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　このように諸潮流がひとつの方向に向かった帰結として、著しい数の

「ニューヒストリー」のもっともよく知られた唱道者たちが、今、一度は軽蔑

された物語りの型に回帰している。それでいて、歴史家たちは――出版社さえ

も――、自分たちがそのようにするときに今なお僅かにきまりの悪さを感じて

いるようである。1979年に『パブリッシャーズ・ウィークリー』誌――業界

人のための機関誌――は、ルイ16世の裁判の物語である新刊本の長所を、次の

ような独特の言葉でアピールした。「ジョーダン（Jordan）は学
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を選んだが、…それは明晰さと総合の模範である〔強
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調は著者［ストーン］による〕」（15）。評者は明らかにその本に好意的だったが、

物語り的なものは定義上学問的ではないと考えていたのである。「ニューヒス

トリー」派の著名な構成員が物語りを書くとき、彼の友人たちは「もちろん、

彼がそうしたのはただお金のためなのです」と言って彼のために弁明する傾向

にある。こうしたかなりバツが悪い弁明にもかかわらず、歴史叙述の潮流は、

内容、方法及び型において、どこを見ても明白なのである。

　ノルベルト・エリアス（Norbert Elias）の作法にかんする先駆的著作『文

明化の過程』は、40年間にわたって鳴かず飛ばずで読まれることがなかった

のち、突如として英語とフランス語に翻訳された（16）。セオドア・ゼルディン

（Theodore Zeldin）は、標準的な教科書のシリーズにおいてフランス近代史

にかんする輝かしい二巻本を書いたが、その本は、伝統的な歴史学のほとんど

すべての側面を無視して、ほぼ感情と精神状態だけに注意を傾けている（17）。

フィリップ・アリエス（Philippe Ariès）は、死という普遍的なトラウマにた

いする応答を膨大なタイム・スパンで研究した（18）。魔女の歴史は、突如とし

てあらゆる国で成長産業になったが、それは家族史と同様であった――その家

族史は、幼年期、青年期、老年期、女性、そしてセクシュアリティの歴史を含

んでいる（後ろのふたつは、知性の過
オ ー バ ー キ ル

剰殺戮にいたる深刻な危険にある話題で

ある）。ここ20年間にわたり歴史研究がしばしばたどってきた軌跡の、非常に

優れた例は、ジャン・ドリュモー（Jean Delumeau）の研究関心によって示

される。彼は1957年に社会（ローマ）の研究をはじめ、1962年には経済的生

産物（ミョウバン）の研究が続き、1971年には宗教（カトリシズム）の研究

に取り組んだ。1976年には集合行動（桃源郷）を研究し、1979年についには

感情（恐怖）を研究した（19）。

　フランス人にはこの新しい話題を記述するための言葉――マンタリテ（心

性）――があるが、不幸なことにこれはあまり明瞭に定義されてはいないし、

あまり容易に英語に翻訳できるものでもない。いずれにせよ、物
ス ト ー リ － ・ テ リ ン グ

語を語ること、

つまり、目撃者と参加者の証言に基づいて、ひとつのあるいはそれ以上の
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「出
ハ プ ニ ン グ

来事」を非常に詳細に状況に則して物
ナ レ ー シ ョ ン

語ることは、明確に、過去の心性の

外部への表出の幾分かを取り戻す一手段である。もちろん、分析はその企ての

本質的な一部であり続けている。この企ては、体系的かつ科学的であることを

主張する文化の人類学的な解釈に依拠しているのである。とはいえ、このこと

によって、物語を語るという型を含む非分析的な歴史叙述の型の復活におい

て、心性の研究が果たしている役割を隠すことはできない。

　もちろん物語りは、構造分析への幻滅によって可能となった心性の歴史を叙

述する唯一の作法ではない。たとえば、失われた物
マインドセット

の見方のあのもっとも輝か

しい再構築、つまり、ピーター・ブラウン（Peter Brown）による古代末期の

世界の 再
エボケーション

現 を想起せよ（20）。それは通常の明確な分析的範疇――人口・経済・

社会構造・政治システム・文化など――を等閑視する。代わりに、ブラウンは、

むしろポスト印象派の芸術家の作法で時代の肖像を描く。つまり、彼は、荒々

しい色つきの染みであちこちを塗ったのであり、その絵は、十分遠くに立って

見れば現実の美しい像を創り出すが、近くで吟味すると無意味な汚れに解消し

てしまうのだ。意図的な曖昧さ、絵画的なアプローチ、歴史・文学・宗教・芸

術の密接な併置、人間の頭の内側で進行していたことへの関心は、すべて歴史

を見る新鮮な手法の特徴である。この方法は、歴史叙述の、物語り的というよ

りはむしろ点描画的な手法である。しかし、それもまた心性への新たな関心を

通じて刺戟されたのであり、ここ30年間あれほど支配的であった分析的・構

造的なアプローチの衰退によって可能となったのだった。

　単一の出来事を物語ることの復活までもあった。ジョルジュ・デュビー

（Georges Duby）がやってのけたのは、何年か前なら思いもよらないこと

だった。一冊を単一の戦闘――ブーヴィーヌの戦い――に費やし、それを通じ

て13世紀初期のフランス封建社会の主要な特徴を照らし出したのである（21）。

カルロ・ギンズブルクは、16世紀初期の北イタリアの名もない慎ましやかな

粉挽屋のコスモロジーにかんする綿密な説明をわれわれにもたらし、それを通

じて宗教改革の理念の下向きの浸透が引き起こした、民衆レベルでの知的・心
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理的動揺を論証しようとした（22）。エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリは、14

