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会場（神戸女学院大学）までのアクセス

神戸女学院大学は阪急今津線「門戸厄神」駅より、徒歩約10分です。
「門戸厄神」駅からの経路は下の地図の通りです。

タクシーご利用の方は阪急「西宮北口」駅北改札口(北西口出口)よりタクシー約5分です。
運転手には「神戸女学院大学西門上」とご用命下さい。
なお「門戸厄神」駅にはタクシー乗り場がありません。

駐車場はありませんので自家用車でのご来場はご遠慮下さい。



会場構内

＊ 大会受付（文学館1階L10教室前）へは、正門を通り、坂道を道なりに進んで頂き、音楽館横の石段
を上がり、デフォレスト記念館を左に見てお越しください。

＊ 学内コンビニ（セブン・イレブン）は開店（10 :00～17 :00）しますが、当日午後は講堂で「子どものための
クリスマス・コンサート」も予定されており約350人の来場が見込まれます。大学近辺には食事をすると
ころがなく、各自、昼食をご持参ください。阪急西宮北口駅 今津線構内、阪急門戸厄神駅 駅前にコ
ンビニや、ベーカリーがあります。

＊ 神戸女学院は2014年、ヴォーリズのオリジナル校舎群12棟が国の重要文化財に指定されています。
開催前の30分間（10 :20～10 :50）、学生ツアーマイスターによるキャンパス見学を企画しております。
参加ご希望の方は、11月にお送りする出欠葉書の該当欄にご記入下さい。



教室案内図

開会式、英米文学シンポ、
総会、閉会式



懇親会会場

テアトル ル・ボア　　TEL：0798‒62‒1909　 [HP] http://www.igrektheatre.jp
〒663‒8204   西宮市高松町2番22号　兵庫県立芸術文化センター内2階
（阪急西宮北口駅　南改札口から、芸術文化センターへの直通連絡デッキで、コナミスポーツクラブ横を
とおり、徒歩約3～4分 )

神戸女学院大学（西門上）から懇親会会場までのタクシー料金は1,500円位です。タクシーご利用の際
はお乗り合わせなどお考え頂き、各自でタクシー会社へのご連絡をお願いいたします。「西門上まで」とお
伝えください。
　阪急タクシー （今からお迎え専用ダイヤル）　  （0798） 66‒2717

　　　　　　   （事前予約専用ダイヤル）　　　（0570） 089‒800

　　　　　　   ［受付期間は1週間前から前日まで。受付時間10 :00～22 :00］ 
　神戸相互タクシー　　　　　　 （0120） 51‒8484

               　　　（携帯電話から）    （078） 451‒0818

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ‒0808
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日本英文学会関西支部第13回大会プログラム
日時：2018年12月8日（土）  11 :00より　   　　　　　　　　　
会場：神戸女学院大学（〒662‒8505  兵庫県西宮市岡田山4‒1）

大会受付 10 :00より（文学館1階L10教室前）　受付、懇親会費納入

開 会  式 11 :00より（文学部1号館2階LA1‒21教室）
 挨拶　　　　日本英文学会関西支部支部長 新　野　　　緑

研究発表 第1発表  11 :10～11 :50 第2発表  11 :55～12 :35
 第3発表  13 :30～14 :10 第4発表  14 :15～14 :55

第1室 （文学館1階L3教室） 司会　大阪大学准教授 中　村　未　樹

1． Shylock ―血に飢えた獣か、処刑された異教徒か―　　　　　　
 関西学院大学大学院生 廣　野　允　紀

2.　イアーゴーの欲望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 神戸大学大学院生 山　口　ひかり

 司会　武庫川女子大学教授 前　原　澄　子

3． 【招待発表】18世紀後半のシェイクスピア編集クラブ
 奈良女子大学教授 西　出　良　郎

4． マーストン劇のパラテキストと諷刺家マーストンの戦略
 甲南大学准教授 杉　浦　裕　子

第2室 （文学館1階L7教室） 司会　京都大学教授 水　野　眞　理

1． 支配者の二つの顔
　　　―C. S. ルイスの『ライオンと魔女（�e Lion, the Witch and the Wardrobe）』における白い魔女の表象―
 近畿大学非常勤講師 野　田　ゆりこ

 司会　同志社大学教授 川　島　　　健

2． トルコ風呂とガラスのパビリオン
　　　―Misalliance に見るドメスティック・スペースへの侵入―
 関西学院大学大学院生 松　本　望　希
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 司会　京都大学教授 桂　山　康　司

3． パウンドと創造の春―死を越えて―
 奈良女子大学大学院生 橘　　　真　紀

4． シェイクスピアの『ソネット集』における ‘an economy of words’
　　　―自己について語りつつ、語らずとも語るもの―
 龍谷大学非常勤講師 田　中　敦　子

第3室 （文学館2階L20教室） 司会　近畿大学准教授 西　垣　佐　理

1． 自己を「演じる」
　　　―『ダニエル・デロンダ』におけるグウェンドリンをめぐって―
 神戸女学院大学非常勤講師 佐　藤　エ　リ

2． 「蘇り」としての歴史小説
　　　―『二都物語』と解釈行為―
 神戸大学大学院生 筒　井　瑞　貴

 司会　近畿大学教授 吉　田　幸　治

3． 英語の副詞と類像性について
 摂南大学専任講師 鈴　木　大　介

4． 【招待発表】期間の副詞句 for と since 句と現在完了形の用法
 和歌山大学准教授 西　山　淳　子

第4室 （文学館2階L22教室） 司会　近畿大学准教授 高　橋　路　子

1． 『歳月』の最終章「現代」の再検討
 奈良女子大学大学院生 豊　田　麻　美

2． 「シェイクスピアの妹達」を探して
　　　―『ジェイコブの部屋』が語る女性―
 神戸市外国語大学大学院生 中　土　井　智

 司会　関西学院大学教授 伊　藤　正　範

3． その電信的文体の愚かしさ
　　　―『闇の奥』と同時代のメディアテクノロジー―
 広島大学准教授 榎　田　一　路

4． （発表なし）
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第5室 （文学館2階L23室） 司会　立命館大学教授 竹　村　はるみ

