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Takamichi AKI

0. Introduction
The wh-cleft construction (henceforth, WCC) in English is a copular construction with a
clause headed by a wh-word in the pre-copular position and a focal constituent in the postcopular position:
() a. What they like to do is kiss monkeys.
b. What Mary is is important to herself.
Note that each of the sentences in () has a corresponding simple "non-cleft" sentence like
(), but the apparently similar sentence in () does not, as in ():
() a. They like to kiss monkeys.
b. Mary is important to herself.
() What Maryi is is important to heri.
()* Maryi is important to heri.
The wh-clause in sentence () is used referentially, and refers to something like Mar y's
position/post/occupation, as in ():
() Maryi's position/post/occupation is important to heri.
It is, therefore, necessary to distinguish the WCC in () and the non-WCC in (). As will be
seen below, the two constructions have distinct properties.

1. Odd properties of the WCC
The WCC possesses rather odd properties, as shown by Higgins (), Williams (),
among others. We illustrate them below, comparing the WCC and the non-WCC like ().

－－
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() a. What John is is important to himself.
b. What John is is important to him.

(WCC)
(non-WCC)

First of all, the WCC resists the yes/no question formation, while the non-WCC does not:
() a. * Is what John is important to himself?
b. Is what John is important to him?

(Williams ())

Second, the WCC does not tolerate the subject-raising operation, but the non-WCC accepts
it:
() a. * What John is seems to be important to himself.
b. What John is seems to be important to him.

(ibid.)

Third, it is impossible to embed the WCC in a small clause complement, but it is possible to
embed the non-WCC in such a position:
() a. * I consider what John is important to himself.
b. I consider what John is important to him.

(ibid.)

Fourth, the matrix copula of the WCC is not subject to the deletion operation, while that of
the non-WCC tolerates it:
(0) a. What John is is important to himself, and
* what Mary is φ important to herself.
b. What John is is important to him, and
what Mary is φ important to her.

(ibid.)

And finally, the WCC resists the matrix copula contraction, but the non-WCC does not:
() a. * What they're doing's amusing each other.
b. What they're doing's amusing them.

(Hankamer ())

These observations may give rise to an idea that the WCC requires its copula to be located
in full form between the wh-clause and the focal element. This idea, however, is not a viable
one, as demonstrated convincingly by Williams ().

－－
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2. Williams' analysis
Williams examines the "reversed" WCC (henceforth, RWCC) with the focal constituent
preceding the copula and the wh-clause following it:
() a. Important to himself is what John is.
(Williams ())
b. Angry at Mary was what he was.
(Culicover ())
Williams shows that the RWCC possesses proper ties distinct from those of the (nonreversed) WCC.
First, the WCC resists the yes/no question formation, as we have seen in (a), but the
RWCC does not:
() a. * Is what John is important to himself?
()
Is important to himself what John is?

(Williams ())

Second, the WCC does not tolerate the subject-raising operation, as seen in (a), while the
RWCC accepts it:
() a. * What John is seems to be important to himself.
()
Important to himself seems to be what John is.

(ibid.)

Third, it is not possible to embed the WCC in a small clause complement, as (a) shows, but
it is possible to embed the RWCC in such a position:
() a. * I consider what John is important to himself.
()
I consider important to himself what John is.

(ibid.)

And finally, the WCC resists the matrix copula deletion, as seen in (0a), while the RWCC
tolerates it:
(0) a. What John is is important to himself, and *what Mary is φ important to herself.
() Important to himself is what John is, and important to herself φ what Mary is. (ibid.)
These indicate the inadequacy of the idea suggested in the previous section that the copula
is required to be located in-between in full form.
Notice here that the RWCC behaves in the same way as the non-WCC: ⑴
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()
()

Is important to himself what John is?
Important to himself seems to be what John is.

()
()

I consider important to himself what John is.
Important to himself is what John is, and important to herself φ what Mary is.

() b. Is what John is important to him?
() b. What John is seems to be important to him.
() b. I consider what John is important to him.
(0) b. What John is is important to him, and what Mary is φ important to her.
This fact led Williams () to an idea that the RWCC, not the WCC, reflects the underlying
order, and he offers a proposal to derive the WCC from the underlying structure of the
RWCC by an inversion rule:
()

[what John is] is [important to himself]
↑ inversion
[important to himself] is [what John is]

Williams suggests that the inversion rule in question is a stylistic rule which derives the
following locative inversion construction:
()

In each hallway is a large poster of Lincoln.

Recent studies, however, reveal that this rule operates in different ways than Williams
expected it does. In the next section, we will indicate that the WCC behaves in the same way
as the negative inversion construction (henceforth, NIC) like (): ⑵
()

At none of the beaches are the lifeguards alert.

(Eomonds ())

3. Arguments for the negative inversion analysis
This section illustrates similarities between the NIC and the WCC, arguing that the WCC is
derived by the inversion rule which gives rise to the NIC.
First of all, the NIC is not subject to the yes/no question formation, as we can see in (0),
and therefore the negative inversion analysis can reject (a) straightforwardly:
(0) a. At none of the beaches are the lifeguards alert.
b. * Are at none of the beaches the lifeguards alert?
() a. * Is what John is important to himself?

－－
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Second, since the NIC resists the subject-raising operation as in (), the negative inversion
analysis can account for the unacceptability of (a) easily:
() a. At none of the beaches are the lifeguards alert.
b. * At none of the beaches seem to be the lifeguards alert.
() a. * What John is seems to be important to himself.
Third, the NIC does not appear in a small clause complement, as in (), and therefore the
negative inversion analysis can correctly rule out the example in (a):
() a. At none of the beaches are the lifeguards alert.
b. * I consider at none of the beaches the lifeguards alert.
() a. * I consider what John is important to himself.
Fourth, since the NIC does not tolerate the matrix copula deletion, as seen in (), the
negative inversion analysis can predict the ungrammaticality of (0a):
() a. Only in the northern hemisphere is the polestar visible, and
only in the southern hemisphere are the Magellanic Clouds in sight.
b. Only in the northern hemisphere is the polestar visible, and
* only in the southern hemisphere φ the Magellanic Clouds in sight.
(0) a. What John is is important to himself, and *what Mary is φ important to herself.
And finally, it is impossible to contract the matrix copula in the NIC, as in (), and the
negative inversion analysis can predict that (a) is ill-formed:
() a. Never is he to darken my doorstep again.
b. * Never's he to darken my doorstep again.
() a. * What they're doing's amusing each other.

(Kaisse ())

4. Dialectal variation
As we have seen in the last section, the negative inversion analysis seems to be viable.
There are, however, dialectal sentences that the negative inversion analysis cannot account
for straightfor wardly. These dialectal sentences, in fact, suggest "the locative inversion
analysis."
First of all, contrar y to Williams' judgment of (a), Culicover () and Kuno ()
report that the examples in () below are acceptable:
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() a. * What John is seems to be important to himself.
() a. What John is seems to be proud of himself.
b. What he likes to do appears to be to kiss monkeys.
This dialectal variation may be related to the fact that the locative inversion construction
(henceforth, LIC) tolerates the subject-raising operation, as we can see in the following
examples:
() a. Over my windowsill seems to have crawled an entire army of ants.
b. On the hill appears to be located a cathedral.

(Bresnan ())

It may possible to suppose that the rule for the LIC derives the WCC in ().
Second, although most speakers reject the WCC with a matrix auxiliary like (), Culicover
() and Kuno () accept it, as in ():
() a. *
b. *
() a.
b.

What John will be will be very tall.
What John has been has been very rude.
What John will do will be kiss monkeys.
What John has always liked to do has been to kiss monkeys.

(Higgins ())

These examples cannot be derived by the rule for the NIC, since it would give rise to a
distinct word order like ():
()

[what John will do] will [kiss monkeys]
be
↑ inversion
[kiss monkeys] will be [what John will do]

It is possible, however, to argue once again that the WCC in () is derived by the rule for
the LIC, since the LIC tolerates the sequence of an auxiliary and a verb, as we can see in the
embedded clauses of the following sentences:
(0) a. John was afraid that into the room next might walk his wife.
b. Mary pointed out that under the awning could be seen an old piano.
(Rochemont and Culicover (0))
Third, Culicover () also adduces a type of examples which contrast sharply with
Williams' example in (a). Although most speakers reject any yes/no questions of the WCC,
Culicover () reports that the sentences in () are well-formed:

－－
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() a. * Is what John is important to himself?
() a. Is what John is angry at Mary?
b. Has what Mary has been been proud?
c. Will what Mary does be to wash herself?
The negative inversion analysis can rule out (a), but cannot rule in (a), as we saw in the
last section. It also cannot derive the declarative form underlying (b,c), as we have just
seen above.
Note that we find no parallelism here between the WCC in Culicover's dialect and the LIC:
() a. * Did on the wall hang a Mexican serape?
b. * Was among the ruins found a skeleton?

(Bresnan ())

The fact in (), in fact, seems to be surprising, since the inverted locative PP of the LIC
appears to occupy the subject position of a finite clause. The PP is in a position preceding a
finite matrix verb, as in (), and in a position following a complementizer "that" and
preceding an embedded auxiliary, as in (0).
In this connection, let us consider the following examples pointed out by Bresnan ():
() a. * I expect (for) on this wall to be hung a picture of Leonard Pabbs.
b. On this wall I expect to be hung a picture of Leonard Pabbs.
The inverted locative PP of the LIC cannot remain in the subject position of the infinitival
clause, but can stay in the initial position of the finite matrix clause. Then Bresnan argues
that the inverted locative PP in () originates in the infinitival clause and moves obligatorily
to a position adjoined to the finite matrix clause, a position which is not subject to the yes/no
question formation. Thus, her proposal can account for the ungrammaticality of ().
Now a question arises of why the inverted locative PP of the LIC moves obligatorily and is
adjoined to the finite clause. This question reminds us of an approach adopted by Stowell
() to the following examples:
() a.
b. *
() a.
b. *

It would be nice for the counter-top to have a nice paint job.
It would be nice for on the counter-top to have a nice paint job.
That Jenny is a good hostess is self-evident.
Is that Jenny is a good hostess self-evident?

Stowell claims that non-nominal expressions cannot have case and therefore cannot stay in a
case-marked position. Stowell's approach, if correct, can give a principled answer to the
question above. The inverted locative PP of the LIC moves obligatorily and is adjoined to a
finite clause, since the PP cannot have case and cannot stay in a case-marked position. Note

－－

新潟大学言語文化研究
also that Stowell's approach can explain why the sentences in (), repeated here, are wellformed:
() a. Is what John is angry at Mary?
b. Has what Mary has been been proud?
c. Will what Mary does be to wash herself?
As is often pointed out, wh-clauses can behave as a nominal and occupy a case-marked
position:
() a. It depends on what you know.
b. Is whether John wins or not of any great importance?
Hence, the wh-clause of the WCC is allowed to remain in a subject position of a finite clause
and the WCC tolerates the yes/no question formation, as in (). ⑶

5. Conclusion
In this paper, we illustrated the odd properties of the WCC, outlined Williams' inversion
analysis, and argued for the negative inversion analysis. We also proposed that the two types
of WCC in the two dialects involve two distinct inversion rules. This proposal, if viable,
marks an important step toward a principled explanation of why there are two dialects of
WCC and why the examples in the two dialects behave as they do and not otherwise.
This paper did not discuss the deletion/contraction of the copula of the WCC in Culicover/
Kuno's dialect, since I cannot find speakers of this dialect. I will leave the discussion for
future research.

Notes
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and by a Grant-in-Aid for Research Projects from the Institute of Humanities, Social Sciences
and Education, Niigata University (00, Head Investigator: Takamichi Aki).
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. Williams does not adduce any example of the RWCC that corresponds to ():
() a. * What they're doing's amusing each other.
b. What they're doing's amusing them.
The parallelism between the RWCC and the non-WCC breaks down, as is shown by the
following example and (b):
(i)*Amusing myself's what I'm doing.

(Kaisse ())

. Although Williams' original idea cannot account for the WCC in his dialect, it seems to be
valid for the WCC in another dialect, as will be seen in sections  and .
. In the following type of sentence, the subject PP stays in a case-marked position:
(i) Under the bed is a good place to hide.
(ii) Is under the bed a good place to hide?

(Bresnan ())

This type of PP behaves as a nominal, as demonstrated by Bresnan(). Notice that the
focal element of the RWCC also counts as a nominal, as can be seen in the following
sentences:
()
()

Is important to himself what John is?
I consider important to himself what John is.
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Two Types of Possessor Passive
in Japanese and the Inalienable
Construction in English and French
Shinsuke Homma

1. Introduction
This paper aims at suggesting two different ways in which the possessor argument is
linked to the verb in Japanese possessor passive sentences. I do this by referring to the way
in which the possessor argument is encoded in the inalienable construction in English and
French.

2. Possessor Passive in Japanese
In Homma (1995) I proposed that the subject of a possessor passive sentence as
exemplified in (1) is generated as an "outer object" of the verb as shown in (2) and is moved
to its surface position:
(1) Ken-ga Aya-niyotte atama-o tatak-are-ta
Ken-Nom Aya-by head-Acc pat-Pass-Past1
'Ken had his head patted by Aya'
(2) [IP e [[PP Aya-niyotte] [VP [NP Ken] [V'[NP atama] [V tatak]]-are]]-ta]
This analysis is empirically suppor ted by the behavior of numeral quantifiers. The
occurrence of numeral quantifiers is syntactically constrained by the following condition
(Miyagawa (1989)):
(3) A floating numeral quantifier and (the trace of) its host NP must c-command each
other.
This condition can account for the fact that in the following direct passive the numeral
quantifier go-nin within a VP can host the subject:
(4) gakusei-ga
otoko-niyotte kooen-de go-nin nagurareta
student-Nom man-Dat
park-Loc five-Cl hit-Pass-Past
'Five students were hit in the park'

－ 11 －
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Sentence (4) is grammatical since the numeral quantifier go-nin and the trace of the subject
gakusei c-command each other, as Miyagawa (1989) argues.
(5) gakuseii-ga [VP [PP otoko-ni] [PP kooen-de] [VP ti go-nin nagu-rare]]-ta
Likewise the subject of a possessor passive can be associated to a VP-internal numeral
quantifier:
(6) gakusei-ga [VP Ken-niyotte kooen-de go-nin atama-o tatak-are]-ta
student-Nom Ken-by park-Loc five-Cl head-Acc pat-Pass-Past
'Five students were patted on the head by Ken'
The grammaticality of this example can be accounted for if we assume that the subject DP
gakusei is generated as an outer object within VP, as in (7), so that it has a mutual c-command
relation with the numeral quantifier.
(7) [IP gakuseii-ga [VP [PP otoko-ni] [PP kooen-de] [VP ti go-nin atama-o tatak-are]]-ta]

3. Two Types of Possessor Passive and the Inalienable
Construction in English and French
Homma (1995) admits only one source of the surface subject of possessor passive: the
surface subject is generated as an "outer object" and is assigned the thematic role Affectee.
However, possessor passive sentences do not exhibit uniform behavior. Some verbs allow
the agent-denoting PP to be headed by kara instead of ni or niyotte, as in (8), but others do
not, as shown in (9):
(8) Group A
a. Hanako-ga keizi-ni/-niyotte/-kara koodoo-o
ayasim-are-ta
Hanako-Nom detective-by/-by/-from behavior-Acc suspect-Pass-Past
'Hanako had her behavior suspected by the detective'
b. Taroo-ga kanozkyo-ni/-niyotte/-kara inoti-o tasuker-are-ta
Taro-Nom her-by/-by/-from
life-Acc save-Pass-Past
'Taro had his life saved by her'
c. Taroo-ga Ziroo-ni/-niyotte/-kara atama-o nagur-are-ta
Taro-Nom Jiro-by/-by/-from
head-Acc hit-Pass-Past
'Taro had his head hit by Jiro'

－ 12 －
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(9) Group B
a. Taroo-ga suri-ni-/-niyotte/*-kara saihu-o

b.

c.

tor-are-ta

Taro-Nom pickpocket-by/-by/from purse-Acc steal-Pass-Past
'Taro had his purse stolen by a pickpocket'
Ziroo-ga Saburoo-ni/-niyotte/*-kara otooto-o
nagur-are-ta
Jiro-Nom Saburo-by/-by/-from
brother-Acc hit-Pass-Past
'Jiro had his brother hit by Saburo'
Taroo-ga doroboo-ni/-niyotte/*-kara ie-o
aras-are-ta
Taro-Nom burglar-by/-by/from
house-Acc rob-Pass/Past
'Taro had his house robbed by the burglar'

The obser ved grammatical dif ference between (8) and (9) seems to come from the
semantics of the verbs involved in these examples. The Group A verbs in (8) exhibit the
following entailment pattern while the Group B verbs in (9) do not:
(10) Group A: i) entails ii).
a. i) keizi-ga
Hanako-no koodoo-o
ayasin-da
detective-Nom Hanako-of behavior-Acc suspect-Past
'The detective suspected Hanako's behavior'
ii) keizi-ga
Hanako-o ayasin-da
detective-Nom Hanako-Acc suspect-Past
'The detective suspected Hanako'
b. i) kanozyo-ga Taroo-no inoti-o tasuke-ta
she-Nom Taro-of life-Acc save-Past
'She saved Taro's life'
ii) kanozyo-ga Taroo-o tasuke-ta
she-Nom Taro-Acc save-Past
'She saved Taro'
c. i) Ziroo-ga Taroo-no atama-o nagut-ta
Jiro-Nom Taro-of head-Acc hit-Past
'Jiro hit Taro's head'
ii) Ziroo-ga Taroo-o nagut-ta
Jiro-Nom Taro-Acc hit-Past
'Jiro hit Taro'
(11) Group B: i) does not entail ii).
a. i) suri-ga
Taroo-no saihu-o tot-ta
pickpocket-Nom Taro-of purse-Acc steal-Past
'A pickpocket stole Taro's purse'

－ 13 －
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ii) suri-ga
Taroo-o tot-ta
pickpocket-Nom Taro-Acc steal-Past
b.

c.

'A pickpocket stole Taro'
i) Saburoo-ga Ziroo-no otooto-o
nagut-ta
Saburo-Nom Jiro-of brother-Acc hit-Past
'Saburo hit Jiro's brother'
ii) Saburoo-ga Ziroo-o nagut-ta
Saburo-Nom Jiro-Acc hit-Past
'Saburo hit Jiro'
i) doroboo-ga Taroo-no ie-o
arasi-ta
burglar-Nom Taro-of house-Acc rob-Past
'A burglar robbed Taro's house'
ii) doroboo-ga Taroo-o arasi-ta
burglar-Nom Taro-Acc rob-Past
'A burglar robbed Taro'

As we see, the i) sentences entail the ii) sentences in (10), which is not the case in (11). For
instance, if the detective suspected Hanako's behavior, it must be the case that this detective
suspected Hanako. On the other hand, if Saburo hit Jiro's brother, it does not follow that he
hit Jiro.
Interestingly, this semantic property is shared by the verbs that appear in the English
inalienable construction, as exemplified in (12):
(12) a.
b.
c.

John kissed the children on the cheek.
John hit the children on the nose.
Mary kicked the children on the foot.

(Vergnaud and Zubizarreta (1992))

As Vergnaud and Zubizarreta point out, these verbs exhibit the following entailment relation:2
(13) i) entails ii).
a. i) John kissed the children's cheeks.
ii) John kissed the children.
b. i) John hit the children's noses.
ii) John hit the children.
c. i) Mary kicked the children's feet.
ii) Mary kicked the children.

(ibid.)

On the other hand, such verbs as raise, stretch and wash do not exhibit this entailment
relation and accordingly do not appear in the construction in (12):

－ 14 －
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(14) i) does not entail ii).
a. i) John raised the children's hand(s).
b.
c.

ii)
i)
ii)
i)
ii)

John raised the children.
John stretched the children's leg(s).
John stretched the children.
John washed the children's face(s).
John washed the children.

(15) a. * John raised the children at the hand(s).
b. * John stretched the children on/at the leg(s).
c. * John washed the children on/at the face(s).

(ibid.)

(ibid.)

Furthermore, in French these two groups of verbs map their possessor argument in
different ways, as observed in Guéron (1985, 2003) and Vergnaud and Zubizarreta (1992):
(16) Group A verbs (verbs that exhibit the entailment relation):
a. Pierre a embrassé les enfants sur la joue.
Pierre has kissed
the children on the cheek
'Pierre kissed the children on the cheek'
b. Pierre a frappé les enfants sur le nez.
Pierre has hit
the children on the nose
'Pierre hit the children on the nose'
c. Pierre a chatouillé les enfants sur le pied.
Pierre has tickled the children on the foot
'Pierre tickled the children on the foot'
(17) Group B verbs (verbs that do not exhibit the entailment relation):
a. * Pierre a levé les enfants dans/sur le/au bras
Pierre has raised the children in/on/at the arm
'Pierre raised the children's arms'
b. * Pierre a lavé
les enfants dans/sur/à la figure.
Pierre has washed the children in/on/at the face
'Pierre washed the children's faces'
c. * Pierre a examiné les enfants dans/sur le/au pied.
Pierre has examined the children in/on/at the foot
'Pierre examined the children's feet'
Group B verbs map the possessor as the object of a preposition:
(18) a.

Le médecin a examiné l'estomac aux enfants

－ 15 －
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the doctor has examined the-stomach to-the children
'The doctor examined the children's stomach'
(Vergnaud and Zubizarreta (1992))
b. On lui
a
coupe les cheveux
they to-him have cut the hair
'They cut his hair'

(Kayne (1975))

An important property common to both English and French is that the possessor
argument of Group A verbs, which show the relevant entailment relation, is mapped onto the
direct object position of the verb.

4. Direct Objecthood of the Possessor Argument in Japanese
This leads us to expect that the surface subject of Japanese possessor passive involving
a Group A verb, a verb that shows the relevant entailment relation, is mapped as the direct
object of the verb, not the outer object as proposed in Homma (1995).
This prediction is not easily borne out since with neither of the two classes of verb in the
active voice does the possessor argument appear as the direct, accusative object:
(19) Group A
a. * keizi-ga
Hanako-o koodoo-o
ayasin-da
detective-Nom Hanako-Acc behavior-Acc suspect-Past
'A detective suspected Hanako's behavior'
b. * kanozyo-ga Taroo-o inoti-o tasuke-ta
she-Nom Taro-Acc life-Acc save
'She saved Taro's life'
c. * Ziroo-ga Taroo-o atama-o nagut-ta
Jiro-Nom Taro-Acc head-Acc hit-Past
'Jiro hit Taro's head'
(20) Group B
a. * suri-ga
Taroo-o saihu-o tot-ta
pickpocket-Nom Taro-Acc purse-Acc steal-Past
'A pickpocket stole Taro's purse'
b. * Saburoo-ga Ziroo-o otooto-o
nagut-ta
Saburo-Nom Jiro-Acc brother-Acc hit-Past
'Saburo hit Jiro's brother'
c. * doroboo-ga Taroo-o ie-o
arasi-ta
burglar-Nom Taro-Acc house-Acc rob-Past
'A burglar robbed Taro's house'
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The ungrammaticality of these examples may be ascribed to the Double o Constraint (Harada
(1973)), which prohibits multiple occurrences of the Accusative object in a single clause.
However, the effect of this constraint is somehow weakened by clefting one of the accusative
objects so as to separate it from the other accusative object. Importantly, this relaxing effect
is observed with the examples with Group A verbs, but not with Group B verbs, as we see in
(21-22):
(21) Group A:
a. i) keizi-ga
koodoo-o
ayasin-da-no-wa
Hanako-o da
detective-Nom behavior-Acc suspect-Past-fact-Top Hanako-Acc is
'It is Hanako who the detective suspected the behavior of'
ii)
b.

i)

ii)

keizi-ga Hanako-o ayasin-da-no-wa koodoo-o da
'It is the behavior that the detective suspected Hanako about'
kanozyo-ga inoti-o tasuke-ta-no-wa Taroo-o da
she-Nom life-Acc save-Past-fact-wa Taro-Acc is
'It is Taro who she saved the life of'
kanozyo-ga Taroo-o tasuke-ta-no-wa inoti-o da
'lit. It is the life that she saved Taro'

(22) Group B
a. i) * suri-ga
saihu-o tot-ta-no-wa
Taroo-o da
pickpocket-Nom purse-Acc steal-Past-fact-Top Taro-Acc is
'It is Taro who the pickpocket stole a purse of'
ii) * suri-ga Taroo-o tot-ta-no-wa saihu-o da
'It is a purse that the pickpocket stole from Taro'
b. i) * Saburoo-ga otooto-o
nagut-ta-no-wa Ziroo-o da
Saburo-Nom brother-Acc hit-Past-fact-Top Jiro-Acc is
'It is Jiro who Saburo hit a brother of'
ii) * Saburoo-ga Ziroo-o nagut-ta-no-wa otooto-o da
'lit. It is his brother who Saburo hit Jiro'
The point is that the possessor argument can have the direct objecthood with Group A verbs,
but not with Group B verbs. If so, the surface subject of possessor passive in Japanese is
classified into two different kinds: the possessor argument of Group A verbs is a direct
argument of the verb, while that of Group B verbs is an "outer object."

