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ス ウィ フ ト とデフ ォー

時代への視点を中心と して

竹 市 六 也

岐阜大学教養部英語研究室
(1976年9月30日受理)

Swift and Defoe

W ith SpeciaI Reference to their Viewpoints on the Age

Rokuya Takeichi

まえがき

ともに政治に異常なまでの興味を持ち, イギ リスでは18世期初頭に隆盛を見るにいたった

完期刊行物に逸早く筆を取 り, 幾多の政治評論を書き, 時の政界に関係し, 宗教の問題と も

それぞれの立場から深い関りを持つなど, 奇妙なほどの類似点を以て, 名誉革命に次いでア

ン女王治下のイギ リスを中心に活躍したのが標題のスウィ フ トとデフ ォーであった。 更にこ

の二人の作家は, 大人の読み物と して, また児童の読み物と して, 共に不朽の古典と して今

日にいたるまで世界のすみずみにまで読まれ, 親しまれている二大作, 「ガ リヴァ旅行記」

と 「ロビンソン ・ クルーソー」 とを後世に残したこ とは注目に価する。 しかも前者が著者自

身の「内的な劇の表現」」1)であると見なされるのに対し, 後者は当時実際に起ったアレグサン
ダア ・ セルカアクの体験を種にしながら, 作者はこの作品の主人公と一体とならざるを得な

く なった, と考えられ, 期せずしていずれもその背後にびそむ作者自身の精神的な意味での

自傅的要素がその精髄をなしていると云える。

「ロビンソン ・ クルーソー」 について或る批評家は 「この本が誰にも知られていると言え

るのと同様に, 殆んど誰にも知られていないとも言えるよ)と述べているが, このことばは,
更に一層 「ガリヴァ」 についてよく適切にあてはまるようである。

スウィ フ トとデフ ォーとの間添を考察したロス氏は, 「この二つの大作の中にスウィ フ ト

とデフォーはか哀らの最も貴重な自己の精髄を投入した; 即ちかれらはこれらの作品の中に

世の人々に告げざるを得なかった重要な事共を こと ごと く完全に表明したのである。 それ故

に二人の関係を考察する者にとって, 他のかれらの著作と異な り, この二大作においてかれ

らが共通の土じ ょ うの上に立って相目見えていることが重要である。一言にして言えば, クルー

ソーとガリヴァに当てはまることは同時にデフォーとスィフトに当てはまるのである。j)と
述べているようにこの二大作によってわれわれは, 二人り作家の本質に迫る手がか りを獲る

ことが出来る_と考えられる。

実にこの二人の作家には奇妙な類似点が数多く見出され得るにも抱らず, 一歩それぞれの類

似点の内面に踏み込んで見る時, ここでは又, 全 く対称的な相違と異質さ とを発見する。

以下本論文では, 以上に略述した如き両者の表面的な類似点をふまえ, その内面に立ち入

って若干の考察を試み, 二人の作家の本質を対比の形において, 明確にせんとするものであ

る。

1

冒頭に述べた如く , 先ず最初に指摘されるこ とは両者の異常なまでの政治への関心である。
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52 竹 市 也

その関心は数多い政治評論と して今日に残されているが, われわれはここで二人の作家が生

きた時代の歴史的位相に対して, かれらが向けた角度と視点を問題と したい。 当時のイギ リス

は, まさに大きな歴史の転換期であ り, それに対する視点は二人の作家によって甚だ し く対

照的であ った と思われるからである。 そ してそのためには先ず両作家の生い立の概略につれ

てふれてお く必要があるであろ う。

スウィ フ トに比し, 六年乃至七年の年長者であったデフ ォーは, かのチャールズニ世によ

る王政復古のなった1660年 (一説には1661年) ロン ドンの肉屋 ( または一説には, 獣脂蝋燭

製造業) を営んでいたJames Foeの伜と して生れ, 今日の如 く Defoeと改姓したのは盛んに評

論に筆を とるに至った1703年項恐ら く素性に勿体をつけるためであったと見られている。1684

年に結婚 した当時はタ リヤス業を 自ら営んでいたと言われる。 1685年ジェームズニ世治下,

チャールズニ世の庶子モンマス公の叛乱に参加したが, それはカ ト リ ッ クの王ジェ ームズに対

する反抗からであったが, 結局叛乱は間もな く鎮圧され, デフ ォーは幸 う じて処刑を免れ,

やがて1688年名誉革命に際してはウィ リアム三世の軍に投じ,かの有名な “TheTrue-born

Englishman” ( 1701) な る 謳 刺 詩 を 公 け に し , 外 国 生 れ の ウ ィ リ ア ム三 世 を 滸 獲 し た こ と は よ

