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擬人化されたピーターラビット―その真意を衣装学から読み解く 

都市、地域：イギリス（ロンドン・湖水地方） 

 

１．はじめに 

この研究の目的は、世界で一番有名なウサギともいわれるピーター（ラビット）をはじめとした、ビ

アトリクス・ポター（1866～1943）の描いた動物たちの「擬人表現」の特性について、特に風刺と衣装

という２つの観点から分析することにある。この時代、既に擬人化された動物物語は多数あった。その

中でも世界中に広く知られるようになった「ピーターラビット」シリーズには他にない魅力があるので

はないかと考えた。それを究明するため、ポターの描く擬人表現について特に風刺と衣装の観点から分

析を行うことにした。 

今回この研究を行うために、原画や、絵本に収録されなかったものを見ることができる「ビアトリク

ス・ポターギャラリー」を始め、「ヒルトップ」「『ビアトリクス・ポターの世界』展示館」などがあるイ

ギリス、湖水地方と衣服の研究を行うためにロンドンにあるヴィクトリア＆アルバート博物館を訪問地

に選んだ。 

 

 

２．報告 

 先にも述べたように、訪問地としてピーターラビットに直接関係する場所として、「ヒル・トップ」「『ビ

アトリクスポターの世界』展示館」「ビアトリクス・ポターギャラリー」を選んだ。この３ヶ所は、「ピ

ーターラビット」シリーズの挿絵のモデルとなった場所でもあり、著者が過ごした場所でもある。今回

の旅行の報告として挿絵とモデルのなった場所の比較をこの章に載せる。 

 

「ヒル・トップ」 

 ヒルトップでは、著者 B・ポターが晩年を過ごした家である。家の中は撮影不可だったが、「ひげのサ

ムエルのおはなし」で出てきた階段や、暖炉の様子、「にひきの悪いねずみのおはなし」に出てくる人形

の家の細部や「キツネどんのおはなし」のベッドなどを見ることが出来た。屋内が撮影不可だったため、

写真は、屋外の様子と絵本の挿絵を実際に比較してみたものである。 

 

「こねこのトムのおはなし」より 
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「こねこのトムのおはなし」より 

  

 

「あひるのジマイマのおはなし」 

  

 

「あひるのジマイマのおはなし」より 

  

 



14AR178 濱平恵佳 

 

挿絵とモデルとなった場所を比較して分かるように、多少の差異はあれど、著者は、かなり正確に描写

をしていることが分かる。このことから、ポターの生活の中にピーターやその他の動物たちが深く息づ

いていることが分かる。ポターの世界では彼らは息をし、人間の言葉を話し、二足歩行をしていたので

ある。 

 

「ビアトリクス・ポターギャラリー」 

ビアトリクス・ポターギャラリーは、館内は撮影不可だった。そのことは残念だったが、この中には、

原画が多く残っており、また絵本に収録する際に削られた挿絵も見ることが出来、貴重な体験をするこ

とが出来た。 

 

 

「ビアトリクスポターの世界 展示館」 

この展示館は、アトラクションとして設置されていたが精巧に作られており、さながら絵本の中にい

るような錯覚を覚えた。絵本の挿絵を元に忠実に再現されており、とても見応えがあった。ここでも実

際に挿絵と比較していきたい。 

 

「ピーターラビットのおはなし」より 
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「あひるのジマイマのおはなし」より 

 

 

「キツネどんのおはなし」より 

 

 

 

「こぶたのピグリン・ブランドのおはなし」より 
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「ジェレミーフィッシャーどんのおはなし」より 

 

 

 

  

 

ヒルトップの小模型も展示してあった。 

 

３．考察 

 

◇衣服の着脱による擬人表現 

 先に述べたように、動物たちが擬人化された絵本というのは、英国 19世紀文学においてもキャロルの

『不思議の国のアリス』(1865)等がある。しかし、ポターの描いた動物たちの特徴は、擬人化されなが

らも動物らしさを保っている点にあると考えられる。その特性の一部として、動物たちが衣服を着てい

ることではないかと考えた。また、衣服の着用だけでなく、“着脱”という観点から考察することで、著

者の真意がつかめるのではないかと考えた。以下は、今回の研究旅行に行くにあたり、事前に行なって

いた調査と今回手に入れた資料を元に擬人表現の考察を自分なりに行い、表にまとめたものである。 

※衣服の着脱の欄の「有」→物語の途中で同じ人物が衣服の着脱を行う 

         「無」→物語の最初から最後まで衣服を着たまま 
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物語名 主な登場人物 衣服の着脱 着脱の場面 考察 

「ピーターラビットのおはな

し」 

ピーターラビット 

マグレガーさん（人間） 

有 物語の最初で、母兎に服を着せて

もらう。物語中盤で人間に追いか

けられ衣服をなくしていく。 

“人間と動物”という関係を際立た

せるため衣服がなくなる。 

「グロースターの仕たて屋」 人間、小さな御婦人ねずみ、小

さな紳士ねずみ、シンプキン

（猫） 

無 物語の最初から最後まで鼠たちは

衣服を着たまま行動する。 

ねずみが人間のかわりに裁縫をす

る、という人間的行動のため衣服

を着ている。 

「ベンジャミンバニーのおは

なし」 

ベンジャミンバニー（子） 

ベンジャミンバニー氏（父） 

ピーターラビット 

無 物語の最初から最後まで登場人物

たちは、衣服を着て二足歩行であ

る。 

“親が子を叱る”という教育的要

素（人間的行動）のため衣服を着

ている。 

 

