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I.はじめに

ディドロの『百科全曹』 (1751-1772､補遺1776-1777)はフランス啓蒙主義思

潮のなかで生まれた代表的著作としてあまりにも名高いにもかかわらず､その

全貌がまだ十分に知られているとはいいがたい｡このテクストに関しほぼ最初

(1)本稿は平成17年1月28日に慶鷹大学三田キャンパスで開催されたシンポジウム｢『育科

全書』問題の今｣ (慶鷹大学デジタルメディア統合機構コンテンツデザイン･応用研究ユニ

ット主催)でおこなった口頭発表｢『百科全書』研究の概観と展望一一慶膿義塾大学DMC

『百科全書』プロジェクト構築に向けて｣をもとに書き下ろしたものである｡同シンポジウ

ム　に　つ　い　て　は　以　下　の　URLを　参照　の　こ　と0

http://www.dmc.keio.ac.jp/topics/topics2005.htmWSYMPOO50 1 29
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のモノグラフを著わした文学史家ルイ ･デュクロは ｢これほど語 られていなが

ら､これほど知 られていない著作はない｣ と二〇世紀初頭に述べたく2)｡デュク

ロが一世紀前に記したこの言明は､ジャック ･プルース ト (モンペリエ大学)

やジョン ･ラフ (ダーラム大学)などの古典的研究を始め､本稿で以下に概観

する 1960年代以後欧米の百科全書研究の飛躍的な発展を経た現在となっては､

むろんそのまま受け取るわけにはいくまい｡しかし日本の研究状況を振 り返っ

てみると､第二次世界大戦後すぐに桑原武夫京都大学教授を中心に組織された

京都大学人文研の共同研究斑による 『フランス百科全書の研究』 (1954年､岩

波書店)の刊行後は､いくつかの例外を除けば残念ながら顕著な寄与はみられ

なかった｡

2004年度より文部科学省の科学技術振興調整費 ｢戦略的研究拠点育成プロ

グラム｣ に採択され設立した慶鷹大学デジタルメディアコンテンツ統合機構

(DMC)において､鷲見洋一慶鷹大学教授を中心に ｢『百科全書』デジタル化

プロジェクト｣ が国内外の研究者を集めて発足した｡同プロジェクトはこれま

での本国の研究の立ち後れを埋め､『百科全書』パ リオリジナル版を筆頭とす

る慶鷹大学所蔵の百科全書関連貴重書コレクションを最新の研究成果を踏ま

え､先端的デジタル ･アーカイブ技術を用いてハイパーデ-タペース化 し､百

科全書研究の国際的進展に寄与 しようとする試みである｡

本稿は､同プロジェクトの発足に際して､これまでの 『百科全書』研究の成

果を特に本文批評校訂､すなわち情報論的データ化の基盤 となるテクス トの(物

質的位相)の観点か ら整理し､ これまで何が明らかにされてきたか､どこまで

研究が進んできたか､いまだ何が解明されないままになっているかを概観した

い｡

ⅠⅠ.『百科全書』の言説生産一一テクス トの動態性 ･物質性

それにしても何がこれまで包括的な 『百科全書』本文研究を困難にしてきた

のかoまず実際的問題､次に理論的な観点か らいくつかの点を指摘 しておく｡

(2)LouisDucros,LesEnqyclopddistes,SlatkineReprints,Genとve,1967(1902),p.iv.

-40-



(1)実際的な問題としては､量の問題がまずあろう｡図版 11巻 と補遺 (本文 4

巻 ･図版 1巻)を除いて､ディドロたちが執筆した本文 17巻だけを取っても

刊本の総頁数は大部のフォリオ版で優に一万六千頁を超える｡項目が扱う主題

も､政治経済や歴史地理､哲学や文学など人文学から､数学や力学､化学､天

文学､医学など自然科学全般､同時代を中心とした工芸技術､世界各地の文化

･習俗､衣装や料理法､工芸品など日常のごく細部にいたる膨大な広がりをも

つ｡『百科全書』の執筆者にしても､身元が実際にわかっている者だけで百数

十余名におよぶ｡研究者にとって､個々の項目内容の検討の必要に加え､執筆

者が誰か､いつ､いかなる目的をもって項目を香いたかという問題がつねに残

り続ける｡

(2)さらに､研究者がアクセスできる信頼に足る刊本がきわめて希少である

ことも挙げられるだろう｡現段階では日本国内で少なくとも十数から二十セッ

トの原本の存在が確認されているが､実際に 『百科全書』刊本をつねに事にと

って頁をめくることのできる環境にある幸運な研究者の数はごく一握 りの少数

に限られている｡またあとで述べるとおり十八世紀書物史､ことに 『百科全署』

刊行史に特有のきわめて複雑な書物出版事情が介在 し､国内図書館に所蔵の各

刊本が轟にパ リ ･オリジナル版なのかどうか､あるいはジュネ-プ偽本なのか

いまだ厳密には確認されていない｡1969年に刊行 され現在比較的流布 してい

る 5巻のコンパク ト版があるが､マイクロフィルムか ら転写したその本文テク

ス トの欠陥は知 られている｡フランス内外の 『百科全書』抄録版､さらに邦訳

(岩波文庫版)も含め諸国語翻訳に再録されている項 目数は､『百科全書』の

総項 目数からみたとき､あまりにも墳細である｡1990年代以後米仏でそれぞ

れ 『百科全書』デジタル版がインターネット (シカゴ大学 ARTFLプロジェク

ト)と CD-ROM (および DVD)版 (ル ドン社)で登場した｡今回の本邦のプロ

ジェク トのいわば前駆である｡ しかし､以下に取 り上げるとお り､本文校訂面

でいずれも少なからぬ問題点を抱えているO

(3)パ リ ･オリジナル版刊本の希少さ､刊行当時に出現した偽本の介在､そ

して書籍からインターネットや CD-ROM にいたる現代のメディア媒体の進展

にあわせたかたちで様々に出現 した今 日の 『百科全書』刊本の本文再現の拙劣

さなどの悪条件に加え､ これも後述するとお りパリ版刊行完結前後にイタリア
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とスイスで刊行が開始され始めた諸国版にかんしていえば､刊本を閲読するだ

けでも絶望的な困難さがつきまとう｡

この点では欧米図書館す ら日本の状況とそ う変わ りがない｡たとえばイタリ

アで刊行された注釈つきのルッカ版 『百科全書』はパ リ国立図書館を筆頭にフ

ランス国内図書館での所蔵が確認されていない｡むしろ同じく注釈つきのリヴ

オルノ版 『百科全書』､スイス ･イヴェル ドン版 『百科全書』､さらにパ リ版

『百科全書』がモデルとしたチェンバ-ズによる英国百科事典 『サイクロビー

ディア』などを始め同時代西欧の著名な辞書 ･辞典コレクションが慶鷹大学メ

ディアセンタ-に多数収蔵されており､ この一点に限ればフランスよりも国内

の研究環境のほうがむしろ例外的に整備されているといっていいだろう｡

だがこうした実際的な問題だけが 『百科全書』研究に障害を生み出す主因と

なったわけではない｡問題をさらに複雑にしているのは､近代以後規範化 され

た文学史や思想史の枠組みそのもののなかに､ 『百科全書』 というテクス トへ

注がれようとする視線を周縁的なもの､二義的なものと抑圧 してこざるをえな

かった事情が伏在 していることである｡後世における 『百科全書』の運命 とも

いうべきこの受容の問題はそれ自体数多くの議論を含んでお り､近代化された

学問的知や言説の生産の類型学と階層化 という理論的な問題一般とも深 く関わ

っているが､ここではごく簡潔に要点だけ列挙 しよう｡ ここでもネガティブな

｢～ない｣ というかたちで示さなければならない｡

(1)執筆者の位階をめぐる複数の水準でのさまざまな困難Qいわゆる ｢冒

科全書派｣ と呼ばれる一群の執筆者集団として同定されてきたテクス トの書 く

主体は､はたしてしば しばそう指摘されてきたように政治的 ･社会的 ･イデオ

ロギー的な均質性をもつ強固で一貫 した啓蒙的意志の結集なのか､それとも複

数的で多様な方向性をもつ相互に異質な個の結節点が形成 した､偶発的でゆる

やかなネットワークと考えるべきなのかo集合的主体 とエクリチュール という

関係をいかに考察するべきか｡十八世紀のように (個人全集) という言説装置

を成立させ､書かれたものと書 くひと､散乱するテクス トとそれを有機的に統

合する個としての ｢作者｣に定位させていく欲望が一方できわめて顕著 となっ

た時代に､匿名的な言葉が圧倒的に多数を占め､ ｢個｣ をいわば隠蔽 し､消去
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しながらみずからを定立させていこうとする 『百科全書』のようなテクス トを

いかに考えていけばいいのか｡

(2)上記の(1)とも関連して､そもそも本文の範囲､位階､境界をいかに確定

すべきか｡文学や思想という領域での ｢作者｣ という近代的主体 (ミシェル ･

フーコー)が自律的な閉じた ｢作品｣ という神話を論理的に要話したのだとす

れば､そのような眼で 『百科全書』のテクス トを読んでいこうとする近代以後

の人間はある種の異和感を覚えざるをえない｡

アルファベット順に配列された辞典は直線的な本文テクス トの読解を求めな

い｡ しかもテクス トの最小単位 となる ｢項目｣ (article)はがならず Lも個々に

完結 し閉じられているわけではない｡本文途中や末尾などに配置された参照符

早 (renvoi)を経由して他の項 目へと開かれ､ しば しば矛盾しあい､しばしば補

完的な両者の関係性のダイナミクスのなかでテクス トを統べている隠された意

味の層が明らかにされる--項目 r百科全書｣(『百科全書』パリ版第五巻所収)

においてディドロ自身が示した参照符号のネットワーク (クロスレフェランス

･システム)の意識的で戦略的な使用法は､『百科全書』の言説生産の本質的

な特性としてよく知られるようになった(a)｡

表面的には相互に無関係にみえる項目間を有機的に結びつけあう参照符号の

機能のほかに､ これまで注目されることの少なかったものの､近年その重要性

がとみに問われるようになったもう一つの隠された機能がある｡項日本文冒頭

におかれた分類符号 (disignant)である｡『百科全書』第一巻冒頭にはべ-コン

の分類にならって知のシステムを理性と記憶､想像力の三つに分割 して体系化

した ｢人間知識の体系｣の分類表がある｡ ｢百科全書序言｣ (第一巻)でダラ

ンベールは､読者が読む項 目がこの分類表のどの部分に位置づけられるか示す

ために便宜的に分類符号を各項目冒頭に付したと書いている｡すなわちひとつ

ひとつの項目は分類符号を通じて他の項目と関連づけられ､まとまりをもった

ひとつないし複数のゆるやかな集合体 を形成 している｡『百科全書』をひとつ

の宇宙に見立てるならば､分類符号によって連関されるテクス ト群はいわば大

(3)cf.JeanSatrobinski,くくRemarquessurl'Encyclopidie'),RevuedeMitaphysiqueetdeMorale,3,1970,

pp.284-291.
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小さまざまの星雲ともいえるかもしれないく4)｡

『百科全書』内部のテクス ト間の連関だけではない.ダランベールによる第-

巻 ｢序論｣ が明言する以上に､先行する同時代の様々な書物一一チェンバーズ

『サイクロビーディア』を始めとするフランス内外の様々な既成のテクス ト一

一を読み､｢翻訳｣ し､書き換えるという間テクス ト的な実践をとおして 『百

科全書』本文の多くが書かれたことも近年ますます明らかとなりつつある｡つ

まり 『百科全書』 とは､本文の (外部)へと向けて､いわば暴力的に開かれた

テクス トなのである｡『百科全書』を読む読者はテクス トの後ろに別の声､別

の手の介在をつねに疑ってかかるはかない｡こうした 『百科全書』の言語のす

ぐれて く外部的)な位相を無視 してしまえば､『百科全書』は中世的な知の円

環 という伝統へのノスタルジーにたやす く回収されてしまう｡

『百科全書』のテクス トが呈する上述の困難にもかかわ らず､実は近年活性

化されつつある文学史 ･思想史研究の新たな動きに呼応 して､『百科全書』は

エクリチュールやテクス トの理論の再構築を促すきわめて興味深い事例となり

つつあるのかもしれないと考えているOその意味でも特に注目したいのは十八

世紀地下文書研究の近年の急激な進展である(5)｡十八世紀フランスにおける文

化 空間の編成にあってきわめて重要な役割 をはた した地下文書 (littirature

clandestine)には､少なか らぬ面で 『百科全書』の言説生産の特性 と重なりあう

(4)分類符号の重要性については､のちに取 り上げる次の文献を参照のこと｡Leca-Tsiomis,
′

Marie11999･Ecn･reI'Engclopdd'･e･Diderot:deI'usagedesdictionnaz'resaZagrammairephiZosophl･que,

StudiesonVoltaireandtheEighteenthCentury,375,xii/528p.また､2004年 11月に 『百科全書』に

おける分類符号の機能を主題 とする国際コロックがパ リ第十 ･ナンテール大学で開催されて

いる｡ColloqueintemadonalHLesbranchesdusavoirdams1-Encyclopedie",UniversiteParisXNanterre,

jeudi18etvendredi19novembre2004.