く知られている。 尚当然のことながら, かれが一般商人階級の属する熱心な ビュ リダンであ

ったこ とは, やは りかれり一生を大き く支配 した意味でも重大であろ う。

では, かかるデフォーに対してスウィフ トはどうであったろ うか。祖父 トマス ・ スウィフ トは, イ

ギリス南西部の州ハーフォードシャーの英国教会の牧師で, 生来勤王の念厚く, チャールズ一世治下

の内乱に際しでは種 王々党のために画策 し, 一介の牧師の身を以て遂に国難に殉 じ, ために一

家は支柱を失い, 生活の危機に瀕 したが, 王政復古後よ うやく血緑を頼ってアイルラン ドに

渡 り, 相応の生活にあ りついた。 作家スウィ フ トの父ジ ョナサン (父子2代同名) もその一人

であったが, 作家スウィ フ トが生まれたのはこの父の死後7ヶ月の1667年で, 以後は叔父ゴド

ウィ ンのもとで養育され, アイルラン ドの一流校キルクニー学校から更にダブ リンの ト リュ

ティーカレッジに学び, 1668年B.A.の学位取得後, 引き続き同大学にて研究中, 名誉革命力勁発, ダ

ブリンは争乱の中心とな り, ために学業半ばにしてイ ングラン ドの母のもとを経て, やがて母方

の遠緑に当るサー ・ ウィ リアム ・ テ ンプルに書生と して引き取られるこ と となった。 この時

かれは多感な21才の青年であったが, 主人のサー ・ ウィ リアムはかってチャールズニ世の治

下, しばしば外交使節と して海外に派遺され, 大いに手腕を発輝し, ベーダ駐在大使と して

は, 1677年, オ レンジー公ウィ リアムと英女王ノ ア リーとの結婚を まとめるなど, 輝かしい

功績を残し, スウィ7 卜が寄寓するに至った頃には, サレイ州のムーア・パークに隠退してはいた

ものの・宮廷 との関係ぱ深く 夕ヽウィ 7 卜自身使者と して宮廷に赴いたこ と もあったのである。

さて以上の如きデ7 オーど ウィ 7 卜の生い立ちと若き日の経歴を思い合わせる時, 最も顕著

なこ とは, この二人の作家がイギ リスの殆んど同一時代に生きながら身分 ・階級 ・宗教の上

で, 全 く 別の世界の住人であ ? だ と思われるこ とである。

次にこ の大きな歴史的転換期の実態について若干の考察が必要であろ う。

2

かっての輝かしいエ リザベス一世の対外政策によ り, 画期的な飛躍を遂げた近代英国は,

以来活発な植民地政策によ り経済上の発展を遂げ近代資本主義社会を着々と形成し, かって

の大土地所有貴族に代って新興ブルジョ ア階級が目覚ましく進出し, イ ギ リスの歴史の推進

者は外ならぬこの新興ブルジョア階級となったのである。 わずか40年の間隔を置いて, 17世

紀に起った二つの革命はまさにその明瞭な現われであった。 すでにチャールズ一世の治世の

26
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1628年, 議会に呈出されだ 権利の請願” に王は経費の協賛を得るためにこれに署名せざる

