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人文学において地質年代を語ることの意味とは何か： 

人新世の複数の名付けをめぐって 

猪口智広（東京大学大学院） 

はじめに 

 人新世、人類世、アントロポセン、アンスロポシーン……。「Anthropocene」の語がパウル・

クルッツェンによって（再）提唱されたのは約 20 年前であるが、邦訳語を目にする機会はここ

5 年ほどで一気に増えたように思われる。この概念が提起する問題系が日本語圏にもゆっくり

と受容されつつあることの表れだとみることもできよう。 

 完新世の次に来たる現在の地質年代という形をとってはいるが、人新世を（再）提唱したク

ルッツェンは地質学者ではなく大気科学者である。地球システム科学という総体的な学問領域

や、気候変動問題の議論に持て囃されている人新世の概念に対して、地質学の視座から適切に

考察が加えられる必要があろうことも言を俟たない。しかしそれ以上にこの概念は、自然科学

の範疇を大きく超えるような、人間の営みや人間存在自体の再考といった人文学の幅広い分野

の関心を惹起している。またそうした議論においては既にさまざまな批判も提起されており、

「人新世」に代わる名称の提案が行われてもいる。 

 本稿では、そのような異なる人新世の名称を通じた人新世批判とはいかなるものなのか、ク

リストフ・ボヌイユとジャン＝バティスト・フレソズの『人新世とは何か』1と、ダナ・ハラウ

ェイの Staying with the Trouble2を手がかりとして考察することを試みる。環境史の立場から書か

れた前者は、人新世の主流の言説に対する批判の要点を確認する上で有用であるが、同時に紙

幅の後半 3 分の 2 近くを割いて 7 つの「――新世 -cene」の名称が提示されていることも注目

に値する。一方で後者は、人新世概念への批判を共有しつつも、独自の名称を用いながら人間

概念をめぐる批判的考察を試みるものであり、前者の問題系にとどまらない人新世をめぐる哲

学的議論の可能性を開くものである。「――新世」という名称を語ることは、人新世の議論に何

をもたらすのだろうか。 

 

人新世の主流の語り 

 まずは『⼈新世とは何か』の構成を確認しておく。第 1 章と第 2 章からなる第⼀部では、⼈
新世概念の発端である科学⾯の議論とその⼈⽂学的な影響が概括される。続いて第 3 章と第 4

章からなる第⼆部では、⼈新世についての主流の語りの分析と批判が⾏われる。簡潔にまとめ
られたこれらの各章に対して、第⼆部への応答となっている第三部の第 5 章から第 11 章までは、

                                                        
1 Christophe Bonneuil & Jean-Baptiste Fressoz, L'Evénement Anthropocène : La Terre, l'histoire et nous. 

Seuil, 2016. 野坂しおり訳『⼈新世とは何か：〈地球と⼈類の時代〉の思想史』、⻘⼟社、2018。
本書からの引⽤にあたっては邦訳の⾴を記した。また、いくつかの⽤語については原著の仏語
ではなく、英語版を参照して併記している。 
2 Donna Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, 
2016. 
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7 つもの「――新世 -cene」という章題が続く、いかにも冗長に見える構成となっている。とも

すれば言葉遊びじみた羅列とも受け取られかねないこの一連の「――新世」に、著者らは一体

何を託しているのだろうか。それを把握するにはまず、第二部で展開されている著者らの批判

に立ち戻らねばならない。 

 著者らが繰り返し強調しているのは、人新世という用語にはある特定の語り（narrative）が結

びついているということである。人新世の概念を提唱し議論を主導してきた「人新世学者 

anthropocenologists［仏：anthropocénologues］」3による公式の語りは、以下のようなものである。 

 

［……］「我々」ヒト種は過去から無意識のうちに地球システムを変質させるに至るほど自

然を破壊してきた。だが 20 世紀の末にかけて、一握りの地球システムの科学者（気候学者、

生態学者）たちがついに我々を覚醒めさせた。今、我々は問題を認識しており、人間活動

が地球に与える影響についての意識を持っている［……］4 

 