世紀初期のピレネーの山村における生と死、労働と性、宗教と習慣にまつわ

る、独特で忘れがたい絵画を描いた（23）。『モンタイユー』はふたつの側面で意

義深い。第一に、それが、20世紀フランスにおける歴史書として最大のベス

トセラーのひとつになったからである。第二に、それが単線的な物語を語るの

ではなく――物語は存在しない――、人々の頭の内側をとりとめもなく巡って

ゆくからである。これがまさに現代小説をそれ以前の小説と区別する手法のひ

とつであることは、偶然ではない。より最近になって、ル・ロワ・ラデュリ

は、1580年に南フランスの小さな町で起きたひとつの流血のエピソードの物

語を語り、それを利用して、その町の社会構造を引き裂いていた憎悪の逆流を

明らかにした（24）。カルロ・M. チポッラ（Carlo M. Cipolla）は、これまでもっ

とも鼻っ柱の強い経済的・人口動態的な構造主義者のひとりであったが、彼が

出版したばかりの書物は、罹患率と死亡率の統計を打ち立てることよりも、伝

染病の流行という恐るべき危機にたいする個人の反応を呼び覚まして再構築す

ることに、関心を抱いている。初めて彼は物語を語っているのだ（25）。エリッ

ク・ホブズボームは、世界中の反逆者及び匪賊の、きたならしく残忍でしかも

短い生を描写したが、それは、彼のいう「素朴な反逆者」と「社会的匪賊」の

本性と目的を定義するためであった（26）。エドワード・トムスン（Edward 

Thompson）は、18世紀初期のイングランドの、ウィンザーの森における密

猟者と当局とのあいだの闘争の物語を語ったが、それは当時の平民と貴族との

あいだの衝突にかんする自説を支えるためであった（27）。ロバート・ダーント

ンの最新の著作は、いかにしてフランスの偉大な『百科全書』が出版されるよ

うになったのかを語り、そうすることで、製本のイロハと思想の国内的な――

そして国際的な――市場への対応という問題とを含む、18世紀の啓蒙思想の伝

播過程に多くの新しい光を投げかけた（28）。ナタリー・デイヴィスは、17世紀

のリヨンとジェノヴァでの４つのシャリヴァリ、つまり公的な儀礼的辱めの手

続きについての物語りを提示したが、それは名誉と礼儀にかんする公的な規範
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を強制する共同体の努力を例証するためであった（29）。

　心性への新たな関心は、それ自体、歴史叙述の旧い方法への回帰を刺戟し

た。 魔 術 と 宗 教 と の あ い だ の 衝 突 に か ん す る キ ー ス・ ト マ ス（Keith 

Thomas）の説明は、大量の物語と例とをひと結びにする「豊穣な原理」の周

囲に構築されている（30）。イギリスの家族の感情生活における変化にかんする

私の近著は、出来映えにおいてはいざ知らず、意図と方法においては、非常に

似通っている（31）。

　ここまで言及してきた歴史家たちはみな、長いあいだ「ニューヒストリー」

と結び付けられてきた成熟した学者たちであり、新しい問いを立て、新しい方

法を試し、新しい史料を探している。今や彼らは、物語を語ることに回帰しつ

つある。しかしながら、彼らの物語と伝統的な物
ナラティヴ・ヒストリアン

語る歴史家のそれとのあいだ

には、５つの相違がある。第一に、彼らはほぼ例外なく、偉大で強力な人々よ

りも、貧しく人知れない人々の生活と感情と行動に関心を寄せる。第二に、分

析が彼らの方法論にとって記述と同じくらい本質的なものであり続けており、

その結果、彼らの書物は、しばしば一方の型から他方の型へと幾分不器用に切

り替わる。第三に、彼らは新史料を紐解いているが、それは、ローマ法の訴訟

手続きを利用した刑事法廷の記録であることが多い。というのも、それらは尋

問及び審理時の目撃者の全証言を筆記した写本を含んでいるからである。（他

に流行している犯罪記録の用途は、さまざまな逸脱行動の類型の数量的な増減

を図示することだが、私にはほとんどすべてが無益な努力であるように思われ

る。というのも、数えられているのが、犯されている犯罪数ではなく、逮捕・

起訴された犯罪者数であり、まったく別の問題だからである。前者が後者と時

間を超えて恒常的に関係していると想定する理由はひとつもない。）第四に、

彼らはしばしば、ホメロス、ディケンズ、あるいはバルザックとは異なる仕方

で、自分たちの物語を語る。現代小説やフロイトの思想の影響のもと、明白な

事実に固執するよりも、非常に慎重に潜在意識を探求する。そして人類学者の

影響のもと、行動を利用して、象徴的な意味を明らかにしようとするのであ
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る。第五に、彼らは、個人、裁判ないし劇的なエピソードの物語を語るが、そ

れ自体が目的なのではなく、過去の文化と社会の内的作用に光を投げかけるこ

とが目的なのである。
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Ⅴ ［「物語りの復活」とその困難］

　私の診断が正しければ、「ニューヒストリアン」が物語りへ向かう運動は、

一時代の終焉を特徴づけるものである。それは、過去に起きた変化についての

首尾一貫した科学的説明を生み出そうという試みの終焉である。経済的・人口

動態的決定論は証拠に直面して崩壊したが、政治学に、心理学に、あるいは文

化に依拠した人口動態のモデルが十分に花開いて登場し、その場所に取ってか

わってはいない。構造主義と機能主義がはるかに優れているとわかったわけで

はない。数量的方法論は、限定された問題群にしか答えられない相当に弱い葦

であることが判明した。人間の行動にかんするア・プリオリに統計的なモデル

と、観察、経験、判断そして直感に基づく理解とのあいだでの選択を強いられ

て、一部の「ニューヒストリアン」は、後者の過去解釈の型に流し戻される傾

向にある。

　「ニューヒストリアン」による物語りの型の復活は非常に今日的な現象であ

るけれども、それは細い流れにすぎない――より伝統的な歴史家たちが、政治

にかんする記述的な物語りにおいて、不断かつ広範で卓抜さでも劣らない成果

を上げていることに較べれば。最近の例で相当な学問的喝采を受けたものは、

（28）　R. Darnton, The Business of Enlightenment  （Cambridge, Mass., 1979）. 

