 えな いネイチ ャー ライ ター はいな
い とすれ ば、 リック・ パ ス が いみ じくもカ フカ に霊撼 をを得 た よ う

悪 質な奴だ。 月が昇 り、 白 い シーッのシワが見え る。明か りが部屋を

に、ポーの ゴシ ック空 間 こそ もっ とも現代的なネイチ ャー ライテ ィン

46分 、少 しの間読みたければまだ読める.… 私はこ
れ を決 して当然 視 しない」 (p.171)と 結んで い る。
黄色 く照 らし 9時

グの空間だ とい う気 もす る。

ASLE(Association for the study of Literature and EnvironIIlent)

*****第

2回 隔 年 年 次 大 会 *****

SLEしヽscciation for the Study of Literature and Environrnent)第 2回 隔年年次大会が、7月 17日 か ら19日 まで米モ ンタナ州 ミ
ズー ラに あ るモ ン タナ 大 学 で 開催 され る。 3つ の キ ー ノー トセ ッシ ョ ン、 15の ラウ ン ドテ ー プルセ ッシ ョン、344の 研 究発表 の他
Bhckf∞ t′ ‖下 り、 Rattlesnake渓 流散策、Metcalf野 生生物保護 区見学 をふ くむ多 くの行事が組 まれ ている。モ ンタナ州 に本部をお く環
境保護 団体Wildemess

Watchの 共催行事 も予定 されて いる。 キー ノー トセ ッシ ョンは、 17日 が 司会Che町 l

Glotfelty,講 師■Ю mas

J.Lyon,Joseph Meeker,Louise Westing、 18日 が 司会 Sean O'Grady,講 師David Abrarn,Shoko ltoh,David Robertson,Gary
Snyderに よる シンポ ジアム , 19日 力Rck Bass作 品朗読。主要な ラウ ン ドテー プルは、"Schoは l17」 o― ls,Literary ME2hぃ ,and
the Dwttonlnent"(司 会 Scott Slovic),"Ec∝ ritidsin and the Attdemic」 ob Mttket・ (Patrick Murphy),"Nattlre Writing in the
South" Omsse Ray), "Nettork by Bloregion― Creatmg Corrkmunities of EnvLonrnentalists,Teachers and Writers"(David
Robertsonl等 エ コ ロジ カル な文学研究 と大学教 育制度 との関係 、研究 活 動 と作家や環境保護運動 との連携 をテーマ とす るものが多 い。参
加 申 し込 み 先な ど詳細 IIASLEホ ームペー ジhttp://wsrv.cLs.宙 rginia.edu/〜 dip2n/asle.htm。
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自分たちが賞賛 している作品の美 しさを、十分に指摘す る事が出来な
いということにも気がつきました。 このような ことか ら、ネイチャー
ライティングについての定義は絶えず変化 しなが ら今 日まで至ってい
ます。 ここで これ まで、曖味にされたままだった 「ネイチ ャー ライ
ティング」(nature w哺 ting)と 「博物史の作品」(mtural nstOry

パ トリック・マーフィー (Patnck Murphy)
hdiana Un市 ersity of Perlrlsy市 征血英文科教授

wnting)を 区別 してみようと思います。 リンネ が 1735年 に『自然の
体系』(Systema Na― e)を 出版す るまで、科学的分類法に基づい
た博物史 (na― llお tory)と い う学問は存在 しませんで した。博物
史 (na― l history)が 直接個人のフィール ドワークに基づいた科学

ノンフィクションのエッセイを教えるアメリカ文学の教授なら、それ
が作品として美 しいものであ り、英文科で教えるのに十分ふさわ しいと
い うことが証明で きなけれ ばな りません。新批評派が、ア レクサ ン
ダー・ ポープの韻文エ ッセイの研究 を楽 しむのは、その研究を正当化す

記事 という形式を持つに至ったのは 18世 紀の半ばか ら終わ りにかけ
てのことにすぎませんで した。それ以降、記述の中か らできるだけ主

るものが、詩の要素だか らだと思 います。というのは、新批評は、ノン
フィクションを文学研究 に含めることに強く反対する種類の文学分析だ
か らです。 とはいえ、アメリカの大学における新批評の勝利は、その根
本的前提が問題 にな り始めた10年 間に もた らされた といえ るで しょ
う。すでに1940年 代には、一群 の文学研究者たちがアメリカ文学研究
における歴史的、文化的及び政治的方向付けを展開中でした。彼 らは、
新批評がな し得なかった、アメリカの特性を明らかにするという問題に
かかわっていたのです。 このような批評家に、ケイジン、スピラー、マ
ティーセンなどがいます。彼 らは、1948年 に『アメ リカ合衆国の文学
史』(Literary nstOry of the United States)を 著 した人々であ り、
自らを文学史家 と定義 しました。その後 まもなく、アメリカ文化 におけ
るピュー リタン時代へ の関心が高まりました。 トム・ ライアン(Tom

Lyon)が 指摘 しているように、1948年 の『文学史』(nterary Hs―
tory)が ネイチャー・エ ッセイにまったくふれず、その他 のタイプのノ
ンフィクションにもほとんど言及 していないとすれば、この段階ではま
だピュー リタン時代の研究者は、いわゆるノンフィクションのたぐいを
歴史と文化の見地か らとらえて、文学遺産として正当化するに留まって
いたといえるで しょう。
1950年 代における新批評のおさめた勝利に対抗 して、今度は、アメ
リカ研究が台頭 してきました。それは、一方では文学に焦点を合わせな
が らも、歴史的、文化的、政治的そ して経済的な方向性を持つもので し
た。1960年 代に入る頃には、アメリカの大学で新 しい意識が芽生え始
めてきました。それは、過去 10年 間における冷戦時代の社会風潮 とは
全 く異質な意識です。当時のアメリカ文化 に対する批判的見直し作業の
一部として、環境危 機に対す る懸念が高まってきたのです。何にも増 し
てこの気運が、 「自然に関する文学」(qhe Literame of Nature)、
「人間と自然界」(Mm and the Natural World)そ して 「ネイチャ
ー・ ライティング」(Nattlre Writing)と 題された一連の英文学科の新
科 目の開設に結びついたのだと思われます。
これ らの科目名の中で使われているライティングという言葉は、明 ら
かにノンフィクションで、そ して審美的というよ りは、修辞的、主題 中
心的な題材を文学研究の対象 として含んでいくという意向を示 していま
す。 トム・ ライアンが主張するように、ネイチ ャーライティング(Na―
ture Writing)と いう言葉は、教師たちによって「博物史 と自然の中の
経験」(n酎 町al history and expe五ences in n壼 ビe)に 焦点を合わせ
たフィクションでない散文の一タイプとして定義されてきました。この
分野の教師たちの関心は、まず第一に一段と都会化 した学生たちに自然
や野生に関する知識 を分け与えることにありました。さらに、学生たち
に今までとは別の文学表現を紹介することに強い意欲 を示 していたので
す。それ と同時に彼 らは、次の 2点 のあいだで どうしてもパランスを
とっていかなければな らないと考えました。すなわち現代性と普遍性 の
2点 です。 こうした ことは、ネーチ ャー ライティングを学術分析 の対象
とするためにはどうしても必要だったのです。
大学の教授や批評家たちはネイチャー ライティングについての講義 を
した り、出版物を出 し始めました。 とはいえ彼 らはす ぐに、「ノンフィ
クション」(nonfldbn)と 「経験談」(鋸p∝ たnce)の テクス トのみ
に対象を限定す ることは小 ●
J能 だということが分かったのです。さらに

観性や神話、逸話、宗教的信条を取 り除 こうとする試みが19世 紀か ら
20世 紀初頭まで続けられました。
私が思 うに、19世 紀になってはじめて、アメリカでネイチャー ライ
ティングが経験を表現する明確な様式 として存在 しうるようになった
のです。その様式では、博物史 (natural hstory)や 科学的観察 の手
法が使用され、フィール ドワー クが拠 り所になっています。そ してそ
のために、個人的、主観的、かつ文学的な表現様式となるのです。ネ
イチャー ライティングが自然文学と区別される唯一の要素は、前者が
つねにノンフィクションを重視 してきたという点にあるかと思われま
す。 というの も確かに19世 紀始めになると、数多 くの文学作品が、
筋、テーマ、そ してイメジャリー において 自然 と深 く関わるように
なったか らです。 この現象は小説 と詩の双方にみ られる現象で した。
そ こで、アメリカ文学にお いて次に挙げる二つの分野が台頭 してきま
した。一つは、博物史 (natural nstOry)と 次第 に区分されるように
なったノンフィクションの、審美的なネイチャー ライティングです。
もう一つは、それ以外の、アメリカのフィクションや詩 とは、主題、
描写、イメジャリー、テーマ において異なるフィクションの自然文学
I「 。
そ ういった ノンフィクシ ョンのネイチ ャー ライティングや フィク
ションの自然文学 (nctiOnal name iterane)が 今 日にお いて も書
かれ続けています。ネイチ ャー ライティングは一つのジ ャンルです

(nature literarure)lξ

が、ある様式の中に含 まれるジャンルです。ここで様式 というのは、
普段、ネイチャー ライティングという言葉を使って指 し示 しているも
のよりも、もっと幅広 い範囲を含みます。その様式 こそ、私が自然文
学 とよびたいものなのです。では、ネイチャーライテ ィングとは記述
の際の一つの態度であると定義できな いで しょうか。つまり、記述の
際に自然界の細かな点まで注意を払 い、人間が人間以外の存在 とどう
か関わっているのかに関心を持ち、自然界全体 の中で人間がどの位置
にいるのかをイメジャリーや哲学的な語 りを通 じて表す という態度 こ
そ自然文学であると言いたいのです。ノンフィクションの散文では、
著者がある絶対的な信念を抱いているという傾向がみ られます。具体
的にいえば,よ り多 くの情報や著者自身が体験 した顕現 を作品中に提
示すれば、読者の自然や人間についての考え方が深まった り、あるい
は変化 した りするであろうと著者は確信 しているのです。多 くの自然
文学 の作品では、至 るところに、その読者に自然賛美 の気持ちが広
がっていくという信念が見 られ ます し、 また、 自然のイ ンス ピレー
ションを直感的 に受けたとい う経験は普遍なものだという確信が見受
けられます。それとは対照的に、環境文諷 em■ ∞mentaluねmture
)は 、自然賛美が読者に広まるという点や、直感的な経験の普遍性を
前提 とはしていませんが、自然文学 (naneLぬ mmre)の 特質 の別
の側面を共有 しつつ、生態学的関係や環境危機についてより強 く意識
して ゆ くことをそ の前提 としています。 ソ ローの『 メイ ンの森』(
晰 Woods)は 、細部を強調 し、自然賛美を広めることを目的として
いるという点か ら見て、とてもネイチャーライティング的傾向が強 い
と言えます。一方、『 ウォールデン』(Walden)は 環境破壊、消費者
文化の広が り、そ して人間と人間以外のものとの間の親密 さの喪失 に
対するソローの懸念が見えるとい う点で、よ り環境文学的といえるの
です。自然文学 と同様に、環境文学 もあ らゆるジャンルにまたがって
います。ノンフィクションの散文、小説、物語や詩、また複数のジャ
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ンルを統合 した作品もあ ります。同時に環境文学は他のジャンルより
も、 いっそ う現代社会の現象を反映 して います。 というのも過去30年
間で、地球規模の環境危機が広 く知 られ るよ うになったか らです。 し
か し、差 し迫った環境危機 を意識 した作品は、実 は19世 紀 のアメリカ

「まだ ら模様 の影の ごとく、ひどく痛めつけ られたかのように見え
る動物が風景をゆっくりと横切って いつた。…
スカンクはアスファル トの道路をゆっくりと歩 いていつた。 目指す
のは風にそよく木の根 もとにあった古巣、今 ではボプの車庫がある場

文学 にすでに見 られて いるのです。さらにアメリカ以外 に目を転 じれ
ば、よ り早い時期の作品に このような意識 を見 いだす ことがで きま

所だ."
混乱 したスカ ンクは車の下 にもぐり込んだ。車は多少大 げさなポブ
の昇進祝 いだつた。そ してタイヤの匂 いを嗅ぎ、 いらいらしたように
どこかに消えて しまった古巣への入 口を探 し始めた。」(6‑7)
この引用の後半では、人間の行為に対する非難がほとん ど途切れる
ことな く、叙述的描写に込め られて います。
まとめると、自然文学 (nature llterane)と いう様式も環境文学 (
en輛 Юttnentanね mture)と い う様式も、自然や人間と人間以外の関

ケ。
ここで私は、最近出版 されたノンフィクションの散文か ら二つの引
用をしたいと思 います。その引用が私の主張の裏付け となって くれる
で しょう。最初は、ジャック・ ウェナース トームOackWemerstorln)
によって書かれた『兵士の喜びの 日記』(Soldiers Denght JO̲l)
か らの ものです。 これ は、最近のネイチ ャー ライティングの一 例で
す。
「明 らかに自然の歴史に重点を置 いてはいるが、自然と人間両方の
歴史を、私は深 く洞察 してゆくつ もりである。 もちろん自然の歴 史の
方にに重点を置 いてはいるのだが。私は、魅力的な植物相 や動物相に
おいて代表的なものを説明することに努めたのであ り、決 してその地
域の種すべてを列挙することを試みたのではない。
野外 に出れば、自然の掴みがた さに出会 うことだろう。私 はそのよ
うな掴みがたいものを、 しっか りと押 さえた い。そ して、今再び 自然
の素晴 らしさをじっくりと調べて、そ こに光 を当てたいと望んだ ので
ある」(13‑141
二つ 目は ピー ト・ ダン (Pete Dume)著 の 『木霊につつまれて :自
然についてのエ ッセイJ(Before the Echo;Ewys on Nattte)か
らで、これは環境 ノンフィクション文学 (emto― ental Ⅸm魚 対on
utaramre)の 一例です。

係 につ いて記述する様式であ りなが ら、 じつはお互 いに異な るので
す。どちらの様式 も、あらゆるジャンルで実践す ることができます。
従ってネイチャー ライティング (nature witing)は 、ある様式の中
の一つのジャンルであ り、一方環境文学 (em泣 oばnental marame
)は 複数のジャンルを持つ様式なのです。私達の研究領域 を決定す るべ
きものは、ジャンルよ りもむ しろ様式です。また私達 は以下 のことを
認識する必要があ ります。環境文学(enviro― ental■ terame)が 自
然文学 (nane L肛 am祀 )に 含 まれるものであると考えるにせよ、
あるいはそれ とは逆 に、自然文学(nature merattlre)が 環境文学(en―
宙ronrnental merature)に 含まれるものであると考えるにせよ、いづ
れにしても教科課程の構成や教授法、そ して政治的・ 倫理的なスタン
スにおいて、多様化(ramlncat10n)が 起 こるということです.
翻訳担当 :相 原優子 相原直美 岩政伸治 近江満里子 桑原紀子 平塚博子