1． （発表なし）

2． 【招待発表】 17世紀英国におけるジョン・ディーの評価
 奈良女子大学教授 横　山　茂　雄

 司会　同志社大学教授 金　津　和　美

3． Mary Shelley, �e Last Man における書くことと生きること
 武庫川女子大学附属中学・高校講師 野　間　由梨花

4． 歴史言説からの19世紀中世主義の再理解
 高知大学准教授 関　　　良　子

第6室 （文学館2階L24教室） 司会　相愛大学名誉教授 山　下　　　昇

1． アンソロジー Negro にみる白人による黒人擁護
　　　―“Nigger Jeff” を中心に―
 京都大学大学院生 小　林　亜由美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2． Hisaye Yamamoto の二短編 “Seventeen Syllables” と “Yoneko’s Earthquake” における
　  キリスト教的含意と異人種間関係
 神戸大学大学院生 古　川　拓　磨

 司会　佛教大学教授 野　間　正　二

3． J. D. Salinger のカウンター・カルチャー的表象
　　　―“Hapworth 16, 1924” におけるSeymour のブックリストをめぐって―
 神戸大学大学院生 尾　田　知　子

 司会　京都学園大学教授 古　木　圭　子

4． 【招待発表】覚醒のヴィジョン
　　　―August Wilson の「20世紀サイクル」における「骨の街」／「骨の人々」―
 大阪大学教授 貴　志　雅　之

第7室 （文学館2階L38教室） 司会　立命館大学教授 吉　田　恭　子

1． （発表なし）
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2． 爆発する糞便
　　　―Salman Rushdie の Midnight’s Children における摂食と排泄のエコノミー―
 大阪大学大学院生 石　倉　綾　乃

 司会　関西学院大学准教授 高　村　峰　生
3． ‘orphans’ が結ぶ世界
　　　―カズオ・イシグロの When We Were Orphans で表象される「孤児」の役割―
 武庫川女子大学大学院生 岩　本　朱　未

4． �e Buried Giant にみられる両価感情
　　　―復讐者たちが示す和解の可能性―
 京都女子大学非常勤講師 神　尾　春　香

シンポジウム　15 :10～17 :30

英米文学部門 （文学部1号館2階LA1-21教室）　

いま、イシグロを読む
 司会　京都外国語短期大学教授 荘　中　孝　之
 講師　　　　大阪大学大学院生 中　嶋　彩　佳
 講師　　　　　　関西大学教授 板　倉　厳一郎
 講師　　　　　　東京大学教授 田　尻　芳　樹

英語学部門 （文学館2階L28教室）

英語構文への認知言語学的アプローチ ―歴史・コーパス・インタラクション―
 司会・講師　神戸女子大学准教授 南　　　佑　亮
 講師　　環太平洋大学講師 森　下　裕　三 
 講師　札幌学院大学准教授 眞　田　敬　介

総　会 17 :40より（文学部1号館2階LA1-21教室）

閉会式 18 :00より（文学部1号館2階LA1-21教室）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挨拶 日本英文学会関西支部副支部長 竹　村　はるみ
懇親会 18 :40より（レストラン：テアトル  ル・ボア［兵庫県立芸術文化センター2階］）
 会費5,000円
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研究発表要旨

第1室 （文学館1階L3教室） 司会　大阪大学准教授 中　村　未　樹

第1発表  （11 :10より）

Shylock ―血に飢えた獣か、処刑される異教徒か―

 関西学院大学大学院生 廣　野　允　紀
Shakespeareの喜劇The Merchant of Venice （1596‒98頃）に登場する、強欲な金貸しのユダヤ人

Shylockに対して今まで数多くの研究がなされてきた。しかし彼を取り巻く「犬」のイメージに焦
点を当てた研究は多くなく、あまり問題にされていない。またAndreas Höfeleは、彼の著書Stage, 
Stake, and Scaffold: Humans and Animals in Shakespeare’s �eatre （2011）の中で劇場と動物いじめに用
いられた闘技場、そして処刑台がシェイクスピア演劇において、それぞれに関連性があること
を明らかにした。しかし、その関連性はShakespeareのほかの演劇作品にも多く見られ、その研
究分野はさらに進められるべきであると考えられる。Höfeleが著書では触れていなかった作品で
あるこの�e Merchant of Venice においても、闘技場や処刑場との結びつきが見られる可能性を論
じていく。本発表では、�e Merchant of Venice （1596‒98頃）を中心にHöfeleが明らかにした劇場、
闘技場、処刑台の3つのイメージの関連性を検証し、Shylockの解釈に新たな光を当ててみたい。

第2発表  （11 :55より）

イアーゴーの欲望
 神戸大学大学院生 山　口　ひかり
『オセロ』におけるイアーゴーの動機をめぐっては、S. T. Coleridgeの有名なフレーズ “the 

motive-hunting of motiveless malignity” を筆頭に、さまざまな見解が提起されてきた。本発表は、
イアーゴーの動機ではなく、彼の欲望という観点からアプローチを図るものである。イアーゴー
は何を求めていたのか。彼は出世、復讐、情欲など、さまざまなものを求めているかのように主
張する。しかしどれにも固執することがなく、まるで途中で忘れてしまったかのように興味が他
のことへと移る。イアーゴーの欲望を考えるうえで重要な示唆を与えてくれるのは、彼の一幕三
場の台詞である。ここでイアーゴーは人間の意志を庭師に例えて、意志の力で情欲を節制するよ
うに説く。この台詞は情欲に限らず欲望全般についての彼の考えを表している。彼は欲望を庭の
植物と同じく、意志の力で自在に植えたり引っこ抜いたりできると考えている。イアーゴーのこ
の考え方を手掛かりに、彼の真の欲望がいったいどのようなものであるのか検討してみたい。

 司会　武庫川女子大学教授 前　原　澄　子

第3発表  （13 :30より）

【招待発表】　　　　　　18世紀後半のシェイクスピア編集クラブ
 奈良女子大学教授 西　出　良　郎
シェイクスピアの戯曲は、18世紀前半にはニコラス・ロウ（1709）、アレグザンダー・ポウプ（1725）、
ルイス・ティボルド（1733）、ウィリアム・ウォ―バートン（1747）ら詩人、劇作家によって編集された。
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1765年にサミュエル・ジョンソンが出版した『シェイクスピア作品集』は、シェイクスピアの書
いたオリジナル・テクストの復元を試みた点、『英語辞典』（1755）編纂作業で蓄えた英語の知識
を背景に、18世紀の読者には理解しにくい語句に注釈を施した点で画期的だった。ジョンソン
を継いだジョージ・スティーヴンズの改訂版（1773, 1778, 1793）には、スティーヴンズが1766年
に出した編集協力要請広告に応じて、古事物愛好家、郷土史家、古典学者、聖職者、内科医たち
が専門的知識や経験にもとづく注釈を数多く寄稿している。本発表では、今日まで残るテクスト
上のいくつかの難問（cruces）をとりあげ、スティ―ヴンズや編集協力者たちのテクストとの格闘
の跡を辿りながら、シェイクスピア注釈史黎明期の熱気に触れてみたい。

