
京都ノートルダム女子大学大学院人間文化専攻 主催 

 

ジョン・ケイジョン・ケイジョン・ケイジョン・ケイ銅版画展銅版画展銅版画展銅版画展        
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日時：平成 20年 3月 17日～4月 30日 

場所：京都ノートルダム女子大学図書館 
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図版の左上部の数字は順番に 

    

制作年 

   1837年刊行の『四折二巻本銅版画集』の図版番号 

   タテ X ヨコ の図版サイズ(cm) 
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ごあいさつ 

 

 

京都ノートルダム女子大学大学院 

人間文化専攻主任 服部昭郎 

 

  本展は平成 19年度科学研究費補助

対象研究「ジョン・ケイの研究：カリカ

チュアとして描かれた古都エディンバラ

の文人墨客たち」（萌芽研究・19652030）

の研究成果の一端をご紹介するものです。 

ケイは 18世紀後半エディンバラの

オールドタウンに暮らした様々な人たち

の銅版画ポートレイトを多数遺しました。

今日ではエディンバラにおいてもケイの

作品を知る人は決して多くありませんが、

近年一部の研究者をはじめとして次第に

人々の関心を集めるようになっておりま

す。言うまでもなく日本においてもこれ

までケイの銅版画はほとんど知られてお

らず、本展は少なくとも展覧会としては

最初ではないかと思われます。 

ケイの銅版画が優れた芸術作品かど

うかについてはいろいろな意見のあると

ころですが、中世の面影を遺すオールド

タウンの目抜き通りで理髪店を営みなが

ら道行く人たちを注意深く観察し、その

姿を銅版画として描いた彼の作品は 18

世紀後半古都エディンバラに暮した人た

ちに関する興味深い歴史資料であると言

えます。もちろん他に類をみないその独

特の銅版画作風も今後高く評価されるこ

とは間違いないと思われます。 

ケイは生涯に約 900点ほどの作品を

遺したと考えられていますが、そのうち

の 329点の銅版画が四折二巻本『故ジョ

ン・ケイ銅版画集 -- 肖像とカリカチュア

--』として 1837年から 1838年にかけて

出版されました。出版は同郷のヒュー・

パットンによって行われましたが、その

時パットンはケイの描いた人たちそれぞ

れにまつわる逸話の執筆をジェームズ・

パターソンなる人物に依頼しました。今

日遺されている四折二巻本はケイの銅版

画とパターソンが執筆した人物紹介テク

ストから成立しております。このパター

ソンが遺した夥しい数の逸話もケイの銅

版画同様当時のエディンバラの人たちや

その暮らしを知る上で貴重な歴史資料で

あります。 

今日のイングランドやスコットラン

ドでは四折二巻本の多くが無残にも解体

され、銅版画だけが古書市場に出回って

いるのが現状です。本展ではそれらの銅

版画をご紹介しておりますが、京都ノー

トルダム女子大学図書館が所蔵しており

ます四折二巻本も参考のため展示してお

りますのでご高覧いただければ幸いでご

ざいます。 

 

本展に際しては京都ノートルダム女

子大学図書館を会場として提供していた

だいております。この場をおかりして感

謝の意を表します。 

 

 

平成二十年三月十七日 
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ケイのケイのケイのケイの時代時代時代時代::::年表年表年表年表    日本日本日本日本    

  
    

 
1603 

 
イングランドとスコットランド同君連合 1603  江戸幕府 

1688 
 

イングランド名誉革命 1639  鎖国 

1692 
 

グレンコウの虐殺 1681  この頃 芭蕉、西鶴ら活躍 

1707 
 

イングランドとスコットランド議会合同  グレート・ブリテンの誕生 1702  赤穂浪士討ち入り 

1715 
 

ジャコバイト 15 年蜂起 1716  吉宗 第八代将軍 

1726 
 

スイフト『ガリバー旅行記』出版 
 

1728 
 

ジョン・ゲイ『乞食オペラ』ロンドン上演 1732  享保の大飢饉 

1742 
 

ケイ エディンバラ近郊ダルキースに誕生 
 

1745 
 

ジャコバイト 45 年蜂起 
 

1759 
 

カロン鋳鉄所 
 

  
詩人ロバート・バーンズ誕生 

 
1767 

 
エディンバラ ニュータウンの建設開始 

 
1769 

 
ワットの蒸気機関発明 

 

  
ニュータウンへのアクセスとして新たな橋建設 

 
1770 

 
詩人ワーズワース誕生 

 
1771 

 
この頃ケイはエディンバラで理髪店開業 

 

  
作家ウォルター・スコット 誕生 

 
1773 

 
サミュエル・ジョンソン エディンバラ来訪 1774  杉田玄白『解体新書』 

1774 
 

トッパム エディンバラ来訪 
 

1776 
 

スミス『国富論』出版 
 

  
アメリカ独立宣言 

 
1788 

 
ディーコン・ブロディ事件 

 
1789 

 
フランス革命 1790  伴蒿渓『近世畸人伝』 

1796 
 

バーンズ死去 1798  『続近世畸人伝』 

1797 
 

義勇兵制に反対する暴動がスコットランド各地で起こる 
 

1815 
 

ワーテルローの戦いでナポレオン敗戦 
 

1818 
 

作家エミリー・ブロンテ誕生 
 

1826 
 

ケイ死去 1823  シーボルト鳴滝塾 

1837 
 

四折二巻本「ケイ銅版画集」出版 1837  大塩平八郎の乱 

  
ヴィクトリア女王即位 

 
1850 

 
作家 R.L. スティーブンソン  エディンバラに誕生。 1853  アメリカ使節ペリー来航 
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自画像自画像自画像自画像    

1786 1/1  (11.0 X 10.0) 

 

                    

これは現在までに確認されているジョ

ン・ケイの自画像 4 点のうち、彼の『四折

二巻本銅版画集』(1837)の冒頭を飾る銅版

画自画像である。1786年作と記されている

ので、ケイ 40代半ばの自画像と考えられる。

もうひとつの油彩自画像(「銅版画を手にし

た自画像」 スコットランド肖像画美術館蔵。

カタログ番号 892) も、横向き像として左

右の違いがあるものの、その横顔がよく似

ており、しかも座っている椅子も「古風」

な意匠でおそらく同じものではないかと推

察されるところから、これら２点の自画像

はほぼ同時期に製作されたものと考えても

よいのではないか。 

  この『銅版画集』冒頭の銅版画自画像

にはケイ自身による解説が遺されている。

『銅版画集』に収められているケイ自らが

書いた短い「伝記」の中の一節がそれにあ

たる。 

 

何かを考えている様子で、古風な椅子に腰かけ（彼

は古いものをこよなく愛している）、その椅子の背

もたれには大きい愛猫が座っている（きっとスコ

ットランドで一番大きな猫に違いない）。その後ろ

には幾枚かの絵がかけてある。前のテーブル上に

はホメロス像、そして絵の道具がおいてあり、自

身が手に持っているのは筒状にまいた紙、そして

膝の上には自分の銅版画集をおいている。 

 

   

まじめな顔で冗談口をたたいている気

配がするなど風刺画家としての面目躍如た

るものがある言葉である。しかしここにさ

りげなく書かれている自身の膝の上の『銅

版画集』のことは軽い冗談ではなさそうで

ある。実際『銅版画集』と名のつく出版物

は生前出された事実はないのである。自画

像は虚構である、というべきかもしれない。

従って、この自画像の中の書物が自身の『銅

版画集』であるとする彼の説明の意図とし

て考えられる唯一のことは、将来出版され

るであろう『銅版画集』を想定して自画像

中に添えている、ということだろう。自ら

の『銅版画集』出版への銅版画家のなみな

みならぬ意欲を自画像として描いていると

いうべきだろうか。それとも持って生まれ

たカリカチュア精神のひとつの表れと見る

べきだろうか。この伝記は『銅版画集』中

では 1786 年にケイ自らによって書かれた

と記載されているので、銅版画自画像が制

作された同じ年に書かれたものとして掲載

されていることになる。従って『銅版画集』

冒頭に収められる銅版画自画像を想定して

書かれた伝記と考えるほうが事実に近いの

ではないか。 

    



6 
 

選挙選挙選挙選挙のののの自由自由自由自由をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる乱闘騒乱闘騒乱闘騒乱闘騒ぎぎぎぎ    

1796   2/137 (20.5 X 16.5) 

 

 

            

    この銅版画は言わば今日の報道写真のよ

うなものであろう。ここに描かれている乱

闘騒ぎは実際に起こった事件であった。 

  場所はキングホーン、フォース湾岸に

位置する港町で対岸のエディンバラとは船

での往来であった。このキングホーンは選

挙のたびに町中が大荒れとなることで有名

であった。その騒ぎの原因は根が深く、銅

版画に付けられているパターソンの解説文

はこの小さい港町の騒動の歴史を約 4200

語（脚注を入れるとさらに多くの言葉）を

費やして事細かに記述しているほどである。 

  ケイは基本的には肖像画家と考えられ

ており、この銅版画のようないわゆる事件

現場を扱うことはまれであった。 

 

    

    

    

    

アーチボルド・キャンベルアーチボルド・キャンベルアーチボルド・キャンベルアーチボルド・キャンベル    

1822(推定)  2/159  20.0 X 13.0) 

 

  この銅版画はケイ最後の作品ではない

かと考えられている未完成の作品である。

制作年が 1822 年と推定されるので、すでに

ケイは 80歳となっていた。（彼は 1826 年に

亡くなっている。） 

  キャンベルは市長秘書職として長年勤

めあげた人。当時の役人にしてはめずらし

く酒をあまり口にしなかったそうである。

その実直な仕事ぶりで市長の右腕的存在で

あったと伝えられている。 

  ケイは最晩年になって数人の友人のた

めにこのような絵を制作しているが、おそ

らく「今生の暇乞い」であったと考えられ

る。 
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考古学研究家考古学研究家考古学研究家考古学研究家    フランシス・グロウスフランシス・グロウスフランシス・グロウスフランシス・グロウス    

1789   1/18  (12.5 X 8.0) 

 

   『 ス コ ッ ト ラ ン ド の 文 化 遺 産 』

（1789-1791）などの著者として有名な考

古学研究家フランシス・グロウスを描いた

銅版画である。彼はスコットランドでの発

掘採集旅行の折、1780年にエディンバラを

訪れ古代遺跡に残った碑文の拓本作りなど

を行った。この銅版画はその時の様子を描

いている。スコットランドを遍歴するこの

フィールドワーカーに実際に出会い、心か

ら感服した詩人ロバート・バーンズは次の

ような有名な詩句を遺している。 

 

フクロウが棲家としている古い建物でもあったら 

屋根も朽ちてなくなった教会でもあったら 

そこにグロウスが潜んでいること間違いなし 

（「故グロウス大尉のスコットランド遍歴」より） 

 

  グロウスも『スコットランドの文化遺

産』の中で次のようにバーンズのことを述

べている。 

 

我が真の友ロバート・バーンズに感謝。彼は生ま

れ故郷エアシャーにおいて注目すべき遺跡につい

て語ったばかりか、素晴らしい作品の舞台として

廃墟となっていたアロウェイ教会を用いたのだ。 

 

