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カリカチュアの展開と政治を語る場：
永井文庫から窺うブリテン統治の一断面　1793－1832

深貝　保則

洋上を漂う小舟―。その左手には舟を呑み込もうと

怪獣スキュラが迫ってくるのだが、その顔は奥から順に

プリーストリー、フォックス、シェリダンである。バー

ミンガムを拠点に置く非国教徒の牧師ジョゼフ・プリー

ストリーは急進主義的なメッセージを伝えていた。ウイ

ッグを率いるチャールズ・J. フォックスは対仏戦争など

をめぐって政権批判を強め、そしてアイルランド出身で

劇作家にして政治家として知られるリチャード・H. シェ

リダンも政権批判の一翼を担っていた。小舟の右手には

王冠状の形をしたカリュブディスの渦巻。王権を担うジ

ョージ３世の著しい影響力を体現している。スキュラと

カリュブディスとの両翼の苦難に見舞われながら、ブリ

タニア姫を載いてコンスティテューション号の船頭ウィ

リアム・ピット（小）が目ざす方向はといえば、左手に

聳えるデモクラシーの巨岩をかわしつつ、右手はるかか

なたに望む公共的幸福の港なのである。

＊

先ごろ名古屋大学附属図書館に寄贈された永井文庫の

なかに、580枚強のカリカチュアを収めた大判の『ジェー

ムズ・ギルレイ作品集』（1847年；永井文庫カタログ番号

Nagai: 215、以下同様）がある。ここにとりあげたのは、

「スキュラとカリュブディスに挟まれたブリタニア」と

いう題名のカリカチュア（図１）であり、1793年４月に

世に出た。フランス革命から間もない1793年―。この

年、国王ジェームズ３世は大陸列強と手を組んで革命へ

の干渉に性急であり、これに

対してフォックスやシェリダ

ンは対仏戦争に対して極めて

批判的な論陣を張っていた。

既にカリカチュアの描き手と

して好評を博していたギルレ

イにしては珍しく、この両翼

の極端の板挟みのなかでブリ

テンの舵を取らざるを得ない首相小ピットを好意的に描

いているようである。実際、ギルレイ没後30年余りを経

ての『作品集』に続いて程なく刊行された解説本『ジェ

イムズ・ギルレイのカリカチュアについての歴史的叙述

的説明』（1851年；Nagai: 223）はこの絵について、「当

時のピットの政治についての、カリカチュアというより

も美しいアレゴリーだ」と評した。

18世紀前半のウィリアム・ホーガスや19世紀中葉の

『パンチ』誌などに典型的なように、イギリスにはカリカ

チュアの厚い伝統がある。上流の人々の頽廃や民衆の滑

稽を巧みに描くホーガスに比して、ギルレイの場合は政

治風刺が主な主題であった。首相小ピットの営みを讃え

るアレゴリーはギルレイの作品としてはむしろ稀有であ

って、たとえばジョン・ブルの血の器から―つまり国

民の血税から―すくい取った金銭を貪り食う国王、王

妃、皇太子を描いて放漫財政を皮肉る「途方もない胃袋」

（1787年、図２）に見られるように、王室を槍玉に挙げる
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図１　James Gillray, Britannia between Scylla & Charybdis, 1793

図３　James Gillray, French Liberty — British Slavery, 1792図２　James Gillray, Monstrous Craws at a New Coalition, 1787
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のにも遠慮がない。とはいえギルレイは、サン・キュロ