主流となっている公式の語りは、計量可能な数値を基盤とした線形的な歴史観、地球を巨大な

一つの操作可能なシステムであるかのようにみなす錯覚、そして科学的客観性のような西洋の

自然主義的な想像力（イマジナリー）といったものに依拠している。こうした想像力は中立的

なものでもないし、唯一選択可能なものでもない。それにもかかわらずこうした語りのみを提

示することは、地球との異なる関係についての想像力を抑圧するものである。 

 地球システムと人類という 2 つのアクターを登場させる公式の語りは、さらにもう一つ問題

のある想像力を孕んでいる。「人類の活動が、自然の力に匹敵するほど地球システムに大きな影

響をもたらすようになった」という人新世の核心的な主張それ自体は問題なくとも、その主張

に含まれる「人類」「人間」の概念についてはそうはいかない。「ヒト種 Anthropos」という抽

象概念を強調することは、さまざまな人間の活動をひと括りにする効果を持つが、そこでは階

級や性別の差異をはじめとする個々の人間集団の状況、影響そして責任といったものが覆い隠

されてしまう。現在の事態を引き起こしたのは人類のほんの一部であるということを鑑みれば、

人新世  Anthropocene よりもエリック・スウィングダウの述べるような「寡頭政治新世 

Oliganthropocene」と表現されるものについて語るべきなのである5。 

 人新世の概念がもたらした衝撃によって、既存の思想が揺るがされ無化されてしまったと考

えた一部の人文社会科学者は、地球システム科学の語りがもたらした包括的な人類についての

思考を受け入れてしまっている。しかしマルクス主義、文化人類学、フェミニズム理論、ポス

トコロニアル理論といった人文社会科学の思想は、多様性と平等な尊厳の重要性を強調して「人

間」の普遍主義を批判することに貢献してきたし6、地球の現状に即した生存のあり方を模索す

                                                        
3 『⼈新世とは何か』p. 71。邦訳では「⼈間中⼼主義者」となっているが、原著および英語版
を参照してこの訳とした。 
4 『⼈新世とは何か』p. 11。 
5 『⼈新世とは何か』p. 96。 
6 『⼈新世とは何か』p. 91。 
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る、人新世の公式の語りとは異なる語りの中にそうしたものの系譜を見出すことができる7。 

 それゆえ、「人新世」の「人 Anthropo-」を異なる語に置き換えることは、人文社会科学が培

ってきた知見に則って、個別の集団ないし個人によるさまざまな活動に着目すべく普遍的な人

間という単位に留保をつけることである。そして複数の「――新世」の連なりは、目下の事態

をめぐる一つの大きな語りを宙吊りにして相対化の可能性を開くために、環境危機を生き延び

るための適切な見通しや解決策をもたらす想像力や語りの可能性をさまざまに模索する実践だ

といえよう。 

 