5. Conclusion
This paper has argued that there are two different sources for the surface subject of
possessor passive in Japanese. This point is suggested by the cross-linguistic consideration
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of the inalienable construction in English and French, and the (im)possibility of Accusative
Case-marker on the relevant argument.
Notes
I would like to thank Takamichi Aki for giving me helpful comments. Needless to say, any
remaining errors are mine. This work has been supported in part by a Grant for Promotion
of Niigata University Research Projects (Grant-in-Aid B) and in part by a Grant-in-Aid for
Research Project from Institute of Humanities, Social Sciences and Education, Niigata
University.
1
List of abbreviations: Acc - Accusative, Cl - Classifier, Dat - Dative, Loc - Locative, Nom Nominative, Pass - Passive, Past - Past Tense
2
The propositions in ii) of (13) are also entailed by the sentences in (12).
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さすればヴェーユが〈歓喜のなかに必然性を感じる〉と表現した真意をどう理解できる
かであろう。筆者がこの語句は彼女の体験から獲得された思想に基づき発せられたという
ならば、体験をして彼女の〈自然的な魂（l'âme）〉を〈超自然的な魂（l'âme）
〉に〈移行〉
せしめたにせよ、そこは「非空間、非時間、非物質（非質料）」の〈領域〉である以上、
何もない、何の思想すらないといえるところなのだから、かの〈次元〉の体験（思想）を
語るに、当然〈自然的な魂〉中の〈精神（un esprit）〉にかかわる〈理性（知性）
〉での、
このような言葉に従わせた語句で表記する以外に表現し切れなかったと察知できよう。そ
こで彼女はこの語句にて何を主張したかったのか見極めなければならない。それは筆者が
察するに、
〈感じる〉を中心にした捉え方にある。すなわち〈感じる〉はそれ自体を一能
力と、ましてや〈能動〉能力とみるのではなしに、
〈受容、同意、愛（エロース）
〉を一体
として含意させ、これをして人間内部（
〈超自然的な魂〉）に生じさせられる〈必然性〉た
らしめると。換言すると〈受容、同意、愛（エロース）〉は〈超自然的な魂〉にあって、
〈受
動〉や〈能動〉の区別を要しない〈感じる〉であり、〈感じる〉は人間自らの〈自然的な
魂（l'âme）〉のかの諸能力をば〈超自然的な魂（l'âme）
〉での〈受容、
同意、
愛（エロース）
〉
にかかわらせる〈必然性〉の役割を担っていると。
La subordination consentie de toutes les facultés naturelles de l'âme a l'amour
surnaturel est la foi.⑴
超自然的愛のための、魂の自然的諸能力によって同意された服従（受容）は、信仰で
ある。（括弧内は筆者）
C'est que Dieu est Amour. Le Fils est séparé du Père pour témoigner qu'ils s'aiment.
Témoigner devant qui? Devant eux-mêmes. Dieu témoigne devant Dieu qu'il aime Dieu.⑵
それは神が愛であるということである。子は父と子が愛し合うことを証するために、
父から隔てられる。誰に証しするのか。父や子自身に対してである。神は神が神を愛す
ることを神に対して証しする。
最初の引用文中の〈超自然的愛〉は二番目のそれの〈神が神を愛する〉に適当し、〈神〉
同士による〈愛（エロース）
〉以外の意味ではあり得なくなる。だが二番目の引用文にて
さらに、
〈神（父）〉は〈神（子）〉との〈愛（エロース）
〉を〈証するために〉
、
〈神（父）
〉