を得なかった。 これはかって13世紀の初頭ジョ ン王の治世下, 貴族に迫られて承認されたマ

グナ ・ カルタに極めて類似していながら重要な相違は, 後者が時の封建諸侯による王権の制

限であったのに対し, 前者 (Petition of Right)は新たな中産階級による王権の制限といい得

る点である。 1713年ユ ト レヒ ト条約を以てスペイ ン王位伝継戦争はようや く終結を見たが,

当時イギリスではウィ ッグの主戦論者が多数を占めた上院に於いてユ ト レヒ ト条約を通過さ

せるために, トー リー内閣は突如12名の トーリーを上院の新議員に任命する苦肉の策に出

なければならなかった。 しかもこの条約によってイギ リスがかち と ったものは, ジブラルタ

ルやミノルカ島の新領土の外にフラ ンスからニューファ ン ドラン ド, ノ ヴア ・ スコシア, ハ ド

ソン湾の地域などの植民地であった。 またネザーラ ソ ドは非海軍国オース ト リアに譲渡され,

イギリスの海上安全は確立されることになったのである。 ここには当時のイギ リス国民の目

がいかに海外に向ってそそがれていたかを示すと共に, またその背後にはあふれるばか りの

意慾に燃えた英国ブルジョ アジーが大きな社会的勢力となって存在していたことを物語るも

のであろ う。犬

かく して経済的な面において当時のイギリスは一方七は没落 しつつある土地貴族と他方で

はこれに代って新興ブルジョア階級が新し く富の蓄積により, 隠然たる勢力を及ぼしつっあ

った。 これはイギリス史上未だかって経験したことのない新旧二つの階級の社会的勢力の交

替であった。 しかも新興ブルジョア階級にあっては資本主義社会の弊害は未だ表面に現われ

るに至らず, 多 く の国民にとっては, その明るい未来に対する希望と期待のみがあるように

思えたのである。

やがてかれら産業資本家層の要求にこたえて, 生産技術の本命強化が進み, いわゆる産業
革命が先ずイギ リスに起 り, やがて社会問題となるのはこの生紀も末期以後のことである。イ

ギリスがいわゆる産業革命に足を踏み入れたのは1770年代とされている。

さて, 以上のようjな経済の発展が大きな社会的勢力となって除々に一国の政治を動かすに

至ったその背景には, 同時にかれらの背後には思想的支柱があったこともここに指摘してお

く必要があるであろ う。 あたかも経済面においてイギリスが近代ヨーロッパの先駆者となっ

たのと同様に, 思想的にもその理論が実践的色彩の強い点でイ ギリスは近代ヨーロッパの先

駆者であった。 ルネサンス期の代表的人文学者エラスムスは, かってイギリスに帯在し, ト

ーマス ・モーアと親交があ り, 互いに影響し合いながら前者は有名な “愚神礼讃” ( 1509)

を, 後者ぱ ユー トピア” ( 1516) をあらわして, それぞれ当時の世相を属刺したが, 下っ

て近代哲学の先頭に立つ哲学者と して評価されているフランシス ・ベーコンは実験に基ずく

帰納法の必要を説き, 従来の先入見を取 り除 くべきことを主張 してイ ドラ説を唱え, その著

“Nova Atlantis” ( 1620) で は科学 と技 術 に も と ず く 豊か な 社会 の展 開 さ れ る こ と を 述 べ

た点では18世紀啓蒙思想に通ずるものがあると云えるのであろ う。

次いでジ ョ ン ・ ロ ッ クに至っては, その政治論 (Two Treatises of Goverment, 1690)に

おいて, 名誉革命の思想的代弁者と して制限された王権とブルジョア議会の調和をはかる立

場から社会契約説を と り, 且つブルジ ョア的所有の擁護を明確に打ち出すにいたった。

元来イギリス人の特徴は抽象的な理論よ りも常に健全な常識に基ずいて先ず行動すること

にあった。 従って抽象的な理論よ りも事実が先行し, 行動の後に理論づけが行われる事情は,

政界の場合にも経済の場合にも例外ではなかったようである。

さて以上において経済界並びに思想界におけるイギリス18世紀の歴史的位相をほぼ明ら

かにし得た と信ずるが, 更にかかる思想界に大きな影響力を及ぼしたものと して, われわれ
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3