(5)『思想』 (岩波書店)2002年第七号にまとまった形で十八世紀地下文書研究の現状が紹

介されている｡特に地下文書の研究史については三井音便 ｢地下の水脈へ--ヨーロッパ意

識の危機と地下文書｣(『思想』前掲書､pp.27-50)の導入部に詳しい｡なお日本で初の地下

文書原典の翻訳 (野沢協監訳､全二巻)も法政大学出版局から刊行が予定されている｡
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共通性がある｡作者の同定がままならず､生産されるテクス トはくっきりとし

た明確な輪郭を欠いたまま､写稿から写稿へと人の手を介してたえず書き換え

られ､削られ､別な言葉と置き換えられ､張り合わされるという産出プロセス

を辿ることによって､地下文書は通常の印刷メディアとは異なる独自の流通の

力学と､独特な言説生産の技術的位相をもっていた｡

地下文書研究の権威オリヴィエ ･ブロック (パリ第四 ･ソルボンヌ大学)は､

論文 ｢マテリアリズムと地下文学性--伝承 ･エクリチュール ･レクチュール｣

においてこうした地下文書独特のエクリチュールの生成の様態を指して､ ｢書

かれたものの成形化｣ (formationdes6cits)と呼んでいる(6)O生産 ･流通 ･受容の

過程で多くは匿名の筆者によって加筆や削除､コメントや注釈､議論の修正､

論述の方向の転換､議論の再構成がくりかえされ､オリジナルとその複写､正

典と偽書､本文とその注釈の位階がたえず反転するような､本質的に動的で匿

名的なエクリチュールの位相のことであるOブロックが指摘した十八世紀地下

文書のテクス トのダイナミックな生産と流通､受容の場の生成のありかたは､

『百科全書』の本質的に多層的で集合的なエクリチュ-ルの動態性を考える場

合にも有効ではないか(7)｡古典主義時代から啓蒙の世紀へと流れこむ唯物論の

思想史的水脈を言静-メディアの物質的生産と交換という次元に着目して辿る

必要を説くブロックの指摘は､『百科全書』 という特異な言説の生成の場にお

ける首藤のポリティクスを歴史的文脈に引き寄せてあらためて捉え直そうとす

るときに､光を投げかけてくれるのではないか｡先行するテクス トや言説との

ポリフォニックで複数的な声の交叉する場として､作家の個の内部に完結する

代わりに本質的に外部性 と他者任を刻み込まれた (社会的)なテクス トが産出

される匿名のプロセスとして､ブロックは ｢アンシャン ･レジーム｣ 固有の歴

史的 ･批評的知 (ブロックはピエール ･ベ-ルの 『歴史批評事典』の意味だと

言っている)の実践の場を捉えているが､｢作家｣ としての個をたえず脱-人

(6)Bloch,Olivier,((Matirialismeetclandestiniti:tradition,icriture,lecture)),damsMaLi占reaHistoi7･e,Paris,

Vrin,1997,pp.272-2861

(7)ブロックの同指摘に関してはすでに論じたことがある｡逸見能生 ｢ポリプとしてのメデ

ィア｣ 『文学』 (岩波書店､2001年 1･2月号､pp.167-169) を参照のこと｡
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称化させ､多方向に向けてそのテクス トを開いていくこうした批評的知の契機

は 『百科全書』の言説がエクリチュ-ルとして形成化 されていくその背後にも

やはり同様に貫徹しているのではないか｡つきつめて言えば､百科全書経験と

呼べるような何かが深く十八世紀後半の作家たちに共有されているとすればそ

れはいかにしてか､また何を指 し示すものなのか｡たとえばディドロという作

家と思想家の誕生において､それはどのような意味を担うのだろうか｡

ディドロや ドルバ ックといった百科全書派を代表する二人の思想家がともに

十八世紀後半の哲学的地下文書の刊行に深く関わった事実を見ても､地下文書

研究と 『百科全書』研究は相互に浸透しあう共通の核をもっている｡そればか

りではなく､はたして偶然かどうか二十世紀後半にその研究が質 ･塵ともに飛

躍的に拡大した点でも両者は共通している｡両研究の進展においてつねに障害

として立ちはだかっていたのが､ く本文)の位相や書き手の認定を始めとする

テクス トの歴史をめぐるきわめて困難な諸事情だった｡こうした水準をテクス

トのマテリアルな次元と呼ぶとしたら､『百科全書』研究の場合にせよ､地下

文書研究にせよ､好むと貯まざるとこのマテリアルな次元とたえずつき合って

こざるをえなかったことになる｡解釈者はテクス トの生成の場､書かれたもの

の成形化という本質的に時間的な位相に属するテクス トの系譜学的な形成プロ

セスをたえず問題にしなければならないのである｡だがそれがブロックの言う

ように実は十八世紀 という時代の言説生産しエクリチュールの産出の深層を規

定するきわめて固有の力学だったとしたらどうか｡十九世紀以後に文学史と思

想史の制度化された視線から消失 していく国有の歴史的な律動を刻み込むもの

だったとしたら｡

以下にプルース ト､ジョン ･ラフらを筆頭に 1960年代後半における百科全

書本文研究の歴史的な転回点を中心に概観していく研究小史は､こうした理論

的位相とも密接に関わっていくことになるだろう｡

ⅠⅠⅠ.先駆的研究

まずプルース トやラフの研究が登場する以前の重要な研究を振 り返っておこ

うO特筆すべきなのはフランス人研究者ルイ-フィリップ ･メイによる ｢『百

科全書』の歴史と典拠｣ (1938), 次にアメリカ人研究者ダグラス ･H ･ゴー ド
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ンによる 『ディ ドロの 『百科全書』検閲と本文再校訂』 (1947)､そして 50年

代に同じくアメリカ人研究者ジョージ IB ･ワッツが行なった一連の各国版

『百科全書』刊本研究であるO

①ルイ-フィリップ ･メイ ｢『百科全書』の歴史と典拠｣(1938)(幻

メイの本論文は､百科全書の企画 ･出版を一貫 して支えたル ･ブル トンら四

書店のうちのひとつであるブリアソン書店が百科全書刊行事業会計担当として

残 した詳細な会計収支記録 を仏国立古文書館で著者が偶然発見 し､revue de

synth主se誌にこれを公開したものであるOディドロやダランペールに書店側が

毎月支払った編集料､会合のための食費､編纂や項目執筆のためディドロが書

店側に依頼して購入した書籍の細目などを網羅し､百科全書生成事情を考察す

るための第一級の史料であるO購入書籍細目については後にジャック ･プル-

ス トが LaBt'blL.OLhequedeDL'derotと超して初期から中期にかけてのディドロの思

想的発展や文学の受容史を書いたときの原資料 となった(9)｡会計収支の記載は､

ディドロとダランペールが 『百科全書』刊行に参加する以前の 1745年から始

まってお り､いまだ不明な部分が多い 『百科全書』最初期の状況が伺い知れる｡

その点でも今 日もなおきわめて貴重な資料のひとつでもある｡この最初期につ

いてはこれまで殆ど研究がなかったが､鷲見洋一教授が 1745年版趣意書を入

手､チェンバースとの関連など近年積極的に調査しているO

ただし､国立古文書館所蔵の原資料を実際に検討 したラフによれば､メイに

よる転記には抜けや誤記が少なくないと言う(10)｡メイが発見した資料そのもの

(8)1.MAY,Louis-Philippe,くくHistoireetsourcesdeI.Encyclopidied'aprasleregiStredesdilibirationsetde

comptesdesiditeursetunmemoireinidit)),RevuedeD,nth占se,fevrier1938,no.XV,109p.

(9)Proust,Jacques,くくLabibliothequedeDiderot)),RewedesSciencesHumaL'nes,23,1958,Avri1-Juin,pp.

2571273.

(10)Lough,John,くくTwoUnsolvedProblems)),damsTheEnqclopddieinEighLeendl-CenLucvEng/andand

otherstudl'es,Newcastleupon Tyne,OrielPress,1971,pp.71-89.初出はFT･enchStudies,1963,

pp,12ト135.
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の重要性からみてラフの指摘は看過されるべきではないが､しかし 1963年の

ラフの指摘以後具体的な調査は私の知る限りまだされていない｡ この点は今後

の研究の進展を待ちたい｡

②ダグラス ･H｡ゴー ドンによる 『ディドロの 『百科全書』検閲と本文再校訂』

(1947)(ll)

他方､ダグラス ･H･ゴー ドン (ヴァージニア大学)論文の概要 とその意義

はよく知 られている｡ゴー ドンは､通常の 『百科全書』全 32巻の他に ｢百科

全書関連書類｣(略称 ｢extravolume｣)と呼ばれる別巻一巻が挿入された 『百科

全書』パリ版セットをパリの古書店から購入､この別巻に 1745年版趣意書 (覗

存するものとしてはこの趣意書が世界でただ一部のみしかないと長い間考えら

れていたが､2000年に鷲見洋一教授がもう一部の趣意書の存在を古書店カタ

ログに発見､現在では慶鷹大学メディアセンターがこれを購入所蔵している)

や 317頁 49項目に及ぶ 『百科全書』本文校正刷が含まれていることを発見し

た｡ゴー ドンはこのセットが書店側の中心人物ル ･ブル トンの私蔵書であった

可能性がきわめて高いことを同論文で実証､『百科全書』本文編集プロセスを

明らかにする決定的資料として提示した｡同資料は現在ヴァ-ジニア大学ゴー

ドン ･ライブラリーに所収されている(12)｡づ - ドンはこれ ら校正刷に記載され

た 49項目中刊本で完全に破棄された項目 ｢Constitution｣を除く 48項目につい

て､校正刷と刊本との異同を照合し､編者 (大部分はディ ドロの手になる)や

著者が校正刷へ加えた加筆や修正､当局による処分をおそれたル ･ブル トンが

ディドロら著者に無断でテクス トの内容の削除や改変をおこなったいわゆる

｢検閲｣ の模様などをつぶさに指摘 した｡『百科全書』のテクス トの具体的な

生成のさまを初めて現実に示したまさに画期的な研究であった｡

(11)2.CORDON,DouglasH.,TORREY,NormanL.,TheCensoringofDz'derot'sEnqclopidz'eandthe

Re-establishedtext,NewYork,ColumbiaUniversitypress,1947.

(12)The Douglas H. Gordon Collection of French Books,University of Virginia,

http･'//- .lib.virginia.edu/small/collections/gordon.html
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なおゴー ドンは同論文で 49項目の大部分をディ ドロが執筆したものとみな

し､残 りをジョクール ら他の執筆協力者に割 り振っているが､現在まで進展し

た執筆者研究によると､ディ ドロ執筆項目と思われるものは 13項目､その中

の 9項目はゴ- ドンの同書の指摘とともにDPV版に再録されている｡

③ジョージ ･B･ワッツによる各国版 『百科全書』刊本研究(13)

ジョージ ･B ･ワッツが 50年代に発表した一連の 『百科全書』各国諸版の

比較研究は､後にジョン ･ラフがその研究の重要性を指摘し､さらにロバー ト

･ダ-ントン (シカゴ大学)やフランク ･A ･カフカ- (シンシナティ大学)

がその後再び問題を大規模に取 り上げたが､それまでの間長く忘却されてきた､

いわば ｢知られざる名著｣ であった｡

いわゆるオリジナルの 『百科全書』パリ版だけではなく､概ねオリジナルよ

りも廉価で､版型が徐々に小型化されてより閲覧しやすくなった多数の 『百科

全書』後続版がスイスやイタリアなどヨーロッパ各地で 1770年代に刊行され

ている｡ワッツはこれに初めて着冒し､主にアメリカ国内の大学図書館を調査

し､パリ版と発行年､発行所まで同一に摸してつくられたジュネーブ .フォリ

オ ･リプリント版(1772-1776)の出版経過を辿り､パリ版との主な異同を指摘 し

た ｢『百科全書』の忘れられたフォリオ版諸版｣(1953)､スイス各地で 1770年

か ら 1782年にかけて立て続 けに発刊された四つの諸版を取り上げた ｢百科全

書スイス諸版｣ (1955)などの論文において､これら各国版 『百科全書』刊本研

究の重要性を説いた｡十八世紀においてどれだけの規模で 『百科全書』が流通

し､それがどのような社会階層によって､いかに読まれていたか､フランス国

内のみならずヨーロッパ諸国ででいかに啓蒙思想は拡大していったかなど､書

(13)watts,GeorgeB.,くくThe'lEncyclopedie-Iandthel'Descriptiondesartsetmitiersl.)),TheFrenchReview,

XXV,no.6,1952,pp.444･454.;((ForgottenFolioEditionsoftheEncyclopidie)),TheFrenchReview,

ⅩⅩVII,no.1,1953,pp.22-29,Addenda243-244.;くくThesupplementandtheTableanalytiqueetraisonme

oftheEncyclopidie)),FrenchReview,1954-55,no.m I,1954-55,pp･4-19･;くくTheSwissEditionsofthe

Encyclopidie)),HarvardLibraryBulletin,Ⅸ,no.2,1955,pp.213-235.
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物の社会史､思想の受容史 の観点か らも､パ リ版以外 の これ ら後続版 『百科全

書』の詳細な研究が今 日盛んになってきている. ワッツの一連の研究はそ うし

た流れの先駆的役割 を果たす ものである｡後述するようにロバー ト ･ダーン ト

ンは特にヌーシャテル印刷協会 による四折版 を中心 に取 り上げて､ これ らスイ

ス諸版の出版 と普及 について精査 したが､基本的な事項 を押さえるにはワッツ

のこれ らの研究が今なお最 も優れているといえる｡

なお各国版 『百科全書』 については､ ワッツの研究 に加 え､ レ-ヴィ ･マル

ヴァ-ノによるイタ リアの諸版 (ル ッカ版､ リヴォル ノ版) 『百科全書』 に関

する研究もまた重要である｡ この分野に関 してはまだ現在 に至るまで後で紹介

する数点を除いてはほとん ど研究がされていない｡ しか しこれ ら二種のイタリ

ア版には 『百科全書』本文復刻 の頁下にイタ リア人編集者 による脚注があり､

『百科全書』を同時代 の人間がいかに受容 したのかを伺 える一級の資料であるO

ともに現在ではきわめて入手が困難なため研究 もまだほとんど進 まず､今 日の

研究者 にとってはなおマルヴァ- ノの論文 ｢『百科全書』トスカ-ナ版｣(1923)(14)

がきわめて有益な情報 を与えて くれる｡

④ このほか 『百科全書』典拠研究 として､ルネ ･ユベ-ル 『百科全書 におけ

る社会科学』 (1923)(15)を挙げ る必要があろう｡古い本であるが､ ｢国際デ ィ ド

ロ学会｣ の機関誌 RDE創刊号 にジョン ･lラフが 『百科全書』研究史 を総括 し

て寄せた論文中の表現 によれば､ ｢いまなお有益 に読 める｣ 著作 である く16)｡桑

原武夫編 『フランス百科全書 の研究』 にお ける ｢政治思想｣ ｢経済思想｣｢歴

史｣ の章はこのユベール の研究 に多 くを負っているD時代的な制約 もあるもの

の､現在の眼か ら振 り返 ってみると､ この研究はその後 の 『百科全書』研究の

(14)LevトMalvano,Ettore,《LeSeditionstoscanesdei-Encylopidie)),ReⅦedeliitdraturecompare'e,no.3,

1923,pp.213-256.