－ 19 －

新潟大学言語文化研究
の住まう「あの世界（超自然的な領域）
」と〈隔て〉させる〈放棄の業（acte）
〉⑶によって、
〈神（子）
〉を遣わし住まわせる〈この世界（自然的な領域）〉を〈創造〉したとみえるが
ゆえに、たとえば〈神（子）
〉たるキリストの受難のごとき〈不幸〉が〈この世界〉に蔓
延しては、
〈不幸〉をして〈子〉を、したがって〈この世界〉を〈痛ましく愛されている〉
といわしめる〈必然性〉の一にしかかかわらせはしなかった。むろんヴェーユが他方で〈神
が愛である〉と記した〈愛〉は、一に、〈この世界〉は〈神（父）
〉による〈放棄〉で成っ
たために、
〈痛ましく愛されている〉ほかない、
〈神（父）〉の〈愛（アガペー）
〉であるこ
と、要はこの〈愛（アガペー）
〉こそ、
〈子〉が〈父から隔てられ〉た〈必然性〉の〈証し〉
になることを、一に、〈父や子自身に対して〉〈証しする〉は〈子〉の〈父〉への〈愛（エ
ロース）
〉であることを含み得る。
〈子（キリスト）
〉が前記したごとく、
〈どうしてわたし
をお見捨てになったか〉と〈わが神（papa）〉に向けて叫んでいたことさえ、
〈子（キリス
ト）〉の〈不幸〉とみるならば、この〈不幸〉の「叫び」は、なるほど〈神（父）
〉と〈隔
てられ〉たがゆえの、
〈痛ましく愛されている〉
〈愛（アガペー）
〉すなわち〈必然性〉を
因にするとはいえ、筆者にとっては、
〈子（キリスト）
〉が〈父〉に決して〈見捨て〉られ
ないと信じ切る（愛する）
〈愛（エロース）
〉の反語的表現であると、あるいはこの〈愛す
る〉
〈エロース〉は後記する、彼女が体験した〈必然性を感じる〉という〈感じる（sentir）〉
の意に等しくなると捉えられるのだから、〈エロース〉をも〈アガペー（必然性）
〉下に生
じた〈必然性〉に組み入れさせるにちがいない。なぜなら〈神（父）は神（子）が神（父）
を愛することを神〈子〉に対して証しする〉からである。要は〈神（子）
〉の、
あの「叫び」
なしに、つまり〈子（キリスト）〉の、〈アガペー〉への〈服従（受容）
〉や〈同意〉なく
して、
〈神（子）
〉は「叫び」を、すなわち〈神（父）を愛する〉ことを不可能にされたの
だし、
〈神（父）
〉は〈受容、同意、愛（エロース）
〉が〈神（子）
〉にあって、
「必ずそうな」
らねばならぬ〈必然性〉であることを〈神（子）
〉にいい聞かせていたといえるからである。
〈神（子）
〉は自らの、または〈この世界〉の〈不幸（必然性）
〉を〈受容〉し、それに〈同
意〉せずに、〈神（父）
〉を〈愛する〉〈エロース（必然性）
〉が可能にならないばかりか、
この〈エロース（必然性）
〉によって、
〈神（子）
〉自らの存在を〈神（父）
〉に返すことさ
えできなくなる。ここにおいて、
〈神が愛である〉とは、
〈愛〉が〈アガペー〉であれ、
〈エ
ロース〉であれ、
〈必然性〉を含意させるからして、
〈神〉は〈必然性〉であると、また〈こ
の世界〉が〈神（子）
〉や、まして人間ですら、
〈愛（アガペー）〉に服さずにいられない〈必
然性〉にあるからして、いかんともしがたい、この〈必然性〉を、要は〈神（父）
〉が〈放
棄の業（運動）〉による、〈この世界〉の〈創造〉を、さらに彼女の理解する〈神（子）
〉
キリストが〈受容（同意）
〉する、
自己〈放棄の運動〉なる〈逆創造〉を〈現実〉にしても、
なおも〈神（子）
〉が〈神（父）を愛する〉ことができたのに見倣い、人間は人間自らの
存在を〈神（父）
〉に返すよう〈愛〉すべきであるといわなくてはなるまい。人間の〈逆
創造〉や〈愛（エロース）
〉にも、人間が〈自然的な魂〉の諸能力（感受性と感情）を、
かの各〈激し〉い〈運動〉のもとで〈移行〉した〈超自然的な魂〉に〈受容、同意〉させ
得る〈必然性〉を欠かせてはならないというわけである。
人間をして〈神を愛する〉ことを追い求めさせ、
〈超自然的な魂〉に誘わしめるのを称
する、
〈逆創造〉について、筆者が再度取り上げるは、
〈逆創造〉がいかに成ったかなどを、
これまで掲げた諸引用文のいくつかから明らかにさせたいためである。そのいくつかのう
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ち、「最初の」と記した引用文にあって、〈信仰〉が他の引用文中の、
〈祈りは注意力から
生み出される〉と書かれた〈祈り〉に換言されるならば、この〈信仰（祈り）〉に対する
主語〈
（超自然的な）魂（l'âme）の自然的諸能力によって同意された服従（受容）は〉と
されたなかの〈自然的諸能力〉の一は当然、
〈祈り〉ではじまる上記引用文中の〈注意力（知
的注意力）
〉でなければならないし、
〈（知的）注意力〉に関しては、また他の引用文に、
〈わ
たしたちが知的注意力に、受容、同意、愛である、さらに高次の注意力を加えるとき〉と
語られたのがみられるのだから、疾うに一見した通り、
〈知的注意力〉と〈高次の注意力〉
という、
〈存在しないものに現実に注意することにある〉⑷〈創造的注意力〉や〈直観的
注意力〉とがまさに繋がる（結びつく）関係を有することを知るのだ。
〈直観的注意力〉
が〈存在しないもの〉すなわち〈神〉また〈善〉に〈方向づけ〉る〈超自然的能力〉⑸で
あることは〈創造的注意力〉に同様となる。
〈超自然的な魂〉に〈受容、
同意〉された〈知
的注意力〉が各いう〈注意力〉のいずれかになるにあって、この相違は〈創造的〉や〈直
観的〉の各修飾語自身の意で見分けられるといえども、それぞれにいかなる〈運動〉もも
たらされずに、人間には〈存在しないもの（神また善）
〉への〈方向づけ〉が〈現実に〉
ならないのは確かであった。だが筆者にさらにいえるは、
〈存在しないもの〉が「あの世界」
たる〈超自然的な領域（魂）〉における〈神〉また〈善〉だけではなく、
〈この世界〉たる
〈自然的な領域（魂）
〉にもみられることである。人間が〈この世界〉に生まれてしばらく
は、およそ誰の目の前にも〈存在しないもの〉の方が圧倒的に多くあったはずであり、こ
の〈存在しないもの〉をいまだ体験していない〈もの〉に想定して受け取るならば、
〈存
在しないもの〉
、たとえば〈不幸〉と人間自らの〈運動〉とが重ね合わせられる（一体と
なる）ことなしに、人間は〈超自然的な魂（l'âme）〉としての各〈注意力〉を生み出し得
なかったであろうと読む。こうして、ある人間が〈存在しないもの〉
（未体験であった）
と知る、
その一たる〈不幸〉に実際出会うとき、
〈不幸〉は〈この世界〉や他人からくる〈も
の〉を含めていう「他者」の〈不幸〉か、ある人間自身の〈不幸〉になるかのいずれかを
示そう。そこで前述した語句〈存在しないものに現実に注意すること〉を筆者なりにまと
めおくと、
〈現実に注意すること〉は、
〈現実に（réellement）〉の語意から、
今「実際に」
〈超
自然的な魂〉での〈創造的注意力〉や〈直観的注意力〉を〈存在しないもの（神また善）
〉
に〈方向づけ〉ていることをさすとみられる一方、
それでもそのためには、
ある人間にとっ
て〈現実に〉
、何も試みずに〈方向づけ〉を可能にできるのではなく、〈自然的な魂〉での
〈自然的諸能力〉（ここは上記した、
〈高次の注意力〉である各〈注意力〉と「繋がる（結
びつく）関係」で捉えられねばならぬからして、〈知的注意力〉が適当しよう）を〈存在
しないもの〉
、すなわち例の「他者」の〈不幸〉やある人間本人の〈不幸〉に注ぐことな
くば（筆者は「他者」の〈不幸〉やある人間本人の〈不幸〉にそれぞれ注がれて生じるの
が、〈感受性以上〉（後述）以外では、
〈創造的注意力〉と〈直観的注意力〉であり、そこ
に各〈高次の注意力〉の相違が強いていえば見出されようと指摘しておく）
、
繰返しいうが、
各〈高次の注意力〉なる〈超自然的能力〉は生まれないことを、とどのつまり〈超自然的
能力〉は、ある人間（ヴェーユ）が〈この世界〉でのいまだ〈存在しないもの〉たる「他
者」の〈不幸〉やある人間（彼女）自身の〈不幸〉を、
これらのいずれにも「重なり合う」
、
本人自らの〈激し〉い〈運動〉を通して生じさせ得る〈自然的諸能力〉でもって、何より
もまず自らに〈受容（同意）
〉させずに、
「あの世界」での〈存在しないもの〉たる〈神〉
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また〈善〉に到達せしめよう〈超自然的な魂〉はかたちづくられないことを含意させるに
あると断じ得る。そして筆者にすれば、ここにきて、
〈知的注意力〉の〈高次の注意力〉
への「繋がる関係」を目にできたことは、これも疾うに触れた語句〈感受性のさらに高級
な部分〉をして〈感受性の感受性以上〉にいい換えさせると指摘したことだけが、そこに
「繋がる関係」を有して捉えられるのではないことを知る。
「繋がる関係」が窺えることは
筆者にあって、
「再三記す」とした引用文を、なかでもその語句〈歓喜のなかに必然性を
感じる〉を例にしてさえ読み取れることである。次の段落から、上記のことに以下をも含
めたことの証明を試みるが、要は〈超自然的な魂〉における〈存在しないもの（神また善）
〉
に〈方向づけ〉るは、すなわち〈神への愛（エロース）
〉はもはや〈感受性の感受性以上〉
だけではなしに、上記した〈知的注意力〉の〈創造的注意力〉や〈直観的注意力〉によっ
て、先きの語句中の〈歓喜〉の〈純粋な歓喜〉によって、さらに〈願望〉の〈純粋な願望〉
によっても〈現実に〉なるということである。
ここで「再三記す」とした引用文〈歓喜のなかに必然性を感じることができるのは、感
受性のさらに高級な部分であり、
それはただ美の感情の仲立ちによってのみ感じられ得る〉
をまた取り上げるは、この全文の、筆者なりの解釈を以下に示さねばならぬはむろんのこ
と、さらに全文には筆者のこれまで述べてきた主張が肯定的に語られているとみえるから
して、ときに必要あらば「筆者なりの解釈」を加えながら、その「主張」を先きに証明し
たいがためである。それはもとより、筆者にいう、認識論的思想の「主張」にある。その
「主張」は上記引用文に基づくともいえるからである。ヴェーユに察知されよう「認識論」
で肝心なことは全文から、あるいは一見していたことで分かる通り、たんに〈この世界〉
の人間（彼女）による、
〈自然的な魂〉での、たとえば上記の〈歓喜〉〈感受性〉や〈美の
感情〉という「知る作用」（
「認識（論）
」
）にとどまるだけではなく、「あの世界」の同じ
人間（彼女）による、
〈超自然的な魂〉での、
たとえば上記の〈感じる〉という「認識（論）
」
（〈超自然的な魂〉に「認識論」が想定されていればの話だが）をも織り込ませて成るとみ
なければならないことである。彼女にみられる「認識論」は〈自然的な魂〉と〈超自然的
な魂〉との諸能力を一つに「繋が」らせ（結びつかせ）て捉える必要がある。
〈超自然〉
〈超
自然的な領域〉と〈超自然的な魂〉の各語は彼女に用いられるほか、よく宗教（正統キリ
スト教）においても使われる。このことからか、人は彼女に宗教思想家の相貌を付してこ
と足りたとする。そうなのか。筆者には否であった。その根拠はここにある。すなわち、
彼女の説く「認識論」は〈自然的諸能力〉のみか、
〈超自然的（諸）能力〉までを取り入
れたそれになるといわねばならぬのであって、
ことさらに〈超自然的な魂〉を持ち出して、
〈超自然的な魂〉に関する「認識論」を、彼女の宗教（の認識論的）思想に扱い、これの
みに閉じ込めたり、また彼女独自の哲学の土台とみる「認識論」から切り離したりさせら
れてはならないと。なぜなら彼女独自の哲学は、ここで「独自の」といわせるに、
〈超自
然的（諸）能力〉を盛り込む、その「認識論」がみられるからであり、何より彼女の生き
方そのものであったと断じ得るからである。
こうした「認識論」が成ったはヴェーユにあって、
〈自然的能力〉が〈超自然的能力〉
へいわば発展（展開）するのではないかと問いかけ得たことにあるとみる。彼女は〈神〉
の存在が彼女をはじめとした〈わたしたち〉の、いかなる「知る作用（認識）
」によって
明かされ得るかを探らんとした。このことはだから、前段に記した引用文全文で証明でき
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るわけである。またこれは宗教に問われよう「認識論」にかかわるとみられども、
〈自然
的な魂〉と〈超自然的な魂〉とを「繋が」らせることにより、一貫し、整合する「認識論」
に捉えなければならぬからして、
彼女独自の哲学に組み入れさせてしかるべきなのである。
〈わたしたち〉人間が〈この世界〉に存在していなければ、
〈神〉を除くにしろ、誰も〈こ
の世界〉を〈創造〉することはできなかったであろう。誰も〈神の愛（アガペー）
〉なる、
〈この世界〉の〈必然性〉のことも、まして〈神への愛（エロース）
〉のことすら質せはし
なかったであろう。しかし〈神自身に向かう愛（エロース）〉を〈現実に〉するは、
〈この
世界〉の〈愛（アガペー）
〉である〈神（子）
〉キリストが、もとは〈神自身〉の〈創造〉
した〈愛（アガペー）
〉を〈受容〉する、かの「叫び」からしかはじまりはしないのだから、
〈神（父）
〉は〈愛（アガペー）
〉なる〈必然性〉により、キリストを〈逆創造〉に導かせ、
〈この世界〉のだけか、
「あの世界」の〈すべてを統轄する〉
、それこそ〈必然性〉を支え
に支えていたとみてかまわぬのであり、彼女が〈わたしたち〉人間をして、今度は〈存在
しない〉という、自分たち自身の存在を否定させることを課すは、〈神（父）〉の〈愛（ア
ガペー）
〉なる〈必然性〉が〈神（子）
〉に背負わされ、
〈神（子）
〉による〈神に向かう愛
（エロース）〉になる、すなわち〈神（子）が神（父）を愛（エロース）する〉ように、た
とえば〈この世界〉たる〈必然性〉の一である〈不幸〉を、要は〈痛ましく愛されている〉
〈愛（アガペー）
〉を受け入れ（受容し）ないわけにゆかなくなるからである。〈痛ましく
愛されている〉〈愛（アガペー）
〉の〈受容（同意）〉が〈わたしたちを貫いて、神自身に
向かう愛〉であると彼女に記されくるではないか。しかり、〈必然性（不幸）〉が〈わたし
たちを貫〉かねば、
〈受容（同意）
〉にならないし、
〈愛〉なる〈必然性〉は〈神自身〉の〈業
（運動）
〉でもあるのだから、〈わたしたち〉は〈神〉に出会えるに、つまり自分たちの存
在を〈神〉に返すに、なるほど〈この世界〉の〈必然性〉を自分たちでは覆し得ぬども、
かといってそのままに捨ておくのではなく、彼女のみるキリストに倣い、この〈愛（アガ
ペー）
〉で〈わたしたちを貫〉き得る〈運動〉でもって、
換言するとその〈必然性〉を〈受
容〉し、それに〈同意〉できる〈運動〉をもって、筆者にすれば〈受容〉〈同意〉に等し
く捉えれられる、
〈神自身に向かう愛（エロース）〉を可能にさせるのだ。こうして〈わた
したち〉も〈逆創造〉できることになる。彼女は〈逆創造〉を〈わたしたち〉人間の〈必
然性〉ですらあると解していた。だが彼女が何ゆえ、〈神〉のことを持ち出し、
〈わたした
ち〉人間を〈神〉とかかわらせるかは、彼女が〈神〉は〈純粋な、完全な、すべてを統轄
する、
絶対的な善〉であり、
〈絶対的な善についての約束ごとは神によってのみ認証される〉
と断じるかぎり、
〈不幸〉だけか、
〈世界の美〉をもたらす〈必然性〉のことをば、
〈この
世界〉の、
〈神〉による〈創造〉にまでゆきつかせずには、その答えは求められ得なかっ
たからである。
それはともかく、
〈必然性〉の語意はすでに触れたように、
「必ずそうなること」をさす
にあった。そこで筆者は前記していた引用文全文に対する、
「筆者なりの解釈」をようや
くここにきて順次試み得るといえるなかで、まずは、〈歓喜のなかに必然性を感じる〉を
取り出し、そのまとめと結語を述べるところからはじめることにする。一に、〈必然性〉
を上記のごとく換言させ、この語句全体にかかわらせては、
〈歓喜のなかに「必ずそうな
ること」を感じる〉と読み直す。ならば何が「必ずそうなる」かと問う「何が」には〈歓
喜〉しか当てはまらないと見通せるのであって、そこからはさらに、
〈歓喜は「必ず純粋
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な歓喜になること」を感じる〉と断じてかまわぬことになろう。
〈歓喜〉と〈純粋な歓喜〉
とが「繋がる（結びつく）
」関係にあったことは疾うにみた通りであるし、のちにも一見
する。そこに立つと、筆者はヴェーユがとりわけ注視するであろう、
〈自然的な魂〉の〈自
然的諸能力〉すなわち〈受動〉能力たる〈感受性〉〈願望〉やこの〈願望に結びつく〉
〈知
的注意力〉さえ同様に、それぞれはときに（同時ではなく）、
「必ずそうなること」をして、
「必ず〈感受性以上〉
、
〈純粋な願望〉
、〈創造的注意力〉や〈直観的注意力〉になること」
を感じる〉ことを含意させずにおかないと指摘することができるのだ。
しかれども、一に、
〈歓喜〉の例に代表させて、
〈歓喜〉が〈超自然的な領域（魂）
〉にあっ
て、〈
「必ず〈純粋な歓喜〉になること」を感じる〉と換言したうちの〈感じる〉はいかな
る正体を有するとみることができようかである。
〈感じる〉
はその結語を先きに述べおくと、
〈受容、同意、愛（エロース）
〉までを一応含ませて理解されねばならないということにな
る。このことを以下に明かすうえで、筆者はまず、
〈感じる〉を〈受容、同意、愛〉とみ
なすにもかかわらず、〈愛〉を除いた、〈感じる〉すなわち〈受容、同意〉各それ自身をば
〈超自然的（諸）能力〉といわせないと断っておく。
〈超自然的な魂〉で、こうした〈必然
性を感じる〉にせよ、そこは「非空間、非時間、非物質（非質料）
」的領域（魂）である
以上、
どうして〈感じる〉が、
〈受容、同意〉が、要はそのような呼ばれ方が〈超自然的（諸）
能力〉になり得るであろうか。否である。なるほど〈超自然的な魂〉を〈現実に〉したの
は誰でもない、ヴェーユであったが、彼女のかかる体験は、そこが「空間、時間、物質」
をあらわさない領域であることを前提にすると、少なからず〈感じる〉を字義通りに受け
取り得なくなるからである。たとえば、
〈超自然的な領域（魂）〉が〈空無（真空）
〉という、
いわば何もないとみえるところからは、
「
〈純粋な歓喜〉になること」に対し、何ゆえ〈感
じる〉ことができようか、できはしない（
〈純粋な歓喜〉が「何もない」領域で疾うに記
した〈超自然的能力〉になると再確認するは後述に譲る）し、
そもそもそこが「何もない」
領域（魂）がゆえに、この〈歓喜〉が〈純粋な〉の語を付すほかなくなる、
換言すると〈純
粋な〉しか通用しないのが〈超自然的な領域（魂）〉なのである。それよりかさらに留意
せざるを得ない、
「
〈創造的注意力〉や〈直観的注意力〉
（のいずれか）になること」の例
に対し、
〈感じる〉という語の使用は許されないといわねばなるまい。なぜなら人に〈超
自然的な魂〉での〈感じる〉用法が〈自然的な魂〉でのその用法と相違していてかまわぬ
とみなされるならば、何も返答できなくなるが、しかし〈感じる（sentirやressentir）
〉は、
本来〈感受性〉や〈感情（歓喜と願望など）
〉の〈自然的諸能力〉が各もたらされる際に
用いられるだけであり、〈創造的注意力〉や〈直観的注意力〉
（これらも〈超自然的能力〉
になる）にかかわらせるうえで、同じ〈自然的な魂〉の〈魂（une âme）〉の部位ではなく、
〈精神（esprit）〉部位を出所にしよう〈知的注意力〉に対しては効力のない〈能動〉能力
であったからである。
〈自然的な魂〉中の〈感じる（sentir）
〉がこうした語意に従う用法
であったのに反し、筆者には〈超自然的な魂〉で語られる〈感じる（sentir）
〉は〈受容、
同意〉の語意に等しくみえたし、彼女も〈受容、同意〉をそこでの〈受動〉能力とは明言
しない（筆者は彼女の諸作品にこの指摘を目にしたことはなかった）以上、
〈感じる〉が〈能
動〉能力と、
〈受容、
同意〉が〈受動〉という各〈自然的能力〉の使い方を〈超自然的能力〉
に充当させることは不可能である。だから〈超自然的な領域（魂）〉に、
〈自然的諸能力〉
である、この〈感じる（sentir）
〉をはじめ、
〈（再び）感じる（ressentir）
〉、
〈望む（désirer）
〉
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や〈思惟する（penser）
〉が〈能動〉能力として機能し、それぞれの〈受容、同意〉をし
て〈受動〉能力たらしめたり、
〈自然的な領域（魂）
〉の用法と同様な、
〈能動〉
〈受動〉関
係での「知る作用（認識）」がみられたりするとはいえなくなるわけである。しかも〈超
自然的な領域（魂）
〉が「非空間、非時間、非物質（非質料）
」的領域であるかぎり、〈感
じる〉は〈受容、同意〉だけでなく、〈愛〉をも含ませた、いわば一体の語意を示唆させ
ると捉えおかねばならぬからして、たとえば〈歓喜〉の〈受容、同意〉を〈受動〉能力と、
〈神〉への、その〈方向づけ〉たる〈愛〉を〈能動〉能力と区別させたり、
〈自然的な領域
（魂）
〉での、例の〈能動〉
〈受動〉関係を〈受動〉
〈能動〉の順にした関係をみるといわせ
たりすることとかかわらせる必要はないのである。
にもかかわらず、実際〈感じる〉は〈超自然的な魂〉の表記にさえ用いられていた。な
らば一に、ヴェーユにいう〈超自然的な魂〉はこの〈感じる〉の使用によって、どのよう
にみられ得ようかである。その際留意すべきは、彼女が〈自然的な魂（l'âme）
〉や〈超自
然的な魂（l'âme）〉と述べるにしろ、
〈魂〉の語を同じ〈l'âme〉にして使うことにある。
ここからは以下のことが筆者に想定される。まず、彼女のいう〈魂（l'âme）〉は〈超自然
的な魂〉を現出させようが、〈超自然的な魂〉は〈自然的な魂〉を出所にし土台にすると、
これはだから、デカルトを例にしては、彼にいう〈真理の探求〉での〈精神（esprit）
〉が
⑹
〈脳〉と〈独立〉する（無関係になる） と説き、筆者にこれを〈脳〉の外にあると捉え
させたのに相違すると、次に、
〈超自然的な魂〉の現出は、彼女自身の〈脳〉である〈自
然的な魂〉の〈激し〉い〈運動〉でもって、
〈自然的な魂（脳）
〉を〈空無（真空）
〉のま
まに〈移行〉せしめて可能になると、
そして、
〈超自然的な魂〉にあって、
何しろ彼女が〈超
⑺
自然的理性〉 といわせる語を書き込むほどだから、
〈感じる〉はむろんのこと、その〈思
惟（する）
〉⑻をも加えられた、〈自然的な魂〉の〈自然的諸能力〉が〈超自然的〉と修飾
されながらも、そのまま〈超自然的な魂〉に使われていると、かつそこまでいえるならば、
〈超自然的な魂〉も〈魂（une âme）
〉と〈精神（un esprit）〉の各部位で構成されるよう
にみてかまわぬかということである。
ところが、今まさに問うている〈感じる〉が上記のごとくに肯定されると、要は〈自然
的な魂〉で作用しよう〈感じる〉が〈超自然的な魂〉にさえ通用するとなると、同時にヴェー
ユに「非空間、非時間、非物質（非質料）
」的で〈空無（真空）〉であるといわせる〈超自
然的な魂〉とは矛盾を生じさせはしないのかである。筆者は彼女が〈移行〉の語を使うの
を見て取るかぎり、
〈脳〉たる〈自然的な魂〉が同じ〈脳〉をかかる〈空無（真空）
〉なる
〈超自然的な魂〉にさせることを認める。しかれどもかかる〈空無（真空）
〉なる、
「何も
ない」
〈超自然的な魂〉に対し、〈自然的な魂〉にみられる〈感じる〉が同様に働きかける
能力であると認めることはできない。そうみずして、筆者はおろか、彼女すら、
〈超自然
的な魂〉に関した〈受容、同意、愛〉を持ち出す必要がなくなろう。しかもこの〈受容、
同意、愛〉を一方でいう〈感じる〉と関係を持たせないことには、
〈受容、同意、愛〉が
何のために用いられたのか判明されないだけか、筆者にみる「認識論」から浮き上がり、
そこに活かされはしなくなるし、
〈感じる〉が前記していたように、
〈自然的な魂〉と同じ
用法に捉えられてしまう。だから〈超自然的な魂〉にあって、
〈感じる〉は〈自然的な魂〉
での〈能動〉能力としての働きかけやそれに伴なう〈受動〉たる能力を生じさせるのでは
ないわけである。
〈自然的な魂〉に発する〈歓喜〉を例にいうにしろ、〈歓喜〉が〈超自然
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的な魂〉の現出（移行）につれて、そこに〈受動〉の意味を持たせた〈受容、同意〉にな
るか、はたまた〈歓喜〉に〈感じる〉
〈能動〉能力が働きかけ、〈受動〉能力たる〈純粋な
歓喜〉をもたらすとみるかにあっては、いかにも〈自然的な魂〉の〈感じる〉用法通りで
しかなくなる。だがこの用法を認めたところで、
〈歓喜〉がなぜ〈純粋な〉それであるか
読めないし、人が〈純粋な歓喜〉を〈受動〉能力だといい張ることでは、例の〈愛〉が、
つまり〈神〉への〈方向づけ〉が〈受動〉能力であることになる。そこでこうした「矛盾」
をさえ避けるに、筆者は〈超自然的な魂〉の〈感じる〉をして、この〈歓喜〉を〈受動〉
や〈受動〉能力のではなく、当の〈歓喜（感情）
〉あるいは〈感受性〉の意味で用いる〈受
容、同意〉にさせては（なぜかは後述する）
、
〈受容、同意〉それ自体を〈純粋な歓喜〉要
は〈愛（エロース）
〉や〈祈り〉たらしめることを含ませ得ると受け取るほかなくなった。
これを証明するのが前記引用文であり、その全文を掲げるなかに、以上の語のいくつかを
挿入して書き直せば、次のようになろう。
〈感じる〉はすなわち、
〈超自然的愛（エロース）
のための、魂の自然的諸能力（の一なる歓喜）によって同意された服従（受容）は、信仰
（祈り）
（純粋な歓喜）である〉ことが含意されていなければならないと。この〈愛のため〉
に欠かせないのは、
〈感受性〉また〈感情〉の〈受容、同意〉である。だから〈受容、同意、
愛〉は「一体」であり、
これこそ〈超自然的な魂〉の〈感じる〉の語意である必要がある。
繰返しいうが、
〈歓喜〉は〈超自然的な魂〉で〈受容、
同意〉になり、
この〈感情〉たる〈受
容、同意〉のもとに、
〈超自然的愛のための〉
〈純粋な歓喜〉に導かれる（〈歓喜（感情）
〉
つまり〈受容、同意〉なしには当然、
〈超自然的愛（純粋な歓喜）
〉になり得ない）
。こう
してはじめて〈愛（純粋な歓喜）
〉だけは、
〈愛〉を彼女に〈超自然的能力〉という語で表
現させるかぎり、
〈超自然的能力〉と呼んでかまわぬことになる。以上から同様に、
〈感受
性以上〉
〈純粋な願望〉と（
〈願望（感情）〉を「取り込」んで成る）
〈創造的注意力〉や〈直
観的注意力〉がそれぞれ〈超自然的能力〉とみなされてしかるべきことになる（また〈純
粋な歓喜〉や〈純粋な願望〉の〈純粋な〉の表記に倣い、上記の残りの〈超自然的能力〉
を〈純粋な感受性〉あるいは〈純粋な注意力〉といって間違いではなかろう）
。
前段までに語ったいくつかをさらに展開し、証明するためにも、筆者は先きに、ヴェー
ユが〈超自然的な領域（魂）〉のことを口にしてはそこを、
〈空無（真空）〉と、一方で〈感
じる〉
〈受容、同意、愛〉などの出所と捉えていたことに対し、たとえば〈自然的な魂〉
の〈自然的能力〉〈歓喜（感情）
〉が何ゆえ〈受容、同意〉ならびに〈愛（純粋な歓喜）
〉
でなければならぬかに答える必要がある。それにはまず、彼女が〈超自然的な起源の善を
この世界に役立たせること（わたしにあっては知性だ）
〉⑼と述べたことに耳を傾けるべ
きである。筆者に「何もない」といわせた「あの世界（超自然的な領域）
」に〈自然的な魂〉
が参入（移行）して、ここに記される〈善〉に、筆者にすると〈神〉に出会うことは、
「何
もない」領域にもかかわらず、〈善（神）〉が〈超自然的な魂〉にみえてくることをさす。
これは彼女にとって、いや〈わたしたち〉でさえ、その〈善（神）
〉を〈この世界に役立
たせる〉
、要は〈善（神）〉との出会いで、これを〈この世界〉に知らしめる、さらにいう
と〈善（神）〉を〈この世界〉の人間に根づかせる、その実現手段は、まずもって〈自然
的な魂〉の〈自然的能力〉
〈知性（理性）
〉を活用させるほかなく、〈知性（理性）
〉に基づ
く表現に頼らざるを得ないことを示唆させる。だから「あの世界」で彼女にみえた体験を
あらわすうえで、上記した諸語は〈知性（理性）〉に依拠し、この〈思惟する〉能力を駆
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使させては、自らの体験が体現されるような語として、彼女に選び抜かれもたらされたの
だといえるわけである。要するに、〈超自然的な領域（あの世界）
〉や〈超自然的な魂〉の
ことは、これらの語を含め、すべて〈知性（思惟する）〉を働かせたうえで、かの諸語と
して書き残されたにすぎないということになる。
そこで筆者は〈超自然的な領域（魂）
〉における、筆者なりの論述に、ヴェーユの用い
た諸語を当てはめて、その結語を見出すことにする。諸語の一の〈空無（真空）
〉は〈超
自然的な魂〉の〈空無（真空）〉をあらわすし、同時に筆者に「あの世界は何もない」と
いわせた〈超自然的な領域〉への参入をして、
〈超自然的な魂〉を「何もない」
「あの世界」
にもさせることになる。さらに諸語の一の〈感じる〉は〈自然的な魂〉で使われる〈感じ
る〉ではなく、〈善（神）〉が〈超自然的な魂〉に、これも筆者に「みえ（てく）る」と記
させた語と同じに捉えてかまわぬだけか、〈超自然的な魂〉でいう〈受容、同意、愛〉の
諸語に等しいとみることができた。こうした諸語はもとより、彼女が〈自然的な魂〉での
〈感情〉を代表させよう、例の〈歓喜〉の体験を通して、
〈歓喜〉が〈超自然的な魂〉でど
うなったかをあらわすために使用されたといわねばならない。
〈自然的な魂〉に生じた、
〈歓
喜〉の〈激し〉い〈運動〉が〈自然的な魂〉を〈空無（真空）
〉にするや否や、
〈空無（真
空）〉の、要は「非空間、非時間、非物質（非質料）
」の〈超自然的な魂〉を現出し、この
現出をもって、
〈自然的な魂〉の〈超自然的な魂〉への〈移行〉がなされたと、そこで〈空
無（真空）
〉はそれがゆえに、これも諸語の一に加えられる〈自然的能力〉
〈歓喜（感情）
〉
のままにさせないと、つまり〈超自然的な魂〉は「非物質（非質料）
」だからして、
〈歓喜
（感情）〉を「神経伝達物質」とは、同様に「非空間」だからして、〈歓喜（感情）
〉を〈自
然的な魂〉での、
〈能動〉能力とその〈受動〉能力となるごとき〈運動〉とは捉えさせな
いと、ただ「非時間」とされることでは、
〈歓喜〉は瞬時に〈純粋な歓喜〉にならざるを
得ないと繰返しおく。そして彼女は〈超自然的な魂〉にあって、
〈歓喜〉を〈純粋な歓喜〉
とするに、
「神経伝達物質」やかかる〈運動〉に代えて、おそらく瞬間を意味させていう
にちがいない〈受容、同意、愛〉なる諸語によって表現していたとみておく必要があるの
だ。だから〈純粋な歓喜〉も当然諸語の一にみられることになる。
この〈受容、同意、愛〉については以下の見方が可能であった。それらの語は〈超自然
的な魂〉が「あの世界（超自然的な領域）」と一になる〈空無（真空）〉であるゆえに、
〈超
自然的な魂〉からみて、例の〈歓喜〉がそこに、
〈受動〉やその能力とさせる各語のでは
なく、
〈受容、同意、愛〉の意味を示す各語のように、また〈歓喜〉からみて、
〈歓喜〉が
〈超自然的な魂〉に「入」った（受容した）瞬間、その〈空無（真空）〉に〈同意〉し、瞬
時に〈同意〉をして〈純粋な歓喜〉すなわち〈愛〉たらしめられるようにあらわされなけ
ればならなかった。換言すると、
〈超自然的な魂〉では、
〈自然的な魂〉での〈歓喜〉が〈能
動〉と〈受動〉との関係でもたらされる〈感情〉能力であるといわせずに、
〈受容、同意、
愛〉と述べられるは、そこが能力などという言い方の通用しない〈空無（真空）
〉のため
であるが、
それでも彼女が「何もない」領域での〈純粋な歓喜〉を語るに〈受容、
同意、
愛〉
と書くは、こうした諸語によって〈歓喜が「必ず純粋な歓喜になる」
〉、自らの体験を表現
したかったからにほかならないということである。すると彼女が〈受容、同意、愛〉を、
要は〈純粋な歓喜〉を〈超自然的能力〉とも記すところから、
〈超自然的能力〉は〈受容、
同意、愛〉の各語を〈純粋な歓喜〉の語に一括させた語であると指摘する以外になくなっ
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てこよう。だが筆者はこの見方を肯定せずに、
〈純粋な歓喜〉すなわち〈超自然的能力〉
の語を〈愛〉の語だけに相応させるべく割り当てた。つまり14歳の彼女が〈真理の王国（超
自然的な領域）に入り込める（pénétrer）
〉と記していたことは、
〈受容、同意、愛〉の諸
語にあって、
〈受容〉がかの〈歓喜〉の〈超自然的な魂〉への〈pénétrer〉でなければな
らぬし、いわば〈能動〉の〈受容〉でもって、
〈同意〉が〈歓喜〉の〈受容〉を確実に〈超
自然的な魂〉の〈空無（真空）
〉に「受け入れる」こと（能動）をさすのであれば、
〈受容、
同意〉は瞬時に、これも〈能動〉であろう〈愛（純粋な歓喜）
〉になることを意味させる。
しかし〈受容、同意、愛〉の諸語をすべて〈能動〉にみなし、一にまとめて捉えようとも、
諸語が各語に区別され、各謂を有するかぎり、たとえば筆者に〈神への愛（エロース）
〉
たる〈超自然的能力〉とみえる〈愛〉に反し、〈受容、同意〉はそれら自体この〈愛〉に
みられることはなく、したがって〈愛〉のような〈超自然的能力〉でも〈能動〉でもなく
なるのだ。しかれども〈愛〉が〈受容、
同意〉とのかかわりなくば、
〈神への愛（エロース）
〉
なる〈方向づけ〉を可能にしないのも確かである。なぜか。〈神〉の領域（真理の王国）
下にある〈超自然的な魂〉では、
〈受容、同意〉が〈神が神を愛する〉ごとき〈愛（エロー
ス）〉に導かせ結びつかせる以外、
〈超自然的な魂〉はこの〈愛〉によって〈恩寵〉に授か
ることができなくなるからである。だから彼女にとっては、
〈受容、同意、
愛〉が〈信仰（祈
り）
〉になろうし、14歳に〈真理の王国に入り込めることを確信した〉ことを後日の諸体
験（女工、農業労働体験、宗教的諸体験）で現実にしていたといえるわけである。
〈受容、同意、愛〉はまた、ヴェーユが〈必然性を感じる〉と記すところの、〈必然性〉
や〈感じる〉に各語られる中身になると筆者に受け取らせる。〈受容、同意、愛〉が〈必
然性〉によって表現され得るは、
〈歓喜〉の例で再度いうと、
〈必然性〉とは〈歓喜が「必
ず純粋な歓喜になること」
〉であり、
「純粋な歓喜になる」には〈歓喜〉の〈超自然的な魂〉
での〈受容、同意、愛〉が欠かせないことを示すからである。彼女にとってこの〈受容、
同意、愛〉は〈超自然的な魂〉たる人間内部に生得的にもたらされる謂の〈必然性〉であ
ろうし、かかる人間内部の〈歓喜〉をこうした〈必然性〉として捉えるのと同様に、人間
外部で生じては、〈自然的な魂〉たる人間内部にこれも〈必然性〉としてかかわらせずに
いない〈世界の美〉や〈不幸〉も、とどのつまり〈神は愛であ〉り〈必然性〉である〈神
の愛（アガペー）
〉も、さらに〈超自然的な魂〉たる人間内部にあって、
〈受容、同意、愛〉
各自体を可能にしよう〈必然性〉でなければならなかったのだ。しかるに筆者の主張では、
これらの諸語のうち、
〈愛〉が〈感じる（sentir）〉にふさわしくなるだけであった。〈感じ
る〉はたとえば〈歓喜〉が〈超自然的な魂〉で「純粋な歓喜になる」において、
〈受容、
同意、
愛〉という〈能動〉の意を示唆させるのと同じにみえるにしても、
〈歓喜〉が〈受容、
同意〉するのみでは、〈純粋な歓喜〉にはなれない。
「純粋な歓喜になる」は〈愛（エロー
ス）〉に伴なわれる〈歓喜〉でなければならない。これこそ〈純粋な歓喜〉が〈愛〉であり、
〈超自然的能力〉になるといったゆえんである。だから同時に、〈感じる〉もこの〈愛〉を
さす必要があるわけである。つまり〈超自然的な魂〉での〈感じる〉は〈神が神を愛する〉
〈必然性〉を〈純粋な歓喜（愛）〉でもって〈愛（エロース）
〉することに等しくなる。こ
こから〈必然性を感じる〉とは究極するところ、
〈神〉を〈感じる〉ことに、
すなわち〈神〉
を〈愛（エロース）
〉する（
〈神〉に〈方向づけ〉る）ことにいい換えられる。
〈感じる〉
が〈愛〉することと同義であるならば、
〈感じる〉はそれ自身〈受容、同意〉の各語の謂
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でなくなろうし、
〈超自然的な魂〉では、諸語の一である、例の〈純粋な歓喜〉さえもは
や〈感情〉能力とみずに、〈超自然的能力〉というしかないにちがいない。だが〈自然的
な魂〉で用いられたと同じ〈感じる（sentir）
〉が何ゆえ、
〈超自然的な魂〉の〈超自然的
能力〉となって捉えられるといい得るのか。ここでは〈感じる（
〈愛〉する）〉が〈超自然
的な魂〉の〈超自然的能力〉であるは、彼女が〈必然性を感じる〉に続けて書く〈高級な
部分〉の語に対応させねばならぬからだと語るにとどめおく（これを後述して確かめるは、
また「ここでは」以下に括弧して記した語もすべて〈自然的な魂〉中の能力〈理性（知性）
〉
の働きで表現される諸語に含まれるはもとよりのことである）
。
それよりか、筆者が今確かめねばならぬは、〈超自然的な魂〉に唯一適当するのが〈感
じる（
〈愛〉する）〉であり、ヴェーユがたとえ〈超自然的理性〉の語を記していたとて、
この〈思惟する〉
〈理性（知性）
〉であり得ない、
換言すると〈必然性（神）
〉に対するは〈必
然性（神）
〉を〈感じる（愛する）
〉ことであって、
〈必然性（神）
〉を〈思惟する〉
〈理性（知
性）〉の行使にあるのではないということである。
Il y a des vérités qui sont à sa portée, saisissables pour elle (l'intelligence), mais qu'elle
(l'intelligence) ne peut saisir qu'après avoir passé en silence à travers l'inintelligible. （括
弧内は筆者）⑽
知性にとっては、その届く範囲にあり、理解できる（ところの）
、だが（しかして）
理解できない世界を沈黙のうちに通り抜けたあとにだけ理解できる（ところの）
、いく
つかの真理がある。（括弧内は筆者）
上記引用文において、
〈知性（理性）
〉が〈理解できない世界（l'inintelligible）
〉とは筆
者にいう「あの世界（超自然的な領域（魂）
）」でなければならぬはもはや説明するまでも
なかろう。なぜならヴェーユが一方で、
〈知性（理性）
〉の〈届く範囲〉という〈この世界
（自然的な領域（魂）〉のことに言及しており、〈この世界〉で〈理解できる〉とさせる能
力は〈知性（理性）
〉にかぎられると断じるからである。さらに「あの世界」は〈空無（真
空）〉であったために、そこを〈沈黙のうちに通り抜け〉ることを課せられては、要はお
よそ〈思惟する〉こともなしに無言のままに、または音も立てずに〈通り抜け〉ては、
「あ
の世界」の〈真理〉すなわち〈神（善）
〉を〈この世界〉に打ち出すよう構想するは〈思
惟する〉
〈知性（理性）
〉の役割であったし、これについてはすでに一見した通りである。
〈知
性（理性）
〉は彼女をして、
彼女をはじめとした人間が〈この世界〉のことを〈思惟〉し〈理
解できる〉とさせるはむろんのこと、
「あの世界」のことをも彼女自らにだけでなく、万
人に知らしめる手段として役立つといわせたのだ。とはいえ〈自然的な魂〉が「あの世界」
に〈入〉ったといえるにせよ、
そこでは〈知性（理性）〉は有効ではないと、
〈知性（理性）
〉
が機能し得るは〈この世界〉にあってのことでしかないと確認しておかねばなるまい。そ
れと、彼女が〈わたしたちはわたしたちのうちにない善を、どんな意志の努力を試みよう
と、手に入れることができない〉と述べたなかの〈意志〉も〈超自然的な領域（魂）
〉で
は行使不可能なことは、
〈知性（理性）〉と同様であるという必要がある。
そして〈感じる（愛する）〉は以下の引用文中の〈衝動（impulsion）
〉によって明かさ
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れくるとみることができる。
Je voyais le critérium des actions imposées par la vocation dans une impulsion
essentiellement et manifestement différente de celles qui procèdent de la sensibilité ou de
la raison, et ne pas suivre une telle impulsion, quand elle surgissait, même si elle ordonnait
des impossibilités, me paraissait le plus grand des malheurs.⑾
使命によって課せられる諸行動の基準は、感受性や理性から生じる諸行動とは本質的
に明らかに違った衝動のなかにあって、こうした衝動があらわれたとき、これに従わな
いことは、たとえその衝動が不可能なことを命じているにせよ、わたしには諸不幸の最
たる不幸であると思われた。
〈使命によって課せられる諸行動の基準は、...衝動のなかにあ〉るとされた〈衝動〉は
一般に「瞬時（急）に起こる心の動き」を意味させるとのことだが、ヴェーユではその「心」
なる〈自然的な魂〉に生じる諸〈自然的能力（感情）
〉をではなく、
〈超自然的な魂〉での
諸〈超自然的能力〉をさして用いられたと察知し得る。
〈瞬間〉とも前記したはこのため
⑿
であるし、
〈使命〉や〈天命〉 ゆえの〈超自然的能力〉は〈衝動〉でなければならなかっ
たのだ。確かに、この「心の動き」とは〈運動〉や〈行動〉であって、
〈自然的な魂〉に
生じる、
〈この世界〉や彼女個人からの〈世界の美〉
〈不幸〉
〈歓喜〉
〈願望〉の各〈感情〉が、
ならびに各〈感情〉を「取り込む」
〈知的注意力〉が各それとして〈運動〉することをあ
らわす。しかし当の〈超自然的な魂〉の〈感じる〉は〈感受性以上〉を除く〈感情〉とか
かる〈知的注意力〉を〈純粋な歓喜〉に、
〈純粋な願望〉に、
〈創造的注意力〉や〈直観的
注意力〉にすべく、各〈受容、同意〉して、
〈神（善）〉に〈方向づけ〉るよう〈愛（エロー
ス）〉するほかなくさせる。この〈感じる〉なくば、
〈衝動〉は生まれない。その際筆者が、
この〈愛（エロース）〉は〈方向づけ〉に終始するため、
〈運動〉もせず、音も立てない無
言（沈黙）のままに〈神（善）〉をみつめ得る（だから〈恩寵〉として〈わたしたちは善
を受け取るしかできない〉
）ことを知るとともに、
「
〈方向づけ〉るよう」と書いたはそこ
に〈意志〉の意を当てはめんことを示すのでもない。彼女は〈超自然的な魂〉に生じる〈創
造的注意力〉や〈直観的注意力〉にかかわろう〈
（知的）注意力は...意志にではなく、願
望（感情）に〉
〈結びつく〉と語っていたではないか。したがって〈自然的な魂〉に発する、
この〈
（知的）注意力〉や〈願望〉をはじめ、
〈歓喜〉も〈感受性〉も〈意志〉に、まして
や〈超自然的な魂〉での、前記している諸〈超自然的能力〉も〈意志〉や〈理性（知性）
〉
に関与したりはしない。要は例の〈歓喜〉を〈感じ〉ては〈純粋な歓喜〉になり得るのだ。
さすれば以上から筆者が〈超自然的な魂〉にも、それ用の「知る作用（認識（論）
）
」があ
るといえるならば、
これは〈超自然的〉〈理性（知性）
〉や〈意志〉を除いた、
〈感受性以上〉
〈純粋な歓喜〉
〈純粋な願望〉と〈創造的注意力〉や〈直観的注意力〉なる各〈超自然的能
力〉だけで成り立つにちがいなかろうと、しかも〈超自然的な領域（魂）
〉でいう「知る
作用（認識（論）
）」はその機序や順序を有せず、たんにかかる〈超自然的能力〉のいずれ
かがこれをもたらす〈自然的な魂〉の〈感受性〉、諸〈感情〉や〈知的注意力〉の各能力
に伴われて生み出されるであろうと指摘し得ることにある。だから各生まれくる〈超自然
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的能力〉にあっては、本来その都度の各「知る作用（認識（論）
）
」がある必要はないと推
察される。それに諸〈超自然的能力〉が宗教的匂いの漂う語に見立てられども、
〈自然的
な魂〉でいう「知る作用（認識（論）
）
」の一一に組み入れられるかぎり、この（
「知る作
用（認識論）
」は〈この世界（自然的な魂）
〉のそれに「あの世界（超自然的な魂）」の諸〈超
自然的能力（衝動）
〉を個別に結びつけさす（繋がせる）ことができるといわねばならない。
諸〈超自然的能力〉をして彼女を哲学者のではなく、宗教思想家の相貌のそれらに与さす
のみでは、
「あの世界」のことに関心が向けられ、〈この世界〉のことは無関心にさせられ
るのである。そこで彼女が両世界や両〈魂〉に関し、その両能力をいわば一堂に会した「知
る作用（認識論）
」を打ち立てたとみえることでは、それが筆者に完全ではなくとも、形
成され得たように、このすべてを〈思惟する〉
〈理性（知性）
〉に借りて〈わたしたち〉に
伝えたことが明かされるだけか、
「知る作用（認識論）」は彼女の生き方そのもので成り立っ
ていたと読まねばならない。
しからばヴェーユに〈使命〉と捉えさせる〈衝動〉の〈諸行動とは本質的に明らかに違っ
た〉とされる〈感受性と理性〉についてはどうか。
〈感受性と理性〉も〈自然的な魂〉にあっ
て生じる諸能力だからして、筆者は不要な諸能力にはならないと断じると同時に、
〈感受性〉
という〈行動〉は「動の行動」に、
〈理性〉という〈行動〉は「静の行動」に従われると
みなすことができた。それでも〈感受性と理性〉のおのおのの何が〈衝動〉に比して〈本
質的に明らかに違った〉点となるのか。
〈理性〉の方は筆者にいう、
〈自然的な魂（l'âme）
〉
中の〈une âme（魂）〉の部位にではなく、
〈un esprit（精神）
〉の部位に〈思惟する〉を
発し得る能力であるばかりか、〈感受性〉や諸〈感情〉が、また〈願望（感情）
〉を〈un
esprit〉に「取り込む」、つまり〈思惟する〉働きかけのない〈知的注意力〉が〈l'âme（自
然的な魂）
〉でも〈l'âme（超自然的な魂）〉でも〈効力〉を有することにかかわるとみえ
たのに反し、
〈理性〉は史上のあらゆる人間にとって、
〈この世界〉や「あの世界」のこと
までをも〈思惟〉させ、
〈判断〉し〈確信〉するうえで、最高の能力だとして祭り上げら
れてきたが、しかし彼女には〈この世界（自然的な魂）
〉にしか通用しない能力にほかな
らなくなったことが、
〈衝動〉と〈本質的に明らかに違った〉点になろう。しかも〈理性（知
性）
〉は〈自然的な魂〉でたとえば〈知的注意力〉に対し〈思惟〉し得ても、それ自身直
観と違い、
瞬時に〈思惟〉を生み出せないことにある。また〈
（知的）注意力〉が〈魂（l'âme）
の、自然的な部分と超自然的な部分との交差点（intersection）にある〉という前記した
引用文と同様に、
〈自然と超自然との交差点（intersection）である、知性〉⒀と述べられ
もするから、
〈知的注意力〉や〈知性（理性）
〉は〈自然的な魂（l'âme）〉中の〈un esprit（大
脳皮質）
〉の部位で産出される諸能力であり、この部位は〈une âme（筆者にいう視床脳）
〉
に覆い被さり、〈une âme（視床脳）
〉の部位で生じた〈感受性〉や諸〈感情〉が伝達され
ては、ときに〈思惟〉を〈逃亡〉させ〈空無（真空）
〉になるところであったのである。
他方〈感受性〉が諸〈衝動（超自然的能力）
〉と〈本質的に明らかに違った〉点とは、
〈感
受性〉がそのままで諸〈感情〉に変わるのでなく、諸〈感情〉を生み出す、いわば原動力
に位置づけられる〈自然的能力〉であることにある。つまり、
〈自然的な魂（l'âme）〉中
の〈une âme（視床脳）
〉の〈感受性〉に対して、〈une âme〉の〈能動〉能力〈
（再び）
感じる（ressentir）
〉が働きかけては、
〈不幸〉
〈歓喜〉や〈願望〉なる諸〈感情〉要は〈自
然的諸（受動）能力〉をもたらすとみたようにだ。また〈une âme〉で〈感受性〉が成る
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にあっては、〈身体〉から伝達された、いわゆる〈身体の感受性〉に、
〈une âme〉の〈能
動〉能力〈感じる（sentir）
〉が働きかけることが〈une âme〉としての〈感受性〉を生じ
させることであり、
この点でも〈感受性〉は〈（再び）感じる〉ことで生み出される諸〈感
情〉の場合と異なるし、諸〈感情〉が諸〈衝動（超自然的能力）
〉になる際の直接因では
ない。そして〈感情〉能力ではあり得ない〈感受性〉自体が、あるいは諸〈感情〉自体が
ヴェーユに、
〈感受性のさらに高級な部分〉といわせた〈高級な部分〉に、
そのうえ当の〈感
受性〉がだけでなしに、諸〈感情〉も上記語句〈感受性の〉に間接にかかわらざるを得な
くなる。要するに、
〈自然的な魂〉の〈自然的能力〉たる〈感受性〉を基点にして、
当の〈感
受性〉や、〈感受性〉から生じた諸〈感情〉の各〈激し〉い〈運動〉によって、〈自然的な
魂〉の〈破壊〉がその度に作り出されるなかで、
〈感受性〉が〈感受性以上〉に、
諸〈感情〉
の例の〈歓喜〉や〈願望〉がそれぞれ〈純粋な歓喜〉や〈純粋な願望〉になったがゆえに、
〈自然的な魂〉は〈超自然的な魂〉に〈移行〉させられたとみることができる。しかも〈感
受性以上〉
〈純粋な歓喜〉と〈純粋な願望〉が各〈超自然的能力〉であったことからは、
〈高
級な部分〉とはもはや〈超自然的な魂〉をさすほかなくなるのだ。その際〈高級な部分（超
自然的な魂）
〉がかの〈歓喜のなかに必然性を感じる（ことができるのは）
〉に続く語句で
あるのを見据えれば、当然〈必然性（
「純粋な歓喜になること」
）〉は、かつ〈必然性を感
じる〉という〈感じる〉は〈高級な部分〉で惹起することに等しく捉えられるにちがいな
い。だが同時に、
〈高級な部分〉は〈空無（真空）
〉であったれば、何ゆえ「何もない」〈超
自然的な魂〉に対し、
こうした語句表現が可能になろうか。「あの世界」や〈超自然的な魂〉
（の超自然的諸能力）のことがだけでなく、
〈この世界〉や〈自然的な魂〉
（の自然的諸能力）
のことがさまざまな語で記されるはもとより、
〈自然的な魂〉の〈能動〉能力〈思惟する
（penser）
〉とその〈受動〉能力〈理性（知性）
〉によると断じる以外にない。つまり〈思
惟する〉とその〈理性（知性）〉
（
〈思惟する〉から〈思惟〉を導出する能力）は、
〈自然的
な魂〉の〈自然的能力〉を、たとえば〈能動〉能力〈感じる（sentir）
〉や〈受動〉能力と
いう名辞に、さらに〈超自然的〉なる形容語を付して〈超自然的な魂〉
、〈超自然的能力〉
や〈超自然的理性〉という名辞に変えられる役目を受け持つように用いられている（
〈感
じる〉については後述で再度検討する）といえる。なお彼女が〈自然的な魂（l'âme）
〉の〈超
自然的な魂（l'âme）
〉への〈移行〉を述べるにあって、両〈魂〉に同じ〈l'âme〉の語を
使用したことは、〈超自然的な魂〉の出所が〈自然的な魂〉にあることを、すなわち〈自
然的な魂〉こそ基本であることを意味させども、かく働く〈理性（知性）
〉は当然彼女の
諸体験をしてその現実を彼女に見極めさせることで可能になるとみる。要は人間（彼女）
が〈この世界〉や「あの世界」のことを各表現すべき〈思惟する〉とその〈理性（知性）
〉
を行使せずに、各世界での人間や事物の事象に名辞を与え語ることができなくなる。この
ことは筆者にさえ認められてしかるべきである。だから彼女が例の〈思惟と行動〉と記し
た際の、
〈理性（知性）
〉を活用せしめ獲得された〈思惟〉の方は上記した役目にあるとて、
〈行動〉は何らかの〈思惟〉に依拠し動かされる〈運動〉をさすのではなく、〈身体〉（ま
た〈自然的な魂（l'âme）
〉中の〈une âme〉は〈視床脳〉と受け取られると、そこは〈身体〉
にみなされる）による〈行動〉を〈この世界〉の人間や事物の事象を明かす〈思惟〉より
か先行させることにあった。かかる〈身体〉は人間や事物の事象の名辞（名前や言葉）を
生み出す〈理性（知性）
〉を駆使させる以前から、
「生得的」に〈行動（運動）
〉しているし、
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〈この世界〉のことを名辞に頼らず、
〈身体〉自身の〈行動（運動）〉をたえず〈この世界〉
に対応させるのだ。そのうえ〈une âme〉や〈un esprit〉で構成される〈自然的な魂（l'âme）
〉
を除いていう〈身体〉は〈感情〉や〈理性（知性）
〉という能力の出所ではない。〈身体〉
の〈行動（運動）
〉は〈感受性〉にしかかかわらなかった。〈わたしたち〉はこの〈身体〉
の〈行動（運動）
〉の現実にもっと耳を澄ます必要がある。
だが一方で、確かなことは、
〈身体〉の〈行動（運動）
〉すなわち「動の行動」をして惹
起せしめられる、
〈この世界〉や「あの世界」での、かのもろもろの事象をあらわしてく
れるは、ヴェーユが筆者にいう認識論的思想に与さす、
〈感じる（sentir）
〉や〈愛（エロー
ス）〉するなどを例にした、多様な語句（名辞）を持ち出すことで分かるように、
〈思惟す
る〉とその〈理性（知性）
〉すなわち〈思惟（
「静の行動」）
〉に依存するほかないことにあ
る。しかるに、彼女が〈この世界〉でのみ働きかけ得ると断じていた〈知性（理性）にとっ
ては、その届く範囲（この世界）にあり、理解できる〉ばかりか、
「あの世界」を〈沈黙
のうちに通り抜けたあとにだけ（この世界で）理解できる〉と述べたにせよ、
まさに今〈こ
の世界〉や「あの世界」に対し「動の行動」の只中にあることと、わけても「あの世界」
に対する「動の行動」の〈あとに〉、この〈体験〉を〈知性（理性）
〉で〈理解できる（思
惟する）
〉こととが同じかと問うは、
筆者には彼女が両世界での、
「動の行動」に発した〈体
験〉をその事象に可能なかぎり見合う語句（名辞）で振り返るべく努めていたとみえるに
もかかわらず、否定的に答えざるを得なくさせる。なぜなら彼女が〈体験〉を振り返る（書
き残す）ことを〈わたしたち〉に伝えることにあると受け止め、
〈体験〉の何らかの事象
がいかに正確な語句（名辞）に置換されるとみても、それは彼女自らする「動の行動」に
等しい表現になるとは断定できぬからである。
〈わたしたち〉に共通に流布された語句（名
辞）で、たとえば〈corps〉や〈une âme〉を〈身体〉や〈魂〉の各語句（名辞）で明示
しようが、
「動の行動」
（この語句は筆者による）は各語句（名辞）で動くかといえば、そ
うではなく、また〈身体〉の〈感受性〉や〈魂〉の〈不幸〉と〈歓喜〉という各〈感情〉
がそれぞれ〈量〉的「動の行動」として、かつ〈量〉を〈理解できる〉「動の行動」とし
て動くかといえば、そうではないと、要は「動の行動」は各語句（名辞）と無関係に、い
わば生物的（動物的）器とその中身（これらの表記も筆者による）を動かすとそれこそ〈理
解できる〉のだ。それでも「器」とした〈身体〉や〈魂〉を、
「その中味」とした〈感受性〉
や諸〈感情〉をこうした語句（名辞）で〈理解できる〉よう作用する〈理性（知性）〉は〈わ
たしたち〉人間だけに与えられた一能力であるやも知れぬ。その点で、人間は〈理性（知
性）
〉を活用させなければならなくなる。だが彼女が記す、何らかの語句（名辞）を〈わ
たしたち〉の〈理性（知性）
〉で〈理解できる〉は、彼女や〈わたしたち〉がおのおの、
その同じ〈思惟（
「静の行動」）
〉での〈理解できる〉で導出されたのでないことも事実で
ある。それに〈わたしたち〉が〈理性（知性）
〉の駆使に基づくことなしに、彼女のいか
なる思想さえ〈理解でき〉ないどころか、かりに〈わたしたち〉が〈理解でき〉たにして
も、彼女がした「動の行動」を追体験できぬことも確かである。追体験は当然、
〈わたし
たち〉の〈理性（知性）
〉によって体験されるにあるのではない。また彼女が己れの「動
の行動」たる体験を自らの〈理性（知性）
〉で追体験を試みようとも不可能になるは上記
と同然である。
以上のことは〈この世界〉に生きる、ヴェーユはむろんのこと、
〈わたしたち〉人間は〈矛
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盾〉⒁を背負う〈生きもの〉⒂でしかないことを示唆させる。〈矛盾〉は前記したごとき〈思
惟（静の行動）〉と〈行動（動の行動）〉だけでなく、〈この世界〉のすべてに達して見出
される現象である。それは〈この世界〉が彼女にいう〈必然性〉にあったからである。
〈矛
盾〉は彼女に〈必然性〉で〈創造〉され、
〈必然性〉に起因するといわせるほかなくなる。
〈必然性〉に関する、さらなる言及は後述に譲るにせよ、〈矛盾〉の一例とした〈思惟〉と
〈行動〉については、以下のことが想起されねばならない。すなわち、〈思惟（静の行動）
〉
とは〈自然的な魂（l'âme）
〉の〈精神（un esprit）〉たる一部位（筆者にいう「大脳皮質」
）
で、
〈この世界〉から直接〈受容〉される、
何らかの対象（一般に語られる〈感覚〉的対象）
に対し、あるいはこの部位に「取り込」まれる、〈魂（une âme）〉からの〈願望（感情）〉
に対し、
〈思惟する（penser）
〉働きかけとその〈思惟（pensée）
〉の産出を可能にする、
〈能
動〉と〈受動〉の〈運動〉であり、
〈行動（動の行動）〉とは〈自然的な魂（l'âme）〉中の〈魂
（une âme）
〉たる一部位（筆者にいう視床脳）に〈受容〉される〈身体の感受性（sensibilité）
〉
に対し、
〈感じる（sentir）〉働きかけとその〈
（魂の）感受性（sensibilité）
〉の産出を可能
にする、〈能動〉と〈受動〉の〈運動〉であったし、各〈能動〉と〈受動〉（の〈運動〉）
はデカルトにいわせるまでもなく、〈同一のことがら〉⒃であることにあった。ここから
知り得ることは彼女にあって、〈身体の感受性〉の〈魂（une âme）〉への〈受容〉に基づ
き〈魂〉に生じる〈願望〉が、換言すると〈身体〉の〈行動（動の行動）
〉からの〈une
âme〉までの、一連の「動の行動」が、
〈精神（un esprit）
〉に｢取り込｣まれて〈思惟（静
の行動）〉にかかわる以外と、およそ現実にはあり得ない、
〈行動〉と〈思惟〉の同時の〈運
動〉の場合を除き、〈思惟〉と〈行動〉が各一方より各他方へ相互に〈関係〉することは
ないのであり、
もし〈関係〉させるとなれば、
「静」と「動」の各「行動」はその新たな〈矛
盾〉に包まれてしまうであろう。だからか、彼女は1934年の論稿『自由と社会的抑圧との
諸原因についての考察』で、
〈運動する身体の反応はときおり、思惟とは完全に無関係で
⒄
ある〉 と記したわけである。これは1930年の学士論文での主張⒅を踏まえたそれであり、
この姿勢は終生変わらなかったと察知される。
ところがである。ヴェーユは上記論稿中に、また1934年時の『一女生徒への手紙』のな
かに、それぞれ〈真の自由は...思惟と行動との関係によって定義される〉⒆や〈わたしは
活動を思惟と行動とにおいて理解している〉⒇と書いて、これらの〈関係〉を肯定する。
たとえば、
〈精神（esprit）が身体部分に影響を及ぼし、精神が身体に行動を生じさせる〉