ネ ヴ ァダ大学 リノ校 で の一 年
ネヴァダ大学 リノ校英文学研究 科 「文学 と環境」プ ログラムは、
ネイチ ャー ライティングおよびエ コクリティシズムに関する全米初
の大学院プ ログラムとして昨夏発足 した。教授陣には、ア ン・ ロナ
ル ド、 シェリル・ グロッ トフェルティ、ス コ ッ ト・ スロヴィック、
マイケル・ プランチ といった優秀なエコ批評家が顔を揃えて いる。
私は昨年8月 よ リフルプライ ト奨学生と して、10人 足 らずの大学院生
とともに本プ ログラムで研究 している。
この工学期間、環境をめ ぐる文学に関する授業では、 「核 の時代
におけるアメ リカ文学」 (ス ロヴィック)、 「アメリカン 。ルネサ
ンス」 (プ ランチ)、 「自然をめ ぐるアメリカ現代詩」 (ス ロ
ヴィック)、 「ソロー以前 のアメリカン・ ネイチャー ライテイン
グ」 (プ ランチ)を 受講 した。いずれの授業も、作品を文学的伝統
に位置づ ける視点 を養 うとともに、文学作品がわたしたちの 日常生
活に及ぼしうる心理的、社会的、政治的影響を検討す ることを目的
としてお り、現在の状況に対 して作家が どのような反応を呈 してい
るか、それが どのように作品にあ らわれているか、また文学批評家
はそ うした作家の (文 学的 。政治的)姿 勢にいかに応ずるべ きか と
いう問いを念頭において議論が進め られた.議 論が結論 に達す るこ
とは稀で、皆の意見が絡み合ったまま時間切れ となる場合がほとん
どであったが、自熱 した意見交換 をとお して、環境をめぐる文学が
現代の世界観 を考える上でいかに重要な分野であるか という認識 を
あ らたにした。
文学 と日常生活 との密接な関係 をとらえる視角は、ス ロヴィック
教授がディレクターを務めるセ ンター(Center for Envlro― ental
Arts and HШ 面散s)が 主催するネイチャー ライターによる自作朗
読会や公開デ ィスカ ッションによつても深 まった。この一年間 にリ
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チャー ド・ ネルソン、 ロバー ト・ マイケル・パイル、デイ ヴイッ
ド・クオメン、ルイーズ 。ヤング、 レイ 。ゴンザ レス、ジョン・
ジャノヴィ・ Jr、 ゲイ リー・ ナプハ ン、ア リツン・ デ ミングをは じ
めとする数多 くのネイチャー ライ ターが来校 された。 いずれの作家
も気さくな人柄が印象的であったが、主催者側 のもてな し方 もまた
気さくで、メキ シカ ン・ レス トランでの 5ド ル以下の夕食や近郊の
ビーバイン山へのハイキングには大学院生も奮 って参加 し、作家た
ちと打ちとけて話をする機会を得た。また、スロヴィック教授のア
メリカ現代詩 の授業では、デ ミングおよびネヴァダ在住の詩人ゲイ
リー・ ショー トが実際に学生の議論に加わ り、詩作をめぐる見解 を
披涯 してくれた。

リノヘ来た 当初は、言語の違いよ りも風景の違いにショックを覚
えた。カジノ街、核実験場、アメ リカ先住民保留地、広大な荒野一
一ネヴァダを語ることばは書物か ら得てはいたが、は じめて飛行 機
の窓か ら目に した リノの赤褐色の風景は、 これ まで緑深い山村で暮
らしてきた私 にはまったく異質な ものとして映った。新 しいという
よ りは脅威的な風景であつた。砂岩がむき出 しになっていう山々。
一面セージプラッシュに覆われた荒野 を貫 いてはじるハイウェイ。
この土地で暮 らすのだとい う期待 よ りも、ここに馴染 むことができ
るのだろうか という不安の方がはるかにまさって いた。
ネヴァダの風景 と関わ りをもつきっかけを与えて くれたのは、文
学 と環境プログラムの先生方や院生であった.発 足 して間もないに
もかかわ らず、文学 と環境 プ ログラムはすで にある種のコミュニ
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エ コ ク リテ ィ シ ズ ム の 今 後 を 展 望 す る

Thoughts about the Future of Ecocriticisrn
ロ ー レ ン ス・ ピ ュ エ ル (Lawrence

Buell)

ハ ー ヴ ァ ー ド大 学 英 文 科 教 授
著者による注記― ここに再録 したのは、1996年 9月 20日 に立教大学
【
で行った講演の冒頭部分である。講演会は立教大学およJASLEづ a―
panの 後援 によ り実現 したものだが、同時に日本学術振興会研究助成
金による滞 日の機会があって実現 したもので もある。共同研究者 とし
てお世話いただいた筑波大学助教授今泉容子氏 にも感謝 申し上げた
い。】
エヨクリテ ィシズム (環 境文学研究)は 1990年 代に入ってか ら劇的
な広が りを見せて いる。アメリカでは大学の内外 を問わず、広 く注 目
を集めて いる。その広が りの速 さには驚 くばか りだ。10年 前 に私が
『環境主義的想像力』lme Enviro― ental nginatiODを 書 くこと
を思 い立った頃、エコクリティシズムはまだ存在 していなかった。 こ
の本が完成 に近づ く頃まで、私はエ コクリティシズムが文学研究 の大
きな流れの一つと見な しうるとは思 いもしなかった。む しろ、文学研
究者 の興味をあまり引きそ うもな い トビックを選んで しまったのでは
な いかとい う心配があった。私がこの本の全体 を通 してヘ ンリー・ デ
イヴィッ ト・ ソ ローに力点 を置 いたのは このような ことも一因であ
る。なぜな ら、今のところアメリカのネイチャー ライターの中で文学
的正典(canOn)と して認められているのはソローのみだからである。個
人的なことを言えば、私 もソロー を大 いに評価 してきたのであるが、
正直なところ本 当に強調 したかったのはソローではなく、む しろそれ
以外 のネイチャー ライターたちであった。私が文学理論を この本で強
調 したのも、少なか らず同 じような理由か らである。たとえば、 ミメ
シスあるいは表象、作家の主体 (authorshp)、 正典、そ してパス トラ
ル的言説。 これ らの理論的問題に力点を置 いたのは、予想 される反論
をできるかぎ り押さえてお く必要を感 じたか らであ り、また、それま
で環境という視点 に興味を示 さなかった学者たちをなんとしても引き
つ けたかったか らである。
大変驚 くと同時に安心 したのは、こういつた研究 に興味を示す人間
が思 ったよ りも多かったことである。
それでもやは り不安は尽きない。私が案 じているのはエ コクリテ ィ
シズムの今後である。エコクリテ ィシズムは、 これまでになされてき
た研究一私 自身のものも含めて一を越えて、その視野を拡げていく必
要がある。実のところ、私の このような批判は、何よりも自己批判の
つもりなのだ。 これまでのところ、エコクリティシズムは特に二つの
テーマ ー (1)危 険にさらされて いる自然界の保護、 (2)自 然 との共感
的関係の再認識 ― に重点を置いてきた。 この二つのテーマは、た しか
に有益な 目標である。特 にアメ リカや 日本 の知識 人、政治に携わ る
人々にとっては重要な点であろう。 というのも両国ともかな り産業化
が進み、 とてつ もない割合で世界中の 自然資源 を消費 しているか ら
だ。だがこの二点が、世界中の大多数 の人々にとっては、さほど差 し
迫った環境問題でないことも明 らかである。人々が大きく関心を寄せ
るのは、生活の安全 (publlc health)の 基本 的な問題、つまり、病気
の予防、安全かつ十分な水や食料の供給、貧 しい人たちのための住
居、安全な労働環境 といった ことなのだ。 これが特 に問題 となるのは
*ホ ****拿
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ティを形成 し、ハイキングやパーティ、ASLEお よびセ ンターの仕事
の手伝 い、また夜の授業のあとでのビールなど、機会があるたびに
声を掛け合いともに時間を過 ごした。授業についていけずに気が減
入って いるときに励 まして くれたのも仲間の院生や先生方にほかな
らな い。そ うした人々との関係が親密 になってゆくにつれ、 この土
地に親 しみを覚えるようになったのだろうと思 う。

世界中の都市部 に住む人々の場合であ り、それ にはいうまで もな く人
口増加の問題が絡んで いる。
これまでの私の研究では、 こういった問題はほとんど取 り上げて こ
なかった。私は都市よ りもむ しろ地方 に目を向け、人間中心主義、つ
まり環境に対 して人間がどれだけ支配的であるか、とい うことへの批
判に力を入れてきた。人間と自然の関係については、環境中心主義的
に考えるべきであると主張 してきた。文学研究者は自然は人間の産物
であるという発想か ら抜け出せないでいる。そ の一方的な考え方 に対
し、基本に立ち返って、人間 こそが 自然の産物であるという考え方を
突きつ けていく必要があると強調 し続けてきた。私は今でもそ ういっ
た主張が重要だと信 じて疑わな いが、 同時に今 まで自分が限 られた視
野で しか考えて こなかった ことも実感するようになった。環境中心主
義は、人間として生 きるのに最低限の必要も満たせない人々にとって
全 く無意味だと認識す る必要がある。同じ理 由で、エコクリティシズ
ムがそのような基本的な問題に取 り組めないな らば、おそ らく政治に
携わる人間にとっても無意味であろう。言 い換えれ ば、エコクリティ
シズムは20世 紀末の人間の健康や生存の維持に対する当然の要求 に目
を向けな くてはな らない。そ うしなければ、エ コクリテ ィシズムは小
さな影響力しか持てず、ごく少数 の 自然派グルー プやクラプの内輪話
になって しまうだろう.
私のこのような考え方の妥当性は、アメリカにおける最近 の環境保
護運動の歴史をちょっと見てみれば明 らかであろう。アメリカの環境
保護論者が ここ10年 の間に行 ってきた運動 を概観す ると、いわゆる
「環境上の公正」 (ento― entaljustice)運動がめざましい進展を
遂げてきて いる。従来 の大規模な環境保護団体 (シ エ ラ・ クラブ、
オーデ ュボン協会、ウィルダネス協会等)の 会員が減っていく一方、
市民の活動グループの数は急激 に増加 し、既存の地域社会の内部やそ
の周辺で起 こる問題、すなわち、有毒廃棄物、公害、あるいは、原子
力発電所を初めとする危険な施設の建設計画に対 して行動を起 こして
いる。 こういった市民の活動グループは、アメリカ全土に3∞ 0を 越え
ている。その多 くは、地域 に密着 して発生 して きた ものであるが、
徐 々に全国的な組織を介 して、互いに結びつきつつある。これまで主
流であった環境保護団体 の構成員は、中産階級 の白人がほとんどで、
しかも男性が中心であった。 これに対 して、最近のグループでは、労
働者階級や マイ ノリティーといわれる人々がかな りの割合を占め、女
性がそ のリーダーである場合 も少な くない。彼 らは、概 して、環境保
護論者 として運動を始めたわけではな い。む しろ、自分たちの地域社
会の環境を脅かす身近な問題に対処す べ く、環境保護運動に乗 り出し
たのである。
つま り、アメリカの環境保護運動は、過去 10年 か ら15年 の間に著 し
く多様化 した。その原因は、自然を保護することよりも、あ らゆる人
にとっての生活の安全を最優先 したことにある。その意味で重要なの
は、 「自然保護審議会」(the Nattlre Conservancy)が アメリカの環
境保護組織 の一つの主流をな し、最強の地位を占めているという事実
である。 この組織の第一の使命 は、絶減に瀕 している種が棲む地域一
帯を保護 し調査することで、生物多様性を遺伝学的に利用 し、そのこ
とが人間の生命の安全に寄与す る可能性 を探ることにある。
私はアメリカ以外 の環境保護運動 についてきほど知っているわけで
はない。 しか し、私の知 る限 りでは、アメリカについて論 じてきた こ
とは、世界的にはもっと当てはまるのではな いかと思 う。つまり、根
本的な人間の健康や生活 の維持 といった人間中心主義の課題は、原生
自然の保護のような環境中心主義の課題 に増 して差 し追って いるよ う
拿 ネ 拿 **拿
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緑が最もいきいきとしてみえる 5月 、ネヴァダの大地を覆 うセー
ジプラッシュの緑 もみずみず しい。視覚的にというよ りは、風に運
ばれて くるすがすが しいセージプラッシュの匂 いがそ う感 じさせ る
のだろう。とくに雨上が りのあとにたちこめるセー ジプラッシュの
匂いは、この乾燥 した大地の生命力を認識させて くれる.
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に思われるのである。
このような傾向にあって、エコクリティシズムが挑戦 しようとして
いることは、これ らの差 し追った問題によ り十分に応える方法を見つ
ける一方で、その最終的な目的 としての環境中心主義を見失 わないこ
とである。た しかに、環境中心主義 と人間中心主義は衝突を起 こすか
もしれない。た とえば、世界のそ こにしか生存 しない魚の種や、川縁
に生息する希少な種の植物を滅ぼす危険 を冒してまで、必要 に追 られ
ているダムを建設すべきかという問題が生 じた ときなどである。 しか
しどのような状況であれ、環境問題 に対する人 々の関心が高 まって い
るときは、ほぼ確実に環境中心主義的な方向へ向か うと断言できる。
たとえば、1991年 に開催 された最初のアメリカの有色人種による環境
リーダーシップサ ミッ トで確認された、 「環境上の公正に関する17原
則」を考えてみてほしい。その立場を際だって明確 に示 した宣言は、
おそ らく、第二条の 「公共政策は、人々が相互 に尊重 し合い、全ての
人々の正義を実現することを基本 とし、いかなる差別や偏見 にもとら
われてはな らない」であろう。 しか し、その第一条には次のようにあ
る。 「 〈
環境上の公正〉は、母なる地球 、生態の調和、全ての種の相
互依存性を不可侵のものとして尊重 し、生態が破壊されな い権利を保