（29）　N. Z. Davis, “Charivari, honneur et communauté à Lyon et à Genève au 

XVⅡe siècle”, in J. Le Goff and J.-C. Schmitt （eds .）, Le charivari  

（forthcoming）.［パリ、ハーグ、及びニューヨークで1981年に出版されてい

る。］

（30）　K. V. Thomas, Religion and the Decline of Magic  （London, 1971）.［邦

訳:『宗教と魔術の衰退』上・下、荒木正純訳、法政大学出版局、1993年。］

（31）　L. Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800  

（London, 1977）.［邦訳:『家族・性・結婚の社会史――1500-1800年のイギリ

ス』、北本正章訳、勁草書房、1991年。］
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18世紀のオランダ政治にかんするサイモン・シャーマ（Simon Schama）の

著書である（32）。このような作品は、数十年間、ニュー・ソーシャル・ヒスト

リアンたちによって、無関心をもって、あるいは辛うじて隠された軽蔑をもっ

て扱われてきた。この態度は十分には正当化されなかったが、近年、一部の伝

統的な歴史家たちはこのことから刺戟を受けて、彼らの記述的な型を新しい問

題を問うのに適切な型にした。彼らの一部は、もはや権力の問題、したがっ

て、国王と首相、戦争と外交のことにそこまで頭がいっぱいなわけではなく、

「ニューヒストリアン」のように、まったく無名の人々の私生活に関心を移し

ている。この潮流――仮にそれが潮流であるならば――の原因は不明確だが、

そのインスピレーションとなっているのは、良い物語を語りたいという願望で

あり、そして、そうすることによって、異なる時間と文化における、個性の気

まぐれと物事の内奥とを明らかにしたいという願望のようである。ここしばら

く、一部の伝統的な歴史家はこれを行ってきたのだ。G. R. エルトン（Elton）

は、1958年、星室裁判所の記録から得られた、16世紀のイングランドでの暴

動と騒乱の物語を集めた著書を出版した（33）。1946年、ヒュー・トレヴァ＝

ローパー（Hugh Trevor-Roper）は、ヒトラー最後の日々を鮮やかに再構成

した（34）。ごく最近、彼は今世紀［20世紀］初期に中国に住んでいた、比較的

知られていない手稿収集家で、詐欺師、そして秘かな猥褻文学作家であった、

あるイングランド人の並はずれた経歴を調べ上げた（35）。このような娯楽的な

話を記述する目的は、奇妙な歴史の実例を追い求めて捉えることのなかにあ

る、物語を語ることそれ自体のまったき悦びにあったようである。この技術

は、A. J. A. シモンズ（Symons）が古典である『コルヴォーを探して』で何

年も前に利用したのとほとんど同一のものなのであるが（36）、動機のほうは、

革命期フランスの地下世界における、犯罪者、売春婦、その他の社会にうまく

適応できない者たちの不衛生な生と死を、そら恐ろしいほど詳細に記録するよ

うにリチャード・コッブ（Richard Cobb）を鼓舞したものに、非常に似てい

るように思われる（37）。 
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　内容、方法、そして目的の点でまったく異なっているのが、 新
ニュー・ブリティッシュ・スクール

英 国 派  

の若い好
アンティクエリアン

古趣味的な経験主義者たちの著作である。彼らは詳細な政治の物語り

を叙述するが、それは、歴史に運と個性が生む偶然の気まぐれ以外に深く根ざ

した意味があることを、暗に否定しているのだ。コンラッド・ラッセル

（Conrad Russell）とジョン・ケニヨン（John Kenyon）に導かれて、そし

て、ジョフリー・エルトンに促されて、彼らは、今や17世紀のふたつのイギ

リス革命から、イデオロギーないし理想主義的な一切の意味を休みなく取り去

ろうとしている（38）。もちろん、彼らやあるいは彼らのような人々は、すぐに

他のところに注意を向けるであろう。彼らの前提はけっして明確に述べられて

はいないけれども、彼らのアプローチは、まさにネイミア主義が18世紀のイ

ングランド政治の見方として死に絶えつつあるときにあって、純粋なネオ・ネ

イミア主義である。彼らの政治史への態度は、無意識のうちに、英
ブリテン

国の止みが

たい経済的・権力的な衰退と絡みあった、同時代の議会制の能力にたいする幻

滅感に由来するのではないか、と思われるかもしれない。それはともあれ、彼

らは、ささやかな出来事つまり「事件史」を対象とする、非常に博識かつ知的

な年代記作家であり、それゆえ物語りの復活を育んでいる多くの流れのひとつ

を形成しているのである。

　「ニューヒストリアン」が分析的な型から記述的な型へと移行した根本的な

理由は、何が歴史学の中心的な主題かにたいする態度の重大な変化である。そ

して、この変化のほうはと言えば、自然の諸力との相互作用のなかにあって人

間の自由意志がどのような役割を果たすのかについての、先行する哲学的な前

提に依拠している。思想の対照的な極は、引用を通じてもっともよく明らかに

なる。一方の極からひとつ、他方からふたつ引用しよう。1973年にエマニュ

エル・ル・ロワ・ラデュリは、自身の論文集の一セクションに「人間のいない

歴史」という題名をつけた（39）。対照的に、半世紀前にリュシアン・フェーヴ

ルは「私の獲物は人間である」と告げていた。そして四半世紀前に［オックス

フォード大学近代史欽定講座教授］就任講義において、ヒュー・トレヴァ＝
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ローパーは「環境ではなく、環境のなかにいる人間の研究」をするように、歴