というようにだ。だがこの例が〈この世界〉の何らかの対象を〈感覚〉に依存せず、
〈精
神（esprit）
〉が直観的に〈受容〉した〈思惟〉をして〈身体に行動を生じ〉せしめること
を示唆させるとて、
〈思惟（静の行動）〉はその〈精神（大脳皮質）〉だけの〈行動（運動）
〉
にすぎないし、〈精神〉が〈身体〉に〈行動〉の〈命令〉を与えんとて、
〈精神（思惟）〉
自体が〈身体〉の〈行動（動の行動）
〉に取って代えられるのではない。したがって筆者
には〈精神（思惟）が身体に行動を生じさせる〉という〈行動〉を〈身体〉のそれと受け
取られはしない。さすれば論稿や手紙に述べられた〈思惟と行動との関係〉は何かとなろ
う。当時の彼女はかかる〈関係〉をもって、
おそらく、
〈非人間的にならない〉ために〈真
の自由〉を求めたとともに、
〈一女生徒〉には〈真の自由〉をめざすうえで、
〈思惟と行動〉
が欠かせないと伝えたかったにちがいなかろう。しかし筆者はそれのみではないと推察す
る。この〈真の自由〉に、
14歳時にいまだ〈福音書を読んでいなかった〉ときに記される、
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〈超越的な王国への接近〉とその〈真理を望んだ〉
〈願望〉を重ね合わせると、
〈真の自由〉
には上記と相違した読みが可能となる。すなわち〈真の自由〉の語句ではじまる引用文は、
〈身体の感受性〉が〈自然的な魂（l'âme）
〉の〈魂（une âme）
〉や〈精神（un esprit）
〉に
〈関係〉する（繋がる）ことで、彼女に唯一〈心身合一〉が成るといわせよう、その〈行
動（動の行動）〉たる〈身体の感受性〉によって、彼女の〈自然的な魂〉が〈超自然的な
魂（l'âme）〉に〈移行〉され、そこで捉え得た〈自由〉を、
〈この世界〉のあらゆる人間
に分け与えるべくどう実現させるかは、彼女を筆頭にした〈わたしたち〉が〈思惟する〉
ことで求められようし、ここにこそ〈真の自由〉が、さらに真の〈思惟と行動との関係〉
が見出されることまで含ませ語られていたと、換言すると〈自由〉は「あの世界」に到達
できた「動の行動（身体の感受性）」で獲得されるが、
こうした〈体験〉を〈理解（思惟）
〉
する〈理性（知性）
〉の行使なしに、
〈この世界〉での〈真の自由〉は、〈思惟と行動との
関係〉は現実にならないということである。
要するに、
「動の行動（身体の感受性）
」がまさに〈身体〉から〈自然的な魂〉次いで〈超
自然的な魂〉へと繋がる能力であるとなれば、すべての人間にとって必要なのは〈思惟〉
よりか、
〈行動（動の行動）
〉の優先にあろう。しかもこれは〈この世界〉の〈矛盾〉に対
し、〈思惟〉の投入をしてその〈矛盾〉の〈受容〉を拒否させることもできようが、
〈行動
（動の行動）〉では、かかる〈受容〉を拒否できないことを意味する。人間がこれを拒むに
あっては、
人間は〈行動（身体の感受性）
〉を生み出せないからして、
〈身体〉を動かす〈行
動（動の行動）〉を否定してはならないわけである。
〈身体〉を動かす〈運動〉はおのずと
〈身体の感受性〉を生じさせると同時に、人間の〈必然性〉であるとさえいえる。そして
筆者にそう読み取らせたは、14歳でのかの主張と、
〈精神〉の〈思惟〉の作用よりも、
〈身
体〉の〈行動〉の方を優位に位置づけさせた感のある学士論文や論稿での主張とが無関係
であり得ないことをそれ（およそ1934年12月）以降の、あの工場（女工）体験、正統キリ
スト教の信仰体験とはいえない、〈神〉との接触たる宗教体験や農業労働体験などの〈行
動（動の行動）〉によって、
彼女自身に確認させたからである。要はヴェーユが14歳に〈真
理の王国に入り込めることを確信した〉ことを何よりも〈身体の感受性〉を出発点にする、
これらの体験で現実にした、すなわち自らに証明させたということである。
ヴェーユによると、
〈自然的な魂〉が「動の行動」で〈超自然的な魂〉に〈移行〉され
ることは「動の行動」からもたらされる、
〈自然的な魂〉の〈歓喜〉
〈不幸〉
〈願望〉など
の諸〈感情〉や〈知的注意力〉を〈失〉わしめ、このそれぞれをたとえば〈純粋な歓喜〉
たる〈超自然的能力〉にするとして、またこうした〈自分の諸感情を失う〉現実は〈この
世界〉が〈必然性〉であったことを示唆させると同時に、この〈自然的（諸）能力〉が各
〈超自然的能力〉になるのだから、
「あの世界」で生じるすべても「あの世界」の〈必然性〉
に従っているとして理解されねばならないといえる。以下に取り上げる引用文が両世界の
関係を別の表現であれど、明かしくる。
La lumière surnaturelle dans le domaine de la nature devient lumière naturelle.
自然的な領域（この世界）へと下だる超自然（あの世界）的な光は、自然的な光とな
る。
（括弧内は筆者）
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上記引用文に究極的に語られることは、筆者にいう〈超自然的能力〉が「あの世界」で
生じる〈わたしたち〉のそれにならなければ、
〈この世界（わたしたち）
〉の〈自然的能力〉
さえないことになるばかりか、
〈この世界（自然）
〉は「あの世界（超自然）
」になり得な
いことに、さらに「あの世界」が〈必然性〉でなければ、
〈この世界〉も〈必然性〉でな
くなることにある。しかし〈超自然的能力〉は「あの世界」の〈必然性〉的能力であると
いえても、
「あの世界」の〈必然性〉はヴェーユにあって、
〈矛盾〉を惹起させない〈必然
性〉であることに留意する必要がある。
「あの世界」が〈純粋な、完全な、すべてを統轄
する、絶対的な善〉の領域であるならば、どうしてその〈必然性〉は〈矛盾〉をもたらし
得ようか。かかる領域は〈矛盾〉とは関係のない世界なのである。しからば〈この世界〉
の〈必然性〉が〈矛盾〉の因になるとしたはなぜか。
〈この世界〉は彼女が〈超自然的な光〉
を〈自然的な光〉にするとみなすところにある以上、プラトンにいわゆる《デミウルゴス
（工匠）
》なる神によって創られたといわせたことに倣うと、要は〈この世界〉が〈痛ま
しく愛されている〉がゆえに、
〈矛盾〉に絶えない〈必然性〉になるとみるほかなくなる
からである。
「あの世界」が〈この世界〉と同様に、ヴェーユに〈必然性〉と名付けられた際、その
語句（名辞）の語る違いを上記したごとくにあらわしたり、彼女がこの〈必然性〉を背景
にかたちづくる認識論的思想を学んだりしている筆者にとって、
その表現や学習自体は
〈行
動（動の行動）〉たる追体験にならないのであれば、せめて彼女が〈思惟（静の行動）
〉で
〈わたしたち〉に伝えんとして表示した語句（名辞）に拘り、これらをば〈理解できる〉
ように取り組むだけが課せられていたのだ。筆者はそこに立って、
〈歓喜のなかに必然性
を感じることができるのは、感受性のさらに高級な部分であり、それはただ美の感情の仲
立ちによってのみ感じられ得る〉という、既出引用文中の、
いまだ明かさずにいる語句（名
辞）を中心に取り上げ分析し、この引用文に対する、筆者なりの結語をみておかねばなら
ない。まず、
すでに一見した〈必然性を感じる〉と〈高級な部分〉についてまとめおくと、
前者の語句が可能であるところは〈高級な部分〉でなければならぬと読み取らせるかぎり、
〈必然性〉は〈高級な部分〉なる「あの世界（超自然）」の〈必然性〉であることを明らか
にする。
「あの世界」も〈必然性〉なのは、「必ずそうなること」の意である〈必然性〉が
たとえば〈歓喜〉を〈純粋な歓喜〉にせずにおかないし、
〈高級な部分〉をしてこの〈純
粋な歓喜〉
を〈超自然的能力〉たらしめねばならなかったことで諒解されるからである。
〈高
級な部分〉はだから、〈純粋な歓喜〉をはじめとした〈感受性以上〉
〈純粋な願望〉と〈創
造的注意力〉や〈直観的注意力〉という各〈超自然的能力〉が生じよう領域であり、かつ
各〈超自然的能力〉は「あの世界」が〈必然性〉であることをあらわす語句ですらあった
のだ。そして〈必然性を感じる〉と述べたなかの〈感じる（sentir）
〉の語句はどうまとめ
られるかといえば、これも当然〈超自然的な魂（l'âme）
〉である〈高級な部分〉にて〈感
じる〉ことになるであろう。しかし〈歓喜〉を例にしていう、
〈必然性（純粋な歓喜）
〉を
〈感じる〉とは何かである。この〈超自然的能力〉を〈高級な部分〉で生じさせるのが〈感
じ る 〉 と み な さ れ る 際、 確 か に〈 感 じ る 〉 は〈 自 然 的 な 魂（l'âme）
〉 中 の〈 魂（une
âme）
〉の部位で〈能動〉として〈運動〉する〈自然的能力〉の一たる〈感じる（sentir）
〉
と同じ働きを有してはいるが、それでも〈自然的能力〉と異なった〈超自然的能力〉に見
立てられたはずである。しかるに筆者は、一方で〈超自然的能力〉の生じる「あの世界」
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すなわち〈超自然的な魂（高級な部分）
〉が「何もない」すなわち〈空無（真空）
〉とみた
からして、その〈感じる〉がそこで〈能動〉や〈超自然的能力〉として〈運動〉するとは
いえなくさせるのであり、それよりか、
〈自然的な魂〉の〈超自然的な魂〉への〈移行〉
の模様をあらわすと受け取らなければならなくなるのだ。要は彼女が〈自然〉と〈超自然〉
の両〈魂〉の〈感じる〉能力の各働きに変わりがないと知ったうえでか、
〈理性（知性）
〉
たる〈思惟〉によって〈感じる〉と表現すれど、
それだけの意味では、
〈感じる〉が〈受容、
同意、愛（エロース）
〉になることを打ち出せないと指摘できるがゆえに、
〈感じる〉
（と
いう語句（名辞）
）は〈移行〉の模様を語っていなければならぬのである。筆者のこの主
張は次号以降で、具体例をもって検討する。
〔続〕