ここでグロウスが言及しているアロウェイ

教会を舞台としたバーンズの「素晴らしい

作品」とはもちろん『シャンターのタム』

のことである。グロウスは 1791年ダブリン

滞在中に客死。享年 52歳であった。 
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軍人軍人軍人軍人とごとごとごとご婦人方婦人方婦人方婦人方のプロムナードのプロムナードのプロムナードのプロムナード    

1795  2/110  (14.5 X 16.0) 

 

   ケイの生きた時代は外国と政治的に緊

張した時代であったので、義勇軍への志願

者も多くあった。この銅版画はそのような

軍隊をめぐる世相の一端をのぞかせるもの

であろう。エディンバラの目抜き通りなど

でこのような一群を「毎日のように」見か

ける、とは解説文のパターソンの言葉であ

る。女性たちも軍服ファッションというべ

きで、おそらく身内の誰かが所属している

義勇軍の制服をデザインした衣服を身につ

けている。 

  居並ぶ軍人たちの先頭はフランシス・

ダンダス。この銅版画が制作された当時は

オランダ駐屯のスコットランド部隊の大佐

であった。真ん中の軍人は当時の義勇兵特

有の帽子をつけているヘンリー・ジャディ

ーン。そのすぐうしろはロバート・ダンダ

ス。そして最後尾はエグリン卿である。し

かし最も注目すべきはヴェイルをつけた小

柄な軍人ヘイ大尉の姿であろう。この人物

は絵にあるような奇行で夙に有名であった。

女性のヴェイルを身に着け、おどけてみせ

ているのである。 

 ヘイ大尉は女性とみるや厚かましくも顔

を覗きこむ癖があったようだが、一説では

極度の近視であったとも言われている。彼

が近付いてくるとご婦人方の多くはヴェイ

ルを深々とかぶり直したそうだが、ヘイ大

尉もまけてはいなかったようで、 

わかってるよ、君の気持は 

    俺もふた目と見られない醜男だから 

と言って自分のヴェイルを下げたそうだ。 

 

闘鶏闘鶏闘鶏闘鶏    

1785 1/44   (15.0 X 13.0) 

 

闘鶏は当時大変人気の高いギャンブルであ

った。「普段の生活では全く交際など無い上

層階級の人々と下層階級の人々が一緒にな

って勝負に夢中になる」とはケイ自身の言

葉である。 

  ここに描かれた闘鶏は、スコットラン

ド中南部のラナークと東ロジアンのハディ

ントンの対抗戦である。観客の中に、『ジキ

ル博士とハイド氏』のモデルとされるディ

ーコン・ブロディがいると言う。ブロディ

の登場するもう一枚の銅版画（「ブロディと

スミスの邂逅」）の中でも闘鶏のための軍鶏

が描かれている。 
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会話会話会話会話するするするする二人二人二人二人のののの影影影影    

1788  1/132 (10.6 X 6) 

 
   『四折二巻本銅版画集』に登場する人物

たちの伝記を書いているジェームズ・パタ

ーソンは、この銅版画を「奇抜ですぐれた

描画」と言っている。二人の紳士の会話を

影絵のように描き出すアイデアがそのおも

しろさだろうか。 

  左の人物はケイムズ卿ヘンリー・ヒュ

ーム、右の人物はヒューゴ・アーノットで

ある。ケイムズ卿は最高民事裁判所の裁判

官で、法律や哲学の分野の著書もある。1695

年バーウイック生まれ。話術にたけ、ご婦

人方からすこぶる評判のよいエディンバラ

社交界の名物紳士であった。1782年に死去。

享年 87歳であった。 

  弁護士ヒューゴ・アーノットは「エデ

ィンバラ史」の著者として今日まで知られ

ている。この銅版画でもすぐわかるように

彼はひときわ痩身であったようだ。勿論ケ

イの銅版画には誇張があり、別の銅版画に

描かれた細身のアーノットを見てその友人

は、「いささか度が過ぎた痩身だ」と言った

そうである。 

  いったいこの二人は何を熱心に話し合

っているのだろうか。二人の熱心な会話が

聞こえてきそうである。熱心に語り合う人

物像はケイの得意とする画材のひとつでは

なかっただろうか。 

 

レノックスレノックスレノックスレノックス大佐大佐大佐大佐    

1789  1/39  (22.5 X 14.0) 

 

1764 年生まれで、スコットランドでは

当時よく知られた軍人であった。特に王族

の一人であったヨーク公との決闘でその名

を馳せた。あるクラブでレノックスが紳士

にあるまじき言動をしたとしてヨーク侯が

暗にたしなめたことが決闘の発端であった

と言う。1789年 5月 26日ウインブルドン

で決闘が行なわれたが、その場で和解した

と伝えられている。 
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気球飛行家気球飛行家気球飛行家気球飛行家ヴィンセント・ルナルディヴィンセント・ルナルディヴィンセント・ルナルディヴィンセント・ルナルディ    

1785  1/36  (11.0 X 10.0) 

  

 伝説的に有名なイタリア人の気球飛行

家ルナルディ(1759-1806)は駐英ナポリ大

使書記官であったが、1784年 9月 15日イ

ングランドで初めて水素気球飛行を行った。

翌年の 1785 年エディンバラを訪れ、10 月

5 日スコットランドでの初飛行を人々に披

露した。およそ８万人の見物客がその飛行

を見物に集まり、その日は多くの店が閉じ

られ、町はまるで日常の活動を停止したか

のようだったと伝えられている。ルナルデ

ィは約 1 時間半ほどで飛行距離にして８０

キロメートルほど飛行。この記録はその後

半世紀余りスコットランド最長飛行記録で

あった。ケイのパトロンとして有名なニス

ビット氏はエディンバラ東方のダールトン

という小さな村に邸宅を構えていたが、ル

ナルディは第 2 回目の飛行（第１回目から

およそ２ケ月後）の際、そのニスビット邸

近くに着陸し、お茶に招かれるなど大いに

歓迎された、と伝えられている。 

  当時スコットランドでは貴婦人方が薄

い絹地で気球に似せた帽子を作って身につ

けることが流行したと言われている。ちな

みにその帽子は「ルナルディ・ボンネット」

と呼ばれたそうである。 

 

 

 

＜参考参考参考参考＞＞＞＞    

気球気球気球気球クラブクラブクラブクラブ    

1785   1/38   (11.0 X 9.7) 

    

    
 

ルナルディを真中にして当時の気球マ

ニアがその周りに描かれている。銅版画下

部には皮肉たっぷりに「類は友を呼ぶ」と

記されている。空中で火を噴く気球はルナ

ルディのすぐ左側に描かれているジェーム

ズ・タイトラーの試みた熱気球と思われる。

タイトラーはルナルディがエディンバラを

訪れる前年（1784）、ホリルード宮のカムリ

ー・ガーデンズで熱気球飛行を試み、約半

マイル飛んだ記録が残っており、これは英

国において熱気球に人間が乗って飛行した

最初と言われている。 
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化学者化学者化学者化学者    ジョゼフ・ブラックジョゼフ・ブラックジョゼフ・ブラックジョゼフ・ブラック博士博士博士博士    

1787年 1/23  （11.0 X 8.5） 

 

ブラック博士はエディンバラ大学の化

学教授。気化熱などの「僭熱」の発見者と

して有名である。また蒸気機関発明者であ

るジェームズ・ワットの恩師としても名高

い。いわゆるスコットランド啓蒙を支えた

科学者のひとりである。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

馬術教師馬術教師馬術教師馬術教師アンジェロ・トレマモンドアンジェロ・トレマモンドアンジェロ・トレマモンドアンジェロ・トレマモンド    

1788 1/32      (20.0 X 19.0) 

 

 

王室の人々の乗馬教師として有名な人

物の騎乗図。馬術教師としてロンドンで成

功をおさめた後 1768 年エディンバラに拠

点を移したと言われている。 
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ロバート・ジョンストンとロバート・ジョンストンとロバート・ジョンストンとロバート・ジョンストンと    

シビラ・ハットンシビラ・ハットンシビラ・ハットンシビラ・ハットン    

1786 1/158  (9.0 X 6.0) 

 

 

ジョンストン氏は銀行家、ハットン

女史は女性用帽子店主である。奇抜な装い

でエディンバラでは有名なふたりであった。

特にハットン女史には衣装についての様々

な逸話が遺っている。 

ある日曜日、ハットンはこの銅版画

に描かれている帽子を身につけて教会の礼

拝に参列した。そのあまりに風変わりな帽

子を見てだまっていられなくなった牧師が、

「シビーさん、そんな帽子をかぶって天国

に行けると思っているのかね？」と言った

そうだ。それに対してハットンは「勿論で

すわ。あなたが 20年以上も身につけていら

っしゃる古臭い黒の鬘に比べれば、私の帽

子の方が天国でもきっとおしゃれなはずで

すわ」と応えたそうだ。 

   ジョンストン氏の銀行は過去に泥棒

に入られたことがあるそうだが、犯人が見

つからないままであった。しかし事件後 20

年近く経過した頃、どうやらそれはディー

コン・ブロディ一味の連続窃盗のひとつで

あることが判明したと言う。 

 

ホウプトンホウプトンホウプトンホウプトン隊隊隊隊    

チャールズ・ジョンストンチャールズ・ジョンストンチャールズ・ジョンストンチャールズ・ジョンストン少尉少尉少尉少尉    

1796 2/78  (12.3 X 9.0) 

 

 
 

最前列に描かれている見目麗しき少年

兵の名はチャールズ・ジョンストン、弱冠

15 歳にしてすでにホウプトン隊の少尉で

あった。隊は 1795年エディンバラ城に宿営

していたが、この銅版画はその時のものと

言われる。 

  後年ジョンストンはワーテルローでの

ナポレオン軍との戦い(1815 年)に参戦した

が負傷。退役後はエディンバラに帰還、1832

年 5月 21日、52歳の誕生日に死去。 
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ヘンリー・ダンダスとヘンリー・ダンダスとヘンリー・ダンダスとヘンリー・ダンダスと    

ジェームズ・スターリングジェームズ・スターリングジェームズ・スターリングジェームズ・スターリング    

1792   1/150  (24.0 X 17.0) 

 

 

 

 

 

   この辛辣な政治風刺画には二人の政治

家が描かれている。大きな人物はスコット

ランドを代表する政治家のメルヴィル卿ヘ

ンリー・ダンダス、時のピット内閣内務大

臣であった。彼のロウブに包まれ、いかに

も匿われている様子に描かれているのは当

時のエディンバラ市長ジェームズ・スター

リング。 

  この銅版画は 1792 年に制作されてい

るが、この年は政治的にかなり波乱に満ち

た年で、スコットランド各地で民衆の直接

行動も見られたほどであった。もちろんエ

ディンバラも例外ではなかった。 

  不安定な政治情勢の原因は決して単純

ではないが、具体的にはスコットランドの

都市（いわゆる Royal Bourgh とよばれる

独特の政治形態によって統治されていた）

の改革をめぐる議論がひとつ。当時のピッ

ト内閣の方針に民衆は強く反発していた。

そしてその反発に追い打ちをかけるような

事態がピット内閣によるもうひとつの失政

（？）「出版規制」政策によって起こった。 

  ダンダスは立場上スコットランドの都

市改革をめぐる議論でピット内閣の政策を

推進する側に立ったためスコットランドで

はめずらしく反ダンダス風が吹き荒れた。

民衆が路上で焼き払った人型はピットでは

なくダンダスだったと言われている。 

  この時期、まるで火中の栗を拾うよう

なタイミングでエディンバラの市長となっ

たのがジェームズ・スターリング。当然の

ことながら町の暴徒たちの攻撃の矛先は彼

にも向けられることになった。ケイの作品

はこのようなエディンバラの政治事情を風

刺している。下部には「爵位の特権」とあ

り、奇抜な風刺にさらに辛辣さを添えてい

る。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



14 
 

ディーコン・ブロディディーコン・ブロディディーコン・ブロディディーコン・ブロディ像像像像                

1788   1/105 (19.0 X 11.5) 