「２ひきのわるいねずみのお

はなし」 

トム・サム 

ハンカ・マンカ（ネズミ） 

有 人形の家に入り、食べ物を食い散

らかす、めちゃくちゃにする。枕

や椅子、本棚などの細かいものを

ねずみの穴にもっていく（衣服無） 

人形の家から持ってきた衣服とゆ

りかごを赤ん坊のために使う。チ

リトリと箒を持って人形の家を掃

除しにいく（衣服有） 

散らかしたりネズミ穴にもってい

くというのは動物的本能なので衣

服がない。 

”子供を育てるために衣服を失敬

する”という母が子を想う気持ち

（教育的要素であり人間的行動）

なので衣服を着ている。 

 

「ティギーおばさんのおはな

し」 

ハリネズミ（ティギーおばさ

ん） 

ルーシー（人間の女の子） 

有 アイロンをかける、洗濯をする、

紅茶を飲む、洗濯物を届けに行く

（衣服有） 

動物たちに洗濯物を全部渡し終え

ると、ティギーおばさんは消えハ

リネズミだけいた（衣服無） 

 

人間の行為（アイロンや洗濯）を

する時ティギーおばさんは衣服を

着用している。 
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「ジェレミー・フィッシャー

どんのおはなし」 

ジェレミー・フィッシャーどん

（蛙） 

カメハメハ・カメ氏 

アイザック・ニュートン氏 

 

有 皿を持ち運ぶ、釣りをする、スコ

ップで穴をほる、両手の傷に絆創

膏をはる（衣服有） 

ミミズを捕まえて釣りの餌にした

り、ちょうちょのサンドイッチを

食べたり、大きな鱒がフィッシャ

ーどんを食べようとする（衣服無） 

釣りをしたりスコップを使うなど

人間的行為をする時に衣服を着

用。 

鱒がフィッシャーどんを食べる時

に衣服が脱げるのは、食物連鎖と

いう動物界を強調するために衣服

無し。 

「こねこのトムのおはなし」 タビタ（母猫） 

モペット（子猫）、ミトン（子

猫）、トム（子猫） 

 

有 ブラシで毛をとかす、子供に服を

着せる。石垣からこどもたちを引

きずりおろしてパン、と叩く。（母

猫：衣服有） 

遊んでいた時は衣服が無かった

が、母猫の都合で着飾られ衣服を

半強制的に着用。しかし、外に遊

びに出されると段々と衣服が脱げ

ていく。（転換） 

 

 

 

 

 

 

母猫は物語全体を通して子猫たち

の教育を行っているため（教育的

人間的行動）ずっと衣服を着用し

ている。また、“お客がくるまえに

子供たちを洗い、いい服にきかえ

させよう”という大人の子供に対

してのエゴが描かれている。 

子猫は、遊んでいる時に衣服がな

いのは猫のイタズラ好きの習性を

取り入れているのと服着用の時の

差を際立たせるため。また、段々

と衣服が脱げていく様は大人から

の解放子供たちの自由さを描いて

いる。 

 

「あひるのジマイマのおはな

し」 

ジマイマ（あひる）キツネどん 有 キツネどん 

ジマイマは、たまごを自分で産む

ために、どこかにでかける。（衣服

有） 

人間がいる時に衣服がないのは人

間と動物という関係を際立たせる

ためではないか。また、玉葱など

を探す時に衣服がないのは、キツ
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ジマイマが玉葱やセージ（あひる

の丸焼きに使う材料）を探す（衣

服無） 

 

ネとあひるという捕食関係（食物

連鎖＝動物界）のために擬人化を

解除したのではないか。逆に衣服

がある時は、子どもを自分で育て

たいという人間的、教育的思考だ

からではないか。（ジマイマ） 

 

新聞を読む、という人間的行動を

取っている時は衣服を着用してい

る。 

また、ジマイマのたまごを食べた

くて確認する様子は動物の行動そ

のままであるが故に衣服が無い。

（キツネ） 

 

「ひげのサムエルのおはな

し」 

タビタおばさん（母猫） 

子猫のモペット、ミトン、（衣

服なし）、トム（青い上着） 

アナ・マライア（雌鼠） 

ひげのサムエル（雄鼠） 

 

有 行動：“白いねり粉を盗んでいく”、

トムの衣服を剥ぎ取り、くるくる

巻にし紐できっちり縛る＝猫巻き

だんごをつくる 

動物的行動：タビタおばさんの家

から離れ、人間の住む家に住むよ

うになる→衣服なし 

行動：“こどもたちを押入れにいれ

る”（イタズラするので）→教育的

要素 

“言うこときかずのこどもって大

変だわ”、涙を流す 

 