(15)Hubert,Rend,LesScz'encessocialesdanel'En甲Clopddie,(tBibliothbquedephilosophiccontemporaine)),

Paris,FilixAIcan,1923.

(16)Lough,John,くくCormaissancede･1-Encyclopidie:lesprogr由 accomplisetcequirestsafaire'),

RecherchessupDideroietZIEn甲Clopddie,1,1986,p.18.
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流れを導く決定的な寄与を二点において果たしたと言える｡

まず-点は､十九世紀を通じて流布していた伝統的な 『百科全書』観､すな

わち､『百科全書』はなるほど十八世紀の論壇に投げかけた ｢論争的書物｣ で

はあるものの､辞典記述の根幹は新味のない先行記述の寄せ集めにすぎないと

するゲーテにまで遡る従来の見解を批判し､『百科全書』の内部に複雑ではあ

るが一貫した特異な知のありかたが認められると指摘 した点O哲学者 ･文化人

類学者 レヴィ ･ブリュルの弟子であったルネ ･ユベールは､『百科全書』に一

種の近代的な ｢社会理論｣ (社会の起源､社会集団の伸長と歴史､社会的縮合

関係の契機の重要性)の萌芽がみられるとし､ この ｢社会理論｣ には-社会の

道徳や心性は社会集団の機構によって差異が生じるという見解が一貫していて

お り､百科全書派の社会観は現代の比較社会学 ･比較人類学にも通じていると

論じたのである｡

第二に､『百科全書』項 目本文の典拠となる同時代文献をきわめて詳細に比

較調査することによって､ユペールは 『百科全書』の著者たちが同時代､そし

て前世紀までの知的伝統を広 く渉猟し､その内容を深 く取 り入れながら､同時

にその伝統を乗り越える視点を産み出していたことを､かなりの程度実証しえ

た｡『百科全書』が全体 として形成する言説の特異僅を体系的に捉えようとし

た点と､この言説が先行する言説に対 してもっている内在的連続性と差異の抽

出という視点を 『百科全書』研究史におそらく初めて導入した点において､ユ

ペールの研究はまさに先駆的であった｡

⑤最後に､ トリーノ大学教授フランコ ･ヴェン トウ-リによる 『百科全書の起

源』(1946)(17)もやは り挙げておかねばな らないだろう｡『百科全書』出版事業

が企画され､ディドロとダランベールの参画を経て若き無名の著作家たちの集

団が 『百科全書』刊行に着手していくまでの最初期の状況を厳密な史料分析に

基づいて活写 した名著である｡若きディドロやダランベール､ルソーの交友関

係や同時代の政治史､社会史､アンシャン ･レジーム期の知識人の社会的機能

(17)venturi,Franco,Le originideZl'EnciclopedL'a,MPiccola bibliotecaEinaudi:26D,Einaudi,1977

(premiireidition,1946) (『百科全書の起源』大津真作訳､法政大学出版局､1979年)
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などを論じて集団的な創造としての 『百科全書』の位相にきわめて具体的な輪

郭を与えた名著である｡また十九世紀に編まれた近代的ディドロ個人全集であ

るアセザニトウルヌー AssiZat-Tourneux版 『ディ ドロ全集』 (1875-1877)に採録

された､ディドロによる 『百科全書』執筆項目の選定基準を初めて批判し､少

なくともその4項目についてはディドロではなく､イヴォン師によるものであ

ることも指摘し､『百科全書』本文研究に新たな途を拓いた点でも､続 くプル

ース トやラフ､シュワッブの世代にヴェントウ-リ史学はきわめて大きな影響

を与えた｡

ⅠV.『百科全書』校訂研究の基礎的方法論

ジャック ･プルース ト､ジョン .ラフ､そして リチャー ド･N･シュワッブ

の研究が短期間に一斉に登場した 1960年代か ら 70年代前半にかけて､『百科

全書』研究は疑いなく決定的に新たな段階に入った｡彼 ら三人の研究は､いず

れも 『百科全書』のエディシオンの問題をその研究の根底に据え､詳細な資料

調査に基づくきわめて撤密で体系的な本文研究の方法論を構築したことにその

特徴がある｡

①ジャック ･プルース ト 『ディドロと百科全書』 (1962)(18)

ジャック ･プルース ト(1926-)の博士論文 『ディドロと百科全書』 (1962年､

1968年に第二版､初版への追加 ･修正表を付す)は､ディドロ研究のみならず､

『百科全書』研究においても今なお最重要の規範的な意味をもつ研究の巨峰で

あるといえよう｡ヴェントウ-リが 25歳で執筆したディ ドロ研究の名著 『デ

イドロの青年時代』 (1939)が若きディドロの知的形成を追って 『百科全書』に

ディドロが参加 したところで終わっているのを承け､プルース トは 『百科全書』

時代のデイドロの思想進展に焦点を当てて､網羅的にディドロと 『百科全書』

の関係を探っていった｡その過程でプルース トは初めて 『百科全書』のエディ

(18)PROUST,Jacques,DiderotetI-Encyclopidie,Paris,AlbinMichel,1996(1962,premiとreed.).
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シオンに関する統合的な間轟を打ち立て､執筆者の同定､典拠､renvoiなどの

内的組成､図版､出版や具体的な 『百科全書』編纂作業のプロセスなどに関す

る研究の方法論を築いた｡ これらの研究の成果はは補論として巻末に付された

｢『百科全書』執筆協力者｣ ｢ディ ドロ執筆項目｣､ディドロの執筆した ｢哲学

史｣本文と弟子ネ-ジョンが編纂 したテクス トの盟同を比較 した ｢『哲学史』

項 目の修正本文｣ ｢ディ ドロ執筆項目およびその典拠文献照合表｣の四点にま

とめられている｡ここでは最初の二点 と最後の一点について簡単に内容を紹介

する｡

a)執筆協力者

｢『百科全書』執筆協力者｣ は各巻序言に記載された執筆協力者 142名 [紛ら

わしいが､情報提供だけで執筆､図版や文字装飾 (オーナメント)など実際の

作業に加わっていない者も含む]､および序言には記載されないものの本文中

で項目執筆者 として挙げ られたり推測の容易な者 18名､計 160名についてそ

の人物を可能な限り厳密に同定 し､ これをリス ト化 したものである｡同補論 Ⅰ

の冒頭には桑原武夫編 ･京都大学人文研による 『フランス百科全書の研究』 も

先行研究として挙げ られ､かなり強い調子で批判されている (鶴見俊輔 らが中

心 となってお こなった同研究については後でまた述べる)｡この執筆協力者研

究については､その後ラフ､カフカーがプルース トの調査を更に発展させた論

考を発表 しているので､後で細説する｡

b)ディ ドロの執筆項目研究

｢ディ ドロ執筆項 目｣ はヴェン トウ-リに続き､アセザニ トウルヌー版 『デ

イ ドロ全集』に収録されたディ ドロ執筆項目の選定方法を批判し､ディドロの

書簡や同時代の資料などを参照して新たにディ ドロが確実に執筆 したと思われ

る項目をリス トにしたものであるOアセザニトウルヌー版 『全集』の選定方針

は､編集に関する 『百科全書』第 1巻緒言の記述に従って､項目 (あるいはそ

の一部)に記号などで筆者の記載がないもの､およびアステリクスが付せ られ
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たテクス トへの追加 ･編集補遺についてはすべてディドロによるものとし､う

ち分量的にも内容的にも重要とみなされる 969項目について収録 している｡し

かしアスチリクスについては当初の編集方針がしば らく維持されていく (但し

この点についてはラフ(1')が指摘するように､第十巻の唯一のアスチリクスが付

された項目くくMarbreurdepapier》以後､アスチリクスは完全に消える)ものの､

無署名項目につnては､すでに第二巻以後の諸言ではっきりと言明されている

ように､巻を追う毎に弾圧を慣れて匿名を希望する執筆者が増え､特に百科全

書事業が八年間の長い刊行中断後､1765年に一度に最終巻十七巻までの九巻

が出版された本文第八巻以後では､無署名項目の数はそれまでに比べ圧倒的に

増えている｡

プル-ス トはアセザニ トウルヌー版がこうした事情を無視して無署名項目を

すべてディドロのものと見誤ったことを批判し､アセザニ トウルヌー版の選定

方針に代えてより確実な方法を採 り､ディドロの執筆項目としては､1)ディド

ロのものとしてアステリクスが付された編集補遺項目にまず限定し､無署名項

目については 2)テクス トにディ ドロの名が明示されているもの､3)ディドロ

の弟子ネ-ジョンによる証言､すなわち①パンク-クによる 『方法論的百科全

書』のための ｢古代 ･近代哲学｣ (3巻､1792-1797[1791年 とのプル-ス トの指

摘をラフにより訂正])､②ネ-ジョン編纂による 『ディドロ著作集』 (1798)､

③ 『ディドロの生涯と著作に関する歴史的 ･哲学的回想』 (1821､死後出版)の

3点を基準にしてそこに挙げ られた項目に限定すべきであるとしたO

この結果､アセザニトウルヌー版に収録された無署名項 目全 414項目のうち

48項目のみが確実にディ ドロのものとして取 り上げ られ､結局アステリクス

のついた 555項目とこの 48項目を合わせた 603項目をディドロによる執筆が

確実視される項目と決定したOアセザニトウルヌー版に収録された項目数のお

よそ半分である (なおこれらの数は 1965年のラフの指摘を受けて後に数え間

違いなど誤記が訂正され､結局アスチリクスのついた項目が一つ減 り554項目､

無署名項目が 13項目増え 61項目､総数でアセザニ トウルヌー版に収録された

(19)Lough,John,((TheProblemoftheunsignedarticlesintheEncyclopedic)),damsTheEnサClopddl'ein

Eighteenth-CenbJTyEnglandandotherstudies,op.Oil.,p.164.
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もののうち 615項目がディ ドロによるものとされている)｡アステリクスのつ

いた項目はディドロによるものとみなし､無署名項目についてはネ-ジョンの

記録に基づき確実にディ ドロのものと証言がある場合のみこれをディドロの執

筆項目として選定するという､プルース トが確立したこの方法は､今なお最も

確実性の高い方法として現行のエルマン社の 『ディ ドロ全集 (DPV 版)』にお

いてもそのまま踏襲されている｡

但しこの点は重要なので強調しておくが､いうまでもなくネ-ジョンはすべ

てのデイ ドロの執筆項目について証言しているわけではないし､ネ-ジョンの

ディドロ評価そのものも革命の急転期 (いわゆる ｢バブ-フの陰謀｣の挫折後)

に､該博な知識をもつ正統な哲学史家としてのディ ドロをオーサライズするた

めに､ある特定のディ ドロの側面を後代に向けてより強調する傾向があったこ

とは否めないoこの点でプルース トの禁欲的な選定方法には実は難もあること

も認めなくてはならない｡事実､無署名項目数が増え､アステリクス付きの項

目が激減する八巻以後の巻になると､プルース トの方法に従うとディドロが執

筆 したとみなせる項 目はごく一握 りの少数なものに限定されてしまう｡DPV

版全集でも､『百科全書』のディ ドロのテクス トを集めた四冊のうち､『百科

全書』第八巻以後の全項目はたった一巻 (『全集』第 8巻)にまとめられてい

るにすぎない｡ディ ドロの執筆量が八巻以後急激に4分の 1以下にまで減って

しまったとは考えにくいのではないか｡この問題点を鋭く突いたのが後に見る

ラフである｡

C) 典拠研究

｢ディドロ執筆項目およびその典拠文献照合表｣は､ディドロ執筆による 『百

科全書』本文 と彼が典拠 とした文献との照合を 145項 目､およそ全体の二割強

について指摘 した｡前半はプルース トが発見したディドロの重要な典拠､ヤコ

ブ ･ブルッカー (1696-1770)『批評的哲学史』 (1742-1744)との異同を ｢哲学史｣

の 54項目について取 り上げ､後半は特に最初の数巻でディドロが担当した ｢同

義語｣ に関する項目 91項目について同時代の辞書 ･辞典との典拠関係を調査

したものO『百科全書』項目が典拠 とした文献を項目本文と精密に付きあわせ､
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異同を確認するという作業は､ここでもプルース トの本書をもってその嘱矢と