第4発表  （14 :15より）

マーストン劇のパラテキストと諷刺家マーストンの戦略
 甲南大学准教授 杉　浦　裕　子
ジョン・マーストン（John Marston, 1576‒1634）とベン・ジョンソン（Ben Jonson, 1572‒1637）を
比較したヤーリング（Rebecca Yearling, 2016）は、ジョンソンの初期の諷刺喜劇が「諷刺は役に立つ」
という前提に立つのに対し、マーストン劇では諷刺そのものに対する作者の懐疑が見られると述
べる。確かにマーストン劇は諷刺の要素を多分に盛り込みながらも、劇中の諷刺家の立場は脆弱
で、作者も劇の意図が諷刺であるとは宣言しない。序劇やプロローグでも、「自分の意図は皆さ
んを喜ばせること」と繰り返し、自己卑下と観客への媚びが強い。しかし、諷刺詩人から劇作家
に転身したマーストンは、かつての諷刺詩で利用した「W. キンセイダー」の仮面を捨ててしまっ
たとまで言えるであろうか。
本発表では、基本的にマーストンの諷刺に対する姿勢には変わりがないのではないかという仮
定のもと、彼が劇作家としてのキャリアを重ねるうちに観客を操り味方につける術をマスターし
ながら、次第に劇においても諷刺詩の中で試みた問題意識を展開していったということを分析す
べく、彼の劇作品のパラテキスト（序劇、プロローグ、エピローグ、献辞など）に見られる諷刺家マー
ストンの戦略を辿る。

第2室（文学館1階L7教室） 司会　京都大学教授 水　野　眞　理

第1発表  （11 :10より）

支配者の二つの顔 
―C. S. ルイスの『ライオンと魔女（�e Lion, the Witch and the Wardrobe）』における白い魔女の表象―

 近畿大学非常勤講師 野　田　ゆりこ
C. S. ルイスによって書かれた『ナルニア国ものがたり（�e Chronicles of Narnia）』は、全七巻か

ら成る児童向けファンタジー作品である。本シリーズのうち、最初に出版された『ライオンと魔
女（�e Lion, the Witch and the Wardrobe）』では、ナルニアを冬の世界に閉ざした白い魔女が、絶対
的な悪の支配者として君臨している。白い魔女がキリスト教における悪を示唆していることは、
先行研究において既に言及されてきた。しかし、この白い魔女の造形の歴史的背景については、
充分な議論がなされていない。本研究発表では、白い魔女が、1940年代において英国と敵対し
ていたナチス・ドイツと、1950年代の弱体化する英国という二つの側面を持っているというこ

(70)



7

とを証明する。まず、『ライオンと魔女』の執筆の背景にあったナチス・ドイツの勢力拡大が、
白い魔女の全体主義的な統治と関連付けられることを検証する。更に、作品が出版された時代に
着目し、白い魔女の支配力の低下が、植民地を失い始めた大英帝国の弱体化と重なることを示す。

 司会　同志社大学教授 川　島　　　健

第2発表  （11 :55より）

トルコ風呂とガラスのパビリオン 
―Misalliance に見るドメスティック･スペースへの侵入―

 関西学院大学大学院生 松　本　望　希
本発表では、George Bernard Shaw, Misalliance （1909）に登場する「持ち運び式トルコ風呂」と「ガ
ラスのパビリオン」に注目し、さらにそれらを通して創出される中産階級的なドメスティック・スペー
スにおいて、結婚に関する旧来的な価値観とその変容がどのように提示されるのかを検討する。
下着製造業者Tarletonの屋敷に忍び込んできた男Gunnerが身を潜めるトルコ式風呂と、作品の
舞台となるガラスのパビリオンには、娯楽空間において労働者と交わることを嫌う、中産階級の
排他的な階級意識を見出すことができる。本作品は伝統的な風習喜劇の形式に則りながらも、囲
われたドメスティック･スペースへの侵入を描き出すことによって、中流階級の閉鎖性とそこに
立ち入ってこようとする新しい階級観を巧みに前景化している。20世紀初頭という、社会が大
きな変容を遂げつつあった時代を描く本作品において、舞台上の道具立てとしてのトルコ風呂と
ガラスのパビリオンが、その主題と密接な関係を有していることを立証することを試みる。

 司会　京都大学教授 桂　山　康　司

第3発表  （13 :30より）

パウンドと創造の春―死を越えて―

 奈良女子大学大学院生 橘　　　真　紀
本発表は、Ezra Pound （1885‒1972）の初期の詩作品、つまり、詩集Lustra とHilda’s Book に収録
されている、春に関する詩を扱うことで、Poundが、芸術の創造にとって欠かせない要素である
とした、セクシュアリティ、すなわち、エロス的モチーフが、詩においてどのような意味と機能
を担っているのかを考察するものである。Poundは、生涯にわたって、性的エネルギーこそが、
創造的、生産的な衝動の源泉になると考え、特に、詩的ヴィジョンとは、性的欲望の実現を遅延
させることにより生じるものだとしたが、このようなセクシュアリティとクリエイティビティ
に関する理論は、彼の春に関する詩にも色濃く反映されている。発表においては、“The Spring”、
“Coitus”、“The Summons” などの詩を見ることで、Poundが、春を地中で抑えつけられていた生
命力が噴出する季節と捉えていたこと、また、その春に、今はもういない女性への追慕の情を含
ませることで、性と死、過去と現在とをつなぐ方法的な視点を取り入れたことを明らかにしてい
きたいと考える。
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第4発表  （14 :15より）