史家に促していた（40）。今日、フェーヴルが抱いた歴史学の理想は多くの集
サークル

団

で受け入れられている一方、同時に非人格的な諸力の分析的な構造研究が印刷

所からあふれ出し続けている。そこで、歴史家は現在４つのグループにわかれ

ている。ひとつは旧い物語る歴史家で、政治史を扱う歴史家、伝記作家が多

い。ひとつは統計中毒者のように振る舞い続けている計量経済史家。ひとつは

非人格的な構造を相変わらず忙しく分析し続けている鼻っ柱の強い社会史家。

そして、ひとつは、理想、価値、物の見方、そして個人の内的な行動――内的

であればあるほどいい――のパターン、を現在追跡している、心性を扱う歴史

家である。

　しかしながら、心性を扱う歴史家が緻密な記述的物語りや個人の伝記を採用

することに、問題がないわけではない。その問題は古くからあるもので、つま

り、選択された例を通じて議論するのは哲学的に説得的ではないし、修辞学的

な装置は科学的な証拠ではない、というものである。われわれが誘い込まれる

歴史叙述の基本的な罠を、最近、カルロ・ギンズブルクが見事に説明した。

「数量的で反人間中心主義的なガリレオ以来の自然科学のアプローチは、以後、

人文科学を不愉快なジレンマのなかに置いた。つまり、人文科学は有意味な結

果を得られるように不十分な科学的基準を採用するか、あるいは、十分な科学

的基準を採用してまったく重要でない結果を得るかのいずれかを、選ばなけれ

ばならない。」（41）第二のアプローチにたいする幻滅が、第一のアプローチへの

揺り戻しを引き起こしている。その結果として現在生じているのは、えり抜き

の例――今やしばしば詳細な単一の例である――が、歴史叙述の流行の型のひ

とつになるという発展なのである。ある意味では、このことは、地域史研究が

大成功を収めたことの論理的拡張にすぎないのであって、その地域史研究は社

会全体ではなく単なる一区分――州、都市、さらには村も――を、主題だとみ

なしてきたのだった。 全
トータルヒストリー

体 史 は、ひとつのミクロコスモスを選ぶ場合にの

み可能になるように思われるし、その研究は、しばしば、それ以前または同時
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代の、中央政府の文書館に基礎を置くすべての研究よりも、過去を照らし出し

かつ説明するために多くの成果を上げてきた。しかしながら、別の意味では、

新しい潮流は地域史研究のアンチテーゼである。というのも、その潮流は、ど

れほど小さいものであれ、ひとつの社会の全体史を不可能事だとして放棄して

いるし、単細胞の物語で満足しているからである。

　心性を描くために詳細な例を利用することから生じる第二の問題は、標準的

なものを逸脱したものからいかにして区別するか、ということである。今や人

間がわれわれの獲物である以上、単一の事件や個人についての非常に詳細な物

語を語ることは、良い読み物かつ有意味なものとなり得る。しかし、そうなる

のは次の場合に限られる、つまり、物語が暴動や強姦といったある劇的なエピ

ソード、ないしある異常な悪漢や悪人や神秘主義者の人生などの、目立つが根

本的には取るに足らない話を単に語るだけではなくて、そうした物語が過去の

文化のある面に光をあてることができるがゆえに選択されている場合のみであ

る。このことは、そうした物語が典型的でなければならないことを意味するの

であるが、しかし、訴訟の記録を広範に利用することによって、この典型性と

いう問題の解決は非常に困難になっている。法廷へと引きずり出された人々

は、定義上ほとんどの場合、非典型的なのである。けれども、目撃者の証言の

なかでこれほどむき出しに露出している世界のほうは、必ずしも非典型的とい

うわけではない。そこで、文書を調査するときには、被告人の逸脱した行動に

ついての証拠ではなくて、当該問題に偶然巻き込まれた人々の生涯と意見に文

書が注ぐ光を得ることを目指すほうが無難だ、ということになる。

　第三の問題は解釈に関わっており、解決がいっそう困難である。歴史家がそ

れに関係する危険に自覚的であり続けるならば、物語を語ることは、過去の人

間の内側をかいま見、彼の頭のなかに入ろうとするのにおそらく最良の方法で

ある。問題は、うまくそこまで到達するとして、物
ナ レ ー タ ー

語る者は、自分が見つける

はずの非常に新奇な物事に説得力ある説明をもたらしたい場合、社会・経済・

文化についての分析的な歴史学の実践において獲得された技能と経験と知識の
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すべてを必要とする、ということである。彼は、手助けとして多少のアマチュ