*****固

障す る。」
明 らかにこれは、 「環境上の公正」 の 目的と、環境中心主義の真義と
を統一するとい うね らいを公にす る一つの試みである。
翻訳担当 :上 田都 成田貴子 松井直子 村井弘 松原郁男 (金 沢大学)
【
編集部注―立教大学におけるロー レンス・ ピュエル氏の講演は、 こ
の後、エ ドガー・ アラン・ ポウなどを題材に公衆衛生 と環境問題の接
点を強調する内容であった。 「環境上の公正」(e製士orlmentalJuS―
tice)の 問題を文学研究がどうのような形で扱 うことができるかを示す
例証的な話を開 くことができた。 いずれ にせよ、環境文学 の問題域
が、人間中心主義か ら環境中心主義に転移す るだけでは困難な課題が
待ち受けていることをビュエル氏 の今回の講演は示唆 している。エコ
ク リテ ィシズムはまた一歩、新 しい展開を見せよ うとして いる。な
お、 この講演会の実現に当たって ご尽力下さった方 々のお名前を記 し
て謝意 を表 したい。立教大学英文科のスタッフ、なかでも渡辺信二
氏、講演会 の司会 をされた後藤昭次氏、またさまざまなお世話 を下
さった今泉容子氏 (筑 波大学)、 秋山健氏 (上 智大学)、 高野一良氏
(東 京都立大学)、 成田雅彦氏 (専 修大学)、 萬橋守氏 (国 際武道大
学)。 懇親会 にはた くさんの方 々が ご出席下さいました。】

Ж 喋 境 文 学 シ ンポ ジ ウム *****

か ら32名 参加。)

に多様であ りなが ら、求心力は失わずまとまりを保ち続けたのは不思
議である。恐 らく双方の参加者一人一人の研究意欲 と善意 によるとこ
ろが大きいので あろう。

ヤシとレイ ン トリーの緑 の木 陰、ネムに似た赤 い花、白いプルメリ
アの花、飛び回るレットク レステ ッ ドカージナルや レッ ドヴェンテ ッ
ドブルブル、千本足のタコみたいな木はバンヤ ン トリー、小柄な鳩は
ゼプラダブ、おや これはメジロ、あれはムク ドリだ、と南国の風景 を

もっともアメリカ側の参加者が、 日本側の研究者が とりあげる日本
の作品にどれだけ関心を抱き、理解 して くれたかは、かな り心もとな
い。アメリカ側に 日本研究者はお らず、 日本側 は多数がアメ リカ文
学・ アメリカ研究者である点、アンバ ランスではある。 しか しなが ら

珍 しがっている うちにハ ワイ到着の 12日 は暮れ、翌朝か ら中身の
ぎっしりつまったシンポジウムが始まった。

日米両国の中間地点であ り、豊かな 自然を残 して いるハワイにおいて
シンポジウムを開催 し、時間不足 にもかかわ らず通訳 にも気を配った
ことなど、バ ランスには精いっぱい配慮がなされた ことは認めなけれ
ばなるまい。またそのよ うな配慮の下に環境文学についての国際学会
を開催 した意義は高 く評価 できる。何はともあれ、これは世界初の企
画だったのであるか ら。ホス トのハ ワイ大学 フランク・ スチュワー

時 :1996年 8月 13〜 17日 、 会場 :ホ ノルル市 東海大学、 参
加者 :ホ ス ト、招待作家を含め総数53名 一 日本か ら21名 、アメリカ
(日

8月 13日 8:00〜 8:30朝 食、8:00〜 9:15受 付、9:15〜 9:
45開 会の挨拶、9:45〜 11:30研 究発表 (4名 )、 11:30〜 12:30
昼食、12:45〜 2:15研 究発表 (4名 )、 2:30〜 4:00翻 訳 ワーク
ショップ、4:15〜 5:15P.Fnerson朗 読、 5:15〜 7:00夕 食、7:
15〜 8:45 WoS.Mawm詩 の朗読。翌14日 は朝8:45開 始、最後 の
石牟礼道子の朗読 とディスカ ッションが終わったのは夜10時 頃、 と
いった具合である。背の高いホテル群の向こうに盛 り上がるワイキキ
の海の青さ、ゆった りした水平線の拡が りを横 目に見なが ら、こんな
に一生懸命学会や研究会の類に出席 した ことは覚えがない、小学生の
ころはどうだったかな、な どと思 いつつ盛 り沢 山のス ピーチ に聞き

入った。

ト、MANOAス タッフのシャー リー ン・ ギルモアとマヒアラニ・ジュ
ドワ、ネヴァダ大学のスコット・ スロヴィック、ASLE可 代表 ・野田研
一、ASLE― US会 長・ マイケル・ プランチ、各氏のお骨折 りに感謝す
ると共 に、合同シンポジウムの今後の着実な継続発展を祈 りたい。
ちょっと待って、何か忘れていませんか ?一 え ?そ うそう、 このシ
ンポジウムで楽 しかったのは、ハー ドスケジュールか らしばし解放 さ
れての遠足だったということを言 っておかねば !水 族館 とワイキキの
散歩、熱帯雨林樹木園、それか ら朝5:30出 発のキラウエア火ロハイキ

内容は、ソロー、蔵花、ミューア、熊楠、パウン ド、Rハ ス、俳
旬、熊、火山、J.ロ ン ドン、ハワイ島の近代化 。自然破壊史、現代 日
本人の 自然感覚、Aデ ィラー ド、素菱鳴尊、アイヌ、ネイティヴアメ
リカン、野 田知祐、上西晴治、石牟礼道子、T.T.ウ ィリアムズ、G.
スナイダー、W.ス テグナー、W.ベ リー、宮沢賢治、開高健、W.キ ャ

ング、いずれ も忘れがたい。そ して、いずれもハワイアンのマヒアラ
ニさんが案内 して くれたんだった。ハ ヮイ語書籍の展示販売 もあっ
た。マ ヒアラニ さんは、初 日の挨拶 をハ ワイ語で しゃべ つた他は英語
で案内 し通訳つきだったので我々に不 自由はなかったのであるが、 し
か しパランス と言 うな らば、現地のハワイアンのことを忘れてはひど

ザー,そ の他 に関する研究 .参 加 した作家も多数で、 日本か ら『苦海
浄土Jの 石牟礼道子、『光Jの 日野啓三、アメリカか ら詩人W.S.マ ー
ウィンー 静かな朗読が印象的― 、ハワイ北部の島々の自然観察 を報告

'だ け、ハワイ諸島の歴史の知識は、 日本人移民と真珠湾攻撃の部分だ

するP.フ リアソン、ネイティヴアメリカ ンの心を語るLホ ーガン、無
垢の 自然を描 くB.ピ ー ターソン、種の絶減につ いてD.ク ァンメン、
日本資本によるポルネオの熱帯雨林 と村落の破壊 とを話題にしたB.ベ
ヴイス、 日系人収容所を扱った小説で有名な .ヒ ュース トン。このシ
ンポジウムの タイ トルは、ASLE Symposium on」 apanese and
heHcan EnviroFlmental llteratteと いうのであるが、内容が実
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いアンバ ランスである。私は恥ずか しいことに、分かる言葉 ば アロハ
けという有 り様であった。ハワイ諸島、ポルネオ、その他太平洋地域
の多 くにお いて、 日本 とアメ リカ合衆国は、それぞれ に資源の開発
者 。自然破壊者であ り、現地住民圧迫の歴史を持ち、そ の構造を保

ち、 しかも今繁栄の中でそれを忘れかけて いるのだろうか ?一 りゃ
あ、いろいろ失敗 もす るさ。後で報告できるよ う、メモを全部東ね
て、そ ろそろ秋の気配の 日本へ帰 ろう。皆様お疲れさまで した。
(加 藤貞通

名古屋大学)
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現代 ネ イ チ ャ ー ライ タ ー の 横顔

路』 (1992)か らの もので、蜘蛛 の巣にかかった蠅の最後 を語 り
なが ら、ある生命が別 の生命の 中へ取 り込 まれてゆ く事実を、進化

(5)

ジョン 。ダニエル

論的な時間 の枠 の中で見つめた り、甲虫が蟻に襲われて いるの を助
けなが ら、人間だけが こうした有 り様を情緒的に意識 しうることか

太田

雅孝

ら死の恐怖 を捉 らえ直 している。
「観光の貧困化」では、観光 が 自然を、<現 存 >す るものとして
でな く、人間が見るために見 られて いるよ うなく景色>と して、単
な る視覚的イ メージに還元 して しまうことを指摘 し、同様な美 と効

まだあまり世の中に知 られていなくて、いま自分が熱 い気持ち
をもって読んでいる作家のことは、本当は (恋 人を独占した いよ
うに)誰 にも告げた くないのだが、そういう良質の作家をキャン
ベー ンするのも批評家の仕事 とすれば、 (自 分の独占欲を圧 し殺
しなが ら)こ こでジ ョン・ ダニエルを紹介せ ざるを得ない。
この詩人との出会いは、いまやネイチヤーライテイングの世界
では伝説的な雑誌 になった観のある 「フォリオ a」 2号 (1993)
に紹介されたエッセイ 「家路」 (生 田省悟訳)で あった。この号
にはウォー レス・ ステグナーの 「場所の感覚」 (結 城正美訳)と
いう定着と帰属 を促すエ ッセイも掲載されているが、ダニエルの
ものはそれとほぼ同 じような方向性を示すものであった。
しか し、ぼくがジ ョン・ ダニエルを面白いと感 じたのは、その
エ ッセイによって というよ り、雑詰 「ユ リイカ」 3月 号 (1996)
に訳 した 「根を持たぬ生 き方」 というエ ッセイ を熟読 した とき
だった。ステグナーの文章を批評対象として相当意識 した上で、
自分の これ までの立場を改め、定着よ りもむ しろ根を持たぬ生き
方に肩入れする言葉がい きいきと立ち上がっているように思えた
か らである。最近では、ゲー リー・スナイダー もそ うだが、定着
志向の立場が勢力を強める傾向がある。そのようなときに、 こう
して移動の再評価 を打ち出すのは勇気ある姿勢 と言えるばか り
か、場所の感覚の議論をダイナミックに深める意義もある。 こう
した態度は、一つの見識 として重要なことだと思 う。
ダニエルは詩人だが、残念なが ら、ぼくのまわ りで彼の詩集 を
持って いる人はいな い。 まだエッセイス トとしての文章 しか 目に
留まらない。例えば、ス コッ ト・ H・ スロヴィックとター レル・
F・ デ ィクソ ンの編 纂 したネイチヤー ライテ ィ ングのア ンソロ
ジーであるBeing h the World(1993)に 、ダニエルの経歴紹介
の文章 とともに二篇 のエ ッセイが収められている (こ の経歴紹介
は、 「フォ リオ a」 2号 に生田氏が日本語で付 しているものの元
になったものであろ う)。 「死に関する省察」はエ ッセイ集『家

Ottll版 こ
情報

用性 とを奉 る還元的意識が、記念写真やテ レビの ドキュメンタリー
な どに見 られ る ことを取 り上げ、 自然の ものそれ 自体 との原初的
な、 いわぼ身体 と,い が一体 となって感 じるような、そ うした知党の
興奮 をかき立て る出会いの意義を探っている。 これ こそネイチヤー
ライ テ ィ ングの豊か さを味わわせ て くれる、す ば らしいエ ッセイ
だ。
ダニエルの しっか りした言葉には、光るものが 多 い。たえず 自分
の体 験 を踏 まえなが ら語る文章には、細部を冷静 に観察 し、そ こか
ら深 い認識 にいたる鋭 い省察 力がある。詩人の言葉遣い らしく、地
味なが らも咀唱すべ き豊かな見識が込められ、実 に魅力的だ。誠実
で毅 然 とした態度 も快 いが、ユーモアや皮肉も過不足な く備わつて
いる。彼の魅力 に取 り憑かれたぼ くは、誰 にも教 えた くな い思 い
と、みんなに知って もらいたい思 いとに引き裂かれて いるが、 この
コラムを読 まれた方 には、やは リー読 していただきた い と願つて い
る。
詳 しい経歴 に関 しては、 「フォ リオ a」 2号 を参照 していただ く
ohn D面 el(1948‑
ことにして、 ここでは簡単 に紹介 してお く。」

)は 、 ワ シン トンD.C.の

郊 外で育ち、 1960年 代後半 に リー
・
ゴンに
ド カ レッジに通 うためオレ
移住。 4学 期後 に退学 し、いろ
いろな職 に就 く。87年 、ウォレス・ ステグナー詩人奨学金を受け、

スタ ンフォー ド大学 に入る。現在 はオ レゴン州 ポ ー トラン ドに在
住 。 「ウ ィル ダネス」誌 の詩欄 を編集 し、そ れ以 外 にも 「 シエ
ラ」、 「ザ・ ノース・ アメリカン・ レヴュー」、 「オライオ ン・ ネ
イチ ヤ ー・ クオー タ リー 」 、 「ハ イ・ カ ン トリー・ ニ ューズ 」な
ど、文学・ 環境 に関 した雑誌 に定期的にエ ッセイ を発表 して いる。
詩集 には、COrrlmon

Ground(1988)の ほかに、出版 されたか ど
うか は未詳 だが、An Things TOuched by Wmdが ある。文 中の

エ ッセイ集『家路』 の原題は、Trail Homeで ある。

ooooooO● 000● 0000000● ●●●●●●00000000000●

◎上岡克己『森の生活―簡素な生活 。高き想いJ(旺 史社、1996年 )
現在もっとも注 目されるソロー研究者である上岡氏 lASLE― Japan会
誌編集委員)に よる 2冊 目の著書。該博なソロー研究を基盤として、
ネイチャー ライテイングの現在、環境保護意識の問題、そ してライフ
スタイル変革 の問題などを幅広 く視野に入れた一個 の (文 化論〉 とし
て読むことができる。文学と環境の関係を考えるための基本的な問題
にゆきとどいた解説が施されて いる。
◎アニー・ ディラー ド、柳沢由美子訳『本を書 く』 (パ ピルス、1996
年) ディラー ドがみずか らの作家生活、いやものを書 くという行為
の根源的な不可思議を語 った1989年 のエ ッセイ集の邦訳。 日本の英文
科の卒業論文にディラー ドが登場 し始めていると開く。これか らがま
すます楽 しみな作家だ。
◎西成彦『森のゲ リラ 宮沢賢治』 (岩 波書店、1997年 ) ポーラン
ド文学者による賢治論。宮沢賢治における 「植民地主義文学」的本質
の分析。たとえば賢治文学おける動物物語あるいは動物遭遇認を植民
地的な状況における異文化遭遇諄 として読み換え、1920年 代 日本の政
治状況をそ こに読みとる。意図されていないにせよ、歴史主義的な
パースペクティヴを含め、 日本のネイチャー ライティング研究 として

