


ごあいさつ 

第３回「ベルギー学」シンポジウム―⽇本とベルギーの交流史― 

2016 年、⽇⽩交流 150 周年を記念して、私たちは「ベルギー学」の構築を掲げて国際シ
ンポジウムを開催しました。この国際シンポジウムの成功を受け、2018 年には相互理解の
さらなる深化を⽬指して「⽇⽩交流の“いま”」をテーマとした第 2 回⽬の国際シンポジウム
を国内外の⼈々とともに⾏ないました。このシンポジウムも多くの参加者に恵まれ、好評を
得ました。

2 度の国際シンポジウム開催を通し、私たちは⽇本とベルギーとの友好関係・相互理解を
さらに深めることに⼤きな意義を感じました。そこで、あらためて現在の友好関係がどのよ
うに築かれてきたのかについての知⾒を広く分かち合うために、交流の歴史を振り返る国
際シンポジウムを今回企画しました。学術、⽂化・芸術・外交関係、⺠間交流などの分野か
ら⻑きにわたる両国の交流史を振り返ることで、現在の絆をより強めることができるでし
ょう。また現在の友好関係づくりに尽⼒した⼈々の⾜跡をたどることから学ぶことも少な
くありません。今回、学術的に交流史を振り返るとともに、友好関係の歩みに関する知⾒を
これまで以上に多くの⼈々と共有することで両国の相互理解をさらに深めることにつなげ
たいものと思います。 

⼭⼝ 博史 
第 3 回「ベルギー学」シンポジウム実⾏委員会委員⻑ 

徳島⼤学 

⽇時 2021 年 12 ⽉ 11 ⽇（⼟）9:30-17:15 
会場 オンライン開催 
主催 第 3 回「ベルギー学」シンポジウム実⾏委員会 
   上智⼤学ヨーロッパ研究所 

共催 ⽇本ベルギー学会 
   ベルギー研究会 

後援 駐⽇ベルギー王国⼤使館 
アーツフランダース・ジャパン
公益財団法⼈ ⿅島学術振興財団
ベルギー王国フランス語共同体政府国際交流振興庁（WBI）
⽇本・ベルギー協会
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Greetings 

The 3rd Symposium for Belgian Studies: Histories of Japan-Belgium Relations 

  In 2016, we organized an international symposium for the establishment of “Belgian 
Studies” to commemorate the 150th anniversary of friendship and diplomatic relations 
between Japan and Belgium. Spurred on the success of this symposium, we organized a second 
international symposium based on the theme of “Ongoing exchanges between Belgium and 
Japan” to deepen mutual understanding between the two countries, an event that was 
attended by participants from overseas and Japan. The symposium was well-attended and 
enjoyed a favorable reception. 
  The strong sense of the significance of deepening friendly relations and mutual 
understanding between our countries that we gained from the two symposiums has prompted 
us to organize a third international symposium based on the theme of the histories of 
exchanges between the two countries with the aim of sharing knowledge on how the current 
friendship between our countries has grown. We hope that looking back on the long histories 
of exchanges between the two countries in the domains of academics, arts and culture, 
diplomatic relations and non-governmental interchanges will further strengthen our current 
ties. Moreover, we have much to learn from the those who have made efforts to build the 
current bilateral friendship. We hope that the third symposium will give us the opportunity to 
further deepen mutual understanding between the two countries by looking back at the 
histories of exchanges from an academic perspective and sharing knowledge of the 
development of friendship with more people than ever before. 

YAMAGUCHI Hiroshi 
President of Executive Committee for The 3rd Symposium of Belgian Studies 

Tokushima University 

Date/ Time 11th December, 2021/ 9:30-17:15 
Venue  Online 
Organizer : Executive Committee for The 3rd Symposium for Belgian Studies 

European Institute Sophia University 

Co-organizer :  Belgium-Japan Academic Society 
Japanese Association for Belgian Studies 

Supported by:   Embassy of Belgium in Tokyo 
   ARTSFLANDERS Japan 

THE KAJIMA FOUNDATION 
Wallonie-Bruxelles International 
The Japan-Belgium Society 

2



プログラム Program 

Zoom 開室 Opening of the Zoom room 9:00 
全体進⾏/Facilitator 

⼭⼝ 博史/ YAMAGUCHI Hiroshi 

(第 3 回「ベルギー学」シンポジウム実⾏委員会委員⻑/徳島⼤学 
President of Executive Committee for the Third Symposium of 

Belgian Studies/ Tokushima University） 

開会挨拶 Opening Greetings 9:30-10:00   
北原 和夫（国際基督教⼤学名誉教授） 
KITAHARA Kazuo (Emeritus Professor, International Christian University) 

曄道 佳明（上智⼤学学⻑） 
TERUMICHI Yoshiaki (President, Sophia University) 

市之瀬 敦（上智⼤学ヨーロッパ研究所所⻑） 
ICHINOSE Atsushi (Director, European Institute Sophia University) 

エリザ・カスタルド（駐⽇ベルギー王国⼤使館公使参事官）
Elisa CASTALDO (Minister-Counsellor, Embassy of Belgium in Tokyo) 

中條 健志（第 3 回「ベルギー学」シンポジウム実⾏委員会副委員⻑/東海⼤学） 
CHUJO Takeshi（Vice President, Executive Committee for The 3rd Symposium of Belgian 

Studies/Tokai University） 

基調講演 Keynote Lecture  10:00-11:30

10:00-
10:40 

駐⽇ベルギー⼤使館の歴史 
The History of the Embassy of Belgium in Japan 

奈良岡 聰智（京都⼤学） 
NARAOKA Sochi（Kyoto University） 

司会 Chair 
縣 由⾐⼦ 

(慶應義塾⼤学) 
AGATA Yuiko 

(Keio University)