する｡後述するが､特にこの言語辞書とディ ドロ執筆項目との関係は､90年

代に至ってレカニツイオミによってさらに詳 しく調査された｡

以上見てきたように､プルース トの提示 した 『百科全書』の諸問題 とその解

決のための方法は､それまでほとんど誰も着手することのできなかった 『百科

全書』時代のディ■ドロの思想の内的進展をテクス トの基礎的な水位にまで降り

たって鮮明に説き､『百科全書』本文研究を画期的な新しい水準にまで引き上

げた｡古めかしい膨大な過去のデ-夕のコーパス､轡蒼と暗い過去の言葉の堆

積として 『百科全書』を観るのではなく､その生成の時間にまで遡 り､執筆､

編集､印刷､執筆者間の協力､ディドロら執筆者による既成のテクス トの変形
ヴァリアン

や改変､またそのプロセスで軍れる様々な異 文の問題な ど､『百科全書』の

産出を可能とする様々な技術的位相を初めて組織的 ･体系的に描き出した｡そ

の後プルース トは､医学 ･生理学関係で多くの寄稿者を生んだモンペリエを中

心とする ｢百科全書派｣の社会集団研究 『十八世紀バ ･ラング ドック地方にお

ける百科全書思想』 (1968)(20)を刊行 し､『百科全書』の執筆者研究をさらに広

げていく｡

しかしその一方でプルース トは､七十年代になると詩学 (podtique)の額域に

も強い関心を示すようになる｡哲学や文学など言説の境界をたえず越境 し､同

時代の規範的思考に対 してたえまないずれや差異を産み出していく｡後期ディ

ドロのそ うした特異なエクリチュールの形式の特異性を､『百科全書』を媒介

にして轍密に読み解 く視点を打ち出していくのである｡多方面に及ぶ移 しい文

献を読みこなし､他の寄稿者の膨大な原稿にも目を通しながら大量の項目を執

筆した 『百科全書』時代のディドロの知の経験は､同時に巨大なエクリチュー

ルの集合的な生成の場に身を置き､他者の言説 (-doxa) の近俸/対抗 (可ara)

としてペンを握る姿勢を持続させること､他者の (声) との対話的かつ ｢逆説

(20)proust,Jacques,L'Enqyclope'dlsmedamsleBas-LanguedocauXWIIImesiecLe,Lecentredesitudesdu

XⅥIImesiとcleetlecentredletudesoccitame,Montpellier,Faclutideslettresetsciencesbumainesde

Montpellier,1968.
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的｣ (paradoxal)な関係のうちで自己の思惟をたえず重層化 ･複数化させる戦略

を徹底 して学び､身体に沈澱 していくことを意味した｡『ディドロと百科全書』

におけるプルース トの研究をたんにランソン流の実証主義的な姿勢に還元させ

ないでおきたい｡プルース トの 『百科全書』研究は ｢作家｣ディドロの動態的

な対話の詩学のこうした独自な解読と解きがたく結びついているのである｡

②ジョン ･ラフ 『デイドロ- ダランベール百科全書に関する緒試論』(1968)､

『十八世紀英国における百科全書､ならびにその他の研究』(1971)

イギ リス ･ダーラム大学の研究者ジョン ･ラフ(1913-)による二冊の論文集

『デイドロ-ダランベール百科全書に関する緒試論』 (1968)､および 『十八世

紀英国における百科全書､ならびにその他の研究』 (1971)は､『百科全書』パ

リ版の研究､およびディドロの果たした役割をあくまで中心に据えたジャック

･プルース トの研究を相対化 し､ディドロの他の重要な執筆協力者や､フラン

ス以外の他国版の 『百科全書』にまで視野を広げて考える機会をえようとする

者にとっては､プルース トと同等かそれ以上の重要性をもつ画期的な研究であ

る｡

『諸試論』にはまず前述のワッツの各国版 『百科全書』諸版に関する先駆的

研究を取 り上げ､その重要性を再評価し､特にパリ ･オリジナル版とそれと混

同されやすい書店主パンク-クによるそのリプリント版であるジュネ-ヴ (フ

ォリオ)版とを比較照合した研究 (この点についてはシュワッブの 『目録』を

紹介する際に細説する) (21)､およびやはりパンク-クに焦点をあて､彼が最初

に企画 したものの失敗に終わった幻の 『百科全書』新版についての経緯を整理

した研究(22)(『百科全書』補遺 4巻 と 『百科全書』イヴェル ドン版の出版もこ

れに関わっている--この点についても後で述べる)がある.ワッツ以後長い

間中断され､停滞していた観のある研究のこの方向は､ラフによって再びその

(21)Lough,John,くくTheDifferentEditions)),dam sEssaysontheEncyclopedieofDiderotandD'AJembert,

London,NewYork,Toronto,OxitordUniversity Press,1968,pp.ト51.

(22)Lough,John,MThePanckoucke-CramerEditionD,dansEssays,...,op.cit･,pp.52-110.
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重要性に光があてられ､ヨーロッパ規模での 『百科全書』受容の拡がりが重視

され始めた近年の 『百科全書』研究に新しい潮流を引き起 こしたといえるだろ

う｡

だが決定的なラフの研究の意義は､ドルバックとダランベールそれぞれの『百

科全書』執筆項目に関してまとまったモノグラフを書き､また 『百科全書』執

筆項目数としては最大の寄与を果たしながら､その伝記事実については長くほ

ぼ闇に包まれていた ド｡ジョク-ルの人となりをかなりの程度明 らかにしたこ

と(2})､そして何よりも 『百科全書』最大の問題点である移しい ｢無署名項目｣

に関して､プルース トを承けてさらにより柔軟な基礎的方法論を確立した点に

あるだろう｡このうち特にドルバックの 『百科全書』執筆項目の特定に関して

は､｢無署名項目｣ に関する調査をもとにしたラフの寄与が今なお決定的であ

る｡

a) ドルバック執筆項目研究(24)

『百科全書』第二巻緒言で新しい寄稿者 として ドルバックが紹介され､以後

本文には執筆協力者 ト)の記号で 427項目に渡って ドルバックの執筆項目が

明示されていくが､第八巻以後 ドルバックの記号を付された項目は著しく減る｡

ラフはこの点に注目し､八巻以後激増する無署名項目の中にドルバックが執筆

した項目も相当程度含まれているのではないがと推理していく｡

ラフがこれ ら無署名項目からドルバック項 目を選定するために採った方法

は､プルース トのそれとはかなり異なるものの､同様にきわめて独創的である｡

ラフは､ ドルバックの手になることが明示的な 427項目を精査し､各項目の末

尾に掲げられた他の項目への参照指示 (クロスレフエランス)が､かなりの数

に渡って ドルバック自身の執筆項目に対して行われていることに着目すると､

今度は参照先のうち特に第八巻以後の無署名項 目を調査していった｡

(23)Lough,John,((Louis,ChevalierdeJaucourt(1704-1780).A biographicalSketch'',damsThe

EnqycZop占dieinEighteenth-CenturyEngland…,op.cit.,pp.25-70.

(24)Lough,John,((DyHolbach'scontribution)),damsEssays."op.cit.,pp.111-229.
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その結果､ ドルバックの名が明示された 427項目以外に科学 ･技術関連 (450

項 目)､ ドイツ史 (15項 目)､｢代表者｣ ｢神権政治｣など長くディドロの執筆

項 目とされてきた政治哲学関連 (5項目)､そして北欧(14項目)､シベリア (8

項目)､メキシコ(13項目)､北米(8項目)､南米 (7項目)､アフリカ (32項目)､

日本 (22項目)､中国 (15項目)､インド (59項目､うち 1項目は科学 ･技術

関連項目で既出)､イスラム (11項目)の歴史 ･習俗 ･制度 ･社会を取り上げ

た項目など全 13グループ総計 659項目について､(l)相互に参照指示が行なわ

れ､また(2)それぞれ共通のコアとなる典拠文献が本文中に引用されてお り､

(3)ドルバックがこれ らの文献を蔵書として所有 していたことが ドルバック没

後の蔵書売却 リストから確実視できる点から､ ドルバックの執筆項目と見なさ

れる可能性がきわめて高いことを明らかにした｡

特に政治哲学や世界各地域の社会 ･習俗等にあてられた項目数が新たに 20()

点以上発見できるとしたラフの指摘は､ ドルバックの 『百科全番』への寄与は

主に鉱物学や冶金学など技術系の額域に限られるとしてきた従来の観点を葦

し､『自然の体系』や地下出版された後期 ドルバックの反宗教思想とも関わる

『百科全音』の隠された水脈を具体的に探 りあてたという意味でもその功額は

大きい｡ただし､なぜ八巻以後に特定の項目に署名が残され､他の項目には署

名が付されなかったのかの疑問はいまだ解かれていない｡この点はプルース ト

が調査したディドロについても同じことが言えるのだが｡

b) ｢無署名項目｣ 研究(ユ5)

ドルバックの執筆項目選定と並ぶ重要さをもつもうひとつのラフの研究は､

プルース トの研究成果を承けて 1965年に発表した ｢無署名項目｣ に関するモ

ノグラフである｡ラフはプル-ス トの研究の重要性を充分に認め､プルース ト

の誤記や数え間違いを指摘 した上で､問題の無署名項目のうち､1)アセザニト

ウルヌー版には採録されないながらネ-ジョンの資料からディドロのものと確

実視できる 32項目､2)逆に､ネ-ジョンの証言はないけれどもアセザニトウ

(25)Lough,John,くくTheProblemoftheunsignedarticlesintheEncyclopidie'',op.CLIL.
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ルヌー版には採録されたデイドロの執筆項 目と高い確率で認められる 249項

目､3)ネ-ジョンの証言もなければアセザニ トウルヌー版に採録されてもいな

いにもかかわらず､デイドロ執筆項 目である可能性の高い 349項目､すなわち

630項目を新たにプル-ス トのリス トに追加 したOディドロが執筆したと思わ

れる無署名項目数は､ したがって､プルース トとラフを単純に足すと 691項目

になる｡

I)はネ-ジョンの証言からもディドロの執筆項 目なのは確実であり､DPV

版全集にも採用されている｡いっぽ うネ-ジョンによる確実な証言がない 2)

と 3)については､DPV版全集では ｢ディドロの執筆 とみなすことが可能かも

しれないが､この版には収録 しなかった項目リス ト｣ (V,pp.21ト220)としてタ

イ トルのみ挙げられているo この 2)と 3)に属する 598項目の割 り出しに当た

ってラフが利用した方法が､ ドルバックのときと同じく､項目間のクロスレフ

ェランス ･システムの採用 (ディドロ自身の執筆項 目にレフェランスしている

かどうか)と､項目で用いられた典拠資料の特定による項目のグループ化の手

法である｡

ここでは主にチェンバースの 『サイクロビーディア』を始めとして､ディド

ロが参照したことの確実な文献が典拠として採用されているかどうか検討する

ことが鍵であったoラフが挙げる項目の3分の 2以上は ｢文法｣に分類された

｢同義語｣に関するものであり､｢哲学史｣ と並んで ｢同義語｣項目がディド

ロの執筆項目において大きな比重を占めるというプルース ト 『ディドロと百科

全書』の指摘を裏書きする結果となっている｡

いずれにしても､ラフの新規追加分を含めても､ 8巻以後のディドロ執筆項

目として認められる数は､ 1巻 ･2巻だけでおよそ 3500項 目を数えた初期の

頃に比較すると､やはりきわめて少ない｡初期の項目には地名の説明など数行

程度しか記述のないごく短いテクス トが大多数であった点を差し引いても､デ

イドロの執筆が巻を重ねるに連れて少なくなったというプルース ト､ラフの指

摘は誤ってはいないだろう｡ただし同じく当のプルース ト､ラフらも指摘して

いるように､8巻以後の無署名項目の激増という事情のなかで､いまだ多くの

デイドロの執筆項目が特定されないまま残っている可能性もきわめて高い｡

同じ論文でディドロ以外の無署名項目の特定についてもラフは新たに試みて

-60-



いる｡アセザ ニ トウルヌー版にディドロ執筆項目として採録された無署名項目

414点のうち､ディドロのものでないことが同時代史料などから明らかな 102

項目を特定し､また無署名項 目全体のうちデイドロ以外の執筆者によることが

他の文献資料を通じてほぼ確実に特定できる34項目を挙げるなどをしている｡

このように､ラフによって無署名項目の執筆者特定は大きく前進した｡とはい

うものの 『百科全書』における無署名項目の総数は､数え方にもよるがおそら

く4万項目はくだらないはずである｡無署名項目研究の領域はいまだ未知の部

分がきわめて多い｡

V.シュワップ 『百科全書 日録』(1971-1972,1984)(26)

カリフォルニア大学デービス校教授 リチャー ド･N･シュワッブが､ワルタ

ー ･E･レックスと協力して 1971年か ら刊行を開始 した 『ディドロ百科全署

目録』は､エディシオンとしての 『百科全署』総体を初めて厳密に体系的な寄

託学的手法で分析し､本文編 6巻 ･図版編 1巻計 7巻におよぷ長大な日録を作

成 した著作であるo全体は序論 (第 1巻､1971)､本文項目(enby)総目録 (第

2巻～第 5巻､197ト72)､執筆者別総索引 (第 6巻､1972)､そ して図版総 目

録およびラフによる ｢『百科全書』協力者｣ リス トと解説を付 した最終巻 (第

7巻､1984)からなっている｡

この 『目録』によって以下の点が初めて明らかにされたO

①項目数

『百科全書』各巻毎の項目数の内訳を示すと､以下のようになるO

(26)schwab,RichardN.WiththeCollaborationofWaiterE.Rex,InventoryofDiderot'sEncyclopddie,Vol.

