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＜講演１＞経済学における人間像の変遷
～アダム・スミスへの現代的回帰～
北海道武蔵女子短期大学学長

町野 和夫

経済学の古典と言えば、アダム・スミスの『国富論』が真っ先に挙げられます。
一般的にイメージされている『国富論』の主張は以下のように要約されます。
人々が自己利益を追求する活動をしていれば、「市場の見えざる手」（市場で、需要と供給が一致するように
自然に価格が決まること）によって、経済全体の需要と供給が適切に調整され、経済はうまく回っていく。
しかし、アダム・スミスの学問は、もっと総合的な人間と社会に関する理解に基づいたものであり、現在の経済学
の進むべき道を「照らし」てくれるものとも言えます。

1.

アダム・スミスの考えた社会と人間
スミスの時代には経済学はまだ独立した学問ではなく、スミスも道徳哲学の教授で、主著の『道徳感情論』

（1759）では、社会の秩序と繁栄を成立させる人間本性は何か？ということについて議論しました。スミスは、人間
の「同感」する能力に基づく「正義」や「慈恵」の気持ちが社会の秩序をもたらし、その上で利己心に基づく自由な
競争があって繁栄がもたらされると考えました。その後、『道徳感情論』をもとに現実の社会制度や政策を体系的
に議論する著作の一部として書いたのが『国富論』（1776）です。
現代の経済学からアダム・スミスの経済学を見ると、理論と政策，歴史の混在（総合）した壮大な体系です。しか
もそれは、スミスの論考の一部でしかなく、逆にスミス側から見ると、現代の経済学は細分化・専門化が進み，それ
ぞれの分野では高度化しているが，複数の分野に精通することは難しく，全体を理解したうえで議論することは難
しい、と見えそうです。

2.

現代の標準的な経済学とその人間像
経済学は総合的な人間や社会の中で、経済活動を行う人間（や企業）の自由な競争の側面の分析に専門化し

てきました。しかも、人間の頭の中は分からなかったので、観察出来る消費者や企業の行動を合理的な論理を積
み重ねて説明し理論化してきました。
しかし、それも完全ではありませんでした。不足している要素の一つが、他者の行動をどう予測するかに関する
理論です。こうした互いの行動の読み合いを分析するためにゲーム理論という新たな理論も考案されました。とこ
ろがゲーム理論での分析を精緻化していくと、プレーヤーである消費者や企業は皆、将棋の名人以上に相手の
打つ手を読み切ることが出来なければならなくなります。

3.

経済学における人間像の見直し
こうした経済理論の行き過ぎた精緻化への反省とともに、経済学の様々な実験や現実の人々の観察から、

人々は必ずしも経済理論の予測通りに行動しないことも明らかになってきました。そうした人間の行動の癖を心理
学的実験によって明らかにしたのが行動経済学です。
さらに経済学以外の分野、例えば脳科学や動物行動学などの分野で研究が進んだことで、人間の脳や感情の
進化の過程、つまり経済学が分からないと考えていた人間の「頭の中」が少しずつ解明されてきました。
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４． 人間への総合的理解（アダム・スミス時代）への回帰
スミスの想像していなかったであろう、このような学問の進展は、「同感」などの人間の本性と社会の秩序に関す
る彼の哲学的思索が科学的に裏付けられたとも言えます。
細分化，専門化された経済学や脳科学などを総合して経済全体を分析することは，スミス時代よりはるかに複
雑で難しくなっていますが、経済学が取り組まなければならない課題でしょう。また、行動経済学や脳科学の知見
は人間の意思決定をある程度操作可能にするため、悪用されるリスクがあります。それを防ぐ方法を考えることも
今後の課題だと思います。
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〈講演２〉イギリス人作家ジェイン・オースティンの若き日の小説を読む
北海道武蔵女子短期大学教授

沢辺 裕子

ジェイン・オースティンはイギリスで最も人気の高い作家の一人で、小説はたびたび映像化され、ゆ
かりの家は博物館にもなっています。ジェイン・オースティンは登場人物の性格を説明しません。台詞
から、性格がぱあっと鮮やかに浮かび上がるのです。『高慢と偏見』（1813 年）のそんな場面をご紹介し
たいと思います。みなさまの読書や映画鑑賞の一助としていただけるのなら幸いです。

