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原子や分子などを眺める電子顕微鏡やイオン顕微鏡、あるいは凹凸を鮮やか

に見せる位相差顕微鏡等々の発達の洗礼を受けてしまった現在、17世紀にお

ける顕微鏡出現のもつ思想的文化的衝撃を生き生きと語ることには困難を伴う。

初期の古ぼけた光学顕微鏡など、学校の理科実験室のなかにでも忘れ去られる

べき存在なのかも知れない。しかしながら、眼下に開示されるミクロの宇宙と

いう驚異の世界に直面した科学革命期の顕微鏡学者たちの受けた衝撃を、そし

てその後を見定めておく必要があるだろう。顕微鏡は、人間の視力（肉眼）を

補強する拡大作用によって、ルネッサンス期以来の事物にまつわる想像的象徴

性を剥ぎ取ったが、逆にこの顕微鏡という補助器具が、時代のひとつの象徴と

して様々な解釈を受け、また思いもよらぬ すくなくとも顕微鏡発明者たち

にとっては 領域に多大な影響を与えることになった。

1

「誠実な手と忠実な眼」

顕微鏡的眼の方法序説*

鈴 木 雅 之

ToseeaWorldinaGrainofSand

AndaHeaveninaWildFlower

HoldInfinityinthepalmofyourhand

AndEternityinanhour.

（WilliamBlake,・AuguriesofInnocence・）

＊本稿は、関西18世紀英文学研究会において、「・aphilosopherinlittlethings・ 顕

微鏡的表象のレトリック」と題して発表した（2004年12月18日、同志社大学徳

照館）ものに基づく。



以下の論考において、ロバート・フック（RobertHooke1635�1703）の『ミク

ログラフィア』（Micrographia,1665）には、ふたつの顕微鏡的表象のレトリック

が潜んでいることを示す1。そのひとつは、1711年にジョゼフ・アディソン

（JosephAddison1672�1719）によって創刊された『スペクテーター紙』（The

Spectator,1711.3�1712.12）に受け継がれた
2。アディソンは、書くという行為を

「誠実な手と忠実な眼」2

１ Micrographiaからの引用は、RobertHooke,Micrographia,AFacsimileEdition

（Illinois:ScienceHeritage,1987）HistoryofMicroscopySeriesに依る。最近のHooke

論としては、StephenInwood,TheManWhoKnewTooMuch:TheStrangeand

InventiveLifeofRobertHooke1635�1703（London:Macmillan,2002）;LisaJardine,The

CuriousLifeofRobertHooke:TheMan whoMeasured London（New York:

HarperCollins,2004）;AllanChapman,England・sLeonardo:RobertHookeandthe

Seventeenth-CenturyScientificRevolution（BristolandPhiladelphia:InstituteofPhysics,

2005）;WalterE.Houghton,Jr.,・TheEnglishVirtuosointheSeventeenthCentury・,

PartI,JHI3（1942）:51�73,PartII,190�219.邦文献としては、中島秀人『ロバート・

フック ニュートンに消された男』朝日選書565（朝日新聞社、1996）；『ロバー

ト・フック』科学史ライブラリー（朝倉書店、1997）；マーガレット・エスピーナ

ス／横家恭介訳『ロバート・フック』（国文社、1999）．最も早い時期に顕微鏡と

イギリス的想像力について論じた創造的論考のひとつは、MarjorieHopeNicolson,

・TheMicroscopeandEnglishImagination・inScienceandImagination（1956;

Connecticut:ArchonBook,1976）155�234である。顕微鏡の歴史に関しては、

CatherineWilson,TheInvisibleWorld:EarlyModernPhilosophyandtheInventionofthe

Microscope（NewJersey:PrincetonUP,1995）;MarianFournier,TheFabricofLife:

MicroscopyintheSeventeenthCentury（Baltimore:JohnsHopkinsUP,1996）.顕微鏡の

歴史と細菌に関しては、ピエール・ダルモン／寺田光徳・田川光照訳『人と細菌

17－20世紀』（藤原書店、2005）。身体観念を対象として、18世紀啓蒙期の不

可視の世界と顕微鏡文化および視覚文化を論じたものとしては、BarbaraStafford,

BodyCriticism:ImaginingtheUnseeninEnlightenmentArtandMedicine（MITP,1991）

は秀逸。［高山 宏訳『ボディ・クリティシズム 啓蒙時代のアートと医学にお

ける見えざるもののイメージ化』（国書刊行会、2006）］

２ TheSpectatorからの引用は、DonaldF.Bond,ed.,TheSpectator（Oxford:Clarendon,

1965）,5vols.に依る。



通じて、読者や社会を観察するだけでなくさらに介入・干渉しさえする。アディ

ソンは読者管理のための有効な論理的基盤を求め、顕微鏡的表象のレトリック

をこれに利用したのだ。つまり、アディソンは、顕微鏡学者＝ヴァーチュオー

ソ（virtuoso）の自然観察の技術を社会観察や教育に応用しようとしたのであ

る。これを「レンズのレトリック」と呼ぶことにする。他方、「顕微鏡的眼」

（・themicroscopiceye・）は、ジェイムズ・トムソン（JamesThomson1700�48）の

『四季』（TheSeasons,1726�30）などの主要なモチーフのひとつとなり
3、さらに

「顕微鏡的眼」は、博物学（植物学）に連結され、ネヘミア・グルー（Nehemiah

Grew1641�1712）の『植物の解剖』（TheAnatomyofPlants,1682）やジョン・ヒル

（JohnHill1716�1775）の『一般自然史』（AGeneralNaturalHistory:orNewandAccurate

DescriptionsoftheAnimals,Vegetables,andMinerals,oftheDifferentPartsoftheWorld,1748）、

エラズマス・ダーウィン（ErasmusDarwin1731�1802）の『植物園』（TheBotanic

Garden,1789�91）を経て、シャーロット・スミス（CharlotteSmith1749�1806）作

品のきわめて個性的な ウィリアム・ワーズワス（WilliamWordsworth1770�

1850）などとは異なった 自然描写や自然観を生んだ。その後「顕微鏡的眼」

は、ヴィクトリア朝に入ってはジョン・ラスキン（JohnRuskin1819�1900）やラ

ファエロ前派（Pre-Raphaelites）の「博物学的芸術」（・NaturalHistoryArt・）に引

き継がれることになる4。こちらを「博物学的表象のレトリック」と呼ぶこと

にする。「博物学的表象のレトリック」は図版と文字テクストで構成される。
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３ TheSeasonsからの引用は、JamesSambrook,ed.,TheSeasonsandTheCastleof

Indolence（Oxford:Clarendon,1972）OxfordPaperbackEnglishTextsに依る。・themi-

croscopiceye・はSummer288に見える。

４ LynnL.Merrill,TheRomanceofVictorianNaturalHistory（Oxford:OxfordUP,1989）

163�189.［訳語は大橋洋一＋照屋由佳＋原田祐貨訳『博物学のロマンス』（国文社、

2004）255�296頁．優れた翻訳］



「誠実な手と忠実な眼」4

図１．ロバート・フック『ミクログラフィ
ア，あるいは拡大鏡による微小物の生
理学的記述』1665年．表題頁
（Title Page,Micrographia:orsome
PhysiologicalDescriptions of Minute
BodiesmadebyMagnifyingGlasseswith
ObservationsandInquiriesthereupon,
1665）

図２．ロバート・フックがよく利用した顕
微鏡『ミクログラフィア』図解 1
（MicrographiaSchem.I）



Ⅰ

イギリス顕微鏡文化における最大の出来事は、言うまでもなく、王立協会実

験主任（curatorofexperiments）であったフックによる顕微鏡図譜『ミクログラ

フィア、あるいは拡大鏡による微小物の生理学的記述』（Micrographia:orsome

PhysiologicalDescriptionsofMinuteBodiesmadebyMagnifyingGlasseswithObservationsand

Inquiriesthereupon,1665）の刊行である（図１）。強烈な印象を与える拡大図譜多

数を収めたこの書物は、ルネッサンス期におけるヴェサリウス（Andreas

Vesalius1514�1564）の精密な解剖図譜『人体の解剖について』（DeHumani

CorporisFabrica,1543）と同じ衝撃を、再び17世紀の人々に与えることになっ

た。フックは、「フックの顕微鏡」と呼ばれたものを王立協会に提出し、王立

協会の定期的会合に顕微鏡実験観察報告を導入した。フック最初の実験報告は、

酢のなかのヒルと皮革に生えたカビの観察である。さらにフックは、蟻の頭、

針先、ブヨに似た奇妙な蝿等々についての報告をこの定期会合の席で行った。

その後のフックは、幾種類もの動物の血液の観察報告も行っている。マージョ

リ・ホープ・ニコルソン（MarjorieHopeNicolson）は、このときフックがもう

少しましな顕微鏡を使用していたならば、オランダはデルフトのレーウェンフッ

ク（AntonivanLeeuwenhoek1632�1723）を凌ぐ、細菌学者の父として記憶され

ることになったに違いないと書いている5。

『ミクログラフィア』冒頭には、国王と王立協会それぞれに対する献辞と

30頁にもおよぶ長い「序文」（・ThePreface・）が付いている。続く本文では、

針や布といった人工物の顕微鏡的観察に始まり、自然の三界を高等な世界へと

次第に上がっていくように構成されている。つまり最初に鉱物界が扱われ、や

がて植物界、動物界へと観察が進む。最後に一番高等な世界つまり天空に話が
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５ ScienceandImagination155�234.