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

⑹

⑺
⑻
⑼
⑽
⑾
⑿
⒀
⒁
⒂

註
Simone WEIL《La connaissance sur naturelle》 (Gallimard) 中 の《Cahiers
d'Amérique》 P.80
Ibid., P.201
前号「ヴェーユ身体論〔補Ⅱ〕」註⑺
Simone WEIL《Attente de Dieu》(Fayard)中の《Forme de l'amour implicite de Dieu》
〈L'attention créatrice consiste à faire réellement attention à ce qui n'existe pas.〉P.136
Simone WEIL 《La connaissance surnaturelle》(Gallimard) 中 の《Notes écrites à
Londres》〈Faculté surnaturelle〉 P.335（なお〈Faculté〉と〈pouvoir〉の語の相違が
み ら れ ど も、 後 者 に よ る〈pouvoir surnaturel〉 は 学 士 論 文《Science et perception
dans Descartes》（P.61）にある）
拙論「シモーヌ・ヴェーユとデカルト〔Ⅳ〕
」
（新潟大学人文学部人文科学研究、第
108輯、2002年 ）P.３ 註 ⑿〈J'ai souvent aussi fait voir fort clairement que l'esprit peut
agir indépendamment du cerveau〉
Simone WEIL《La connaissance surnaturelle》(Gallimard)中の《Cahiers d'Amérique》
〈la
raison surnaturelle〉P.56
Ibid., P.132（そこに〈la pensée du surnaturel〉の語を見出せるから、〈超自然の思惟〉
による〈思惟する〉も当然可能になるわけである）
Ibid., 〈Usage temporel des biens d'origine surnaturelle (chez moi, l'intelligence).〉P.29
Simone WEIL《Lettre à un religieux》(Gallimard) P.62
Simone WEIL《Attente de Dieu》(Fayard)中 の《LETTRE Ⅳ ～Autobiographie
spirituelle～》 P.38
拙論「シモーヌ・ヴェーユの哲学〔Ⅲ〕
」
（新潟大学言語文化研究、
第13号、
2008年）P.34
註⒁
Simone WEIL 《La connaissance sur naturelle》(Gallimard) 中 の《Cahiers
d'Amérique》 〈Intelligence, intersection de la nature et du surnaturel〉P.35
拙論「ヴェーユとマルクス②」（同上人文科学研究、第119輯、2006年）註⑷P.P.75-76
拙論「シモーヌ・ヴェーユとデカルト〔Ⅰ〕
」
（同上人文科学研究、第104輯、2000年）
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⒃
⒄
⒅
⒆
⒇







註⑴P.１
拙論「ヴェーユとマルクス③」（新潟大学言語文化研究、第12号、2007年）註⒀P.６
拙論「シモーヌ・ヴェーユの哲学〔Ⅰ〕
」
（同上人文科学研究、第121輯、2007年）註
P.58
拙論「ヴェーユ身体論」（同上人文科学研究、第120輯、2007年）註⑸P.30、註P.43
註P.45（これらの註は註⑸にはじまる一続きの引用文である）
拙論「シモーヌ・ヴェーユの哲学〔Ⅰ〕
」
（同上人文科学研究、第121輯、2007年）註
⑶p.39
Ibid., 註⑸P.40
Ibid., 註P.56
Ibid., 註P.58
Ibid., 註⑷P.P.39-40
拙論「ヴェーユと実存主義者たち①」
（同上人文科学研究、第123輯、2008年）註
P.P67-69
Simone WEIL《La connaissance surnaturelle》(Gallimard)中の《Cahiers d'Amérique》
P.P.64-65
拙著『シモーヌ・ヴェーユ研究』
（白馬書房、1980年）P.P.215-217、P.P.219-224など（な
お他は「索引」P.５）
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Self-perception of English Ability: Is it related to
proficiency and/or class performance?
Ayumi Takahashi

1 Introduction
Language learners’self-perception of target language ability is one of the important
factors which may affect acquisition of the language. It has been discussed in relation to
learners’affective factors such as debilitating language anxiety and strength of motivation
(Onwuegbuzie, Bailey, and Daley 1999, Kitano 2001, and MacIntyre, Baker, Clément, and
Donovan 2002). These researchers suggest that self-perception of language ability is
negatively related to levels of anxiety and positively associated with strength of motivation.
What is the relationship between self-perception of language competence and actual target
language ability? It can be expected that there is a high positive correlation between the two.
When we talk about‘language ability,’however, we have to be careful of how we assess the
ability. In my study (Takahashi 2004) of Japanese university EFL (English as a foreign
language) learners, I used two kinds of assessment to measure learners’language ability, i.e.
proficiency tests and final examinations. This is because language proficiency and class
performance (measured by final examinations) are two different concepts.
While language proficiency is defined as a person’
s general level of ability in the target
language, class performance is a person’
s achievement in the class. A proficiency test aims
to produce a single score result which usually covers a wide range of aspects of the language.
It aims to find a broad level of ability in the target language (Underhill 1987). On the other
hand, an achievement test takes a sample of the target language elements or skills that have
been covered in the language course. It aims to test how well the learner has mastered those
elements (ibid). While proficiency tests are general in nature and cannot be related to the
goals and objectives of any particular language program, achievement tests must be designed
with very specific reference to a particular course (Brown 1996). In order to shed light on
the nature of self-perceived language ability, it is necessary to examine which of the language
assessments is more closely associated with self-perceived competence. The present study
will investigate this.
A secondary concern is that of the relationship between self-perception and facilitating
language anxiety. Facilitating anxiety (FA) is a type of anxiety that motivates the language
learner to tackle the new language learning task, and it gears the learner emotionally for
approach behavior (Scovel 1978). Kleinmann (1977) reported a positive relationship between
FA and foreign language learning. FA has been discussed by researchers such as Mandler
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and Sarason (1952), Sieber (1977), and Ehrman (1996). If self-perceived ability is closely
related to affective factors such as debilitating anxiety and strength of motivation, it may also
be associated with FA. A learner whose perceived language ability is high may be fond of
learning the language, have higher motivation for learning, and experience lower levels of
debilitating anxiety, and these may contribute to experiencing higher levels of facilitating
anxiety. It may also be interesting to examine how FA relates (or does not relate) to each of
the English ability measurements.

2 Research Questions
The two major research questions of the present study are: 1) Is self-perception of English
ability positively related to proficiency and/or class performance?; and 2) Is self-perception
of English ability positively related to facilitating language anxiety?

3 Methodology
3.1 Subjects
The subjects were 98 Japanese students enrolled in two English courses at two
universities in Niigata, Japan. All of them were freshmen majoring in science: 64 males and
34 females ranging in age from 18 to 20. The average age was 19. Sixty-four (40 males and 24
females) were from two English classes,‘English I,’at one university, and 34 (24 males and
10 females) were from one English class,‘Standard English,’at another university. Both of
these English courses were one-semester courses starting in April and ending in July. They
were required of all freshmen. All the classes met once a week and lasted 90 minutes. All
subjects were native speakers of Japanese and of Japanese nationality.
3.2 Measurement instruments
The data was gathered in 2007. In June, a questionnaire including the Can-do Scale (15
items) and the Facilitating Anxiety Scale (11 items) was introduced to the students during
class time. The questionnaire items are presented in Appendix A.
In order to measure self-perceived Japanese language ability in college learning situations
in the United States, Kitano (2001) modified the Can-do Scale originally developed by Clark
(1981). In the present study, Kitano’
s version was used. An example of an item in the scale
was“I can say the days of the week in English.”This scale was originally written in English,
and a translated Japanese version of the scale was used. It was slightly modified to use in the
Japanese EFL classroom, such as replacing the term“Japanese language”with“English
language.”For this scale, a three-point Likert response scale was used for each item, a
practice originally used by Kitano with the scale. A student’
s endorsement of“quite easily”
was equated with a numerical value of 3,“with some difficulty”with 2, and“with great
difficulty or not at all”with 1. A higher score on the scale indicated a higher level of self-

－ 40 －

Self-perception of English Ability: Is it related to proficiency and/or class performance?
perception of English proficiency. The possible scores on the scale ranged from 15 to 45 (3×
15). The reliability of the scale was high in Kitano’
s study (Cronbach’
s alpha=92, N=212).
In order to measure facilitating anxiety in the Japanese EFL classroom, I created an
eleven-item Facilitating Anxiety Scale (Takahashi 2004). Six items from Alpert and Haber’
s
(1960) facilitating anxiety scale were translated from English to Japanese and used as items
in my scale. Five items were newly created especially to measure FA amongst Japanese
students in the EFL classroom. These items were originally written in Japanese and
presented to the students. They were later translated into English. An example of an item in
the scale was“I can read the text aloud better when I am conscious that other students are
listening to me.”For this scale, each item was scored on a five-point Likert response scale: 5
(strongly agree), 4 (agree), 3 (neither agree nor disagree), 2 (disagree), and 1 (strongly
disagree). A higher score indicated a higher level of facilitating anxiety. The possible scores
on the scale ranged from 11 to 55 (5 × 11). In my previous study (2004), this scale yielded
internal consistency of .72 (N=308) using Cronbach’
s alpha.
On completion of the data collection, first, the scales were tested for reliability. After the
reliability was established, a series of correlation analyses were performed amongst the
scales, the proficiency test scores, and standardized final examination scores.
3.3 English ability measurements
In order to measure English proficiency of the students, a C-test (Takahashi 2004) was
used. The C-test consisted of five short passages chosen from three different textbooks
(Heyer 1998, Hill 1998, and Hill 1974). In these passages, the second half of every second
word beginning in the second sentence was deleted. The overall number of deletions in the
test was 100. The test was administered to the subjects in April, 2007: the students were
asked to fill in the deletions in 15 minutes. The C-test is presented in Appendix B.
As a class performance measure, I used scores from the final examinations. Since the
examinations were different in each class, scores needed to be standardized in order to make
a comparison. Accordingly, z-scores were computed for each final examination score to
provide standardized scores.

4 Results
The Can-do Scale yielded internal consistency of .84 using Cronbach’
s alpha coefficient.
The internal consistency of the Facilitating Anxiety Scale was .73. The reliabilities of the
scales in the present study were compared with the reliabilities of previous studies. Table 1
shows this comparison.
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Table 1 Reliabilities of the scales in comparison with previous studies
Can-do Scale

Present Study
α=.84, N=98

Kitano, 2001
α=.92, N=212

Facilitating
Anxiety Scale

Present Study
α=.73, N=98

Takahashi, 2004
α=.71, N=308

＊α=Cronbach’
s alpha ; N=number of subjects
The mean average score, standard deviation, and score range (with possible range) on the
Can-do Scale were: M (mean) = 30.04, SD (standard deviation) = 6.98, R (actual range) =
16-45 (possible range = 15-45). The alpha of the self-perception scale was not as high as that
from the study done by Kitano. This may partly be attributed to the smaller number of
students in the present study. However, I regard the alpha of .84 as reasonably high. The
alpha of the Facilitating Anxiety Scale was slightly higher than that of my study in 2004. The
Cronbach’
s alpha of .73 was reasonably high considering that the number of items in the
scale was only 11. The statistical data for this scale were: M = 26.44, SD = 5.99, and R = 11- 39
(11-55). Considering the middle point for the score was 33, the mean average of 26.44 was
not very high. Nevertheless, the results showed that the subjects were experiencing some
levels of facilitating anxiety in the classroom.
After the reliability was established, in order to investigate relationships between selfperception of English ability, actual proficiency, class performance, and facilitating anxiety, a
correlation analysis was performed amongst the scales, the C-test, and the standardized final
examination scores. Table 2 presents the results from the correlation analysis.
Table 2 Correlations
S-Perception
S-perception
Proficiency
Performance
FA

Proficiency
.249*

.249*
.249*
.368**

.211*
(.066)

Performance
.249*
.211*

FA
.368**
(.066)
(.168)

(.168)

＊ **=p<.01；*=p<.05
All of the three variables correlated with self-perception of English ability, although
weakly. Of all the correlations, the strongest one was between self-perception and facilitating
language anxiety (r=.368, p<.01). This indicates that students with higher self-perception of
English ability displayed higher levels of facilitating anxiety. Both English proficiency (r=.249,
p<.05) and class performance (r=.249, p<.05) positively correlated with self-perception. These
correlations suggest that a learner whose self-perception of English ability was higher tended
to show higher proficiency and scored higher in the achievement tests.
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In order to investigate particular attributes of self-perception and facilitating language
anxiety, I carried out an item analysis of the two scales. The items which received the highest
and the lowest endorsements were examined. For the self-perceived ability scale, the
following were the items with the strongest and lowest endorsements (the mean average
endorsements are marked in parentheses):
Item 1: I can say the days of the week in English. (2.92 [maximum score = 3.00])
Item 2: I can give the current date (month, day, year) in English. (2.52)
Item 15: I can describe in English the role played by Japanese business corporations in the
world market. (1.00 [minimum score = 1.00])
Item 13: I can describe the educational system of my own country in some detail in English.
(1.01)
Item 11: I can sustain everyday conversation in very polite style in English with a person
much older than I am. (1.02)
The subjects of this study were university freshmen and therefore, being able to say the days
of the week (Item 1) and the current date (Item 2) in English was not surprising. The mean
average endorsement of 1.00 indicates that almost all the subjects thought that they could
not describe the role played by Japanese business corporations in English (Item 15). The
vast majority of the students judged that their English was not good enough to describe the
educational system (Item 13) nor to carry out an everyday conversation in a polite style
(Item 11). It is probably difficult for most Japanese university freshmen to do these tasks in
English.
For the Facilitating Anxiety Scale, the items with the highest and the lowest endorsements
were the following:
Item 3: When I start a test, nothing is able to distract me. (3.34 [maximum score = 5.00])
Item 10: I would like the teacher to correct my English mistakes in front of other
students.(2.87)
Item 8: I would like the teacher and other students to listen to my English pronunciation.
(1.89 [minimum score = 1.00])
Item 9: I enjoy taking a difficult listening quiz more than an easy one. (1.92)
No single item was endorsed strongly. The fairly strong endorsement of Item 3 indicated
that, when taking tests, the subjects could concentrate well, probably because Japanese
learners take a number of English tests and examinations during their secondary school
years, and have experienced FA during examinations. Some students wanted the teacher to
correct their English in front of their classmates (Item 10). In my previous study (2004), I
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found that Japanese EFL learners were not afraid of their teacher correcting their mistakes
and that they would generally like their teacher to do it in front of their peers. The present
endorsement supports these findings. The subjects did not want others to listen to their
pronunciation (Item 8). This may be because they did not have confidence in their English
pronunciation. At the same time, they may lack confidence in listening to English and they
prefer easier tests to challenging ones (Item 9). In my study in 2004, Items 3 and 10 were
amongst the most strongly endorsed items, and Items 8 and 9 were amongst the least
strongly endorsed ones. Thus, it may well be that these traits are common characteristics of
Japanese EFL learners.

5 Discussion of Findings
5.1 Relationships between self-perception of English ability and proficiency / class
performance
The students who perceived themselves as having higher English ability showed higher
proficiency and achieved more: they tended to score higher in the proficiency test and their
grades on the final examinations were better. Perception of high ability might have facilitated
learners’performance (in both kinds of tests), and at the same time, high performance
might have led to better self-perception. Interestingly, perceived competence was related to
proficiency and class performance in the same degree (r=.249, p<.05). However, this does not
mean that the two showed the same aspects of language ability. The weak correlation
between the two measurements (r=.211, p<.05) may support this claim. It only shows that
there was a weak positive link between the two, and the link was weaker than the
relationships between the two measurements and self-perception. The two kinds of tests did
measure two different aspects of language ability. They were coincidentally associated with
self-perceived ability in the same degree. Moreover, the relationships between self-perception
and the two measurements were weaker than expected, and therefore, it is difficult to say
that self-perceived ability reflects actual ability as measured by the two types of tests, much
less which of the two types of ability it shows. It may well be that perceived competence is a
complicated construct: it consists of not only self-perception of linguistic ability but also
several affective factors such as confidence, debilitating anxiety, strength of motivation, and
others, and therefore, it does not have a strong relationship with actual ability.
5.2 Relationship between self-perception of English ability and facilitating anxiety
As expected, self-perceived competence was positively related to facilitating anxiety:
students who perceived their English ability to be higher than others scored higher in the
Facilitating Anxiety Scale. It may well be that when an English learner thinks his/her ability
is higher than that of his/her classmates’
, he/she gains confidence in learning. The learner
may also have positive attitudes towards learning, and motivation to learn the language may
be high. These may contribute to increasing levels of FA. At the same time, FA may influence
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positively the learner’
s self-image as an English learner. This relationship may be reciprocal;
however, a longitudinal study needs to be done in order to explore the cause-and-effect
relationship between the two.
The positive association between self-perceived competence and FA (r=.368, p<.01) was
the strongest correlation obtained. It was stronger than the positive relationship between
self-perception and actual ability (r=.249, p<.05). This is an interesting finding. As I stated
earlier, self-perception of English ability may consist of several different affective elements,
and therefore, its relationship to another af fective element, FA, was stronger than its
association with proficiency/performance. It may well be that FA is one of the components of
self-perceived English ability.
5.3 Relationships between facilitating anxiety and proficiency / class performance
Results from the present study failed to find relationships between facilitating anxiety and
proficiency or class performance. These findings partly support my previous findings: in my
previous study (2004), I found that FA was moderately positively correlated with proficiency
(r=.35, p<.01, N=73) but not with performance. The positive association between FA and
proficiency may suggest that the students with higher levels of FA were experiencing lower
levels of debilitating anxiety in the EFL classroom, were more motivated to learn the
language, and had confidence in their English ability. All of these may have contributed to
higher proficiency in English. In the present study, however, no relationship was found
between FA and proficiency. One possible reason for this is that the C-test was not
constructed well. Although the proficiency test showed reliability in the previous study, it
may somehow have not been so reliable in the present study.
Class performance was not related to levels of FA in my previous and present studies.
This is partly because it did not necessarily reflect an individual learner’
s real language
ability. Regardless of their English ability, students can attain more or less good marks in
final examinations because these tests usually cover what they have studied in the class, and
therefore, students can prepare for them. This type of anxiety may facilitate learners’real
language ability only. Another possible explanation is using z-scores. Using standardized
scores has limitations. They may not have shown an accurate ranking of the students. If I had
used one achievement test for the whole group of students, the result may have been
different.

6 Conclusions
The present study investigated whether or not learners’self-perception of English ability
was related to proficiency and class per formance. It also aimed at discovering if selfperceived competence was related to facilitating language anxiety. Perceived competence
was positively related to both proficiency and performance, and it was also positively
associated with facilitating anxiety.
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One of the limitations of this study is that it used standardized z-scores instead of using
one achievement test for all the subjects. Since the subjects were from three different classes
of two English courses, using the same achievement test for the whole population was
impossible, but it might have been a better way of measuring achievement. Also, an
improvement could have been made to the 11-item Facilitating Anxiety Scale. Increasing the
number of items which reflect various aspects of English learning may be useful in
examining the nature of this kind of language anxiety.
In order to investigate the true nature of self-perceived foreign language ability, a
comprehensive study is needed: affective factors such as motivation, anxiety, and confidence
need to be investigated as well as studying several aspects of target language ability.
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Appendix A: Measurement Instruments
[1] Can-do Scale (mean average endorsement)
1
2
3
4
5
6

I can say the days of the week in English. (2.92)
I can give the current date (month, day, year) in English. (2.52)
I can order a simple meal in a restaurant in English. (1.68)
I can ask for directions on the street in English. (1.86)
I can buy clothes in a department store in English. (1.55)
I can introduce myself in social situations, and use appropriate greetings and leave-taking
expressions in English. (1.79)
7 I can talk about my favorite hobby at some length in English. (1.53)
8 I can describe my present job, studies, or other major life activities in English. (1.37)
9 I can explain what I did last weekend at some length in English. (1.43)
10 I can explain what I plan to be doing 5 years from now at some length in English. (1.21)
11 I can sustain everyday conversation in very polite style in English with a person much
older than I am. (1.02)
12 I can sustain ever yday conversation in casual style English with my native-Englishspeaking friend. (1.16)
13 I can describe the educational system of my own country in some detail in English. (1.01)
14 I can state and support with reasons my position on a conversational topic (for example,
cigarette smoking) in English. (1.09)
15 I can describe in English the role played by Japanese business corporations in the world
market. (1.00)
[2] Facilitating Anxiety Scale (mean average endorsement)
1 I work most effectively under pressure when a task is given in my English class. (2.46)
2 Nervousness while taking a test helps me do better. (2.44)
3 When I start a test, nothing is able to distract me. (3.34)
4 I look forward to English exams. (2.08)
5 I enjoy taking a difficult exam more than an easy one. (2.01)
6 The more important the English exam, the better I seem to do. (2.62)
7 I can read the text aloud better when I am conscious that other students are listening to
me. (2.31)
8 I would like the teacher and other students to listen to my English pronunciation. (1.89)
9 I enjoy taking a difficult listening quiz more than an easy one. (1.92)
10 I would like the teacher to correct my English mistakes in front of other students. (2.87)
11 I look forward to finding out how my English reports or composition will be evaluated by
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the teacher. (2.49)
Appendix B: Proficiency Test
C-test
A. Mary works at a bank. She beg
working a
eight o’
cl
in th
morning.
S
stops wor
at fi
o’
clock i
the after
. At fi
o’
clock t
bank
clo
. Everybody go
home. So
people dri
home. So
people
ta
the tr . Some people take the bus.
B. Jack
diff
T
lo
t

and Ann are married. They are not happy together. Why not? They ar
very
. Jack smo
. Ann doe
smoke. Ja
likes t
watch base
on
. Ann doe
like base
. Ann lik
loud mus
. Jack doe
like
music. Ja
snores a
night. A
can’
t sle
. One d
, Ann loo
at
house ne
door. It is for sale. Ann buys the house and moves in.