 

R.L. スティーブンソンの『ジキル博士

とハイド氏』のモデルとなったと考えられ

ているディーコン・ブロディ像である。デ

ィーコンとはスコットランドでは商工組合

などの長の意味。ブロディは家具職人組合

長として町の名士のひとりであったが、窃

盗団の一味としての顔を裏面に持った人物

でもあった。1788 年に裁判で死罪となり、

エディンバラで公開処刑された。この全身

像はウイリアム・クリーチの「ブロディ裁

判顛末記」の口絵としてケイが制作したも

の。 

    

    

    

    

    

ブロディとスミスのブロディとスミスのブロディとスミスのブロディとスミスの邂逅邂逅邂逅邂逅    

1788  1/106  (18.5 X 12.0) 

 

 

   ディーコン・ブロディが盗みを働くよう

になった主たる原因は裁判記録を遺したク

リーチのひとつの考えによればブロディの

ギャンブル癖であった。ギャンブルにつぎ

込む金ほしさ、であったと言う。ブロディ

がギャンブル好きであることはすでに町の

人々には周知の事実であったので彼が窃盗

容疑で逮捕された時、多くの人々が事件と

ギャンブルを結びつけて考えたに違いない。

それがこの銅版画に描かれている軍鶏に象

徴されているのではないか。 

この銅版画に描かれているもうひと

りの人物はジョージ・スミスで、窃盗の仲

間であった。スミスもブロディと共に裁判

で死罪判決をうけ、同じ日同じ場所で処刑

されている。 
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グレングレングレングレン博士博士博士博士とととと瘋癲瘋癲瘋癲瘋癲のハイランドのハイランドのハイランドのハイランド地主地主地主地主

1784  1/9     (14.0 X 10.4)    

    

この銅版画には名物男ふたりが描か

れている。ふたりともケイが活躍した時代

のエディンバラでは知らぬ者のない畸人で

あった。左側に描かれているのがグレン博

士。スコットランド人の財布の紐が固いこ

とはその国民性とも言われるほどであるが、

このグレン博士は並外れた吝嗇家であった。

しかも大金持ちときていた。亡くなった妻

の埋葬に中古の棺を求めたエピソードが遺

されているが、節約では誰にも負けないエ

ディンバラの人々もこれには唸ったはずで

ある。                      

右側の人物はジェームズ・ロバートソ

ン。ケイの生きた時代はスコットランドの

王家であるスチュアート家復興を望む民衆

（ジャコバイト）の声はもうあまり大きく

は聞こえなくなっていたが、このロバート

ソン氏は名うてのジャコバイト残党であっ

た。1745 年のジャコバイト蜂起ののち短期

間ではあるが獄舎に繋がれた経験を持つ。

後半生次第に正気を失い、スチュアート家

に死を以て殉じたいという幻想に囚われは

じめる。スチュアート家のため「絞首刑と

なり、引き回しの末、四つ裂きにされたい」

と。毎日のように通りに現れては当時の王

家ハノーヴァー家を罵倒し、一方スチュア

ート家の最後の当主ボニー・プリンス・チ

ャーリーのために祝杯をあげることをはば

からなかった。銅版画にあるように、ロバ

ートソンは木彫をよくして、毎日のように

人の頭を彫っては杖の先に引っ掛けて町を

徘徊する奇癖の持ち主であった。ケイはそ

の奇行を瘋癲（daft）と言ってからかって

いる。しかしこの銅版画が世に出た時、ロ

バートソン氏はよほど腹に据えかねたか、

自分で彫ったケイの頭を杖に引っ掛けて

「あの床屋の奴め」とぶつぶつ言いながら

町を闊歩したそうである。ケイは銅版画家

として身を立てる前はエディンバラの理髪

師であった。 
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ウイリアム・フォーブスウイリアム・フォーブスウイリアム・フォーブスウイリアム・フォーブス    

1797   2/37  (16.0 X 19.5) 

    

 

ウイリアム・フォーブスを描いた風刺

画である。アバディーン出身のフォーブス

は銅を扱う商人として財を成し、エディン

バラ西方のフォーカークにあった邸宅カラ

ンダー・ハウスを購入して当地に居住する

ようになった。 

1797 年スコットランドの民衆の間に

くすぶっていた政府への不満が、新しい兵

役制度導入問題で一気に噴出、スコットラ

ンド各地で暴動騒ぎとなった。そしてそれ

はまたたくまにフォーカークにも飛び火す

ることになる。カランダー・ハウスの新し

い主となっていたフォーブスは直接にはそ

の蜂起の標的ではなかったが、カランダ

ー・ハウスを長く所有していた名門リヴィ

ングストン家への人々の忠誠心が新参の成

金フォーブスを歓迎していなかったことは

事実であった。彼方に見えるのはカロン鋳

造所の火炎であるが、フォーブスはそれを

蜂起の火と間違える。身の危険を感じてあ

たふたと逃げるその姿がフォーカークにお

けるフォーブスと人々の関係をよく物語っ

ている。ケイ独特の辛辣な社会風刺画の典

型と言えよう。 

ケイによって銅版画につけられた名前

「Copperbottom の退却」は、フォーブス

が財産を築いた船底用銅板の商売をからか

ったもの。 

 

 

＜＜＜＜参考参考参考参考＞＞＞＞    

 

 

 

クラークの描くカロン鋳鉄所。角度は

少しずれているもののケイの銅版画とほぼ

同じように南から北を望んでいる。フォー

ブスの住んだフォーカークのカランダー・

ハウスから鋳鉄所を見るのと同じ視点であ

る。 
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アダム・スミスアダム・スミスアダム・スミスアダム・スミス像像像像    

1790  1/34  (13.7 X 9.0) 

 

   「国富論」であまりに有名な経済学者

アダム・スミスである。スミスには円形浮

き彫りの肖像画が遺されているそうである

が、それ以外に実像に忠実な肖像画はこの

ケイの銅版画のみ、と言われる。スミスは

著名な学者や文人墨客たちの所属した教会

として夙に有名なキャノンゲイト教会墓地

に眠っている。ロバート・バーンズがスコ

ットランド詩の先駆者として詩人ロバー

ト・ファーガソンを顕彰しようとしたのも

この教会である。 

  スミスはケイのもう一枚の銅版画にも

登場する。 

 

キャノンゲイト教会 

    

エディンバラエディンバラエディンバラエディンバラ義勇軍指揮官義勇軍指揮官義勇軍指揮官義勇軍指揮官    

パトリック・クライトンパトリック・クライトンパトリック・クライトンパトリック・クライトン    

1794 1/155    (20.0 X 13.0)  

 

 エディンバラ義勇軍（後にロイヤル・

エディンバラ義勇軍と改名）は 1794年に組

織され、9月 26日ヘリオット緑地に初めて

その姿を見せた。当時のスコットランドに

おける高揚した愛国心は例えば次のような

バーンズの詩の一節に表れているのではな

いだろうか。 

 

イングランドのライオン、フランスの恐怖は 

しばしばこの地を歩き、ツイード河の銀色の

流れを真っ赤に染めた、 

しかしカレドニアの槍によって 

自分たちの故郷の森で怯えきっている。 

（「カレドニア」より） 

 

しかしそれにしても行進の最前列に位

置する兵士たちの大きなお腹はどことなく

ユーモラスではないか。ここでもケイの茶

目っ気が如何なく発揮されていると言うべ

きか。 
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ハムレットをハムレットをハムレットをハムレットを演演演演ずるずるずるずる    

ヘンリー・ジョンストンヘンリー・ジョンストンヘンリー・ジョンストンヘンリー・ジョンストン    

1795    2/106 (21.0 X 13.0) 

 

    この俳優はエディンバラ出身のヘンリ

ー・ジョンストン。ハムレットを演じて評

判を得た。古代ローマの名優の名をもらっ

て「エディンバラのロスキウス」と呼ばれ

た。彼の父親はもともと理髪師であったが

その後エディンバラのシェイクスピア広場

で牡蠣を売り物のパブを経営していたとい

うおもしろい経歴の持ち主であった。 

  ジョンストンはアイルランドや米国へ

も公演旅行に出ている。またロンドンでは

当時のスコットランドを代表する劇作家ジ

ョン・ヒュームの『ダグラス』を上演した

が、評判はあまりかんばしくなく、俳優と

しての人気は短命であった。エディンバラ

での公演を見て熱烈なファンとなったパー

カーという名の 14 歳の女性と結婚したが、

間もなくこれは破綻する。夫人が彼の元を

去ってからは一気に運に見放されたようで

あったと伝えられている。 

  銅版画に描かれた「エディンバラのロ

スキウス」はその左足のストッキングがず

り落ちている。ケイはハムレットの役作り

のためにそうしたのか、それとも俳優自身

の境遇を思ってのことだろうか。 

    

    

＜＜＜＜参考参考参考参考＞＞＞＞    

『『『『ダグラスダグラスダグラスダグラス』』』』上演上演上演上演    

1784  1/55  (11.5 X 15.5) 

 

銅版画の中の３人はジョン・ヒューム

原作の『ダグラス』（1754）の舞台の俳優達

である。ヒュームはほぼケイと同時代にエ

ディンバラに生きた牧師であり、劇作家と

しても活躍した。当時のエディンバラでは、

長老派教会の道徳家達が公共劇場を精神的

堕落への危険な入り口として激しく攻撃し

ていた。ヒュームはその中で演劇の芸術性

を主張し、それが次第に人々に認められる

ようになり、スコットランド啓蒙のひとつ

の流れを成した。 

中央の女優はサラ・シドンズ。男優は

サザーランド。この 1784年のエディンバラ

における『ダグラス』上演は大成功であっ

たが、シドンズ人気もそれに一役買ってい

たと言われている。エディンバラの新聞『エ

ディンバラ・カーラント』は「観客はすべ

て感涙にむせんだ」という劇評を載せてい

る。 
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ハイストリートをハイストリートをハイストリートをハイストリートを平平平平らにするらにするらにするらにする事業事業事業事業    

1785 1/93 (9.0 X 10.0) 

 