及ぶ。最後の部分では、顕微鏡ではなく望遠鏡による観測が扱われる。『ミク

ログラフィア』本文では、60件の観察結果が詳細な観察記録・解説と118点

の観察図で紹介されており、このような形で顕微鏡によって得られた新知識が

研究者仲間に伝えられたのである。『ミクログラフィア』に収録された観察の

多くは、フックが王立協会の毎週の定期会合で報告したものだった。

『ミクログラフィア』が後世に残した遺産のひとつ「レンズのレトリック」

は「序文」の中に窺うことができるし、もうひとつの特徴「博物学的表象のレ

トリック」は、細密な「図版」と詳細で精確な「観察記録」から成る『ミクロ

グラフィア』本文の中に見てとることができる。眼下に開示されるミクロの

「未知の世界」（・Terra-Incognita・）に直面した初期の顕微鏡学者たちは、不可視

の世界を形態化しそれを解説し伝達するための新たな用語と新たな方法を創案

する必要があった。それが、「図版」と「文字」という二つのメディアからな

る「博物学的表象のレトリック」という伝達方法である。

上に述べたふたつのレトリックは、トマス・スプラット（ThomasSprat1635�

1713）の『王立協会史』（TheHistoryoftheRoyalSocietyofLondon,1667）に献げら

れた9つのスタンザからなるオード「王立協会によせて」（TotheRoyalSociety）

の中に簡潔に表現されている6。オードのなかで作者エイブラハム・カウリー

（AbrahamCowley1668�1667）は、「顕微鏡」を王立協会のエンブレムとして見立

てているように思われる。第4および第7スタンザを見てみよう。
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WhototheLifeanexactPiecewouldmake,

MustnotfromothersWorkaCopytake;

No,notfromRubensorVandike;

Muchlesscontenthimselftomakeitlike

Th・IdeasandtheImageswhichlye

６ ThomasSprat,TheHistoryoftheRoyalSocietyofLondon,FortheImprovingofNatural

Knowledge（4thedition;London:PrintedforJ.Knapton,etc.,1734）.



王立協会員つまりヴァーチュオーソが、「画家」の比喩で捉えられていること

に注目したい。「自然で生きた顔」（4:18）とあるから、恐らく細密肖像画家の

ことであろう。「手」は絵筆（ペンシル）と筆（ペン）を持つ「手」だろう。つ

まり「レンズ」越しに得た「視覚情報」を図版化すべく絵筆を持つ「手」であ

り、それを観察記録という「文字情報」に変換する筆をもつ「手」でもある。

ヴァーチュオーソの「眼」は、細密肖像画家のそれであり「鋭敏な眼」（・the
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InhisownFancy,orhisMemory:

No,hebeforehisSightmustplace,

ThenaturalandlivingFace;

TherealObjectmustcommand,

EachJudgmentofhisEye,andMotionofhisHand.

（4:11�20）

（大意：実物そっくりの絵を描こうとするものは，他人の作品を模倣してはならな

い．いや，ルーベンスやヴァン・ダイクから借用してもいけないし，ましてや自分

の空想や記憶のなかにある観念やイメジに類似したもので自己満足してもいけない．

そうではなくて，自然で生きた顔を目の前に置くことが大事である．本物の対象物

は眼による判断と手の動きを要請してくるに違いない．）

You・vetaughtthecuriousSighttopress

IntotheprivatestRecess

OfherimperceptibleLittleness.

ShewithmuchstrangerArtthanhiswhoput

Allth・IlliadsinaNut,

ThenumerousWorkofLifedoesintoAtomsshut.

You・velearn・dtoreadthesmallestHand,

AndwellbegunherdeepestSensetounderstand.

（7:14�21）

（大意：あなた方（王立協会員）は，鋭敏な眼に自然界の知覚できない微小物の最

内奥に参入することを教えた．すべてのイリアドをナッツのなかに押し込めた人よ

りももっと不思議な技で自然は，無数の生命を原子のなかに閉じこめた．あなた方

は，最も小さな手を読むことを学び，そして自然の最も深い意味を理解し始めたの

だ．）



curiousSight・,7:14）とは、「自然界の知覚できない微小物の最内奥に参入する」

（7:15�16）ための「眼」、もっと言えば「顕微鏡レンズ」のことだ。「自然は無

数の生命を原子のなかに閉じこめた」（7:19）という表現からも明らかなよう

に、カウリーは、王立協会員を原子論者としての顕微鏡学徒と見なしている。

こうして画家＝観察者＝ヴァーチュオーソは、「鋭敏な眼」によって「最も小

さな手を読むことを学び、そして自然の最も深い意味を理解し始め」（7:20�21）

るのだ。ヴァーチュオーソの「鋭敏な眼」を讃美するこのオード自体が、その

ような「眼」を具現化するように仕組まれているようにも思える。「鋭敏な眼」

と「手」は、後述するフックの「誠実な手と忠実な眼」に正しく呼応すること

になる。先に述べたふたつのレトリックのうち、「鋭敏な眼」は「レンズのレ

トリック」に繋がり、一方オードに描かれた細密肖像画家の「眼と手」は、

「博物学的表象のレトリック」に至る路を示していると考える。

Ⅱ

『ミクログラフィア』におけるふたつのレトリック（「レンズのレトリック」

と「博物学的表象のレトリック」）を考察する前に、「哲学の刷新」（・areformationin

Philosophy・）への意欲に満ちた「序文」に見られるフックの顕微鏡擁護・反肉

眼主義を確認し、その意味合いを探ってみたいと思う。

フックによれば、顕微鏡という「人工的器具」（・artificialOrgans・）によって、

人類は、犯した過ちと自らの不完全性を補うことができるという。堕落以前の

完璧性をとりもどすためには、感覚（・Sense・主として視覚）、記憶（・Memory・）

そして理性（・Reason・）の3つの働きを矯正しなければならない。先ず「感覚」

であるが、この点に関して人間は、他の生き物に比べて完全に見劣りする。人

間の視覚の弱点は、対象物が視覚器官に対応できないほど大きすぎるかあるい

は小さ過ぎる場合、正しく知覚できないという点にある。記憶や理性に関して

も同様に、人間行為の不確実性と誤謬は、「諸感覚の狭さと迷走」（・the

「誠実な手と忠実な眼」8



narrownessandwandring（sic）ofourSenses・）が原因である。そこで先ず顕微鏡学

つまり実験哲学は、「真の哲学」（・truePhilosophy・）として「感覚」の矯正をお

こなうことになる。

諸感覚のためになすべき事としてフックは、次のように言う：

続けてフックは、人工の機械を部品の組立てで理解するように、自然の事物も

顕微鏡が明らかにする「部品」の数々の細工として理解し得るだろうという、

ベーコン的機械論的信条を示す。「［顕微鏡から］多くの驚くべき利点が生まれ、

操作的（operative）および機械的知識の増大へと向かうだろう。それはこの時

代の向かうべき方向である。なぜなら、おそらくわれわれは、技術品や車輪・

機関・ばね……で動かされるものについてとほぼ同じように、自然の秘密の働

きのすべて（・allthesecretworkingsofNature・）を見つけ出すことができるだろ

うから」。
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Thefirstthingtobeundertakeninthisweightywork,isawatchfulnessoverthefailings

andaninlargementofthedominion,oftheSenses.

（大意：この重要な任務［哲学の刷新］遂行のために先ず最初になすべきことは，

諸感覚の欠点を警戒することと諸感覚の領域拡大をはかることである．）

Thenextcaretobetaken,inrespectoftheSenses,isasupplyingoftheirinfirmities

withInstruments,and,asitwere,theaddingofartificialOrganstothenatural;thisin

oneofthemhasbeenoflateyearsaccomplishtwithprodigiousbenefittoallsortsof

usefulknowledge,bytheinventionofOpticalGlasses.