休憩 Break 10:40-10:50   

10:50-
11:30 

A Humble Policy Entrepreneur in a Changing Society: About Sufu 
Kōhei's Belgian Roots in Promoting the Rule of Law in Meiji Japan 

変化する社会における謙虚な政策起業家:周布公平の明治⽇本での法の⽀

配推進活動とベルギーについて 

ディミトリ・ヴァンオーベルベーク（東京⼤学） 
Dimitri VANOVERBEKE（The University of Tokyo） 

司会 Chair
縣 由⾐⼦ 

(慶應義塾⼤学) 

AGATA Yuiko 
(Keio University)

昼⾷ Lunch Break   11:30-12:30  
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研究発表 Session  12:30-16:00 

12:30-
13:00 

F. -J. フェティスの著述における⽇本⾳楽: フェティス没後 150 周
年に寄せて

Japanese Traditional Music in the Writings of F. -J. Fetis : On the Occasion 

of the 150th Anniversary of His Death 

⼤迫 知佳⼦（広島⽂化学園⼤学/ブリュッセル⾃由⼤学） 
OSAKO Chikako（Hiroshima Bunka Gakuen University/ 

Université libre de Bruxelles） 

司会 Chair 
吹⽥映⼦ 

(⾃治医科⼤学) 

SUITA Eiko 

(Jichi Medical 

University)

13:00-
13:30 

ルネ・マグリットの⽇本での受容―デザインとの関係を通して
René Magritteʼs Perception in Japan - Through the Relationship of Design

利根川 由奈（⽂教⼤学） 
TONEGAWA Yuuna (Bunkyo University) 

休憩 Break 13:30-13:40  

13:40-
14:10 

芥川⿓之介とベルギー 
How R. Akutagawa Read Belgian Literature? 

澤⻄ 祐典（⿓⾕⼤学） 
SAWANISHI Yusuke（Ryukoku University） 

司会 Chair 
吉村和明 

(上智⼤学) 

YOSHIMURA 

Kazuaki  

(Sophia University)14:10-
14:40 

昭和初期における東京市富⼠⼩学校の教育とドクロリー・メソッ
ドの思想史的交渉 

The Impact of the Decroly Method at the Fuji Elementary School in Japan 

During the Early Showa Period: A Historical Perspective on Education 

渡邉 優⼦（⽂教⼤学) 
WATANABE Yuko（Bunkyo University） 

休憩 Break 14:40-14:50   

14:50-
15:20 

ベルギーで学んだ最初の⽇本⼈は誰か？−いつ、何処で、何を− 
Who Was the First Japanese Who Studied in Belgium ?: 

When, Where and What 

武居 ⼀正（福岡⼤学） 
TAKESUE Kazumasa (Fukuoka University) 

司会 Chair
⻑島純 

（防衛⼤学校） 

NAGASHIMA Jun 

（National Defense 

Academy of Japan）

15:20-
15:50 

⻄ヨーロッパの⼗字路、リエージュの伝統産業と⽇本の安全保障 
Japanese National Security and Traditional Industries of Liège, European 

Crossroad 

稲岡 正記（住友商事株式会社) 
INAOKA Masaki (Sumitomo Corporation）           

休憩 Break 15:50-16:00  



パネルディスカッション Panel Discussion  16:00-17:00   

⽇本とベルギーの交流の歴史とこれから 
Histories of Japan-Belgium Relations and Their Future 

ディスカッサント Discussants 
上⻄ 秀明（ヘント⼤学） 
UENISHI Hideaki（Universiteit Gent） 
奈良岡 聰智（京都⼤学） 
NARAOKA Sochi（Kyoto University） 
ディミトリ・ヴァンオーベルベーク（東京⼤学） 
Dimitri VANOVERBEKE（The University of Tokyo） 

進⾏
Moderator 
岩本和⼦ 

(神⼾⼤学) 
IWAMOTO 

Kazuko 
(Kobe University)

閉会挨拶 Closing Remarks 17:00-17:15 
⼭⼝ 博史（第 3 回「ベルギー学」シンポジウム実⾏委員会委員⻑/徳島⼤学）  
YAMAGUCHI Hiroshi（President of Executive Committee for the Third Symposium of Belgian Studies/ 
Tokushima University） 

※ 英語での発表に通訳はありません。
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駐日ベルギー大使館の歴史  
The History of the Embassy of Belgium in Japan 

 
奈良岡聰智（京都大学）  

NARAOKA Sochi (Kyoto University) 
 