   18 世紀後半にはエディンバラの改造

が精力的に行なわれ始めた。この銅版画は

ハイストリート（現在ロイヤルマイルとい

う俗称で呼ばれる）の隆起を平らにする事

業の風刺画である。 

右下の地図でわかるように、エディン

バラのオールドタウンは東西に延びる背骨

を縦軸として幾本かの肋骨が南北へ下る地

形で、ちょうど大きい動物の骨格のような

形になっている。南北の人馬の往来に道路

の隆起は厄介な課題のひとつであり、改善

に向けた議論がさかんに行われていた。利

害関係も絡んで政争の様相も呈していたよ

うだ。当初は簡単な工事が予想されていた

が、実際はかなりの大工事となることが判

明して、改造が行われる地域に住まう人々

の反対が強くなり結局中止されることにな

った。 

  前面に配置されている三人は、左から

ハイストリートで靴店を経営していたオー

ランド・ハート、建築工事を生業とするウ

ィリアム・ジェイムソン、そして右側で設

計図を手にしているのが仕立屋アーチボル

ド・マドウォールである。この三人は当時

のエディンバラではいわゆる町の実力者で

あり、道路の工事を推進する立場の人々で

あった。 

  しかしこの銅版画のおもしろさは前面

の三人の後ろ側に描かれている二人の人物

の動作にある。 

  右側の人物は顔が見えてないが間違い

なく工事推進の責任者である当時の市長ジ

ェームズ・ハンター・ブレアであり、土中

に身を沈ませてせわしなく土を掘り返して

いる。そして左側の人物はブレアが掘り起

こした土をまた元に戻そうとしている。彼

の名は外科医組合長ヘイ。町の議会で最も

過激に工事の中止を求めていた人物である。

ヘイは反対派を引きつれて議会へ乱入した

という武勇伝も遺っている。 

  ケイ自身の銅版画店もハイストリート

にあったため、この工事に関しては当事者

的な立場のひとりであったと思われる。し

かしケイにはこの件をめぐっての行政当局

のゴタゴタの方が画材としておもしろかっ

たことは間違いない。 

 

 

 

18世紀中ごろのエディンバラ 
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エディンバラエディンバラエディンバラエディンバラ警備隊舎警備隊舎警備隊舎警備隊舎    

1786  1/170  (10.7 X 14.5) 

 

 

     

この粗末な建物はいわゆる警察が組織

される以前にエディンバラの治安を守って

いた警備隊（City Guard）の隊舎である。

恐らく 17世紀末あるいは 18世紀はじめこ

ろにハイストリート（ロイヤルマイル）に

建てられたものと思われる。横長の建物で、

東西（左が東側）は２０メートル以上あっ

た。内部は 4 部屋に分かれていて、その内

のひとつは牢獄に使われていた。そしてい

ささか奇妙なことだが、銅版画左角に描か

れている「煙突掃除人」たちの詰め所にも

ひと部屋与えられていた。この煙突掃除人

たちは「公設はかり場の煙突掃除人」(Trone  

men)というあだ名を与えられていたのだ

が、それは共同で使用する「公設はかり」

設置場所（ハイストリートにあったトロン

教会の前）が溜まり場になっていたことに

ちなんでつけられたものだと言う。 

実はこの「公設はかり」、はかりに用い

られていただけではなく、犯罪を犯した町

の者を括りつけてさらし者にする場でもあ

ったそうだ。 

  銅版画右角に描かれている大型木馬は、 

不謹慎な警備隊員に罰を与える道具であっ

た。左右の足をそれぞれ銃で括りつけ、動

けなくして人々の前にさらした。 

この警備隊舎は 1785 年に取り壊され

ている。 

 

 

＜参考参考参考参考＞ 

 

 

 エディンバラ警備隊舎を北から南方

向へ見た図。左側（東）のひときわ高くそ

びえる塔がトロン教会。隊舎のすぐ後ろが

「黒い螺旋階段」と呼ばれていた建物。こ

の絵から見る限りハイストリートの真ん中

に建つこの隊舎が人馬の往来の邪魔になっ

ていたことは一目でわかる。「エディンバラ

史」を書いたヒューゴ・アーノットはこの

建物について「馬鹿でかい厄介もの」と手

厳しい。また文豪ウォルター・スコットは

この隊舎について「ハイストリートに這い

ずる黒い蝸牛」と言っているがこの絵から

はその言葉の妙がよくわかる。ちなみにエ

ディンバラに警察が組織されるのは 1805

年であった。 
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パブのパブのパブのパブの子供子供子供子供をををを背負背負背負背負ってってってって歩歩歩歩くハミルトくハミルトくハミルトくハミルト

ン・ベルとン・ベルとン・ベルとン・ベルと介添役介添役介添役介添役をつとめるをつとめるをつとめるをつとめる歯科医歯科医歯科医歯科医レレレレ

イイイイ    

1792   2/94   (12.5 X 11.5) 

 

  銅版画が描いている不思議な光景は競

歩である。それはある夜エディンバラのパ

ブでいつものように飲んでいたふたりの人

物の間に持ち上がったものであった。ひと

りは法律家ハミルトン・ベル、相手は菓子

職人のイニスであった。多分これは金を賭

けての競歩であろう。エディンバラから東

ロジアンのマッセルバラまでの７マイル。 

銅版画中央がそのベル。この人物はよ

ほどの体力自慢であったようで、この日も

背中に子供を背負って歩くハンディをわざ

わざかって出たのである。背中の子供はパ

ブ店主の息子。 

その傍を歩くのがベルの介添役の歯科

医レイ。（左手に持っている瓶が水とは思え

ないが。）この競歩は暑さを避けるためと、

見物人が現れないうちにということで、話

のまとまった夜の明くる日早朝に行うこと

になった。早朝のレースである証拠が彼ら

がすれ違っている女性行商人である。魚を

エディンバラに売りに行こうとしているの

だ。この戦いはベルの勝利であったようで

ある。 

しかし実はこの競歩を描いた銅版画に

は後日談がある。この銅版画を描き、いつ

ものようにケイは自分の銅版画店で陳列販

売しようとしたのであるが、勝利者のベル

がその銅版画の販売さし止め請求を起こし

たのである。その真意ははっきりしていな

いようであるが、恐らく気楽な遊びをから

かわれて腹をたてたというところであろう。 

しかしベルのこの請求は却下され、今日ま

でこの銅版画が遺されることとなる。一方

のケイは裁判に勝利しただけではおさまら

なかったとみえて、さらにもう一枚の銅版

画を描いている。それが次の銅版画である。 

    

＜＜＜＜参考参考参考参考＞＞＞＞    

尋問尋問尋問尋問をををを受受受受けるけるけるける芸術家芸術家芸術家芸術家    

1792   2/96   (13.0 X 15.5)  

 

 真ん中で尋問を受けているのがケイ。画

面左手に請求者ベル、その背後にレイ。尋

問を行っているのはペリングル判事。請求

が却下されたベルとその介添役レイの腹立

たしさが、ゆがんだ顔と大きく開いた両足

で大げさに描かれている。この執拗な風刺

精神もまたケイらしいと言ったところか。 
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二人二人二人二人のののの冒険旅行家冒険旅行家冒険旅行家冒険旅行家：：：：    

ジェームズ・ブルースとジェームズ・ブルースとジェームズ・ブルースとジェームズ・ブルースと    

ピーター・ウィリアムソンピーター・ウィリアムソンピーター・ウィリアムソンピーター・ウィリアムソン    

1791   1/59 (22.0 X 14.0) 

 
    

 ここに描かれている冒険旅行家は、ナイ

ル河の源流を発見したとされるジェーム

ズ・ブルース（左側）と新大陸へ奴隷とし

て売り飛ばされた経験をもとに冒険談を出

版したピーター・ウィリアムソンの二人で

ある。 

  二人がオールドタウンの真ん中で邂逅

し、立ち話に及んだところをケイ自身は目

撃したようであるが、銅版画下部に挿入さ

れている言葉が実際に話されたかどうか疑

わしいようだ。 

  ジェームズ・ブルースのナイル河探検

記は出版当初、そのあまりの異常な世界の

描写によって人々から信憑性を疑われてい

た。しかし彼に続く冒険家たちはこのパイ

オニアの記述のほとんどが真実であったと

追認したと言われている。 

  一方のピーター・ウィリアムソンは何

者かに拉致され、新大陸に奴隷として売り

とばされるという経験を持つ。その後自由

の身になるも、今度は原住民の囚われの身

となってしまう。しかしその境遇からも何

とか逃げ出すことに成功し、祖国へ帰還。

その間の冒険を書いた本を出版した。しか

しその書物の中で自分を拉致した者たちの

名前を公表したことによって逆に誹謗中傷

のそしりを受ける羽目となり、出版した書

物は人々から顧みられない運命となる。そ

して自身も社会的信用を失ってしまう。し

かし正義の味方は最後には彼に微笑むこと

になる。のちに出版業を営み、史上初の『エ

ディンバラ住所氏名録』などを手がけた。

またスコットランドにおける「１ペニー郵

便制」を創始した。 

   このように両人の人生に共通してい

るのは、自らの体験談を書物にまとめて出

版したものの当初は人々から冷たい扱いを

うける経験の持ち主であったことである。

そしてのちに両人とも人々から尊敬される

ようになったことも共通している。 

   しかし、銅版画下部では、ピーター・

ウィリアムソンがジェームズ・ブルースに

食ってかかる言葉が記されている。大げさ

な言葉使いでブルースの書物の信憑性を頭

ごなしに否定して、自分の出版した『住所

氏名録』の仕事の手堅さに自信をほのめか

している。当然ジェームズ・ブルースは憮

然とした表情となる。 
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古都古都古都古都エディンバラにエディンバラにエディンバラにエディンバラに遺遺遺遺されたオールドタウンされたオールドタウンされたオールドタウンされたオールドタウン    

        ------------エディンバラのエディンバラのエディンバラのエディンバラの銅版画家銅版画家銅版画家銅版画家ジョン・ケイジョン・ケイジョン・ケイジョン・ケイ研究研究研究研究のののの序章序章序章序章としてとしてとしてとして------------    

                                                                                                            

服部昭郎 

 

 

１１１１    名名名名づけられることづけられることづけられることづけられること    

   

市村弘正は、名づけることは物事や人を対象

として認識することであり、言わば見えないもの

を見えるものと化すことに他ならない、と言って

いる。その意味で名づけは「もののはじめ」を刻

印することであり、どのような名前も固有の創造

的な命名物語を持っている。ただ、物事にはひと

つの名前しかないわけではなく、人間もひとつの

名前だけで一生を生きるわけではない。物事や人

の名前は改変されたり、あるいは異なる複数の名

前を同時に与えられたりすることもある。当然の

ことながらこの場合の改名あるいは重なる名づけ

も、物事や人が新しい役割ないし性格を持つこと

を再認識する創造的な行為となるのである。 

ところで名づけは時として軽いからかいや悪

口、あるいはもっと根の深い嫌悪や憎悪を表象す

ることがある。特に強く忌避された物事や人は悪

態の対象として、あるいはまた恐怖の対象として

名づけられる。他者もまた名づけによって生まれ

るのであろう。1 

スコットランドの古都エディンバラにおいて

何百年もの長きにわたって人々が暮しを営んでい

た市街地が歴史の流れの中で「改善されるべき住

空間」と考え始められた 18世紀中ごろ、その地域

にひとつの新しい名前が与えられた。それは「旧

い町」（オールドタウン）という名前であった。皮

肉なことに新時代到来を約束する「新しい町」（ニ

                                                   
1 市村弘正「名づけの精神史」（みすず書房、1987

年）参照。 

ュータウン）の建設が計画された結果そう名づけ

られたのである。「新しい町」は底が湖となってい

る谷に橋を架け、それによって「旧い町」に繋が

る構想であった。湖の南側が旧市街地、北側が新

市街地であった。つまり新しい市街地は旧い市街

地を改善するものではなく、橋によって連結され

る予定の谷越えの新土地が予定されたのであった。 

確かに「旧い町」の超過密度は限界に来てい

た。それを克服するために新たな都市空間を模索

しようとしたこの歴史上有名なエディンバラの

「新しい町」計画は、一面では社会的、経済的、

あるいは文化的に脱皮を図ろうとする近代スコッ

トランドの幕開けを象徴するものであり、かつて

その王都であったエディンバラの歴史においてま

さに画期的なものであった。そしてこの計画は結

果として今日のエディンバラの都市形態の基礎を

形作ることになる。18 世紀中ごろはじめてこの改

造を計画した人々の目論見通り、新しい橋（The 

North Bridge）は新旧両地域を結ぶ繋ぎ目となり、

「新しい町」を目指して「旧い町」の人と物がこ

の橋を渡って行ったのである。およそ 250 年のち

の今日においてもその橋はエディンバラの幹線道

路のひとつとして十分にその機能をはたしている。 

しかし反面この計画は、いわゆる旧弊を強く

忌避する啓蒙思想を背景に推し進められた近代化

政策のひとつとして、過去を他者として名づける

歴史の一局面ではなかっただろうか。この時与え

られた「旧い」という形容詞には計画者たちが過

去を他者として捉えようとしたまなざしがはから

ずも内包されているのではないか。 
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The North Bridge はすでに完成、湖の埋め立ては