（大意：諸感覚に関して次になすべきことは，諸感覚の弱点を道具で補うこと，自

然器官に人工器官を付加することである．このうち視覚については，最近光学レン

ズの発明があらゆる有益な知識を提供することに大いに貢献してきた．）



スプラットは、『王立協会史』のなかで、ロンドン王立協会（1662年創設）を

「眼と手の融合体」（・unionofEyesandHands・）7と表現した。「誠実な手と忠実な

眼」を強調するフックからの引用は、『ミクログラフィア』だけでなく王立協

会の本質をも語っている。カウリーのオードの「手」同様に、フックの「手」

も絵筆と筆を握る「手」に違いない。「誠実な手と忠実な眼」がヴァーチュオー

ソに最も必要とされるとは、つまり顕微鏡的・実験哲学的現場には、知性や想

像力（FancyやMemory）は不要にしてむしろ障害ですらあること、ヴァーチュ

オーソは、肉体労働者に近い存在であることを示している。続けてフックは、

「手と眼で始めて……理性が続く」（・tobeginwiththeHandsandEyes...continued

bytheReason・）とも書いている。書物のなかのありふれた知識ではなく、眼と

手の両方で獲得した事実が重要なのだ。

先に「諸感覚の欠点を警戒すること」という『ミクログラフィア』の一節を

紹介したが、ここに伺われるのは、ヴァーチュオーソの肉眼による知覚とその

対象物とのいわば認識論的同盟・協力／共犯関係を破棄しようとする姿勢であ

「誠実な手と忠実な眼」10

...Ihope,they［myimperfectIndeavours］maybeinsomemeasureusefultothemain

DesignofareformationinPhilosophy,ifitbeonlybyshewing,thatthereisnotsomuch

requir'dtowardsit,anystrengthofImagination,orexactnessofMethod,ordepthof

Contemplation（thoughtheadditionofthese,wheretheycanbehad,mustneedspro-

duceamuchmoreperfectcomposure）asasincereHand,andafaithfulEye,toexamine,

andtorecord,thethingsthemselvesastheyappear.

（大意：私のささやかな努力が，哲学の刷新という主たる目的に幾ばくかでも役立

つことを期待している．事物を調べ，それらのあるがままの姿を記録するためには，

想像力の強さ，方法の精確さ，熟考の深さではなく（これらが重なりあったとすれ

ばより完全な結果を得ることができるかも知れないが），むしろ誠実な手と忠実な

眼が必要とされることを示すことによって．）（下線は筆者）

７ HistoryoftheRoyalSociety85.



る。顕微鏡の「レンズ」は、視覚を事物の第二次性質から切り離す。フックに

よれば、「自然器官［肉眼］に人工的器官［レンズ］を付加すること」により、

ヴァーチュオーソは、知覚の「幅」（・reachandscope・）を大幅に拡大し、「事物」

をあるがままに経験する（・thethingsthemselvesastheyappear・）ことのできる

ような身体を再構築するのだと言う。このことは、ヴァーチュオーソが獲得す

る主体的視覚とは、「レンズ」の非身体的な諸関係をも取り込んだ、再構築さ

れた視覚であることを暗示している。「レンズ」はヴァーチュオーソの身体の

延長と化すのだ。ヘンリー・パワー（HenryPower1623�1668）は、『実験哲学』

（ExperimentalPhilosophy,1664）の「序文」（・ThePreface・）なかで次のように書い

ている：

自然界の提供するデータは、「あらゆる理性的人間が読み得る真に普遍的文字」

（・trueuniversalcharacterslegibletoallrationalmen・）9つまり貴重な資料として読み

解かれなければならない。このことを可能にするのが、非身体的視覚つまり

「レンズ」なのだ。しかしそのような新しい視覚のテクノロジーに頼らない肉

「誠実な手と忠実な眼」 11

...ThatwithoutsomesuchMechanicalassistance,ourbestPhilosopherswillbutprove

emptyConjecturalists,andtheirprofoundestSpeculationsherein,butgloss・doutside

Fallacies.8

（大意：なにかそういった器械の補助がなければ，わが最高の哲学者たちも中身の

空疎な思弁家にすぎないことになり，彼らの深遠な思索も光沢のある見せかけだけ

の虚偽ということになるだろう．）

８ HenryPower,ExperimentalPhilosophy,InThreeBooks（London:PrintedbyT.

Roycroft,forJohnMartinandJamesAllestry,1664）,・ThePreface・.

９ ThePosthumousWorksofRobertHooke,withaNewIntroductionbyRichardS.

Westfall,ed.RichardWestfall,TheSourcesofScience,No.73（NewYorkandLondon:

JohnsonReprintCorporation,1969）449.



眼主義者（哲学者・科学者）は、「事物の視覚的効果と残滓を眺めているにすぎ

ない」（・onleygaz・datthevisibleeffectsandlastResultancesofthings・）10。肉眼主義

を信奉する「感覚の息子たち」（・SonsofSense・）11には、眼に見えるものの原因

をつきとめることは出来ない。「自然という書物」を読むヴァーチュオーソは、

顕微鏡の補助を受けて、肉眼には不可視な微小の「文字」を読んでいることに

なる。

自然を読むヴァーチュオーソは、やがて「自然という書物」に働きかけその

中身を変更すらできると思い上がるにいたる。ヴァーチュオーソは、一端自然

を手に入れた暁にはその無慈悲な審問者へと変容する。一見ヴァーチュオーソ

の「謙虚さ」とみなされたものは、実は名ばかりのものであった。

ヴァーチュオーソは、観察者として「レンズ」の陰に隠れて自らの身体を消

しさり、逆に特権的視覚／視点を獲得する。肉眼主義者のアレクサンダー・ポー

プ（AlexanderPope1688�1744）は、『人間論』（AnEssayonMan,1733�34）の中で、

「なぜ人間には、顕微鏡的眼が備わっていないのか？／それが人間をハエとは

呼ばない理由だ」（・WhyhasnotManamicroscopiceye?/Forthisreason,Manisnota

fly.・）と反顕微鏡的姿勢を明確にしたが12、これとは逆に、もうひとりの顕微

「誠実な手と忠実な眼」12

10 ExperimentalPhilosophy,・ThePreface・193.

11 ExperimentalPhilosophy,・ThePreface・a4.

12 MargaretCavendishが反顕微鏡主義者であることはよく知られている。

Cavendish,ObservationsuponExperimentalPhilosophy（1666）.JohnLockeもどちらか

といえば肉眼主義・反顕微鏡的眼の立場に立っているように思われる。JohnLocke,

AnEssayConcerningHumanUnderstanding（1690）,2.23.12;R.M.Yost,Jr.,・Locke・s

RejectionofHypothesesAboutSub-MicroscopicEvents・,JHI12.1（1951）:111�130;