さて, それならば, 本論の二人の作家デフォーとスウィ フ トの精神的自伝とも見なされる

上記二つの代表作品に示されて卜る思想は, 以上のような当時の歴史的位相に対してt かヽな

る対応の仕方を示 しているであろ うか。 先ずこれをデフ ォーについて見るこ とと したい。

かれの 「ロビンソン ・ クルーソー」 は, 従来のロマンスとは異な り, 主人公は庶民を代表

する一介の船乗 りである。 家は裕福であったとは言え, 貿易でかな りの財産をこ しらえた程

度で, ロビンソンが受けた教育は, せいぜい月謝のいらない田舎の学校であった。 出世を求

めて航海に出ようとするロビンソンに対して父の説く幸福論は 「人生の不幸を し ょっている

のは社会の上層と下層に限られている。 中く らいにいる者は殆んど災難ら しい災難はうける

ことはないし, 上下の者たちのように,人生の浮沈にそうめったに苦しめられることがないj)
とい うのであった。 この父の説得にも拘らず, 本来の放浪癖のためにひそかに家出をするそ

の背後には立身出世を してやろ うという執念もあった。 かく て数年間様々の冒険を経た後,

ついに暴風のために船は遭難し, 奇蹟的に唯一人絶海の孤島に漂着することとな り, 「無人

28

は尚近代の科学の進歩に注目しなければならないであろ う。 西欧世界では, 中世の終末と共

に神中心の宇宙観は影をひそめ, 人間中心的思想がこれに取って代り, 同時に神の支配から

離れた純粋な自然への研究に道が開かれる事となった。 かく て急速な発達を遂げるにいたる

科学研究の成果は, 近代が進むにつれて, 益々その目覚ましさが人々の心を とらえ, 人々は

その成果がいかに人間の幸福に寄与するかに希望と期待をかけ, ひいては人間の未来に対し

て無限の進歩を夢見て, 明るい期待に胸をふく らますに至った。 かっては神にれい属し, そ

の抑圧下にあった人間は今や神の束縛を離れ, 科学的自然の主人公た り得る と信 じて疑

わなかった。 西欧における18世紀啓蒙の思想と称されるものは, まさにかかる背景のもとに

生れたのであ った。

人々は自らが生きている近代の優越感にひたると共に, 一部ではかれらがかって近代を迎

えるに当って理想と憧れた古代文化とその優越性を比較論評する気運が起ったこと も当然で

あった。 17世紀の半ばから18世紀初頭においておこなわれた大がか りな 「古代近代論争」 な

る名でよばれる論争がこれであった。 自ら古代人となって生きることを最大の願いと したル

ネサンス的ヒューマニズムの精神から脱却するためには必要な過程であったのである。 かかる

論争のなかから18世紀啓蒙の指導的理念となった 「進歩の観念」 は熟していったのであろ う。

本論文のテーマの一人であるスウィ フ トの 「書物戦争」 (The Battle of the Books , 1699)

