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特集「初期近代における動物の表象」Annals  of
 

Science 67（2010)：199-429．

科学･技術･医学史の国際ジャーナルAnnals of Sci -

ence は，一年に四冊発行される季刊誌であるが，毎年そ

のうち一冊が特集号として編集されている．本稿は2010

年第3号に掲載された「初期近代における動物の表象

The Representation of Animals in the Early Modern
 

Period」特集を紹介する．

Domenico Bertoloni Meli& Anita Guerrini,“The
 

representation of animals in the early modern
 

period”

この特集に収められている論稿は，2009年3月にイン

ディアナ大学の医学史センターで行われたワークショッ

プに寄せられたものである．各論考はルネサンスから17

世紀後半までの動物表象表現に関する様々なテーマにつ

いて議論し，多様な形式の図版を扱っている．当時，印

刷技術が発展したことで文献に大量の図版を付すことが

可能になり，自然誌と比較解剖学の研究の内容と射程に

重大な影響を与えた．また，それらの図版は印刷物のモ

デルとなり，それまで知られていなかった動物を同定し

名づけるための範型としての役割も果たした．本特集に

収められた論考は，そうした初期近代における動物表現

を巡る複雑な状況に光を当てるとともに，初期近代の自

然哲学において動物が果たしていた中心的な役割につい

ても洞察を与えるものとなっている．

Sachiko Kusukawa,“The sources of Gessner’s pic-

tures for the ”

ゲスナー（Conrad Gessner）による『動物誌』（1551

～1558年の間に出版）の目的は，動物に関する図像を可

能な限り集めることにあった．図像を収集する際の規準

となった“ad vivum”という言葉は，一般的には観察を

通じた記述的な図像を指すが，ゲスナーはその言葉によ

り広い意味合いをもたせた．自身で観察したものに加え

て種々の出版物から，また文通相手から送られてきたも

のなど，古今東西の動物の図像･記述が『動物誌』には

収められたのである．それらの図像の出典を示すことで，

著者や文通相手の知名度，地位によって図像の信憑性を

高める意図，また出版物で公に謝辞を述べるという目的

もあった．このように同書の図像の出典は多岐にわたる

が，同様に一枚一枚の質も様々である．ゲスナーは図像

の正確さを判断できないことや，書物という媒体に起因

する縮尺の問題，著者･画家･印刷業者の分業に起因す

るトラブルなどに意識的であった．しかしながら不完全

な図像も彼はうまく利用し，さらなる図像の収集と図像

の信憑性の向上に役立てた．ただし，これらの特徴から

彼をルネサンス的蒐集家，一方で観察を最重要視する動

物学者とみなすべきではない．『動物誌』の図像の特徴は，

動物に関するあらゆる記述を集めるという目的から理解

されるべきであり，この観点によりルネサンスの自然誌

における自然の観察･テクストの伝統･知的ネットワ

ークの交わりを明らかにすることができるのである．

Karin J.Ekholm,“Fabriciuss and Harvey’s repre-

sentations of animal generation”

ファブリキウス（Fabricius）は『形成された胎児』

（1600）や『卵とヒナの形成』（1621）といった著作に，

様々な動物の生殖器官や胎児，発生の過程を描いた図版

を収録した．一方ハーヴィはファブリキウスを参照して

いたが図版の使用には懐疑的であり，著作『動物発生論』

（1651）に図版を収録しなかった．本論文はファブリキウ

スが用いたカラー図版と版画，そしてハーヴィが用いた

言葉による説明という三つの手法を比較し，両者の観察

方法の差異を考察している．著作における胎盤の図版を

分析した結果，ファブリキウスは様々な動物を対象に，

図版によって胎盤の形状のヴァリエーションを提示した

ことが分かった．また彼は版画に加え対応するカラー図

版を並置することを望んでいた．製作されたカラー図版

は膜の表現に見られるように，各部分の厚みや重なりを

伝えるために有効だった．対してハーヴィは一種の動物

をモデルに，発生過程における胎児や生殖器官の経時的

な変化に注目して観察内容を言葉で説明した．ハーヴィ

は図版のかわりにアナロジーを用いて観察対象の状態や

運動を効果的に伝えた．ファブリキウスのカラー図版は

動物の内部器官を描いた最初の博物誌的な図版と見なす

ことができ，以後の解剖図にインスピレーションを与え

た．アセリ（Aselli）の『乳糜管あるいは乳の静脈』（1627）

に見られる多色木版画は，ファブリキウスのカラー図版

の複製から着想を得ていた可能性がある．
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Sarah R.Cohen,“Searching the animal psyche with
 

Charles Le Brun”