歴史についての７つの語り 

 では、「歴史学者として人新世を思考する」8にあたって、著者らは具体的にどのような歴史

の語りを検討しているだろうか。何がヒト種の代わりに「――新世」の空欄に投入されて主題

化されるのだろうか。 

 第 5 章の「熱新世 Thermocene」は、人新世の象徴としてしばしば提示される二酸化炭素排出

量の急激な増加を示すグラフを踏まえつつ、化石燃料資源をはじめとするエネルギーの生産と

消費についての歴史的議論に注目する章である。イノベーションによる新たなエネルギー資源

への「転換」を語る歴史に対し、エネルギー効率の上昇にもかかわらず各種化石燃料の消費量

は上昇の一途を辿っており、新たなエネルギー資源の開発は過去のシステムの継続の上に成り

立つ「累積」なのだと著者らは論じる。また、エネルギーの歴史は技術の発展や経済的な合理

性から必然的に導かれるようなものではなく、政治的・軍事的・イデオロギー的な選択の結果

であるというのも、著者らの重要な主張である。 

 第 6 章「死新世 Thanatocene」では、環境破壊の原因としての戦争に焦点が当てられる。富

裕国が巨大な産業技術システムと強力な機械を駆使する 20 世紀の戦争においては、莫大なエネ

ルギーが消費されるのみならず、森林をはじめとする自然環境が大規模な破壊の対象となって

きた。人間を殺す技術が生物を殺すのに役立つことは、軍事技術の民間転用によって環境負荷

がもたらされたことにも明らかである。戦時経済下での生産力増大の必要性は、平時において

は過剰な生産力を生み出す産業システムの構築という形で戦後にも影響を及ぼす。とりわけ第

二次世界大戦は、大量消費社会が成り立つための技術的および法的な枠組が整備される契機と

なったのである。 

 この指摘に続く形で第 7 章「貪食新世 Phagocene」では、消費社会とそれを支える消費主義

が主題化される。商標・流通・広告の技術革新による巨大統一市場の成立や、そこにおいて消

費者の支払い能力を支えるクレジットローンの技術を例示しながら、消費社会とは物質と環境

に対する新たな関係性であり、かつその関係を欲望の対象とする新たな社会統制の形式なのだ

と著者らは論じる。かつて社会に存在していたリサイクルの実践を危機に陥れた大量消費の文

化は、環境破壊のみならず、過剰な栄養や有害物質を蓄積し生活習慣病や慢性疾患に苦しむ消

費者の身体をも生み出しているのである。 

                                                        
7 『⼈新世とは何か』p. 115。 
8 『⼈新世とは何か』p. 12。 
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 第 8 章「賢慮新世 Phronocene」と第 9 章「無知新世 Agnotocene」は、環境に対する危機意識

をめぐる議論として括ることができるだろう。ここで批判されているのは、人新世の概念が提

起された現在の時点においてようやく環境危機が認識された、という覚醒の語りである。現前

の危機が過去において認識されていなかったかのような語りは、歴史と政治を切り離してしま

う点で問題だと著者らは述べる。第８章では、近代を通じて環境汚染や環境破壊についての省

察が存在していたことが、気候、生態系、エネルギー経済、資源枯渇などの概念史を紐解くこ

とで確認される。 

 続く第 9 章では、そうした賢慮（フロネシス）の存在にもかかわらず環境破壊が生じた要因

の分析が、科学史・科学社会学における無知論の観点から語られる。林学や地質学が構築した

自然観は資源の消費についての不安感をかき消す役割を果たし、政治経済学や衛生学は工業化

に伴って生じた貧困問題を正当化した。とりわけ、経済学が物質的な外的要因としての自然か

ら切り離された計算を可能とし、さらに自然を計算の対象として組み込んだことで、地球の限

界を不可視化する役割を果たしたことを著者らは指摘している。こうした過程において、環境

破壊は抑制されることなく、さまざまな形で無視されたり正当化されたりしてきたというので

ある。 

 第 10 章の章題「資本新世 Capitalocene」は、ジェイソン・ムーアらマルクス主義エコロジー

の論者が広めたこともあいまって、第三部における 7 つの「――新世」の語の中では今や最も

人口に膾炙している語であろう。著者らは「資本」や「人類」といった普遍的概念に依拠する

立場とは若干の距離を取りつつも、資本主義的な世界システムや不平等な交易が地球システム

にもたらした影響の重大さを強調する。産業革命を強調する人新世の主流の語りがヨーロッパ

中心主義的なのに対し、資本新世の概念は産業革命の背景にあった資本主義化されたグローバ

ルな世界と、そこにおける世界的な不平等、植民地主義や帝国主義、搾取といった問題を主題

化することを可能にする。グローバルな交易こそが、欧米と第三世界との間の経済的かつ生態

学的な不平等を生み出し、そのような不平等こそが欧米の発展をもたらしたことが確認される。 

 第三部を締めくくる第 11 章「論争新世 Polemocene」では、工業化や環境破壊への抗議活動

の歴史がまとめられる。環境への省察という点では第 8 章と関連するが、ここでは第 10 章の議

論を踏まえ、先進国のみならず第三世界における運動をも含む形で、工業的な近代化や進歩主

義に対して声を挙げた人々の活動が確認されてゆく9。オルタナティヴな社会が構想可能である

ことを訴えるこうした活動は、18 世紀以降すなわち工業化の黎明期、第二次産業革命期、そし

て第二次大戦後の大加速の時代に至るまで、また知識階級から労働者階級に至るまで、多様か

つ広範に存在してきた。こうした「人新世」概念の登場以前から存在していた活動がいかに周

縁化され不可視化されてきたのか、歴史的に省察することこそが人新世に生きることの理解な

のであるとして、「人新世」の命名やそれに伴う環境意識の覚醒の語りに警鐘を鳴らして著者ら

は第三部を締めくくっている。 

 これら 7 つの「――新世」とそれを通じた語りは、大きく 2 つの系統に分けられるだろう。

熱の時代（第 5 章）・死の時代（第 6 章）・貪食の時代（第 7 章）・資本の時代（第 10 章）とい

                                                        
9 このような活動の⼀例として、わが国における⾜尾銅⼭鉱毒事件にも⾔及がなされている。 
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う語りは、生じつつある事態を理解するためには総体としての人類ではなく、原因となった人