シェイクスピアの『ソネット集』における “an economy of words” 
―自己について語りつつ、語らずとも語るもの―

 龍谷大学非常勤講師 田　中　敦　子
Joel Finemanによれば、シェイクスピアは『ソネット集』において、「唯一の種類の文学の主体

を編み出した」と述べる。Finemanの著書では、その「文学の主体」が、「詩的な自己」、「詩的な
一人称」、「新しい一人称の詩的ポーズ」、「唯一の種類の主観性」と言い換えられる。従来のソネッ
トの「賛歌」の伝統を踏まえながら、『ソネット集』の「斬新さ」と「効果」を推し進めるべく、シェ
イクスピアが独特の表現に書き直したのだとFinemanは論じる。発表者は、Finemanを始めとする、
『ソネット集』の自意識を深める解釈を援用しつつ、62番、121番、146番を取り上げる。中でも
146番は、特に『ハムレット』への関連性が感じられる。146番においては、シェイクスピアが創っ
た内的世界から繋がる死への認識を、彼特有の ‘an economy of words’ を探りながら探求したい。

第3室 （文学館2階L20教室） 司会　近畿大学准教授 西　垣　佐　理

第1発表  （11 :10より）

自己を演じる 
―『ダニエル・デロンダ』におけるグウェンドリンをめぐって―

 神戸女学院大学非常勤講師 佐　藤　エ　リ
ジョージ・エリオットによる長編小説『ダニエル・デロンダ』（1876）には、音楽や舞台芸術を

職業とする人物達が登場する。女主人公であるグウェンドリン・ハーレスもまた、「演じる」こ
とに強い関心を抱く人物である。ドラマツルギーの枠組みを社会学理論へと応用したアメリカの
社会学者アーヴィング・ゴッフマンは、個人は日常生活における他者との「社会的相互行為」の
中で、劇場のパフォーマーのように「役割」を演じており、性別、社会的地位、人種、外見といっ
た属性からの影響と共に、その「役割」は、移り変わっていく時間や空間、また場面によって異
なる他者―オーディエンス―の存在によって流動的に変化すると述べる。本発表は、ゴッフ
マンの議論を援用しながら、グウェンドリンの本質や彼女の英国ヴィクトリア朝における上流階
級の女性としてのアイデンティティーが、彼女が身を投じる社会的・家庭的範疇における他者と
の交流において、彼女にどのような自己を「演じ」させるのか、という点に着目する。
　

第2発表  （11 :55より） 

 「蘇り」としての歴史小説 
―『二都物語』と解釈行為―

 神戸大学大学院生 筒　井　瑞　貴
ジェルジュ・ルカーチは、歴史小説を「過去を現代の前史として蘇らせること」と述べる。ディ

ケンズの『二都物語』においても「蘇り」は、登場人物による歴史の解釈行為と密接な関係にあり、
歴史小説という形式への自己言及性が見出せる。作中では葬られていた歴史が「蘇る」ことによっ
て既存の過去―現在の因果律を解体し、その度に解釈主体や当事者に精神的動揺をもたらす。マ

(72)



9

ネットの生存の知らせはルーシーを失神させ、フーロンの偽装死が暴かれるとフランス市民は狂
乱状態に陥る。牢獄から発掘されたマネットの手記はダーニーの死刑判決を招き、書き手の狂気
を再発させる。本発表はこのように登場人物の歴史認識に修正や再構築を促す契機として立ち現
れ、個々人や社会集団の歴史や過去との向き合い方をめぐる差異を浮き彫りにする「蘇り」のモチー
フを中心として、作中の歴史解釈行為を包括的に検証する。あわせて従来希薄であると批判され
てきたディケンズ自身の歴史観の再評価も試みたい。

 司会　近畿大学教授 吉　田　幸　治

第3発表  （13 :30より）

英語の副詞と類像性について
 摂南大学専任講師 鈴　木　大　介
本発表では doubtless, no doubt, undoubtedly のグループを事例として、副詞と類像性との関係を

議論する。これらは形式の点から「doubt＋否定辞（語）」という語（句）形成の点で共通している一
方、微妙な差異も観察される例がある。
本研究では、大規模汎用コーパスであるBNCを用い、以下の5つの要因に着目した。（i）生起位置、

（ii）助動詞との共起関係、（iii）主語の定性、（iv）主語の構造、（v）主語の語数の5つである。これ
らの項目はvariationの差異に関わるだけでなく、類像性の観点と密接に関連しているものである。
結果として、（形式に着目すると）undoubtedlyの方がno doubtよりも（言語的な距離の点で）否定

辞（語）がdoubtに近く、この形式の違いが意味的な差異と密接に関連していることがわかった。
この点から、undoubtedlyの方が（確信の）意味が強く、一方でno doubtの方が様々な談話機能及び
対人的な機能を発達させているという言語事実を説明することが可能である。

第4発表  （14 :15より）

【招待発表】　　　　 期間の副詞句 for と since 句と現在完了形の用法
 和歌山大学准教授 西　山　淳　子
非限界事象の継続期間やその起点を表す for句と since句は、現在完了形と共起するとき、その

有無や文中での位置が完了形の解釈に影響することが観察されている。Extended-Now理論は、
それらの観察を根拠に 完了形の継続用法と非継続用法の違いは異なる意味に由来するとみなし
（Dowty 1979; Portner 2003, 2011）、前置された副詞句の位置は情報構造の影響ではないとみなす
（Kamp et al. 2015）。本発表では、完了状態アプローチ（Nishiyama and Koenig 2010）の立場から、
自然言語データに基づき for句と since句と現在完了形の解釈との関係 は語用論的傾向であること
を示し、その傾向は前置された期間の副詞句を領域設定主題（frame-setting topic）と捉え（Jacobs 
2001）、その対照主題性から説明可能であることを示す。
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第4室 （文学館2階L22教室） 司会　近畿大学准教授 高　橋　路　子

第1発表  （11 :10より）

『歳月』の最終章「現代」の再検討
 奈良女子大学大学院生 豊　田　麻　美
ヴァージニア・ウルフは『歳月』（�e Years 1937）において、パージター家の人々の半世紀にわ
たる歴史を描いた。第一章「1880年」から、物語が進み時代がくだるにつれて、威圧的な家長エ
イバルから、子どもたちが徐々に解放されていく。因習的な家長制度から解放されたことから生
まれる喜びと、社会の進歩に対する信頼感は楽天的な雰囲気を物語に与えている。
しかし、最終章前半部でその空気が一転する。パージター家の主要人物たちよりも一つ下の若
い世代、特にペギーが、戦争に向かう1930年代の英国社会が持つ攻撃性と支配欲に対しての不
安を執拗に語るため、緊迫感が漂っている。
最終章で強調される、「英国国民への支配」と、それ以前の「家庭内の父による支配」という2