KevisGoodman,GeorgicModernityandBritishRomanticism:PoetryandtheMediation

ofHistory（Cambridge:CambridgeUP,2004）・ChapterII・を参照。尚、「レンズのレ

トリック」の考察にあたっては、JoannaPicciotto,・OpticalInstrumentsandthe

Eighteenth-CenturyObserver・,StudiesinEighteenth-CenturyCulture29（2000）:123�

153に示唆を受けた。



鏡学者・ヴァーチュオーソであるパワーは、「レンズ」という「器械的補助器

具」（・mechanicalhelp・）の必要性を説きながら次のように書いている：

パワーによれば、人間の「肉眼」は「身体」と同盟関係にあり、ヴァーチュオー

ソには自ら「批判的観察者、探索者、適切な判断者」となるだけの特別な能力

が本来備わっているわけではない。しかしながら「レンズ」という非身体的視

覚を獲得することによって、「身体と呼ぶ機関」にまつわる知覚上の縛り・限

界を乗り越えることが可能となる。「レンズ」の陰に隠れたヴァーチュオーソ

は、自らの姿を消し去る。しかしながら、先にも触れたように、逆説的ではあ

るけれど、そうすることで初めてヴァーチュオーソは、優れて特権的な視点を

手にいれることができる。そのときヴァーチュオーソは、「壮大な宇宙の批判

的観察者、探索者、適切な判断者」となる。ヴァーチュオーソは、今や、時間・

空間をも意のままに扱うことができるほどの「超越的力」を獲得することにな

る。いわば「身体なき作者」となるのである。

「感覚の息子たち」（ヘンリー・パワー）は、一端その人工補助器具「レンズ」

を身につけるや「肉眼」には不可視の世界を覗くことになる。「レンズ」越し

に見えてくる世界は、他人には「全くの未知の存在」（・utterlystrangers・）の世

「誠実な手と忠実な眼」 13

...ourEyeswereframed...asmightbestmanagethisparticularEnginewecallthe

Body,andbestagreewiththeplaceofourhabitation（theearthandelementswewere

toconversewith）andnottobecriticalspectators,surveyors,andadequatejudgesof

theimmenseUniverse.13

（大意：我々の眼は……，身体と呼んでいるこの特殊な機関を最も良く動かし，私

たちの住む場所（我々が交流する大地や諸元素）と最もよく宥和すべく造られたの

であって，この壮大な宇宙の批判的観察者，探索者，適切な判断者となるために造

られたのではない．）

13 ExperimentalPhilosophy,・ThePreface・b.



界となる14。ヴァーチュオーソの権威は、顕微鏡で直接覗き見る対象物（自然）

にあるのではなく、顕微鏡によって得られたヴァーチュオーソの鋭い認識と理

解力にこそある。それは、顕微鏡によって自然界を非日常化するすることによっ

て手に入れた権威なのである。このようないわば変容する力を備えた眼差しに

よって、顕微鏡下の対象物は、「自然という書物」（ガリレオ・ガリレイ）の深層

文法構造を証明するものとなる。つまりはヴァーチュオーソの権威を保証する

ものとなる。ヴァーチュオーソは、いわば見たいように見るようになるのであ

る。

ヴァーチュオーソは、肉体労働に従事する無学な職人という立場から、殆ど

身体をもたない／見せない超越的存在となると先に述べた。「レンズ」という

非身体的な「器械的補助」を再配備したヴァーチュオーソ＝顕微鏡学者たちは、

身体との直接的関わりを拒否し、そうすることで「感覚の息子たち」固有の直

接的感覚経験とは無縁であると宣言する。「見るという行為」を行う身体は、

こうして「読み理解する」身体へと変容する。顕微鏡学者の記録は、自然体験

および自然そのものに介入しこれを変容する試みに他ならない。

Ⅲ

『ミクログラフィア』におけるふたつのレトリック 「博物学的表象のレ

トリック」と「レンズのレトリック」 の検討に入ろう。

� 「博物学的表象のレトリック」

ジョン・ラスキンによれば、自然の事実を鋭敏な眼でじっくり観察すること

から生まれる創造表現には、二種類のものがあるという。「ひとつは言語的な

「誠実な手と忠実な眼」14

14 Micrographia,・ThePreface・a2v.



もの。すなわち木の幹、霞、小さな結晶を選び抜いた言葉で描写すること。い

まひとつは絵画的なもの。すなわち鉛筆やインクで同じ現象を絵にするこ

と」15。このようなラスキンの発想の影響源は、ラスキンが反顕微鏡徒であっ

たにも拘わらず、『ミクログラフィア』における「言葉とイメジ」の双方向的

関係にあったと考える。顕微鏡使用者と芸術家とくにオランダ絵画と顕微鏡の

親近性を論ずるスベトラーナ・アルパース（SvetlanaAlpers）は、『ミクログラ

フィア』のある頁に描かれた9つの拡大されたタイムの種子の形象（Schem.

xvii）についてのフックの考察（図３） 「種子は顕微鏡にとってとても愛ら

しい対象となる。言うなれば、それは小部屋に置かれた一杯のレモンのような

ものである」16という言葉を引用し、フックが直感的にそれらをオランダ絵画

とみなしていたことを示すとアルパースは鋭く指摘している。観察記録つまり

文字情報の記述に際してフックの念頭にあったのは、おそらく対象物を、「生

き生きと目の前にあるかのごとく言葉によって描写すること」つまりアリスト

テレス経由の修辞学用語「エナルゲイア」（enargeia）ではなかったか17。

『ミクログラフィア』の見事な図版は、人々を驚嘆させた。図版は、フック

の下絵をもとにして職人が彫り上げたもので、ここにフックの画才をみてとる

ことができる。メアリ・ベイン・キャンベル（MaryBaineCampbell）によれば、

顕微鏡的言説の特徴は、「精確な図版・挿絵」（・Graphicdetail・）と「正確な記

述」（・explicitlanguage・）にあるという。「記録器械」（・registeringapparatuses・）

「誠実な手と忠実な眼」 15

15 RomanceofVictorianNaturalHistory163.

16 Micrographia,・Observ.xxix.OftheSeedsofTyme・153:・TheGrainaffordsavery

prettyObjectfortheMicroscope,namely,DishofLemmonsplac・dinaverylittle

room.・SvetlanaAlpers,TheArtofDescribing:DutchArtintheSeventeenthCentury

（Chigaco:UofChicagoP,1993）86.

17 JohnT.Harwood,・RhetoricandGraphicsinMicrographia・,RobertHooke:New

Studies,eds.MichaelHunterandSimonSchaffer（Woodbridge,Suffolk:BoydellP,

1989）135.



と化した17世紀の科学者たちは、観察対象物の正確・精確な「描写」（・de-

scription・）に全力を傾けていたとキャンベルは述べている18。『ミクログラフィ

ア』を大きく特徴づけるのは、これらふたつのメディア「図・絵」と「文字」

であった。

ジョン・T・ハーウッド（JohnT.Harwood）によれば、フックは、顕微鏡観

「誠実な手と忠実な眼」16

図３．「9つのタイムの種子」『ミクログラ
フィア』図解17
（MicrographiaSchem.xvii）

18 MaryBaineCampbell,Wonder&Science:ImagingWorldsinEarlyModernEurope

（Ithaca:CornellUP,1999）183�185.顕微鏡と博物学は切り離すことができないが、

博物学的記述に関しては、BrianW.Ogilvie,TheScienceofDescribing:NaturalHistory

inRenaissanceEurope（Chicago:UofChicagoP,2006）.



察報告において興味も関心も知識量もそれぞれ異なった聴衆を如何に「楽しま

せる」（・entertain・）かに苦心した。その結果、フックは、言葉で「語る／伝え

る」（・tell・）のではなく視覚に訴えて「見せる」（・show・）ことを心がけた、そ

れが王立協会の方針とも一致していたと指摘する19。『ミクログラフィア』「序

文」のなかでもフックは、図版について、フックの下絵を元に仕上げを行う

「版画師たちが、私の指示を大変良く守ってくれた。私は、観察対象物の下絵

を描くに際して対象物の真の姿（・trueappearance・）を明らかにし、次にそれを

精確に表象しようと（・aplainrepresentationofit・）心がけた」と記している。文

字情報だけではなく視覚情報が、顕微鏡観察記録をより効果的に伝えるうえで

重要だというフックの言葉を次に引用する。

フックの『ミクログラフィア』出版は1665年。その前年に出たヘンリ・パ

「誠実な手と忠実な眼」 17

NowbecauseoftentimesmuchmoremaybeexpressedinasmallPictureofthething,

thancanbedonebyaDescriptionofthesamethinginasmanywordsaswillfillaSheet;

itwillbeoftennecessarytoaddthePictuesofthoseObservablesthatwillnotothewise

besofullyandsensiblyexprestbyVerbalDescription.20

（大意：事物の小さな絵の方が，紙面一杯を満たす言葉による解説よりもより多く

を表現することがしばしばあるのだから，言葉によって十分に分かり易く表現でき

ない観察対象物の絵を付け加えることが，今後必要となるだろう．）

19 Harwood130.

20 RobertHooke,OftheTrueMethodofBuildingaSolidPhilosophy,orofaPhilosophical

AlgebrainThePosthumousWorksofRobertHooke,ed.RichardWaller［London,1705］

64,quotedinHarwood119.Micrographiaにおける図版と言葉の関係については、前

掲Harwood論文（註16）の他に、MichaelAaronDennis,・GraphicUnderstanding:

InstrumentsandInterpretationinRobertHooke・sMicrographia・,ScienceinContext

（Cambridge:CambridgeUP,1989）vol.3,309�364がある。また、MarianMarian

Fournier,TheFabricofLife:MicroscopyintheSeventeenthCentury（Baltimore:Johns

HopkinsUP,1996）37も参照。



ワーの『実験哲学』には、わずか3点のしかもおそろしくお粗末な顕微鏡図

版しか掲載されてなかったことを思えば、『ミクログラフィア』118点の図版

は驚嘆に値する。しかもその 1点 1点が、アルブレヒト・デューラー

（AlbrechtD・rer1471�1528）の銅版画を彷彿とさせるような、まさに芸術的とも

言える見事なできばえであることは、図版を一見しただけで直ちに納得するだ

ろう。私は、実は、ここに少年時代のフックに見出されたという絵画の才能が

きわめて重要な仕方で関わっているのではないかと考える。フックは、生まれ

故郷マン島のフレッシュウォーターを仕事で訪れた画家ジョン・ホスキンズ

（JohnHoskins1634�1705）が絵を描くのを見て、自分も鉛筆で絵をまねて描いた。

ホスキンズは、国王チャールズ1世や多くの宮廷人の肖像を描いた細密肖像

画家として知られる人物であるが、ホスキンズは、フックの絵のできばえに驚

嘆したと伝えられている。さらに注目すべきことは、父の遺産40ポンドと書

籍、そして祖母からの贈与金10ポンドを相続したフックは、画家サー・ピー

ター・リリー（SirPeterLely1618�80）の徒弟となるために、ロンドンに送りだ

されたという事実である21。サミュエル・ペピス（SamuelPepys1633�1703）が

「恐ろしく傲慢な男だ」（・mightyproudmanandfullofstate・）と評した当時人気の

リリーは、オランダ生まれでチャールズ2世お抱えの肖像画家であった22。宮

廷人だけでなくクロムウェルの肖像画なども残している。この頃フックは、ま

た、もうひとりの流行細密肖像画家サミュエル・クーパー（SamuelCooperc.