 現在東京の都心には、各国の大使館が立ち並んでいる。どの大使館にも

その国の文化や日本とのこれまでの関係が刻み込まれているが、ベルギー

大使館は、とりわけ魅力的で興味深い歴史を持っている。本講演では、前

身の公使館時代を含めて 155 年にわたるベルギー大使館の歴史をたどるこ

とで、ベルギー大使館がこれまで果たしてきた役割や両国の交流のあり方

について考えてみたい。 

 ベルギーは 1866 年に日本と国交を結んで以来、品川（1870－74 年）、横

浜（1874－93 年）を経て、永田町（1893 年－1929 年）、麹町（1929 年－）

に公大使館を置いてきた。このうち横浜時代については、ディルク・デル

イベル氏が中心に作成した冊子 THE BELGIAN LEGATION IN YOKOHAMA 在横

浜ベルギー公使館 1874-1893, 駐日ベルギー大使館、2009 年が発行されて

おり、永田町に移転した後の歴史については、拙稿「駐日ベルギー大使館

の 140 年」(1)-(4)（『日本・ベルギー協会会報』74-77 号、2008 年 5 月－

2009 年 12 月）などが考察している。本講演は、永田町移転後のベルギー

公大使館の歴史を、近年の研究の進展も踏まえて検討していく。 

 1893 年にベルギー公使館が移転した建物は、元大久保利通 本邸であっ

た。この歴史的に由緒ある建物を通して日本とベルギーの関係は深まり、

1921 年には公使館が大使館に昇格した。講演ではこの間の経緯や邸宅の様

子を、特に第一次世界大戦中から戦後にかけての両国関係の変化、新国会

議事堂建設を発端とした移転の経緯に焦点を当てつつ、分析する。 

 1929 年にベルギー大使館が移転した先は元加藤高明邸で、ジョサイア・

コンドルが設計した建物であった。政界、外交界、実業界に豊富な人脈を

持つ加藤の邸宅には、多くの知友が集い、俗に「番町屋敷」と称されてい

た。庭園には美しい芝生が広がっており、社交の場として活用されていた

ようである。本講演では、豊富に残されている建物の史料（写真、図面）

を用いながら、昭和初期の大使館の様子を紹介する。 

 麹町にあったベルギー大使館は、1945 年に惜しくも空襲のため焼失し

た。戦後大使館は、一時的に目白の徳川義親邸に移転した後、1960 年に元

の敷地に再建された。この間の経緯についても、建物の史料（写真、図

面）がある程度残されており、講演ではその経緯および以後日本・ベルギ

【基調講演/ Keynote Lecture】
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ー両国が文化交流を深めていった様子について検討する。また、2007 年に

この建物が取り壊され、2009 年に現大使館が竣工するに至った経緯につい

ても紹介する。 

 なおベルギーは、1928 年には「夏の霞ヶ関」と称されていた避暑地・日

光に大使館別荘を取得している。この別荘は現在も使用されており、2018

年には建築 90 周年を記念して初めて一般公開が行なわれた。講演の最後

に、従来あまり知られてこなかったこの大使館別荘についても考察を行い

たい。 

 
Abstract 
There are a lot of embassies in the center of Tokyo. Each embassy reflects its own 
culture and has interesting history of its relations with Japan, and among them the 
Belgian embassy has a particularly fascinating story. This lecture will trace the 
history of the Belgian Embassy over the last 155 years, including the time of its 
predecessor, the legation, and examine the role it has played and the way of 
exchange between the two countries. 
Since Belgium established diplomatic relations with Japan in 1866, it has had the 
legation or the embassy in Shinagawa (1870-74), Yokohama (1874-93), Nagata-
cho (1893-1929) and Kojimachi (1929-). The Yokohama period is covered by the 
booklet, THE BELGIAN LEGATION IN YOKOHAMA 1874-1893, the Belgian 
Embassy in Japan, 2009, which was edited mainly by Mr. Dirk DE RUYVER, and 
the Nagata-cho and Kojimachi period is discussed in my article "140 years of the 
Belgian Embassy in Japan" (1)-(4) in Bulletin of the Japan-Belgium Society, 
Vol.74-77, May 2008-December 2009. This lecture will examine the history of the 
Belgian Legation and Embassy mainly after its move to Nagata-cho, considering 
recent developments in research. 
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A Humble Policy Entrepreneur in a Changing Society: About Sufu Kōhei's 

Belgian Roots in Promoting the Rule of Law in Meiji Japan 

 

Dimitri VANOVERBEKE (The University of Tokyo) 

 

The point of departure of this presentation is Japan in the Bakumatsu era and more specifically 
the year 1851 when Sufu Kōhei was born. The location is the domain of Chōshū in south-west 
of Japan’s main island of Honshū. There, strategies were prepared to increase the national 
reach of the domain. It was at that time that Sufu Kōhei was born into the house of a well-
known family in the domain. Sufu would grow up in turbulent times and become a source of 
knowledge and an important policy entrepreneur in the shadow of the powerful oligarchs 
trying to find good practices in the world to consolidate the power of the new Meiji regime. 
Legal Historian have paid little attention at the role that common people who were not 
educated experts in their field nor political elite, have played in the development of Japan’s 
key institutions. The process of transplantation and translation of the rule of law into Meiji 
Japan is a fascinating story and very relevant to understand how the judiciary operates in 
today’s Japan. Sufu, a humble policy entrepreneur brought the Belgian good practices to the 
attention of Meiji Japan’s leaders at a very early stage. 
 
Sufu Kōhei left Yokohama when he was twenty years old, in 1871. He was sent by the 
government to study politics in France. His journey went through America where he arrived 
in April 1871 and met with Itō Hirobumi who was in America and immediately advised him 
to change his destination from France to Belgium. Thanks to support from the Belgian 
embassy, arrangements were swiftly made. Sufu or Mr. Suf as he was called in Belgium arrived 
in Belgium in June 1871 where he would stay until October 1874. As a zealous student at the 
Athénée Royal de Bruxelles, he learned French and was educated in the institutions of this 
small country surrounded by powerful empires that had proven that its key institution such as 
the rule of law had consolidated the new regime and guaranteed independence in a globalizing 
world. Young leaders like Itō Hirobumi needed sources of information like Sufu who could 
assist them with designing institutions to maintain domestic order and restore independence 
by renegotiating the so-called unequal treaties. The window of opportunity for Sufu’s ideas 
and knowledge about Belgium was wide open in the 1870s. 
 
