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２００９年度 立教 SFR国際会議助成成果報告書（Ａ，Ｂ，Ｃ） 

 

１． 会議概要 

会  議  名 
和文 エコクリティシズムと日本文学研究－近代化の諸問題 

欧文 Ecocriticism and Japanese Literature: Modernization Issues  

主    催 立教大学大学院文学研究科日本文学専攻 

共    催 青山学院大学文学部日本文学科／コロンビア大学東アジア言語・文化学部 

後    援 大学院異文化コミュニケーション研究科／日本学研究所／江戸川乱歩記念大衆文化研究セ

ンター／観光研究所／ＥＳＤ研究センター 

開催責任者 

学部 文学部             連絡先：  
氏名 渡辺憲司           印  Tel 03(3985)2686  Fax 03(3985)2686 
                                      Email  wataken@rikkyo.ac.jp 

運営事務局 
事務担当者              連絡先：  
氏名 野田研一           Tel 03(3985)4044        Fax なし 
                                      Email  noda@rikkyo.ac.jp 

開催期間 ２０１０年１月９日 から ２０１０年１月１０日 まで 

開催場所 立教大学池袋キャンパス太刀川記念館３階多目的ホール 

参加者数※１ 

学内            １８名（教員 11 名：/講師 2 名：/大学院 3 名：/その他 2 名） 

学外 国内から招聘     １５名 

   海外から招聘     １０名    ５ヵ国     合計   ４３名  ６ヵ国 

公開講演会等 

参加者数※２ 

①   2010 年  １月 ９日    171 名      ９ヵ国 

②   2010 年  １月 10 日     101 名     ６ヵ国  

開 催 日 程 

 午前 午後 夜 

第１日 

１月 

９日  

 基調講演 

シンポジウム１ 

 

懇親会 

第２日 

１月 

１０日   

ワークショップＡ ワークショップＢ 

シンポジウム２ 

 

第３日 

   な 

 し 

 

 

 

 

  

開催経費総額 予算額        4,293 ,000 円 執行額               3,132,258 円 

※ 1 参加者とは、会議において講演、パネラー、コメンテイター等の活動を伴う者をいう。 

※ 2 一般に公開された講演会等に聴講のために参加した者。講演者、パネラー等は除く。所要経費が 

   ６０万円以上の会議で参加者がのべ１００人を超える場合は、参加者名簿を添付すること。      
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２． 開催趣旨概要 

 

 