「フロプシーのこどもたち」 ベンジャミン、フロプシー（夫

婦：衣服有） 

フロプシーのこどもたち（衣服

無） 

無 二足歩行、子供たちを探しに行く

両親は衣服有り。 

マグレガーさんの畑のレタスを食

い散らかす（四足歩行）、袋から逃

子供たちを探すという人間の母親

のような行動をとるフロプシーと

ベンジャミン夫婦は衣服を着てい

る。子供たちは、”人間につかまる”
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げ出す（人間の手から逃れる）な

ど動物的行動を起こす子供たちは

衣服無し。 

という人間と動物との関係を強く

示すために衣服が無い。 

 

「のねずみチュウチュウおく

さんのおはなし」 

チュウチュウおくさん（野ねず

み） 

蜘蛛、ごみむし、てんとう虫（衣

服なし） 

無 チュウチュウおくさんは、箒では

わく、ベッドで寝るなど始終衣服

を着用。 

また、他の登場人物（蜘蛛など）

に衣服はない。 

 

人間にとって蜘蛛やゴミ虫などは

害虫であるから衣服が無い。 

チュウチュウおくさんは一貫して

人間的行動をとっているため衣服

をずっと着用している。 

「キツネどんのおはなし」 キツネどん 

アナグマ・トミー 

ピーター、ベンジャミン 

 

無 人間的行動が多数挙げられる。例

えば、癇癪をおこす、夕ご飯には

ナイフ・パイ皿・フォークを使う、

二足歩行、トミーにいたずらを施

す（殺そうとする？）、人（キツネ）

を悪者にしたてあげる、噂話をす

る、スコップなどを使い穴を掘る、

狐どんと取っ組み合うなど。その

全てが衣服を着用して行われてい

る。 

動物のみしか出てこない“動物社

会”であるにも関わらず衣服を着

用しているのは、人間社会を模倣

しているからではないか。また、

人間がいないからだとも考えられ

る。 

「こぶたのピグリン・ブラン

ドのおはなし」 

ペティトーおばさん（母豚） 

ピグリン、アレクサンダー（子

豚） 

ピグウィグ（黒い雌子豚） 

有 母親が子豚にミルクを飲ませてい

る時に母豚は衣服を着用。こぶた

は無し。 

涙を流しハンカチで拭く、子供た

ちに服を着させる。（母・子衣服有

り） 

子豚たちは衣服を着せられた後は

子供たちにミルクを飲ませる→著

者（人間）が出てくるにも関わら

ず衣服を着ているのは、子供を育

てる・面倒を見る・子供を想う気

持ちが人間的なものに通ずるから

ではないか。 

涙を流しハンカチで拭く、子供た
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そのままずっと衣服を着用してい

る。また、行動も無邪気な子供の

ようにふざけ合ったり、兄弟を心

配する、弟を叱る、スプーンと皿

で食事をとるなど人間的な行動を

とっている。 

 

ちに服を着させる→子供を送り出

す母をうつす＝人間的行動のため

に衣服着用。 

人間が出てくるにも関わらず子豚

たちが衣服を着ているのは動物た

ちの擬人化を通して、ピグウィグ

とピグリンは子供の象徴として描

かれ、人間は大人の象徴として描

かれているのではないか。→大人

からの解放、子供の自由への探求、

追求、解放と考えられる 

 

「まちねずみジョニーのおは

なし」（1918年） 

まちねずみジョニー 

チミー・ウィリー（小さな田舎

のネズミ） 

有 ネズミたちがパーティをしている

ときは衣服が描かれている。 

「鼠（動物）」として野菜のカゴに

入り込んでいる時には衣服は無

い。 

 

場面が鼠社会の時＋パーティ（人

間が起こす行動）の時に衣服を着

ており、人間社会に入り込む＝鼠

（動物）の時は衣服が無い 
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４．結論 

 上記の表で考察してきたように、ピーターラビットシリーズにおける衣服の着脱は、人間と動物との

関係や、動物が人間的行動（擬人化）をする時に行われているものだと考えられる。B・ポターが擬人化

を行うにあたって、より効果的だと考えた方法が衣服の着脱ではないかと思う。また、他の作品と違う

点は擬人化←→半擬人化が転換する場面が挿絵によって上手く表現されている点だと考えられる。 

 また、元々ピーターラビットシリーズは、子供に宛てた手紙を絵本にしたということからも考えて、B・

ポターは子供たちの世界観を大切にしたいと思っていたのではないだろうか。 

 

 

 

５．研究旅行奨励制度を終えて 

 今回の研究旅行では、ピーターラビットシリーズの著者ビアトリクスポターが実際に滞在した地域に

訪れることで、著者が愛した自然やその舞台となった場所を体験することができた。本で事前に学べる

ことも勿論あるが、著者が感じた追想出来たのはとても良い経験になったと思う。また、今回の研究旅

行を十分に生かし、卒論へ繋げていきたい。 

今回の研究旅行奨励制度に行くにあたり、ご協力いただいた先生方並びに現地の方々本当にありがと

うございました。 

 

 

 

 