Sufu published one of the first introductions to Belgian institutions (白耳義国志) in 1877 and 
promoted the importance of the rule of law like he learned in Belgium. Sufu’s introduction to 
Belgium was not revolutionary but it was reflective of a dedicated view that clear and 
enforceable legal norms are essential for the proper operation of a country where people are 
often remote geographically but also remote from each other because of, for example, the 



often remote geographically but also remote from each other because of, for example, the 
diversity in languages they speak and the political ideas they believe in. This situation of lack 
of unity and remoteness among the people in a new nation-state was very similar to what early 
Meiji Japan with the change from domains to prefectures experienced. Sufu’s stay in Belgium 
was also at the origin of his insight that international trade was allowing countries to grow and 
prosper so that a solid economic foundation for stability could be ensured. To create a level 
playing field in interntional trade, legal norms were key and here Belgium also played an 
important role by means of host of conferences related to international law. The important 
Congres International de Droit Commercial D'Anvers (the first one in 1885 and the second in 
1888), for example, was one of the main platforms for discussion on how to establish global 
legal norms for international trade. Twice Japan was represented by Sufu Kōhei. 
 
In the 1880s Sufu was still one of the main sources of knowledge for Itō Hirobumi about legal 
developments and practices related to the institutions in Belgium that still was considered an 
important inspiration for Meiji Japan’s efforts to establish modern institutions. Gradually, 
however, the importance of Belgium would decrease in favour of the German model, 
especially in the field of law. This resulted in tensions between Sufu and the German legal 
advisor for the Japanese Government, Hermann Roesler, who was assigned the task to 
establish the Japanese Code for Commercial Law in the 1881. The window of opportunity for 
Sufu, the key source for knowledge about Belgium, was closing quickly in a changing social 
context where the new sources for legal knowledge were from the 1890s onwards coming from 
powerful empires and graduates from Imperial Universities.  
 
In what can be called a third stage of Sufu’s life, in the late 19th and early 20th century, he takes 
on a role as a politician, becoming a member of the House of Peers (貴族院) and Governor of 
Hyōgo and Kanagawa and still in a rather quiet and humble way, tries to promote the rule of 
law and the importance of global legal standards in a Japan that was changing fast and where 
shifts in the power balance made it very difficult for policy entrepreneurs like Sufu to maintain 
a voice. Through the various stages of the life of Sufu we will try to show how a changing 
international and domestic context can make public life for a humble policy entrepreneur with 
a Belgian background, turbulent but also offer unexpected opportunities for impact on the 
national scene.   
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F. -J. フェティスの著述における日本音楽 :  
フェティス没後 150 周年に寄せて  

Japanese Traditional Music in the Writings of F. -J. Fétis:  
On the Occasion of the 150th Anniversary of His Death 

 
大迫知佳子（広島文化学園大学 /ブリュッセル自由大学）  

OSAKO Chikako（Hiroshima Bunka Gakuen University/ 
Université libre de Bruxelles）  

 
1. 序  

F. -J. フェティス（1784-1871）は、独立後のベルギー音楽界に大きな影響
力を揮ったモンス出身の音楽理論家である。彼の音楽理論は、音楽における

核概念「調性」を明確に定義づけた最初期のものであり、その理論的特徴の

一つに、日本を含むあらゆる国（民族）の音楽に固有の「調性」を認めた点

が挙げられる。しかし、上記のような特徴を持つフェティスの理論に関する

研究のうち、日本音楽を巡る理論に対する研究はほとんどなく、「西洋への

日本音楽普及の黎明」という文脈で、その著書名に言及されるにとどまって

いる（Sestili 2002: 93）。  
本発表では、フェティス著『総合音楽史』（1869-76, 全 5 巻）における日本
音楽に関する記述を、周辺の関連記述と併せて読み解く。それによって、彼

が日本音楽をどのように伝え、自身の理論にどのように位置づけていたのか

を探り、西洋への日本音楽普及が本格化し始めたこの時期にフェティスが果

たした役割について考察したい。  
 
2. フェティスの記述に見られる日本音楽  
フェティスは 1869 年に、自身の音楽研究の集大成ともいえる『総合音楽史』

の出版を開始している。この書の中で、彼はあらゆる国の音楽について詳細

かつ体系的に論じており、日本音楽の項では、日本の楽器、音楽作品、音楽

理論、そして日本人の音楽習慣などについて言及した。例えば、楽器に関して

は、同郷人である A. サックス（ 1814-1894）のコレクションに基づく挿絵とと
もに、箏（ kollo[sic]）、三味線（ samsin[sic]）、太鼓などの構造、材質、奏法など
についてのある程度正確な解説が見られる。音楽理論に関しては、既に、 1849
年の『和声の理論と実践の総論』第 3 版の中で、中国や韓国などと同様の調性
システムに基づくものとして、日本のいわゆる「ヨナ抜きの音階」についての

説明がなされている。さらに『総合音楽史』においては、P. F. B. フォン  シー
ボルト（ 1796-1866）が採譜し、 J. キュフナー（ 1776-1856）が編曲した日本の
音楽作品をフェティス自ら分析して、日本と中国の調性システムは異なる可能

性があるという立場から記述を更新し、さらに詳細な考察を加えている。  
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これらの中で、フェティスは日本を文明の発展した国と認め、日本音楽やそ

の理論と西洋のそれとの類似点にも言及しつつ、日本音楽は西洋音楽と比較し

て「あまり洗練されていない」（Fétis 1869: 85）、「聴きづらい」（Fétis 1849: xxi）
音楽であるという考えに基づいて論を進めていることも窺える。  