1608�72）の手ほどきも多少受けたと言われる。クーパーは、先に触れておい

たホスキンズの仕事を手伝ったこともある画家であった。ホスキンズは、クー

「誠実な手と忠実な眼」18

21 Hookeと画家 Hoskinsや PeterLelyに関しては、Jardine53�54.JohnAubrey,

・RobertHooke・,BriefLives,ed.RichardBarber（Woodbridge,suffolk:Boydelp,1982）

166�169も参照。中島『ロバート・フック』24�26頁。

22 PepysがMicrographiaに夢中になったことはよく知られている。ClaireTomalin,

SamuelPepys:TheUnequalledSelf（London:PenguinBooks,2002）256,334.



パーの甥に当たる。ロンドンで画家見習いを始めたフックであったが、絵の修

行は長くは続かなかったようである。師の愛顧を受けたにもかかわらず、ほど

なくリリーのもとを去った。

『ミクログラフィア』には60の観察記録があるが、平均語数2,700、最短

が100語、最長は13,000語にも及ぶ。フックの記述には、ウィットもあれば

地口（パン）も仕組まれている。精確な記述から省察へ、時には審美的あるい

は宗教的思索・瞑想へと記述は流れる。「苔」（moss）を例に取ってみよう（図

４）。画面からはみ出さんばかりの苔は、それだけで三次元的奥行きを見るも

のに印象づける。さらに図版同様、具体的かつ精確な記述に入る前の言葉によ

る描写は、きわめて文学的・装飾的である。

「誠実な手と忠実な眼」 19

図４．「苔」『ミクログラフィア』図解 13
（・Moss・,MicrographiaSchem.XIII）



このパラグラフは次のように展開する。

フックの生物学的関心が、生物の構造や生殖作用にあるとしたら、彼の記述の

レトリックは、審美的かつ宗教的ですらある。フックは、読者に彼らの「苔」

理解はきわめて不十分なものであることを、時計の構造との比較を混ぜながら

図版および解説で徐々に明らかにしていく。そうすることで読者にいわば「ヴァー

チャル・ウィットネス」つまり疑似観察体験効果を与えようとするのである。

またフックによるヒラタアブ（drone-fly）の複眼の描写も印象的である（図５）。

人間の頭ほどもあろうかと思わせる細密を極めたヒラタアブの眼。フックは、

「誠実な手と忠実な眼」20

MossisaPlant,thatthewisestofKingsthoughtneitherunworthyhisspeculation,nor

hisPen,andthoughamongstPlantsitbeinbulkoneofthesmallest,yetitisnotthe

leastconsiderable;For,astoitsshape,itmaycompareforthebeautyofitwithany

Plantthatgrows.23

（大意：苔は，最も賢明な王の思索と筆に値する植物である．植物の中でももっと

も小さいもののひとつであるが，それだけ重要でないということはない．というの

も，その姿形の美しさは，ほかのどんな植物に比較しても劣ることはないからであ

る．）

...amostperfectVegetable,wantingnothingoftheperfectionsofthemostconspicu-

ousandvastestVegetablesoftheworld,andtobeofaranksohigh,asthatitmayvery

properlybereckon・dwiththetallCedarofLevanon,asthatKinglyBotanisthas

done.24

（大意：（苔は）もっとも完璧な植物であり，世界のどんな立派で巨大な植物にも負

けない完璧性を持っている．格付けも極めて高く，かの国王付きの植物学者がおこ

なったように，レバノンの背の高いヒマラヤスギに匹敵するほどである．）

23 Micrographia,・Observ.xxi.OfMoss,andseveralothersmallvegetativesub-

stances・131.

24 Micrographia134.



その眼に自分の家の窓に映るような「風景」（・Land-scape・）が映っているのが

見えたと書いている25。丁度デューラー描く「ウサギ」の眼にも何かが映って

いたように。シラミ（louse）を描くときも、シラミが普段住み着いているであ

ろう場所（フックの髪の毛と思われる）の描写も忘れない26。パワーにあっては、

バッタ（sycamore-locust）の眼に「格子模様」を見た（・Icouldseethem［eyes］very

perfectlylatticed・）ことを「報告」しただけだったとすれば27、フックは、その

格子模様を図版によって「見せた」。言葉による「報告」と図版・挿絵によっ
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図５．「ヒラタアブの複眼」『ミクログ
ラフィア』図解24
（・eyeofdrone-fly・,Micrographia
Schem.XXIV）

25 Micrographia,・Observ.xxxix.OftheEyesandHeadofaGreydrone-Fly,andofsev-

eralothercreatures・175�180.

26 Micrographia,・Observ.liv.OfaLouse・211�213.

27 ExperimentalPhilosophy32.



て「見せる」ことの違いは、きわめて大きいと言わねばならない。「誠実な手

と忠実な眼」の見事な融合と協力こそが、『ミクログラフィア』のレトリック

を支えている。

� レンズのレトリック

アンドリュー・マーヴェル（AndrewMarvell1621�1678）は、「画家への最後の

指示」（LastInstructionstoaPainter,1667）冒頭で、「絵筆」の代わりに「顕微鏡」

を手に取ったらどうかと画家に問いかけ、作品の最後では、チャールズ2世

に望遠鏡を向け、王の顔に「ホクロ」（・spots・）があることを暴露する。望遠

鏡によって、天界も地上も同じ物質で出来ていることが明らかにされたが、ちょ

うどそのように、王も家臣もつまりは同じ物質で出来ていることをマーヴェル

はここで暗示している。望遠鏡で覗かれた君主制という身体の本質が暴き出さ

れ、その変革が求められているのだ。これまで述べてきたような顕微鏡的観察

を、社会観察に巧みに取り入れ応用した人物がいる。『スペクテーター紙』を

創刊したジョセフ・アディソンである。「書くこと」を通して、顕微鏡「レン

ズ」のテクノロジーを再創造しようとした人物である。

1693年のオックスフォードにおいて、アディソンは光学機器によって得ら

れる視覚情報に触れて次のように語ったという。
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WenolongerpayablindvenerationtothatbarbarousPeripateicjingle,thoseobscure

scholastictermsofart,onceheldasoracles;butconsultthedictatesofourownsenses,

andbylateinventedenginesforceNatureherselftoplainlydiscoverhermosthiddenre-

cesses.28

28 ・OrationinDefenceoftheNewPhilosophy,SpokenintheTheatreatOxford,July7,

byMr.Addison・,inConversationonthePluralityofWorlds,TranslatedfromtheFrench,

TowhichisAddedMr.Addison・sDefenceoftheNewPhilosophy（London:DanielEvans,

1769）153,quotedinPicciotto134.



引用冒頭部分には、ジョン・ミルトン（JohnMilton1608�1674）への言及がある。

ミルトンは、1668年版『失楽園』（ParadiseLost）に付した「韻文」（・TheVerse・）

と題された序文への註で、「押韻」（rhyme）を「類似した行末の調子よく響く

音」（・jinglingsoundoflikeendings・）と呼び、「野蛮な時代の創案」（・theinvention

ofabarbarousage・）としてこれを拒否する姿勢を示した。アディソンは、スコ

ラ学者たちの衒学的学問用語をミルトンが拒否した「押韻」というたわごとに

なぞらえながら、そのスコラ的言語を顕微鏡や望遠鏡といった「最近発明され

た」光学器具が提供する視覚的証拠／視覚情報と比較する。そしてアディソン

は、顕微鏡観察によって得た視覚情報を・dictates・「命令、書きとめられるべ

きもの（神の声）」つまり「文字テクスト」とみなすのである。この「文字テ

クスト」を解読し（・consult・）、意味不明瞭なスコラ論理主義的言語を廃し、

そうすることによって「自然という書物」の「内奥」（・mosthiddenrecesses・）

『ミクログラフィア』「序文」中のフックの言葉、・allthesecretworkingsof

Nature・を想起させる をより露わにしようとする（・plainlydiscover・）。アディ

ソンは、「器具／道具」（・engines・）を用いて「力」（・force・）づくで「自然とい

う女」（・Natureherself・）の中に押し入るという。ここには、明らかに性的な意

味合いが込められている。・onceheld・という受け身の姿勢から、攻撃的

・force・への転換にも注目したい。要するに上の引用は、アディソンが、フッ

クら顕微鏡擁護者の「レンズのレトリック」を『スペクテーター紙』の戦略プ

ログラムに巧みに移し替えたものと読むことができるだろう。

アディソンは、自ら「スペクテーター氏」（Mr.Spectator）と名乗ることにつ

いて次のように述べている。
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（大意：われわれはあの野蛮な逍遙派の音の響きを，かつては託宣と受けとめられ