もかかる思想的状況のなかに書かれたものであった。 因みにかれの立場は明確ではな ぐこの

点では問題を残 している。 十

ともかく, かくて近代思想は科学の発達を促がし, やがて逆にその科学の成果が楽天的な啓

蒙の思想を生み出すに至ったのである。 18世紀の殊に前半は, ち ょ う どかかる稀有な時代で

あった。 エ

そ してその世紀末には, イギ リス産業革命によって示されるように, 早く も人間中心的なヒ

ューマニズムの立場と科学の調和の夢は破綻を来たすにいたるのである。

以上二人の作家の生きた時代の歴史的位相を経済の面と思想の面について若干の考察を試

みた。 それはこの時代がイギリスが西欧世界に先き駆けて歴史上画期的な転換を遂げるに至

った時代であ り, その間政治の背後にあって実質的に政界を左右したものは, 以上の如きイ

ギリス国民の経済力の変動と科学の進歩をふまえた思想的な動きに外ならなかっだからであ

る。

也



島でただ一人, 営々と して生活をき りひらき, もの。を作り, 喜び, 悲しみ, 祈 り, 呪って,

日 を々送る こと, 二十八年二ヶ月と十九日, 奇蹟的にイギリス船によって三十五年ぶ りに故

郷に帰るこ と となる。 尚この航海の前後には, ブラジルでの農園経営など数年のことが語ら

れているが, 最もわれわれの興味をひ く のは, 28年余 りにわたる絶海の孤島での主人公ロビ

ンソンの生活である。

そこにあるものは, 一言に していえば, 神の摂理を信 じ, 営々と努力することによって報

いられる筈の幸福への確信である。 時には身の不運に対して神を呪 う こ とが しば しばある

にしても, 結局は反省して神に感謝する気持になるのである。

著者自身の序文の述べるところによれば, 「ここにある実例を とおして他の人々を教化し,

われわれの境遇がどんなふうに変るにせよ, そのあらゆる変化のうちにあって摂理の知恵を

さてス ィ フ トの 「ガ リヴア旅行記」 についてはどうであろ うか。 公けにされたのは, 「口

ビンソン ・ クルーソー」に遅れること 7年。(但し, 前者が一気に書き上げられたとされている

のに対し, これは, かな り長期にわたって書き加えられ今日め形を とるに至った。 )

主人公ガ リヴアはケンブリッジのエマニュエル学寮に遊学させられたが, 父はノテ ィ ンガ

シアでわずかばか りの土地持ちで, 「なにぶん貧しい身代にはどうにも大きすぎる負担のた

め, 当時ロンドン一流の医者のもとに書生にやられる。 ロビンソンが商人の伜 (三男坊) で

教育と しては田舎の月謝りいらない学校で受けられる位のものであったのに比べ, 家は貧し

く とも地主階級に属し, 都会の一流大学に学び, 医師と して修業するガリヴアとは明らかな

身分的階級的相違に先ず注目される。 ‥

航海に出る動機については, ロビンソンが本来の放浪癖と出世への希望であったのに対し,

同じ く三男坊であったガリバアの場合には, 何とな く海外旅行に出るのがかねがね自分の運

命と予感し, 航海術や数学などの勉強も していたが, 直接には医師と しての同業者の不正を

真似るこ とに良心が許さず, たまたま話のあった船医と して航海に出るのである。 か くてが
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後, 最後にフウイフの国へ漂着することになるのであるが, これらの航海記, 特に初めの三

篇には当時の政界への鼠刺が強く意図されているために, その出版に際しては著者の名が判

明することを怖れ, 出版書店へ原稿を届けるのにも非常な工夫を こらした程であった。 従っ

てそれらの部分は当時の政界との関り合いにおいて興味をひく にしても, 著者の思想を濾過

し, 圧縮した形での人間像を示すものと して, 人類の続 く限 り永遠の価値を持つものは, 恐

ら く最後の第四篇フウイスム国であろ う。

そこには理性を象徴する存在と しての馬の形を したフウイ スムと, その馬に飼われている

奇怪醜悪な畜生ヤフー (但しよく観察するといかにもよく人間と似ている) がいる。

人間が神と一般動物との中間的存在と して神性 (高貴な理性) と同時に動物性 (獣性) と

を兼え備えているとすれば, 前者を象徴するものがフウイスムであり, 後者を象徴するもの

がヤフーと考えられるであろ う。 作家スウィ フ トは, かかるものと してのフウイ ヌムとヤフ

ーとを極めて対象的に読者の眼前に展開して見せることによ り, ヤフーがいかに嫌悪すべき

存在であるかを読者に思い知らしめるのである。 確かに人間の醜悪な面を象徴するヤフーを

直視するこ とは読者にとって不快である。 作者スウィ フ トは, (世の人を慰めるよ りはむし

ろ苦しめるためによ) 「ガリヴァ旅行記」 を書いたと自ら述懐している。
作者がこの旅行記の1753年版に初めて付した 「ガリヴァ書簡」 は, 船長ガリヴァよ り従兄

シンプソンへあてた書簡と しての形式を と ったもので, 作者自身の本物語 りに対する意図を

29

リリパッ ト, ブディ ングナグ, ラ ピュタその他の国に漂着し, 様々の見聞を した
● ● ● ● ●

リ ヴ ァ は ,
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て存在していたのであろう。かれは生涯大人腸なり得なかったと或る論丿牡断定するが,かかる見