種類の支配は、どのようにつながり、何を意味するのか。この点を読み解くために、ペギーが抱
く30年代英国社会への不安を分析する。それにより、ウルフの鋭い時代感覚が反映されている
最終章「現代」の重要性を考察したい。

第2発表  （11 :55より） 

「シェイクスピアの妹達」を探して 
―『ジェイコブの部屋』が語る女性―

 神戸市外国語大学大学院生 中　土　井　智
ヴァージニア・ウルフの長編第三作『ジェイコブの部屋』（1922）は、彼女の最初の実験的な作
品として知られる。瞬間的な場面を繋ぐ語りによって主人公ジェイコブの人物描写が希薄になっ
た意味について数多くの批評が書かれてきた一方、本作の語りが逆説的に彼の周囲にいる階級が
異なる様々な立場の女達の心理や生活の断片を描き出している点は見落とされがちだ。例えば、ジェ
イコブと列車に乗り合わせるノーマン夫人の内面や、彼が訪れるシリー群島に住むパスコー夫人
の生活を、自らも女性と明かす語り手は時に主人公ジェイコブ以上に雄弁に語ってみせる。執筆
直後作家に「自分の声で話し始める方法を確かに見つけた」（Writer’s Diary 46）と確信させた事は
一体何なのか？本論では語りが女性登場人物達の精神を現わす過程を例証し、エッセイ『自分だ
けの部屋』（1929）でウルフが示した「シェイクスピアの妹」との関連を示しつつ、本作が作家自身
の語りの転換点になった所以を示したい。

 司会　関西学院大学教授 伊　藤　正　範

第3発表  （13 :30より）

その電信的文体の愚かしさ
―『闇の奥』と同時代のメディアテクノロジー―

 広島大学准教授 榎　田　一　路
近年、19世紀以降の英米文学を、電信など同時代のメディアテクノロジーとの関連の中で捉
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えた論考が数多く見られる。イギリスが電信事業を国有化し、世界中に海底ケーブルを敷設した
19世紀後半、船乗りとしての経験を積んだジョウゼフ・コンラッドにとっても、電信は職務上
身近なテクノロジーであった。実際、電信は彼のエッセイや、長編・短編小説の重要な場面でた
びたび登場している。
本発表で主に注目する『闇の奥』において電信は直接登場しないが、比喩として言及される。
クルツのいる奥地出張所に向かう途中でマーロウは、薪の山と、「薪進呈。急げ。用心して近づ
くこと」と書かれた木の板、さらに60年前の古い操船術の本を発見する。彼はこの木の板に書か
れたメッセージの「電信的文体の愚かしさ」を罵倒したという。本発表ではこの短い一節に注目し、
『闇の奥』におけるメディアとしての電信の描かれ方について考察する。

第4発表  （14 :15より）

（発表なし）
　

第5室 （文学館2階L23教室） 司会　立命館大学教授 竹　村　はるみ

第1発表  （11 :10より）

（発表なし）

第2発表  （11 :55より）

【招待発表】　　　　 　17世紀英国におけるジョン・ディーの評価
 奈良女子大学教授 横　山　茂　雄
エリザベス朝において数学、占星学、地理学などの諸分野で名を知られたジョン・ディーは、

生前から毀誉褒貶相半ばする人物であったが、彼の遺した精霊召喚記録が1659年にメリック・カソー
ボンによって刊行されてからは、悪魔に誑かされた哀れな犠牲者、あるいは、迷妄に溺れて正気
を失った学者という像が基本的には定着していくことになる。しかしながら、その一方で、トマ
ス・フラー、ジョン・オーブリ、イライアス・アシュモールなどのいわゆる尚古家たち（antiquarians）
は、ディー及び彼の協力者エドワード・ケリーの事蹟に強い関心をもち、調査発掘に努めていた。
本発表では、特に尚古家たちのディー評価に焦点を当てて、彼らが17世紀英国において占めて
いた文化的位相の一端を考察してみたい。

 司会　同志社大学教授 金　津　和　美

第3発表  （13 :30より）

Mary Shelley, �e Last Man における書くことと生きること
　 武庫川女子大学附属中学・高校講師 野　間　由梨花

1826年に出版された �e Last Man （『最後のひとり』） は、Mary Shelley が夫や友人、自らの子供
たちの死後に執筆した小説である。先行研究では、しばしば、この小説は実話物語やディストピ
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ア小説だという指摘がされる。しかし、この小説が書かれた背景や作家の人生における経験など
を重ね合わせると、小説を「書く」という行為に対するポジティヴな意識がうかがえる。本研究では、
�e Last Man が実話物語やディストピア小説というカテゴリを超えて、Mary Shelley が小説を「書
く」ことをどのように捉えていたかを考察したい。Mary Shelley は彼女の記録を書き記すことによっ
て、気持ちを整理し、新たな自己の構築に踏み出すことを試みた。彼女は小説を「書くこと」を
通じて「生きること」に挑戦した。�e Last Manには、彼女がみずからの創造物と共鳴したいとい
う欲望が表現されていると言える。

第4発表  （14 :15より）

歴史言説からの19世紀中世主義の再理解
 高知大学准教授 関　　　良　子

19世紀の文学・芸術における中世主義は、同思潮の最高潮として、これまで多くの研究書で
論じられてきたが、この用語は、19世紀の文人が過去の時代に詩の題材や社会のモデルを求め
ようとする姿勢全般を指す言葉として、便宜的に使われてきたきらいがある。しかし、一般的に
中世主義詩人とみなされるテニスンやモリス、アーノルドらは、中世のみならずギリシア・ロー
マの古典や北欧神話等にも取材している。それでは、彼らがこうした過去の時代に詩の題材を求
めたのは何故なのか。本発表では、19世紀イギリスにおける中世主義の思潮を、これまでの中
世主義研究の文脈では言及されてこなかった、歴史言説を援用しながら再検討する。とりわけ、
ヘイドン・ホワイトによる、19世紀大陸ヨーロッパの歴史家らの歴史解釈に関する論考を援用
しながら、テニスンやアーノルドらが過去の時代に取材した詩と、歴史家らによるhistoriography 
（史料編修）との共通項を探る。