ていたあの意味不明な衒学的学問用語を盲目的に崇拝することはもうすまい．むし

ろわれわれ自身の感覚が与える命令に耳を傾け，最近発明された道具／機関［光学

機器］の力を借りて，自然そのもののなかに押し入り自然の最も隠れた深奥を露わ

にさせたいと思う．）



「スペクテーター氏」は、「レンズ」を通して社会、人物、風習、文学的趣味、

事件等々を「見る」「観察する」立場にあることを強調する。そして彼は、し

ばしば「レンズ」と「テクスト」を同一視し、「レンズ」を操る人＝ヴァーチュ

オーソを「作者」（・Authors・）とみなす。審美的判断力も学問もない人に対し

て「スペクテーター氏」はこう言う。

続けてこう言う 「お互いの作品の中に美を見いだせない連中がいる。彼ら

には斑点やシミを見る眼はあり確かに光を見ることはできるのだが、……光の

「誠実な手と忠実な眼」24

ThusIliveintheWorld,ratherasaSpectatorofMankind,thanasoneoftheSpecies;

bywhichmeansIhavemademyselfaSpeculativeStateman,Soldier,Merchantand

Artizan,withoutevermedlingwithanyPracticalPartinLife...Inshort,Ihaveactedin

allthepartsofmyLifeasaLooker-on,whichistheCharacterIintendtopreservein

thePaper.（TheSpectator,No.1,Thursday,March1.1711）

（大意：このように私自身は，人類の一員というよりはむしろ人間の観察者として

暮らしている．私は彼らの具体的生活に直接関わることはなく，思慮深い政治家で

あったり，兵士であったりまた商人，職人であったりするのである．……要するに，

私は傍観者として人生のあらゆる場面を過ごしてきたし，それがこの新聞における

私の性格づけでもある．）

TotheseImustapplytheFableoftheMole.ThatafterhavingconsultedmanyOculists

forthebetteringofhisSight,wasatlastprovidedwithagoodPairofSpectacles;but

uponhisendeavouringtomakeuseofthem,hisMothertoldhim veryprudently,

・ThatSpectacles,thoughtheymighthelptheEyeofaMan,couldbeofnousetoa

Mole.・ItisnotthereforefortheBenefitofMolesthatIpublishthesemydailyEssays.

（TheSpectator,No.124,Monday,July23,1711）

（大意：そういう連中に私は，モグラの話しをする必要があろう．視力をよくしよ

うとして，多くのめがね屋と相談し，とうとう良いめがねを手に入れたモグラがい

る．手に入れためがねを利用しようと努力しているモグラに，母親モグラが大変賢

くもこう言った 「そのめがねは，人間の眼には助けになるかも知れないがモグ

ラの眼には役立たないよ」と．私が毎日こうした文章を書いて公けにするのも，モ

グラのためではないのだ．）



観念を苦痛と感じる彼らは、直ちに眼を閉じて意識的に朦朧の中に引っ込んで

しまう」。正しい視力をもたないものにとって、『スペクテーター紙』は役に立

たないとアディソンは言いたいらしい29。というのも「良い眼鏡」同様に、

『スペクテーター紙』は、読者の知覚を矯正する働きがあるとアディソンは考

えているからだ。『スペクテーター紙』を通して読者は、劇場の様子、最新流

行の衣服、読書界のことなどを「観察する」。「スペクテーター氏」は、その

「尋常ならざる見る力」（・morethanordinaryPenetrationinSeeing・,I:20）によって

見たこと／ものを「言葉化」し、ヴァーチュオーソ同様に、「作者」となる。

ヴァーチュオーソの「自然という書物」に伺われる「見ること」と「読むこと」

のアナロジーを、「スペクテーター氏」は世間に向け、「社会／世間」を読むべ

き「書物」へと変容する。ヴァーチュオーソが、「レンズ」という身体とは無

縁の「視覚」と一体化することによって、観察・記述対象である自然界に参入

し支配したように、「レンズ」と一体化した「スペクテーター氏」も、観察と

記述対象の「社会／世間」からは一定の距離をおきつつもそこへ参入し批判し、

ついには観察対象に対するある種の権威（・spectatorialAuthority・,II:243）を獲得

することになる。『スペクテーター紙』は、「諷刺と模範をとりまぜて提示しな

がら、寛容と礼節とを穏やかに押しつけていくことを通して、特定の階級に限

定されない洗練された趣味を有する大衆を形成」する方法を模索していたので

ある30。「スペクテーター氏」が、ある匿名の人物によって、「作者［スペクテー

ター氏］は、人間と言うよりは怪物」（・theAuthorasaMonster,ratherthana

Man・）であると批判されたことは、興味深い事実であろう31。「スペクテーター

「誠実な手と忠実な眼」 25

29 Picciotto136.

30 PeterStallybrassandAllonWhite,PoliticsandPoeticsofTransgression（Ithaca:

CornellUP,1986）83.

31 ASpyUpontheSpectator,PartI（London:J.Morphew,1711）5.PartIIは出版され

なかった。ScottPaulGordon,・VoyeristicDreams:Mr.SpectatorandthePowerof

Spectacle・,TheEighteenthCentury,36.1（1995）:18参照。



氏」は、パノプティコンを先取りした「前例を見ないテクノロジーである」

（・unprecedentedtechnology・）とスコット・ポール・ゴードン（ScottPaulGordon）

は指摘している32。

Ⅳ

『ミクログラフィア』図版すべてに題を付し、該当テクスト頁を指示しさら

にフックの小さな過ち（観察3と12）を訂正して、『ミクログラフィア』出版

80年後の 1745年（と 1780年）に『ミクログラフィア修復』（Micrographia

Restaurata）を著した人物がいる。18世紀英国におけるフックの後継者ともい

うべき人物、ヘンリー・ベイカー（HenryBaker1698�1774）である。自然科学

者・博物学者であったベイカーは、1740年 1月に古物愛好協会（Societyof

Antiquaries）の会員、同年3月に王立協会会員になった。ダニエル・デフォー

（DanielDefoe1659/1661�1731）の末娘ソファイア（Sophia）と結婚したのは、1729

年のことであった。ベイカーの興味は、聾唖者教育、広範囲にわたる博物学関

連の収集、水晶のモーフォロジー研究など多彩であるが、とくに顕微鏡の普及

に大きく貢献した人物である。それ故、・aphilosopherinlittlethings・と呼ば

れた33。実際、ベイカー自身、顕微鏡実験を含む様々な分野についての研究報

告を『王立協会会報』（PhilosophicalTransactions1665～）に寄稿している。1742

「誠実な手と忠実な眼」26

32 Gordon3.

33 JohnNichols,LiteraryAnecdotesoftheEighteenthCentury,9vols.（London,1812�16）,

v（1812）276.HenryBakerに関しては、B.L・E.Turner,・HenryBaker,F.R.S.:

FounderoftheBakerianLecture・,NotesandRecordsoftheRoyalSocietyofLondon59

（1974�75）:53�79;GeorgeReubenPotter,・HenryBaker,F.R.S.（1698�1744）・,

ModernPhilology29（1932）:301�321.GeorgeS.Rousseau,TheLettersandPrivate

PapersofSirJohnHill,1714�1775（NewYork:AMSPress,1981）は、王立協会員

Bakerの詳しい活動状況を知るための重要文献。



年に出版された『やさしい顕微鏡』（TheMicroscopeMadeEasy）は、一般の人々

の間に非常な人気を博し、1743年、1744年、1754年、1769年と次々と版を

重ね、多くの言葉に翻訳された34。わが国でも京都在住の蘭学者新宮凉庭（1787

�1854）が、文化十年（1813）から文政元年（1818）にかけて長崎に留学中に、

「血論」という題でその一部を翻訳している35。ベイカーのもうひとつの顕微

鏡に関する著書は、『顕微鏡利用』（EmploymentfortheMicroscope,1753）である。

図版はない。内容的にも『やさしい顕微鏡』と重複するため与えるインパクト

は、『やさしい顕微鏡』に比べて格段に落ちる。ベイカーの顕微鏡的知見を反

映した詩『世界／宇宙』（TheUniverse,1727）は、「人間の傲慢をいましめるた

「誠実な手と忠実な眼」 27

34 Bakerに関してさらに興味深い事実のひとつは、TheSocietyforEncouragementof

Arts,Manufactures,andCommerce（1754）の創立メンバーのひとりであったこと

だろう。この芸術勧業協会は、「奨励金」（・premium・）を出して産業や技術、芸術

の振興に貢献した。Bakerの顕微鏡普及に一役かった様子もうかがわれる。Derek

HudsonandKennethW.Luckhurst,eds.,TheRoyalSocietyofArts1754�1954（London:

JohnMurray,1954）117参照。本稿の文脈で見逃すことのできないBakerの仕事に、

HenryStonecastleの名前で DanielDefoeと共同創刊した週刊誌 TheUniversal

Spectator（1728�1746）がある。第1号の執筆者はDefoeであった。TheSpectator

と「同じ目的を実践」（・aProsecutionofthesameDesign・）すべく刊行されたもの

であった。また、Bakerの人生において1人のやっかいな人物にJohnHill（c.1716

�1775）という博物学者がいる。一時期Bakerと親しくなったHillであるが、結局、

王立協会員になるために必要な数の推薦人を獲得できなかったことを恨みに思った

Hillは、それまで彼を庇護していた王立協会会長JohnFolkesやBakerを諷刺する

王立協会（『王立協会会報』批判も含む）批判の文書・AReviewoftheWorksof

RoyalSociety・（1751）を著した。その後HenryFielding（1707�1754）やChristopher

Smart（1722�1771）らと諷刺合戦をたびたび行った。王立協会批判の書は、William

Hogarth（1697�1764）の眼にもとまり、BeerStreet（1751）のなかで邪悪な書とし

てHillの書名が刻まれることになった（図６）。

35 新宮凉庭による翻訳Bakerの「血論」に関しては、クレインス・フレデリック

「新宮凉庭『血論』の研究」� 自筆草稿にみる翻訳過程 」、「科学医学資料

研究」297（1999）：1�8および�,307（1999）：1�13を参照。



めの哲学詩」（・aPhilosophicalPoemIntendedtorestrainthePrideofMan・）という副

題をもつ700行にもおよぶキリスト教弁証論的性格をもつ作品である。
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ExtendthynarrowSight:consultwithArt:

AndgladlyusewhatHelpsitcanimpart:

EachbetterGlasswilllargerFieldsdisplay,

AndgiveTheeScenesofLife,unthoughtof,tosurvey.

Assistedthus,whatBeautymay・stthoufind

InthousandSpeciesoftheINSECTKIND!

LosttothenakedEye,sowond・roussmall,

WereMillionsjoin・d,one*Sandwouldover-topthemall.36

図６．ウィリアム・ホガース
《ビール横町》
（WilliamHogarth,BeerStreet,1751）
画面右下に紐でくくられた4冊の本．
上から 2冊目に Hillの王立協会批判
の書名が見える．

36 HenryBaker,TheUniverse.APhilosophicalPoem.IntendedtorestrainthePrideof

Man（London:PrintedforJ.Worrall,1927）35�36.



べイカーは、上記引用の最終行に*を付して、次のような注釈をわざわざ追加

している。

フックの後継者とも言うべきベイカーは、こう言う 「自然の巨大な書物

を理解しようとするものは……自ら小文字（・littleLetters・）を熟知した人間

（・Master・）とならなければならない」37。「シラミやダニの眼は、何という拡大

力を備えていることか？ われわれ人間にもそれら微小物と同じ眼（・Glasses・）

があったなら、どれほど驚くべき発見がなされるか計り知れない」とベイカー

は嘆息する（当然のことながらベイカーのこの嘆きはポープには無縁である）38。ベイ

カーによれば、「レンズ」を取り込み再構築された身体（レンズと一体化した身

体）は、「狭い視覚／視野」（・narrowSight・）を拡大し、その結果、「いやなカ

エル、地を這うウジ虫」（・hatedToad,eachcrawlingWorm・）39をも「別の眼差し」
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（大意：狭い視野を拡げなさい．人工の力を借りなさい．人工が与える補助器具を

喜んで使用したらよい．優れた顕微鏡はより広い視野を与えそしてあなたに今まで

考えたこともなかった様々な人生模様を探求させるでしょう．この器具の力を得て，

どれほどの美を見出すことか，数千種類の昆虫類のなかに．これらの肉眼には見え

ない極微小生物がたとえ数百万個合体しても，1粒の砂の方が大きいくらいだ．）

Thoseexperience・dinObservationsontheInsectPartoftheCreation,bythehlepof

Glasses,willnotchargethiswithbeingonlyapoeticalLiberty,butacknowledgeitsreal

Truth.

（大意：顕微鏡による昆虫観察に慣れた人なら，これは詩的自由による表現ではな

く全くの真実であることを認めるであろう．）

37 HenryBaker,・Dedication・,TheMicroscopeMadeEasy（London:PrintedforJ.

Dodsley,1769）,HistoryofMicroscopeSeries（Lincolnwood,Ill.:ScienceHeritage,

1987）v.

38 MicroscopeMadeEasy230.

39 Universe33.



（・suchEyes・）40で眺めるようになる。その一方で、人工の最高傑作 細心の

注意を込めて彫った銅版画も完璧なヴェネツィア織り も、べイカーによれ

ば、欠点だらけのものに見えてくる。「人工の最高の力も所詮は不細工を隠し

ているだけのこと、我々の視力不足を欺いているにすぎない」（・theutmost

PowerofArtisonlyaConcealmentofDeformity,anImpositionuponourWantofSight・）

のであり、「人工の最高に誇るべき傑作も……［顕微鏡で覗けば］不格好でギザ

ギザだらけででこぼこしたものなのだ」（・mostboastedPerformancesofArt...ill-

shaped,rugged,anduneven・）41。

『やさしい顕微鏡』の正式題名は、以下の通りである。

長々とした説明的副題が付いている。これを見ても明らかなように『やさしい

顕微鏡』は、二部構成をなしており、第一部には、各種の顕微鏡の解説とその

用法が詳細に記述されている。第二部では、顕微鏡による広範囲にわたる種々

の発見についての報告がなされ、その中で血液の顕微鏡観察記録にも数章が当

てられている。但しそのすべてをベイカーが行ったわけではなく、レーウェン

フックの観察成果をそのまま受けているところも少なからずある。新宮凉庭は、
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TheMicroscopeMadeEasy:or,I.TheNature,Uses,andMagnifyingPowersofthebest

KindsofMICROSCOPESDescribed,Calculated,andExplained:FortheInstructionof

such,particularly,asdesiretosearchintotheWONDERSoftheMinuteCreation,tho・they

arenotacquaintedwithOptics.TogetherwithFullDirectionshowtoprepare,apply,exam-

ine,andpreserve,allSortsofOBJECTS;andproperCautionstobeobservedinviewing

them.II.AnAccountofwhatsurprisingDiscoverieshavebeenalreadymadebythe

MICROSCOPE:WithusefulReflectionsonthem.AndalsoAgreatVarietyofnew

Experimentsand Observations,pointing outmanyuncommon Subjectsforthe

ExaminationoftheCURIOUS.London,PrintedforJ.Dodsley.1769.（図７）

40 MicroscopeMadeEasy230.

41 MicroscopeMadeEasy296.



「血論」執筆のために第二部の4つの章（第7章から第10章）を翻訳している。

『やさしい顕微鏡』第二部におけるベイカーの顕微鏡観察記録の特徴は、先

ず図版の数が『ミクログラフィア』のそれに比して圧倒的にすくないことであ

る。観察記録自体もフックほど「細部」へのこだわりがないように思われる。

『ミクログラフィア』の二大特徴「精確な図版・挿絵」と「正確な記述」が、

フックほどには発揮されていない。図版の少なさのゆえに、『やさしい顕微鏡』

は、『ミクログラフィア』に比してかなり見劣りするものになっていることは

確かだろう。なによりも、『ミクログラフィア』の図版にはある種の芸術的価

値があるのに比して、『やさしい顕微鏡』の図版はいかにも稚拙だ（図８）。ベ

イカー自身も述べているように『やさしい顕微鏡』は、一般読者層を狙ったも
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図７．ヘンリー・ベイカー『やさしい顕微
鏡』1769年，表題頁
（Title Page, Henry Baker, The
MicroscopeMadeEasy,1769）



のであった。ベイカーは、少数の裕福な人々のみならずすべての人に顕微鏡実

験を勧める。 顕微鏡は、「分かりやすくて楽しい」（・intelligible,and

pleasant・）ものだと主張する。扱う対象もフックにはないものが多い。例えば、

「ポリプ」「水中に住む微生物」「血液」 「血液循環」や「血液運行」に関す

るもの などは、フックの書にはない。とくに「ポリプ」の実験と研究は、

この時代に頻繁になされたものらしく、「電気」実験などと共に、「公開科学実

験」（publicdisplay）の目玉のひとつであった42。『やさしい顕微鏡』におけるベ
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図８．ヘンリー・ベイカー『やさしい顕微
鏡』図譜
（・figures・,HenryBaker,The
MicroscopeMadeEasy,1769）