時代背景
イギリス ハノーヴァ朝 摂政時代 （1811-1820）皇太子ジョージ王子（のちのジョージ四世）
アメリカ独立（1776）
、フランス革命（1789）
、ナポレオン戦争（1804-15）
産業革命‥‥例えば、蒸気機関車の発明（1814） → 鉄道建設の時代へ
《ロマン主義時代の小説》
ゴシック小説 アン・ラドクリフ『ユドルフォ城の怪奇』(1794)
メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』（1818）
歴史小説
ウォルター・スコット『ウェイヴァリー』（1814）
、『アイヴァンホー』
（1819）など
〔スコット作品の特徴〕 舞台…広汎に渡る時代のスコットランド、イングランド、フランス
登場人物…王侯・貴族から盗賊や乞食まで
題材…戦争や冒険

ジェイン・オースティン Jane Austen (1775-1817)
『分別と多感』(Sense and Sensibility, 1811)
『高慢と偏見』(Pride and Prejudice, 1813)
『マンスフィールド・パーク』(Mansfield Park, 1814)
『エマ』(Emma, 1815)
『ノーサンガー・アビー』(Northanger Abbey, 1818)
『説得』(Persuasion, 1818)
〔オースティン作品の特徴〕 舞台…当時のイングランドの限られた地域
登場人物…紳士階級の数家族
題材…平凡な日常

“Three or four families in a country village is the very thing to work on.”
「田舎の村の三、四家族。これがまさに書くにはふさわしい題材」

〔限嗣相続 entail〕
男子一人だけが家屋敷を継ぐ
土地から得る「年収」として次男以下の息子や娘たちに与えることは可能

〔自由間接話法〕エリザベスは旅行中に、以前に結婚を断った男性の屋敷を見学する。そこに彼が現れる。

She was overpowered by shame and vexation. Her coming there was the most
unfortunate, the most ill-judged thing in the world! How strange must it appear to
him! … Oh! why did she come?
Pride and Prejudice (Chapter 43)
〔直接話法〕
〔間接話法〕

She asked herself, ‘Oh! Why did I come?’
She asked herself why she had come.
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『高慢と偏見』Pride and Prejudice (1813) より
《裕福な独身男性は‥‥》
ハートフォードシャー州ロングボーン屋敷のベネット家には五人の娘がいる。しかし父親ベネット氏の
死後は、遠い親戚の牧師コリンズ氏が家屋敷を相続することになっていた。そのため母親ベネット夫人の
一番の願いは、娘たちに良い結婚相手を見つけることだった。ある日、裕福な青年ビングリー氏が村のネ
ザーフィールド屋敷の新しい住人となり、近々村にやってくるという知らせが入る。

It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be
in want of a wife.
そのような男性が近隣にやって来た場合、その男性の気持ちや考え方がほとんど知られていないとしても、周辺の
家族たちの頭にはこの真理 (this truth) がすっかり定着しているので、この男性は自分の家の娘たちの誰かの、正
当な所有物とみなされるのだ。

“My dear Mr. Bennet,” said his lady to him one day, “have you heard that Netherfield Park is let
at last?”
Mr. Bennet replied that he had not.
“But it is,” returned she; “for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it.”
Mr. Bennet made no answer.
“Do not you want to know who has taken it?” cried his wife impatiently.
“You want to tell me, and I have no objection to hearing it.”
This was invitation enough.
“Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of
large fortune from the north of England . . .
‥‥その青年は月曜日に四頭立ての馬車でやって来て、屋敷をすっかり気に入り、すぐにモリス氏と話を決めたそうよ。

聖ミカエル祭（9 月 29 日）までには越して来ることになっていて、召使いのうちの何人かは来週末には屋敷に入るの
ですって。
」

“What is his name?”
“Bingley.”
“Is he married or single?”
“Oh! single, my dear, to be sure! A single man of large fortune;
four or five thousand a year. What a fine thing for our girls!”
(Chapter 1)
かて

《詩は恋の糧？》
ベネット家の長女ジェインは夕食に招かれたネザーフィールド屋敷で病気になり、次女エリザベスが看病
のため一緒に滞在していた。ある日、母親ベネット夫人が下の二人の娘たちを伴い見舞いに来る。母親がジ
ェインの容貌を褒め称え、自慢話をする。「ある男性がもう少しで結婚を申し込むと思ったが、ソネット詩
を一編送っただけだった」という母親のお喋りが恥ずかしいエリザベスがなんとか話を終わらせようと‥‥
「そのように彼の愛情も終わったのです」とエリザベスがたまりかねて言った。「そんな風にして終わりになった恋がずいぶん
たくさんあったのでしょうね。恋を追い払うには詩が効くと最初に発見したのは誰だったのかしら？」

“I have been used to consider poetry as the food of love,” said Darcy.
「元気でたくましく健康な恋ならそうかもしれません。もともと丈夫なものは、何でも栄養にしますから。でも
それが痩せて弱々しい恋心でしかないのなら、上手なソネット詩一つで、すっかり飢えさせられてしまいますわ」

Darcy only smiled. . . .