00●

●●●00000000

も問題提起に満ちて いる。
◎『アメリカ ン・ ネイチャー ライティング選集一森 と海辺のいきもの
たち』 (鶴 見書店、1997年 ) スコット・ スロヴィック、伊藤詔子、
結城正美氏共編著 によるアンソロジー。ポーか らア リス・ ウォーカー
まで 8編 の作品が収められた英語テキス ト。英語タイ トル(Other Na―
tiorls:Animals in American Nature Wnting)が 示すように、動物世
界への人間の関心をうまくとらえた優れた作品が選ばれている。随所
に織 り込まれた コラムも有 り難い。
◎『場所の感覚―アメリカ ン・ ネイチャー ライティング作品集J(研
究社、1997年 ) 野田研一、山里勝己氏共編著 によるアンソロジー。
メア リー・ オースティン、パ リー・ ロペス、T.T.ウ ィリアムス、ゲー
場所の感覚〉の問題と実践を
リー・ スナイダーのエッセイを通 じて く
考えるための英語テキス ト.
◎川村湊 「風 を読む 水 に書 く 1 潮の橋 の上で一石牟礼道子論」
(『 群像』 1996年 6月 号) 石牟礼論として新 しい地平を拓 く可能性
を予感 させる評論 の連載が始まった。 「言語的反乱」として とらえ ら
れる『苦海浄土』は私たちにこの作品の読み直 しを追 るものだろう。
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ASLE一 」apan、 ASLE― UoS。 共・ru 日米 環 境文 学 シ ンポ ジウム
プ ロ グ ラム 及 び ASLE― 」apan会 員 の発表 要 旨
● プ ログラム
◆ 8月

12日

(月

場 所 、 共 同体 、 女 性 ― ― 石 牟 礼 道子 の『 苦海 浄
土 。わ が 水 俣病 』 を 読 む

)

赤 嶺

玲子

5:00‑6:00p.m. 事 前受 付
◆ 8月

13日

日本 にお ける環境 と文学の関わ りを考 える うえで、石牟礼道子氏 の
『苦海浄土 。わが水俣病』 は、多 くの重 要な問題 を提起す る作品であ

(火 )

8:00‑8:30a.m.朝 食

る。 本書 は、 ノンフィクシ ョン として の ジ ャー ナ リズムの記述 形式

(東 海大学な い し自由)

と、共同体 内の相互主観的な語 り、つま リス トー リーテ リングと呼ば

8:00‑9:15a.m. 受付

れ るフィクシ ョンの手法 を織 り混ぜて、産業公害の惨禍 を描 いた もの

9:159:45a.m.歓

迎挨 拶お よび案 内
フランク・ スチ ュワー ト (ハ ワイ大学 )

で ある。 日本 の 近代化と資本主義の発展の陰で、辺境の村落 にお いて
は 自然環境 とそ れに深 く根 ざ した人々の くらしが破壊されてきた。水

シャー リー ン・ ギリ
レモア (ハ ワイ大学 )
マヘ ア ラニ・ デ ュ ドイ ト (ハ ヮイ大学 )

俣病は、そ うした破壊が最 も凄惨な人体 や風景の異形とな って現れた

スコ ッ ト・ ス ロヴ ィ ック (ネ ヴ ァダ大学 リノ校 )
野 田研 一 (金 沢 大学 、ASLEttapan/文 学・ 環境学会代表 )
マ イケル・ プ ラ ンチ (ネ ヴ ァダ大学 リノ校 、ASLE― U.S/文
学 ・ 環境学 会 .会 長

9:45‑11:30a.m.相 互交 流一 日米環境思想 と文学の関係 をめ ぐって
司会 :ス コ ッ ト・ ス ロヴィ ック (ネ ヴ ァダ大学 リノ校 )
上 岡克 己 (高 知 大 学 )「 徳 富蔵花 の 「み み ず の た は ご と」

(1913年 )と ソ ローの 『 ウォー ルデ ン』」
加藤貞通 (名 古 屋大 学 )「 ジ ョン・ ミュー ア と南方熊 楠」
キ ャ ロル・ キ ャ ン トレル (コ ロ ラ ド州立大学 )「 エ ズ ラ・ パ
ウ ン ドと日本 の ネイチ ャー ライテ ィング」
ア ン・ フィ ッ シ ャー =ワ ー ス (ミ シシ ッ ピ大学 )「 <海 を見
るとき >― ロパー ト・ ハ ス、 ロス、 俳句」

11:30a.m.‑12:30p.m.

昼食 (東 海大学な い し自由)

C.ベ イ リー

(ウ

ェスタ ン ミシガ ン大 学 )

横 田 由里 (広 島 中央 女子短期 大学 )「 三 つの 文化 にお け るク
マの物語 ― ヨー ロ ッパ 系 ア メリカ 人、ア メ リカ先住民、
そ して 日本 人」
ジ ョン・ カルデ ラ ッソ

(ヨ

ロラ ド州立大 学 )「 大地 の火 、魂

の火― 火山学 者 クラフ ト夫妻、最後の 日々」
若 松 美智子 (東 京 農 業大学 )、 小田島護 (ナ チ ュ ラ リス ト)
「北海道 の ヒグマ と文学」
ケ ネ ス・ リヴ ァー ス (ラ マー 大 学 )「 ジ ャ ック・ ロ ン ドン
η鸞 Star Roverに おける挑みかか る環境」

2:30‑4:00p.m.翻 訳 ワー クシ ョップー翻訳の価値 とプ ロセス
(ア

ー カ ンソー 大学 リ ト

(ハ ワ

イ、 ヴォルケ ノ)、 代表作『燃 える島J、 ハ ワイ北西諸島 に関す
る作 品進行 中。
紹介

マヘ ア ラニ 。デ ュ ドイ ト (ハ ヮイ大学 )

5:15‑7:00p.m.夕 食 (東 海大学 な い し自由)
7:15‑8:45p.m.朗 読― W. S.マ ー ウィン (マ ウイ、 ハ イ ク〉、詩
人、エ ッセイ ス ト、翻訳者。 代表作 『真夜 中の太 陽』。翻訳 に夢
想疎石 の 詩集 (重 松宗 育 と共訳)力 ｀
ある。 ピュ リッツ ァー 賞 (詩
部門 )、 ベ ンクラ ブ翻 訳賞 を受賞。 ワオ・ ケ レ・ オ・ プナ熱帯雨
林 を地熱開発 か ら守 るキ ャンペー ンに積 極 的 に参加 して いる。
紹介
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フランク・ ステ ュワー ト (ハ ワイ大 学 )

く運命 を共 に してゆ く。環境 の破壊は、人 々 がその上に創 り上げてき
た 自然 と人間の意識が統一 された神話世界の消失 をも意味 し、人々の
存在 を根底か ら脅かすもの とな った。
石牟礼氏 は、足尾鉱 毒事件な ど他の工業汚 染 との連続性 の 中で水俣
病 をとらえ、 日本の近代資本主義が、 「体質的 に下層階級侮蔑 と共同
体 破壊 を深化 して きた」 と指摘 す る。 中央集 権化 は辺境の疎外 を生
み、その土着性 を壊 してきた といえよう。著者 は、水俣の土地が湛え
て いた調和 とその喪失 の過程 を記録す ることで、近代文明 のひ とつの
石牟礼氏が こうした疎外 に対す る鋭い洞察 を構築するうえで基盤 と
な った ものは、女性 としての存在であるよ うに思 う。本書 には、娘を
娼婦 と して売 る貧 しい村 人の古 い習慣や、雇主 による少女の暴行 な ど
の話が挿入 されているが、著者は疎外 の原型 のイ メー ジを、そ うした
女性 の姿 の 中に見 い出 しているよ うである。著者 の 自伝的な作品 の中
には、 日と精神 を病んだ祖母や 、娼婦な ど、 この世のあ らゆるつなが
りか ら追放 された女性達 の、 またそ うした人 々 と深 い交わ りを結ぶ著
者 の、ひき裂かれた魂 の渇 きが描かれている。渡辺京二氏 が指摘す る
よ うに、石牟礼氏が水俣病患者 とその家族 の苦悩 を表現 しえたのは、
「人と人 とのつなが りを切 り落 とされる こと」の痛みを抱えて いると
い う点で 、 また 「ぼんの うや魂 の深 さ」 を強 い られて きた とい う点
著者 自身が語 るように、水俣病 とは 「文明 と、人間の原存在 の意味
へ の問 い」である。そ して水俣病 というひ とつの極限的な世界か ら、
人間が環境 の 中で生きるとい うことの意味 を問 う本書は、 レクイエム
で ある と同時 に、未来へ の 書で あるといえよう。

4:00‑4:15p.m. 休憩

4:15‑5:15p.m.朗 読会 (+ス ライ ド)一 パ メラ 。フ リアソ ン

不知火海沿岸 の水俣漁村 にお いて、海や土地 との相互依存の関係性 の
中で生きて きた人 々は、汚染 され、崩壊 してゆ く大地 と逃れよ うもな

で、患者達 と著者が同族 だか らだ といえ る。

2:15‑2:30p.m. 休憩
司会 進行 : ア ン ドレア・ ハー マン
ル ロ ッ ク校 )

この作品で描か れた水 俣病 の物語 とは、近代化 による、ある場所 と
そ こに根 をお ろ した共同体 の疎外の物語であるといえる。近代以前の

縮 図を描 き、 日本 の近代化 に対す るアンチテーゼ を提示 して いる。

12:6‑2:15p.m。 自然災害 、大 いな るカー 日本 とアメ リカの場合
司会 :ト マ ス・

例である。

*

*

*

釣 らな い 釣 り師 一 一 開高 健 に 見 る都市 と 自然
石幡

直樹

1992年 の環境 と開発に関する国連会議は、現在の生産と消費の仕方
の これ以上の維持 も再現 も文明の終末につながると警告を発 した。人
間の未来は人為 と自然の良きバ ランスの内にしか求め得な い。この人
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為と自然にまつわる問題 の典型の一つが都市 と農村の問題 とも言え
る。自然を完全で自己充足的と捉えて擁護するルソーは、必然的に文
明を人間を堕落させるものとして嘆き悲 しんだ。人の田園に対する感
情は、快適な生活技術の獲得 と裏腹に人が失って来たものへの郷愁で
もある。かつて高村智恵子は 「東京に空がない」と言 い、小説家を志
して上京 した啄木は 「ふるさとに入 りて先づ心傷むかな/道 広 くなり/

◆ 8月

14日

(東 海大学ないし自由)

8:45‑10:15a.m.19世 紀、20世 紀のアメリカン・ ネイチャー ライティ
ングをめぐる理論的諸問題
司会 :バ ー トン・ リーヴァイ・ セ ン トアーマ ン ド (プ ラウン
大学)
スーエレン・キャンベル (コ ロラ ド州立大学)「 楽国の荒廃
と驚異」
高橋勤 (九 州大学)「 現代 日本における (清 貧の思想)の 再
登場―ヘ ンリー・ ソロー と 現代 日本のネイチ ャー ライ

楽園』にも都会生活 を哀 じむ描写がある。同 じく17世 紀英国の随筆
家、伝記作家アイザ ック・ ウォル トン(1593‑1683)は 『釣魚大全一―
あるいは瞑想に耽る人の気晴 らしJを 著 して無邪気、滑稽、素朴な文
体で、楽天知命の処世訓と自然に浸る悦びを説いた。ウォル トンの賛
美 した乳搾 りの娘たちは、やがて産業革命によってその姿を消す のだ
が、『釣魚大全』は現在でも世界中で出版され続け、日本でも川釣 り
を愛 した井伏鱒二や冒険的な釣 り旅行を世界中に展開した開高健が愛
読 した。 「彼は釣 りを介 してひたす ら清貧、孤高、素朴、超脱 を説い

(水 )

8:00‑8:30a.m.朝 食

橋もあたらし」と故郷を慈 しんだ。R.WШ江nsの 言 う 「無垢の田園と
悪徳の都市」 という伝統的な構図は時空を越えて広く見 られ、英国で
はロマン派の詩人キーツの作品や17世 紀の詩人ミル トンの叙事詩 『失
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ティング」
沈黙 こ
リチャー ド・ ハーダック (ハ ヴァフォー ド大学)「 〈
そわれらが運命〉一アニー ・ディラー ドとアメリカ超越
主義の性差の政治学」

10:15‑10:30休 憩
10:30‑12:00日 本の文学と思想における自然観

てやまない」 と開高はウォル トンの釣 りを介 しての自然 との対話を讃
える。 「私たちは、毎 日、 緩慢に腐敗しつつあ り、緩慢 に自殺 しつつ
ある」と現代生活を提える開高にとって、 「風景のなかの しみとしか

司会 :野 田研― (金 沢大学)
ブルース・ アレン (順 天堂大学)「 『古事記』 にお ける ト
リックスター と再生 神話」

いいようのない、ひどいありさまだが、一瞬で (私 は)輝 く虚無とな
ることができる」釣 りは、都市の生活に疲れた人間の魂の再生として

矢 口以文 (北 星学園大学)「 上西晴治の短編小説分析一ポウ
ンペと鮭の論争」
高橋守 (国 際武道大学)「 野田知佑一 日本 の現代作家の 自然

の意味を持つ。魂の浄化を自然の中に見いだす彼はまた、人間が自然
を希求する理 由を 「過酷、非情、意志なきその優 しさ、可憐さ、精妙
と茶目に彼は自失する。他のどんな手段によるよりもここでは自失が
瞬後に充実 となれる」か らと説明する。さらに、 「自然もさまざまで
ある。……む しろ私は日頃か ら都市 も 《自然》の一部― 硬化 し、角
質化 した一部だが― と感 じている」と開高は述べ、伝統的な都市 と
田園の対置に素朴な疑間を呈する。万有としての根源的な自然観に立
てば、田園と都市 との対立概念は都市の出現するルネサ ンス期か ら口
マン主義時代以降に特に好まれたの一つの観点に過ぎな い。開高の都
市 と田日、都市と自然を敢えて区別 しない包括的な自然観には、 この
ような万物 としての自然観に加えて、主客未分、主客合―を説 いて道
徳的精神をもその中に含める東洋的自然観の影響もあるのかも知れな
い。そ こには、一面的なノスタルジアを排除 した是々非々の態度の賢

観」

12:00‑12:45p.m.昼 食 (東 海大学ないし自由)
1:00‑1:45p.m.翻 訳チーム討議
2:00‑4:30p.m.ワ イキキ水族館見学 (帰 りの東海大学行きのパスは

6:15発

* * *
パー ト

北 海 道 の ヒ グ マ と文 学

小 田島

(1)

護

私はこれまでの57年 の人生のおよそ半分を日本の北の島である北海
道にある 2つ の国立公園を中心に、ヒグマの生活を知るための調査研
究とヒグマの保護の為の活動をおこなってきました。ですから当然私
は文学者ではありません。それでは生物学者なのかと開かれても、す
ぐには"イ エス"と 答えることができないのです。確かにヒグマにつ
いての調査研究を始めたばかりのころは、科学的な考え方や方法を

(東 海大学ないし自由)

7:00‑8:00p.m.朗 読会一石牟礼道子

(熊 本市)、 作家、代表作『苦
海浄土―わが水俣病 』、『椿の海の記』ほか。
紹介 野田研一 (金 沢大学)