42 Polypの顕微鏡観察に関しては、スイス出身の博物学者AbrahamTrembley（1710

�1784）による実験がとくに有名である。CromwellMortimer,SomePapersLately�



イカーには、フックの「序文」に見られたような「肉眼」に依存することに対

する批判や懸念はもはや見られないし、われわれは堕落した存在でありそれを

補助するために「レンズ」が必要である、といった意識もみられない。顕微鏡

讃歌は当然のことであり、むしろ虫になりたい 「シラミやダニの眼は何と

いう拡大力を備えていることか？ われわれ人間にもそれら微小物と同じ眼が

あったなら、どれほど驚くべき発見がなされるか計り知れない」43 と嘆く

のである。いかに優れた芸術作品でも、それが人工のものである限り、顕微鏡

で見れば歪みと不完全さが露わになる。一方、自然界においては、どんなにさ

さやかでどんなに小さなものにであれ、われわれは「創り主の知恵、力そして

偉大さ」（・Wisdom,Power,andGreatnessoftheirAuthor・）に気づかされ、そこに

「美と完璧さ」（・BeautyandPerfection・）を発見する。昆虫を調べてみれば、そ

の器官のすべてにわれわれは、「均整、精密、均一、対称」（・Proportion,

Exactness,Uniformity,andSymmetry・）を見て取るだろう44。最も卑しいものにも

あるいは卑しいものにこそ、神の栄光が満ちているというわけだ45。

ベイカーの「視覚」は、内省的であり公的性格を帯びることは滅多にない。

このように敬虔なベイカーの『やさしい顕微鏡』における観察記録の特徴のひ

とつは、観察対象の苦痛に満ちた殺戮的暴力的場面を描くときのベイカーの

「覗き趣味的・窃視的」態度であり、まるでそのような場面を「快楽」を伴っ
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�ReadbeforetheRoyalSocietyConcerningtheFresh-waterPolypus（London:1743）;

GeorgeAdams,・ChapterXXXIV・,MicrographiaIllustrata,orTheKnowledgeofthe

MicroscopeExplain・d（London;1766）138�165;HenryBaker,AnAttempttowarda

NaturalHistoryofthePolype（London:1743）.公開科学実験に関しては、Simon

Schaffer,・NaturalPhilosophyandPublicSpectacleintheEighteenthCentury・,History

ofScience,xxi［1983］:1�43.

43 MicroscopeMadeEasy230.

44 MicroscopeMadeEasy297.

45 JohnRay,TheWisdomofGodManifestedintheWorksoftheCreation（London:

SamuelSmith,1691）も参照。



て「見ている」ことである。顕微鏡的眼が「ポルノグラフィック」であること

は、『ミクログラフィア』についても既に指摘されている。肉眼では見ること

のできない不可視の世界を一方的に覗き見る視姦症的な視線を与えられた顕微

鏡学者の特権的喜びは、確かに隠微なものではあるだろう。『やさしい顕微鏡』

第二部第10章「血液の運行と循環を見る方法」（・OfViewingtheCurrentandthe

CirculationoftheBlood・）は、カエルを使って血液の流れを実験した観察記録で

ある。「太陽顕微鏡」（・SolarorCameraObscuraMicroscope・）を用いての実験では、

先ずカエルをフレームの上に置いて解剖する 「カエルの尻から喉にかけて

の皮を割き、両脇に鋏をいれ、釣り針をその両角に刺す……次にこのカエルを

顕微鏡下に置き開示する……」。ベイカーは、レンズを通して見たカエルの動

脈と静脈その中を流れる血液の様子を次のように描写する。

上の3つの引用からも明らかなように、ベイカーは、顕微鏡下に露わにされ

た状況を精確に記述するだけでなく、目の前に置かれた風景画を見ているよう
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1. ...presentedontheScreenamostbeautifulPictureoftheVeinsandArteriesin

theSkin,withtheBloodcirculatingthroughthem.46

（大意：スクリーン上には，血液が循環する皮膚下の静脈と動脈のとても美しい

光景が照らし出される．）

2. NoWordscandescribethewonderfulScenethatwaspresentedbeforeourEyes!

（大意：われわれの眼前に提示されたこの美しい光景を描写する言葉が見つから

ない！）

3. Inshort,itappearedlikeabeauteousLandscape,whereRivers,Streams,andRills

ofrunningWaterareeverywheredispersed.

（大意：要するに，それは，河，小川，そして細流があちこちに点在する美しい

風景画のようだった．）

46 MicroscopeMadeEasy134,135,136.



な記述をする。まるで「苦痛を見る快楽」を堪能しているかのようだ。太陽顕

微鏡は、対象物の拡大図をスクリーンに映し出すことができる種類の顕微鏡で

あり、このとき観衆もまた「カエルの構造を見る喜び」（・thePleasureofviewing

theirStructure・）をベイカーと共有する。こうして、身体的苦痛を風景画へと

変容させるというベイカーの審美的記述の手法は、観察者と被観察者との感情

的・倫理的関係を剥奪するためのテクニック、苦痛の光景と自分自身との間に

距離を置くための技巧となる。顕微鏡は、神の栄光を人間により明確に知らし

めるべく大いに貢献してきた。理神論的観点から微小な生物にも神の偉大さが

現れていると主張すべく利用されてきた 「福音書主義的顕微鏡」

（・EvangelicalMicroscope・）とジェイムズ・ハーヴェイ（JamesHervey1714�1758）

は呼んでいる47 し、ベイカーの『世界／宇宙』を読めば、ベイカーが如何

に創造主を讃えるべく顕微鏡による成果を利用しているかがわかる。その敬虔

なキリスト者であるはずのベイカーが、このようにたとえ動物といえども、苦

痛に満ちた殺戮場面を「快楽」を伴って「見ていた」ことは注目すべきである。

最後に、ベイカーにおける「レンズのレトリック」と「博物学的表象のレト

リック」に言及しておきたい。ベイカーには、フックやパワーのような顕著な

肉眼主義批判は殆ど見られない。無論「このレンズを用いれば、裸眼よりも

80倍も近くに見える」などといった表現が時々挟まれることはある48。しかし

むしろ、ベイカーには、ひたすら対象物の内側へ内側へと海図なき矛盾に満ち

た暗闇を視覚的表象を求めて彷徨する旅人という印象がある。従って、ベイカー

は、アディソンのように、レンズという視覚手段を意識的に外に対してあるい

は社会に対して向けようとはしない。「レンズのレトリック」という意識は、

ベイカーにあっては大きな比重を占めることはなく、既にベイカーとレンズは
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47 JamesHervey,MeditationsandContemplations.InTwoVolumes（7th ed.London:

PrintedforJohn&JamesRivington,1755）183.

48 MicroscopeMadeEasy33.



一体化してしまっているのである。ベイカーの関心は、むしろ「博物学的表象

のレトリック」に傾いているように見える。先にも指摘したように、フックと

比較してベイカーの図版の稚拙さは紛れもないが、「言葉」による対象物

とくに循環する血液、精子、蜂の針、ポリプなど の描写は断然生彩を帯び

ている。

「顕微鏡的眼」は、ジョナサン・スウィフト（JonathanSwift1667�1745）の

『ガリバー旅行記』（Gulliver・sTravels,1726）にも受け継がれていることは、周知

のことである。エピグラフとして掲げた、「無垢の兆し」（・Auguriesof

Innocence・,?1807）の有名な冒頭4行からも明らかなように、「顕微鏡的眼」は、

重要な仕方でウィリアム・ブレイク（WilliamBlake1757�1827）作品を特徴づけ

ていると考える49。19世紀後半のアルフレッド・テニソン（LordAlfredTennyson

1809�1892）やラファエロ前派の芸術家たち、あるいはロバート・ブラウニン

グ（RobertBrowning1812�1889）やジェラルド・マンリー・ホプキンズ（Gerard

ManleyHopkins1844�1889）といったヴィクトリア朝期の詩人たちは、個別的か

つ具体的な細部描写（・minuteparticulars・）で彼らの詩的空間を埋めながらも、

なお「顕微鏡的眼」が与える断片的で一貫性を欠いた知識には絶えず不安を抱

かざるを得なかった。視覚の旅人として、肉眼を超えた微小物のさらなる細部

に神の栄光をはっきりと認めることができたベイカーは、彼らとは対照的に、

かなり楽天的であったと言わざるを得ない。
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49 Micrographiaに掲載された・Flea・（Schem.XXXIV）の図版が、ブレイクの絵A

GhostoftheFlea（1828）の確かな視覚的出典（ソース）であることは、夙に指摘さ

れている。本稿冒頭に掲げた・AuguriesofInnocence・からの引用も、博物学的・顕

微鏡的文脈を無視しては十全な理解は得られない。Blakeと顕微鏡的眼に関しては、

別稿を用意してある。