まだ終わっていない状態を描いている。ニュータウ

ン（上部）はまだその姿をほとんど現していない。

18世紀後半の作品であろうか。 

 

橋は「旧い町」と名づけられた地域から「新

しい町」へ移動する人と物の出口となったが、同

時にそれは他者としての「旧い町」への入口とも

なったのである。出口が出来てはじめて入口が見

つかったというべきだろうか。新しい名前を与え

られた途端にもとのものがまったく別のものとし

て考えられるようになる歴史の転換点がそこに現

れるであろう。橋は旧い世界から新しい世界へ流

れ出した人と物が背後に遺したものの痕跡を指し

示す道標として歴史に遺されたのである。今日の

古都エディンバラの都市形態には「入れ物」とし

ての町の成り立ち史が刻み込まれているだけでは

なく、そこにはエディンバラの歴史と文化そのも

のが投影されているのである。ルフェーブルに倣

えば、古都エディンバラは都市空間として芸術に

似たひとつの作品であり、表現力にあふれた空間

として意味作用に満ちているのである。2 

エディンバラから王家が去ったのは 1603

年。その後約１世紀のち(1707 年)には政治的主権

も去った。そして「旧い町」から「新しい町」へ

人と物が去り始めたのはそれから約 50年のちのこ

とである。「旧い町」は言わば遺された空間である。 

                                                   
2 アンリ・ルフェーブル『空間の生産』斎藤日出

治訳（青木書店、2000年）p.130。 

もちろんその遺された空間にそのまま住まう人々

も多くいた。彼らはいわゆる近代が遺し去った他

者としての「旧い町」を生きたのである。 

 

２２２２        エディンバラのオールドタウンエディンバラのオールドタウンエディンバラのオールドタウンエディンバラのオールドタウン    

 

エディンバラ（Edinburgh）は現在スコット

ランドを代表する都市のひとつであり政治・経済

の中心地となっていることなどあらためて言うま

でもない。ところが 18世紀の中ごろまでのエディ

ンバラは、歴史的な王都とは名ばかりで、中世の

面影を色濃く遺す文字通り burgh （語源的な意味

は「要塞」とか「商業センター」とされる）のひ

とつに過ぎなかったと言われている。3 このもと

もとの (Edin)-burgh が、18 世紀後半から北側に

新しい都市計画市域を誕生させ、その結果、新市

域がニュータウン、旧 burgh 域が新たにオールド

タウンと呼ばれるようになった。ここに現在のエ

ディンバラのおよその原型が出来上がったのであ

る。オールドタウンとは都市計画が生み出した新

しい名前であり、新旧両地域成立の歴史的経緯と

はうらはらに、名づけ史としては新と旧が同じ起

源を持っていることになるのである。4  

現在のエディンバラは世界有数の観光都市で

もあり、１年を通して多数の旅行者がこの都市を

訪れる。彼らの大半は手に持つ観光ガイドブック

にあるオールドタウンという地名によって、中世

を彷彿とさせる町並みを頭に思い描くことだろう。

実際エディンバラのオールドタウンは古色蒼然た

るたたずまいを今に遺し、その異様は訪れる人々

                                                   
3 Nick Prior, "Urban Portraits: Space/Body/City 
in Late Georgian Edinburgh" (New Formations 
No. 47, Summer 2002) pp.194-215.  
4 ニュータウン（New Town） という名前は、1766

年の新しい「北地区」開発計画公募広告中ですで

に使われている。A.J. Youngson, The Making of 
Classical Edinburgh  (Edinburgh University 
Press, 1966) p. 73.  
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に文字通り千年の都を実感させずにはおかない。

さらにこの古都の独特の風情を目の当たりにして

旅行者たちは、エディンバラがいつの頃からか「北

のアテネ」と呼び慣わされるようになった理由の

一端を納得するのだ。 

しかし今日でこそオールドタウンという地名

は、旅をする人々あるいはエディンバラに住む

人々いずれにとっても千年の都のなつかしさを表

象しているようではあるが、先ほども述べたよう

に今から約 250 年ほど前、ニュータウンが誕生す

ると同時にオールドタウンという名前が生まれた

その経緯にすでに明らかなように、当初オールド

タウンという名づけには決して懐旧的な含意があ

ったわけではない。新しい都市計画の側から見る

限り（そしてその視点からオールドタウンという

名づけがなされたことは間違いないのであるが、）

オールドタウンと名づけられた地域は古都エディ

ンバラの文化遺産として後世に遺すべきものなど

では決してなかったのである。ましてや有力な観

光資源として保存活用されるなど思いもよらなか

ったのである。 むしろ当時のエディンバラは王

家も去り(1603)その後まもなく政治的にも主権を

喪失することになった(1707)近世初期スコットラ

ンドの衰微の象徴であったとさえ言えるのである。 

ニュータウン計画に象徴される 18世紀のエデ

ィンバラ開発構想は、具体的には 1752年エディン

バラの有識者によって書かれた『エディンバラに

おける公共事業に関する提言』（Proposals for 

carrying on certain Public Works in the City of 

Edinburgh）から始まっていると考えられている。

その『提言』には、エディンバラ（すなわちオー

ルドタウン）の「ひどい状態が長年にわたって我々

の進歩の妨げとなっており、スコットランドへの

蔑みの原因でもある。人口を増やし、商業を振興

して、ひいてはスコットランドの繁栄を得る」に

は市街地域の拡張（enlargement of the town）が

不可欠であると謳われている。5 

ニュータウン構想が持ち上がる直前の 18 世

紀中ごろ制作された次の地図には、市街地の新旧

対照がまだ反映されておらず、いわば burgh とし

ての姿をよく表している。後にロイヤルマイルの

愛称でよく知られるようになる目抜き通りハイス

トリートが西端（左端）のエディンバラ城から東

端（右端）のホリルード宮までまっすぐに伸びて

いる。6 二次元的なこの地図では実感できないが、

この道路は西（左）から東（右）へかなりの高低

差で下降している。北側（上部）は The North Loch

と呼ばれた湖、南側（下部）は今日Meadowsと呼

ばれている地域につながるが、もともとは湿地帯

であった。それらの湖や湿地帯も谷底を形成する

地形で、北側及び南側の両側からもハイストリー

トへ向かっては土地が隆起している。この地形に

ついては比喩的によく言われるが、上から見たエ

ディンバラはまるで動物の背骨と肋骨のような構

造となっているのである。背骨とは文字通り山の

尾根に沿う一本の目抜き通り、肋骨とはこの地図

でもはっきりわかるように、東西に横断的なその

通りから南北に数多く伸びている close あるいは

wyndと呼ばれる路地のことである。従ってこれら

の路地はすべて、尾根のハイストリートから北側

あるいは南側へ向かって下り坂となっているので

ある。この地図の右下端（東南部分）には地名の

検索一覧表が挿入されていて隠れた格好になって

いるが、この部分にはいわゆる町の地形のシンボ

ルとも言うべきアーサーの腰掛け(Arthur's Seat)

に至る岩山(Salisbury Crags) が聳えたっており

町はいわば自然の壁によってぐるっと囲まれてい

たのである。 

                                                   
5 Youngson, 前掲書 p. 8. 
6 ロイヤルマイルという愛称は２０世紀になって

人々に広まったもの。Stuart Harris, The Place 
Names of Edinburgh (Steve Savage Publishers, 
2002) . 
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1740年頃のエディンバラ鳥瞰図 

 

さらに、エディンバラを囲んでいたのはこの

ような自然の壁だけではなかった。ヨーロッパの

古都がほぼ例外なくそうであったように、町は城

壁にも囲まれていたのである。スコットランドの

政治の歴史はとりもなおさずイングランドとの執

拗な抗争の歴史であったことを考えると、スコッ

トランド南部に位置する王都エディンバラで何回

となく城壁工事がなされたことは容易に想像がつ

く。例えばこの地図ではハイストリートをほぼ真

ん中で東西に分かつように一本の道が南北に走っ

ているが、これは町の古い城壁に沿った通りであ

る。町を囲む城壁は中世から近世初期にかけて、

西端のエディンバラ城側と湖があった北側を除き、

ほぼ完全に burgh を囲んでいたことが知られてお

り、その痕跡も今日所々に遺っている。7 両道の

交差点にはかつて Netherbow （nether は高いに

対して「低い」こと、bow は「アーチ型の出入り

口」）8 と呼ばれた町の門（port）のひとつがその

威容を誇っていた。町の東向きの出入り口であっ

たこの門は町への出入りを制限する門限の実施な

ど町の安全確保だけが目的ではなく、通行税徴収

を行なう場所として経済活動にも深く関わってい

                                                   
7 (Edin)-burgh を囲繞していた城壁は歴史上３

度に渡って建設されたと考えられており、最初期

のものは 15世紀中ごろ(King’s Wall)、最後は 17
世紀初期(Telfer Wall)とされている。 
8 一方「高いところの門」（Upper bow）はエディ

ンバラ城近くにあって、町の西側に位置していた

ので、West bow とも呼ばれた。 

たと考えられている。先にも述べたように burgh 

は、もともとは要塞を示す語であり、次第に商業

活動拠点という意味で使われることが多くなった

のであるが、Netherbow port の機能の変遷に語の

意味の推移がよく表れている。 

実はこの門は 1760 年代に取り壊されたので

あるが、そのころまでエディンバラが中世の面影

を色濃く遺した burgh であったことを物語るひと

つの証左ではないか。18 世紀中ごろ、新しい地域

として旧 burgh の北側にニュータウンを建設する

計画が進み、それまでの町の中心であった（町そ

のものであったと言うべきか）地域をオールドタ

ウンと呼ぶようになったのであるが、いったいこ

のオールドなる形容詞にはどのような含意があっ

たのであろうか。勿論それは新しいものに対する

旧いものであることに間違いないが、問題は誰に

よってそれが旧いものと判断されたのか、あるい

は旧いと判断されたものが何であり、さらになぜ

それが新しいものに代わらなければならない、と

考えられたかである。 

 