8:0併 8:15p.m.休 憩
8:15→ :45p.m.石 牟礼道子の世界
司会 :高 橋勤 (九 州大学)
赤嶺玲子 (神 奈川県)「 場所、共同体 、女性一 石牟礼道子
『苦海浄土一わが水俣病』」
大上博史 (ネ ヴァダ大学 リノ校)「 政治的行動と しての環境
文学一石牟礼道子 とテ リー・ テ ンペ ス ト・ ウィリアム

明さと、文明の利器を人間の宿命として容認する寛容さを認めること
もできよう。それを都市の田園主義、近代の田園主義、そ して開高を
パー トタイムの高貴な野蛮人、あるいは都市のエ コロジス トと呼べ る
かも知れない。都市と田園のある意味では危 ういバランスの上にしか
我々の未来はない。 「それがどこまで覚悟できているか、いないか。
《感ずる》 ことができるか、どうか。」と彼は問い、人間は 「魚 の棲
めないところには人間も棲めないのだという鉄則を忘れて」 いると反
省す る。人間を自然界の一存在 と捉える見識 を備えた開高は、奥只
見 。銀山湖で釣 り師にフィッシュ・ ウォッチングを呼びかけて激減 し
たイワナを復活させた ことがある。時には釣 りを全 うしな いことに
よって 「釣 らない釣 り師」開高健は、全き自然を見いだすのである。

)

4:30‑6:45p.m.夕 食

ス」
結城正美 (広 島大学、ネヴァダ大学 リノ校)「 石牟礼道子 と
反環境主義」
◆ 8月

15日

(木 )

8:00‑8:30a.m.朝 食

(東 海大学ないし自由)
ー
8:45‑10:00a.m.ゲ リー・ スナイダーの世界
司会 :ア ン・ フィッシャー =ワ ース (ミ シシッピ大学)
山里勝己 (琉 球大学)「 移動の文学か ら場所の文学ヘーゲー

リー・ スナイダーと場所」
K.ウ ェスリー・ベ リー (ミ シシッピ大学)「 タプーを語
り、タプーを逃れる一ゲー リー・ スナイダーと語る」
デイヴィッド・ ロビンソン (オ レゴン州立大学)「 原生自然
と農の原則一ゲー リー・ スナイダー 、ウェンデル・ベ
リー、そして 〈
野生)の 倫理」
10:00‑10:15a.m.休 憩
10:15‑11:30p.m.朗 読会一リンダ・ ホーガン (コ ロラド大学デポー
ルダー校)、 詩人・小説家・ ネイチャー ライター、最近作『居住
地』、『太陽の 嵐』。
ブレンダ・ ピーターソン (ワ シントン州シア トル)、 小説家 、
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ネイチ ャー ライ ター 、代表作 『光 の河 J、 『敵 にな るJ、 『 ダ ッ
ク・ アン ド・ カ ヴ ァー』、「水辺 に生 きるJ、 『 自然 とその他 の

もって私が ヒグマ という生 き物 を理解 しよ うとした ことは事実です。

母たち』。

生き物 たち を理解す るには、科学的な思考や方法 には自ず と限界があ

紹介 :ス コ ッ ト・ ス ロヴ ィ ック (ネ ヴ ァダ大学 リノ校 )

11:3012:30p.m.昼 食

しか しそれか ら20数 年を経た今、 ヒグマを含 めた 自然 とそ こに生きる
る と思 うよ うにな りま した。 自然 を理解す る上で科学的な ものの見方
や考 え方 が一 定 の 役割 を果 た して きた ことは確 かな事実 です。 しか

(東 海大学ない し自由)

12:30‑1:30p.m.翻 訳チ ー ム討議

し、 自然 をよ り深 く認識 し、理解するためには、科学的な思考や方法

1:45‑4:30p.m ライア ンズ植物園見学
4:45‑5:30p.m.朗 読会一 ビル・ ピー ヴィス

だけで は決 して十分ではな く、科 学的な思考や表現方法 では自然やそ

(モ ンタナ大学 )、 代表
作『ボルネオ・ ロ グ 』 (1995年 度西部図書賞 ノンフィクション部

こに暮 らす 生 き物 たちの姿 を理解 し表現す ることは、およそ不可能で
はな いか とさえ思 えるのです。む しろ自然やそ こに暮 らす 生き物の姿
は、感覚的、感情的、情緒 的 と言われ る、非科学的な思考 によって初

門受賞 )
5:45‑7Ю O

p.m.夕 食 (東 海 大学ない し自由)
7:30‑8:30p.m.朗 読会一 デイヴィッ ト・ クォー メン

めて認識 し、理解 し、表現 しうるものではな いか と考 えます。
私 にとって とて も悲 しいことは、未だ に日本 においてはヒグマは正 し

(モ ンタナ州 、
『ア ウ トサ イ ド・マ ガジン』誌のナチ ュラル ヒス

く理 解 し認識 されず 、ただ恐 ろ しい獣、凶悪 で狩猛な いき もの と し

トリー・ コラム ニ ス ト、最近 の代表作『 ドー ドーの歌―島嶼 の生

て、人間 に姿 を見せ ると殺 されて しまうということです。それは人間

物 地理学 と絶滅 の時 代』。
紹介 スー エ レン 。キ ャ ンベル

の生活 に とって都 合のよ い ものだけを容認 し、それ以外の ものを抹殺

ポーズマ ン)、

(コ

して しま うといった人間の生存競 争の本能 にもとず く行為 であると同

ロラ ド州立大学 )

時 に、人 間本 位 の 文 明の歴史そ の ものの延 長で あるのか も しれ ませ
◆ 8月

16日

ん 。 近代 に入 ってか らの科学 の 急速な発達 は、人間 をさ らに傲慢 に

(金 )

し、そ の結果 として人間中′
心の誤 った 自然感 を固定 させ る ことになっ

8:00‑8:30a.m.朝 食 (東 海 大学ない し自由)
8:45‑10:15a.m.都 市 とパ ス トラルの思想 ‑20世 紀小説 と詩

て しまった のではないで しょうか。幸いにも狭 い 日本にも素晴 しい野
生 を もった ヒグマが棲んで います。前半で私が長年見てきた大雪山の

司会 :山 里勝 己 (琉 球大学 )

ヒグマ の生活 につ いてスライ ドを使って紹介 し、後半で若松が文学 に

岡島成行 (読 売新 聞 )「 宮沢賢治」
トマス・ C・ ベ イ リー (ウ ェスタン・ ミシガ ン大学)「 ウ ェ

表われ た ヒグマ につ いて話 します 。
優れ た 自然文学は豊かな 自然環境を背景 として生まれて くるもので
す。そ の上で もう一つの条件 を加 えるな らば、その社会や個人が優れ

ンデル ・ ベ リー の農場 3部 作にお ける記憶 と回復」
石幡直樹 (東 北 大学 )「 不完全な釣師一開高健 におけ る自然
の一部 と して の 文明そ して都市 」

た 自然観、 つ ま り優れた 自然認識 を持 って いることが必要であると考
え られ ます 。 ヒグマは豊かな森 に暮 らす 「森 の動 物」であ り、豊かな

(ヒ ュー ス トン大学 )「 20世 紀ア メ リカ
のパ ス トラルー『おお開拓者』、『一千エーカー』、『陽

にお いて、 ヒグマの暮 らす豊かな 自然環境 とヒグマその ものが、人間

気な男た ち 』」

の 手 によって破壊 され、殺 され続 け、 このような状態が続 くな ら、そ

セ ア ラ・ フ ァリス

10:15‑10:30a.m. ウト憩

10:30‑11:45a.m.円

日本 の 自然 の シンボル とで も言 うべき存在なのです。 しか し今、 日本

う遠 くな い将来 に滅びて しまう危 険性を持 って い ます。 日本だけでな

卓 セ ッシ ョンーナチ ュラル ヒス トリー (博 物

誌、 自然史)と 文学

く、地球 上 の多 くの地域か ら豊かな森が どん どん姿 を消 し、そ こにい
きる生 き物 たちが減びてい こうと しています。私 にはその生き物たち
の 悲 しみ や怒 りの声が絶 え間な く聞 こえて くるよ うな気 がす るので

司会進行 :フ ランク・ ステ ュワー ト (ハ ワイ大学 )
パネ リス ト :マ イ ケル・ プランチ (ネ ヴ ァダ大学 リノ校 )

す 。今 こそ 人間が節度をもって 自然との共存の道 を真剣 に求 めること

ジ ョン・ カル デ ラッソ

が必 要であ り、文学を含めたあ らゆる人間の活動 に、人間の英知 と決

(コ

ロラ ド州立大学)

断 と勇気 と努 力が求 め られて いるのではないで しょうか。

日野啓 三 (作 家 、東京 )
加藤貞通 (名 古屋大 学 )

*

西村頼 男 (阪 南大学 )
大神 田丈二 (山 梨学 院大学 )
デイ ヴ ィ ッ ド・ クオー メン (モ ンタナ州 、ポー ズ マ ン)
パー トン・ リー ヴ ァイ・ セ ン トアーマ ン ド (プ ラウン大学 )

11:45‑12:30p.m.昼 食 (東 海大学な い し自由)
12:45‑1:45p.m.朗 読会― ジェイムス・ D.ヒ ュース トン

(カ

リフォ

ルニア大学サ ンタクルー ズ校)、 エ ッセイ ス ト、小説家、代表作
『ギ グ』、『わ が 人生の男たち』、『大陸移動』、『 マ ンザ ナー
よ、 さ らば』 (ジ ャ ン ヌ・ ワカツキ・ ヒュー ス トンと共著 )
紹介 フ ランク・ ステ ュワー ト (ハ ワイ大学 )

ア ン ドレア・ ハー マ ン

(ア ー カ ンソー大 学

リト

ル ロ ック校 )

3:00‑3:15p.m. 休 憩

3:15‑4:15p.m.朗

読会 ― 日野啓三 (東 京 )、 小説家 、 代表作
『光』、『聖岩 』、『砂 丘が動 くよ うに』 、『夢 を走 るJ、 『夢
の 島』
紹介

大神 田丈 二 (山 梨学院大学 )

4:15‑4:30p.m. 休 憩

4:30‑5:45p.m.円 卓セ ッシ ョンー コミュニ ケー シ ョンの活性化 にむ
けて :定 期刊行 物 、 雑誌 、ニ ューズ レター、新聞

10

北 海 道 の ヒグ マ と文 学
若松

パー ト

(2)

美智子

「北海道 開拓の歴史は ヒグマ との戦 いの歴史であつた」 と言われ る
よ うに、北海道開拓民の側 か ら見た ヒグマ像は北海道 を舞台 とす る小

て いた。そ の 自然観、 ヒグマ観はアイヌの 口承文芸 であるカムイユー

2:00‑2:45p.m.翻 訳 ワー クショップー発表および企 画討議

:

*

説 の 中に多 々 描かれて いる。一方、北海道 の先住 民 として ヒグマ と深
くかか わ って暮 らした狩猟 民族 アイヌは全 く異な った ヒグマ観 を もっ

1:45‑2:00p.m. 休憩
司会進行

*

カ ラによって数 々謡われ伝承 されてきた。 イオマ ンテで送 られる仔熊
のカム イ ユ ー カ ラの一つは、人間の両親 と神である両親 を もった仔熊
を とお して、人間の国土 と神の国 との友好 的か つ 照応的関係を描 き出
して い る。 人間の食 べ物 を盗んだ り、人を食 い殺 した りした悪い熊 に
つ いて もカムイ ユー カ ラは謡 っている。 このようにアイヌにとって熊
は獲物 で あ る と同時に神で あ り、たとえ人間に害 を及 ぼ した り、人身
被害 を もた らした りした と して も、その ことで熊 を皆殺 しにしろ とい
う発想 は出て くるはず もな く、悪い熊 に対 して、人間の世界 と神の世
界 の仲立 ち をす る火の神 を とお して談判す ることで、相互の世界の調
整 をはか って きた。 このよ うな文化に裏 うちされたアイヌ の狩人は、
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自分たちの食料であ り獲物であるヒグマが自分の毒矢にかかって くれ
るべ く心正 しくあること、そ して森の自然と生き物に対する豊かな知
識 と技をもつ ことを求め られた。それは毒矢や槍 によるカムイとの生
命を賭 した戦いでもあった。 これはライフル銃、四輪駆動車、 トラン
シーバーのおかげで簡単に熊狩 りができる今 日行われているような、
動物の命を殺裂する楽 しみのため、あるいは人間にとって邪魔な害獣
として安易に殺獄 し、皆殺 しにしようとする現今の人間中心主義の文
化 に裏 うちされたハ ンティングとは本質的に異なるものである。
北海道開拓 の歴史は又、アイヌと野生動物の受難の歴史で もあっ
た。開拓者の側か ら見た大正 4年 の熊害史上最大 の惨劇とされる、10
人の死傷者 を出 した事件は小説 「黒嵐」をは じめ、数多 くの作家、
ジャーナ リス ト達によって80年 たった今なお、繰 り返 し紹介 され、狂
暴なヒグマ像が再生されているが、同じ事件が1949年 小説家寒川光太
郎によって全 く異なった立場か ら書かれていることはあまり知 られて
いない。幼少年期より身の回 りの現実世界と森のかなたにある獣達の
世界の二つの世界を豊かに生きる野性の感性をもっていた寒川は、 こ
の事件を、野生の王者黒の、おのが野生領土 を守る抗議 と見 る立場に
たつて原始林の英雄叙事詩、「罷王物語――コタンペツの人食い熊伝」
として描き出 している。彼のもう一つの異色の小説 「サカモイナクと
熊物語」は森の正義を体現す る二つの生命の宿命的対決 を描 いてい

司会進行 :マ イ ケル・ プ ラ ンチ (ネ ヴ ァダ大 学 リノ校 )
『ISLE一 文学・ 環境 の学際研究』編集委員 (書 評担当)
パネ リス ト
シャー リー ン・ ギルモア (ハ ワイ大学)『 マ ノアー太平洋地
:

域文学』誌編集委員
ジェイムス・ ヒュース トン (カ リフォル ニア大 学サ ンタク
ルーズ校)作 家
岡島成行 (讀 賣新聞)解 説部次長
大神 田丈 二 (山 梨学院大学 )『 ASLE― Japanニ ューズ レ
ター』 編集主幹
デイヴィ ド・ クオー メン (モ ンタナ州ポーズマ ン)作 家
スコ ッ ト・ スロヴィック (ネ ヴァダ大学 リノ校)『 ISLE一 文
学・ 環境 の学際究』編集主幹 (『 アメリカン・ ネイチャー
ライテ ィング・ ニュー ズ レター』前編集委員)
フランク・ スチュワー ト (ハ ワイ大学)『 マ ノアー太平洋地
域文学』誌編集主幹

5:45‑6:30p.m. 休憩
6:3Kl‑9:30p.m.懇 親会 会場 :ハ ワイ大学イース トウェス ト・ セ ン
ター (バ ス出発6:15ア ラモアナ・ ホテル前、6:30東海大学)