C. Camille was three years old. She lived in a small town in France. Her fat
worked
fa
away i
the ci
. Her mot
worked i
the ho
. One Satu
,
Camille’
s mot
fell do
on th
floor. H
eyes we
closed. Sh
did
n
move. Cami
father w
home. H
called th
doctor o
the
telephone. The doctor came to help Camille’
s mother.
D. Mr. Jones was very angry with his wife, and she was very angry with her husband.For
seve
days th
did n
speak t
each oth
at a
. One even
Mr.
Jo
was ve
tired wh
he ca
back fr
work, s
he we
to
be
soon af
dinner. O
course, h
did n
say anyt
to M
Jones
bef
he we
upstairs. Mrs. Jones washed the dinner things and then did some
sewing.
E. Early one morning, an old woman was walking from her village to the town, carrying a big
sack of cabbages on her head. She wa
taking th
to t
market, whe
she
ho
to se
them t
the peo
from th
town. T
road whi
the
o
woman wa
on w
a nar
one ov
a moun . There was a cliff on one
side, and a wall of rock on the other.
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トマス・フィッツハーバートのマキアヴェリ批判
高

橋

正

平

序
本小論はイギリス人ジェズイットによるマキアヴェリ批判を扱うものである。マキア
ヴェリが1513年に『君主論』を書いて以来、従来のキリスト教的君主像が一変した。政治
の現実を直視せざるをえない君主は悪に訴えてまでも君主国の維持にあたるべきだという
マキアヴェリの主張は西欧諸国で批判の的であった。マキアヴェリの理論はいわばキリス
ト教道徳とは無縁の主張であった。そのようなマキアヴェリ批判の中、スペインのジェズ
イットは激しくマキアヴェリを批判し続けた。ペドロ・デ・リバディネィラ（Pedro de
Ribadeneira 1526-1611）やアントニーオ・ポッセヴィーノ（Antonio Possevino 1534-1611）
はその筆頭である⑴。ジェズイットによるマキアヴェリ批判はスペイン人ジェズイットに
よる批判がすべてではない。イギリス人ジェズイットもマキアヴェリ批判を行っている。
そ の ジ ェ ズ イ ッ ト が 本 論 で 扱 う ト マ ス・ フ ィ ッ ツ ハ ー バ ー ト（Thomas Fitzherbert
1552-1640）である。彼は若い頃からカトリック教に心酔し、1572年には国教忌避のため
投 獄 さ れ た こ と も あ っ た。 ジ ェ ズ イ ッ ト の ロ バ ー ト・ パ ー ス ン ズ（Robert Parsons
1546-1610）やエドマンド・キャンピオン（Edmund Campion 1540-81）とも親交があり、
1582年にイギリスを離れ、フランスのカテリーヌ・デ・メデチ宮廷で宮廷人として仕え、
その後1596年スペインでフェリペ二世のイギリス人秘書となった。1601年にローマに行き、
聖職者に任命された。1613年彼は61歳で正式にジェズイット会に入り、
1616年には、
ブルッ
セルでイギリス伝道団団長に任命され、1616年にはローマでイングリッシュ・カレッジの
院長も務めた。1640年に88 歳でローマでその生涯を終えたが、彼はカトリック教ジェズ
イット会に身を捧げた人物である⑵。ジェームズ一世の「忠誠の誓い」をめぐる論争にも
加わったこともあるイギリスジェズイットの論客でもある。興味深いのはフィッツハー
バートはリバディネィラの友人であり、
これから扱うマキアヴェリの悪を論じた書の中で、
リ バ デ ィ ネ ィ ラ の 博 識 を 賞 賛 し、 リ バ デ ィ ネ ィ ラ のTRATADO DE LA RELIGION Y
VIRTVDES QUE DEVE tener el Principe Christianao, para gouvernar y conseruar sus Estados
（1595）（
『キリスト教君主が国家を統治し維持するためにもたねばならない宗教と徳につ
いて』
（以下『宗教・徳論』と略記）についてそれは「的確に」「詳細に」にキリスト教君
主について論じていると言い⑶、リバディネィラの『宗教・徳論』を読んでいたことを示
唆 し て い る。 フ ィ ッ ツ ハ ー バ ー ト は そ の 代 表 作 と し てThe First Part of a Treatise
Concerning Policy and Religion（『政治・宗教論第一部』
）を1606年に、The Second Part of a
Treatise Concerning Policy and Religion（
『政治・宗教論第二部』
）を1610年に出版し、カト
リック教のみが幸福な国家を形成するとカトリック教を全面的に擁護した⑷。同年1610年
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に彼はローマでマキアヴェリの「悪」の問題を取り上げ、その問題を徹底的に批判した
An Sit Vtilitas in Scelere Vel de Infelicitate Principis Machiauelliani, contra Machiauellum &
politicos eius Sectatores （
『悪には利益があるのかまたマキアヴェリ的君主の不運について、
マキアヴェリと彼の政治的信奉者反論』
）
（以下『悪には利益があるのか』と略記）を出版
⑸
した 。リバディネィラが『宗教・徳論』を出版したのは1595年であり、それから15年後
にフィッツハーバートは同じくマキアヴェリを批判する書を著す。フィッツハーバートは
カトリック教を擁護した『政治・宗教論』でマキアヴェリを論じているが、
それはリバディ
ネィラの『宗教・徳論』に負うところが大きい断片的な批判である。フィッツハーバート
がマキアヴェリ批判を本格的に論じたのが『悪には利益があるのか』
である。フィッツハー
バートはマキアヴェリの論点の本質を「悪」と見なし、
「悪」の観点からマキアヴェリを
批判する。本論ではフィッツハーバートの『悪には利益があるのか』を取り上げ、ジェズ
イット・フィッツハーバートのマキアヴェリ批判について論じていきたい。

１．フィッツハーバトの『悪には利益があるのか』
フィッツハーバートがマキアヴェリを批判するのは『悪には利益があるのか』が最初で
はない。彼が『政治・宗教論第一部・二部』で断片的にマキアヴェリを批判していること
について既に言及したが、
『悪には利益があるのか』はその『政治・宗教論第一部』34章
と35章で触れている内容と同じで、専らマキアヴェリの悪、そして悪を実践する暴君・暴
政を論じている。
「悪の教師」としてのマキアヴェリ批判はこれまでポッセヴィーノ、
ジャ
⑹
ンティユ（Innocent Gentillet） 、リバディネィラによって行われ、マキアヴェリと言え
ば「悪の教師」というのがマキアヴェリ批判の常套であった。フィッツハーバートも彼以
前のマキアヴェリ批判者同様「悪の教師」としてのマキアヴェリ批判を『悪には利益があ
るのか』で徹底的に行う。では、フィッツハーバートはどのようにマキアヴェリに反論し
ているのか。この時代の論証方法は、古典古代からフィッツハーバートの時代までの歴史
と聖書からいかにして自己の論点に有利な事例を引用するかによっている。ポッセヴィー
ノを初め論争に参加した人はすべてこの方法によっている。マキアヴェリの『君主論』や
『政略論』での論法も同じである。フィッツハーバートも歴史と聖書を十分に駆使し、マ
キアヴェリの悪を論じる。フィッツハーバトが『悪には利益があるのか』を書くに至った
動機は、
『政治・宗教論』を書いている間に政治的倫理的問題すなわち「暴政あるいは他
のいかなる悪に利益があるのか」
をたまたま思いついたことにあった⑺。フィッツハーバー
トは、マキアヴェリの書を直接引用することはせず、ただマキアヴェリと悪の問題を論じ
ているので果たして彼がマキアヴェリの著作のどこを取り上げているのかは不明である。
しかし、
『悪には利益があるのか』を読むとフィッツハーバートはマキアヴェリの『君主論』
を念頭においていることは明白である。『君主論』７章のチェザーレ・ボルジア賛美と18
章のマキアヴェリの理想的君主像描写は特に批判の対象になったが、それはなぜかと言え
ばマキアヴェリは、君主は暴君になること以外にその国を維持することはできないという
印象を読者に与えたからであった。しかし、その見方はマキアヴェリの書が現れて以来マ
キアヴェリに対する一般的な見方でもあった。そのような批判をマキアヴェリによせる者
達は皆伝統的なキリスト教的な道徳論に立脚しており、マキアヴェリからすれば政治の現
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実を無視した批判であった。フィッツハーバートが正式にジェズイットになったのは1613
年であるが、
彼は1606年密かにイエズス会入会の誓いを立てているので、
1610年出版の『悪
には利益があるのか』にはジェズイットとしてのフィッツハーバートのマキアヴェリ批判
が見られるのは確かである。ではその反論はどのようにしてなされているのか。フィッツ
ハーバートは、マキアヴェリ『君主論』の本質を暴政と悪とみなしているが、
『悪には利
益があるのか』の中でのフィッツハーバートのマキアヴェリ反論は以下の15項目から成っ
ている⑻。
⑴ 利便は名誉から切り離せる。
⑵ 国家は君主のために自然によって樹立され、君主は国家のためには樹立されない。
⑶ 君主は、国家に対してよりも自分に対して義務がある。
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽
⑾
⑿
⒀
⒁
⒂

国家に有害なものは君主にとって有益でありうる。
徳から分離された権力は有益で強力である。
君主は非常に秀でているか非常に悪くあるべきだ。
暴政は残虐と悪によって維持できる。
死者は[君主を]悩ませない。
人々には恐れるあいだは憎ませよ。
分割統治せよ。
暴君が正気になりはじめると、彼は安全ではいられない。
暴政は、神の法、聖書の権威に基づいている。
暴君の不運な没落は運に帰せられるべきで神の罰に帰されるべきではない。
モーゼとダヴィデは多量の流血によって支配を強化した。
多くの者は罰を受けずに自らを暴君にしてきた。

以上のマキアヴェリ批判は『君主論』からの批判であるが、ポッセヴィーノ、リバディ
ネイラ及びジャンティユからは直接見いだせない。フィッツハーバートは以上のマキア
ヴェリ批判をどこから知ったかは推測の域を出ない。
『君主論』に直接目を通して彼がま
とめたのか、あるいはリバディネイラの『宗教・徳論』を熟読した結果であったかもしれ
ない。いずれにせよ、フィッツハーバートはマキアヴェリの『君主論』が悪と暴君に関係
があり、マキアヴェリの理想の君主は悪に基づく暴君であると結論づける。“impious”で
“tyrant”としてのマキアヴェリの君主像は『君主論』出版以来マキアヴェリの意に反して
彼に付与されたネガティブなレッテルであるが、フィッツハーバートのマキアヴェリ批判
にもそれがマキアヴェリ批判の対象として取りあげられている。マキアヴェリは君主の名
の下に「獰猛な犯罪的暴君」を作り上げ、人々を抑圧し、法を踏みにじり、国家を転覆さ
せ、人間と神の正義を無視し、君主に「暴君の虚偽、策略、裏切り、残虐、犯罪」を集め
ている。彼は、国家から悪を取り除くためではなく国家を堕落させ、全人類を破壊させる
のである⑼。これは既に論じたポッセヴィーノ、リバディネィラが達した結論でもあった
が、フィッツハーバートは彼らと同一歩調を取りながら、マキアヴェリの悪の政治学を論
じる。フィッツハーバートにとってマキアヴェリが説く暴政の最大の魅力と彼の教義の根
本は「便宜性」である。マキアヴェリは君主にとっての最大の関心事はいかにして国を維
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持するかであるが、彼はこれを便宜の観点からのみ論じているのである。つまり、自国の
維持のためには君主は自分に都合が良ければ何をしても許される。たとえそれが「悪」で
あり、不正であってでもある。しかし、フィッツハーバートにとっては、マキアヴェリの
このような君主への悪の勧めは無益で破壊的で有害である。それゆえ、フィッツハーバー
トはマキアヴェリの暴政と悪の教義は滅びざるをえないと考えるのである。マキアヴェリ
はいわば悪を通しての国家の獲得法を『君主論』で論じているのであって、それに対して
フィッツハーバートは、
「哲学と自然の支配」に反する悪の有益性に「哲学」
「自然」
「聖書」
から反論する⑽。悪の本質、悪と君主、悪と徳、悪と暴君を中心にしてフィッツハーバー
トはマキアヴェリへの反論を行う。

２．自然と悪
フィッツハーバートのマキアヴェリ反論は「自然」から始まる。自然と道徳的正しさは
関連しており、両者を切り離して考えることはできないというのがフィッツハーバートの
論点の始まりである。悪は道徳的に正しくなく、自然に反する。だから君主の悪が役立つ
こともあると考える者は自然に反することを言っている。自然との不一致は悪であるから
それは名誉とも言えず、自然に反するものはいかなるものも名誉とはなりえない。キケロ
もソクラテスも自然との調和のなかにこそ高貴な生活があると言っている⑾。だからマキ
アヴェリが悪の利便を道徳的正しさから切り離すとき、彼は利便を自然から切り離してい
るのである。しかしながら人間に利益のあるものは自然の法に従っており、自然の法を拒
否するものはなにも利益とはなりえない。マキアヴェリの利便としての悪の奨励は自然と
いうよりも神自らに不名誉の烙印を押すことになる。自然とは森羅万象に充満する神と神
の理性以外の何ものでもないからである。道徳的な正しさは自然と一致するものであり、
自然は神であるとの観点からフィッツハーバートはマキアヴェリの悪の有益性に反論す
る。フィッツハーバートは古代のギリシア、ローマの哲学者を援用し、自然の法と調和す
るものは悪とはなりないと言う。アウグスティヌスはすべての罪は自然を犯し、従って自
然に反すると言っている。自然は有益なものを受け入れ、悪を退ける。この点に関してキ
ケロは次のように言う。
If there is nothing so contrary to nature as immorality, and if nothing is so in accordance with
nature as expediency, then surely immorality cannot coexist with expediency in one and the
same object: those who fail to comprehend this often admire shrewd and clever men and
take their craftiness for wisdom.⑿
ところが、マキアヴェリは自然に反し、英知を狡猾に、賢明をずるさとペテンに確立する
ばかりでなく、利益を宗教に、宗教を暗黒と単なる空想に、権力と名誉を暴政に、安全を
残虐に、つまり最終的な幸福を最大の悲惨のなかにあるとする。このように考えるとマキ
アヴェリはすべての自然秩序を逆さまにし、あらゆるものを混乱させ、最高のものを最低
のもので、宗教を政治で、神的なものを人的なもので、神を現世で置き換えていることに
なる。つまりマキアヴェリは、世界と神を君主に従わせ、すべてのものを自己の利益に帰
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し、あたかも君主が全世界、自然の目標であるかのごとく振る舞っている。フィッツハー
バートはマキアヴェリの世界には神が不在であり、世界は君主という一人の人間によって
左右され、神的なものを一切拒否した個人の力量で世界を動かす君主の姿がマキアヴェリ
によって描き出されていると考える。問題はマキアヴェリの主張する悪の利便を政治の現
実の世界のなかで認めるか否かである。フィッツハーバートはマキアヴェリの世界を熟知
しているが、彼の主張の背後にある真の意図を正しく理解していたとは言えない。悪の問
題は最終的には神と関係してくる。悪に利益があると主張する者は神を否定することにな
る、とフィッツハーバートは考える。神を主張する者とそれを否定する者には決して埋め
尽くせない深い溝がある。一方はすべてを神の摂理のもとに置き、他方は神を退け、人間
を中心に考える。これがフィッツハーバートとマキアヴェリの相違である。

３．悪と君主
悪には利益はないとマキアヴェリに反論した後、
フィッツハーバートは、
悪は君主にとっ
て利益ではなく破滅をもたらすことを次の二点から論じる。その一つは悪はすべての人間
社会を破壊するということ、その二は君主が悪を犯せば悪の裁き人で復讐者である神の怒
りを誘うということである。だからマキアヴェリの言う全国家に破滅をもたらす悪が君主
に役立ちうるという主張は正しいとは言えない。君主は国家の一部でありしかも国家の頭
であるゆえ君主が悪から利益を受けることはありえない。君主が国家の頭であるならば君
主の利益はまた国家の利益でなければならないからである。マキアヴェリの言うように、
君主は勝手に思いのままに国家を操るのではない。君主は絶えず自己ではなく国家及び国
民全体を考えねばならない。人間を保護し、守ることは自然にとって聖なる事であり重要
なことであり、自然は個人の安全と利益にも配慮するのである。それによってすべての人
への利益がはるかに重要となる。個人は社会の構成員となるべく作られ、その社会に個人
が加わるとき個人は社会の維持に与ることになる。個人より全体の利益が重要であるが、
マキアヴェリは逆に個人をより重視している。国家より個人を重視したがために国家が滅
びた例をキケロは論じ、セネカはネロに「国家はネロのものではなく、ネロが国家に属し
ている」と忠告し、ネロの国家無視に警告を発している⒀。自然には、君主の権力と社会
を守り、維持する目的がある。だから君主は市民の安全について警戒し用心深くしている。
君主が市民から尊敬され、従われるのは君主の市民への配慮のためである。そのような状
況のなかでまた国家は君主によって維持され、君主は国家とともに維持される。それゆえ、
国家が滅びると君主は安全でいられない。頭は肉体とともに消滅するように君主は国家と
ともに消滅する。だから君主は自らに対してと同様国家に対しても十分配慮すべきなので
ある。国家は君主のために存在するのでなく、君主の権力は国家のために自然によって樹
立される。これをフィッツハーバートはマキアヴェリ批判の最大の基盤とする。フィッツ
ハーバートは繰り返し、君主は国家に対しては従の関係にあり、国家に奉仕するのが君主
の勤めであるという。国家に奉仕し、市民の公共善を最優先しなければならない君主が悪
の道によって市民に幸福をもたらすと考えるのは全く自然に反する。君主の悪は国家の消
滅に至ることは歴史が証明している。なのにマキアヴェリは暴君と言われたチェザーレ・
ボルジアを理想の君主として賞賛している。マキアヴェリがボルジアを賞賛したのは彼の
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行動力、決断力のためであるが、しかし、彼には神の援護がなかった。彼には“reason of
state”はあったが“reason of religion”、つまり神の正義への配慮はなかったのである。
彼は言うなれば悪の実践により、権力を掌握したが、それは長くは続かなかった。なぜか。
フィッツハーバートが言うように、彼は君主が国家のためにあるということを忘れていた
からである。国家を無視したが故にボルジアは神から罰を受けたと思われても仕方がない
のである。この問題はフィッツハーバートはまた「暴君」を論ずる際に述べるが、彼が賞
賛して止まないリバディネィラが『宗教・徳論』で長々と論じていたことでもある。暴君
は必ずや滅びる。それは彼が悪を実践し、悪によって権力を獲得するからである。悪は、
しかしながら、自然に反する。それゆえ自然に反する暴君は没落する。これがフィッツハー
バートのマキアヴェリ反論の基点である。フィッツハーバートは、君主と国家の関係から
君主が悪にそまると国家が滅びると言うが、彼がリバディネィラと類似した君主観を有し
ていることは注目に値する。国家を治めるのは一人の支配者であるという考えがこの君主
観にあることは言うまでもない。これは同じジェズイットのマリアナ（Juan de Mariana）
に最もよく述べられていたが⒁、ジェズイットに共通した社会発展論と支配者の誕生と関
連がある。社会は未開の状態の時、人々が集まり、その中から卓越した一人の人物を選び、
彼に社会の支配権を与える。この支配者は徳において他の人々よりもすぐれており、支配
者の目的は他の人々を守り、保護することである。つまり、支配者の指揮・支配は社会構
成員への奉仕であり、それゆえ支配者には恣意的な権力使用は許されない。ただ、国家に
とって利益のあることのみが許される。これらを知っていれば君主が悪に走り、非人間的
に行動したり君主権力により傲慢な態度を示すこともない。君主は残虐さによって民衆に
恐怖を抱かせるのではなく、正義によって民衆によって愛されるべきなのである。正義に
よって愛される君主は民衆を神へと導く。悪を自己のために実践する君主は神へと至らな
い。逆にそのような君主は民衆を地獄へ導く。有徳君主こそが君主の鑑で、これはポッセ
ヴィーノやリバディネィラが論じていたことと同じで、キリスト教的道徳論を基盤にした
君主像であることは明白である。そして、マキアヴェリの推奨する君主はまさしく有徳君
主と逆の悪徳君主なのである。悪徳君主が自然に反することは、君主がそもそもは神の似
姿であるということからも明白である。神は自分に似せて人間を作ったが、徳を欠く悪の
力をふりかざすことは人間の神的性質と神との類似に反する行為であり、悪を実践するこ
とは獣の残忍さを示すことに他ならない。この例としてフィッツハーバートはネブガドネ
ザルをあげている⒂。悪徳君主はいわば徳ではなく悪を基盤にするのでその政治は揺らぎ、
高ければ高いほどそれだけ早く重みに耐えかねて崩壊する。神がモーゼに与えた理想の君
主は、神への恐れ、司祭への敬愛及び臣民への優しさと慈悲を兼ね添えなければならいと
言うが⒃、これらがマキアヴェリが理想とする君主には欠けていることは明かである。こ
のように見てくるとマキアヴェリの君主は不正で邪悪で、自己の便宜と満足のために国家
に消耗、乱費、分裂をもたらし、民衆の自己への隷属を強要する。そのような君主はまさ
しく国家に有害で、神に似つかわしくなく、自然に反し、人間のなかで最も極悪非道で惨
めな者である。このような君主と対照的に、真の君主は神を敬い、君主が有する権力は民
衆から委任されたものであり、君主は民衆の執事であって主人ではないことをわきまえて
いる。君主は神に施政の報告をし、神に対して恩義を失えば失うほど神は怒り、神から罰
を受けることになる。君主は自然と徳に従って支配し、慈悲によって市民の心を自らに結
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びつけるのである。自然と徳と慈悲による統治によって、君主は恐怖と危険からは無縁の
存在になる。君主は悪によっては人心をひきつけることはできない。徳によって愛が生ま
れ、愛によって君主は人々の信頼を得る。君主と臣民との間の相互信頼がないところに真
の政治はないとフィッツハーバートは言うのである。悪からは君主への憎悪が生じ、憎悪
からは危険が生じる。悪を身につけることによって結局は君主は自らの墓穴を掘ることに
なる。マキアヴェリは市民の間に不和を助長することによって国家の安定を図ろうとした
が、不和からは何も生まれない。マキアヴェリが信頼をおかなかった友情にこそ市民の結
束の基盤を作るべきなのである。内部争い、内部分裂が国家を滅ぼすことはアリストテレ
スやキケロ、ローマの皇帝達、それに当代の事例を見ても明白である。マキアヴェリの不
和の勧めは、自分の家を焼き尽くすようなものである。マキアヴェリの君主は自らが作り
上げる危険のなかで身を滅ぼすのである。マキアヴェリがこのような悪を君主に勧めるの
にはその理由があったことは確かである。君主は中途半端では何もできない。悪と徳の中
間を歩む君主は自らの破滅をもたらす。中間に安全がないならば徹底的に悪を利用するほ
うがよい。徳によっては国家を維持できない。マキアヴェリはこのように考えている。し
かし、これに対してフィッツハーバートは、悪は本当に君主に繁栄をもたらすのかと問い
を発する。悪は君主に身の安全をもたらすのは確かなのか。疑いもなく悪は国家と国民に
平和と幸福をもたらすのか。このような問題をフィッツハーバートは投げかける。マキア
ヴェリは、徳によっては国は維持できない、ときどき悪徳と罪の道を歩んでも君主は民衆
の憎悪と危険の罠にはまるだけである。それならば完全な悪を実践するほうがはるかに君
主には有益である、と結論しているとフィッツハーバートは考える。マキアヴェリは、徳
を完全に捨て、徹底的な悪のなかにこそ君主の安泰があるという。しかし、悪が栄え、徳
が滅びることはありうるのか。悪徳君主が有徳君主よりも神の祝福を受けることがあるの
か。人類の歴史の中でこのようなことがかつてあったのか。マキアヴェリの悪の勧めはこ
のような疑念を我々に与えざるをえない。悪からは憎悪が、憎悪からは危険が生じること
については既に触れたが、憎悪とそれを生み出す恐怖は国を滅ぼす原因であるとフィッツ
ハーバートはセネカやキケロからの引用で強調する⒄。悪徳君主はそれゆえ市民によって
権力を抑制されるか追放されるかまたは殺害されるかいずれかの運命にある。暴政の抑圧
の下にある者たちが何を最も望むかと言えば、復讐と自由である。マキアヴェリとその信
奉者はこれに対して、いかに市民が暴君を憎んでも富、権力、護衛、軍隊、守備隊で暴君
は固く守られており、市民は何もできないから安泰であると言う。しかしこれは本当か。
古代ローマや当代の暴君を見ても明らかなように、いかに彼が強固に自らを防御しても
人々の憎悪と復讐から安全であった例はない。
悪を行使しても行き着く結果は明白である。
それでは、君主は何をすべきなのか。市民から憎しみと復讐をかわないために君主は何を
目指せばよいのか。これに対するフィッツハーバートの回答はマキアヴェリが否定した友
情である。友情こそが国家にとって有益で必要不可欠である。友情が人々を一つにし、結
束させる。市民間の不和、不一致から反乱や内乱が生まれ、それがひいては国家の破壊へ
と至ることは歴史、聖書が証明している。これを最もよく証明しているのが古代ローマで
ある。内乱によって自滅した例には枚挙に事欠かない。いかにして君主はこれを避けるべ
きか。神のごとき英知と力によってである。これらによって君主は怒りに奮い立たされた
人々の心を和らげ、抑制できるのである。それによってまた君主は予見できないことの結
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果を予見でき、それらに対してしかるべく対処ができるのである。人々の憎悪や復讐心を
押さえることができるのは神の特別な恩寵と援助によってである。悪によっては君主は安
全であることはできない。むしろ自らを破滅へと至らせる原因となる。
「危険を愛する者
は危険のなかで死ぬ」これは危険を愛する者への神の裁きである。なぜならばとフィッツ
ハーバートは「詩編」を引用して言う。
「罪と悪によって自らに危険を引き起こすいかな
る人も自らが作った落とし穴に落ち、自らの悪によって死ぬことは実際全く公平なことで
ある。⒅」更に、「箴言」で主が嫌悪する６つのもの、
「高ぶる目、偽りを言う舌、罪なき
人の血を流す手、悪しき計りごとをめぐらす心、すみやかに悪に走る足、偽りをのべる証
人、兄弟のうちに争いをおこす人」に触れて、マキアヴェリの君主はこれらすべての悪に
汚されそれゆえ神にとって憎むべき存在であると言う。マキアヴェリの悪の君主は決して
成功することはない。悪は神から嫌われている。神の助けなしでは君主は無力で何もでき
ない。悪を標榜する君主を待ち受けるものは君主の破滅であり、死である。マキアヴェリ
の悪の教えがいかに誤っているか理解できる。
何をもって君主は身の安泰を確実にし、
人々
の嫌悪や復讐から安全であることができるのかと言えば、
それは「悪」と対立する「善」
「徳」
を身につけることによってである。いかなる君主も悪によって獲得したものを不正に所有
するかぎり安泰ではいられない。なぜなら、そのような君主は最も厳しい不正の復讐者で
ある神を敵にしてしまうからである⒆。そして神にこそ国家の安定と君主の安全と幸福が
依存しているのである。