 

The Netherbow Port は 18世紀後半まで存 

在していた。 

 

ところで、このオールドタウンと呼ばれる

ようになった旧 burgh コミュニティに、例えばニ
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ュータウン計画の持ち上がる直前の 1755年には 5

万人余りの人々が暮しを営んでいたと言われる。9 

エディンバラはその当時いわば超過密都市であっ

たのである。ニュータウンとは、この点から考え

ると、旧 burgh 地域の人口飽和状態の解消策でも

あったのである。先ほども述べたように、町の北

側は谷となっておりその谷底には湖があったので、

計画にはこの湖を埋め立てそして新市街地域へ至

るための新たな橋を建設することが前提となって

いた。具体的には湖は 1759年に埋め立てが開始さ

れ、新たな橋 (The North Bridge) は 1769年に歩

行者に限って通行可能となった。10 

ニュータウンがまだ影も形も無い時代（従っ

てオールドタウンという名前の地域も存在してい

なかった時代）にエディンバラを訪れたデフォー

(Daniel Defoe) は、エディンバラ（すなわち旧

burgh 地域）について、ロンドンやブリストルな

どの大都市と比較すると「世界中でこれほど狭い

土地に大勢の人々が暮している例はエディンバラ

以外にないのではないか」と率直な驚きを記して

いる。11 外からエディンバラを訪れた旅行者だけ

でなく、この町に生まれた人々にとってもこの過

密はエディンバラのエディンバラたる所以であっ

た。『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』などを書

いた小説家スティーブンソン ( R. L. Stevenson ) 

はエディンバラの人であるが、彼の言葉を借りる

と、そこはまさしく「蜂の巣」（human bee-hive）

                                                   
9 Prior, 前掲書 p.63. T.M. Devine, Conflict and 
Stability in Scottish Society (Edinburgh: John 
Donald, 1990). 

10 この新たな橋梁は、歩行者へ供用された年

(1769年)の夏、早くも一部が崩壊し、幾人かの通

行人が生き埋めとなる惨事に見舞われた。このた

め最終的な完成までにさらなる時間と資金を要し、

3年後の 1772年に完成となった。 
11 Daniel Defoe, A Tour Thro’ Great Britain 
1742  (London: Garland Publishing, 1975), 
 p. 64.  

の様相を呈していたのである。12 夥しい数の人々

がこの狭い地域に密集して暮していたこと自体よ

りもむしろ、それだけの数の人々を受け入れるこ

とが可能な町の構造の特異性をこのエディンバラ

出身の作家は強調しているのである。 

18 世紀中ごろまだまだ比較的小規模の町であ

りながらエディンバラのいったいどのような構造

がこれほどまでの超過密人口を収容させることが

できたのであろうか。それは富裕な人々から貧し

い人々に至るまで、多くの人々が限られた狭い土

地に渾然とした融合体を形成して暮しを営んでい

た生活空間によって実現されていたのであった。

言うまでもなく城壁に囲繞された中世的コミュニ

ティの融合的な生活空間にもおのずから社会的階

層は保持されており、それはオールドタウンの町

並みを象徴する高層住宅(land と呼ばれていた)群

の上下階層によって秩序立てられていたことは確

かである。 

 

典型的な close例（Fleshmarket close）。 

奥まったところに landを何棟か見ることができ 

る。ちなみに５，６階建てはごく普通であり、 

12, 13階建てもあったとトッパムは記して 

いる。 

 

スティーブンソンは 1850年生まれなので、彼

                                                   
12 R. L. Stevenson, Edinburgh (1879) p.43. 
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はニュータウンを知っていた。実はスティーブン

ソン自身ニュータウン育ちであり、生粋のニュー

タウンっ子と考えてもよいだろう。彼は故郷エデ

ィンバラについていろいろ書き残しているが、エ

ディンバラは彼にとってすでに新旧の対照的な構

造を備えた町であって、この町の美しさの一端は

その対照にあるとさえ言っている。13 

ちなみに 1774 年から 75 年にかけてエディン

バラを訪れ半年ほど滞在、その旅行記を何通かの

書簡として書き遺しているトッパム（Edward 

Topham）にもニュータウン建設計画はすでに知ら

れていた。ニュータウン構想がエディンバラ市当

局から公表された最初は 1766年 3月。翌月に今で

言うところの「街づくり案コンペ」開催について

の広告が出され、６件の応募案中最終的に採用の

栄誉を得たのは第 4 号計画と番号付けられたジェ

ームズ・クレイグ(James Craig) の案であったこ

とは史実として夙によく知られているところであ

る。従ってそのような経緯からおよそ 8 年後にエ

ディンバラを訪れているトッパムがニュータウン

計画を知っていたとしても不思議はない。クレイ

グの計画書に沿ったニュータウン建設の槌音を聞

いていたはずである。トッパム自身の言葉では、

1774年 11月 12日付けの書簡の中で、 

 

計画案に沿って現在建設途上のニュータウンこそ

エディンバラを美しくする唯一の方策であります。

この計画の大部分がまだ実行されていませんが、

資金的目処が立てば漸次建設が急がれるはずです 

 

と記されている。14  

                                                   
13 Stevenson, 前掲書。 
14 Edward Topham, Letters from Edinburgh in 
1774 and 1775 (Edinburgh West Port Books, 
2003), pp.5~6. トッパムの書簡は 1776年ロンド

ンで上梓されたのが初版。今回使用している版は、

2003年にエディンバラ市のWest Port書店によっ

て電子テキストとして復刻されたものである。 

実際ここで彼はニュータウンという名前を使

っている。そして確かにトッパムは書簡の各所で

オールドタウンという名前も使用してはいる。し

かしトッパムが新しい都市計画地域がニュータウ

ンと正式に15 呼ばれていることを受けて旧地域を

オールドタウンという固有名詞で呼んでいると考

えるより、むしろ別の箇所で使っている名前 Old 

City of Edinburgh の別称としてオールドタウン

という名称を使用していると考える方がより真実

に近いのではないか。16  例えば、スティーブン

ソンとは大きく異なり、トッパムにはエディンバ

ラの新旧対照構造を俯瞰するような視点はその旅

行記録には見られないのである。 

  ただ、トッパム自身の言葉にはからずも表明

されているように、ニュータウン計画はエディン

バラを美しくする可能性を持ったものとして理解

されている。別のところでトッパムはこの Old 

City of Edinburgh についてこう言っている。 

 

我々の知る限りにおいて、エディンバラ(Old 

City of Edinburgh)は同じような規模の町と比べ

て人口密度の点では一、二を争うでありましょう。

従ってこの町がいかに人であふれていることか、

あるいは町を優美に保つ空間はもうどこにもなく、

町を美しく彩る様々な装飾を取り付ける場所もな

い状態であるとか、こういうことはあなた様には

容易にご推量いただけるものと思います。しかし

ニュータウンはまったく異なる佇まいであります。

17 

 

                                                   
15 先述した《「街づくり案コンペ」開催について

の広告》(1766年)の中で、すでにニュータウンと

いう名前が使われている。 
16 Stuart Harris は old town が 1784年にキ

ンケイド(Alexr. Kincaid) によって書かれた『エデ

ィンバラの歴史と地名事典』(The History of 
Edinburgh and Gazetteer of County ) 中で見ら

れると記している。Harris,  前掲書 p.438.  
17 Topham, 前掲書 p. 14. 



29 
 

ここでもデフォーやスティーブンソンと同じ

ように、旧 burgh の特徴として他都市にみられな

いほどの超過密度について言及されている。そし

てニュータウン構想はトッパムにとってもこの超

過密都市を「美しく」する唯一の方策としてすで

に理解されているのである。 

   オールドタウンはそれほど美しくなかった

のだろうか。サミュエル・ジョンソンの伝記を書

いたボズウェル(James Boswell)もエディンバラ

の人であったが、ジョンソンは 1773年の夏、スコ

ットランド西方諸島旅行の折エディンバラに彼を

訪れている。その年の 8月 14日の夜、ボズウェル

はジョンソン到着の知らせを受けていそいそとそ

の宿舎を訪ねる。そしてその夜ジョンソンはボズ

ウェル宅へ案内されるのだが、念願であった畏友

を初めてカレドニアの地で出迎えることの喜びに

心躍るその道すがら、実は、ボズウェルの内心の

心配事はエディンバラのあまりの不潔さだったの

である。 

   エディンバラでは 18世紀後半にもいささか

耳目を驚かす生活習慣が遺されていたことはよく

知られているところである。人々の生活基盤が高

層住宅であったことが大きな原因で、生活排水の

処理が長年町の人々の頭痛の種であった。下水処

理施設も当然なかったので、彼らが習慣として行

なった排水処理は他でもない高層住宅のそれぞれ

の窓から夜陰に乗じて汚水を道路へぶちまけるこ

とであった。階下の道路へ捨てられたのは排水だ

けではなかったことは言うまでも無い。夜のエデ

ィンバラは目抜き通りから小さい路地の隅々まで、

汚物だらけだった。朝になると一応汚物は取り除

かれたようだが、日曜日などは放置されたままだ

った。安息日に汚物の掃除をすることは不敬なこ

とだと考えられていたのである。18 

                                                   
18 Hilary and Mary Evans, John Kay of 
Edinburgh (Edinburgh: Paul Harris Publishing, 

   目抜き通りをジョンソンと並んで歩いてい

たボズウェルの心配は的中する。ジョンソンはボ

ズウェルの耳元でこう悪態をついたことが日記に

記されている。「暗闇でも君たちを臭いでかぎ分け

ることができそうだ」と。19 

先にエディンバラの地形について東側へ土地が

下降していると述べたが、捨てられた汚物、汚水

は当然のこととして高いところから低いところへ

と流れ落ちたので、積年のこの生活習慣からエデ

ィンバラの東に位置する海岸線沿いの小集落（た

とえば Joppa などがその一例）では水の汚染が大

きな問題であったと言う。 

トッパムも当然この悪習については書簡に書き

残している。先ほど引用した 1774年 11月 12日付

けの書簡ではその不潔な習慣についてこのように

書かれている。 

 

エディンバラ市は不潔な生活習慣で夙に悪名高い

のであります。（中略）汚物は幾筋もの路地で取り

除かれることなく数日放置されることもあり、汚

くて臭いので不快きわまりない。市当局は、罰金

などを課して汚物を窓から放り捨てることを取り

締まろうとしておりますが、狭い路地は薄暗くて

人目に付きにくいので、誰もやめようとしません。

20 

 

  しかし、このような不潔な生活習慣が与える

住環境の荒廃もさることながら、ニュータウン計

画を策定した町の有識者が北側の地域に人々を新

しく移住させようとした理由はもちろんそれだけ

ではなかった。彼らがニュータウンの青写真上に

思い描いた新たな生活空間は、過密な生活空間か

                                                                        
p. 7. 
19 Johnson and Boswell, A Journey to the 
Western Islands of Scotland and The Journal of 
a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson 
(Oxford:Oxford Univ. Press), p.173. 
20 Topham, 前掲書 p. 6. 
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ら生まれる不潔な環境から遠く隔離されているだ