30

伺い得るが故に貴重であるが, 次に引用する箇所は明らかにそれを語るものであると解される。

し「今日眼の前では, まるでフウイ スムが畜生で, ヤフーが理性的動物ででもあるかのように,

ヤフーどもが車に乗 り, フウイスムがこれを曳いているという有様であ ります。 これを見て,

小生が衷心の憤憑を禁じえないからといって, いったい何の不思議があるでしょう。y)
ここに言 うヤフーと は明らかに, 獣性に支配された下劣な人間どものことであ り, 逆にフ

ウイ スムは理性を以って行動する極めて数少ない尊敬すべき人々である。 世間往々にして下

劣な人間共が尊敬に価する人間を圧して横行することは何時の世にも, どこの世界にもあり

勝ちな光景であろ う。 また後の部分では, 「フウイ スムやヤフーに関する小生の記述がどう

して信じられないのでし ょ う。 こ とに後者, ヤフーの存在についてはあま りにも明白な事実

であり, たとえこの町だけでも何午何万はいるわけであります。j)と述べ, また「小生は彼
らを改心させるために書いたのであり,彼らの賞讃を得たいために書いたのではありません。夕)
とも述べている。

即ち前に引用した, 著者からホープ (Alexander Pope) への書簡の中で, 「世の人を慰めるよ り

はむしろ苦しめるために」 この物語を書いたということばと全く同一の主旨のことばであることは

明らかである。 ガリヴァ執筆の動機についてのこれらのことばは, 一部の論者が主張するように,

著者の「人間嫌いでや「体質的な不機嫌と絶望感ごや単なる「ペツ1ズムツがその動機では
なく , 劣悪な人間どもが余 りにも多い実状に対して, い く らかでも教化の役を果さ しめんと

したものであることはこれらによっ七明瞭であろ う。 勿論これら劣悪なる人間どもの横行す

る世情に対して作者は並々ならぬ 「烈しい憤 り」 を覚えたに相違ない。

そもそもガ リヴァが町医者と しての職を放棄して航海に出る直接の動機となったのは, 前

に引用した如 く , 「医師と しての同業者の殆んどたいていのものがやっている不正を真似る

ことだけは我輩の良心が許さなかったツからである。ガリヴァ (即ち作者スウィフト) には
同業者の大部分がと りもなおさず 「ヤフ ー」 に見えたわけである。

さて, この二つの物語 りにおいて注目すべきことは, その作者が共に世の人々を 「教化」

あるいは 「改心」 せしめんと して, それぞれの物語 りを書いたことを, 作者自身の序文の中

で, またはガ リヴァの書簡の形で明言していることである。

この場合, 問題は二人の作家が世の人々に何を教えるこ とによって, どのよ うに改心せし

めんと したかである。

一言にして言えば, デフ ォーはひたす ら神の摂理を信じ, 営々と努力することによって幸

福が得られることを孤島でのロビンソンの二十余年にわたる生活の実例を以って教えようと

する。

デフ ォー自身の実生活は必ずしもこの物語の実例の如く ではな く , 借金に苦しみながらの

みじめな生涯ではあったにしろ, その信念は正し く ロビンソンのそれであったであろ う。 口

ビンソンこそは作者の理想の人間像であ った筈である。

ではスウィ フ トの場合はどうであったか。 かれは先ず世の不正を犯して平然たる人間ども

の醜悪な実態を世の人々にいやというほど極めて感覚的に示すこと, そのことがと りもなお

さず世の人々を改心させ教化となると信 じたのである。

もとよ りそれは読者にと って慰みどこ ろか, 不快極まることである。 人間における獣性は

程度の差こそあれ, 万人が肯定せざるを得ない一面だからである。 にも拘らずスウィ フ トは

敢えてこれを行った。

ここにはかれの生来ナイーヴとも云うべき決して妥協することを知らない潔癖さが巌と し
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解は確かにかれに関して否定 し得ない一面であろ う。