４．リバディネィラの暴君論：暴君と神の罰
マキアヴェリの君主は悪をもって政治を行う暴君であり、暴君であるが故に徳を欠き、
徳を欠くが故に人々からは信頼を欠き、
自滅する。悪を標榜するとは自然に反することで、
それはまた神に背くことを意味する。神に背く暴君は神からの罰を受ける。これは、フィッ
ツハーバートがマキアヴェリの「悪の政治」を論じている『政治・宗教論 第一部』34章
で扱い、
またリバディネィラが『宗教・徳論』40章で扱っている問題でもある。暴君のテー
マはギリシア、ローマ時代からまたキリスト教関係者からもよく論じられたテーマであっ
た。フィッツハーバートは再度『悪には利益があるのか』で暴君と神の罰の問題を扱い、
いかに悪が神に罰せられるかを論じ、マキアヴェリがいかに誤っているか、いかに彼が無
知であるかを指摘する。ここでは、最初にリバディネィラの反暴君論を、
次にフィッツハー
バートの反暴君論へと論を進めていきたい。
リバディネィラは『宗教・徳論』の序論で、マキアヴェリは、君主はその統治において
暴君になるべきことを教えていると述べ、マキアヴェリの『君主論』が暴君の手引きとみ
なし論を展開していたが、第２部９章で暴君の定義をキリスト教君主との比較のなかで詳
細に述べ、40章では暴君に神の罰が下されることを扱っている。リバディネィラの暴君の
定義は以下の通りである⒇。
⑴ 真の王は神と自然の法に従う。暴君は自分の願望以外いかなる法も守らない。
⑵ 王は敬神、正義、信仰を守ることを公言する。暴君は神、信仰、正義を重んじない。
⑶ 王は公共の善と臣民を守ることに注意している。暴君は自分の利益以外に何もしない。
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⑷ 王は可能なかぎりいかなる方法でも臣民を豊かにする。暴君は臣民を滅ぼしてまでも
自分の財産を増やす。
⑸ 王は神と国家への不正に復讐をし、自分への不正は許す。暴君は自分への不正には残
酷に復讐し、他人への不正は許す。
⑹ 王は誠実な女性の名誉は大いに敬意を払う。暴君は女性の謙遜に勝ち誇る。
⑺ 王は誤りを犯すとき自由に忠告され、控えめに批判されることに同意する。暴君は彼
に忠告したり批判したりする真剣な自由な徳のある人をまさに嫌悪する。
⑻ 王は人々の平和と調和を守ることに注意する。暴君は人々の財産の没収によって彼ら
を滅ぼし、自らを豊かにするために、混乱や不和をばらまく。
⑼ 王は臣民に愛する機会を与えるが、暴君は憎しみと憎悪の機会を与える。
⑽ 王は従われ、愛される。暴君は恐怖からのみ従われる。
⑾ 王は彼の善行により重荷を軽くする。暴君は軽いものを自分の悪によって重くする。
⑿ 王は国の中で最も良い人達を捜し、彼らに最も名誉ある責任と義務を与える。暴君は
悪い生き方をしている人にそれらを与え、スポンジのように彼らを使う。それは乾燥し
ているときは湿らされ、湿っているときは絞られる。
⒀ 王は官職を丁重に公平に与える。その結果臣民は悪く扱われたり官職を買う人々に
よって吸われて乾燥することはない。暴君は最高の値段を付ける人に官職を売り、役人
に臣民からものを奪い、貧しくさせる機会を与え、後にはその盗人を絞首刑にし、盗人
の財産で自分を豊かにし、正しい人と考えられる。
⒁ 王はできるだけそして公共の必要に強いられるとき人々の重荷を軽減する。暴君は臣
民の血を飲み、骨をかじり、骨の髄までしゃぶる。それで市民は力も元気もなくなる。
⒂ 王は臣民の、国家という肉体の魂であり生命であり、臣民にとっては父親のようであ
る。暴君はナイフであり、死刑執行人であり、苦しめる人である。
⒃ 王は臣民から愛され、敬愛される。暴君は臣民を憎悪し、すべての人によって嫌悪さ
れる。
⒄ 王は安全な静けさと心地よい静寂を楽しむ。暴君は良心の苦しみと絶えざる恐怖に
よって苦しめられる。
⒅ 王は永遠の幸福の人生を自己の報いとしてとっておく。暴君は永遠の地獄の炎から逃
げることはできない。
⒇ 王は生前中は尊敬され、仕えられ、死ぬと寂しく思われ、悲しまれる。暴君は生前中
は恐れられ、名誉を与えられ、死後は軽蔑され避難される。
以上の善王と暴君の対比から暴君がいかなる人であるか、どのような特徴を有しているか
が容易に理解できる。暴君は真の王とは正反対で、暴君の悪の数々が列挙されている。暴
君は法と神を無視し、公共善に反し、自己の保全を第一の勤めとする。暴君が主で臣民は
従で、両者の間には信頼、愛情が皆無である。神、正義、信仰を重んずる人とそれらを軽
視する人、何よりも自己本位な暴君の姿がここに描かれている。暴君は単に良心の苦しみ
と絶えざる恐怖によって苦しめられるだけではない。彼にはそれ以上に神の罰が待ち受け
ている。
暴君は人間の罪のために神が送ったという考えがキリスト教にはある。
マキアヴェ
リは『政略論』第２巻２章でキリスト教と異教を比較し、キリスト教の生き方のために人々
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は軟弱・虚弱になり、極悪非道な連中の餌食になり、彼らが世の中を都合のいいように牛
耳っていると言って、キリスト教を批判したことは既に触れた。リバディネィラは「極悪
非道な連中」には神の監督が行き届き、神は意のままに国を与えたり奪ったりできると言
い、マキアヴェリの言うことは誤りであると言っている。更にリバディネィラは聖書の
ヨブ記、ホセア書、イザヤ書から神は人間の罪のために暴君をつかわすと言う。そして次
のように続ける。
For truly an evil prince, unjust, avaricious, fierce and cruel, has no other name that more
suits him than the scourge and wrath of God. ...For as the Lord may make use of the demons
as ministers of His justice, to torment the condemned, so he makes use in this world of the
evil princes and tyrant, who are ministers of the demon, to execute his anger and wrath, to
purify the dross from the good and to destroy the evil, and to punish the tyrants themselves
after many times the Lord give us princes in proportion to our merits and according to the
evil of our hearts.
神は来世では悪魔を使って罪のある者を罰し、現世では悪魔の使いとして悪しき君主や暴
君を利用して神の怒りを行い、悪を破壊し、功徳と悪に応じて君主を我々に与えた後、暴
君を罰する。暴君は言うなれば神の「むち」であり「怒り」である。これはキリスト教の
暴君に対する基本的な考えであり、キリスト教の観点から暴君を考慮するときはこの考え
が必ずといっていいほど用いられる。それゆえ、リバディネィラは暴君について格別新し
いことを言っているのではない。暴君は神の罰を免れて一時的には栄えることがあるが、
最後には神の栄光と我々の利益が勝利を収める。リバディネィラは、古代ローマとキリス
ト教から暴君の例を出し、次のように言う。
Then is this truth registered in our hearts, that God Our Lord is the King of all the
kingdoms and He who gives them and takes them away at His will; that many times He uses
the unjust and ver y cruel princes to punish the sins of the people; and that when this
punishment is over, He takes away from them the rod and empire and punishes them with
much greater rigor and severity,...
神は人間の罪を見逃すことはありえず、神の摂理は全宇宙に充満している。人間の罪を処
罰するために神は暴君を人間界に送るのである。暴君はいわば人間が自らに招いた罪の結
果であり、人間が罪に悔い改めるとき神は人間から暴君を取り除くのである。だからマキ
アヴェリが言うように、暴君は勝手気ままなことは許されず、キリスト教が暴君をもたら
した原因であるとの批判も当を得ないのである。このようなリバディネィラの暴君論はキ
リスト教教父の流れをくんだ伝統的なものである。では、フィッツハーバートはどうか。
最初『政治・宗教論 第一部』34章と35章からフィッツハーバートの暴君論を見てみたい。
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５．フィッツハーバートの暴君論
『政治・宗教論 第一部』34章は、君主の国家は悪の政治によって確実なものにされる
のかを論じている。
『悪には利益があるのか』における内容とほぼ同一であるが、34章の
悪の議論は『悪には利益があるのか』ほどの論理性はない。どちらかと言えば、リバディ
ネィラのように過去の歴史からの事例により悪と暴君を論じている感が強い。
では、
フィッ
ツハーバートはいかにしてこの問題を扱っているか。フィッツハーバートは、最初、悪に
より君主は臣下から憎まれ、結果として君主は国家を危険に陥れることは自明の理である
との考えから論を進める。マキアヴェリとその信奉者もこのことを良く知っているので、
彼らは君主の悪が安全であり、世俗的快楽と便宜を享受し、復讐の危険や神の怒りや正義
の恐れを感じないように、様々な救済手段を考案する。しかし、彼らは神の存在を忘れて
いる。神は、君主や国家を意のままに処分でき、罪のために君主を罰するのである。これ
は神の摂理と罪への神の罰というリバディネィラの主張と同様である。悪王が自身の安泰
を守るのは徹底した悪の実践によってである。
One of the principal [remedies]...is, extremity of al mischeefe and wickednes, which
Macchiauel teacheth to be farre more secure for a prince, then mediocrity betwixt vertue,
and vice,...
なぜ極端な悪が必要ののか。それは中道によっては君主は逆に人々の憎しみを招き、危険
に陥れられるからである。だから君主は臣下に憎しみを植え付け、極端な過度な悪により
すべての人の極端な過度の憎しみへと自らをさらし、結果として没落と破滅を招くことに
なる。悪王は悪によってしか保全の道はない。マキアヴェリの君主への助言は悪を身につ
けることによってしか生き延びる手段はないことを教えているようなものである。しかし
このような悪王はいかに権力を行使しても人々の憎悪には抵抗できない。マキアヴェリ一
派は恐怖によって憎悪を矯正しようとする。ところが、憎悪に恐怖を付け加える君主は実
は自らの臣下への恐怖と身の危険を倍加しているのである。つまり、臣民への君主の恐怖
は君主自身へはねかえってくる。更に言えば、憎悪と恐怖は陰謀の原因でもある。マキア
ヴェリ君主はいわば墓穴を掘っているのである。マキアヴェリの教えは「慈悲、正義、良
心」に反しまたそれは
「真の政治」
に反しているのである。悪王の徹底した悪の政治によっ
ては国を維持できない。国の維持は何によるかと言えば、それは人々の愛と団結なのであ
る。ところがマキアヴェリは人々の団結、愛を妨げ、逆に争いを起こさせ、自己の安泰を
計る。暴君は自己の利益のみを考えるので、人々が一致団結し、自分に陰謀をめぐらすこ
とになりかねないので、意図的に彼らの間に争いを作ることに奔走する。
...it standeth notably wel with the reason of our princes state, who seeketh not the general
good of the commonwealth, but his owne particuler benefit, and therfore for as much as the
vnion and frendship of his subiects may animat and enable them the rather to conspire
against him, it is good policy and reason of atate for him, to maintayne factions amongst
them,...
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マキアヴェリは、君主は全能で人々の心や意志を意のままに操れると思っているが、これ
は神だけにしかできないことである。人々の間に不和の種をまき、派閥争いを故意に作り
ことによって国家の維持を図る君主はまさに暴君である。そのような君主は身の安全どこ
ろか逆に自らを危険に追いやるのである。暴君が人々の憎しみを買い、反乱、他の実力者
への変節、陰謀、あるいは暗殺によって破滅へと追いやれるのは歴史が雄弁に物語ってい
るとフィッツハーバートは言う。フィッツハーバートが臣民の憎しのために破滅した例
としてマキアヴェリが称賛したチェザーレ・ボルジアをあげているのは興味深い。フィッ
ツハーバートによれば、ボルジアは悪と暴政において以前のすべての暴君を凌駕している
が、人々の憎しみを敵に回したために臣下、友人から見捨てられ、人間の愚行と悪の政治
を当てにした人の哀れむべき最後の格好の見本である。だから、マキアヴェリが、君主
は愛されるより恐れられるほうがいいと言うが、この勧めによって君主は安全を維持でき
ない。むしろ、君主は人々にとって恐怖の対象となることによって危険にさらされ、また
君主を守る人も不実で容易に買収に応じるので、君主の生命は敵に売り渡され、いかなる
人間の政治権力によっても保証はされない。マキアヴェリの悪の教えの帰結は、悪の君主
は悪には悪を、残虐には残虐を、憎しみには憎しみを積み重ねることによって自己の破滅
を招くということなのである。
Can we say ought els, but that whiles he [a wicked prince] seeketh by one poyson to expel or
remedy an other, he poysoneth him dooble, and killeth him out right? For a wicked prince
adding, as Machiauel aduiseth, wickednes to wickednes, and cruelty to cruelty, doth
accumulat vpon him selfe hatred vpon hatred, which as I haue declared, wil break out sooner
or later to his ouerthrow.
悪に従う君主が行き着くところは自らの破滅であるが、これは現世において自らがもたら
した悪への罰である。悪を実践しても実行者には何ら楽しみも利益もない。ただ「人々の
憎しみ、汚名、精神の悲しみと苦痛、無限の疑い、恐れ、疲労の日々、落ち着かない夜、
恐ろしい夢、絶えざる苦しみ、良心の恐怖、狂気と絶望」があるだけである。悪によっ
て君主は自己と国家を滅ぼすとマキアヴェリに批判するフィッツハーバートは何によって
君主と国家は破滅からまぬがれると言うのか。人間は本来弱く、
人間が陥る危険は無限で、
人間の悪意も限りがなく、人間の力や知恵によっては君主にふりかかる危険から身の安全
を保証できないが、君主が人間の手段によってもちうるすべての安全は徳によって獲得さ
れる。悪徳に対しては徳によって対抗できるのである。正義と徳が容認され、実践される
ことにより、それらが人々の愛を勝ち得、そこにこそ君主の最大の安全がある。
...it is euident that as nothing is more dangerous to princes and their estates then iniustice
and wickednes （which maketh them odious to al men） so nothing is more to be eschued,
and auoided of them, then the same; and that the contrary meanes of iustice and virtue is to
be embraced and practised, whereby they may purchase the general loue of their subiects, in
the which consisteth the greatest security of princes, such being the force and effect of loue,
that it causeth in the louers as greate a care of the belouved, as of themselues,...
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実はこれもリバディネィラが言っていたことで、悪徳君主と有徳君主の対比である。この
ようにいかなる点から見ても悪を勧めるマキアヴェリに賛成はできない。悪は悪を行う人
は自己の良心から苦しめられ、臣下からは憎まれ、みじめに死ぬ運命にある。これは普通
の経験によって知ることであり、もしマキアヴェリがこれを知らなければ「はなはだしい
無知」をさらけだし、もし知っているとすれば「非常な悪意」を見せていることになる。
フィッツハーバートは、リバディネィラ同様神の摂理を忘れることはないが、暴君への神
の罰についてはどうなのか。リバディネィラは幾度となく暴君への神の罰は避けられない
と言っていたが、この点についてはフィッツハーバートも同様の見解を示す。この問題を
フィッツハーバートは34章で少し触れるが、35章と36章で暴君と神の罰の問題を扱ってい
る。フィッツハーバートは、
『政治・宗教論 第二部』９章－10章でも古代ローマの皇帝
達の悪と神の罰の例を多く引用しているが、35章と36章からこの問題についてのフィッツ
ハーバートの議論を見てみたい。
フィッツハーバートの『政治・宗教論 第一部』全体を貫く主張は、人間の矮小さと神
の摂理であるが、フィッツハーバートは主として聖書から神の王国処理や悪への罰を例証
し、いかに神が偉大であるかを訴える。国家が神の摂理に依存し、あらゆるものが神に由
来するならば、神に不快な行為はすべて賢明とは言えない。だから、罪は「神に不快な行
為」であり、神の処罰の対象になる。悪の政治は国家に安全を確約するどころか国家を完
全に滅ぼしてしまう。フィッツハーバートは悪の君主の破滅を人々の憎しみに帰したが、
これは二次的な原因で一次的原因は「神の正義」であると言う。ここで正義は神の摂理
の一部となる。神は人間の罪を罰するために自ら罰したり、あるいは様々な被造物を利用
して罰する。しかし、神は他のいかなる人よりも暴君への罰に対してはより厳しく対処す
る。それはなぜかと言えば以下の理由による。
⑴ 暴君は、重要な公的な事柄に関わり、また彼らは自分の悪例により多くの人の堕落の
原因となるから、暴君の罪は他の人の罪よりはるかに大きい。
⑵ 暴君は、神から現世的な恩恵を受けているから神に対して愛と注意と義務をもって奉
仕すべきであるが神に感謝しない。
⑶ 暴君は、自身の法を超越しており、罰を受けないから、罪は全能の神の裁きを受けな
ければならない。
支配者としての罪の重大さ、神への忘恩、神だけによる支配者への罰、これらの理由で神
は暴君を罰せざるをえなくなってくる。フィッツハーバートは国家を維持するにあたり、
宗教と敬神、臣下間の公正と平等、生活と作法における良き規律が最も重要だと言ってい
るが、暴君・暴政にはこれらはいずれも見いだされない。聖書、古代の異教徒の歴史家
からも暴君の惨めな悲惨な最後が記され、いかに暴君への神の罰が避けられないかが理解
できる。彼らは皆虚偽と殺害と残酷さによって統治した暴君で、彼らの最後は神の罰で終
わる。フィッツハーバートは次のように言う。
...there are very few, or skantly any one notable tirant to be found in al antiquity, whose
person, state, or posterity, hath not received some notorious punishment, euen in the very
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opinion and iudgement of the world, and most commonly by violent, & bloody death, it being
most consonant, to the Iustice, and Iudgements of God, that the punishment be
correspondent to the fault, that blood be repaid with blood, and that as our Sauior saith, He
which striketh with the sword, should perish with the sword.
悪を実践する暴君は神の罰から免れることはできない。悪をもって政治を行う者は神の罰
として死を受けざるをえない。良き政治は祈りと霊的な助け、つまり神の助けを得て国家
を維持するが、神の介在を否定する暴君による悪の政治は国家を滅ぼす唯一の手段となる。
良き君主は神への祈り、謙譲、神の意志への服従により国家を維持するが、暴君にはこれ
らがない。更にマキアヴェリの悪の君主は、魂より肉体、天より地、神的なものより人間
的なもの、理性より肉欲、国家の一般的な善より個人の快楽、永遠の至福より一時的な利
便、良心、宗教、神への奉仕よりも国家理性、をそれぞれ重視する暴君である。16世紀
から17世紀にかけてジェズイットの間では暴君と暴君殺しがよく論じられたが、それは彼
らの王権理論から生じたものであった。マリアナを筆頭に、彼らは王権を民衆からの一時
的な委譲とみなした。だから王が民意に沿わなくなった場合つまり暴君となった場合王は
殺害できるという理論を打ち出したのである。ただこの場合、暴君を処罰するのは個人で
あって神ではない。
このようなジェズイットの王殺し理論があったにもかかわらず、
フィッ
ツハーバートは専ら神の暴君への罰を論じる。その議論は主として聖書（旧約聖書）と歴
史からの事例による論証である。マキアヴェリの暴君推奨の『君主論』を反論の題材にし、
マキアヴェリ及び彼の信奉者がいかに神に反する暴君を擁護しているかをフィッツハー
バートは強調する。
『悪には利益があるのか』
の前半で、
フィッツハーバートは悪が自然に反することを論じ、
自然に反するものには何も利益はなく、それゆえ悪は利益をもたらさないと論を展開し、
悪は君主にとっても国家にとっても害を与えるとの結論に達していた。暴政には絶えず死
の危険がつきまとい、暴君には精神の苦痛と避けることのできない破滅が待ち受け、暴君
はその望みを遂げる前に無思慮と悪のために罰せられる運命にある。フィッツハーバート
はこの例証として古代ローマの皇帝をあげる。シーザーから当代までわずか20人が悪に
よって帝国を獲得したが彼らはほとんどが惨めな死に方をしている。暴政を熱望した約
100人は命を落としている。悪によっては何も益するところがないと信じた異教徒やキリ
スト教の王達に触れたあと、フィッツハーバートは、神は人間の罪特に王の罪を罰するこ
とを論じる。神が最も正しい悪の裁き手であり復讐者であることは神の法、自然本能、理
性、日常的体験、哲学者の一致した意見のみならず、各人の良心によっても理解できる。
人間の矮小さ、無力さ、罪深さは神とは比較もできないが、人間はそれでも良心の呵責を
感じないほど堕落はしていない。しかし、人間の良心の呵責は何に対しての呵責なのかと
フィッツハーバートは問う。それは罪を犯した人間を責める神の正義に対しての良心の呵
責である。良心の呵責はまた悪を犯す人に悪に起因する罰を恐れさせる。恐れを抱く人は
自分が犯した悪事を恐れるので、悪事は罪の罰と関係がある。恐れは罪の意識から生ずる
からである。だから、理性・自然により罪は罰に値することをわれわれは知る。いかに
人間の正義から免れていると考えるいかなる暴君と言えども良心の呵責を感じ、本能的に
神の復讐を恐れる。神の復讐があればこそ古代ギリシア・ローマの人々は神殿に生贄を捧

－ 62 －

トマス・フィッツハーバートのマキアヴェリ批判
げてきたのである。罪に対する神の罰は哲学者、歴史、及び日々の例から確認される。神
の摂理と人事への神の配慮は人間の罪への神の罰に最も明らかに見られる。神の罰は厳し
く、この厳しさは悪の王を罰するときに明白に現れる。フィッツハーバートは神に罰せ
られた多くの暴君の例をあげ、暴君のすべては神の正しい裁きにより、非常に不幸な死を
とげていると言う。この不幸な暴君の死は運とか偶然によるのではなく、神の摂理と正義
による。フィッツハーバートこの後悪の復讐者として神はあらゆる被造物を使い、暴君へ
復讐させ、あるいは権力を含め様々な物を不正に獲得する暴君支配者への神の報復に触れ、
暴政には何の報いもないこと、悪には何も利益がないことなどを論ずる。暴君・暴政は悪
の格好の見本である。悪が現世において勝利を収めることは神の意志に反し、自然に反す
る。暴君は国の頭であり、その与える影響は個人よりも大きいがゆえに、神の罰は最も厳
しく暴君に対して行われる。フィッツハーバートが『悪には利益があるのか』で論ずる暴
君論は『政治・宗教論 第一部』で論じられている内容とほぼ同一である。ただ『悪には
利益があるのか』ではその論調がやや思弁的・理論的であるが、フィッツハーバートの主
張にはそれほどの違いはない。また、フィッツハーバートの暴君論はポッセヴィーノ、リ
バディネィラ、ジャンティユの反暴君論、特にリバディネィラの『宗教・徳論』における
暴君論に負うところが多い伝統的な暴君論である。リバディネィラの『宗教・徳論』に言
及しているフィッツハーバートはリバディネィラからの影響が多く、リバディネィラ抜き
にしては考えられない暴君論であると言えよう。