本論文は，17世紀フランスにおける動物と人間の境界

に関する論争を踏まえることで，宮廷画家シャルル･ル

ブラン（Charles Le Brun）による動物の図像がその論

争のなかにいかに位置付けられるかを検討している．彼

の表象方法の特徴としては，動物の頭部に着目して描く

という「人相学」的な手法があげられる．一世紀前の自

然哲学者デッラ･ポルタ（Giambattista della Porta）が

そうしたように，ルブランもまた，人間や動物の特徴あ

るいは魂を，その外見を観察することで示そうとしたの

であった．ここで問題となるのは，果たして動物には魂

があるのかどうかという点である．デカルトは人間だけ

が魂の情念をもつと述べたが，それに対しキュロー

（Marin Cureau de La Chambre）は動物にも知性があ

ることを認めていた．キュローと同じ意見をもっていた

ルブランは，動物の目･鼻･口･耳といった感覚器官を

結んだ三角形を描くことで，それと動物の魂や知性とを

関連づけようとしたのである．さらにルブランは人間の

形をした動物という特徴的なモチーフを描いたが，それ

らは動物と人間の間のグレーゾーンへの注目を促すこと

になる．奇しくも，同時代人のジョン･ロックが白痴を

例にあげて議論していたように，ルブランもまた人間の

ような動物を事例にして，視覚によって動物や人間を分

類することの困難を論じようとしたのであった．

Anita Guerrini,“The king’s animals and the king’s
 

books:the illustrations for the Paris Academy’s

”

1670年代にフランス王立印刷所は，パリ王立科学アカ

デミーの出版物という形で6巻の挿絵入り二折本を刊行

した．そのうちの一つは，科学アカデミー会員のクロー

ド･ペロー（Claude Perrault）を中心に製作された，1671

年初版および1676年第二版の『動物の自然誌に資するた

めの覚書』（通称『動物誌』）である．これらはいずれも，

当時一流の彫刻家たちの手による版画技術を大いに施さ

れたものである．本論文は，ルイ14世治世下における文

化政策の中で，特に『動物誌』に焦点を当てている．そ

してその分析を通じて，『動物誌』がいかなる点で新しか

ったのか，テクストとイメージとはどのように相互に作

用しているか，エグゾチック･アニマルの描写の信憑性

はどのようにして得られたのか，比較解剖学と自然誌と

の関係，そして人体解剖学と動物解剖学との関係はどう

だったのかといった問題を考察している．その結果，贅

を尽くして製作された『動物誌』は，ルイ14世や彼の重

臣コルベールにとっては王権強化のためのプロパガンダ

として期待され，王権からその製作を委任された科学ア

カデミーにとっては学者集団としての権威を高める機会

となったと著者は指摘する．さらに，『動物誌』は比較解

剖学と自然誌，自然哲学との溝を埋めようとする試みで

もあり，1733年に普及版が出てからは，ビュフォンの『博

物誌』をはじめとして後世の自然哲学および自然誌に対

して影響を与えた．

Domenico Bertoloni Meli,“The representation of
 

insects in the seventeenth century:a comparative
 

approach”

17世紀における昆虫の研究および表現は多くの問題

を提起した．小さく脆いその体を観察するには光学器械

と固定技術の発達が必要であり，日常の経験とかけ離れ

たその姿を読者に伝えるためには新たな表現技術が考案

されねばならなかった．本論文は7つのテーマを設定し，

異なる作者による昆虫の図版を比較することで，当時の

視覚表象における問題を浮き彫りにする．例えば，スワ

ンメルダム（Jan Swammerdam）がフックやマルピーギ

の図版に対して覚えた不満を同じ題材の図版を作製する

ことで表現したように，時に図版は視覚的な対話の手段

として用いられた．これらの図版を比較し対話を再構成

することで，当時の視覚表象に関するより豊かな観点を

得られると著者は主張する．また，同じ題材を扱うよく

似た図版が二人の研究者によって独立に描かれた例もあ

る．例えばフックの図版は倍率やインパクトなどの点で

非常に優れていたが，技術的な困難ゆえに昆虫を解剖し

て内部を観察することはできなかった．これに対し，オ

ディエルナ（Giovanni Battista Hodierna）やマルピー

ギは固定や解剖の高度な技術を用いて同じ題材の内部構

造を描くことができた．こうした例では，図版の比較に

よって研究者間の関心や技術の共通点と相違点を明らか

にすることができる．このように，図版の比較は各々の

図版から得られる以上の情報を我々に与えてくれるので

ある．この論考の手法や分析は他の分野や時代の研究に

おいても有効であろうと著者は述べている．

以上の論考はその各々が興味深い論点を提示している
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が，本特集からは他にも様々な論点を取り出せる．ここ