ア心理学を必要ともするかもしれない。しかし、アマチュア心理学は、成功裡

に取り扱うには極度に危険な素材である――一部の者は、そんなことは不可能

だと主張するだろう。

　他の明確な危険は、物語りの復活が、純粋な好古趣味に、つまり、それ自体

のために物語を語ることに回帰するかもしれない、という危険である。そのう

え、別の危険もある。物語りの復活は、扇情的なものに焦点を合わせ、その結

果、圧倒的多数の人々の生活が退屈でおもしろみに欠けることを不明瞭にする

であろう。トレヴァ＝ローパーもリチャード・コッブも読んでいてものすごく

楽しいが、両方の点で、彼らは広範な批判に晒されている。コッブ、ホブズ

ボーム、トムスン、ル・ロワ・ラデュリ、トレヴァ＝ローパー（そして私自

身）を含む、新しい型の実践者たちの多くは、暴力と性の物語に明らかに魅了

されている。それは万人の覗き見趣味的な衝動に訴えかけるものなのである。

他方、性と暴力はすべての人間の経験に不可欠の部分であり、そしてそれゆえ

過去の個人にたいしてそれらがもたらした衝撃を探求することは、それらの題

材を現代の映画とテレビに見ることが期待できるのと同様に、理にかなってい

るし擁護し得る、と主張できるのである。

　物語りへの潮流は、将来、大学院生をいかに訓練するべきか、についての未

解決の諸問題を提起する――訓練するべき誰かがいればの話だが。古代の修辞

術の訓練をすべきか？ テキスト批判か？ 記号論か？ 象徴人類学か？ 心理学

か？ それとも、われわれが一世代のあいだ実践してきた、社会・経済構造を

分析する技術か？ それゆえ、これほど多くの「ニューヒストリー」の指導的

実践者たちによる、このような予想外の物語りの型の復権が、この職業［歴史

家］の未来にとって、結局のところ良いことなのか悪いことなのかは、未決問

題のままなのである。

　1972年にル・ロワ・ラデュリは自信をもって次のように記した。「現代の歴

史叙述は、数量的なもの、統計的なもの、そして構造的なものを好んでおり、



行政社会論集　第 29 巻　第３号

－　　－222

生き残るために抑圧することを余儀なくされてきた。［このことは残念なこと

である。］ここ数十年間、それは、出来事の物語り的歴史と個人の伝記に事実

上死刑を宣告してきた。」（42）朽ち果てつつある、分析的・構造的・数量的な歴

史の遺体にたいする葬送演説をするには、あまりにも時期尚早すぎる。という

のも、それは繁栄し続けているし、アメリカにおける博士論文の潮流が多少な

りとも指標となるならば、成長し続けてさえいるからである（43）。しかしなが

ら、ここ30年間のうちの最後の10年間のあいだに、物語り的歴史と個人の伝

記は、死の床から再び立ち上がる明白なサインを示している。逝去が宣告され

る以前にそれらが呈していた様子とまったく同じように見えるわけでもない

が、しかし、それらが同じ類に属する変種であることは容易に同定できるので

ある。

　「物語り」のようなただ一語、とりわけその背後に非常に複雑な歴史を伴う

一語では、実際には歴史の 言
ディスコース

説 の性質における変化の広範な集合であるもの

を記述するには不十分である。次のような変化のサインがある。つまり、歴史

学における中心的な課題については、人間を囲む環境から、環境のなかにいる

人間へ。研究される問題については、経済的・人口動態的なものから、文化

的・感情的なものへ。影響力がある主要な学問的源泉については、社会学・経

済学・人口動態学から、人類学・心理学へ。主題については、グループから個

人へ。歴史的変化を説明するモデルについては、直線的・単一原因的なものか

ら、相互作用的・複数原因的なものへ。方法論については、グループの数量化

から個別の例へ。編成については、分析的なものから記述的なものへ。歴史家

がいかなる機能を果たすかという観念については、科学的なものから文学的な

ものへ。歴史叙述の内容、目的、方法、そして文体におけるこれらの多面的な

変化は、すべて一斉に生じており、明らかに互いに選択的親和性を有してい

る。それらはぴたりとはまり合っているのである。それらすべてをまとめ上げ

るのはどんな一語でも不可能であり、だからこそ、しばらくのあいだ、「物語

り」が、現在進行していることすべてのことにかんする簡潔な暗
コード・ワード

号名として
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の役を果たさなければならないであろう。

　プリンストン大学　　　　　　　　　　　　　　　ローレンス・ストーン
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訳者あとがき

　本論文でローレンス・ストーンは、1970年代末の時点において、「ニューヒ

ストリー」の専門家たちに見られるようになった変化、すなわち彼らの歴史叙

述の様式が「分析的な型から記述的な型へと移行した」（p. 21［翻訳（２・完）

218頁］）ことを浮き彫りにしている。ストーンはこの現象を「物語りの《復

活revival》」と呼び、論文のタイトルとした。つまり、「物語りを理想的な型

とする2000年に及ぶ伝統」は、「科学的な歴史」の興隆により、多くの歴史家

から「およそ50年前に放棄」されたのであったが（p. ４［（１）169頁］）、そ

の「科学的な歴史」に対する幻滅を経験した「ニューヒストリアン」の間に新

しい型が広まりつつあり、その型は、見かけは違っても伝統的な型と同じも

の、というわけである。

逝去が宣告される以前にそれら［物語り的歴史と個人の伝記］が呈していた様子

とまったく同じように見えるわけでもないが、しかし、それらが同じ類に属する

変種であることは容易に同定できるのである。（p. 23［（２・完）222頁］）

Inaugural Lecture, Oxford, 1957）, p. 21.

（41）　C. Ginzburg, “Clues: Roots of a Scientific Paradigm”, Theory and 

Society , vⅱ （1979）, p. 276.

（42）　Le Roy Ladurie, The Territory of the Historian , p. 111.［引用に際して、

ス ト ー ン は、“Present-day historiography, with its preference for the 

quantifiable, the statistical and the structural, has been obliged to suppress 

in order to survive, which is a pity.”の“, which is a pity”という箇所を脱

落させている。邦訳：『新しい歴史 新版』、144頁。ただし、訳文は適宜変更し

てある。］

（43）　Darnton, “Intellectual and Cultural History”, Appendix.
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　ただ、本論文の記述のみからは、「科学的な歴史」以前の伝統的な物語り的