ット派について人肉を―つまり人権を―喰い物に疲

れを癒す者たちとして描くなどフランスの状況には批判

的であったのだが、これとは対照的に、ブリテンに対し

ての批判はそれほどには烈しいものではない。「フラン

スの自由、ブリテンの隷属」（1792年、図３）でも前者

を飢えて痩せ細り、後者を満ちて肥えた姿として表現し

た。このようなバランス感覚を備えた風刺は当時のブリ

テンの政治状況のもとでは充分に許容されうるものであ

ったようで、宮殿やウェストミンスターの議会からも程

遠くないセント・ジェームズ・スクエアに店を構えてこ

とさらの妨害が出ることもなかったのである。

行政を担う宮廷（コート）と立法を担う貴族（カント

リー）との均衡によって体現される1688年の名誉革命体

制以降のイングランドの統治は、さまざまな緊張を孕み

つつも、18世紀初頭にあっては大陸諸国に比して圧倒的

に自由の雰囲気を醸し出していた。しかし18世紀終盤と

もなるとこの自由も色あせたものとなってしまう。アメ

リカ革命（独立）の折以来、リチャード・プライスら非

国教徒の思想家たちが宗教上の寛容と政治的自由を重視

する議論を展開した。また、フランス革命の反響のもと

ではプリーストリーの急進主義的主張と並んで、アイル

ランドにおいてユナイテッド・アイリッシュマンの主導

のもとでその自律性を強く求める気運が高まった。これ

ら一連の流れのなかで、一方ではジェレミー・ベンサム

が功利主義のロジックを活用して統治の枠組みを語る新

手の思想体系を持ち込み、これは1810年代以降には哲学

的急進主義のうねりを生み出して議会改革の推進勢力の

ひとつとなっていく。他方で、カリカチュアを含む膨大

なパンフレット群の登場は活字メディアを介して政治的

言説の大衆化を推し進め、統治のあり方にも影を落とし

ていくこととなった。

さて、ギルレイについで政治的な主題のカリカチュア

が人々の関心を集めたのは1810年代後半のことである。

バース出身でロンドンで育ったウィリアム・ホーンはや

がて著述や出版を営むが、しばしば事業に行き詰ってい

た。このホーンが1817年に出版した３つのパロディーは

不敬・涜神に当たるとされて裁判に懸けられたのだが、

1817年12月に３日連続で行なわれた公判の様子が出版さ

れ（Nagai: 218など）、ホーンは広く支持を集めることと

なった。その数年後、ホーンが娘を膝に絵本を読み聞か

せている折にあるアイデアが閃いたという。それは、子

供向きの『ジャックの建てた家』という伝統の主題を政治

パロディーに仕立てるものであったが、ジョージ・クル

ィクシャンクによる13枚の木版のカットを入れたホーン

のパンフレット『ジャックの建てた政治の家』（1819年）

は爆発的に売れ、またたく間に54回も版を重ねた。引き

続く数年のうちに『ジャックの建てた財政の家』、『ジャ

ックの建てた劇場の家』などの模倣作品が立て続くほど

に、その影響力は広がりを見せることとなった。

政治を主題にしたカリカチュアを描きながらもブリテ

ンの統治のあり方に対しては概して穏健な立場のギルレ

イとは対照的に、ホーンの政治批判には激しいものがあ

り、大成功を収めた『ジャックの建てた政治の家』に続

いて、『誤った統治を行なうという、諸王たちの正当な神

性：神聖同盟に捧げる』（1821年；Nagai: 304、図４）な

どを刊行する。1815年以来の付き合いのクルィクシャン

クによる挿絵を入れたホーンの政治パロディーはこうし

て注目を浴びたのだが、1820年代半ばになるとその人気

は冷めていった。その後、クルィクシャンクはディケン

ズの作品などの挿絵作家として活躍するようになったの

だが、これは、1840年代に発刊される『パンチ』誌に代

表されるような、イラスト入り大衆ジャーナリズムの到

来にとっての豊かな土壌の一端を担うこととなった。

ホーンの政治パロディーのなかからクルィクシャンク

図４　 William Hone, The Right Divine of Kings 
to Govern Wrong! Dedicated to the Holy 
Alliance, 1821
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を介して大衆メディアの展開に繋がるのと並んで、19世

紀初頭以降、政治を語る場の重層化が進展した。遡って

みれば18世紀初頭の公債や利子水準、スコットランドと

の合邦などをめぐるパンフレット合戦以来、18世紀を通

じて政治的なテーマは議員の演説や書簡の公刊、地方の

牧師を含む思想家たちの著作などを通じてオープンな場

に引き出されていた。18世紀末以降の時期においてもむ

ろん、この種の出版物は公刊された。永井文庫所蔵本で

いえばサミュエル・ロムリー、ウィリアム・ピット、リ

チャード・B. シェリダン、ウィリアム・ハスキッスンら

影響力のある政治家の演説集（Nagai: 055/1-2; 133/1-3; 