第6室 （文学部2階L24教室） 司会　相愛大学名誉教授 山　下　　　昇

第1発表  （11 :10より）

アンソロジー Negro にみる白人による黒人擁護 ―“Nigger Jeff” を中心に―

 京都大学大学院生 小　林　亜由美
1934年、イギリス人女性Nancy Cunardが編集した、黒人に関するアンソロジーNegroが出
版された。Negroには黒人からのみではなく、白人からの寄稿も掲載されているが、例えば、
Theodore Dreiserは、 “Speech on the Scottsboro Case June 5, 1931” を寄稿し、アメリカにおける黒人
差別を批判している。ドライサーは1895年頃に “A Victim of Justice” という未発表の短編を書い
ており、それが1901年に “Nigger Jeff” としてAinslee’s Magazine に掲載された。
このように、Negroには、これまで黒人問題への取り組みがあまり議論されてこなかった白人
作家のエッセイが収められており、作家の新たな側面を読み取ることができる。本発表では、キュ
ナードとNegroを概観した後に “Nigger Jeff” を取り上げ、白人作家であるドライサーの黒人問題
に対する意識を検証する。
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第2発表  （11 :55より） 

Hisaye Yamamotoの二短編“Seventeen Syllables” と “Yoneko’s Earthquake” における
キリスト教的含意と異人種間関係

 神戸大学大学院生 古　川　拓　磨
本発表では、日系二世アメリカ人作家Hisaye Yamamoto （1921‒2011）の“Seventeen Syllables”

（1949）と“Yoneko’s Earthquake”（1951）という第二次大戦以前のカリフォルニアで農業に従事する
日系人家族の日常を、作者の分身である日系二世の少女たちの視点から描いた二つの短編を扱
う。視点人物である日系二世の少女たちの状況理解には限界があり、読者は物語の表層的プロッ
ト（surface plot）だけにとどまらず、深層的プロット（buried plot）を慎重に読み取らねばならない。
物語内では労働者として登場する非日系登場人物たち（メキシコ系やフィリピン系）に「救世主」
的なイメージが付与されていることに注目したい。すなわちYamamotoの作品に見られるキリス
ト教的要素は、作者自身が経験してきたエスニシティ、ジェンダーという二重の抑圧からの解
放へと向かわせてくれるものとして捉え得る。本発表では、自らを “Christian Anarchist” と呼び、
�e Catholic Workerというキリスト教系新聞や黒人向けの地方紙Los Angeles Tribuneで編集者として
の勤務経験を有し、創作の土台にキリスト教的価値観を置いた作家Yamamotoが、これら短編で
提示しているキリスト教的含意と異人種間関係の意味を読み取っていきたい。

 司会　佛教大学教授 野　間　正　二

第3発表  （13 :30より）

J. D. Salingerのカウンター・カルチャー的表象
―“Hapworth 16, 1924”におけるSeymourのブックリストをめぐって―

 神戸大学大学院生 尾　田　知　子
J. D. Salinger （1919‒2010）の生前最後の発表作品である中編 “Hapworth 16, 1924”の大部分を占

めるのは、当時7歳のSeymourによってサマーキャンプ中に両親に書き送られた長い手紙の本文
である。Seymourは送付を希望する本のリストを手紙に含めている。そこには西洋の古典文学や
大衆雑誌だけでなく、東洋の思想書も名を連ねている。こうした古今東西の題材の選別と、西洋
との並列による東洋の重要性の強調によって、ユダヤ系作家Salingerは、1950～60年代のWASP
中心のアメリカ社会で同様に「周縁化」されてきた東洋にユダヤ系としての「周縁性」を重ね合わせ、
西洋と同等の価値を東洋に付与することで、「周縁性」の克服とWASP中心主義への対抗を試み
ているのではなかろうか。
本発表では、“Hapworth 16, 1924” におけるSeymourのブックリストを手がかりに、「周縁性」と
の折合いによって作品中に生じている緊張感が、いかにしてカウンター・カルチャー的表象に結
びついているかを考察する。それにより、対抗の手段としての異文化表象こそが、Salingerの創
作の原動力の一つであったことを主張したい。

(77)
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 司会　京都学園大学教授 古　木　圭　子

第4発表  （14 :15より）

【招待発表】　　　　　　　　　　  覚醒のヴィジョン　　　　　　　　　　　　  　
―August Wilsonの「20世紀サイクル」における「骨の町」／「骨の人々」―

 大阪大学教授 貴　志　雅　之
August Wilson の「20世紀サイクル」10作中、「骨の町」あるいは「骨の人々」のヴィジョンを見る

人間が登場するのは、1904年を舞台とする Gem of the Ocean （2003）と1911年が舞台の Joe Turner’s 
Come and Gone （1986）の2作に限られる。中間航路で命を落とし大西洋に捨てられたアフリカ人
奴隷の数は150万とも220万とも言われる。海底に眠る彼らの遺骨の集積から生まれた「骨の町」は、
アフリカ系アメリカ人のレガシーを語る上で重要な核となる。にもかかわらず、1920年代以降
を舞台とするサイクル8作でこれらのヴィジョンは姿を消し、語られることはない。
本発表では、「骨の町」、「骨の人々」の表象性をめぐって、これらのヴィジョンを目にし覚醒
する者の資質、アーント・エスターが司る「骨の町」への幻想航海が可視化する問題系を検討する。
そのうえで、サイクルが映し出す20世紀アフリカ系アメリカ人物語の展開にともなう「骨」のヴィ
ジョン消失の意味を探り、今に至るアフリカ系アメリカ人の姿を見るウィルソンの眼差しを再考
する。

第7室 （文学館2階L38教室） 司会　立命館大学教授 吉　田　恭　子                                               

第1発表  （11 :10より）

（発表なし）

第2発表  （11 :55より） 

爆発する糞便 
―Salman RushdieのMidnight’s Childrenにおける摂食と排泄のエコノミー―

 大阪大学大学院生 石　倉　綾　乃
Midnight’ s Children （1981）に頻出する排泄物のイメージ―建築に使われる牛の糞から、物語

の聞き手の名前に至るまで―は、多くの研究で無視されている。それが取り上げられる場合、
民衆的な笑いを惹起するカーニバレスクな要素として、あるいは高尚なものと下品なものとのヒ
エラルキーを転覆する契機として注目されることがほとんどだ。本発表ではまず、食べ、消化し、
排泄することと個人的な歴史を物語ることの関連性を指摘する。本作品の語り手は、食べた歴史
を消化によってアレンジすることで、それを公的な史実とは異なる個人的な歴史として排泄する。
ところが、物語と同義となった排泄物は、摂食と排泄のプロセスの継続を阻害するラディカルな
爆発性を合わせ持っている。排泄行為は予期しない殺害を引き起こし、全てを語り尽くした主人
公を爆発させる。このとき、物語行為と消化・排泄のプロセスとの並行関係はいかに捉えうるか
を探る。