３． 国際会議の成果概要・今後の展望等 

・第一日目：共催校のコロンビア大学教授ハルオ・シラネ氏による、基調講演は、「 四季の文化―二次自

然の表象と社会」と題したもので、 日本文学研究における「エコクリティシズム」の研究方法論にお

いて、二次自然という日本文化特有の表象に着目したものである。シンポジウム１「二次自然と野生の

自然」は、シラネ氏の講演を受けた形で英文学・日本文学・文化人類学・日本思想史などの日本及び在

外の研究者によってすすめられ、野生の自然及び二次自然の日本文化面における現出状況について、文

化史或いは思想史・近代化状況といった観点から討論が行われた。 

・第二日目：ワークショップでは、主催校の立教大学、共催校のコロンビア大学・青山学院大学の大学院

生を中心としながら、その教育的効果を鑑みて各大学の中核的研究者が適宜指導をくわえながら、その

研究報告によって、ワークショップが行われた。Aでは、「自然描写の近代と前近代」のテーマのもとに

日本古典文学作品の自然描写・近代文学さらに沖縄文学といった広い分野から報告があった。Bでは、「大

衆文化の表象と環境」をテーマに、現代のサブカルチャー、マンガや、江戸時代の俳諧まで広範囲にそ

の大衆性と、環境文学が如何にせめぎ合ったかを討論した。シンポジウム２は、「中央と周辺」と題して

行われた。日本文学及び日本思想・文化の歴史に関わる空間的視座を基軸に討論が行われた。全体討論

では、コメンテーターによる今大会への評価が行われ、今大会への高い評価と共に、厳しい批判的な意

見も聞かれた。 

・今後の展望：従来の日本文学研究では、テキスト中心の閉鎖的土壌が歴史的に見られ、英文学・文化人類

学といった分野との相互的な交流は希薄であったといわざるを得ない。そのことは、エコクリティシズム

研究を担ってきた英文学研究の側にも云えることである。今回のシンポは、まずその点を＜環境＞という

テーマの同じ土壌で文学研究の意味が問われた価値は極めて大きい。今回がすぐれて重要な第一歩であっ

たと云えよう。今後も英文学・日本文学さらに多くの国々・地域の文学研究が相互に＜環境＞をテーマに

＜文学＞を考察されよう。又、今回は、アメリカで理論継承されたエコクリティシズムであったために、

アメリカ中心的な視座が大半を占めていた。今後は、既に全体討論で、フランス・ドイツの研究者から鋭

い指摘があったように、さらに多くの国々から環境と文学のテーマで各地域の特有の視点で討論されるこ

とが望ましい。又、環境問題は、運動体としての責務を有しており、政治的視野を抜きにすることは出来

ない。しかし、今回のシンポでは、政治と文学の関係などについての討論は不十分であったといわざるを

得ない。今後、如何に政治とコミットし、環境問題における文学の役割を如何に果たしうるのかを考察す

ることが大きなテーマとなろう。又、申請の段階では、環境文学テキストの構築などが課題とされていた

が、その段階に至るまでには行かなかった。報告書はその一端を担う基礎的資料になると思われるが、今

後も構築に向けて努力していきたい。 

共通テーマは標記の如くであるが、とくに日本文学研究に「エコクリティシズム」すなわち「環境文学研

究」の視点を導入することにより、日本文学/文化と自然環境の関係、その思考と表象のありかたを歴史的

に検討しようとするものである。「エコクリティシズム」という文学研究の新しいアプローチは、１９９０

年代初頭以降、アメリカ文学研究を中心として展開された。現在では、これを標榜する学会がアメリカ、

日本、韓国、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、インド、ヨーロッパ各国、台湾、中国、ト

ルコなどで設立され、文学研究における新しい潮流の一つとして、活溌な動きを見せている。「環境問題」

は多様な学問分野に波及し、文学もまたその一翼を担うべきものである。その場合、どのようなアプロー

チが可能か、とりわけ日本文学が歴史的に形づくってきた〈自然〉という表象ないし意匠にはどのような

特性があるのか、また、日本文学における特性は現今の環境問題を考える際、どのような意味をもたらす

ことになるのか。本シンポジウムはこのような問いかけの最初の試みを行ったものである。 
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４．会議の構成 

（１） 学内参加者 

氏   名 所属・職名 会議における活動 内      訳 

渡辺 憲司 
野田 研一 
加藤 睦 
藤井 淑禎 
加藤 定彦 
小峯 和明 
小島 菜温子 
石川 巧 
千石 英世 
松田 宏一郎 
舛谷 鋭 
藤井 貴志 
安原 真琴 
山本 洋平 
天満 尚仁 
中村 優子 
丹羽 みさと 
照沼 麻衣子 

文学部・教授 
異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科・教授 
文学部・教授 
文学部・教授 
文学部・教授 
文学部・教授 
文学部・教授 
文学部・教授 
文学部・教授 
法学部・教授 
観光学部・教授 
文学部・非常勤講師 
文学部・非常勤講師 
文学研究科・大学院生 
文学研究科・大学院生 
異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科：大学院生 

日本学研究所・研究員 
ＥＳＤ研究センター・ＰＤ 

総括・企画 
総括・事務 
総括・事務補助・企画補助 
ワークショップＡ 司会 
シンポジウム２ 発表 
シンポジウム１ 発表 
全体討論 コメント 
全体討論 コメント 
シンポジウム１ コメント 
シンポジウム２ 発表 
シンポジウム１ 発表 
ワークショップＢ 発表 
シンポジウム２ 発表 
ワークショップＢ 発表 
ワークショップＡ 発表 
ワークショップＢ 発表 
ワークショップＢ 発表 
ワークショップＡ 発表 