138/1-5; 271/1-3）がこれに当たる。19世紀に入ってから

の新たな傾向として、『エディンバラ・レヴュー』（1802

年創刊）など定期刊行物の隆盛や、『コベットのイングラ

ンド議会史：1066年のノルマン・コンクェストから1803

年まで』（全36巻、1806-1820年刊行）に代表されるアク

セスし易い議会史資料の整備が進んだ。さらに地方でさ

まざまな政治集会が開かれ、そのパンフレットも多く刊

行された。たとえばイングランド北東部のニューカッス

ル・アプオン・タインにおける住民集会についても挿絵

入りでパンフレットが作られたが（Nagai: 312）、この種

のパンフレットが当たり前になったのも、19世紀初頭以

来の大衆印刷メディアの変化の表われといえよう。

このように、18世紀におけるコーヒー・ハウスやサロ

ンの文化と知識・情報伝達とは一段と異なる形での、カ

リカチュアの政治的活用をも含む大衆メディアの展開が

進むなかで、1832年の議会改革に辿り着く。いわゆる開

明的貴族やベンサム流の哲学的急進主義と並んで議会改

革法案の推進に大きく関わったのは、バーミンガム政治

同盟であった。永井文庫は、そのバーミンガム政治同盟

を率いるトマス・アトウッドが議会改革実現後にバーミ

ンガムにおいて、いわば凱旋さながらに歓迎される様子

を伝える特報をも所蔵している（Nagai: 594）。

（横浜国立大学教授／経済思想史）

の新規開発事項を説明する形でその変化を示す。

2008年度は、昨年度構築したシステムをもとに、１）国

立国会図書館の PORTA を利用した書誌事項入力の

簡便化、２）個々の資料・情報源のページ作成機能、

３）Amazon Web Service を利用した図書の画像表示、

の３項目について開発を行った。以下では、これらの新

規開発３項目について説明する。

2.1　�国立国会図書館のPORTAを利用した書誌事項入

力の簡便化

通常、一つのパスファインダーには多数の資料・情報

源が掲載されているが、全てのメタデータを入力するた

めに要する時間は決して少なくない。パスファインダー

システムでは、入力上の障壁を軽減するために、国立

国会図書館が提供している PORTA（国立国会図書館デ

ジタルアーカイブポータル）を利用して、より少ない

ステップで情報源・資料の書誌事項を入力できるよう

にした。PORTA とは、国立国会図書館が2007年10月か

１．はじめに

2007年度より附属図書館および附属図書館研究開発室

が開発を進めてきた、パスファインダー協同作成支援シ

ステム（以下、パスファインダーシステム）が、来年度

からの運用に向けて最終段階に入っている。パスファイ

ンダーシステムの開発経緯はすでに他所１）２）で述べられ

ているので、ここでは2008年度の研究開発の内容を紹介

するとともに、今後の展望について述べてみたい。

２．2008年度の新規開発事項

第１図は、パスファインダーシステムを実際に利用し

て作成したパスファインダーの一部で、これまでに作成

されたパスファインダー（第２図）を移植したものであ

る（試験的に新システムに移行したものなので、第１図

に表示されているものが最終的なものではないことをお

断りしておく）。パスファインダーの中身や構成はほと

んど変わっていない。ただし、一見してわかる変化もあ

れば、表面上からはわからない変化もあるので、今年度

パスファインダー協同作成支援システムの正式運用に向けて
三根　慎二
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ら提供を開始した“国内各機関が公開するデジタルアー

カイブを統合検索するシステム”３）である。本システム

は、PORTA が提供している外部提供インターフェース

（API）を利用することによって、国立国会図書館蔵書目

録を始めとして、31のデジタルアーカイブに蓄積された

1000万件以上のデータが検索できる（第３図）。PORTA

を利用することでパスファインダーに掲載されるであろ

う資料については、インターネット上の情報源を除け

ば、大部分を網羅していると考えられる。以下に、パス

ファインダーシステムを利用してパスファインダーに資

料・情報源を登録する手順を簡単に説明する（ここでは、

パスファインダーに関連した資料を例とする）。

まずパスファインダーに資料・情報源を追加する場合、

第１図　パスファインダーシステムで作成したパスファインダー

第２図　既存のパスファインダー

第３図　PORTA とパスファインダーシステムの関係

第４－１図にあるような登録画面が表示されるので、タ

イトルフィールドにキーワードを入れて検索する。その

後、PORTA の検索結果が新しいウィンドウ（第４－２

図）で表示される。たとえば、仮に「パスファインダー

を探そう：情報を探す道しるべ」をパスファインダーに

追加する場合、タイトル名の左側にある選択ボタンを押

せば、元の登録画面に PORTA から取得したメタデータ

が自動的に入力され（第４－３図）、他に追加情報（資料

のタイプ、関連 URL、内容紹介のコメントなど）を記入

し、登録ボタンを押すことで、当該資料・情報源がパス

ファインダーに追加登録される（第４－４図）。
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第４－２図　PORTA を検索した結果

第４－３図　PORTA 検索による書誌事項の自動入力

第４－４図　作成された個別の資料・情報源のページ

第４－１図　資料・情報源の登録画面
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第１表　パスファインダーシステムに実装された機能の一覧