6,くくStudiesonVoltaireandtheeighteen血centl叩 (80,83,85,9ト93))),Oxford,meVoltaireFoundation,

197ト72;Schwab,RichardN.,Im,entoTyOfDideTIOt'sEncycLopddie.VII.I71VentOり,Oftj2ePlates,withastudy

ofthecontn'butorstotheEnq,clopddiebyJohnLaugh,くくStudiesonVoltaireandtheeighteenth century

(223))),oxford,TheVoltaireFoundabon,1984.
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本文 総べ-ジ数 16,142p

第 1巻 : 1751A=Azy (914p:5234項 目､5247事項)

第 2巻 : 1752B-Cez(871p:6628項目､6635事項)

第 3巻 : 1753Ch-Cons(905p:3758項目､3765事項)

第 4巻 ･' 1754Cons-Diz(1098p:5022項 目､5027事項)

第 5巻 : 1755Do-Esy(1011p:3492項 目､3500事項)

第 6巻 : 1756Et-Fn(928p:2419項目､2427事項)

第 7巻 : 1757Fo-Gy(1030p:3131項目､3137事項)

第 8巻 : 1765H-It(936p:3765項 目､3766事項)

第 9巻 : 1765Iu-Ma(956p:4240項目､事項同数)

第 10巻 :1765Mam -My(927p:3776項 目､事項同数)

第 11巻 :1765N-Par (936p:4476項目､4477事項)

第 12巻 :1765Parl-Pol(965p:4056項目､事項同数)

第 13巻 :1765pom-Regg(914p:4318項 目､事項同数)

第 14巻 :1765Reggi-Sem(949p:5065項 目､事項同数)

第 15巻 :1765Sen-Tch(950p:4583項目､事項同数)

第 16巻 : 1765Te-Venerie(962p:4650項 目､事項同数)

第 17巻 :1765Venerien=Zhini(890p:3141項 目､事項同数)

合計すると総 71709項 目 (うち 7巻までに29684項 目､第 8巻以後 42025項 目)

あることになる｡

これにさらに 『補遺』全 4巻の内訳を示す と､

第 1巻 : 1776(926p:2752項 目､2759事項)

第 2巻 : 1776(933p:2262項目､2263事項)

第 3巻 : 1777(984p:2158項目､事項同数)

第 4巻 : 1777(1004p:1680項目､事項同数)
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すなわち総項 目数 8852項 目が 『補遺』 には含まれている｡

②図版点数

さらに図版点数 も以下のように明確になった｡

図版 総数 2885枚

第 1巻 : 269点 1762

第 2巻 :233点 1763

第 3巻 : 201点 1763

第 4巻 : 298点 1765

第 5巻 :248点 1767

第 6巻 : 294点 1768

第 7巻 :259点 1769

第 8巻 : 254点 1771

第 9巻 :253点 1771

第 10巻 :337点 1772

第 11巻 :239点 1772

『補遺』

全 1巻 :244点 1777

③執筆者総数

プルース トが 『ディ ドロと百科全書』 ｢『百科全書』執筆協力者｣ リス トに

挙げた 160名は､ディ ドロが関与 していない別の版 と考えるべき 『補遺』は除

き､項 目執筆に現実に携わった者も､図版作成や情報提供をしたに留まった者

もすべて一様に区別な く挙げている｡それに対 しシュワッブの 『日録』は､無

署名項 目を除 く全 17巻すべての署名入 り項 目を網羅的に調査 し､その中か ら

139名の項 目執筆者の名前を特定 し､さらに 3名の異なる匿名の項目執筆者を

割 り出した｡すなわち 『百科全書』本文の執筆者 としては総数で 142名､およ
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びそれぞれの執筆者の執筆項目が具体的に判明したことになる (執筆者別総索

引にこれらのシュワッブ らの調査の結果は反映されている)｡後に紹介する 『百

科全書派人名辞典』でカフカーがフランス r百科全書派｣たちの伝記的事実の

詳細な調査をした際に､カフカーが対象としたのはシュワッブが明らかにした

匿名以外のこれ ら本文執筆者 139名である｡また､シュワッブの作成した索引

は､先ほど挙げたプルース トとラフの無署名項 目に関する重要な先行研究の成

果が織 り込まれ られているという点でも､学術的な信頼度のきわめて高いもの

となっていることを付け加えておく｡補遺 4巻については 88名の執筆音別索

引が挙げ られている｡不明者の多くは第 7巻が十年後 に出版された際に､補足

情報としてかなりの程度明らかにされた｡

ここまで見てきたことからも明 らかなように､プルース ト､ラフ､シュワッ

ブのまさに巨大なと言 うべき研究によって､『百科全書』パ リ版に関する大き

な研究史の転回が 60年代から70年代にかけて進んだ｡もう一度それをまとめ

て見ようO

まずそれは特に 『百科全書』を生産する側､特に執筆者の研究を中心に進め

られたものであったことに留意しよう｡『百科全書』に特に関係の深い作家の

執筆項目の確定がディ ドロを中心 としてかなりの程度進んだOその研究の過程

で､特にラフが先鞭 をつけたように､クロス ･レフェランス ･システムが膨大

な無署名項目の海か ら執筆者を個別に割 り出すために重要な意義をもつものと

して特に重視されることになった (その点で､ これは付け加えなければならな

いが､シュワッブが項 目総索引を作成するに当たって参照指示記号を省uたこ

とはきわめて残念である)｡直接にテクス ト (本文)の産出に関わる執筆者の

総数､その執筆項目の全体像が特にシュワッブの研究によってかなり明確化さ

れた｡ こうした研究の方向は集団的 ･匿名的な 『百科全書』の全体像をまずは

各執筆者という個のプリズムを通して解析してみせたところにその最大の意義

があったと言ってもよいだろうDその方向の延長線上に､フランク ･A･カフ
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カ-の 『百科全書派人名辞典』 (個人編) (1988)(27)があると言ってよい｡カフ

カ-の研究はシュワッブの 『目録』か ら明らかとなった 『百科全音』本文項目

執筆者 138名について詳細な伝記的事実をおさえ､個々の執筆者 に関する最新

の研究成果を文献 リス トに網羅 した労作であり､同辞典続編(28)とともに 『百科

全書』研究に必須のものものとなった｡研究が立ち後れていた 『補遺』につい

ては､キヤスリーン ･)＼-デステイが 1977年に発表 した研究 『百科全署補遭』 (29)

によってかな り進み､『補遺』の執筆者 46名､『百科全書』イヴェル ドン版か

らの参加執筆者 16名､『補遭』が典拠 として挙げて引用 した著者 16名､匿名

著者 9名､すなわち総計 87名のうち､78名までは執聾者 を特定 しているOデ

イ ドロや ドルバック以外､ これもラフが先鞭をつけたジョク-ル とダランペー

ルの二人の ｢百科全音派｣ の巨頭について､その 『百科全番』への具体的寄与

の研究もかな り進んできている｡特に 14000項 目と独力で 『百科全番』の4分

の 1弱の項 目を書き上げたジ ョクール については､マ ドレーヌ ･F･モ リス (30)

などによる再評価の作業が進みつつあることは注目すべきである｡『百科全署』

の底流を流れるプロテスタンティズム思想の驚 くべき重要性については近年ジ

ャック ･プルース トも指摘す るようになったが､スイス ･プロテスタン トの家

系の出身であり､デイ ドロや ドルバックとは異な り無神論 を奉 じなかったジョ

クールは､今後の 『百科全書』研究の鍵 となるかも知れない｡その点で､モ リ

スの研究はジョクールの 『百科全書』 との関連をプルース トやラフの方法論を

継承 しつつかな り明確化 した重要な研究である｡ダランベールについては､マ

ルティーヌ ･グルー､ヴェロニク ･ル ･リュの諸研究が重要であるが､ ここで

(27)Kafker,Frank-A (inCollaborationwithSerenaL.Kafker),772eEnqyclopedisLTaSindividuals:a

biographicaldictionaryOftheauthorsoftheEnサC1opddie,Vol.257,くくSVEC)),0XfTord,TheVoltaire

Foundation,1988.

(28)Katker,Frank-A,TheEn甲Clopedistsasagroup:acollecEivebiographyofEkeauthorsofthe

ENつ,CIopeEdie,Vol.345,((SVEC)),Oxford,TheVoltaireFoundation,1996.

(29)Hardesty,Kathleen,TheSuppZdmen=odieEnqclopddie,くくArchivesintemationalesd一mstoiredes

idees)),Hague,MartinusNijhoff,1977.

(30)MorriS,MadeleineF,LechevalierdeJaucourL.UTZamidelaEen･e(1704-1780),Gentve,Droz,1979.
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は触れる余裕はないO~プルース トが調査したモンペリエと百科全書思想に関し

ては､ロズリ-ン ･レイの十八世紀生気論の研究 (2000)が 『百科全書』との関

連で重要であろう｡特にレイの研究はいまだ未整理の部分がきわめて多い第八

巻以後の 『百科全書』について大きな示唆を与えている(31)O

④異本､異文との比較照合

だがしかし､『百科全書』研究の基礎額域を見事な形で拡充させたシュワッ

ブの 『目録』の意義はこれだけにとどまらない｡『目録』を別の意味で際立た

せているのは､おそ らく 『百科全書』研究史上初めてパリ ･オリジナル版の様

々な異本の比較照合をし､印刷や製本､植字工や製本､活字デザインなど印刷

工程を中心とする 『百科全書』のいわば物質的な位相をきわめて具体的で詳細

なかたちで明確に浮かび上がらせたことにあるだろう｡

シュワッブは､総目録のための底本となる版を探索するなかで､カリフォル

ニア大学デービス校､同大学 リヴァ-サイ ド図書館､ヴァ-ジニア大学 (ゴー

ドン ･セット)､オックスフォー ド大学クイーン校､同テイラー校など英米の

大学図書館所蔵の 『百科全書』 6セットを中心に､仏国立図書館､マザ リ-ヌ

図書館､仏国立古文書館､ロンドン大学､ウオーバーグ研究所など世界各地図

書館で総計26種の百科全書パリ ･オリジナル版の比較調査を行なった｡その

過程で彼は､いわゆるパ リ版 『百科全書』にも､① 1751年以後順次発行され

たオリジナル版のほか､② 1752年下半期に改版出版された第 2フォリオ版 (第

1巻と第 2巻の改版)､③ 1754年に改版された第 3フォリオ版 (第 1巻､第 2

巻､第 3巻の改版)､③第 1巻から第 7巻までの偽造本 (カリフォルニア大学

リヴァ-サイ ド図書館所蔵､いわゆるリヴァ-サイ ド版)､④パリ版を忠実に

パンク-クらが模したと言われるジュネ-ブ .フォリオ版の4種類の版が少な

くともあることを発見 した｡これらの4種類の版は区別されずにすべてオリジ

(31)Groult,Martine,D'AlembertetlamicaniquedelaviritidamsITEncyclopidie,Paris,Champion,1999;

LeRu,Vironlque,JeanLeRondd.Alembertphilosophe,Paris,Vrin,1994.;Rey,Roselyne,Naissanceet

diveloppemenLduvitaZimeenFrance,deladeuxi丘memoitiddu18esi～cZealajimduPremi占reEmpire,

PrefaceparFran90isDuchesneau,Oxford,VoltaireFoundation,2000･
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ナル版とみなされて各国図書館で購入されており､シュワッブの調査によると､

オリジナル版に一部第 2･第 3フォリオ版が混入 していたり､あるいはパリ版

とみなされたセットの半数は実はジュネ-プ ･フォリオ版が入っていることが

しばしば見られることが明らかとなった｡例えば､現行で最も流布していると

思われる 『百科全書』のファクシミリ版 (シュツツツガル ド版)は典型的な混

合版である伽)O本文の六巻､八巻､十二巻､図版の一巻､十巻､十一巻はジュ

ネーブ版のものとなっている｡

このことが著しく問題となるのは､4つの版すべてに違いがあることが判明

したからである｡例えばオリジナル ･第 1フォリオ版に見られた誤記(Errataと

して巻末にまとめてリス トにされている場合が多い)が策 2フォリオ版､第 3

フォリオ版では訂正されて本文で組み直されている箇所が見つかったり､逆に

オリジナル版に見られる執筆者記号や参照記号が策 2フォリオ版以後で消失し

ていたりなどする箇所が少なからずあった｡こうした異本､兇文の存在は 『百

科全書』のような大部の書物が問題となる場合､きわめて大きな困難をもたら

さざるをえないO本文だけでも 1セット1万 6千束を超える 『百科全書』では､

たとえ同じ版でも印刷途中で活字の摩耗などによって版の組み替えが行われざ

るをえないような場合には､本文の改変が生じるため､完全に同じひと揃いは

ひとつも存在しないということになる｡とはいえ､あらゆるセットすべての本

文を逐一検討することは量的に不可能である｡そ こで､この間題の解決のため

にシュワッブは､基準となる特徴的な印刷上の細部のみに着目してそれらを各

版について比較していくという手法を取った｡

(32)くくUnfo血natelytherecentphotographicilacsimileoftheEno,cZopddiepublishedbyFrommannVerlag,