 

3. まとめ  

フェティスは、日本音楽について詳細に論じており、早くも 1840 年代から、

西洋における日本音楽やその理論の普及・研究に寄与していたと考えられる。

しかし、これらの論は、西洋音楽が、日本音楽に比べて優れたものであるとい

う位置づけに拠るものであった。したがって、フェティスの日本音楽に関する

著述は、西洋における日本音楽普及の一端を担う一方で、日本音楽と西洋音楽

との相違を明確にし、彼が理想とした「唯一つの音楽芸術」、つまり西洋芸術を

正当化する役割を担っていたと考えることができる。  

 

Abstract 
François-Joseph Fétis (1784-1871), born in Mons, was an influential music 

theorist of the 19th century, especially in Belgium. He was one of the earliest theorists 

to define the concept of tonality. Also of particular interest are his remarks that music 

is dependent upon nation and culture and that theories of music should take into 

consideration their objects’ national, cultural, and historical backgrounds. Though 

Fétis refers to Japanese traditional music and music theory in his writings, Traité 
complet de la théorie et de la pratique de l’harmonie  (1849), Histoire générale de la 
musique  (1869) etc., little previous research has focused on this aspect. 

    The aim of this presentation is to explore Fétis’ role in diffusing knowledge of 

Japanese traditional music to late 19th century francophone readers and to examine 

his thoughts on Japanese traditional music by focusing on his writings. These writings 

contain an interesting contradiction, for although they played an important role in the 

diffusion of Japanese music they also served to justify the superiority of Western 

music. 

 

引用文献  

・Fétis, François-Joseph. 1849. Traité complet de la théorie et de la pratique de 
l’harmonie (4e  ed.). Paris: Brandus. 

・――――― .  1869-1876. Histoire générale de la musique depuis les temps les plus 
anciens jusqu’à nos jours .  Paris: Firmin-Didot: 5 tomes. 

・Sestili, Daniele. 2002. “A Pioneer Work on Japanese: "La Musique au Japon" (1878) 

and its Author, Alessandro Kraus the Younger,” Asian Music.  33(2): 83-110. 
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ルネ・マグリットの日本での受容―デザインとの関係を通して  
René Magritte’s Perception in Japan: 
Through the Relationship of Design 

 
利根川由奈（文教大学） 

TONEGAWA Yuuna (Bunkyo University) 
 

本発表では、日本のマグリット作品の受容の様態を、主に1970年代以降の

時代から考察し、明らかにすることを目指す。  
この時代区分としたのは、1970年代から80年代にかけて、日本では多くの

マグリット展覧会が開かれ、かつ、多くのマグリットに関する批評が行わ

れたために、2021年現在の日本のマグリット受容の在り方に影響を与えて

いるからではないか、と推察したためである。  
日本のマグリット受容に関する先行研究は、美術史と広告史とで分けられ

る。前者においては、シュルレアリスム研究の一環として、ルッケル瀬本

阿矢と速水豊が行っている。また、後者においては、藤井智佳子がマグリ

ットの代表作《大家族》に見られるような青い空と白い雲のイメージがい

かに日本での広告イメージとして拡大したのかという観点から検討してい

る。藤井の論考は、1970年代以降、日本の広告業界で空のイメージが流行

した現象について、池田満寿夫の批評を用いつつ、日本の文化的変容の観

点から論じた点で斬新であった。池田満寿夫は、彼と同時代の作家の美術

批評を残しており、マグリットについての論考も執筆している。  
しかしながら発表者は、上記二者の観点とは異なる、グラフィックデザイ

ンの文脈でのマグリット受容を、福田茂雄作品との関連から検討したい。

福田茂雄は、1970年代から90年代まで第一線で活躍した、戦後日本のグラ

フィックデザインを代表するデザイナーである。本発表で福田を検討対象

にするのは、彼の作品はマグリットとの類似を思わせるものが多くあるこ

と、福田はマグリットに関する論考を多数残していること、の二点の理由

のためである。  
具体的には、マグリットの絵画作品と福田繁雄のグラフィックデザイン作

品の造形的な比較と、福田のマグリット評の分析を通して、マグリットが

福田のグラフィックデザインに与えた影響について考察する。最終的に、

福田のグラフィックデザインが、現代のマグリット受容の素地となってい

る可能性についても言及する。  
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Abstract 
In this presentation, I aim to examine and clarify the mode of acceptance of 
Magritte's works in Japan, mainly from the 1970s and beyond. 
This periodization was made based on the way Japan accepts Magritte as of 2021 
because many Magritte exhibitions were held in Japan from the 1970s to the 
1980s and many criticisms were made about Magritte. This is because it was 
speculated that it might have an effect.  
In particular, I will consider the influence of Magritte on Shigeo Fukuda's 
graphic design through a figurative comparison between Magritte's paintings and 
Shigeo Fukuda's graphic design works, and an analysis of Fukuda's critique of 
Magritte. Finally, I also mention that Fukuda's graphic design may be the basis 
for modern Magritte acceptance. 
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芥川龍之介とベルギー 

How R. Akutagawa Read Belgian Literature? 
 