(78)
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 司会　関西学院大学准教授 高　村　峰　生

第3発表  （13 :30より）

‘orphans’ が結ぶ世界 
―カズオ・イシグロのWhen We Were Orphans で表象される「孤児」の役割―

 武庫川女子大学大学院生 岩　本　朱　未
カズオ・イシグロの 5作目となる長編小説 When We Were Orphans （2000）では、「孤児」とい

う、子どもにとっての唯一の所属先と言っても過言ではない、「両親」を持たない存在に焦点
が当てられている。10歳で孤児となった語り手 Christopher Banksは、学生の頃、友人の  ‘well 
connectedness’  である様子を見て、自分が世界と何の「つながり」も持っていないことを自覚し、
時が来れば自力でそのつながりを作っていかなければならないと考える。その後、著名な私立探
偵へと成長したBanksは、彼なりの方法で世界とのつながりを強めながら、自身の居場所を広げ
ていく。
本発表では、こうしたBanksの世界とつながろうとする姿から、彼のような孤児こそがこの世

界を ‘everything will scatter. （WWWO, 135）’ となる状態から守っているのだと考察する。孤児たち
の ‘connectedness’ を求める働きは、最終章でBanksが触れる ‘cobweb’ というモチーフに表象され
ていると読み、イシグロの持つ「孤児」に対する根源的な見方について迫ってみたい。

第4発表  （14 :15より）

�e Buried Giantにみられる両価感情
―復讐者たちが示す和解の可能性―

 京都女子大学非常勤講師 神　尾　春　香
Kazuo Ishiguroの作品に共通する「記憶」を巡る問いは�e Buried Giant （2015）でも重要なテーマ

となっている。物語では、健忘の霧によって戦争の記憶が消し去られ、かつて敵対関係にあった
民族同士は緊張感を保ちながらも共存していた。しかし霧が晴れたことで虐殺の歴史が呼び起こ
され、人々は再び戦争へと向かっていく。このような凄惨な歴史を繰り返させないためには、そ
して平和を維持させるためには、過去の記憶を「忘れる」必要があるのだろうか。『埋葬された巨人』
は、目を背けたくなるような過去に対して、人や国家はどのように向き合うべきかというきわめ
て今日的な問題を提起している。
本発表では、多くの曖昧さが残るエンディングを分析することにより、負の記憶への臨み方を
考察する。そして過去の暴力の記憶が新たな暴力を育むという悲劇的な結末のなかにも、復讐の
連鎖を断ち切る展望が見出せることを指摘する。特に3人の復讐者―Axl、Wistan、Edwinが持
つ両価感情に注視し、その可能性を論じたい

(79)
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シンポジウム要旨

英米文学部門 （文学部1号館LA1-21教室）

いま、イシグロを読む
 司会　京都外国語短期大学教授 荘　中　孝　之
 講師　　　　大阪大学大学院生 中　嶋　彩　佳
 講師　　　　　　関西大学教授 板　倉　厳一郎
 講師　　　　　　東京大学教授 田　尻　芳　樹

シンポジウムのねらい

つねに記憶に拘りながらも、さまざまな場所を舞台にジャンルの壁をもやすやすと越えていく
イシグロ。彼はまた映画やテレビドラマの脚本も書いており、メディアによる表現方法の違いに
もかなり自覚的である。それでは彼の小説には、記憶を表象するためにどのような意識が働いて
いるのだろうか。
そして昨年ノーベル文学賞を受賞した彼はいまや、世界的に大きな影響力をもつ小説家であり、
若い世代の作家がその名に言及することも少なくない。具体的にそれらの作家の作品と比較する
ことによって、どのようなことが見えてくるのだろうか。
このようにその活動が複数のジャンルやメディアにまたがり、他の作家にも影響を与えるイシ
グロであるが、実際はどのようにインスピレーションを受け、作品を執筆しているのだろうか。
草稿を分析することで、その創作の秘密にどれほど迫ることができるだろう？
このシンポジウムでは、21世紀のいま、ここでイシグロの作品を読むことの意義、そして面
白さを、講師やフロアの皆さんと考えていきたい。

小説と映画とを往還するイシグロ

 大阪大学大学院生 中　嶋　彩　佳
『忘れられた巨人』（2015）の出版を記念し行われた来日講演会の中で、カズオ・イシグロは、
映画やテレビドラマ、舞台と比較した際の「小説」の利点は、人が過去の記憶を辿る時に経験する、
曖昧で謎めいた感覚を再現し、描くことができるところにあると語っている。イシグロによると、
私たちが過去を思い出そうとする際、その記憶は動画ではなく静止画として想起される上、小説
のような言語芸術は、こうした一瞬を捉えて書くことを得意としているため、舞台や映像作品よ
りも記憶を思い出す際の感覚を上手く表現することができるという。しかし、このようにメディ
アの差異を意識し、小説を読むことでしか得られない経験を読者に提供しようと試みるイシグロは、
同時に映画やテレビドラマの脚本も書いている。本発表では、イシグロの記憶表象について、小
説と脚本（特に1984年に放送されたテレビ映画 ‘A Profile of Arthur J. Mason’）との比較分析を行う。
両者の差異や共通点を探ることを通して、イシグロの記憶観や歴史観を明らかにしたい。

(80)
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イシグロと「若い世代の作家」
 関西大学教授 板　倉　厳一郎

2017年のノーベル賞受賞記念講演の末尾で、カズオ・イシグロは「若い世代の作家たち」が私
たちにインスピレーションを与え、導いてくれることを期待していると語った。だが、日本でこ
れほどノーベル賞受賞が騒がれたにもかかわらず、イシグロと若い世代の作家たちとの影響関係
が語られることはほとんどないように思われる。
本発表では、イシグロとデイヴィッド・ミッチェルを比較する。このふたりには少なからぬ接
点がある。イシグロはミッチェルのデビュー作 Ghostwritten （1999）を絶賛しており、ミッチェル
は『忘れられた巨人』（2015）におけるファンタジーの転用を擁護している。まったく異なる作風
の作家でありながら、原則として一人称で作品を書く、物語の舞台を作品によって大きく変える
など共通点もある。ここでは、イシグロとミッチェルを並べて読むことによって何が見えてくる
のかを示したい。