Stuttgart,isamixedset.Vols.vi,viii,andxiiofthetextandvols.I,X,andxioftheplatesarereproduced

fromtheGenevaedition.Inotherrespectsaswell,thiseditionisnotallthatonemightwish:thecolophons

forallthevolumesthroughvii,exceptthatofvol.iii,aremisslng.MuchorthemlSPaglnationthroughout

thevolumesoftexthasbeencorrectedandasubstantialnumberofsignaturedesignationsaremisslng.A

fewpagesofthetextearesimplyblanks.Theasteriskisabsenton*CHA,nI.Ⅰ,*D,IV.609and*Fraude,

ⅤⅠⅠ.291･Manyofthesepeculiartiesmaybetheresultoffailuresinthephotographicprocessus)),Inventory,

t.1,op.cit.,pp.61-62.
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1)パリ版の三版の間の異同については最も詳しく調査し､タイ トル頁のテクス

ト (表題､献辞､出版社名など)および図版､奥付などの分割線の数､各巻冒

頭におかれた木彫職人パピヨンによる活字装飾 (オーナメント)､頁番号の記

載の誤記､そして項目の ｢見出し｣および ｢執筆者記号｣ を比較する｡この結

果､特に第 3フォリオ版には数多 くの改変が ｢執筆者記号｣ の部分で見つかっ

た (はたしてこれは植字工のミスなのだろうか､それとも修正なのだろうか｡

シュワッブは迷わず前者を採っているものの､ ここは一考の余地がある)｡

2)リヴァ-サイ ド版､ジュネーブ版については､明らかに他の印刷業者による

異本であることが明瞭なため､本文項目は検討せず､タイ トル頁､奥付､頁番

号の記載などのみ｡この場合はオリジナル版と区別ができればよいからである｡

以下に示すのはシュワッブの 『目録』の示す上記の方法論を使って行なった､

慶膿大学所蔵の 『百科全書』パリオリジナル ･フォリオ版本文十七巻の照合調

査結果であるO

□慶応大学図書館所蔵 『百科全書』パリ-ヌーシャテル版

○パ リ版各版､ジュネ-ヴ ･フォリオ版､ リバーサイ ド版との照合結果 (参照

Schwab,hventory,vol.1.,p.I14)

シュワッブの掲げた各版の比較照合リス トのうち､慶鷹蔵書がパリ版と一致し

た項目には○を付した｡

薗扉絵､序文､その他

γol.1 Xlvii,*ExO

DedicationO li,DoubleO

i,topO

i,LO

xlv,bottom,0

xlvi,Double0

xlvii,Double0

iii,Correction0

(schwab, 68, []○

li,*Ob 0 misnumbering 0 ) 1,Rect0

li,Double0

lil,TwoDoubleO γol.2

facing.I,X facing i,tripleO

xlvii Taylorと 同じ iplain.L.0
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I,ち,p乱s.0

473C,PapO

871,DelllmpriO

Unnumberd*aspleX



[scwab69,not671の

どの版 とも適合 し

ない]

(Schwab, 69,

misnumbering 134as

3340 )

γol.3

i,topO

i,LO

xiv,Double0

xv,Double0

xv,ERRATAO

H〇

日 O

xvi,bottomO

1,C,papO

905,DoubleO

905,Derimpri0

[906]ERRATA O

(misnumbering59as

650

636as5360

819as6190 )

iii,tripleO

iii,Errata0

iv,EmtaO

iv,OmamentO

I,bpO

1,C,papO

608,bottom,OrO

609,D,papO

1098,DoubleO

[]0

1098,DeI.Imprim0

(misnumbering223as

2330

269as1960

892as920 )

vo15. (傷み多 し)

i,topO

i,SO

ii,bottomO

iii,LO

xviii,Ornament0

1,omament0

1,DO

182,0mamaent0

183,EO

loll,ERRATA O

loll,ERRAm O

loll,ERRATA O

H O

[1012],ERRATAO

l1012],Double 0

[1012上 Dei-Imprim

O

(misnumbering 859 as

7590 )

γol.6[全体的に折

れ 目あ り]

i,topO

i,PO

vi,Double0

viii,OrnamentO

[時の老人]

1,topO

1,EO

340,bottomO

341,FO

926,DoubleO

926,Deltimphm O

[927-928],ERRATA

[schwabの 誤植 か｡

ⅠmV ま で あ る]

(misnumbering450as

3500

856as8480 ]

857as8490
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859aS8510

904as4900 )

γol.7[後半 にかな

り秘あ り]

i,topO

i,LO

xiii,Double0

I,topO

1"FO

406,Omament0

407,G0

H 0

1025,Double0

1025,Del'impri0

1026,Single0

1026-1030,ERRATA

O

(misnumbering922as

6220 )

γol.8

i,DoubleO

I,HO

423,I0

TableaudesMesures.,

は 924-925の 間 に



挿 入 (934･935で は

な く)

(misnumbcring366as

3860

422as2240

486as4360 )

vol.9

I,JO

105,DoubleO

(misnumbering770as

6700

104 and 782 not

numberdO )

γol.10

1,MO

(misnumbering226as

1260

329as3310

335as3370

336as3380

585as5950

710as610) ○

軸本文

1,ApapO

γol.ll

1,N X lgeometriC;

0 と pについては

Large Plainで OK

だが]

295,Double0

733,Double0

γol.12

1,PO

124,Omamaent O

(misnumbering257as

277 × 修正済 み

278as280 0

563as4630

573as357 × 修

正済み

883as8730 )

γol.13

1,PO

635,DoubleO

635,qO

731,Double0

731,RO

misnumbering 594as

5糾 0

636as638 × 修

正 済 み [schwab,

Ibid.,77,note86を

参照]

730notnumbered

O

γol.14

I,RO

451,DoubleO

451,SO

misnumbering255as

2570

273-280 as 373-380

0

678as7780

γol.15

1,SO

783,TO

misnumbering408as

914以後 ○

-70-

4180

813as7130

γol.16

1,TripleO

1,TO

789,UO

misnumbering 205as

1050

206as1060

627as5270

628as5280

γol.17

I,VO

583,W O

647,Ⅹ0

661,YO

685,ZO

notnumbered

5820

6600

8540

8870



○パ リ版初版､1752年二版､1754年三版 との照合結果 (参照､Schwab,Ibid.,pp.85

etsuiv.)

シュワッブの掲げた本文 と異本の比較照合 リス トのうち､慶鷹蔵書がパ リ版初

版 と-致 した項 目には○を付 したo

γol 1 69bO

iDiscoursO 73bO

5aO

5bO

6a O

8aO

10aO

llbO

llbO

17bO

25aO

2580

25bO

3280

33bO

34aO

34a0

38bO

39bO

40aO

58aO

59bO

63aO

68aO

68bO

8laO

85bO

85bO

93bO

93bO

94aO

94aO

94bO

94bO

94bO

94bO

108a0

llObO

112aO

114aO

114aO

115aO

132bO

138a0

141aO

141bO

146aO

161bO

164aO

173aO

178bO

17980

181aO

lBlaO

181bO

182bO

182bO

192aO

192bO

192bO

192bO

192bO

198a0

207bO

210aO

213bO

214aO

22580

240aO

240aO

242bO

245aO

245aO
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247aO

256aO

262bO

264a0

289aO

307bO

313bO

316aO

317bO

318a0

322bO

322bO

326bO

326bO

355bO

358aO

365bO

384bO

386bO

393bO

395aO

397aO

407bO

445aO

468aO



487aO

488a0

488bO

495bO

496bO

502aO

521aO

525aO

533bO

54280

546aO

561bO

56380

565aO

600bO

60380

604b O schwab判

に誤植｡Arcan6eで

は な く､Arcann6e]

GlobO

615aO

615bO

621bO

635bO

636aO

63680

636aO

636aO

643bO

697bO

-698bO

70080

701aO

705bO

718aO

71880

720bO

745aO

746aO

746aO

747bO

757bO

761bO

776aO

783bO

817b0

822b0

839b0

857aO

857b0

861b0

863aO

865bO

879a0

880bO

886bO

892bO

895aO

903aO.

906bO

γol.2

4bO

15bO

16bO

23aO

23bO

23bO

24aO

29aO

56bO

57bO [Blason,で

はな く entermede

Blason とイタ]

6380

63bO

74bO

74bO

74bO

92bO

96bO

97aO

97bO

98aO

98aO

131aO

139aO

-72-

142bO

14580

146a0

161aO

162aO

22280

226aO

255bO [Blason,で

はな く entermede

Blason とイタ]

347a0

347bO

362bO

37180

372a-bO

372bO

379bO

383aO

38880

390aO

41080

420bO

443aO

446aO

448a0

454bO

455bO

456bO

466bO

470bO



52780

539aO

54180

568bO

584bO

600bO

619aO

62480

62980

798bO [Blason,で 116bO

はなく entermede 127bO

Blason とイタ] 140bO

831aO

844a0

144aO

160bO

254aO

308bO

338b0

402a(⊃

457aO

602aO

70080

709bO

781aO

899a-bO

隙 censoredtextsandthecancels (参照 schwab,Ibid.,pp.127etsuiv.)A(cancellanda)

か B(Cancellant,finalversion)かを調査

t.I

91 A

t.2

34a B

35a B

35b B

[arrete-toiの あとの

ヴ ィ ル ギ ュ ル な

し]

398a B

398b B[grieve

のあとのヴィルギ

ュルな し､イタの

Diction.nは ひとつ]

I.3

357b B 788a B

782a B

782a ち I.4

782b B

783a B

783b B

784a B

784a B

784b B

784b B

784b ち

785a B

785a B

785b B

Ipa B

19a B

19a B

19a B

19a B

19a B

lラb ち

lラb B

lワb B

lラb B

lラb B

786a B [schwab版

786a B lon t-tem ps- 慶応版

786b B long-tems]
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20a B

20a B

lAutrefois des -

Autrefbisles]

63 [マニュ

スク リとの対照が

指 摘 され て い る

Constitutionunlgenitus

については ここで

は除 く｡削除を示

す ア ス チ リク ス

63b欄 外下部 にあ

り〕

155a B

【avouoit - avoit,

Enfin､ Seycheltesの

後のヴィルギ ュル



なし｡]

295a B

295b B

296a B

296a 】3

296b B

296b B

296b ち

296b ち

296b B

296b B

523a B

523a B

523b B

524a 】3

529b B

530b B

t.6

533a B

534a B

534a B

534a B

534a B

534a B

534a B

534a ち

534a B

534b B

534b B

534b B

534b B

534b a

535a B

535a ち

535a B

535a B

535a ち

533a B 535a B

535a B

[soutenir- soGtenir]

535a T lterre,

lui fbumit d-ailleurs

quelques autres

bestiaux]

541a B

541a ち

542b B

542b B

535b B

536a B 582a B[Bans

536a B s.amollirの あ と に

536b B ヴィルギ ュル〕

536b B

536b B I.7

536b B 574b B

536b B

536b B I.II

537a B 735a B

537b B 736b B

537b B 736b B

537b B 736b B

537b B 737a ち

おおむね 『目録』の記述にほぼ完全に一致している｡この結果からみても､

慶鷹大学所蔵 『百科全書』が少なくとも本文については間違いなくオリジナル

･エディションの第-フォリオ版であることがわかる｡さらに､ リス トに見 ら

れる Cancellanda/Cancellantのところは､前述のゴー ドン研究で明らかになった編

者による修正前のテキス ト (cancellanda,A)および修正後のテキス ト(cancellant

B)のどちらであるか照合 した部分であるが､ ここで興味深いのは､慶鷹所蔵

版第一巻にAすなわち編者による修正以前のテキス トが見つかることである.

このことは､慶膳所蔵版第-巻が､『百科全書』刊行が始まってその直後､第
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-フォリオ版刊本の中でもきわめて最初期に印刷された費重な刊本の一冊であ

ることを示す根拠となるだろうo

さて､印刷上の細部の特徴からこうして各版それぞれの違いを洗い出してい

ったシュワップの発見は､『百科全書』研究にいくつかの新たな問題を拓くこ

とになったO-言で言うならば､それはメディア媒体 としての 『百科全音』の

技術的位相の重視である｡文学や思想研究者はしば しばテクス トの内容､テク

ス トの情報にのみ関心を寄せ､この情報を載せ運ぶ情報媒体の物理的 .物質的

層--支持体 (シュポール)--に特別の注意を払うことはほとんどない｡し

かしながら､その出版 ･刊行 ･流通 ･伝播のプロセスそのものが言説の生産と

緊密に結びついていた 『百科全書』のような書物の場合､問題は大きく異なっ

てくる｡どういうことかoたとえばシュワップが重視 した弁別要素の一つであ

る活字装飾 (オーナメント)は､ジャン-ピエール ･ペレのアンシャンレジー

ム期の印刷技術に関する記念碑的研究 (ジャン-ピエール ･ぺレ 『十七世紀 ･

十八世紀におけるイヴェル ドンの印刷所』 1945)(33)や､シルヴィオ ･コルシニ

による地下思想とその流通 ･伝播の拠点である印刷所との関連に関する近年の

研究(34)が明らかにしているように､印刷工房の抱える装飾活字職人がそれぞれ

個性を発揮して独自の様式に練 り上げたものである｡周知のように､十八世紀

には禁書を逃れて多くの反宗教的 ･体制批判的書物がカムフラージュのため匿

名や偽名､あるいはいわゆるfausse adresseで出版された結果､特定のテキス ト

の真の出所を同定することは必ずしも容易ではないが､オーナメントの様式が

その同定のための唯一の手がかりとなっている場合も少なくないOシュワッブ

(33)Perret,Jean-Pierre,I,esImpn'men'esd'YverdoTZauXWIeetXVIIIesi占cle,Lausanne,1945.