(Chapter 9)

cf. “If music be the food of love, play on.” (Shakespeare, Twelfth Night, Act 1, Scene 1)
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〈講演３〉アメリカ人作家レイモンド・カーヴァーの晩年の詩を読む
北海道武蔵女子短期大学特任教授

松田 寿一

村上春樹氏による翻訳全集刊行などにより日本でもよく知られるレイモンド・カーヴァー（Raymond Carver
1938-88）は著名な短編小説作家ですが、すぐれた詩人でもありました。50 歳で肺癌のため亡くなったカーヴ

ァーは生前、まだ本人に癌の告知がなされていなかった頃のインタヴューで「墓石には‘詩人’とだけ一
言彫ってもらえば、ぼくとしては満足だよ」と冗談まじりに語ったことがあります。それまで長い間
詩を書いていなかった彼は、そのインタヴューの１、２年前から憑かれたように詩作に没頭していま
した。本講座ではそんなカーヴァーの晩年の詩を取りあげながら、詩人としての一面を紹介します。
Ⅰ

詩人としてのカーヴァー
◆ カーヴァーの文学世界に影響を与えた、あるいは関連する人々
アーネスト・ヘミングウェイ―少ない言葉で多くのことを語る文体、簡潔で切り詰められた表現から多くのことを
学ぶ。後年になっても折にふれ、ヘミングウェイの短編を読み返した。
アントン・チェーホフ―自身と似た出自と生き方、短編作家として描く世界、病魔と闘う姿など、生涯、敬愛し
続けた。カーヴァーの晩年の詩や小説にはチェーホフに触発された作品が多い。
チャールズ・ブコウスキー―底辺に生きる人々の生活現実を赤裸々で、破天荒かつユーモアを交えて描く。
のちに進む方向は違ったが、若い頃のカーヴァーにとってヒーロー的存在の作家。
フランツ・カフカ、画家エドワード・ホッパー―不条理で威嚇的な現実を生きる人々の孤独、疎外感、渇望と空
虚、不可思議な世界と隣り合わせの感覚などがカーヴァーの世界に通じる。
詩人 W. C. ウィリアムズ―「観念ではなく、具体的なモノ（事物）を通して語る」という詩に対する考え方がカー
ヴァーの詩に大きな影響を与えた。＊カーヴァーは尊敬する二人の作家に捧げた “Poem for
Hemingway & W. C. Williams”と題する詩を残している。
◆ Raymond Carver (1938-88) の詩集等刊行年譜
年譜のように、38 歳で初めて短編集 Will You Please Be Quiet, Please? 『頼むから静かにしてくれ』（全米
図書賞候補）が刊行される前にカーヴァーは 3 冊の詩集を出版している（30 歳、32 歳、38 歳のとき）。その
後、詩作は中断するが、1983 年短編集 Cathedral 『大聖堂』刊行後、詩集 Where Water Comes

Together with Other Water 『水と水とが出会うところ』と Ultramarine 『ウルトラマリン』を相次いで出版。
30 歳代までの 3 冊の詩集と晩年の詩集とでは大きく趣きが異なる。40 代後半に書かれた作品には「人間の生
と死」という問題を正面から見つめた、深みのある詩が多くなる。今回はこれらの詩集から数編を取りあげる。
1968 年（30 歳）詩集 Near Klamath 『クラマス川近くで』
1970 年（32 歳）詩集 Winter Insomnia 『冬の不眠症』
1976 年 2 月（38 歳）詩集 At Night the Salmon Move 『夜になると鮭は』
同年 3 月（38 歳）短編集 Will You Please Be Quiet, Please? 『頼むから静かにしてくれ』
1983 年 9 月（45 歳）短編集 Cathedral 『大聖堂』（翌年、ピューリッツァー賞候補）
1985 年（47 歳）詩集 Where Water Comes Together with Other Water 『水と水とが出会うところ』
1986 年（48 歳）詩集 Ultramarine 『ウルトラマリン』