る。寒川が失われた時代のアイヌとヒグマの宿命的関係を描 いたとす
れば、一方、上西晴治は長編小説 「十勝平野」の中で、明治初期、和
人が彼等の世界を侵食 しつつある時代のアイヌとヒグマの共同の運命
を描 いている。 この20年 のあいだにヒグマは激減 し、今も被害予防の

◆ 8月 17日 (土 〉

名 目で、姿を見せればいつでもどこで も殺 されている (昨 年 は150
頭)。 このよ うな一方的な野生動物の捕殺への怒 りと、人間中心思想
を問いなおす視点にたって書き又、活動 している小田島護の「大雪山
ヒグマ物語」は、大雪山のヒグマ親子の14年 間にわたる観察記録の一

◆ 8月 18日

ヴォルケーノ (火 山)国 立公園見学 (全 日)
(日 )

8:00‑8:30 arm.朝 食

(東 海大学)後 、解散

部であると同時に、自然の中に長期間身をおいて野生のヒグマたちと
のつきあいの中か ら確かなものとしてつかんだ野生への賛歌である。
人間にとって野生のもつ無限の意味を重視する小日島にとって、数百
平米 の狭 い囲いの 中に200頭 以上ものヒグマを飼 う熊牧場の存在は許
し難い野生への冒涜に思える。又、現在行政がとろうとして いる、 ア
メ リカに倣 った野生動物 の管理 (す べての熊 に耳札で番号を着 けた
り、無線発信機を首に着けて行動を監視すること)へ の疑問へ とつな
がってゆく。管理された野生はもはや野生であることをやめた存在―
―家畜やベ ットに限 りなく近づいた存在 とな らぎるを得ない。一方、野
生の本質とその魅力は管理されないということの内にある。そ の事が
この管理社会に生きる私たちに与える精神的意味の大きさは計 り知れ
な い ものがあるのではな いだ ろうか。 自然を利用 し尽 くす ことをや
め、野生動物が野生のままで存在 し続け られる場を残す、いわば聖域
としての自然を残す人間の側の謙虚さと反省が今求められて いるので
はないか。人間の 自然利用の立場か ら野生動物を管理 した り、その為
の科学的研究対象 として ヒグマを玩ぶかのような視点 とは異なった、
文学者の側か らの視点が今、求め られて いるのではないか。

*

*

*

ジ ョン・ ミュー ア と南方熊 楠
加藤

貞通

日本のナチュラリス ト、南方熊楠 (1867〜 1941)が 神社 の森 の破
壊に抗議す べ く書いた手紙 「南方二書」は、興味深い一 ――特 にジ ョ
ン・ ミューア (1838〜 1914)の 原生自然保全運動 と比較 して読む と
一層である。両者 の間に直接的影響関係は発見できないが、HoD・
ソ ロー とのつなが りはある。熊楠は、 「12世 紀の 日本のソロー」と題
し『方丈記Jを 英訳 している。ソロー と鴨長明のアナロジーは納得の
いくものではないが、ミュー アと熊楠 のアナ ロジーは、はっきりして
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■ASLE― 」
apan/文 学・ 環境学会 ニューズ レター第 5号 をお
届けします。予定よ りも半年以上も発行が送れました ことを申
し訳なく思ってお ります。事務局の移転 という予期せぬ出来事
が起こったこともあ りますが、何にせよ、責任を充分 に果たせ
なかったことに変 りありません。早 くか ら記事を投稿 して頂い
ていた会員の方々 もですが、ASLEづ apanの 動向を知 りたく
てヤキモキさなって いた会員諸氏には真に申し訳ないことをし
ました。■昨年 1996年 8月 のハ ワイに於けるASLEづ apanと
ASLE― US共 催 の 日米環境文学シンポジュウムの成功、10月 の
札幌大学 に於ける第 2回 全国大会の盛況と続き、今年度はさす
がのASLE―Japanの 破竹 の勢 い も一段落す るかに見えました
が、今年度 も7月 のゲー リー・ スナイダーの来 日講演、モンタ
ナ大学で行われるASLE― US第 2回 隔年年次大会への我等が会
員 の参画、10月 の第 3回 全国大会 と勢いは止 まらず、さらに
は第 2回 全国大会の折に野田代表か ら今後は活動を出版事業に
移 して行 くという活動方針の発表 もありましたが、いくつかの
出版プロジェク トも予定されているようです。それ らへの会員
諸氏の積極的な参加を期待 しています。■第 5号 l■ 20ベ ー ジ
の分量の記事を16ベ ー ジに納めるためにフォン トのポイン ト
を落としました し、予定 していたグラフィックは一つ も貼付す
ることができませんでした。紙面はなるべ く読みやす いよ うに
配慮 したつもりですが、 ご意見をお聞かせ下 さい。また皆さん
の情報が あって初 めて成 り立つニ ューズ レターです。ネイ
チャー ライティングに関するエ ッセイ、書評、シラバス、 ご意
見 ご感想をお寄せ下 さい。なお、E― M皿 のア ドレスをお持ち
の方 itASLE Japanの メー リング リス トにも参加できます。
情報交換の場として ご利用下 さい。事務局へお問い合わせ下さ
い。 (J)
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いて示唆に富んでいる。少なくとも自然保護の歴史上、 日本における
熊楠はアメリカにおけるミューアに相当する。
特に両者の違 いを一つ、共通点 を一つ指摘 しておきたい。違 い :自
然の中の人間の位置づけに対する態度の違い。共通点 :両者共に根本
的にノーマディック (遊 牧的)で 、それが野生の森の中に生きて いる
世界モデルを探求することにつながっている。 (F。 ガタリの 「横断
性 transvesttte」 参照。)
1909年 、熊楠は神社合祀に反対 し森林を守る運動を起こした一― こ
れはミューアがヘ ッチ・ ヘ ッチー ダム建設 に反対 し原生自然を守ろう
と運動 していた時期である。熊楠 の神社合祀反対運動は、市制町村
制一 数個の村 を合併 し能率的行政組織構築を図る明治政府の近代化
政策の一つ、および、神社合祀令――一つの町村 に一つの神社 を置 く
ものと定め、同時に神社のヒエラルキーを確立 し、精神、道徳面での
近代化を図る政策― これ ら二つの近代化政策が関わって いる。起源
においてアニ ミスティックで自然崇拝的な 日本の神社は、森林に囲ま
れてお り、神社の合併は必然的に森林伐採 、売却 に関わる自然 と人心
の荒廃を招いた。熊楠が この運動に懸命 になったわけは、一つには熊
野の森が、彼の長年にわたる植物 と粘菌採集のフィール ドだったから
である。当時の手紙か ら、熊楠は、 日本 にエコロジーの考えを紹介 し
かつそれに基づいて実践 した最初の人であった事が分かる。
熊楠の研究のかな りの部分は粘菌の研究 に、また ミューアの研究の
相当部分は氷河の研究 に向けられた。ミューアは、ヨセミテの山塊 と
動植物相が太古以来の氷河の活動と共に生成発展 している様 に、深 く
感 じ入 り、汎神論的な宇宙モデルの洞察 を得るに至った。熊楠 も、植
物 と動物双方 の性質を合わせ持ち、生成発展 して止むことのない粘菌
に密教的宇宙 モデルを読みとって いた。両者の神秘主義的宇宙モデル
の洞察は、グレゴリー・ ベイ トソンの 「精神のエコロジー」を参照す
ると理解 しやす くなるように思われる。
ミューアの自然エ ッセイの魅力の一つは、彼の文章の 自己消去性 と
い うべ き特性にあるが、 これはアメリカ的エコロジーと原生自然の考
え方の問題点、すなわち自然の風景 の中に人間をどう位置づけるかと
い う問題点につながっている。原生自然の中では人間は邪魔者にすぎ
な いのだろうか。反対 に、熊楠の文章には自己顕示的な特性がある。
彼は自己をユーモラスに顕示するばか りでなく、土地の自然 と密接に
結びついた人 々の暮 らし方 も強調す る。
熊楠は「神社合併反対意見」 として八項 目をかかげた。自然破壊そ
れ 自体に抗議する第八番 目の生物学・地理学的観点を除き、最初の 7
つは、いずれ も住民の生活様式に係わる反対理 由である一 これ らの
観点は一括 して 「社会のエコロジー」 と見なせる。その内容は神社の
森林 と人々の暮 らしの密接さについての 「環境民俗学」 と呼ぶべ きも
のである。 (ミ ューアの原生自然の思想は、残念なことに 「環境民俗
学」の観点を欠 いている。)仏 教的・ アニミスティックな伝統文化が
ほとんど忘れ られ、また行政権が過度に中央集権化する一方、産業社
会が森林 。川 。海にますます重 い負荷をかけつつある今 日の工業化さ
れた 日本にとって、ミューアと熊楠の多層的エコロジーの考えは大き
な示唆を秘めている。

*

*

*

パス トラルの諸問題 :『 みみずのたは こと』論
上岡 克己
徳富蔵花の有名な自然エ ッセイ集『自然 と人生J(1900)と 比較 し
て『みみずのたはこと』 (1913)は 、著者の田園生活の伝記的色彩が
強 く、現代か らすれば幾分古風な感 じがするが、お りしもネイチャー
ライティング隆盛に伴 い、パス トラク
レの根源的問題を扱つた この作品
を論 じる価値 は十分にあると思われる.
蔵花が移 り住んだ粕 谷 の地は、東京郊外 の田園地帯 にあった.粕 谷
は都市 と野生的自然の 中間に位置 していた。 このパス トラルとい う中

間地点 こそ、文明と自然の両方 を享受することが可能な理想的な場で
ある。 しか し同時に中間地点には、その性格上文明の巨大な力に呑み
込まれる危険性 も存在す る。蔵花は 「東京が攻 め寄せて くる」 と語っ
て、懸念を表明する。パス トラルの地 とはいえ、すべての問題が解決
されるわけではな く、蔵花は高まる自我と環境 との軋様の下、それ ら
の調和を維持する努力を怠るわけにはいかなかった。つまり、蔵花や
ソローの場合、パス トラルを続 けて いく上で重要なのは、身の周 りの
産業文明とい う現実よ りも、精神の不可避的停滞 (精 神のマンネ リズ
ム)に どう対応す るか ということであった。 ソローは『ウォール デ
ン』の中でそれを 「精神の轍」 と呼んだ。彼は『ウォールデン』中幾
度 とな く「覚醒」について言及するが,『 ウォールデン』はまさしく
精神的に目覚める人間にメタモルフォーゼする作品なのである。その
一つに、 「日々新」という『大学』の一節が引用されて いる。 この警
句が『みみず のたはこと』にも引用されていることか らして、両者が
パス トラルの生活を続行する上で 「覚盟」を肝要だと考 えている。
農業や 自然観 については、産花は人間性を陶治す る上で農業を高 く
評価 し、 自らも 「美的百姓」を実践す る。彼はキ リス ト教徒だつた
が、人間を特別な創造物 とみな し、自然の征服を黙認するキ リス ト教
思想は受人れなかった。彼の自然観は、 「生命は共通」 という表現か
らして、万物の循環 と相互依存を認める、エコロジカルな宗教、仏教
の 自然観に基づ いて いる。
確かに蔵花は、人間のもつ貪欲 さを政治や経済の面か ら厳 しく批判
することはなかった し、彼の限界は明白である。 しか し日本のパス ト
ラル文学上重要な役割 を果た している。というのは、蔵花は伝統的な
日本の自然観である花鳥風月の耽美の世界を越え、いわば生命中心主
義の自然観 を表明 したか らである。最終的にこの作品の意義は、簡素
な生活の喜び、自己を完全にす る方法 としてのパス トラル、生態学的
良心の反映としての 自然観 に要約 される。

*

*

*

野 田 知 祐 の 自然 観

高橋

守

戦後 の 日本経済の発展 と国土の開発はその裏側に環境破壊の問題を
常に抱えてきました。40年 代後半か ら50年代にかけての日本 は、戦争
によ り崩壊 した経済の立て直 しの時期にあ りましたが、経済活動を優
先させる政府のもとで各地で公害が始 まった時期でもあ ります。野田
知祐の少年 時代がち ょうどこの ころですが、親は忙 しく働 いてばか り
いて子供は外で遊んでいた時代で した。まだ 日本には自然が多 く残さ
れていました。∞ 年代 の 日本は経済的な発展 とともに物質的な豊かさ
を求める傾向を強めて行きます。野田知祐が大学生のころには、東京
の川は ドプ同然で した。 このころには産業廃棄物のみな らず家庭か ら
排出されるゴ ミによって 日本の川は汚染のビー クを迎えます。∞ 年代
には本来家族 のために家を獲得 しようとして懸命に働 いてきた 日本人
が、 目的と手段が転倒 して、仕事に没頭するようにな りました。70年
代に入 り、経済重視か ら精神的な充実へ と人々の関心が次第に移って
行きました。 このころ自然指向の家族 にニューファミリーとい う言葉
も使われました。一方、 「日本列島改造論」を唱えていた田中角栄が
首相にな ります。 このころの野田知祐はカヌーイス ト・ ライター とし
て 自分の行 く道を歩み始めた ころです。80年 代か ら現在まで 日本は経
済大国 とな りました。80年 代か らの野田知祐は、精力的に作品を書き
続けて います。彼の作品は、自然の価値に気付き自然を指向す る日本
人に幅広 く受け入れ られています。
青年のころ野田さんは、カヌーによる川下 り旅行 をヨーロッパで初
めて見ました。彼のヨー ロッパ旅行 は、青年の自己同一性発見のため
の旅であ り彼は、最初は自然界 と人間界とを分離 して認識 してはいま
せんで した。 ところが実際に日本 の河で 「カヌー遊びJを 始めてみる
と現実 として 自然破壊、環境汚染の問題に直面 しました。そ してはじ
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めて自然界と人間界との関係を認識す るにいた ります。つま り彼の思
想の流れの中では、自然界とは、はじめは人間界と未分化なままそ こ
に存在 していただけで したが、環境問題に直面することを通 して改め
て人間界とは異なる世界として認識された といえます。

人間が悔 い改 め、カムイ に感謝 を し、食 いち らか さないよ うにすれ lま
森 に豊か さが取 り戻 され る と信 じるか らで あ る。希望 を暗示 して終
わって いる。