澤西祐典（龍谷大学） 

SAWANISHI Yusuke（Ryukoku University）  

 

１．『死都ブリュージュ』への漸近 

 芥川龍之介は文筆活動の初期、「柳川隆之介」というペンネームを用いた。

これは、芥川が敬愛する北原白秋の本名・隆吉と故郷・柳川に由来する。白

秋は『思ひ出』（1911）で、故郷・柳川を「静かな廃市」と評しており、Georges 

Rodenbach の著作からの影響が指摘されている。芥川は、白秋の郷里への視

座を受け継ぎ、自らの〈故郷〉である大川（隅田川）について随筆「大川の

水」（1914）を発表した。この随筆には「ダンヌンチヨ」や「ホフマンスタ

アル」、「河竹黙阿弥」といった古今東西の作者・作品が多数引用され、白秋

からの影響の他、永井荷風『海洋の旅』（ 1911）を下敷きにしたことが定説

となっている。荷風は『海洋の旅』のほか、『冷笑』（1909）でも Rodenbach

の名を挙げ、同作者の代表作『死都ブリュージュ（Bruges-la-morte）』(1892)

に触発されて、『すみだ川』（1909）などを物した。 

芥川と Rodenbach の関連については、随筆「廃都東京」（1923）の題にあ

る「廃都」という語から指摘がなされている。この言葉は白秋やダヌンツィ

オの La città morta （1898、英訳 The Dead City、鴎外訳「廃市」）などとも関

連する言葉であり、世紀末の頽廃的な文芸的風潮と呼応して広く伝播したイ

メージであるため幾分割り引いて考えるべきであろうが、宇野浩二『芥川龍

之介 思ひ出すままに』（1955）の証言から、芥川が Rodenbach を知ってい

たことは揺るぎない。晩年の代表作「歯車」（1927）のなかでは、「 la mort」

という単語が重要な役割を担う。電話越しに聞いた言葉の連想から「 la mort」

というフランス語に行き当たった「僕」は、「レエン・コオト」の不気味な

暗合に義兄の死と自分自身に迫る死、そして Doppelgaenger に思いを馳せる。

Bruges-la-morte との奇妙な符合が、芥川の Rodenbach への漸近を思わせる。 

 

２．旧蔵書中のベルギー関連書籍から 

生涯にわたって洋書を耽読した芥川の旧蔵書にはベルギー関連の書籍も

散見される。Emile Verhaeren の戯曲 The Dawn(1910)には「一九一二年五月六

日／我弟の芝中学校に入学したる紀念として伯母上より贈らる」と書き込み

がある他、Amy Lowell の英訳本 Six French poets, studies in contemporary 
literature（1916）なども読んでいる。また、芥川の代表作「地獄変」（1918）
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と内容が重なる Pierre Louys の “The Artist Triumphant”（Woman and puppet, 
etc（1908）所収）に関しては、「地獄変」を執筆する同年の元旦に読み終え

ており、創作の契機となった可能性が高い。Pierre Louys については 1920 年

の随筆「雑筆」で Aphrodite（1896）に言及してもいる（芥川は同年元旦に英

訳本（1906）を読過）。その他「骨董羹」（1920）の「同性恋愛」の章で、George 
Eekhoud の Escal Vigor について「白耳義近代文学の大手筆」と絶賛してい

る。  

 

３．『青い鳥』の行方  

 他 の 例 に も れ ず 、 芥 川 に と っ て Maurice 
Maeterlink は特別な作家の一人だった。旧蔵書

中 の Pelleas and Melisanda, and the sightless
（n.d.）末尾にある書き込みによると、芥川にお

ける Maeterlink 受容は、「一九一一年六月二日  

中学初年級の頃「群盲」の和訳をよみしが我マア

テルリンクに接するのはじめなりき」とある。以後、短篇「母」（1921）改

稿への影響、遺稿「侏儒の言葉」（1927）での言及など、著作における Maeterlink
との関わりは終生見られる。  

しかし、日本近代文学館などに保管されている芥川旧蔵書には、その受容

の中心にあったはずの L'Oiseau Bleu(1908)が見当たらない。芥川が 1910 年

4 月 23 日に山本喜誉司宛て書簡に引用している文言（You see that man is all 
alone against all in the world）から、芥川の読んだ “The 
Blue Bird”は Alexander Teixeira De Mattos による英訳

と推測される。Herbert Paus のイラスト（図 1、3）が

ついた同訳者による The Child’s Blue Bird  は、幕数や

衣装の説明、挿絵（図 2）の一致から、菊池寛が編集

を行い、芥川も関与した『小学生全集』（全 88 巻、

1927-1929、図 4）の『青い鳥』底本となったと考え

られる。『小学生全集』の『青い鳥』（1928）のあとが

きで、菊池寛は「 この
、 、

「青い鳥」が日本に於ける完

訳」であり、徹底的に言葉遣いに拘り、「衣裳や、特

別な注まで」掲載したことを強調している。芥川の

“The Blue Bird”はこの『小学生全集』編纂の一連の作

業で菊池のもとに渡った可能性がある。  

 

 