歴史と新たな歴史叙述の型の同一性が、「物語り」の有無という曖昧な指標の

他にどのような具体的な要素により担保されているのか判然としない。「権力

の重要性や個々人がなす個別の政治上の意思決定や戦闘での偶然の重要性につ

いての遅すぎる再認識」が「歴史家たちを物語りの型に連れ戻した」（p. 10

［（１）177頁］）といった記述をもとに、経済決定論のような単一の原因に基

づく説明の放棄や人間の自由意志の役割の認識などを共通項として導き出すこ

とは可能である。しかし、これはやはり、「科学的な歴史」――「経済的かつ

／または人口動態的な決定論」によって内容が規定された結果、データを整

理・提示するにも分析的な型のほうが適するようになった「歴史研究の新しい

ジャンル」（p. ７［（１）172頁］）――を向こうにまわして比較するからこそ、

感じられる相似点と言える。その意味で、ここに見て取るべきは、むしろス

トーンが一部の「ニューヒストリアン」たちと共有していた「科学的な」説明

に対する幻滅の大きさではないだろうか。

　一方、副題に見られる「新たな旧い歴史学 new old history」という表現

は、同一性を前提としながらも、死亡前と復活後で、物語り的歴史が変容して

いることを示すものと読める。実際、物語りに回帰しつつある「ニューヒスト

リアン」と伝統的な物語る歴史家との違いは、本論文中でもはっきり指摘され

ている。たとえば第４章の終わりで、ストーンは「ニューヒストリアン」の歴

史叙述の特徴として、次の５点を挙げている（p. 19［（２・完）213-4頁］）。

　①　偉大で強力な人々より、貧しく無名の人々の生活と感情と行動に関心を

寄せる。

　②　記述だけでなく分析もなお重要である。

　③　刑事法廷の記録などの新史料を紐解いている。

　④　ホメロス、ディケンズ、バルザックとは異なる仕方で物語を語る。

　⑤　物語ること自体が目的ではなく、過去の文化と社会の内的作用に光を投
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げかけることが目的となっている。

　４点目について、それではどのように語るのかというと、「現代小説やフロ

イトの思想の影響のもと、明白な事実に固執するよりも、非常に慎重に潜在意

識を探求」し、「人類学者の影響のもと、行動を利用して象徴的な意味を明ら

かにしようとする」とのことである。「現代小説」とのアナロジーは、エマ

ニュエル・ル・ロワ・ラデュリの『モンタイユー』を紹介する箇所でも使われ

ていた。同書に見られる「単線的な物語を語るのではなく――物語は存在しな

い――、人々の頭の内側をとりとめもなく巡ってゆく」というあり方が、「ま

さに現代小説をそれ以前の小説と区別する手法のひとつであることは、偶然で

はない」（pp. 17-８［（２・完）212頁］）というのである。

　「ニューヒストリアン」の新しい傾向と伝統的な物語り的歴史の相違は、「物

語り」を用いる典型的なジャンルである「小説」を引き合いに出し、前者と

「現代小説」との相同性を指摘することによって、わかりやすく説明されてい

る。もちろん、ここから一気にフィクションと歴史の叙述の差異の最小化へと

話が向かうのであれば、大いに議論の余地があるが、ひとまずストーン自身に

その意図はないと見える。そこで、ここでは、その方面に立ち入ることはせ

ず、しかし、別方向から、この文学史とのアナロジーについて少し考えてみた

い。ストーンによる対比においては、「現代小説」以前の「伝統的な小説」が、

伝統的な物語り的歴史とパラレルなものとして想定されており、ホメロス、

ディケンズ、バルザックの名が挙げられていた。だが、（ホメロスについては

ひとまず措くとして）19世紀の小説の語りは、本当に伝統的な物語り的歴史

に似ているのだろうか。バルザックらは、もっぱら政治的・軍事的事実を対象

とする旧来の歴史学が顧みなかった普通の人々の生活、公的な出来事が私生活

へ及ぼす影響を描こうとしたのではなかっただろうか。 

　現実的な出来事を描くタイプの小説（novel）は、デフォーやフィールディ

ングらの手によって、18世紀のイギリスで勃興したとされるがⅰ、小説に荒唐
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無稽なものという批判がつきまとい、文芸ジャンルとしての小説の地位がまだ

まだ低かった時代にあって、小説家たちは自らの叙述の価値を主張するために

歴史叙述の助けを借りていた。歴史書や伝記の叙述を手本とし、タイトル

（The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of 

York, Mariner ; The History of Tom Jones, a Foundling など）や序文と

いった「パラテクスト」においても物語が本当の事件・歴史であると騙ってき

たのである。しかし、小説というジャンルの地位が高まり、また19世紀初頭

に「歴史小説」が流行したことによりⅱ、小説と歴史の関係は変化することに

なる。小説と歴史の関係は、前者の後者への依存から、「相互補完性と競合の

関係」へと移行するのであるⅲ。1815-32年の歴史小説の序文を読み比べたC. 

デュシェ（Duchet）が跡づけているとおり、作家たちの主張は「歴史を飾る

orner l’Histoire」から「歴史を証明するprouver l’Histoire」さらには「歴史

であるêtre l’Histoire」へと変化してゆくⅳ。「歴史家たちは過去の事実を解釈

する新しい方法を指し示し、小説家たちのほうではその事実を表象する別の方

法を示していた」のであるⅴ。

　イタリア近代文学を代表する作家アレッサンドロ・マンゾーニが、名もない

人々の生を17世紀前半の北イタリアという時空間に位置付けて描いた小説

『いいなづけ』（1827年初版、邦題は他に『婚約者』）を著したのは、まさにこ

のようななかでのことであった。このミラノの作家は、小説を書く以前にすで

に、書簡体の悲劇論『ショーヴェ氏への手紙』（1820年に執筆、改稿を経て

1823年に出版）において、当時の歴史が扱わない部分にこそ文学（詩）の領

分があるという見解を表明していた。

結局のところ、歴史はわれわれに何を与えるのでしょうか？ いわば外側のみ知ら

れている出来事であり、人々が為した事柄です。しかし、人々が考えたこと、彼

らの決定や計画とともにあり、成功や不運とともにあった感情、彼らの情熱や彼

らの意図を他の情熱や他の意図より優先させた、あるいはさせようと試みた言葉、
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彼らが怒りを表出し、悲しみを吐露し、つまりは自分の個性を明らかにしたとき