類の具体的な活動に注意を向けるべきだと主張するものである。他方、賢慮（第 8 章）・無知（第

9 章）・論争（第 11 章）の時代という語りは、そうした活動を推進してきた側からの抑圧を被

りながらも、さまざまに変化しながら環境が議論され、また運動が生じてきたことを明るみに

するものである。 

 エネルギー、戦争、消費主義といった前半各章の議論においては特に、英米の影響の大きさ

ばかりが強調されているように感じる部分もある。産業革命の発端をイギリスに、消費社会の

成立をアメリカに見て取ること自体は正当だとしても、著者らは人新世を「イギリス新世 

Anglocene」と断じ、イギリスとフランスを比較して「現在の気候危機に対して二国の負うべき

責任がまったく異なることは明らかである」10と述べている。20 世紀の大半にわたって二酸化

炭素排出量の過半をイギリスとアメリカが占めてきたという事実を差し引いても、フランスの

立場に立つ著者らの自国中心主義性を感じずにはいられない。 

 あるいは、こうした論点の強調は資本主義批判からくるものであり、それゆえ本書の議論は

基本的に資本新世の議論なのだと考えることはできる。しかし第 10 章や本書全体を通じて、著

者らは資本主義そのものよりも、不平等な交易を遂行してきた世界システムについての批判的

分析に主眼を置いている。この意味で、本書の力点は「植民新世＝プランテーション新世 

Plantationocene」11と呼ぶべきものの方にあると言えるのではないだろうか。また著者らは、環

境についての知識を無視し工業的・消費主義的活動に対する抗議運動を抑圧してきた近代の過

程を、必要な抑制を無力化してきた「脱抑制 disinhibition」の歴史であると総括してもいる。人

新世は植民地の時代であるのみならず、脱抑制の時代でもあるのだというのが、本書の最も中

核にある語りだといえるだろう。 

 

クトゥルー新世の語り 

 しかし、『人新世とは何か』で提示されたさまざまな「――新世」の語りは、全ての語りを網

羅するものではない。人新世についての他の語りようを考える手がかりとして、本稿では「植

民新世」そして「クトゥルー新世 Cthulucene」の語を用いて人新世を論じているハラウェイを

取り上げたい。 

 『人新世とは何か』においても「ポスト自然」やサイバネティクスとの関連においてわずか

にその名前が言及されているハラウェイは、自然／文化の二分法にみられるような西洋思想に

おける二項対立の思考に対して批判を加えてきた論者の一人である。1985 年の論文「サイボー

                                                        
10 『⼈新世とは何か』p. 149。 
11 Plantationocene の語の初出については、Donna Haraway, Noboru Ishikawa, Scott F. Gilbert, 

Kenneth Olwig, Anna L. Tsing & Nils Bubandt, “Anthropologists Are Talking: About the Anthropocene,” 

Ethnos, vol. 81, no. 3, 535–564, 2016. また、「植⺠新世」の訳語は以下の邦訳に準拠した。Donna 

Haraway, “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin,” in Environmental 

Humanities, vol. 6, pp. 159–165, 2015. ⾼橋さきの訳「⼈新世、資本新世、植⺠新世、クトゥルー
新世：類縁関係をつくる」『現代思想』第 45 巻 22 号, pp. 99–109, 2017. 
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グ宣言」12において、そうした二項対立に挑戦する可能性を持ったアイデンティティとしてサ