『わたしを離さないで』の草稿を読む
 東京大学教授 田　尻　芳　樹

2015年、テキサス大学オースティン校のハリー・ランサム人文学研究センターが入手したカズオ・
イシグロの草稿類は、世界中の研究者に開かれた状態にある。イシグロは、それらを手離す際に
綿密な整理を行い、さらに自分はどのように作品を書くかを簡潔に記した文章まで付けている。
これらの膨大な資料の調査は間違いなくこれからのイシグロ研究の主潮流になるだろう。今回の
発表では、『わたしを離さないで』の草稿類の中の構想ノート（‘Ideas As They Come’）を中心に、草
稿を見ることが作品解釈にどのような変化をもたらすのかを検討する。イシグロが作品を練る過
程で念頭に置いた他の作家たちや映画への言及、人物造形やプロット展開に関する逡巡と決断な
どをいくつか具体的に見てゆくことで、完成された作品の裏側にあった作品創造のドラマの一端
を伝えることができれば幸いである。

(81)
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英語学部門 （文学館2階L28教室）  

英語構文への認知言語学的アプローチ 
―歴史・コーパス・インタラクション―

 司会・講師　神戸女子大学准教授 南　　　佑　亮
 講師　　環太平洋大学講師 森　下　裕　三
 講師　札幌学院大学准教授 眞　田　敬　介

シンポジウムのねらい

認知言語学はその黎明期に旗手となった研究者（Filmore, Lakoff, Langacker, Talmy 等）の母語が
英語であったこともあり、英語に関する研究が多く蓄積されてきた。しかしその後、方法論とと
もに研究対象となる言語も多様化した。日本認知言語学会でも、特に若い世代において日本語や
その他の英語以外の言語に関する研究が増加し、相対的に英語研究はやや減少傾向にある。この
現状をふまえ、本シンポジウムは、英語の（構文文法理論が定義する意味での）構文現象を対象に、
認知言語学における英語研究の意義を3つの事例研究を通して再確認する場としたい。具体的には、
認知言語学的な理念・方法論を共有する講師3名が三者三様のスタンス（コーパス・インタラクショ
ン・歴史）から、（i）研究の余地のまだまだ残る現象を確認し、（ii）認知言語学が培ってきた多様
で柔軟性に富む視点と方法論によって、いかにそうした現象の発展的な分析が可能となるかを示
していく。

構文における動機づけの実在性に対する実証的研究 
―自動詞移動構文と使役移動構文を例に―

 環太平洋大学講師 森　下　裕　三
Goldberg （1995）によって提唱された構文文法では、さまざまな構文が取り上げられ、構文と

いう単位を想定することで初めて観察可能な多くの事実を明らかにしてきた。さまざまな構文間
の動機づけも、そんな事実のひとつである。本研究では、これらの構文間の動機づけのうち、特
に部分関係リンクに注目して、以下の（1）に挙げるような構文と（2）に挙げるような構文の関係
を用法基盤的な観点から再考する。

（1） a. The ball rolled into the gutter.
 b. The fly buzzed into the room.
（2） a. John rolled the ball into the gutter.
 b. John let the fly into the room.　　　　　　　　　　　　　　　　   （尾谷 2011: 87‒88）

Goldberg （1995: 78）は、自動詞移動構文が使役移動構文の真部分に相当する構文だと主張して
いる。たしかに、（1a） の例は （2a） の例の真部分だと考えられる。しかし、（1b） の例のように （2b） 
の例の真部分だとは言えないものがあるのも事実である（尾谷 2011: 86‒88）。本研究では British 
National Corpus をもちいて、両構文の動機づけに疑問を投げかける実証的な結果を示すことで、
両構文の関係を改めて検討する。

(82)
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2つのインタラクションから見た受益者項の意味拡張
 神戸女子大学准教授 南　　　佑　亮
先行研究では、いわゆる受益交替における受益二重目的語構文（=1b）は、対応する for 構文（=1a）
に比べて意味的な制約が大きいといわれる。

（1） a. John baked a cake for Mary.
 b. John baked Mary a cake. 

特に間接目的語指示物（受益者）については、直接目的語指示物を「受け取る」能力がなくては
ならないという制約の存在が指摘されている。その証拠の一つとして、間接目的語が既に亡くなっ
た人物を指す場合は、for 構文は可能だが受益二重目的語構文は使用できないという事実が提示
されたことがあった（Green 1974, 岸本2001, 等）。
しかし実際には、間接目的語が亡くなった人物を指示する受益二重目的語構文の実例は存在し
ている。また、何かを受け取る能力を有していない存在（乳児など）であっても同構文の間接目
的語での表現が可能である。いずれも「モノを受け取る能力の有無」という基準では説明がつか
ない事実である。そこで本発表では、従来の研究で注目していた受益者とモノ（直接目的語指示物）
のインタラクションに加えて行為者と受益者のインタラクションを考慮することで、こうした特
殊な拡張現象の動機づけの解明を試みる。

評言節としてのI must say ―その用法と構文（変）化について―

 札幌学院大学准教授 眞　田　敬　介
I must say は話し手の態度を表す評言節として使用可能で（Brinton 2008: 93）、「話し手の意見の

強調」を表わす（LDOCE （6th ed.））。内田（編）（2009: 475‒6）によると、I must sayは「言いたくは
ないが、黙っているわけにはいかない状況」や「特に賞賛する時」に用いられ、「文頭・文中・文尾」
に生起する（ex. It’s not the most exciting novel I’ve ever read, I must say, but it wasn’t too bad. （ibid.））。
この I must sayは話し手の心的態度（意見の強調）を表わすチャンクと化しており、認知言語学に
おける「構文」（Goldberg 2006: 5など）と見なせよう。しかし管見の限り、評言節としての I must 
sayを詳細に調査した研究はほぼない。
そこで本発表は、I must sayの談話機能や I must sayが強調する項目の種類（例、節、名詞句）と
生起頻度を共時的に調査する。さらに、それに基づき、主節から評言節に変化した過程を構文（変）
化（Traugott and Trousdale 2013）の枠組みから議論する。
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