機能名称 概要

パスファインダー作成機能 （１）雛形パスファインダーの複製

（2007，2008年度） （２）リッチテキストエディタによるパスファインダーの編集

（３）コンテンツの編集補助機能

（４）「個別資料へのリンク」の編集と表示

パスファインダー提供機能 （１）現行の「パスファインダー」に近いイメージ（段組は不要）での表示

（2007年度） （２）PC 端末、PDA 端末／携帯端末への提供

（３）コメントの閲覧・追加

（４）コメントのスパム対策

個別資料作成機能 （１）個別資料の編集・表示

（2008年度） （２）入力補助（PORTA 検索）

個別資料提供機能 （１）コメントの閲覧・追加

（2007，2008年度） （２）コメントのスパム対策

（３）表紙画像表示（Amazon 検索）

コンテンツ維持・管理機能 （１）全文検索によるコンテンツの検索

（2007年度） （２）所有コンテンツの一覧表示

（３）作成コンテンツの制限

（４）協同作成者とのコンテンツの共有

（５）ワークフローに基づいたコンテンツの管理（非公開／公開）

（６）過去コンテンツの整理

2.2　個々の資料・情報源のページ作成機能

個々の資料・情報源について、利用者がより詳細な情

報を得られるように、個別のページを設けられるように

した（第４－４図）。第２図に見られるように、これま

でのパスファインダーでは、電子媒体はハイパーリンク

の付与を除いて基本的に紙媒体をそのまま電子化したも

ので、そこに掲載されている資料・情報源については書

誌事項や極々簡単な説明のみが記述されていた（もちろ

ん、紙幅による制限が大きい）。しかし、パスファインダ

ーの想定利用者である学部１、２年生にとっては、パス

ファインダーに掲載されている資料・情報源の書誌事項

や簡単な説明だけを提示されても、それらが一体どのよ

うな内容や位置づけにあるのか理解することは容易では

ないと考えられる。

新しいシステムでは、パスファインダー上で個々の資

料・情報源について書誌事項などのメタデータを表示す

るだけではなく、さらに登録者および利用者によるタグ

やコメントを付与することができる。この付加機能によ

って、パスファインダー上に掲載されている資料・情報

源に対する利用者の理解を助けることが期待される。

2.3　�Amazon�Web�Service を利用した図書の画像

表示

パ ス フ ァ イ ン ダ ー に 掲 載 さ れ た 図 書 に つ い て、

amazon.co.jp に表紙画像がある場合は、パスファインダ

ー上でも表示させるようにした。これは、Amazon が提

供している Amazon Web Service を利用したものであ

る。たとえば、第４－４図の個別のページに表示された

「パスファインダーを作ろう」の画像をクリックすれば、

amazon.co.jp のサイトが表示される。利用者は、パスフ

ァインダーに掲載および投稿されたコメントに加えて、

amazon に投稿されたレビューを読んだり、関連図書を

見つけ、資料に関する多様な情報を得ることができる。

以上、2008年度におけるパスファインダーシステムの

新規開発事項を述べてきたが、昨年度からの研究開発の

成果を含めて、同システムに実装された機能は第１表の

ようにまとめることができる。
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９月８日… 第５回 FM
… 第32回オープンレクチャー：
… …秋山晶則「地域の歴史情報資源の活

用」
10月６日～10月27日
… …秋季特別展「西洋近代思想と永井

文庫―最大多数の最大幸福を求め
て―」

10月20日… 第６回 FM
11月10日～11月24日
… …2008年初冬源氏物語千年紀記念

事業「源氏物語の書物と絵画」
11月15日… 源氏物語千年紀記念事業講演会：
… 高橋　亨「『源氏物語』と後宮文化」
11月17日… 第７回 FM
12月15日… 第８回 FM

３．今後の展望

この２年間にわたって行われたパスファインダー協同

作成支援システムの研究開発は、ひとまず終了する。し

かし、パスファインダーシステムによって技術的に可能

なこととそれが実際に使われることとは別の問題であ

り、使われるための仕組みを考案しなければならない。

パスファインダーシステムが学内で持続可能な形で運用

され、教員・学生双方から活用されるためには、まず図

書館内はもとより学内他部局の認知・連携・支援などの

制度的な裏付けや、利用者である教員・学生・図書館員

のニーズを把握し、フィードバックを継続して収集する

ことなどが必要不可欠である。

パスファインダーシステムは実践をまだ経験していな

い生まれたばかりのシステムである。また、様々な制約

から当初予定していた機能を実装することができなかっ

た。真に利用者にとって有益なシステムとなるよう、来

年度以降も継続して研究開発を行う予定である。

 （研究開発室助教／図書館・情報学）
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