石 牟 礼 道 子 と反 環 境 主 義

「パ ウ ン ペ と鮭 の 口合 戦 」
結城

矢日

正美

以文

上西晴治のこの作品は子ども向けの絵本であり、
貝原浩が絵を描いて
いる。その中心は題からも想像されるように、
アイヌの少年パウンペと
パ ウンペは友達 とコタ
鮭の代表のチ ャランケ(口 合戦)で ある。ある時、
ンの近 くの川で鮭をとろうとしたが、さっばりとれない。それを見て い
た村の守 り神のフクロウが鮭の代表 とチャランケをするようにうなが
す。
アイヌには古 くか らチャランケの習慣があった。人と人 とが行なう
チャランケと、人とカムイが行なうカムイ コチ ャランケがあった。人
と鮭の代表 とが行な うものはカムイコチ ャランケに類するだろう。
カムイは日本訳では神 となるが、人間世界の上方に住んで いると信
じられている。カムイには人間を守 らなければいけない義務 があ り、
人間には守って もらう権利があると言われて いる。カムイにはお礼を
従って、カムイは
受ける権利があ り、人間にはお礼をする義務がある。
人間を助けるために村を訪れる。 または食料になるものを送 る。
例えば山のカムイな ら熊の姿を取 り、肉を運んでくる。人間の側は
大歓待をし、感謝をもってそれを受け取 り、みやげを与えて本国に帰っ
てもらう。鮭の場合は少 し様子が違って、魚のカムイが魚を入問世界
に送るのである。人間の側は儀 式を行な って感謝 しなければな らな
い。必要なだけをとり、粗末にせずに食べなければな らな い。他の動
物たちにも分かち合わなければいけない。粗末 に食べ られると魚たち
は天上の世界 に帰ることができない。
人間がカムイに感謝の態度を取 り続ける限 り、神の側は人間を守 り
続けなければいけない。もしどち らかが このきまりを破ると、裁きが
行なわれ、重大な結果がもた らされることになる。
さて、パウンペと鮭の代表とのチャランケも、
そ このところを問題に
する。パウンペは 1魚 国の神様たちはがん こすぎます。ひもじいぼくた
ちのことは少 しも考えてはくれません。魚の入った袋の口をほんの少
し開いて くれれ ばいいのに、 このごろはますます強く袋の口を締めあ
げて います]と 言 う。
これに対 して鮭の代表は「
魚国の神様が怒るのはもっともな ことで
す。長 い間、大漁がつづいているうちに、人間たちは食べ物 の有難さ
をすっか り忘れて しまいました。どこの家へ行っても、食べ残 しや散 ら
か したざんがいがゴミ捨て場にもりあがっていますJと 切 り返す。
このように両者のや りとりが しばらく続 くのだが、最後 にパウンペ
は自分たち人間の非を認めざるを得ない。裁判官でもあるフク ロウフ
クロウは正式に鮭の勝利を宣言す る。
上西晴治はこの物語で、人間の側の 眺膨代に食いちらかすJこ とを問題
にしている。人間が自分の欲望 のお もむ くままに食物を浪費すると、
必ず 自然が破壊 されると暗示 している。 ここでは人間の取 りすぎのた
め、食いちらか しのため、
鮭が こなくな り、人間も動物も困 り、森のパ
ランスが崩れ ることが問題 にされている。
しかし歴史的に見ると、
その問題の張本人は日本人である。 日本人の
北海道田拓のために、森や川はやせ細って しまった。そ してパウンペ
はこの 日本人をも代表 して 1決 して、
食 いちらかさないっちゅう約束す
るよ1と 言 う。
パ ウンペは子 どもではあるが、チャランケのほ シャーマンの服装を
する。シャーマ ンは村の幸せをつかさどる。カムイとチャランケする

本報告の目的は、石牟礼道子が『苦海浄土』や 「乳の潮」などにお
いて提起 している人間と環境とのかかわりの在 り方を、<反 環境主義
>と いう観点から捉え返す点にある。脱人間中心主義を標榜する環境
主義には、地域と環境とのかかわりを理解する視角を否定 しかねない
危険があるとの指摘がある (鬼 頭秀一『自然保護を問いなおす』).
イズムとしての環境主義の危険性を看取 し、土地とそこに暮 らす人た
ちとの直接的関係性に主眼をおく態度を、本報告では<反 環境主義>
と定義する (環 境主義/反 環境主義を定義する際の概念的枠組みとし
て、 「牧歌と反牧歌」においてレイモンド・ ウイリアムズが提示 した
図式を基盤としたことをお断りしておく)。
1969暉 に刊行 された『苦海浄土』は、反公害運動の進展と相挨って
公害企業告発 の書 と称され、付随的に石牟礼 も環境イデオ ロー グとみ
なされてきた観があるが、彼女は根本的 に水俣病を病気ではな く「魂
の剥奪」 として認識 している。 この作家の姿勢は、たとえば、 「不知
火海海域は、文明がそ の矩を越えるまでは、海辺 の言と光に覆われた
風土 の神秘が、同時に歴史の普遍で もあるような一地方であった。今
その覆 いはおぞましい出来事、すなわち水俣病 によってはぎとられ、
一見平面そのものであるここら一帯は、読み解かれねばな らない象 と
なって横たわつている」 (「 乳の潮」)と い う一節に明 らかである。
石牟礼が読み解 こうとしているのは、水俣の人々ないし昔なが らの村
落共同体 にほかな らない。人にも山川草木にも同 じように煩悩をかけ
る彼 らの声は、幾重 もの見 え ぎる関係性 を組 い、 「風土 の肉声」
(『 不知火ひか り風』)と 化 している。石牟礼にとって、人を読む こ
とは自然を読む こと、また水俣病事件な いし近代化によって葬 り去 ら
れて しまった場所 と人との関係性 を読み取ることだと言える。
こうした 「風土 の肉声」を語る水俣漁民の対極に、石牟礼 は組織 を
位置づける。水俣病事件発生以来、多 くのデモや運動が組織 され、特
にスローガンというかたちで 「近代的なマスメディアのことl詢 が語
られてきたが、それは何が学びとられるべ き感性なのかが忘れ去 られ
たうえでの政治闘争の戦略にすぎなかった。 「 (水 俣の)人 々は己の
内面を言語 化する時、近代的なマス メディアのことばをとらな い。お
くれた田舎の年寄 りたちの、保守的ともとれる呟きの表現をとってそ
れはあ らわれる。若 い世代 と旧世代 との断絶 という風に、つねにたや
す くそ このところが切って捨て られる。あるいは知識層 と非知識層の
それ という題 目が立て られることがあるにしても、知を名乗る側は、
己の出自が、 もと大地 に根ざす種であったという感性を失っていて、
根 の消失か ら出発 しているという自党がない」 (「 乳 の潮」)。
「根 の消失か ら出発 している自党がない」 とは、イズムとしての環
境主義な いし 「地球 にやさしい環境論」 (「 天湖一一第五章」)に も
向けられて いる批判であるかも知れな い。逆に言えば、今 日、自然な
いし環境を語る場合、 「根の消失か ら出発 しているという自党」は避
けられないものである。もはや統 一された世界像を結ぶ ことができな
い今 日、自然を読み解 くことが自分 自身の空虚 を顕在化させ、同時に
それを埋め充填することであるような石牟礼 の手法は、自然を語るこ
とをめ ぐる新たな方向性な いし可能性 を提示 しているように思われ
る。

ことで、人間のために執 り成 しを行なったのである.彼 は絶望 しない。
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熊 をめ ぐる物語 ― ア ングロ・ アメ リカ、ネイテ ィヴ・

文化を継承するものに東北地方を中心 とする 「マタギ」と呼ばれ る狩
猟民の社会がある。宮沢賢治の 「なめ とこ 山の熊」にはマタギの小

アメ リカ、 日本 にお ける物語 を比較 して
横田

十郎 と熊達とのユー トピア的な親和関係 の中に既 に潜む人と動物 との
共存を危 うくする要因が提示されている。又、志茂田景樹の 「黄色い
牙」は大正か ら昭和初期にかけてのマタギの社会を忠実に描 く事 で、
日本における<近 代化>が いかに土着の文化を侵害 し、人と自然との

由理

動物を主な登場人物とする物語は三つの文化圏において古来から神
話、伝 説を始め様々な形で存在し、それぞれの文化の持つ自然観を反

関係を変容させて行 ったかを例証 している。
フォー クナーの 「熊」は 01d Benの 死に至って終焉を迎えた不滅

映 してきた。 動物物語の主要な領域を占めるものに変身があるが、カ
イオワ族の神話 に基づ く、その現代版 としての N.Scott Momdayの
■で Anttnt Childは 変身を通 して主人公Setと 熊 との<同 一性 >を

の荒野 の精神を描き、 「南部の罪」、すなわち、人と自然に対 して
行われ続けた<搾 取>を 糾弾 した作品であるが、フォー クナーが奇
しくも大熊 Benの 最後 を銃による死ではな く、その咽に噛みつ く犬

指摘 し、又、最後にい ■'s Towerと いう0知d熾 叩e>に 融合 していく

とナイフを手にした人間と死にゆく大熊が一体 となって倒れる姿 とし
て描いてように、渾然一体 となって滅んで行 く (あ るいは共存 して行
く)人 間と自然 との cruinlな 関係を示唆 した作品であるとも言えよ

Setを 描き、熊とその物語を産 んだ<場 所>と 人間と関係を明 らかにす

る事によって Nat市 e Ameヒぃ の 自然観 を提示 している。
人と動物を<同 じもの>と みるこの Native Ame亘 canの 自然観 と
酷似するのが、熊を 「熊 の毛皮 を着た人間」 として 「イオ マ ンテ」
(熊 送 り)で そ の魂を送るの儀式を行 うアイヌの文化である。 このア
イヌと同じく北方狩猟 採集文化圏に所属 していた 日本の北方土着文化
のアニ ミステ ィックな側面 にも同様 の動物観が見受けられ るが、その
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

●

う。
熊物語で共通 して示された熊の持つ荒 々 しい凶暴性 と暖かな癒 しの
力は自然の持つ両面性 を象徴 してお り、その自然の一部 としての我々

人間の自然の中での適切な在 り方をこれ らの物語は教示 しているので
はないだろうか。
00000oooo●
● ● ● o● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1996年 、札幌で行なわれ たASLE Japanの 大会 には支笏湖方 面
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●ティングの研究者たちは大自然の懐で大 いに楽 しみました。 この
:よ うな活動 をもっと真面 目にアカデミズムを追及 している我 らが
●同志におおっび らにいうことは賢明ではな い と言われる諸兄のお
:気 持 ちも分か らぬでは あ りません。 しか し、私 は自信 を持 って
●我 々が新 しく始めたこの伝統 (こ れを伝統 と呼ばず して何 と呼 べ
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こで撮った写真はすべてダメになったのです。湖の怪人の仕業で
しようか。夕食は北海道の珍味に彩 られ、 日本酒 の方 もかな りす
すみ、みなさんほろよくで き上が りました。
翌 日カヌー を持 って湖のほと りに向か いま した。 ライ フジャ
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● ここに報告 させて頂きます。

●
●
●
●
●
●
●

ケ ッ トを着用 し、続 けて支笏湖 の深 く、透 き通 った水の中へ と ●
入っていきました。我 々の大切なメンパー を一人も失 うことな く ●
カヌーは上手に操縦 されていきま した。その次に我々は近 くの苔 ●
0
の洞門へ探検 に行 きま した。それは、北海道 にあるグラン ドキャ ●
ニ オンの子 供版 みた いな もので した。 ここで文明社会 で仕事が ●
待っている半分のメンパーと別れる ことにな りました。残された
エネルギー あふれるメンパーたちは次 々に樽前山の途中まで登 り

●
●
●
●

7日 、 日曜 日、ス ピーチや レポー ト作 りなど真面 目でアカ
●デ ミックな義務 を果た し終えたのち、恐れを知 らない我々12人 の
:メ ンパーは 2台 のバ ンに乗 り込みました一―そ のバンの屋根には
●我 々の仲 間である小日 島氏 と若松氏が 自 らの手で作 られたイ ン

へ
の
エ

:デ ィアンカヌーが載っていましたが、それはあたか も原始社会か
● らの祝福を運んでいるかのようで した。私たちはそれか ら野生の

ては十分興奮する川下 りとな りま した。そ うこうしている間に、 ●
ジ 私たちは早 くも風光明媚なところへ とやって来て、川に戻る鮭た ●
0
ヨ
ちが時折空 中に飛び上がるのを見て楽 しみました。夕焼けととも 0
ン
に本州 に戻 る我 々が文 明社会で待ち受 ける仕事 に間に合 うよう 0
●
に、カヌーは 目的地 へ とつきました。
●
プ
一つだけ残念な ことは、 この旅行 に多くのメンバーが参加でき ●
ル
●
なかったことです。授業の関係上早めに帰 らなければな らなかっ
●
ス たみなさんとご一緒 できなかったのは残念です。この初めての試 0
みが もた らした楽 しさか ら考 えると、 これか らもこの伝統が続 0
0
ア
レ き、我々の多 くのメンパー と共に自然のなかで過 ごす時間を作っ 0
0
ン ていくことがで きますように、心か ら望んでいます。
0
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● o0000●
● ● ● ● ● ● ● 0

: 10月

ク
ス
カ

●そびえ立つ崖を通 り過ぎ、ついに支笏湖 のカルデラヘ とバンは下
:り ていきました。
● 丸駒温泉 へ着 くな り、す ぐにアカデ ミックな服 を脱 ぎ捨て、
:も っと快適な浴衣 へ着替えました。が、それか らす ぐ、またまた
●スッポンポンにな りました。私たちは湖の側の湯気が立ちこめる
天風呂の 中へ と入 っていきました。 この行事 を楽 しんだ我々
:露
ASLEの
代表および役員の方々のすばらしい肉体美をカラー写真に
●
て ご紹介 しようと企画 したのですが、何 と不思議なことに、そ

l

:し

oo●

●

l

:ア イヌの国へ と向かって行きました。遠 くに活火山を見なが ら、

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ました。そ こで私たちは北海道の紅葉 と雄大な風景を満喫 しまし ●
￨￨を お ●
た。昼食をすませ、再びカヌーの人となった私たちは千歳メ
●
よそ 10キ ロ下 りました。自しぷ きが上がるエキスパー ト用のコー ●
スではあ りませんで したが、流れはかな り早 く我々初心者にとっ ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

◎ 報 告 :日 米 環 境 文 学 シ ンポ ジ ウム
昨年 8月 13日 か ら17日 までの 5日 間の 日程で 「日米環境文学シンポジ
ウム」CASLE Symposi̲On Japanese and AmerOm E孤 なonmen―

tal uterane)が 開催されました。これltASLE―Japanと ASLE―

U

Sの 共同開催 による初めての国際会議。参加者は 日米双方併せて約60
名。運営 にはハ ヮィ大学 の文芸誌『 マ ノア』 (編 集主幹 フランク・ ス
チュアー ト氏)の 編集スタッフが当た り、宿舎や通訳の手配か らさまざ
まなアウ トドア企画まできめ細かなサー ビスを提供 して くれ ました。
ネイチ ャー ライテ ィングあるいは環境文学の問題を国を越えて話 し合
お うというこの企画は、すでに数年前か ら日米双方のASLEに よって
提案 されていました。そ して1995年 夏のコロラ ドにおけるASLE一 U