イエンス・フィクションのサイボーグを提示したことが、大いに注目を集めたこともまた事実

である。しかしハラウェイを単なる「ポスト自然」やサイボーグの論者として語ることは、実

のところかなり不適切である。霊長類学史やバイオテクノロジーをめぐるハラウェイの業績に

明らかなように、ハラウェイの視角には常に他の生物種との関係があった。2000 年代以降の著

作においてはとりわけ種間関係の協働についての議論が前景化し、人と他種の関係を一方的な

搾取としてではなく、非対称ではあるが相互的である関係として認識することが主張されてい

る。ハラウェイはそうした認識を出発点として、西洋思想が自明としてきた人間観を問いに付

しながら、異種に対する責任をいかに引き受けるのかという問題に取り組んでいるのである。

そのようなハラウェイは、近年なぜ人新世についての議論に加わり、また独自の名称を提起す

るに至ったのだろうか。 

 人新世概念についてのハラウェイの批判は、この名称が抽象的な総体としての人類を前景化

させてしまうことに向けられている。人類それ自体を破滅の原因とみなすことを斥け、具体的

な個別の営為へと着目を促すという点において、ハラウェイと資本新世の議論は親和的である

し、また実際に彼女は資本新世の概念をある程度肯定的に評価している13。それにもかかわら

ず、資本新世や植民新世といった概念に彼女が満足しないのは、問題関心の焦点化の方向の違

いによるところが大きい。ヒト以外の種を含む多様な存在の絡み合いに関心を抱くハラウェイ

にとって、そうした存在が避難できる場所がもはやどこにも存在しなくなりつつあるのは重大

な問題である。大量絶滅が目下避けがたく進行しているという意味において、彼女は人新世を

ひとつの時代区分というよりもむしろ、中生代と新生代を画する大量絶滅として知られる K-Pg

境界のような、断絶だと考えている14。そこで問題となるのは、いかに関係性を可能な限り修

復できるかであり、また種の絶滅のような修復不可能なものにどうやって向き合うのかである。

工学主義による解決の楽観視と、もはや為す術なしという沈黙との双方を退けながら、この生

と死の問題についての責任を引き受けるために考案されたのが「クトゥルー新世」なのである。 

 では、この「クトゥルー」とは何を意味するのだろうか。ハラウェイの論文中では、ハワー

ド・フィリップス・ラヴクラフトらの創作による架空の神話体系「クトゥルフ神話 Cthulhu 

Mythos」にちなんだ学名のクモの一種が取り上げられている15。この点でクトゥルフ神話は間

接的な由来となっているが、ハラウェイはクトゥルー新世の命名について、性差別的で人種差

別なこのパルプ・フィクションの怪物から命名したものではないと強調している16。代わりに

ハラウェイは「地下の・冥界の」を意味する “chthonic” という語をイメージの源泉に据え、こ

の語に合わせるように “Chthulu” と綴りを変えている。この語の説明にあたっては他にも、メ

ドゥーサや百獣の女王 Πότνια Θηρῶν といったガイアとは異なる古代ギリシャの女神たちが参

照されたり、「ヒト族 Homo」「ポストヒューマン」に代えて「腐葉土 humus」「堆肥 compost」

                                                        
12 Donna Haraway, “Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s,” 
Socialist Review, no. 80, pp. 65–108, 1985. 
13 e.g. Staying with the Trouble, pp. 47–51. 
14 Staying with the Trouble, p. 100. 
15 Staying with the Trouble, p. 31. 
16 Staying with the Trouble, p. 101. 
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といった語が提案されたりと、形象と修辞に満ちた複雑な説明が続く。乱暴を承知でそれらを