けではなかったはずである。もちろんその劣悪な

環境の象徴として住民の習慣が取りざたされたこ

とは間違いない。しかしニュータウンの青写真は

旧 burgh 地域で数百年にわたって続いてきた渾然

たる融合体としての社会構造からも隔離された空

間として描かれていたのではないか。ニュータウ

ン構想はこれまでの市街地を再開発するものでは

なく、その構想の当初から、それは市街地より北

側に広がる新地域への人々の移住を前提にしたも

のであった。勿論移住を考えられるのは富裕層の

みであった。 

ヤングサンの『古都エディンバラの成立』

（Youngson, The Making of Classical Edinburgh, 

＜Edinburgh University Press, 1966＞）によると、

18世紀半ばまでのエディンバラ（オールドタウン）

は「ひとつの社会」であり、富裕層と貧しい人々

は渾然一体となって言わば軒を並べて住んでいた

のである。彼らの生活には依然として「近所付き

合い」が残っていたはずであり、「相互依存精神」

も息づいていた。しかしニュータウン計画が着々

と進められ、多くの富裕層が移住を開始した 18世

紀後半から 19世紀にかけて、まずはじめは町の物

理構造の変化、そして次にそれに伴って社会構造

が大きく変化することになった。当時確かに旧

burghの暮しはスコットランドの政治的、経済的、

あるいは文化的衰微の象徴であったに違いない。

ニュータウン計画に代表される近代エディンバラ

構想は、そのような衰微をオールドタウンと名づ

けることによって小さいコミュニティに閉じ込め、

背後へと遺し去ろうとするものではなかったか。

例えば、法律家達は依然としてオールドタウンで

オフィスを維持していたが、彼らはすでにオール

ドタウンへの帰属意識はなかった。21 ふたつのエ

                                                   
21 Youngson 前掲書 p. 256. 

ディンバラの出現というべきであろうか。22  

そしてこの移住計画が、これまでの生活環境

からの隔離を目指しているものである点で、ニュ

ータウン建設の前提的準備であった新たな橋の建

設はニュウータウン構想全体の中できわめて象徴

的な意味を担った工事であったと言わなければな

らないであろう。新しい橋によって新しい地域へ

のアクセスが可能になったからではなく、新しい

橋は実際には隔離の象徴としてあったのである。 

ヤングサンの『古都エディンバラの成立』で

はニュータウン成立に関わるいくつかの歴史資料

に検討が加えられているが、具体的なニュータウ

ン計画へと発展することなった 1752年の『エディ

ンバラにおける公共事業に関する提言』の一部も

掲載している。 

それによると、この提案がなされる具体的な

きっかけはたまたま起こった高層住宅(いわゆる 

land)のひとつの崩落にあったと述べられている。 

 

先の９月、富裕な数家族も暮していた６階建ての

建物の壁面が突然崩落するという惨事があった。

この悲しい出来事がきっかけで、老朽住宅に関す

る調査が開始されたのである。そして限界にある

と見られた建造物中心に、町の幾箇所かで取り壊

しが行われた。23 

    

老朽化した建物のこの種の突然の崩落につい

てはスティーブンソンも随筆『エディンバラ』で

言及している。オールドタウンは「建物ひとつの

崩壊が多くの家族の住居を奪ってしまう」特殊な

住空間なのだ、と彼は述べている。しかしスティ

ーブンソンにとってそのような老朽化した建物の

崩壊は、憂慮すべき出来事であることに変わりな

いにしても、この住空間は他の都市では見ること

                                                   
22 Youngson, 前掲書 p. 256. 
23 Youngson, 前掲書 p.3. 
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の出来ない歴史的あるいは文化的な遺産であり、

崩落は古都エディンバラ旧市街地の半ば宿命的出

来事として、かえって人々の懐旧心情を強く刺激

する、というのが彼の実感ではないか。24 しかし

先の『提言』ではそのような建物の崩落が、超過

密状態改善のための絶好の機会であると捉えられ

ている点を我々は見落とすべきではないだろう。

提言者にとって崩落の可能性のある旧い建物は、

そこに暮らす人々の旧い生活習慣と共に葬り去る

べき過去の遺産であった。 

  さて、ここで視点を少し変えて、スコットラ

ンドの文学の伝統について、エディンバラの東、

北海に面したノースバーウイックという小さい村

で 1843年に生まれたキリスト教会牧師で、『18世

紀スコットランドの人々の生活』（1899 年刊）を

書いたヘンリー・グレアム（Henry Graham）の

言葉を聞いてみよう。18 世紀ごろまでのスコット

ランドでは、文学の伝統についてほとんどと言っ

てよいほど誇るべきものはないと人々が考えてい

たことはよく知られているところである。特にイ

ングランドと対比した時、スコットランドの人々

は自分たちの社会が文学不毛の地であると長い間

考えてきたのである。なぜスコットランドでは自

らの文学を顧みない時期が長く続いたかについて

グレアムは次のように書いている。 

 

政治的、社会的あるいは宗教的な混乱が長く続き、

人々は詩人たちの声に耳をかそうとはしなかった。

（中略）暮しは貧しく、文化的営みへの意識は荒

っぽく、そのような中からは、文学への関心など

育ちようがなかったのだ。25 

 

グレアムがここで述べている「政治的、社会的、

                                                   
24 Stevenson, 前掲書 p. 44. 
25 Henry Graham, The Social Life of Scotland in 
the Eighteenth Century  (London: A & C Black, 
1928), p.110. 

あるいは宗教的」な混乱とは、具体的にはイング

ランドとの間に執拗に繰り返される政治的軋轢、

人々を苦しめる救いようのない貧困、あるいはジ

ョン・ノックスに代表される根強いカルヴィニズ

ムの影響で文学は人間の道徳的堕落の引き金にな

る危険な誘惑の温床であるとする考え方が社会の

隅々まで浸透していたこと、こういった事情を念

頭においたものであろう。 

  しかしこのグレアムのいう「政治的、社会的、

あるいは宗教的」な混乱とは、何も文学が瀕死の

状態に陥った理由に留まるばかりではないのであ

る。このような混乱は実はスコットランドの歴史

そのものでもあると考えることができる。スコッ

トランドの人々の歴史は、少なくとも 18世紀前半

までは「戦火、貧困、そしてキリスト教会の抗争

の歴史」であったのである。首都エディンバラも

そのような時代にあっては決して文化活動さかん

な都市ではなかったし、先ほどからふれているよ

うに首都機能というほどの政治・経済活動も行わ

れてはいなかったのである。対イングランド戦略

上から城壁が町を囲み、人々はその内側でいわば

中世以来の小コミュニティを営んでいたのである。 

  18 世紀前半までは「政治的、社会的あるいは

宗教的」な混乱はいろいろな意味でスコットラン

ド発展の足枷であったが、18 世紀も半ばを過ぎた

頃から、それまでの流れに逆らうように、その混

乱が逆に彼らの自文化や歴史への覚醒を促すこと

になったのである。イングランドの影響による

様々な社会変革の動きと同時進行的にスコットラ

ンド・ナショナリズムが台頭、例えば文学の世界

では、その表現のひとつとして、自分たち固有の 

詩的伝統をその歴史の中に探し始めたのであった。

26 

                                                   
26 その成果のひとつが、ラムゼイ(Allan Ramsay) 

の先駆的仕事として、中世以来のスコットランド

語による詩を集めた"The Ever Green" や"The 
Tea-Table Miscellany"という詩集の出版であった。 
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  1707年のイングランドとスコットランドの政

治的統合が歴史的にどういう性格のものであった

かは本稿の文脈を越える大きな問題なのであるが、

ひとつはっきりしていることは、スコットランド

の大方の人々にとってそれが自分たちの文化的伝

統に危機的な状態を招いたという共通の認識があ

ったことは間違いない。 

  イングランドとの統合によって彼らは文化活

動のある意味での要とも言うべき宮廷を失うこと

になり、一方で政治経済上の主権も喪失してしま

うことになった。富と権力そして活発な文化活動

が集中する「ブリテンの南」からの影響力が圧倒

的な勢いで押し寄せることになり、「ブリテンの北」

が自分たちの社会あるいは文化が危篤状態である

と痛切に感じ始めたのが 18世紀半ばであったので

ある。   

このような歴史的背景に我々の主文脈であ

るエディンバラのニュータウン計画を位置づけて

みると、その下地が浮かび上がってくるのではな

いか。もちろんエディンバラの旧態依然たる町の

構造あるいは人々の旧い生活習慣はひとつの例に

過ぎないのだが、確かに、それらはスコットラン

ド衰微の象徴として槍玉にあげられたことは事実

であろう。社会的、経済的あるいは文化的な覚醒

が広範なナショナリズムへと発展し、その中でエ

ディンバラの町の成り立ちと人々の生活習慣が象

徴的に旧弊とみなされたのである。歴史上有名な

スコットランド啓蒙(Scottish Enlightenment)の

台頭と軌を一とする新たなエディンバラの始まり

であった。   

さてエディンバラの銅版画家ジョン・ケイは

我々の文脈から言うと、ニュータウン建設の槌音

がようやく町の人々にも強く聞かれるようになる

頃の人物であるが、彼自身は旧い町の住人として

その一生を終わっている。そして、これが彼の銅

版画の最も重要な特徴であるのだが、彼はその旧

い町に暮した人々を生涯かけて描き続けた人であ

った。その銅版画は古都エディンバラオールドタ

ウンの町の成り立ちと人の往来を数十年にわたっ

て描いているものである。別に言えば、ニュータ

ウンが建設され、町の富裕な人たちの多くが優美

な新しい居住空間をそこに求めた結果、背後に遺

し去されたものが彼の銅版画の題材であったと言

えるのではないだろうか。 

 

 

３３３３    自画像自画像自画像自画像によるジョン・ケイによるジョン・ケイによるジョン・ケイによるジョン・ケイ    

 

 

これは現在までに確認されているジョン・ケ

イの自画像 4点のうち、彼の四折二巻銅版画集『故

ジョン・ケイ銅版画集 -- 肖像とカリカチュア--』

（1837~1838. なお本稿ではこの書物を『銅版画作

品集』と呼ぶ）の冒頭を飾る銅版画自画像である。

現在遺されているジョン・ケイの銅版画は 1837年

から 38年にかけて定期的に印刷発行されたものを

四折二巻の書物にまとめたものが主なるものであ
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る。月刊および二巻本発行をともに主導したのは

ケイと同郷のヒュー・パットン（Hugh Paton）と

いう人物であった。 ケイはその生涯に 900点ほど

の銅版画を製作したと今日では考えられているが、

『銅版画作品集』はそのうち初版で 329 作品、そ

の後のいくつかの再版で 28作品が補遺として追加

されものもある。 

この自画像は 1786 年作と記されているので、

ケイ 40代半ばの自画像と考えられる。もうひとつ

の油彩自画像(「銅版画を手にした自画像」27)も、

横向きの像としては左右の違いがあるものの、そ

の横顔はよく似ており、しかも座っている椅子も

「古風」な意匠でおそらく同じものではないかと

推察されるところから、これら２点の自画像はほ

ぼ同時期に製作されたものと考えてもよいのでは

ないか。28 

  この『銅版画作品集』冒頭の銅版画自画像に

はケイ自身による解説がある。そこに収められて

いるケイ自らが書いた短い「伝記」の中の一節が

それにあたる。 

 

何かを考えている様子で、古風な椅子に腰かけ（彼

は古いものをこよなく愛している）、その椅子の背

もたれには大きい愛猫が座っている（きっとスコ

ットランドで一番大きな猫に違いない）。その後ろ

には幾枚かの絵がかけてある。前のテーブル上に

はホメロス像、そして絵の道具がおいてあり、自

身が手に持っているのは筒状にまいた紙、そして

膝の上には自分の作品集をおいている。 

 

 まじめな顔で冗談を言っているような気配な

ど風刺画家としての面目躍如たるものが感じられ

るが、ここにさりげなく書かれている自身の膝の

                                                   
27  この油彩自画像はスコットランド肖像画美術

館(Scottish National Portrait Gallery)蔵。カ

タログ番号 892.  
28  Hilary and Mary Evans, 前掲書 p.36. 