(34)corsini,Silvio,くくImprimeurs,librakesetiditietusaLausameausiとcledesLumiむes)),damsLeh'V'Ya

Lausanne.CinqsiicLesd'dditionetd'impn'men'e1493-1993,sousladirectiondeSilvioCorsini,Lausanne,

PayotLausanne,1993,pp.49-69.;LapreuveparlesjleuTVnS?Analysecompardedumaldnlelomemental

desimpn'me7JrSSuissesromands1775-1785,Femey-Voltaire,Cenb･eintematinald'itudeduXVIHesiAIcle,

1999;くくLacon吐efa90mdulivresousl'An cienR毎ime)),damsLespressesgn'ses･LacontrefagdnclzJlivre

Cm e-xLYesiGcle),texteriunisparFran90isMour reau,Paris,Auxamateursdelivres,1988,pp.22-37･
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によるオーナメントの着目は､『百科全書』の背後に拡がるほとんど注目され

ないもうひとつの文化的場 (ブルデュー)､印刷工や植字工､活字装飾職人､

書店主や印刷工房といった複雑なエージェントからなる十八世紀印刷技術の歴

史的厚みについて研究者の目をあらためて開かせることになった｡アメリカの

歴史学者ロバー ト･ダーントンの一連の 『百科全書』刊行史研究はまさにここ

関わってくる｡

『百科全書』研究に様々な画期的な地平を切 り開いたシュワッブの記念碑的

研究であるが､その精微な目録にたった一点だけ不満があるとすれば､それは

｢本文項目総目録｣の中に､各項目内の参照先項目のリス トが加えられかった

点につきるだろう｡項目目録には見出し､分類符号､執筆者､項目の長さまで

も記載されているものの､他項目の参照指示まではリス ト化されていない｡

また 『百科全書』本文中に明示的に引用された文献の表在や著者名等二次的

書誌情報をシュワッブが割愛した点も悔やまれる｡これらの点まで考慮されて

いたら､まさにこの ｢目録｣は完壁と言えた｡後に見るように､デジタル化さ

れた現行の 『百科全書』CD-ROM 版やインタ-ネット版は､ こうした問題を一

顧だにしていない｡

V.1980年代以後～ 『百科全書』基礎研究の方向性

①ダーントン～百科全書刊行史研究

ワッツやマルヴァ-ノの業績を紹介した第 ⅠⅠⅠ節ですでに述べたように､八

十年代以後現在までの 『百科全書』研究において主流となりつつある研究動向

は､スイス版､イタリア版など 『百科全書』後続版を研究の主眼に据え､パリ

版中心の研究に傾いてきた観のある従来の研究をよりヨーロッパ規模の啓蒙の

受容研究へと関心を広げていこうとするものである｡この動きを決定的なもの

としたのが､ロバー ト･ダーントンによる 『啓蒙のビジネス』(1979)など一連
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の百科全書刊行史研究(35)である｡ダーン トンは､主にスイス緒版､特に 『猶の

大虐殺』 (36)以来彼の書物の社会史研究のなじみのフィール ドワークの対象であ

るヌ-シャテル印刷協会が刊行 した 『百科全書』四折版を中心に､後続の書店

主たちがいかに 『百科全書』再版刊行事業を企画 し､それを実現 させ､廉価版

･普及版の形でパ リ版の読者たちより更に広汎な社会階層にまで広げ､ヨーロ

ッパ各地域にまで浸透 させていったかを克明な資料 とともに明 らかにしていっ

たOダーントンによれば､ヌーシャテル印刷協会の資料は､ヨーロッパに現存

する印刷史史料 としてはパ リや他の主要都市など比較にな らないほどの理想的

なかたちでアーカイブ化 されているらしい｡ じっさい､印刷計画の詳細､紙の

原価､印刷費､運送費､価格､売上､純利益､スイス版予約販売者の分布､職

種割合など 『百科全書』研究 としてはこれまで類のなかった様々な事実がダー

ン トンの研究によって初めて実証された (37)O

② 『百科全書』パリ版の (前) と (後)

カフカ-編纂による 『十七世紀および十八世紀 における百科全書～ 『百科全

書』の 9つの先駆』 (1981)､『十八世紀後期の百科全書～ 『百科全書』の 11の

(35) Darnton,Robert,L'Aventuredel'Eng,clopddie,1775-1800.Unbest-sellerausiicledesLumiires,

Paris,LibrairieAcadimiquePerrin,1982 (originalversion,1979);くくUnimbrogliobibliographique.Les

editionsdel'Encyclopidie)),damsGensdeletLres,gensduliwes,OdileJacob,1992,pp.245-270･

(36)RobertDarnton,TheGreatCatMassacre:AndOtherEpisodesinFrenchCuIfuraIHisLoTy.Vintage,

1985(邦訳 『猫の大虐殺』 海保 虞夫 ･ 鴬見 洋一 訳､岩波書店､1990年)

(37)ダーン トンのこれ らの研究を 日本で初めて体系的に紹介 した本格的な百科全書研究 とし

て､寺田元一 『｢編集知｣の世紀一一一八世紀フランス における ｢市民的公共圏｣ と 『百科

全書』- 』 (日本評論社､2003年)がある｡
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継承』 (1994)もまた､同様の関心から生まれた研究論文集である伽).ヵフカー

の関心は,ダーントンと重な りつつもむしろ､『百科全書』パ リ版は従来の解

釈が強調しすぎてきたきらいのあるような孤立 した突発的な歴史的事件などで

はなく､実際には十七世紀から続 くより大きな知の地殻変動､知をめぐる文化

的な転換 (世界像の急激な拡大と産業革命という近代の知的空間に結節する時

代 の変 容) のな かで 形 成 され た新 た な百科 全 書 思 想 / 百科 全 書 主義

(encyclop6disme)の有機的でダイナミックなネットワークの網の目の中に置かれ

た文化的表象であるととらえようとしているように思える｡先行する辞書 ･辞

典類と 『百科全書』パリ版との関連にあらためて光をあてられたほか､ダーン

トンが主に受容史の観点から取り上げたスイス版や､ダ-ントンはほとんど取

り上げなかったイタリア版とパリ版との内容上の差異や連続性､対立やずれと

いった問題が立てられている｡ 中でもすでに述べたように 『百科全書』パリ版

に豊富な注釈をつけたイタリアの二版や､スイス ･プロテスタンティズムの立

場からパリ版の内容に相当に手を入れて書き換えたことがわかっているイベル

ドン版､そして 『百科全書』バリ版を質量ともに凌窺すべくパンク-クによっ

て企てられた 『体系的百科全書』はパリ版とどのような異同があるのか､具体

的に明らかにしようとする研究が本格化 している(39)｡イべル ドン版 『百科全書』

に関するシンポジウム記録が ｢バンジヤマン ･コンスタン年報｣(第 14号､1993

(38)Kafker,FrankA.,ed.,NoぬbleEncyclopediasoftheSeventeenthandEighteenthCentun.esINine

PredecessorsoftheEngclopddie,FrahkA,Kafker,Oxford,SVEC,1981.,NotableenサCZopaediasofthe

lateeighteenthcentury:elevensuccessorsoftheEnq,clo〆die,Vol.315,(くSVEC)),Oxford,Voltaire

Founda也on,1994.

(39)例えばカフカーの 『十八世紀後期の百科全書～ 『百科全書』の 11の継承』に収録され

たMonis,MadeleineF.,く(TheTusCan editionsoftheEncyclopidie)) (pp.5ト84)､Hardesty-Doig,

Kathleen,くくmleYverdonEncyclopidie))(pp.85-116)､Hardesty-Doig,Kath1een,く(Thequartoandoctavo

editionsoftheEncycloI丈die))(pp.117-142)などの論文､および Donato,Clorhda,L'Enqyclopddz'e

d.Yv訂donetI-Engclopddz'edeDiderotetdeD'Alembert:ilimentspoururleCOmParaison,Annales

BenjaminConsbnt,no14,1993などを参照のこと｡
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年)に掲載されたのもこの時期である(40)0

③典拠研究

こうした動向に呼応するように､『百科全書』パリ版も従来 とは異なる視点

で読まれ始めているOプルース トが発見したブルッカー 『批評的哲学史』以外

にも､新たな様々な典拠研究--むしろ 『百科全書』による先行テクス トの首

表戦略的な (変形) と (翻訳)というテクスチュアルな次元でのアブロプリエ

ーションのプロセスを重視 し強調するという意味で､起源を求めて過去へと遡

行 していった従来の文学史的 ｢典拠｣ 探求とは逆のベクトルを志向するという

べきだろうが--があらたに重要な研究簡域となりつつある｡

a)｢第一趣意書｣

そもそもパリ版が英国のエプラヒム ･チェンバーズ 『サイクロビーディア』

の仏訳プロジェクトとして企画されたことは周知の事実であり､ディドロとダ

ランベールが編集の中核に就いた F百科全書』にもかなりの頻度でチェンバー

ズからの引用が残存 していることは､すでにラフが 1980年に指摘したとお り

である(41)｡だがにもかかわ らず両者の連関の具体的な様態についてはまだほと

んど研究は進んでいない｡この点で､ディドロらの参画以前､ ドイツ人ゼリウ

ス ･英国人ミルズちとル ･ブル トンが 『百科全書』出版計画を立てた 1745年

に配付された ｢第一趣意書｣ を取 り上げた鷲見洋一教授による研究は大きな重

(40)cf.AnnalesBenjaminConskmt,op.cit.なおこのシンポジウムに関して Hofmann,Am C,くくTable

rondesur1-Encyclop岳died'Yverdon)),RecherchessurDiderotetsurl'EnqcZopddie,1993,no.14,1993,

pp.177-179.が簡潔に内容を報告している｡

(41)Lough,John,くくTheEncyclpidieandChamberJsCyclopaedL'a)),St7LdiesonVoltaireandtheEighteeTIEh

Centufy,185,1980,pp.
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要性をもつ (42)oこの ｢第一趣意書｣ のデジタルアーカイブ化は今回の慶鷹大学

DMC『百科全書』プロジェクトの初年度事業として予定されている｡

b)｢トレヴ-辞典｣

パリ第十 ･ナンテール大学のマリ ･レカニツイオミの浩翰な博士論文 『ディ

ドロを書く--デイドロ､辞書の利用から哲学的文法へ』 (1999)は､こうした

流れを一挙に加速させた本格的な研究である｡レカニツイオミは､『百科全書』

ディドロ執筆項目のうちきわめて重要な部分をなす ｢文法｣項目群を対象に､

ディドロの哲学的 ･作家的実践の本質において 『百科全書』における同項目群

の執筆がいかに重要な意味をもっていたかを､項目執筆に当たってデイドロが

つねに依拠した様々な同時代の辞書--その中核は十八世紀最大のフランス言昏

辞典､イエズス会 ｢トレヴ-辞典｣ である一一と精微な比較照合をおとなうと

いう形で提示して見せた(43)｡

C)｢パリ科学アカデミー｣

静々たる名前のなかに自分の研究を連ねるのは面はゆいが､『百科全書』パ

リ版第一巻ディドロ執筆項目の一部と､パリ科学アカデミー ｢概要と論文集｣

の関係について筆者が論じたものを挙げておく(44)｡筆者がフランス留学を終え

て帰国する直前に国立図書館で発見したいくつかの史料をもとに､主に医学 ･

生理学関連のディドロ執筆項目の典拠としてこのコーパスが一貫して参照され

ていることを論証 しようとしたものである｡DPV版全集に収録された執筆項

(42)Smi ,Yoichi,MAtomosphereDetaAtomosp&e)).EssaisurlaCyclopaediaetlepremi erProspectusde

rEnqyclopddl'ey),damsVblte'ellittiylahJreauXnLIesi占cle.Me'langesrassembZdsenl'honneurdeRqymond

Trousson,PauletalAron,Paris,HonoriChamplOn,2001,pp.27ト284.

(43)Leca･TsiomiS,Marie,Ecnln l'Eng,clopddie.Diderot:deL'usagedesdiciz'onnaL'resalag'ummaire

phiLosophique,くくShJdiesonVoZぬireandtheEighteenthCeniuり々),Vol.375,Oxford,VoltaireFoundadon,

1999.