図 1 図２  

図３『青い鳥』見返し  

図４  菊池・芥川共訳  

『アリス物語』見返し  
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Abstract 
R. Akutagawa (1892-1927), one of the most famous authors in Japan, wrote under 
the pseudonym of Ryunosuke Yanagawa early in his writer-career, named after 
Hakushu Kitahara's homeland “Yanagawa.” It is well known that Hakushu called 
his homeland “a quiet dead city” after Georges Rodenbach's Bruges-la-Morte 
(1892), and Kafu Nagai was influenced by the same book by Rodenbach too. 
Akutagawa in Yanagawa-name-period wrote an essay about the scenery of his 
hometown (Sumida River in Tokyo), which was inspired by the two Japanese 
writers (and other more foreign literature), in a broad sense, it  can be said that the 
work was influenced by Rodenbach indirectly. In addition, Akutagawa's book-
collection and works includes the names of some Belgian authors such as Georges 
Eekhoud, Camille Lemonnier, Emile Verhaeren and Maurice Maeterlinck. 
Akutagawa especially appreciated works by Eekhound and Maeterlinck, and the 
latter’s masterpiece L'Oiseau Bleu (1908) was selected in Complete Collection 
for elementary school students (pub. by Koubunsha and Bungeishunjun, 1927-
1929) edited by Kan Kikuchi and Akutagawa. It is conceivable that they used the 
English translation The Child’s Blue Bird translated by Alexander Teixeira De 
Mattos and illustrated by Herbert Paus. More than selected as one of the books, 
this English book is likely to have set the direction for this well-known “Complete 
Collection.” Starting from focusing on the personal conection between Akutagawa 
and Belgian literature, I will report on the relationship between the Japanese 
Literature and Belgian literature. 
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昭和初期における東京市富士小学校の教育と  
ドクロリー・メソッドの思想史的交渉  

The Impact of the Decroly Method at the Fuji Elementary School  
in Japan During the Early Showa Period:  

A Historical Perspective on Education 
 

渡邉優子（文教大学）  

WATANABE Yuko (Bunkyo University) 

 

 本発表の目的は、日白交流の歴史の一端について、教育思想史の視座から

検討することである。具体的には、昭和初期日本の教師による「ドクロリー・

メソッド」解釈に着目する。ドクロリー・メソッドとは、ベルギーの精神医

学者にして教育者のオヴィド・ドクロリー（Decroly, Ovide. 1871-1932）が考

案した教育理論・方法の総称である。ドクロリーは、19 世紀末から 20 世紀

初頭にかけて国際的に展開された「新教育運動」の草分けとして知られてき

た人物であり、ドクロリー・メソッドは同運動の代名詞の一つとして捉えら

れてきた。 

 同運動は、日本において「大正新教育」（ないし「大正自由教育」）として

波及した。大正新教育について取り上げる従来の研究は、多くの場合、欧米

の自由思想に基づく教育理論・方法が当代日本に「輸入」された点に注目し

てきた。たしかに、当代日本の教育を、欧米の教育理論・方法との関係から

検討した研究蓄積に学ぶことは多い。しかし「輸入」に注目することが、日

本固有の思想史的文脈の等閑視に繋がっていることは否めないだろう。当代

日本において欧米の教育理論・方法がいかにして解釈されたのかは、日本固

有の思想史的文脈をふまえたうえで検討される必要があると考える。 

 本発表で取り上げる東京市富士尋常小学校（以下、富士小）の校長であっ

た上沼久之丞（1881-1961）は、教育視察旅行の折に、短時間ではあるものの

ベルギーのドクロリー学校を訪問した。そして帰国後には、富士小の教師た

ちによるドクロリー・メソッドの翻訳研究を推進するなど、同校の教育改革

を遂行した。とりわけ、上沼は富士小の教育改革におけるドクロリー・メソ

ッドの意義を公言し、強調した。しかしながら、ドクロリーの思想や研究に

立脚したドクロリー・メソッドが難解であったことは、翻訳研究の端々から

明白であり、上沼をはじめとする富士小の教師たちによるドクロリー・メソ

ッド「輸入」の試みは一見すると失敗として捉えられる。では、上沼らはど

のようにしてドクロリー・メソッドを解釈し、その意義を捕まえていたのか。 

 本研究では、当代日本の思想史的文脈として西田幾多郎（1870-1945）の思
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想をふまえつつ、上沼をはじめとする富士小の教師たちがドクロリー・メソ

ッドをいかにして解釈し得たのか、読み解いていく。これにより、日白交流

の歴史について教育思想史という観点から迫ることを試みる。 

 
Abstract 

This study examines the history of exchanges between Belgium and Japan 
from the view of history of educational thought. The study focuses on the influence 
of the Decroly method by the teachers at Fuji Elementary School in Tokyo during 
the early Showa period.  

Ovide Decroly (1871-1932) was a Belgian psychiatrist, educator, and one of 
the leading figures in the New Education Movement from the end of 19th century 
to the early 20th century. He designed a program, which is famously known as the 
“Decroly method” and was based on his treatment and careful study of differently 
abled children. Kyunojo UENUMA (1881-1961) was the principal of Fuji 
Elementary School in Tokyo and a key player in the formation and activities of the 
New Education Movement in Japan. He visited the Decroly School in Brussels in 
1927 on an educational inspection trip. After the trip, he helped teachers to 
implement the Decroly method to improve the level of education in his school.  

This paper explores the way ideas are exchanged, and aims to understand 
the impact and implementation of the Decroly method at that time in Japan by 
using the example of Fuji Elementary School in Tokyo. 
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ベルギーで学んだ最初の日本人は誰か？－いつ、何処で、何を－ 

Who Was the First Japanese Who Studied in Belgium?: 
When, Where and What 

 
武居一正（福岡大学）  

TAKESUE Kazumasa (Fukuoka University) 
 

According to Ex-Ambassador Mitsuo SAKABA, the first Japanese visitors to 
Belgium(Brussels) were members of a delegation from the Satsuma clan on 24 July 
1865. The Satsuma clan sent the delagation to England(March 1865) and some 
members of them (Tomoatsu GODAI and NIINOU Gyobu)visited Brussels, Liege and 
Antwerp. The clue to my reserch is this date (24 July 1865). 
At the end of Tokugawa Shognate, four dalagations were dispatched to the Europe. 