では二点を挙げよう．一つ目は，動物の図版における規

範や合意がどのように形成されてきたかという点であ

る．イントロダクションでも述べられているように，初

期近代は印刷技術の発達に伴って図版の出版が増加し始

めた時代であった．各論考の中で提示されている多種多

様な図版は，当時はまだ表現形式の画一化や規範の共有

がなされていなかったことを示している．だがその一方

で，EkholmやBertoloni Meliの論考が示しているよう

に，図版の作製者たちは望ましい表現方法とは何かを強

く意識しており，時には他者のやり方を言葉で，あるい

は図版によって批判することもあった．つまりこの時代

に，図版の作製者が従うべき規範や表現形式の合意を求

める動きが生じていたということができる．

第二の論点は，動物の表現における画家というアクタ

ーの重要性である．Cohenが扱ったルブランのように，

画家は時には独特の表現を用いることで自らの思想や問

題意識を視覚的に表現した．また，KusukawaやEk-

holmらの論考から分かる通り，自然哲学者や解剖学者

が研究成果をどのように視覚化するかは図版を作製する

画家に大きく依存していたと言えよう．したがって動物

の表象が作り出されてきた過程の中で画家は重要な役割

を果たしたと思われる．他方で，Bertoloni Meliの論考

で紹介されているような顕微鏡観察の図版の多くは（観

察自体に高度な技術を要するために）専門の画家を介さ

ず研究者本人によって描かれていた．図版の作製に画家

が介在したことで，あるいは介在しなかったことで様々

な動物の表象がいかなる影響を受けたのかを研究するこ

ともまた重要な研究課題の一つと言えるだろう．

なお本記事は，2014年1月に東京大学大学院科学史･

科学哲学研究室で開催された本特集号の読書会に参加さ

れた方々の意見に多くを負っている．

(吉田善哉，齋藤響，安西なつめ，

藤本大士，平井正人）

スティーヴン･グリーンブラット『一四一七年、そ

の一冊がすべてを変えた』河野純治訳（柏書房，

2012年）．8＋400pp．2,200円＋税．ISBN978-4-

7601-4176-0

本書は，古代ローマの詩人ルクレティウスの『事物の

本性について De rerum natura』がルネサンス期ヨーロ

ッパで再発見され，その後の知的世界に影響を及ぼして

いく過程を扱ったノンフィクション物語である．この詩

の再発見が重要なのは，それがエピクロス主義哲学，特

に原子論を初期近代のヨーロッパに伝える大きな役割を

果たしたからだ．まずは物語の内容を簡単に追ってみる

ことにしよう．

第1章では『事物の本性について』の写本を再発見した

ポッジョ･ブラッチョリーニ（1380-1459年）の経歴が簡

潔に論じられる．彼は教皇庁ではたらく公文書の書記官

（スクリプトール）で教皇秘書にまでなったが，コンスタ

ンツ公会議で職を失いブックハンターとなった（後に教

皇庁に復帰する）．

第2章では写本再発見の背景となった筆写の伝統が論

じられる．ペトラルカの業績に触発された人文主義者た

ちは，1330年頃から主に修道院で本探しを開始した．修

道院は数世紀にわたって読書の文化を系統的に維持し続

けてきたほぼ唯一の場所だったのだ．筆写は古代には奴

隷の役目で，屈辱的な仕事だった．そのため修道院では

それは精神を鍛錬する苦行の意味合いを持っていた．修

道院にとって本の入手が重要かつ困難だったことは，中

世に筆写人が極めて重んじられた事実からうかがえる．

そのためポッジョもまた修道院を訪ねてブック･ハン

ティングを行った．円滑な本探しを可能にしたのは彼の

人脈や卓越した筆写の能力，人間的魅力だったと思われ

る．通説では，彼が『事物の本性について』を発見した

のはボニファティウスの弟子が創設したフルダ修道院

（現在のドイツにある）だと言われている．

第3章と第4章で描かれるのは，ルクレティウスが生

きた古代の文化，そのなかでのエピクロス哲学の地位，

そしてそれがルネサンス期にいたるまでに忘れ去られて

いく過程である．ルクレティウスの生涯についてはポッ

ジョの時代でも現代でもヒエロニムスによる短い略伝以

外にはほとんど知られていない．しかしヴェスヴィオ火

山の噴火で壊滅したナポリ湾のある別荘地の発掘調査に

よって，ルクレティウスや当時の世界についての情報が

得られている．当時は裕福な個人が図書を収集するとい

う文化があり，発掘された別荘には『事物の本性につい

て』をはじめエピクロス派の作品のコレクションがあっ

た．このことから，当時はこれらの作品が別荘を所持す

るような有力者によって読まれていたことがわかる（こ

の別荘はユリウス･カエサルの義父で政治家のルキウ
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