(44)逸見寵生 r『百科全書』第一巻ディドロ寄稿項目における 『王立科学アカデミ-概要お

よび論文集』典拠｣ 『人文科学研究』 (新潟大学)第九十二韓､平成八年､pp.49-70.
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冒のみに限定されている点に難があるが､ディドロの唯物論思想の-傾向を示

すテクス トとして挙げ られる項目 ｢霊魂 Ame｣ (イヴォン執筆)への編集補渡

の本文が､アカデミーの文書のまさにモザイクといってよい貼 り合わせである

ことを具体的な典拠資料とともに示せたのは幸いであった｡

④現状の課題

現状の 『百科全書』研究の課題としては､特に次の四点を挙げなければなら

ない｡

a)イタリア版研究の手薄さ

b)後続緒版 『目録』の必要性

C)パ リ版と各国版との本文比較照合の困難

d)無署名項目研究の停滞

いずれについてもその内容の概略は説明済みであるが､なかでも各国版研究

に関しては入手困難な稀親書を参照する必要がどうしてもあり､現段階ではな

かなか具体的な解決策がない｡慶鷹大学 『百科全書』プロジェクトではリヴォ

ルノ版およびイヴェル ドン版 『百科全書』のデジタル化およびパリ版との本文

比較を可能とするデータべ-スの開発も予定している｡

ⅤⅠ.日本の 『百科全書』研究

(》 『百科全書』国内所蔵図書館

学術情報システムデ-夕べ-ス(Webcat)を見ると 『百科全書』パリ版所蔵図

書館として､青山学院､熊本県立大､筑波図書館情報大､九州大､小樽商科大

が挙げ られているoそのほか同データベースに記載はないものの､慶鷹大､東

京大､京都大､早稲田大､一橋大､名古屋大など他の大学図書館にも所在は確

認されている (複数セ ットを所有する大学もあり)｡公立図書館では大阪府立
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中央図書館大原文庫貴重-書コレクションにパ リ版刊本があり､同館 Webサイ

ト ｢フランス百科全書図版集｣でデジタル画像 として閲覧できる｡マイクロ ･

フイルム､光ディスクでの提供もおこなっている(45)｡ただしこれら国内各図書

館の諸版について､前述のシュワッブの書誌学的方法論を用いて国内所蔵刊本

を網羅的に調査した研究はいまだ存在 しないOすでに指摘したような印刷史 ･

書物史的観点からの 『百科全書』刊本研究の重要さをかんがみても､早急に着

手すべき額域といえるであろう｡

②鶴見俊輔他 ｢『百科全書』における人間関係｣ (桑原武夫編 『フランス百科

全書の研究』1954)

桑原武夫編 『フランス百科全書の研究』 (1954年､岩波書店)は､京都大学

人文研が戦後初のきわめて大規模な共同プロジェクトであった ｢ルソー研究｣

に続いて行なった､ 日本の 『百科全書』研究の噂矢であった｡ 日本でのその後

の 『百科全書』のイメージを決定的に確定 したという意味で､この研究書の重

要性は大きい｡だが今 日の眼から見れば､社会科学領域の主題論研究では先に

挙げたルネ ･ユベールの影響がどれも色濃くみえすぎるなど､残念ながら総 じ

てオリジナリティに欠けている｡何よりも記述が概括的にすぎるのは遺憾であ

る｡しかし今西錦司らが参加した ｢医学 ･生理学｣の項など着想がさすがに卓

抜で面白く読める箇所もある｡

『百科全書』本文研究の観点から特に注 目すべきなのは､鶴見俊輔他 ｢『百

科全書』における人間関係｣ である(46)｡ 『百科全書』成立の状況を解説し､具

体的に執筆者や協力者の名をリス ト化して協力の類型を分類 し､執筆者 ･協力

者を ｢実践家｣と ｢理論家｣と二分し､その世代､職業､身分などの観点から

網羅的に論じた､きわめて野心的な論文であった｡百科全書派の具体的研究と

してもおそ らく最初期に属する｡

(45)大阪府立中央図書館 ｢百科全書図版集｣http:/̂vvM .library.pref.osakajp/France作'rance.hbnlを

参照｡

(46)桑原武夫,鶴見俊輔,樋口謹- ｢百科全書における人間関係｣桑原武夫編 『フランス百

科全書の研究』 (岩波書店､1954年)､17-71頁｡
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だがプルース トはすでに挙げた 『ディドロと百科全書』巻末補諭 ｢『百科全

書』執筆協力者｣ においてこの鶴見論文を手厳 しく批判 し､1932年に仏国立

図書館で開催された 『百科全書』回顧展カタログやルイ-フィリップ ･メイな

どによる先行研究をいっさい使用しておらず､形 しい欠落や事実認定の誤 りが

あって､いったい何を根拠に執筆者たちのリス トを作成 したかまったく不明だ

と強い調子で論難 したOその上で世代による分類は無意味､身分による機械的

な分類では役に立たない､さらに実践家と理論家という区分にいたっては､何

を言わんとしているか､理解 しがたいなどと駁論しているく47)0

プルース トの批判を受けて同論文は 『フランス百科全署の研究』の第二版

(1971)刊行を機に執筆者 リス トの部分を小西盛事､中原新香､早水洋太郎の協

力により全面的に改稿 している細)｡52年初版にあった多くの誤 りは､第二版

時点ですでに刊行されていたシュワッブの 『日録』など初版以後の欧米の研究

成果を活用して相当程度修正された｡その結果執筆協力者として同論文は本巻

200名､『補遺』に 51名を挙げる｡しかしキヤスリーン ･ハースデイ 『百科坐

書補遺』が 『補遺』執筆者について 78名まで具体的に特定 している現在､『補

遺』については資料として古い感が残るのは否めない｡

また第二版では概ね修正がなされたものの､校正ミスの可能性もあるとはい

え､まだなお執筆者の特定に誤り等が残っているという印象も抱かされないわ

けではないO例えばプルース トが批判 した執筆者の ｢協力のタイプ｣(a一編集､b･

執筆､C一寄稿､d一図版作成､e一資料協力)についてみると､bについて本巻 32

名､補遺で 15名の数が挙げ られており､合計 47名の筈であるが､212頁にあ

る ｢数字の要約｣を見るとb)執筆として 64名とあり､計算が合わない｡

もっとも､プル-ス トの批判にもかかわらず､同論文には鶴見俊輔らしい卓

見も随所にみられることはやはり指摘しておかねばならない｡ 鶴見はさまざま

な人物たちの協力によって長い時間をかけて形成されていった 『百科全書』の

集合的性格の特性を､大中小の数々の自律的な ｢ウズ｣の比喰を用いて説明し､

(47)proust,Jacques,Diderotetl'Enqyclopddie.op.cit.,p.5I3.

(48)本稿では 『鶴見俊輔著作集』所収の第二版 ｢百科全書における人間関係｣ (『鶴見俊輔著

作集 I哲学』､筑摩書房､1975年)185-236頁を参照した｡
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｢さまざまの勢力があるいは対立的に､あるいは相補的にか らみあって参加｣

しあうダイナミックな様態､ ｢執筆者が文筆業者 としてもつ最低限度の誇 り､

自主的運動の意識｣の側面を強調している(49)O こうした鶴見の視点には一種の

魅力も感 じられないわけではないOその議論の抽象性はやは り否めず､そ して

鶴見には 『百科全書』における言説生産の歴史的層への眼差 しが決定的に欠落

しているのではないかと疑いをもちつつも｡

ⅤⅠⅠ.『百科全書』のデジタル化における問題

①現行版 (Am FL版､Redon版)の問題点

1990年代 以後､情報技 術 の革 新 に ともな い現 在 で はイ ンタ- ネ ッ ト

(Am ericanandFrenchResearchontheTreasuryoftheFrenchLanguage､ 略称 ARTFL

版)およびル ドン社 CD-ROM(マッキントッシュ､ウインドウズ用)･DVD (ウ

インドウズ用)で 『百科全書』パリ版本文および図版のデジタルデータを入手

することができる(50)｡第三のデジタル化 『百科全書』 もシャンピオン社が予告

しているO これ らのデジタルデータの登場によって､『百科全書』本文研究も

新たな段階を迎えることになった｡ しか しなが ら､現行のデジタル版にはとも

に以下のような根本的な欠陥が知 られている｡ロジェ ･シャルチエ (パ リ第七

･ドウニ ･ディドロ大学)の指摘に即して問題点を整理 してお く(51)0

まず非常に多くの箇所にテクス トレベルでの欠損がある｡テクス トをスキャ

ンする過程で誤認識 したと思われる､誤植､文字化け､文字の混同が多 く､非

ラテン帯系言語､ギ リシア語やヘブライ語などについてはほとんど信頼性がな

い｡本文中の数式､図表もしば しば欠落してお り､『百科全書』第-巻序文に

(49)同書､213-214貫｡

(50)http://W .lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/ellCyC/お よび http:〟www.dictiornaires一缶ance.com

を参照

(51)Chartier,Pierre.2001.((Prisentatioru),RecherchesCurDz'derotetsurI'Eng,clopddz-e,30,avri1,p.

5-16.
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掲げ られた ｢人間知識の系統図｣ もデジタル版にはない｡

デジタル化の制作者側が百科全書の印刷技法面の複雑な特徴を知 らぬままに

機械的な操作をほどこしていった結果生じた問題があまりにも多い｡

1)十八世紀における綴字表記がまだ固定せず､特に固有名詞に表記のば らつ

きがあること｡たとえば十七世紀思想家スピノザの綴 りはときに Spinozaない

し Spinosaが用いたが､現行表記の Spinozaで検索しても Spinosa表記の本文は

検索結果に反映されない｡

2) 『百科全書』における小カピタルの使用はきわめて多様であり､時には項

目の見出しに使われ､時には項目末尾や中におかれた参照指示にも用いられる

ことがあるし､参照指示でも小カピタルで印刷されていない場合もある｡こう

した区別を無視 してデジタル化した結果､著者の名前の引用が､項目執筆者の

名前との混同や､証を導入する ｢*｣の記号と､デイドロの執筆項目を示す ｢*｣

の記号が混同などがある｡

3)参照記号が大力ピタル体の場合のみ現行版においては認識されている模様

で､一つの項目から多数の参照指示が大力ピタル体以外の活字で印刷されてい

る場合には認識されない｡

4)執筆者の情報についてプルース トやラフ､シュワッブを筆頭とするこれまで

の学術的な研究成果がまったく反映されておらず､著者名による検索に関して

信頼度が残念ながら低い｡

シャルテ工と同様､レカニツイオミも現行デジタル版について強い不輝を抱

いてお り､現段階では本文 レベルで原文との径庭があまりにも大きく､『百科

全書』研究者が憂慮なく用いるには残念ながらあまりにもほど遠い状況である

と結論している(52)O

ⅠⅩおわ りに

以上､『百科全書』本文研究の観点から､プルース ト､ラフ､シュワッブら

(52)Leca-TsiomiS,Marie.2002.くくNum むisationsetexactitudedutexteencyclopidique:quelques

propositionspourl'avenin),RecherchessurDiderotetsurI'EnqJClopeldL･e,3ト32,avri1,p･293-302･
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によって急速に研究に進捗がみられた 1960年代か ら70年代初頭にかけての時

期を中心に､戦前から今 日のデジタル化の問題まで概観 してきた｡1950年代

までの先駆的研究､本文校訂研究の基礎的方法論が確立した 70年代初頭､そ

の後受容史や書物史の興隆やヨ-ロツパ規模の視野での研究体制の確立を受け

て現在進みつつある各国版 『百科全書』研究の進展､本文テクス トの生産 ･生

成 ･受容に関するより精微な研究の方向など､現在にまでいたる百科全書研究

史の大きな流れは少なくとも提示できたと思われる｡

慶鷹大学 『百科全書』プロジェク トは､グーテンベルグ聖書をはじめ国内外

の貴重書を対象としたデジタル ･リサーチ ･ライブラリーを同大学で構築 して

きた実績を生かし､有機的な相互連関 ･参照システムからなる 『百科全書』筆

頭とする十八世紀の緒辞典 ･辞書の亀子出版を目指している｡しかも問題点を

多く抱えた現行の 『百科全書』デジタル版にくらぺ､より精度の高い信頼の置

ける本文の厳密なデジタルテキス ト化を図るのは当然であるが､それだけには

とどまらない｡上に述べてきたシュワッブ以後の書誌学的研究の成果を十分に

生かし､十八世紀の原書印刷製本情報をごく細部まで可能な限り精微に記録す

ることによって､『百科全書』を産み出した印刷工房の技術的位相 にまで下 り

ていくことを可能とするデータベースの構築も目的としている｡

『百科全書』の世界の全体像が思いがけないかたちでその時不意に初めて姿

を現わすかもしれないのであるQ
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参考資料 :主要 『百科全書』各国版

1 パ リ版 (フォリオ版)

[趣意書]

第 1趣意書(1745)

第 2趣意書(1751:1750年秋頃)

本文 17巻 (175日765)

図版 11巻 (1762-1772)

補遺 5巻 (1776-1777)

2 ジュネーブ版 (フォリオ版)

本文 17巻 (177ト74)

図版 11巻 (1770-76)

3 ル ッカ版 (フォリオ版)

本文 17巻 (1758-71)

図版 11巻 (1765-76)

4 リヴォルノ版 (フォリオ版)

本文 11巻 (1770･75)

図版 11巻 (1771-78)

補遺 5巻 く1778-79)

5 スイス四折版

本文 36巻

図版 3巻

｢新版｣､｢第 3版｣ とタイ トル頁に書かれた 3つの版あり｡

ニュ-シャテルで刊行 された模様.

2版 :1777-1779
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3版 :1778-1779

6 スイス八折版

本文 36巻

図版 3巻

ローザンヌ ･ベルン印刷協会で 177号-1782に刊行｡
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