上の「作品集」のことは軽い冗談ではなさそうで

ある。実際「作品集」と名の付く出版物は生前出

された事実はないのである。自画像は虚構である、

というべきかもしれない。従って、この自画像の

中の書物が自身の「作品集」であるとする彼の説

明の意図として唯一考えられることは、将来出版

されるであろう「作品集」を想定して自画像中に

添えているということだろう。自らの「作品集」

出版への銅版画家のなみなみならぬ意欲を自画像

として描いているというべきだろうか。それとも

持って生まれた気質としてのカリカチュア精神の

ひとつの表れと見るべきだろうか。この伝記は『銅

版画作品集』中では 1786年にケイ自らによって書

かれたと記載されているので、『銅版画作品集』が

制作された時と同じ年に書かれたものとして掲載

されていることになる。『銅版画作品集』冒頭に収

められる銅版画自画像を想定して書かれた伝記と

考えるほうが事実に近いのではないか。 

この自画像からはすでに銅版画家として社会

的にそれなりに認知されている人物の落ちついた

自信がよく伝わってくる。この人物がほんの少し

前まで、エディンバラの目抜き通りハイストリー

ト（ロイヤルマイル）に店を構えていた理髪師で

あると誰が想像できようか。「理髪師、銅版画家、

社会批評家ジョン・ケイ」29 の一生はいったいど

のようなものであったのだろうか。今のところ

我々のしっているこの人物の伝記的事実はごく少

なく、しかも自身が書いたごく簡単な「伝記」に

よる以外に彼の一生を伝えているものは見つかっ

ていない。30 

                                                   
29 Hilary and Mary Evans, 前掲書. 
30 ウイリアム・クリーチの『ディーコン・ブロ

ディ裁判顛末記』にはケイの簡単な伝記を掲載し

ているが、内容はほとんど『銅版画作品集』中の

伝記と同じであるので、これはクリーチがケイ自

身から聞いたことが元になっていると推察できる。 
William Creech, An Account of the Trial of 
William Brodie and George Smith 
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  ケイの死後、出版された『銅版画作品集』に

収められているケイ自身による「伝記」はおよそ

次のようなものである。 

 

ケイは 1742年同じ名を持つ石工を父親に、ヘ

レン・アレキザンダーを母親に生まれる。一家は

エディンバラ市南東部の郊外ダルキースの粗末な

家に住んでいた。父親の兄弟ジェームズおよびノ

ーマン・ケイふたりとも石工であった。母親はエ

ディンバラ市とその東に位置するキャノンゲート

地区でいくつかの住宅を相続していた人だったが、

親戚の者にだまされて全てを失ってしまった薄幸

の女性だった。しかし親戚の心無い仕打ちにも拘

わらず、親戚付き合いは続け、1748年夫の死に際

しては当時まだ 6 歳だった息子ケイをそのうちの

一家族に預けたのであった。しかし彼らは母親の

信頼をまたも裏切り、ケイを手ひどく扱った。養

育に責任をもたないどころか、時には暴力をふる

ったりまた時には食事を与えなかったりもした。

親戚の者たちの虐待は家の中では毎日のように続

き、家の外ではケイの命を危険にさらすほどでも

あった。どう考えてもこの親戚の者たちはケイを

殺しにかかっているとしか思いようのない仕打ち

を何度も繰り返したのであった。たださすがに直

接手をくだしてケイを殺害することだけはしなか

った。 

ケイは船着場から海へ転落したことが一度な

らずあった。その都度、はしごにつかまったりあ

るいは橋げたにつかまったりしてかろうじて難を

逃れたのであった。しかしなかでも危険だったの

は港に停泊している船から転落した時であった。

助けられた時にはもう殆ど息がなかったのだが、

船乗りのひとりが、人工呼吸のようにケイの腹を

グイグイ押さえたところ何とか息を吹き返しので

あった。おそらく親戚の者たちだけだったらケイ

                                                                        
2nd Edition (1788). 

の命はないところであったろう。 

すでにこの頃からケイは絵に才能を発揮し、

人物ばかりか馬や羊あるいは家並などを描いてい

た。鉛筆やクレヨンなどは高価で手に入らないた

めチョークや炭、時には木の燃えカスなどを使っ

て絵を描いていた。しかしいとこ達の目の前で絵

を描いたりすることははばかられた。自分自身で

は当然のことながら父親やその兄弟たちの仕事で

あった石工を継ぐとばかり思っていたが、13 歳に

なった頃、ダルキースに店を構えていた理髪師ジ

ョージ・ヘリオットに徒弟として奉公にだされる

ことになった。 

この人物は大変心優しくケイに接し、ケイも

熱心に仕事を覚えた。その間つらい事もあったが

親戚の家での辛苦を思えばむしろ幸せな時期であ

った。6年間の徒弟奉公が終了するとケイはエディ

ンバラ市へ出て、理髪職人として幾人かの理髪師

の元で働いた。およそ７年後独立を考えるように

なったが、自由市民権を得ていなかったため、ま

ず外科医理髪師組合からその自由市民権を購入す

ることを求められ、1771年 12月 19日、４０ポン

ド支払うことによってやっと自由市民権を獲得、

正式にギルドの一人として認められるところとな

りめでたく独立したのである。 

開いた理髪店は繁盛し、お客の中にはエディ

ンバラ市やさらに近郷近在の名士たちも増えてき

た。その中で、ダールトン在住のウイリアム・ニ

スベット氏には格別に引き立てられ、エディンバ

ラ市内は言うに及ばず、スコットランド各地への

遊山を共に楽しむ栄誉をいただくことになった。

氏の晩年（特にその死の２年前にあたる 1783年と

1784年）にはその屋敷に逗留することもしばしば

あった。 

氏の屋敷に赴く時は仕事を休み、その自由な

時間を使って絵を描くことを許されたのであった。

ニスベット氏はケイの精進する姿を大いによしと
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し、絵の修練を心行くまでつむよう激励したので

あった。この間ケイは数多くの細密画をものにし、

そのうちの幾つかはダールトン在住の氏の遺族の

所有するところとなっている。 

時間がいささか前後するが、ケイは２０歳に

なった時リリー・スティーブンという名の女性と

結婚。彼女との間には１０人の子をなしたが、長

男でニスベット氏の名付けになるウイリアム以外

は生まれて間もなく死亡した。唯一のこった息子

ウイリアムは父親の絵の才能を受け継いでいた。

ケイ夫人は１７８５年死亡、２年間のやもめ暮し

の後、現在の妻となるマーガレット・スコットと

再婚、この「伝記」執筆時までつつがなく暮して

いる。 

ニスベット氏は生前から画家ケイへの援助と

していくばくかの援助年金与える約束を幾度かお

こなっていた。それと言うのもたびたびケイを遊

山に誘い出しケイの生業である理髪業の邪魔をし

ているという思いがあったようだった。またその

詫びの気持ちは、ケイがニスベット氏のお供で家

を留守する度に夫人にいくばくかの金銭的援助を

欠かさなかったことにもよくあらわれている。し

かし実際にはニスベット氏の生きている間にはこ

のような年金がケイに与えられることはなかった。

そうこうするうちにニスベット氏はこの世を去っ

てしまったのである。しかしニスベット氏の財産

を相続した人々は、ケイが生前のニスベット氏に

対して示した親愛の情への返礼として、ケイに対

し２０ポンドという終身援助年金をニスベット氏

の遺志として約束したのであった。 

大切なパトロンを亡くした後もケイは銅版画

の製作を精力的に進め、その作品は人々に認めら

れるところとなった。ついにケイは思い切って理

髪店を閉め、絵描きとして生きる決心をしたので

あった。1785年、ケイ４３歳のことであった。 

 

彼自身による「伝記」はここで先ほど冒頭で

ふれた自画像に対するコメントに移り、唐突に終

わっている。そしてそれ以降の彼の人生について

は恐らく別人の筆によって次のように書き加えら

れている。31 

ケ イ は ハ イ ス ト リ ー ト の 議 事 堂 広 場

（Parliament Square）に小さな版画店を営み、自

身の作品を販売していた。その店の窓を通して壁

にある数々の作品を見ることができ、道行く人々

の目を楽しませた。しかしこの店は 1824年の大火

で消失してしまった。その死の２年前のことであ

る。 

細身の体をいささか古風な装いでつつみ、常

にもの静かであった。1826 年 2 月 21 日、消失し

た版画店からさほど離れていないハイストリート

227 番地で死去。32 享年 84 歳であった。夫に先

立たれた妻マーガレットは、9 年後の 1835 年 11

月に死去。 

 

 

ケイが銅版画家として活躍したのは 1817 年

頃までである。その約半世紀の間、スコットラン

                                                   
31 『銅版画作品集』に収められている銅版画ポー

トレイトにはその人物についての詳細な伝記的記

述(Anecdotal Biographies)がもれなく添えられて

いる。このテキストは編者 Hugh Patonの依頼で

James Paterson なる人物によって書かれたもの

である。 

 
32 今日もこの番地にあたる建物は遺されており、

ケイを記念するプレイトが掲げられている。 
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ドの首都エディンバラで何かと人々に噂された人

物はことごとくケイのカリカチュアの題材となっ

た。ケイは世相を風刺する作品製作に没頭し、そ

の作品はエディンバラの人々の喝采をあびるとこ

ろとなったのである。その作品全体がエディンバ

ラの記録となっており、その特異さにおいて肩を

並べる作品はスコットランドでは見当たらないで

あろう。 

ここで『銅版画作品集』冒頭の短いケイ伝

は終わっている。 

   

我々はケイの銅版画の中に、旧い世界から新

しい世界へ流れ出した人と物が背後に遺したもの

の痕跡を見ることができるであろう。「新しい町」

へ移住しようとした人々によって「旧い」ものと

位置づけられ、そこに遺された居住空間、生活習

慣あるいは人々の交流などが彼の作品には描かれ

ている。それはとりもなおさずケイの作品の中に

オールドタウンと名づけられた古都エディンバラ

の内なる「他者」像が読み取れるということでは

ないか。 
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「ジョン・ケイ銅版画展 

--古都エディンバラ オールドタウンの畸人たち--」 

平成 20年 3月 17日～4月 30日 

京都ノートルダム女子大学図書館 

 

主催：京都ノートルダム女子大学 

大学院人間文化専攻 

本展覧会は平成 19年度「科学研究費補助」対象研究の一環です。 