The last one(Akitake TOKUGAWA) visited Brussels and Liege (July-Sept. 1867). 
Before these dates, the Shogunate send 15 people to the Netherlands to receive the 
Warship named KAIYO-Maru (March 1862-March 1867 ).They stayed next to Belgium 
for a long time. This is the reason I also mentioned these 15 people. Somes of them 
should have had a chance to visit and study in Belgium.  
Later, I read the book “Bakumatsu waran ryugakukankei shiryoshusei 大久保利謙編
『幕末和蘭留学関係資料集成』 ” in which I found the diaries and memorandums of 
delegation members etc. I then found out that Tarouzaemon SAWA (澤太郎左衛門 ) 
visited Brussels(22 Fev. 1865 five months before GODAI) and studied at Powder mill 
near Gent(Wetteren) how to make Gun powder (11 Oct. 1865 – 20 Dec. 1865). 
In this way, I can conclude that SAWA was the first visitor to Belgium and also the 
first Japanese who studied in Belgium. 
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西ヨーロッパの十字路、リエージュの伝統産業と日本の安全保障  
Japanese National Security and Traditional Industries of Liège, 

European Crossroad 
 

稲岡正記（住友商事株式会社）  
INAOKA Masaki (Sumitomo Corporation) 

 

丘陵地に囲まれムーズ川 La Meuse とその支流ウルト川 L‘Ourthe に抱かれ
たワロン地方の中心都市であるリエージュは古くからヨーロッパ各地の交

易の中継地としてその名を馳せた西ヨーロッパの十字路である。フランス

語圏の中心地であり、かつては強大な権力を持つ司教領首都として隆盛を

きわめた宗教都市であった。18 世紀後半になると、リエージュは主要な工
業都市として発達し、ヨーロッパで最初に、大規模な鉄鋼生産が行われる

ようになった。二度の大戦においてはドイツ軍の侵攻を受けて戦場となっ

たが、戦後は鉄鋼不況の影響を受けたものの、近年は欧州連合に加入し国

境が撤廃されたことと、鉄鋼価格の高騰、管理体制の改善により経済的な

回復の兆しを示している。現在はベルギー国内第４の都市である。  

 
1889 年、ベルギー陸軍が制式採用したドイツのマウザー社のライフルを量
産するために、武器製造業者が資本と人材などを出し合い、リエージュ近

郊の町、ハースタル（エルスタル）に設立されたのがＦＮ社である。創業

当時はハースタル（エルスタル）国営兵器製造所 (Fabrique Nationale 
d′Armes de Guerre de Herstal)という社名だった。この社名の国営製造所の二
単語 (Fabrique 及び Nationale)が後の社名に由来する。  
ＦＮ社は、創業以来このハースタルの町に存在している。リエージュ一帯

は、何世紀も前から欧州の火器製造の中心地のひとつであり、当時は火器

職人の工房がいくつも集まっていた。ハースタルにはＦＮ社の他にも各種

鉄鋼関連の企業が所在している。  
ＦＮ社は、ベルギーの職人技とドイツの大量生産技術に加えて、銃火器の

歴史に残る銃器設計者「ジョン・モーゼス・ブローニング」が加わること
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で、世界有数の銃器メーカーとなり興隆を極めた。第 2 次大戦後も数々の

信頼性の高い銃器および銃弾の開発・制作をおこない、特に 7.62 ミリ機関

銃は米国をはじめ 80 か国以上に採用されている。フレデリック・フォーサ

イスの有名な小説「ジャッカルの日」では、ドゴール暗殺に使われる特殊

武器をジャッカルの依頼で製造するポール・グーサンスはＦＮ社で 30 年勤

務した技術者という設定であった。  
かつては国営企業だったが、経営悪化に伴い 1991 年からはフランスの防衛

グループ企業 GIAT（現ネクスター）傘下、1997 年でコルト社の買収を回

避するため、ベルギーワロン地域資金からなるハースタルグループの完全

子会社になり、現在に至っている。  
防衛省においては陸上自衛隊をはじめとする基本装備としてＦＮ社の製品

が採用されている。  

 
機関銃（Machine gun）とは、弾薬を自動的に装填しながら連続発射する銃で

ある。国を守る軍隊の基本的な装備であり、陸上自衛隊においては 5.56 ミ

リ、7.62 ミリ、12.7 ミリと 3 種類の口径の機関銃が装備されている。このう

ち 12.7 ミリは 1984 年にＦＮ社からのライセンスにより日本での国産が開始

され、5.56 ミリは防衛省による評価試験を経て 1993 年より取得が開始され、

同じくＦＮ社からのライセンスにより国産されたものである。  
ベルギーの高い技術と品質が最も厳しい軍用という分野で評価されて採用

され、日本の安全保障に貢献していることは素晴らしいことであり、小職自

身が長年ベルギーとの関りを持ち、携わってこられたことは光栄である。 

今回その歴史を含めてご紹介の機会をいただいたベルギー学シンポジウム

の皆様に感謝申し上げるものである。  
 
Abstract 
Liège is known as European Crossroad and manufacturing small arms with the best 
quality and performances. FN Herstal was established in 1889 to produce Rifles 
for Belgian Army in Herstal, neighbor Liège. Combining Belgian craftsmanship, 
German mass production technologies, and American superior design, FN has been 
No. 1 small arms manufacturer in the world and supplied rifles and machine guns 
over 60 countries. 
FN products has been selected and supplied to Japanese Self-Defense Forces over 
38 years. This is the proof that Belgian technologies and engineering are well 
evaluated and supplied to Japan contributing to Japanese National Security.  
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