4

さて世の人 を々 教化せんと して二人の作家が選んだその内容が, このよ うに異なった もの

であった所以のものはそもそ も何であったであろ うか。 このことにはまさに両作家の本質に

か力ヽわる重要な意議が含まれている筈である。

ここでわれわれは, 本論の冒頭で考察した両作家の生い立ちと, かれらが生きた時代の歴

史的位相を想起して見たい。

デフ ォーは新興中産階級に属する一商人を父と し, 自らも種々の商業に従事した熱心な ピ

ューリタ ンであった。 西欧世界に率先して資本主義体制を整えつつ, 思想的には啓蒙思想の

支えを得て, 人間の未来は限 りな く希望に充ち, ひたす ら神の摂理を信 じて努力するこ と こ

そ, 幸福を もたらす所以と信 じて疑わなかった。 かれが孤島のロビンソンを実例と して世の

人々を教化せんと したことは全 く尤もな事であった。 かれにと って人間性の中に 「ヤフー」

がひそむこ とを深刻に悩む必要はなか ったであろ う。

かれ 自身の幾多の著作や評論が示す よ うにその頭脳は稀な洞察力に富み, 世人に先ん じて

時勢の赴 く と ころを読みと っていたに相違ない, その確信が外な らぬ “世の人々を教化” せ

んとする物語とな った となった と言え るのではなかろ うか。

ではこの点に関してスウィ フ トはどうであったろ うか。 熱烈な王党の闘士を祖父と し, 近

親には詩人 ドライデンやサー ・ ウィ リアム ・ テ ンプルがあ り, 決して富裕な階級には属さな

かったが気位いは高く , たまたま同じ政界に出入 りした当時もデフ ォーと スウィ フ トに対し

てはその待遇は雲泥の差であった。 その政治評論において も明かにスウィ フ トは土地所有貴

族を意識し, その階級の側に立っての立論が顕著である(?
そ してそのこ とは時代の転換期にあったかれの立場を大き く束縛するこ とになった こ とは

当然であろ う。 デフ ォーに劣らず, かれもまた鋭い洞察力を以て時代を読み取っていたに相

違ない。 新興ブルジ ョア階級とは逆の運命を辿ろ うとする階級にと って, 時代を見る視点と

角度は全く対照的であったと してもそれは全く 当然であった。 それは決して明るいものでは

あ り得ないにしても, それ故にその視点からの物の見方が全く後向きであって正気と も思え

ないと断ずることは, 少く と もスウィ フ トの場合当を得ないであろ う。 むしろ未来の夢に心

を うばわれることがなかったからこそ, かれの目は更に深く現実を直視する鋭さがあったと

云えるのではなかろ うか。 かれの目は現実の人間の中にひそむ 「ヤフー」 を見逃すこ とは出

来なかった。 かれにと って世の人々を教化するこ とはと りもなおさず人間の中にひそむ 「ヤ

フー」 の醜悪さを思い知らせることであったのである。 科学技術の進歩を無条件に喜ぶ前に

かれに と ってはも っ と大きな永遠の課題があるこ とを読みと っていた と云えるのであろ う。

デフ ォーの楽天的思想は, 安易な未来への輝かしい夢のために, 複雑な現実の様相を把握

するためにはむしろ障害となって作用 したと云えるのではなかろ うか。

今日二人の作家の二つの物語に託されている思想を振 り返って見る時, 今やかっての楽天

的思想は必ずしも無条件に世の人 々に対して教訓とはならず, 却って世の人々をむしろ苦し

めるために書かれた 「ガ リヴァ」 の教訓こそが永遠の価値を以って世の人々に訴える ように

思えるのである。
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松浦高嶺 : “スウィ フ トとデフオ 二人の政論家と二つの航海- ”( 史学雑誌60編3号, 1951) 参照。

尚松浦高嶺氏の上記の論文は両者の政治評論に関する詳細な考察が行なわれてお り二人の作家を知る上で大

いに役立ったこ とを附記しておきたい。 本論文ではこの面に詳し くふれる余裕がなかったことは残念である。

尚上記に関連して更に附記するならば, 18世紀英文学を新し く 見直そ う と している一部の研究者の間には,

特にデフ ォー, スウィ フ トの如き作家に対しては文学の領域以外の広い分野にわたるよ り深い本格的な研究

がなされるべきこと。 また本論文中にも一節を引用し, 注に示したかれの著書においてたまたま本論文で取

りあげた二作家の関連について詳細な考察を行い, 従来かかる研究が余りなされていないことに遺憾の意を

表明しているこ とを附け加えておく。