＊1988 年 8 月（50 歳）死去

＊1989 年 詩集 A New Path to the Waterfall 『滝への新しい小径』
Ⅱ

カーヴァーの人生と詩
◆ カーヴァーの詩には短編以上に自伝的要素が含まれているため、以下、簡単に彼の略歴を辿る（詳しくは
パワーポイントの資料を参照）。
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「西海岸オレゴン州生まれ。1957 年、19 歳だったカーヴァーは当時 16 歳のメアリアン・バークと結婚、長女
誕生。翌年、長男が生まれ、20 歳で二児の父親になる。雑役夫など夜間働きながら大学の創作クラスに通う。
作家を志したがアルコール依存症のため入退院を繰り返し、妻と別居。再起したのち、1976 年、短編小説
集が評価され、アメリカを代表する作家となった。1977 年 11 月、詩人テス・ギャラガーと出会い、交際を始め
る。1982 年メアリアンと離婚。1983 年と 1988 年にオー・ヘンリー賞（一席）を２度受賞。1987 年 9 月、肺出
血。翌年の 3 月、癌が脳に転移。1988 年 6 月、テスと結婚。２ヶ月後の 8 月 2 日、ワシントン州の自宅で死
去。」
◆ アルコール中毒によって惨憺たる生活を送った時期、そしてその後再起し、生き直した時期を回想した詩集
『水と水とが出会うところ』より、当時のカーヴァー家の状況がかいま見られる詩の例として「来年」（黒田訳）、
「呪われたもの」（村上訳）を紹介（部分）。（但し、おぞましい世界が描かれているとはいえ、これらはあくまで
も文学作品であり、現実をそのままに写しだしたものではない。むしろ、悪しき出来事ですらも、その意味を
自身の人生という物語のなかに位置づけようとした詩である。）
Ⅲ

再起後の詩―『水と水とが出会うところ』『ウルトラマリン』より

◆ アルコール依存による脳死寸前のところで生き延びた後の詩集においてカーヴァーは、良きこと、悪しきこと
すべてを自身の物語として綴り直し、自分を、そして自身のヴォイス（声）を取り戻そうと試みた。いわば、しらふ
になり、生きかえったカーヴァーによる『水と水とが出会うところ』から、「ウールワース 1954」（概要）、「橋げた」
（日本語訳全文）、「テスに」（日本語訳と原詩）、『ウルトラマリン』より「蜘蛛の巣」（日本語訳と原詩）を紹介。
◆ カーヴァーの詩の特徴

＊インタヴュー等より

① 現実の生活の中で心を動かされた出来事を取りあげる
② 抽象的・知性的な語を使わず、普通のことばで語る（難解ではない）
③ 物語性があり、それに応じた自然な詩の形（フォーム）をとる
④ 詩としての簡潔性がある
「（カーヴァーの詩は）切り取られた日常が、日常的言語で、しかも飾り立てられることもなくさらりと語られ、
それでいて詩としての簡潔性と結晶のごとききらめきをもっている。（今村楯夫「切り絵の中の《日常》と詩
空間」『ユリイカ』第 22 巻第 7 号、1990 年、110 頁）」
◆ 詩の主題としての「生と死の問題」

＊インタヴューより

「四十代半ばにもなれば、死の影はだんだん重くなっていく。
（略）詩というのは結局のところ生と
死の問題を扱うものなんだ。
（略）時間は短いし、水位はどんどん上がっていく。」
（ウィリアム・
スタル（インタヴュアー）
「生と死の問題」（レイモンド・カーヴァー『必要になったら電話をか
けて』村上春樹訳所収、中央公論新社、2004 年、263 頁）
◆ 死を予見していたカーヴァーにとって「いま、ここに生きる意味」とは？ ＊インタヴューより
「ぼくが飲んだくれていた時期の終わりのころ、きっと焔はすっかり消えてしまっていたんだ。だ
けどぼくは生き残った。
（略）ぼくは人生をもう一度やり直すチャンスが与えられたような気がし
ていたんだ。
（略）また書き始めたんだ。それはただ賜物だったとしか言いようがない。
（略）毎日
がボーナスなんだ。今では一日一日が至福に満ちてるんだ。」
（マイクル・シューマッハー「焔のあ
と、焔の中へ―カーヴァーとのインタヴュー」杉浦悦子訳（
『ユリイカ』第 22 巻第 7 号、1990 年、
80 頁）⇒ 「いま、ここに生きる意味」とは、命が続く限り、自身にとって一番大切なこと、「書くこと」
を続けること。一日一日を天からの恵み（bonus）、賜物（gift）として受けとめながら。
Ⅳ

没後、出版された詩集『滝への新しい小径』

◆

墓碑にも刻まれた「おしまいの断片」
（日本語訳

と原詩）とこの詩集に対する村上春樹氏の解題を紹介。
以上
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