単純化すれば、われわれもこの大地に生きるさまざまな種と共に絡み合いながら生きる存在で

あり、また土に還る有限な存在である、ということを「クトゥルー」という名称は主張してい

るのだといえるだろう。 

 ハラウェイの語りの思弁的な側面は、こうした語源と修辞をめぐる領域にとどまらず、事例

分析の対象の広範さにも繋がっている。ハラウェイにとって、細胞内共生説のような科学的言

説、伝書鳩をはじめとする実世界の生物をめぐる記述、そしてアートやフィクションにおける

他種の表象はいずれも、他種についての思考を喚起し、異なる世界のあり方についての批判的

な想像力に富んだ「複数種の物語り multispecies storytelling」なのである。物質的・具体的なも

のと記号的・形象的なものを結びつけるのはハラウェイの議論の特徴であり、人新世をめぐる

議論に端を発するものではないが、とりわけ近年はハラウェイ自身も分析の側にとどまらず、

人類学者や芸術家といった多様なアクターとの関わりの中で、学際的な創作のプロジェクトに

携わるようになっている。 

 このようなハラウェイのクトゥルー新世を、ボヌイユとフレソズはどう評価するだろうか。

自然／文化や人間／非人間の二分法批判を展開してきた論者としてハラウェイ同様しばしば名

前が挙がるブルーノ・ラトゥールに対しては、近代的な「大きな語り」を突き崩すために人新

世学者の「大きな語り」を擁護しているとして、『人新世とは何か』の中で直接批判が加えられ

ている。折に触れてラトゥールを参照するクトゥルー新世の議論もまた、人新世の抽象的な「大

きな語り」の別種として批判されるべきなのだろうか。 

 自然と人間の融合を語ることが往々にして工学主義的な全能感の幻想をもたらすものであり、

また人新世学者の語りにおける主体の更新とは専門家の解決策に身を委ねる受動的な公衆を構

築するものである、というボヌイユとフレソズの指摘はいくぶん正しいだろう。しかしそれは、

自然と人間の二項対立や人間主体のありようを批判的に再考することを無意味だと斥けるもの

ではない。「サイボーグ宣言」が技術主義的なユートピアや一元論的支配を語るものではないの

と同様に、クトゥルー新世は人新世の支配や権力には与しない。そこに主体をめぐる生産的な

議論の可能性は生じうるはずだ。 

 修辞をふんだんに駆使しながら人間概念を論じるハラウェイの文章は、確かに難解で思弁的

な側面を含む。しかし少なくともハラウェイは、人新世の「大きな語り」を打ち立てることに

対してははっきりと批判的な立場であると思われる。ハラウェイはクトゥルー新世が「新しい

大きな名称」であると述べてはいるが、あくまでそれは人新世や資本新世、植民新世と並ぶよ

うな「一つ以上の名前」すなわち複数の名称のうちの一つである17。超越的な普遍性を主張す

る単一の視点ではなく、状況づけられた個別具体的な視角こそが客観性を保証するのだという

往年の主張18を鑑みても、政治的で論争を引き起こすような複数の異なる語りを生み出すこと

で人新世主義的な「大きな語り」に対抗するという作業において、ボヌイユとフレソズの立場

とハラウェイの立場は整合的なのではないだろうか。 

                                                        
17 Staying with the Trouble, p. 100. 
18 Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of 
Partial Perspective,” Feminist Studies, vol. 14, no. 3, pp. 575-599, 1988. 
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おわりに 

 ボヌイユとフレソズが提示した 7 つの「――新世」は、人新世と称されるような現前の事態

を理解するために、歴史学的観点から示唆を提供するものであった。一方でハラウェイの「ク

トゥルー新世」は、人新世における異種の生と死、絶滅に対する責任を、エスノグラフィーや

フィクションをはじめとするさまざまな語りを通じて考察するものであった。 

 一見すると議論の領域を大きく異にするかに見える両者は、人新世の主流の語りが孕む工学

主義や単一の人間概念といった問題について多くの点で認識を共にしている。さらには、危機

の脱出ではなく危機を生き延びることを思考する必要性を主張し、「――新世」という異なる名

称を通じて異なる世界のありかたを想像可能にする語りを追求している点でも両者は共通して

いる。そして、こうした人新世批判の議論の共通認識は、人新世概念が西欧圏にもたらした衝

撃よりも遥かに少ない影響しか受けていないであろうわれわれが、この概念を理解し、そして

より適切な形で現前の事態に向き合う上で、重要な手がかりとなるだろう。 

 本稿では、両者の議論のさらに先にある可能性を仔細に検討するには至らなかった。しかし

例えば、前者において戦争という破壊性がもたらす死が強調されているのに対し、後者におけ

る死は避けがたい有限性として認識されているという差異は、漁業や農業をはじめとする自然

に対する暴力や賢慮の歴史について、より豊穣な記述を可能にすると考えられる。また、過去

の歴史に対する省察から生まれる前者の想像力と、後者のアートやフィクションを通じて発揮

される現在進行形あるいは未来形の想像力を協働させることで、さまざまな表象についての環

境人文学的分析をより深化させることができるかもしれない。いずれにせよ、書かれるべき語

りはまだ数多く残されている。 
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