Sの 大会で、会長スコ ッ ト・ スロヴィック氏

(当 時)に よってその開
催が公に宣言され、以降 1年 ほどの準備期間を経て開催に こぎつけた
次第です。
5日 間、午前 9時 ごろか ら夜は 8時 過ぎまで、ほとんど休みなく研
究発表、シンポジウム、朗読会 、翻訳ワークショップ、円卓セ ッショ
ンが続き、その間の昼食や夕食、あるいは見学会の折 りなどにも熱心

な意見交換や交流が行われて いました。全体 としては少人数の上、現
役作家・ 詩人も加わった このシンポジウムは熱気を冷ます暇 もないほ
ど密度の高い もので した。
作家・ 詩人による朗読会 は盛況そのもので した。W.S.マ ー ウィ
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ン氏、リンダ・ホーガン氏を初めてするアメリカ側からの招待作家た
ちはいまをときめく環境文学の旗手ばか り。そ して日本側か らは日野
啓三氏と石牟礼道子氏。まったくタイプを異にする二人の日本の作家
が環境と文学 という問題を接点に合流するという希有な瞬間に立ち会
うことができました。
楽園的 リツー ト、ワィキキ・ ビーチのす ぐそばに滞在 しなが ら、ハ
ワイ東海大学のビルに開 じこもることの多 い 5日 間ではあ りま した
が、環境文学をめぐってさまざまなインターフェイスに刺激を受けた
5日 間でもありました。SLE―Japanの 今後の活動を含め、あらゆる

的ともいうべ き意義があると思います。
このシンポジウムに対 して快 く参加を了承 して下 さった 日野啓三
氏、石牟礼道子氏に心よりお礼を申し上げます。お二 人の朗読 と講演

面で大きな一石が投 じられた試みであったと評価することができるで
しょう。 とくにASLE― 」
apanか らの参加者の方々が、 日本のネイ
チャー ライティングに関するそれぞれの研究 を発表されたことは画期

極的な ご支援を賜 りましたことも併せてご報告 し、改めて謝意 を表 し
ます。その他、参加の如何にかかわらずさまざまれ SLE― 」
apanメ ン
パーの方々の ご支援がありました。有り難 うございました。

に何よ りも日本文学の力を感 じました。研究発表や シンポジウムに心
血を注いで下 さったSLEttapanの メンパーの方々には、その努力と
素晴 らしい成果 に心よ りの敬意を表 します。また裏方 として 日野氏、
石牟礼氏の朗読会のために、素晴 らしい英訳を短期間のうちに成 し遂
げて下さったBrtlce Anen氏 、赤嶺玲子氏に最大級 の謝意を表 したい
と思 います。このシンポジウムの運営に当たっては トヨタ自動車の積

◎報告 :第 3回 総会・ 第2回 全国大会
待望 の第 2回 全国大会が 10月 6日 〜 7日 の 2日 間の 日程で開催 され
ま した。会 場はアメ リカ文学会全国大会 の開催校である札幌大学。今
回は会場 を 2室 に分 け、研究発表室 と書籍展示室 としました。
第 1日 目は気鋭の作家久 間十義氏 による 「自然 と文学」 と題す る講
演 会か ら始 ま りま した。 日本近代文 学 の 自然観 は 「土建屋」 (devel―
oper)の 自然観であるといういささか物騒 な話か ら、ルソー とソローの

の著者)イ ヽ
田島護、若松美智子氏による特別企画 「紅葉の支笏湖 と千
歳川」が催され、翌 日午後までハイキングやカヌーに興じた方々 もお
られ ました。
総 じて、今回の大会では日本の作品への関心や、動物文学 の問題の
よ うな具体的な トピックが 目立ち始めて いる点が注 目され ます。ま

ちた講演で した。

た、ASLEttapanの 大会の中にアウ トドア活動を導入するという新 し
い交流の形も本学会 の今後を示す もので しょう。
最後に、すべての方のお名前を挙げることはできませんが、企画、

2日 目は早朝の総 会ののち、 シンポジウム 「動物 はどのよ うに表現
され るか―― 人間 と動物 の世界」、そ して 円卓セ ッション1.「 ネイ
チ ャー ライテ ィングーーー最近の成果か ら」 2.「 ASLE日 米環境文学シ

運営、司会、そ して発表に携わって下さった方々に謝意 を表 します。
とくに地元北海道のメンパーの方々、有難うございました。また大会
開催に対 し助成金を賜 りました札幌大学の関係者の方々にもお礼申し

ンポ ジウム報告」 と続 き、夕方 まで熱心な議論が交 され ま した。

上げます。第 3回 大会は慶応義塾大学 (東 京)で 開催 される予定で
ケ。

類似性の考察 まで現代 日本 という現場にある作家な らではの挑発 に満

さ らにその後、網走在住 のナチュ ラリス ト (『 大雪山 ヒグマ物語 』

◎事務 局よ り

:

1)事 務局移転につ いてのお知 らせとお願 い
事務局が金沢大学教育 学部よ り下記に移転 いた しました。移転 に前
後 して事務が大幅に停滞 いた しました ことをお詫び申し上げる ととも
に、 目下新 しい事務局体制 を確立するべ く努めてお ります。 どうぞよ
ろ しくお願い 申し上 げます。
新事務局

:

圧 LE「Japan/文 学・ 環境学会
住所:〒

事務局

171東 京都豊島区西池袋 3‑34‑1

立教大学 大学教育研究部

野田研 一研究室

5)96年 度札幌総会で新役員が選出されました。詳細はニューズ レ
ターでお知 らせ します。
◎ 1997年 度スケジュール
5月 24日 (土 ) 今年度第 1回 役員会 (仙 台市)
6月 上旬 ニューズ レター第 5号 発行
7月 上旬 ゲー リー・ スナイダー氏を囲む集い (関 連情報 とし
て下記参照)
8月 下旬 大会研究発表応募 〆切 (要 領 6月 中旬送付)
10月 12日 (日 ) SLE― Japan/文 学 。環境学会 97年 度大会
〜 13日

(月

)

会場 :東 京 慶応義塾大学三田校舎

FAX:03‑3985Ю 279(大 学教育研究 部)
E― mili

noda@rikkyo.acjp

◎関連行事案内

1)ゲ ー リー・ スナイダー朗読会(Garv
ニュー ズ レターの 5号 の発行 が大幅 に遅れ ま した。 これ も事務局活
動の停滞によ るものです。 深 くお詫び 申 し上げます。

2)本 年 4月 現在、会員数は163名 です。 ほぼ昨年 同時期 の 2倍 近 い
数 となってお ります。 とくに最近は大学院生、 日本文学研究者 の方 々
が増える傾向にあ ります。新 しく入会 された方 々の積極的な活動、助
言、提案、なんでもけっこうです。事務局宛お寄せ下 さい。ニ ューズ
レター ヘ の ご寄稿 もお待ち しています。

Snyder'sP∝ trv Reading)
「山河にうたう」 7/5(土 )草 月ホール 午後 7:00〜
シンポジウム(SylnpoStlm)「 共創のコスモロジー :大 地母
神の力」
7/6(日 )草 月ホール 午後 2100〜
問い合わせ :草 月ホール Tel.03‑3408‑9113
*ASLE― Japan主 催による、スナイダー氏 を囲む集 いを計画中で

す。

2)パ

3)96年 度札幌総会で議論 されましたが、機関雑誌の刊行や各種出版
企画などを目下役員会で検討 しています。 ご意見な どあ りま した らお
寄せ下 さい。

トリック・マー フィー氏来 日(Professor Patrick Murphy)
9月 上旬、エコクリテ ィシズムの論客として活躍中のマーフィー教授
(イ ンディアナ大学ベンシルヴァニア)が 昨年に続き来 日予定。今回
はフルプライ ト招聘教授 として 1年 間琉球大学 に滞在。講演 や集中講
義などの依頼希望があ りま したら下記までご連絡下 さい。

4)す でに97年 度大会の準備 に入 りま した。本年は慶応義塾大学で10
月12日

(日

)〜 13日

(月

)の 予定です。

連絡 :琉 球大学

山里勝己氏まで
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◎研 究 発 表募集

!

ASLEづ apan/文 学・ 環境学会第 3回 全国大会
can fOr Papers at ASu― 」
apan 3rd― ual Meeting h Tokyo
前記全国大会で の研究発表を ご希望の方は 8月 20日 までに 「タイ トル」 と「要旨」を添えて下記へ ご連絡下さい。発表内容によってはシ
ンポジウム形式、円卓セ ッションにすることもあります。その際には改めて ご相談 します。個人、共同、グルー プを問わず奮って ご応募下 さ
い。また、写真そ の 他文学以外の メディア、ジャンルに関するものも積極的にご提案下 さい。展示室 も用意する予定です。
必要事項

:

約 400字 (日 本語)、 または 250語 (英 語)】
【
2)氏 名、所属、住所、電話番号、ファックス番号、E―― il番 号を明記 して下記連絡先までお送 り下さい。

1)タ イ トル +要 旨

連絡先 :太 田雅孝 (大 東文化大学)

〆切

:1997年

8月 20日

◎ Dally Yomiuri PrdeCt/公 募要領
このほ ど、英字新 R「 he DailyYomiuriよ りASLEttapan/文 学・ 環
境学会 に対 して、 同紙 月例特集 「 日本 人か らの発信一地球環 境時代 に

内容 につ いて変更 ・ 訂正 を依頼す る場合がある。
〆切 :1997年 8月 20日 (水 )

向 けて」 (毎 月 1回 、 計 10回 〜 12回 )へ の協力依頼が あ りま した。

応募先 :上 岡克己

ASLEttapan役 員会 は、 特集 の意義 を評価 し、 この特集 へ の 積極的参画
をさきの役員会で決定 しま した。依頼 内容は大 まかに次の よ うな もの
です。

1)ア メ リカ ン・ ネイ チ ャー ライテ ィングの傑作 パ ッセ ー ジ
を選ぶ。 *美

(一 節 )
しい 自然描写や表現 、自然環境への意識 を喚起する表現

原稿 はE― mailも しくはフ ロ ッピー・ ディスク

(マ

ッキ ン トッシュ

による読み 込み可能 なファイルで)。 手書 き派の方 は知己 の協力を仰
いで下 さい。印81原 稿 3部 を添えてお送 り下 さい。

な ど。

2)そ の 日本語訳 を付 ける。
3)作 家略歴 を付す。 (日 本語 )*依 頼 内容は この特集 のた めの広告
欄 (紙 面 1ペ ー ジの約 3分 の 1)に 使用 され ます。
apan内 の
そ こで この企画の た め に、3回 日以降の作品選択 をASLE― 」
公募 と し、会員 各位 の ご協力 をお願 いす ることに しま した。 (時 間の
制約上、1回 目と 2回 目用 の 原稿 は下記 「企画編集委員会」 によって
作品選択 作業 を行 い ます 。 ご了承下 さい)ASLEttapanで は代表 、副代
表 、会誌編集委員 を中心 として この企画のために 「Miy Yomiun企 画編
集 委 員会 」 (野 田研 一 、 高 田賢 一、 大神 田丈 二 、上岡克 己 、山里勝
己 )を 設置 し運営 に当た ります 。応募・ 執筆要領および注意 事項 は以
下 の通 りです 。熱読 の 上、積極的 な参加 をお願 い します。
【
応募・ 執筆要領 】

【
注意 事項】

1)こ の企画 へ のne Ddy Yomiunか

attn/文
らの謝礼 はす べてヽ LE― 」
・
として扱
うこ
学 環境学会 に帰属す るもの とす る。 (会 員よ りの寄付
とを役 員会で決定 )

2)選 考 は 「企画編集委員会」で行 う。選考結果については委員会 に一
任す る。 (委 員会では選択簡所 、 日本語訳の適否な どを主な基準 とし
て審査 します )

3)著 作権、特集継続 回数な どの理由で掲載その ものが不可能 にな る場
合があ る。

4)応 募者 は原則 としてる LE―Japan/文 学・ 環境学会会員 とす る。
5)応 募 の な い作家の場合 については編集委員会 の責任で作業 を行 う。
6)「 企画編集委員会」は、す べての応募者が上記応募要領 1)〜 11)

1)下 記 リス トにあ る作家・ 作 品名を確認 の上、特集 にふ さわ しい、

お よび注意事項 を了承 された もの と理解 します。

あ る いは 自然や地 球 環 境 へ の 意 識 を喚起 す るよ うな 当該 作家 の ノ ン

作家 リス ト】
【

フ ィク シ ョン作品の 一 節 を選択 ・ 引用 し、 日本語訳 を付す。

1.John Muir/2.M.Austin/3.H.Beston/4.Rachel

2)作 品の出典 を明記 す る。

Carson,Snent springo New York:Houglltonヽ 亜価 ,1962./
5.Edward Abbey,Desert Soutι tte. New York:McGraw―
H皿 ,1968./6. nie Dinard,Pibim at T回 くer Creek.New

(著 者名、書名、該当個所 ペー ジ、出版

社 、出版年 )
3)選 択・ 引用箇所 を もっ と もよ く説明するキ ー ワー ドを付す。
4)選 択 。引用箇 所 の 長 さは お よそ 5行 か ら20行 の範 囲 を 目安 とす

York:Harper&Ro″ ,1974./7.Bany k)pez,Arctic Dreams:

Ima― tion and Desire h a Nonhern Landscape,New York:
Scribner's,1986./8.Gary Snyder,The Practice ofthe W山 」

る。

5)特 集 との関連 は と くに考 慮 しな くとも良い。
6)作 家略歴 を 100字 以 内で記す。 (生 没年、代表作、 傾向な ど)
7)和 訳 は 自訳 に限 る。 (他 訳 を利用 した場合 は不採用 にな ります
8)応 募原稿 には英 文字数、 日本文字数 を明記す る。応募点数は一 人

:

Essay by Gtt Snyder.San Francisco:North Point press,
1990・

)

/9・ Robert Fヒ ch,Common
ノ

Ground:A Naturalistヽ

Cape Cod.Boston:Godine,1981./10.Terry Tempest Win―

一 点 に限 る。

iarns,Refuge:An Unnatural IIstory of Fallniy and Place.

9)採 否の結 果は直 接通知 しない。応 募原稿な どは返却 しな い。

New York:Pantheon,1991.

ASLEttapan
文 学・ 環 境 学 会

Newsletter

【
発

行】

ASLE「」apan/文 学・ 環境 学会
事務局 :立 教大学
野田

大学教 育研究 部英語科

研一

〒171東 京都豊島区西池袋

3‑34‑1

No.5
1997年 6月 16日 発行

じ―Malli noda@rlkkyo.acJp

編 集】
【
編集代表 大神田 丈二