の言葉、これらすべては、ほとんど歴史から触れられてきませんでした。そして

これらすべてが詩の領分なのです。ⅵ

ここでマンゾーニが特に念頭に置いているのはロマン派の歴史劇であるが、こ

うした考えは、のちの歴史小説観とも連続するものである。そして、史劇や歴

史小説の経験を踏まえ、近接する過去や同時代を「歴史」と捉えて描いたのが

バルザックであった。1842年に書かれた『人間喜劇』の序（Avant-propos）

において、彼は次のように述べている。

おそらくわたくしは、多くの歴史家によって書き忘れられた歴史、すなわち風俗

の歴史を書くことができるであろう。19世紀のフランスについて、多くの忍耐と

勇気とをもってすれば、われわれのすべてが、そういう本があればいいのにと残

念に思っているような本を実現させることになろう。その本とは、不幸にして

ローマも、アテネも、ティルも、メンフィスも、ペルシャも、インドも、その文

明について書き残しておいてくれなかったものである。ⅶ

　バルザックやマンゾーニは、普通の人々の暮らし、個人や集団の心理、時代

の雰囲気を描こうとしたのだが、それは、もっぱら政治的・軍事的出来事を外

側から語るだけの旧来の歴史には未踏の領域であった。カルロ・ギンズブルグ

は、バルザックらが同時代の歴史家に対して投げかけたこのような「挑戦」

が、近年になってようやく応答を得るに至ったと述べている。

歴史家たちが、伝統的な解説のモデルよりも緻密で込み入ったモデルの助けを借

りてそれまで顧みられなかった研究領域に取り組み、19世紀の偉大な小説家たち

――バルザックからマンゾーニ、スタンダールからトルストイまで――によって投

げかけられた挑戦に応じはじめるのに１世紀を要した。それまで小説家たちのた
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めに取り置かれていたテーマ（及び、部分的には、説明の形式）に対する歴史家

たちの好みが増していること――これは「物語り的歴史の復活」と不適切に定義さ

れた現象である――は、現実認識の領域における長い挑戦の１章に過ぎない。今

日、［小説家が歴史家に範を求めた］フィールディングの時代と比べて、振り子は

反対向きに振れているのである。ⅷ

ストーンの挙げた「ニューヒストリアン」の歴史叙述の特徴の１点目（偉大で

強力な人々より、貧しく無名の人々の生活と感情と行動に関心を寄せる）は、

１世紀以上前の小説家たちが意識的に取り組んだテーマだったのである。もち

ろん、ストーンが伝統的な物語り的歴史と「現代小説」以前の小説とを重ねて

いるのは、４点目の「語り方」にかんしてであって、テーマではない。しか

し、本論文でストーン自身が述べているとおり、内容と文体は完全に独立した

ものではなく互いに影響しあうものである（「物語りは、歴史叙述の型ではあ

るが、内容や方法に影響を与えるとともにそれらから影響を受けもする型なの

である」p. ４［（１）167頁］；「経済的かつ／または人口動態的な決定論が歴

史研究の新しいジャンルの内容をかなりの程度規定した以上、物語り的という

よりもむしろ分析的な型が、データを整理・提示するのには最適であった

［…］」p. ７［（１）172頁］;「それ［過去に人々の頭のなかで何が起こってい

たのか、そして過去の生活はどのようなものだったのか］は不可避的に物語り

の活用に回帰せざるを得ない問いなのである」p. 13［（１）181頁］；「歴史叙

述の内容、目的、方法、そして文体におけるこれらの多面的な変化は、すべて

一斉に生じており、明らかに互いに選択的親和性を有している」p. 24［（２・

完）222頁］）ⅸ。そして、作家たちが既存の歴史（及び文学）が扱ってこな

かった対象に挑んだとき、その「語り方」も当然ながら、独特のものとなった

のである。E. アウエルバッハ（Auerbach）の指摘するところでは、バルザッ

クは登場人物をその人物をとりまく環境の総括として描いている。
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バルザックは、［…］あらゆる作品の中で、環境というものをすべて有機的かつ魔

霊的な単一性として感じとり、読者にもそれを伝えようとしている。彼はスタン

ダールと同様に、人間の運命を、正確に定義された歴史的社会的設定のもとで論

じたばかりでなく、この社会との結びつきを絶対不可欠のものと考えていた。彼

は、あらゆる環境が精神的肉体的雰囲気となって風景、住い、家具、衣類、肉体、

性格、四辺の状況、思想、行為、運命にしみこみ、同時に全体の歴史的状況があ

らゆる環境を包括するものと見た。ⅹ

「環境のなかにいる人間」を描き出すこのような筆致は、おそらく伝統的な小

説の語り方としてストーンの念頭にはなかった。また、ピーター・バークは、

マンゾーニの『いいなづけ』のうちに、「ふつうの人々についてのストーリー

を彼らのローカルな舞台装置のなかで物語る」という「ミクロナラティヴ」の

技法を見出しているがⅺ、19世紀的な小説の語りのうちに１世紀を経て歴史家

が到達する型の先駆が見られたことは、本論文では捨象されていたと言えるだ

ろう。

　以上に見てきたとおり、旧来の物語り的歴史と「ニューヒストリアン」の物

語り的歴史、19世紀までの小説と「現代小説」との関係は、本論文において

ストーンが想定しているらしいものより、実際は入り組んでいる。もちろん、

マンゾーニやバルザックの小説と「現代小説」との相違は大きく、前者と伝統

的な物語り的歴史の語りには多くの共通点も見られる。しかしながら、「ニュー

ヒストリアン」に見られるようになった物語り的歴史の語り方は、「現代小説」

に似ているだけでなく、部分的には19世紀的な小説にも似ているのである。

そして、「ニューヒストリアン」の新しい傾向を19世紀の小説家たちの「挑戦」

に対する応答と見る視点は、「新たな旧い歴史学」の「新しさ」を際立たせる

もののように思われる。歴史家は構造史に幻滅して「まったく新しい一連の問

題を問いはじめた」（p. 13［（１）181頁］）のであったが、マンゾーニやバル

ザックらがそれに似た問題に取り組んだときは、政治や軍事ばかりを外側から
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扱う伝統的な歴史学との「違い」がはっきりと意識されていたのである。この