文学 １２名 

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ２名 

    法 １名 

観光 １名 

            名 

             名 

                名 

             名 

               名 

その他（２名） 

           

計    １８名 

変更内容（氏名、不参加／追加の別） 
・不参加：後藤和彦／田中治彦／阿部治／成田康昭／田島夏与／橋本俊哉／村上和夫／小沢健市 
・追 加：藤井貴志／安原真琴／山本洋平／天満尚仁／中村優子／丹羽みさと／照沼麻衣子 

 

（２） 学外参加者（国内、国外） 

氏      名 国名・所属・職名 会議における活動 内       訳 

加藤 幸子 
佐藤 泉 
北條 勝貴 
山里 勝己 
北川 扶生子 
新保 邦寛 
片山 宏行 
波戸岡 景太 
浜田 雄介 
若松 伸哉 
篠原 進 
大屋 多詠子 
小林 実 
結城 正美 
岩田 真紗美 
シラネ・ハルオ 
ジャック・ストーンマン 
王 成 
クリスティーナ・ラフィン 
柴山 紗惠子 
ピーター・フルッキガー 
鈴木 登美 
ケヴィン・Ｍ・ドーク 
サカエ・ムラカミ・ジルー 
ミハエル・キンスキー 

作家 
青山学院大学・准教授 
上智大学・専任講師 
琉球大学・教授 
鳥取大学・准教授 
筑波大学・教授 
青山学院大学・教授 
明治大学・専任講師 
成蹊大学・教授 
青山学院大学・大学院生 

青山学院大学・教授 
青山学院大学・准教授 
十文字女子大学・専任講師 

金沢大学・教授 
青山学院大学・卒業生 
ｱﾒﾘｶ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学・教授 

ｱﾒﾘｶ・ﾌﾞﾙｶﾞﾑﾔﾝｸﾞ大学・准教授 

中国・中国首都師範大学・准教授 

ｶﾅﾀﾞ・ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ大学・助教 

ｱﾒﾘｶ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学・大学院生 

ｱﾒﾘｶ・ﾊﾟﾓﾅ大学・准教授 

ｱﾒﾘｶ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学・教授 

ｱﾒﾘｶ・ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ大学・准教授 

ﾌﾗﾝｽ・ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ大学・教授 

ﾄﾞｲﾂ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ大学・准教授 

シンポジウム 1 発表 
シンポジウム 1 発表 
シンポジウム 1 発表 
シンポジウム 1 発表 
ワークショップＡ 発表 
ワークショップＡ 発表 
ワークショップＢ 発表 
ワークショップＢ 発表 
ワークショップＢ 発表 
ワークショップＢ 発表 
シンポジウム２ 司会 
シンポジウム２ 発表 
シンポジウム２ 発表 
全体討論 コメンテーター 
生け花パフォーマンス 
基調講演 
シンポジウム１ 発表 
ワークショップＡ 発表 
ワークショップＡ 発表 
ワークショップＡ 発表 
ワークショップＡ 発表 
ワークショップＢ 司会 
全体討論 コメンテーター 
全体討論 コメンテーター 
全体討論 コメンテーター 

 

日本     １５名 

アメリカ        ６名 

カナダ     1 名 

中国      １名 

フランス    1 名 

ドイツ     1 名 

 

 

 

           

計 ６ヵ国 ２５名 

変更内容（氏名、不参加／追加の別） 
・不参加：チャールズ・イノウエ／スコット・オブライアン／リチャード・ルービンジャー／ウルズラ・ハイ

ザ／栗田香子／パスカル・グリオレ／ジョシア・モストー／楊暁捷／ローレン・マルソー／李銘敬
／高田祐彦／藤川雅恵／宮川健郎／池宮正治／前城淳子／下川正晴／ツベタナ・クリステワ／伊藤
信博／丹羽謙治／若木太一 

・追 加：北川扶生子／新保邦寛／波戸岡景太／浜田雄介／若松伸哉／小林実／ジャック・ストーンマン／柴
山紗惠子／ピーター・フルッキガー／鈴木登美／ケヴィン・Ｍ・ドーク／サカエ・ムラカミ・ジル
ー／ミハエル・キンスキー 



 