点に注目することは、歴史学の新しい傾向に対して、「科学的な歴史」の経験

が果たしたかもしれない積極的な役割を考察する契機にもなるのではないか。

政治・戦争・外交上の諸事件もろともに「事件」を扱わなくなった構造史や社

会史の経験は、物語り的歴史が伝統的な主題から離れるためのひとつのステッ

プであったとも取れるのである。こうした関係は、《「科学的な歴史」への「幻

滅」による一部の「ニューヒストリアン」の物語りへの「回帰」》という強固

な構図のために、本論文においては、かなり見えにくくなっている。しかし、

一部の伝統的な歴史家たち
0 0 0 0 0 0 0 0 0

が「もはや権力の問題、したがって、国王と首相、

戦争と外交のことにそこまで頭がいっぱいなわけではなく、『ニューヒストリ

アン』のように、まったく無名の人々の私生活に関心を移している」（p. 20

［（２・完）217頁］）ことについては、ストーン自身、従来の「政治にかんす

る記述的な物語り」に対して「ニュー・ソーシャル・ヒストリアン」が示した

無関心が刺戟になったと指摘している。副題でそっと「新しさ」を主張する本

論文には、やはり、同時代の歴史学の動向を「復活」「回帰」とは異なるター

ムで見つめる契機も含まれていると言えるのではないだろうか。

霜田　洋祐（イタリア近代文学）

［完］ 

ⅰ　（イギリス）近代小説の誕生に関する古典的な研究としてはI. Watt, The Rise 

of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding , London, Chatto 

& Windus, 1957（邦訳：『イギリス小説の勃興』、橋本宏他訳、鳳書房、1998

年）が挙げられる。

ⅱ　「歴史小説」は、スコットランドの作家ウォルター・スコットの『ウェイヴァ

リー小説群』（最初の小説『ウェイヴァリー』は1814年）のセンセーショナル
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な成功により、1810年代中頃からイギリスのみならず西洋各国で流行し、1830

年ごろまでに頂点を迎えた。

ⅲ　小倉孝誠『歴史と表象――近代フランスの歴史小説を読む』、新曜社、1997年、

48頁。

ⅳ　C. Duchet, « L’illusion historique : L’enseignement des préfaces （1815-

1832）», Revue d’Histoire littéraire de la France , LXXV, 2-3, 1975, p. 257.

ⅴ　G. Macchia, Manzoni : l’invenzione e la storia , premessa a Del romanzo 

storico e, in genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione , a 

cura di S. De Laude, Milano, Centro nazionale studi manzoniani, 2000, p. 

XⅢ.

ⅵ　A. Manzoni, Lettre à M.r C ***: sur l’unité  de temps et de lieu dans la 

tragédie , a cura di Carla Riccardi, Roma, Salerno, 2008, pp. 136-7, par. 166.

ⅶ　「『人間喜劇』序」、中島健蔵訳（『筑摩世界文学大系28――バルザックⅠ』、水

野亮・中島健蔵訳、筑摩書房、1972年）、384頁。 

ⅷ　C. Ginzburg, « Prove e possibilità », postfazione a N. Z. Davis, Il ritorno di 

Martin Guerre: Un caso di doppia identità  nella Francia del Cinquecento, 

Torino, Einaudi, 1984, ora in C. Ginzburg, Il filo e le tracce: Vero falso 

finto , Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 307-8.［邦訳：「証拠と可能性」（『歴史を逆

なでに読む』、上村忠男編訳、みすず書房、2003年）、38-9頁。ただし、訳文に

は必ずしも従っていない。註ⅸも同様。］

ⅸ　ギンズブルグの次のような指摘も参照。「歴史の叙述に関して今日広まってい

る態度は、私には単純化されているように思われる、というのは、通常最終的

な文学的生産物だけを検討し、それを可能にした調査（古文書、文献学、統計

学などなどの調査）を考慮に入れていないからである。われわれは反対に最終

的な文学的生産物から準備段階へと注意を移して、経験的データと物語り的な

拘束力の間の、調査研究のプロセス内部において
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、相互作用を調査せねばなら

ないだろう。何年も前にリュシアン・フェーヴルは、史料はひとりでには喋ら
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ず、適切な仕方で尋ねられて初めて喋ると指摘した。今日これは当然なことに

思われる。次のような指摘は、これより当然ではない。すなわち、歴史家の問

いが、常に直接または間接的に物語り的な諸
0

形式（私は複数であることを強調

する）で提示されるということである。」C. Ginzburg, Rapporti di forza: 

Storia, retorica, prova , Milano, Feltrinelli, 2001, p. 122-3.［邦訳：『歴史・レ

トリック・立証』、上村忠男訳、みすず書房、2001年、146頁。］

ⅹ　E. アウエルバッハ『ミメーシス―――ヨーロッパ文学における現実描写』下、

篠田一士・川村二郎訳、筑摩書房、1994年、352頁。

ⅺ　ピーター・バーク「事件史と物語的歴史の復活」、谷川稔訳（バーク編『ニュー

ヒストリーの現在――歴史叙述の新しい展望』、谷川他訳、人文書院、1996年）、

284頁。なお、マンゾーニは刑事法廷の記録を含む史料を紐解いており、この

点でも「ニューヒストリアン」と共通していると言える。