むすび
われわれは小論を終えるにあたり一つの重要な点に注意を払わなければならない。それ
は、暴君が悪の権化であるという主張の背後には悪と対比される徳が必ず考慮されねばな
らないということである。悪への徳の優越はまた徳の悪への優越をも意味することは疑問
の余地がない。これまで見た反マキアヴェリ論者はすべて徳を武器にマキアヴェリの悪の
推薦書『君主論』に反論していた。そして、その際引用されるのがキケロでありセネカと
いったローマのストア派哲学者であったことも忘れてはならない。カッシラーは『国家の
神話』で「十七世紀の政治的合理主義はストア主義的観念の若返りであった」と述べてい
るが、ストア派の第一の倫理的要求は自然と一致して生きることであった。この自然と
は物理的な意味における自然ではなく、道徳的法則を意味していた。リバディネィラや
フィッツハーバートはしきりに「自然」という言葉を使い、悪は「自然」に反するという
のがフィッツハーバートの『悪には利益があるのか』におけるマキアヴェリ反論の根底を
なしていた。悪が自然に反するとは徳、道徳に反することを意味するのである。だから
フィッツハーバートは、アウグスティヌスを引用しながら、すべての罪は自然にそむき、
結果として自然に反するとか自然と一致するものは良いが、自然と一致しないものは悪で
あり、自然の法則に反すれば反するほど物事は劣り、悪化すると言うのである。君主に
とっては「自然と徳」の規定に従って行動するのがより良く、より安全なのである。この
ストア派の考えがフィッツハーバートの暴君反論の基盤をなしていることは明らかであ
る。フィッツハーバートやリバディネィラが徳や正義を基にマキアヴェリを批判している
ことはすでに見たが、なぜ彼らがあれほどまで執拗に徳や正義を強調したのかといえばそ
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れらが自然つまり道徳的法則と一致していたからに他ならない。フィッツハーバートは、
徳を称賛し、
「徳以上に人間の称賛を起こさせものがあろうか。
徳は大きければ大きいほど、
秀でていれば秀でているほど、徳はそれだけ称賛を与える。かくして、われわれは優れた
並外れた徳を観察する人を称賛し尊敬する。しかし、徳の兆候が全く見られない人は軽蔑
に値する。実際われわれは極悪人を憎悪し、憎しみを彼らに加える」と言っているが、
この徳こそが自然と一致しているのである。そして自然、道徳的法則に反していたのがマ
キアヴェリの推奨する君主であり、暴君であったのである。マキアヴェリの『君主論』以
来スペインで出版された250冊の反マキアヴェリ書はすべて道徳的観点からのマキアヴェ
リ批判であったというBleznickの指摘はこの意味で非常に示唆に富む指摘であると言わね
ばならない。フィッツハーバートの反マキアヴェリ論はいわば道徳論的批判であると言
えよう。16世紀から17世紀にかけてあらゆる面においてそれまでの中世的な世界観に疑義
が投げかけられ、
科学的思考のもとにすべてを合理的に解釈しようとする動きが出てきた。
普遍的な宗教や倫理体系があるとすれば、それはあらゆる国民、信条、宗派によって認め
られる原理に基づくものでなければならなかった。そしてその原理こそがストア派哲学で
あって、それは外的な啓示によるものではなく、道徳的な意志ー人間が自らに帰す価値ー
に基づくのである。そして君主が国家を維持するにはこの「道徳的意志」こそが不可欠
であり、
「道徳的意志」の有無がまた良き王と暴君との区別にもなる。17世紀においてス
トア哲学が復活した背景は道徳的法則こそが普遍的・科学的であるとの理由からであった。
ストア派哲学の他の重要な理念は、精神の自由、自立であり、すべては平等であるという
が、リバディネィラやフィッツハーバートはこの点には触れない。いずれにせよ、フィッ
ツハーバートのマキアヴェリ批判は親友リバディネィラの『宗教・徳論』に負うところが
多い。フィッツハーバートはマキアヴェリの『君主論』に見られる悪の政治、暴君の勧め
に焦点を当て、その書は狡猾、偽善、残酷を教える「悪の教師」として徹底的に憎悪され
たマキアヴェリへの反論である。ただ一つ両者の間に違いがあるとすればそれはフィッツ
ハーバートはリバディネィラのようにマキアヴェリへの理解を全く示していないという点
である。17世紀に入り君主論者マキアヴェリから共和主義者マキアヴェリへと彼に対する
評価が変化しつつあったなかでイグナティウス・ロヨラの秘書を務めたこともある敬虔な
ジェズイットとしてのフィッツハーバートにマキアヴェリへの好意的理解などは思いもよ
らなかったのかもしれない。いずれにせよフィッツハーバートの反マキアヴェリ論はリバ
ディネィラに負うところが多く、その内容も彼以前のジェズイットの反マキアヴェリ論と
大きな違いはない。フィッツハーバートにとってそして彼以前のジェズイットにとってマ
キアヴェリは君主に「悪」を教える人類の敵であった。悪が善に勝利をおさめ、悪徳が徳
に取って代わることはありえず、悪の勝利は人間の「自然」に真っ向から対立することで
ある。ジェズイットは現世を支配するのは神の摂理であると言うが、悪や悪徳の勝利は神
の摂理への否定を意味する。それはまた神の摂理の否定はひいては神の否定へと至ること
は明白である。もしフィッツハーバートがマキアヴェリを認めればそれはフィッツハー
バートが神を否定することになり、それは彼には予想だにできないことであり、最終的に
はフィッツハーバート自身の自らへの否定にもつながる。このように考えるとキリスト教
徒としてフィッツハーバートのマキアヴェリ反論は当然すぎる反論であったわけである。
彼の反マキアヴェリ論は当時ジェズイットに対して激しい批判・非難が浴びせられていた
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という事実を考慮に入れると、ジェズイット・フィッツハーバートの反マキアヴェリ論は
極めて皮肉な結果を読者に提示していると言わねばならない。なぜかと言えば当時のジェ
ズイットはマキアヴェリ以上にマキアヴェリ的であると言われていたからである。この問
題については既に私は他のところで論じたことがあるので、ここで再度論ずることは避
けるが、当時イギリスでもヨーロッパ大陸でもジェズイットの「悪」が盛んに論じられて
いたことをわれわれは忘れてはいけない。フィッツハーバートがそのようなジェズイット
への批判を念頭にマキアヴェリ批判の書を書いたのかどうかは推量の域を出ない。もし
フィッツハーバートがジェズイットへの非難を意識してマキアヴェリ批判書を書いたとす
れば、
それは自らに対するそしてジェズイットに対しての自己弁明でもあったわけである。
フィッツハーバートの反マキアヴェリ論は正統的な反マキアヴェリ論ではあったが、ジェ
ズイットの実体との間には大きなギャップのあるマキアヴェリへの反論でもあった。
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注
Pedro de Ribadeneiraに関してはTRATADO DE LA RELIGION Y VIRTVDES QUE DEVE
tener el Principe Christiano, para gouernar y conseruar sus Estados （Madrido, 1595）を参
照。なお、本論では Religion and the Virtues of the Christian Prince against Machiavelli,
trans. and ed. George Albert Moore （Maryland, 1949）を使用した。Antonio Possevino
の反マキアヴェリ論については以下を参照のこと。Cavtio de iis, quae scripsit tum
Machiauellus, qui aduersus cum scripsit Antemachiauellum cui nomen haud adscripsit
（1592）, Iudicium de Nicolai Machiavelli...（1600）
。本論は科研費報告書（基盤研究Ⓒ⑵
（平成11年3月）の一部に加筆・修正したものである。
Fitzherbertの生涯はDNBを参考にした。
Thomas Fitzherbert: An Sit Vtilitas in Sceleve Vel de Infelicitate Principis Machiavelliam
contra Machiauellum & politicos eius Sectatores（Rome, 1610）, Chap. 4.
本論ではThomas Fitzherbert: The First Part of a Treatise Concerning Policy and Religion
（Scholar Press, 1974）及び The Second Part of a Treatise Concerning Policy and Religion
（Scholar Press, 1974）を使用した。
Fitzherbertのテキストについては、大英図書館所蔵のものを使用した。なお、この英
訳についてはケンブリッジのDr. Rod Boroughsに負っている。
Gentilletの反マキアヴェリについては以下を参照。Innocent Gentillet: Anti-Machiavel,
ed. C. Edward Rathe （Geneva, 1968）
Fitzherbert, Dedicatoria Epistola.
これは、An Sit Vtilitas in Scelere の序論の "Impia, ET ABSVRDA MACHIAVELLI AC
politicorum paradoxa, ET FVUNDAMENTA in hoc opusculo euersa" に列挙されてい
る。
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Prooemium, 1.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.1.5.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.1.1.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.1.5.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.2.6.
Mariana については以下を参照。Juan de Mariana: De Rege et Regis Institutione（Toledo,
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1599）.これには以下の英訳がある。Juan de Mariana: The King and the Education of a
King, trans. G. A. Moore （Washington, D. C., 1948）
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.4.6..
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.4.10.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.6.12.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.6.26.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.6.37.
Ribadeneira, pp.299-300.
Ribadeneira, p.334.
Ribadeneira, p.335.
Ribadeneira, p.338.
Ribadeneira, p.382.
The First Part of a Treatise Concerning Policy and Religion（Scholar Press, 1974）, p.385.
本論では『政治・宗教論』としている。
The First Part, p.387.
The First Part, p.388 以下を参照。
The First Part, p.395.
The First Part, p.398.
The First Part, p.402.
The First Part, p.410.
The First Part, p.424.
The First Part, pp.173-5.
The First Part, p.460.
The First Part, p.173.
The First Part, p.440.
The First Part, p.460.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.10.2.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.10.6.
エルンスト・カッシラー、宮田光雄訳『国家の神話』
（東京：創文社, 1976）, p.217.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.1.4.
Fitzherbert, An Sit Vtilitas in Scelere, Ch.8.4.
Donald W. Bleznick, “Spanish Reaction to Machiavelli in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries” JHI 1958 ⒆, p.542, note 1..
カッシラー、p.221.
この問題については以下で論じたことがある。「Thomas JamesのJesuits Downefallに
お け る ジ ェ ズ イ ッ ト 批 判 に つ い て 」 新 潟 大 学 言 語 文 化 研 究、2004年 第10号、
pp.163-179.及びWilliam Watsonのジェズイット批判…Jesuits do farre passe Machiavelli
…「欧米の言語・社会。文化」新潟大学大学院現代社会文化研究科、2008年第14号、
pp.23-42.
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はじめに
初期ストランド・マガジンの重要な広告にイーノのフルーツ・ソルト（Eno's Fruit
Salt）の広告がある。この広告は遅くともストランド・マガジンの創刊翌年の1892年頃か
ら掲載され始め、少なくとも1900年頃まであまりスタイルを変えることなく掲載され続け
た。サイズが１ページサイズであったことと、毎月連続して掲載されていたことが広告に
存在感を与えていた。また、その掲載されていた位置も重要であった。ストランド・マガ
ジンは、
雑誌の本文の前後を広告専用ページが挟む構造になっていた。イーノのフルーツ・
ソルトの広告はいつもその広告ページの最終ページ、すなわち、裏表紙を開けた時の左側
のページに掲載されていたのである。
広告ページの最終ページはストランド・マガジンが創刊された1891年には、ボブリル、
プレイヤーズ・タバコ、そしてマザー・シーゲル・シロップといった当時その積極的な広
告活動で有名な会社の１ページ広告が掲載されていた。広告主の顔触れを見る限り、裏表
紙を開けるとすぐに目に付く位置にあるこのページは創刊当初から重要な広告スペースと
して認識されていた可能性が高い。
初期ストランド・マガジンは、冊子の裏を見ると、毎月キャドベリー社とピアーズ社の
1/2サイズの広告が上下に並んで印刷されていた。また、遅くとも1900年までには雑誌の
顔ともいうべき表紙の左上隅にフライ社の名前が印刷されるようになった。初期ストラン
ド・マガジンにおいて、その冊子の一番目立つ外側の広告スペースは、異なる２つのココ
ア会社と石鹸会社が長く独占していた。
雑誌の広告として次に目立ちやすいのは表紙の内側のスペースだと考えられる。表表紙
の裏面はビーチャム社がしばしば１ページ全体を、そして小さい時でも1/2以上のスペー
スを独占的に使用していた。その反対側の右ページ（広告専用ページの最初のページ）は、
比較的広告スペースが細分化されていて、固定的な広告主は見られなかった。裏表紙の裏
面も少なくとも初期においては広告スペースが細分化されていた。しかし、その反対側に
当たる左側のページは１ページサイズとして使用されていることが多く、創刊翌年から
イーノのフルーツ・ソルトの広告が掲載され続けていた可能性が高いのである。つまり、
初期ストランド・マガジンの場合、表紙に一番近い場所にあった１ページサイズの広告は
前半がビーチャム、後半がイーノで、ともに売薬の広告だったのである。本論ではイーノ
の略歴を紹介しつつ、初期ストランド・マガジンに掲載されたフルーツ・ソルトの広告が
どのようなものであったのか、1895年の広告を中心に見ていきたいと思う。
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薬剤師イーノ
James Crossley Enoは、1820年にNewcastle upon TyneのBarrack Square ３番地に生まれ
た⑴。両親はそこで雑貨店を営んでいた。教育歴についてはまったく不明で、薬局で修業
をした後、1846年に町の病院の薬剤師になったことぐらいしか分かっていない。イーノは
薬を調剤しないときには歯の治療もして病院から重宝がられていたという。
1852年にイーノはGroat Market 57番地にある薬局をJohn Burrellから買い取り、そこで
人間と動物用の薬を売ったり歯科医療を行った。独自ブランドの製品も売り出したが、そ
れは、虫歯の穴に詰める自己治療用エナメル、育毛剤、湿布用に処理された亜麻仁油だっ
た。
やがてイーノは有名なフルーツ・ソルトを作り始めた。これは酒石酸とクエン酸に重曹
を加えたもので、水に溶かすと発泡性の制酸剤になるというものだった。発売後20年ほど
は一人でやっていける規模のビジネスで、イーノは引き続き自らを薬剤師兼歯科医と名
乗っていた。しかし、薬局がニューキャッスルにあったことがイーノにとって幸いした。
彼は町の波止場に停泊している船の船長たちに無料のサンプルを配ってフルーツ・ソルト
を売り込んだ。やがて、船乗りたちは外航に出る前に、船酔い、発熱、気候の変化の予防
薬としてイーノのフルーツ・ソルトを買い求めるようになった。注文が国内外の薬局や問
屋からも入るようになり、イーノはニューキャッスルに小さな工場を建設するまでになっ
た。ちなみに1853年頃、イーノのフルーツ・ソルトと同じような成分の発泡性顆粒剤は広
く 処 方 さ れ て い た と 考 え ら れ て い る。 イ ー ノ の 成 功 は そ の よ う な 薬 を 売 薬（patent
medicine）として売り出したことにあったようだ。
1876年、イーノは薬局と歯科医療を止めて、ロンドンでフルーツ・ソルトを大規模に製
造し始めた。彼はDulwichにWoodhallと呼ばれる大きな家屋敷を、そしてNew Crossの
Pomeroy Streetに工場用地を手に入れた。イーノは一人でビジネスを発展させたが、その
際広告を大いに利用した。凝縮された本文はいつも彼自身が書いたといわれている。
1880年には新製品Vegetable Motoを売り出した。これはアロエ、雌黄をベースにした丸
薬タイプの緩下剤だったが、フルーツ・ソルトのようには人気が出なかった。1899年に
ニューキャッスルの病院の建て替え計画が持ち上がると、イーノは町が調達できた資金と
実際の建設費の差額である8500ポンドを寄付した。彼は1915年５月11日に95歳で亡くなっ
ている。
ところで、ミネラルウォーターから作られたり、ミネラルウォーターなどに混ぜて使う
緩下剤はいろいろなブランド名で売られていたが、それらはまとめてhealth saltsと呼ばれ
ていた。そのうちの発泡性のものをイーノは、恐らく飲みやすさをアピールするために
fruit saltと名付けたと思われる。OEDはfruit saltの用例を３つ挙げている。1889年のもの
はEno's Fruit Saltという形で、1892年のものはEno's Fruit Saltsという形で収録されている。
1939年だけはa dose of fruit saltsというイーノの名前がつかない形になっている。イーノ
はフルーツ・ソルトという名称が1875年のTrade Marks Actの下で有効であるか疑問が呈
されたとき商標名の独占権を確保するために懸命に戦った。結局上院は、フルーツ・ソル
トという言葉はイーノと深く結びついているので、大衆がイーノのものを連想する可能性
が全くない場合を除いて、
何人もその名称を使用することはできないという結論を下した。

－ 68 －

ストランド・マガジンのイーノの広告
1920年にはロンドンを出航する船の４隻のうち３隻がイーノのフルーツ・ソルトの委託
貨物を積載していたと推計されている。北極のソリから東洋の幌馬車まで、あらゆる交通
手段がフルーツ・ソルトを運び、９ヶ月に一度しか郵便が届かないイースター島にもフルー
ツ・ ソ ル ト は 輸 送 さ れ て い た。 ち な み に、 イ ー ノ の フ ル ー ツ・ ソ ル ト は 現 在 も
GlaxoSmithKline社のブランドとして製造されている。

イーノの広告
イーノのフルーツ・ソルトは、1890年以前にヴィクトリア朝の人々にとっては聞き慣れ
た名前（household name）になっていた。1890年に出版されたHerbert Tucker作詞による
ミュージック・ホール向けの歌にAdvertisementsというものがあった⑵。当時の広告スロー
ガンの浸透ぶりを風刺した歌で、広告しか読まない変わり者の叔父さんについて次のよう
に歌っている。
He skipped the leading articles and scorned the latest news
But every bold advertisement with rapture he’
d peruse.
He read, he talked of nothing else; the thing became a bore.
You got quite sick of Eno's Salt and Rowland's Kalydor.
この叔父さんはある日鉄道事故に遭い、頭がおかしくなってしまう。広告のスローガン
は覚えているのだが商品との組み合わせが混乱してしまい、奥さんに洗濯用増白剤である
Reckitt's Blueで白髪を染めるように命じたり、馬の傷口にウスターソースを塗り込んだり
し始めるというものである。ミュージック・ホールでの大衆受けを狙った歌なので、イー
ノのブランド名が当時の英国社会にいかに浸透していたかがよく分かる。また、ブランド
名だけでなく、変わり者の叔父さんがイーノのフルーツ・ソルトに関して延々とどのよう
な話をしたかも当時の観客には容易に想像できたのではないか。
イーノは新聞に初めて全面広告を掲載した広告主の一つでもあった。また広告はすべて
自分で書いたというのが伝説のように伝えられている。またイーノの広告はそのユニーク
な広告文でも有名だった。ヴィクトリア朝の広告を研究したHindley夫妻によれば、イー
ノの広告は１ページの半分を下回ることはまずなかった⑶。それは大型の活字を使った
ディスプレイ広告のためではなく、大量の広告文を収めるためで、その量はヴィクトリア
朝 の 基 準 で 見 て も か な り 多 か っ た。1880年 代 か ら1890年 代 に か け て、Cassell's Family
Magazineの表紙裏は毎週フライ社とイーノ社の広告によって独占されていたが、レイア
ウトと広告文は対照的なものだった。フライ社は多くても上部1/4のスペースを使用する
だけで、そこに大きなディスプレイ・タイプを巧みに利用して社名と商品名をアピールし、
図版を添えるくらいで満足していたからである。
ストランド・マガジンのイーノの広告に関しても、広い広告スペースを確保し、そこに
なるべく多くの広告文を詰め込むという基本的なレイアウトはほとんどすべての広告に当
てはまっているようだ。しかし、細かい文字で印刷された広告文を誌面全体に詰め込むレ
イアウトは当時のストランド・マガジンの広告ページには少なからず見られたものなので、
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それ自体は特異なものではない。1895年のイーノの広告には小型のものだがイラストが添
えられていたし、広告の中の特に強調したいメッセージは中型の活字で印刷されていた。
レイアウトのユニークさだけからいえば、ブランド名を隠し、読み物ページと同じような
小型の活字を使用して１ページ全面にテキストを印刷していたマザー・シーゲル・シロッ
プの広告の方が遥かにユニークだった。
イーノの広告が広告史家の注意を引くのは、それが広告の中身、メッセージの内容の点
でもユニークだったからだ。Hindley夫妻によると、特許療法が大げさな表現で宣伝され
ていた時代に、イーノの広告には道徳的なまじめさが漂っていて、義務、誠実さ、堅固な
意志といった徳に関する短い訓戒が添えられていた。イーノは広告による教育効果を期待
して、作家や哲学者からの引用や時事的トピックの抜粋を広告スペースに盛り込んだとい
われる。
それでは、1895年のストランド・マガジンの広告にもそのような特徴が見られるのか実
際に見てみることにしよう。イーノの広告は、1895年ストランド・マガジンの確認できた
冊子に関する限りすべて１ページサイズである。広告はほぼ同じデザインのものが３ヶ月
ほど連続で掲載された後、新しいものに替えられていたようだ。２月号の広告は基本的に
は同じ内容とデザインで３月号と４月号に掲載され、５月号の新しい広告は、また同じデ
ザインと内容で６月号と７月号に掲載されていた。

ストランド・マガジンのイーノの広告
1895年のフルーツ・ソルトの広告文は大きく前半と後半に分けることができる。後半は
当時の広告、特に売薬の広告においては重要な要素だった感謝状（testimonials）やフルー
ツ・ソルトの効能書きに割かれている。この後半に関しては他の売薬の広告と大きな違い
は見られない。それに対して、広告文前半はイーノの広告の独自性が発揮されるスペース
である。イーノの広告の前半部分がどのようなものであったか、まず３月号から見てみよ
う。
３月号の広告の一番上には、「五感。その結合された実用的な使用こそ常識、別名人生
の極地。人生を最大限に活用する方法。
」
（The five senses. The combined use in a practical
form means common sense, or in other words the acme of this life. How to make the most of
life.）と印刷されている。その下にはイラストと長目の引用が印刷されている。イラスト
は五感を表現したもので、耳を澄ませている少女、鏡を見ている男性、ブドウの匂いをか
いでいる女性、お菓子のようなものを食べている少年、そして女性の手首に手を置いて脈
を測っている老人が描かれている。イーノの広告のイラストは、落ち着いた地味な印象の
ものが多いが、３月号のイラストは、珍しく少し浮薄な感じのするイラストで、広告の見
出しと結び付けて考えると、一見感覚的な満足を勧めているものかと想像したくなる。し
かし、広告の中心ともいうべき長目の引用を読むと、そのような想像が大きな間違いであ
ることが分かる。
引用は医学博士で王立協会特別会員であるSir B. W. Richardsonからのものだが、そこで
は、人生を最大限活用したければ、逆説的ながら、最も簡素な食物を食べて生活するべき
だと説かれている。
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私たちが肉体的に人生を最大限に活用しているのは肉体を最も簡素な食物で維持し
ているときである。大多数の人々は食事について完全に間違っている。彼らは、豪華
で贅沢な食物を口にしている金持ちで贅沢な人々が最も幸運で健康な人々だと思って
いる。私は断言するが、実はその反対である。
私はある保険会社の理事で、しばしば人の人生の商業的価値の見積書を作らなけれ
ばならない。もし同じ年齢で同じような体格の２人の人が彼らの残りの人生の金銭的
価値を計算してもらうためにやって来て、一方は金持ちで贅沢な人間、もう一方は健
康で禁欲に近いほど質素だとするなら、私は質素な人の人生を金持ちで贅沢な人の人
生より少なくとも20%は高く評価するだろう。
リチャードソン氏は続けて韻文で、金持ちとラザロのたとえ話に言及しながら、できる
なら金持ちのように死ぬこともラザロのように死ぬことも避けて、真に幸福な状態を見つ
け出すように説き、最小の食事で最大かつ最良の仕事ができることを知ればそれは容易だ
と結んでいる。広告の前半部分の最後では、
「生きるために食べよ。
」という「教訓」が掲
げられ、その後、病気のときも食事制限や運動や仕事に注意を払わず、生命の法則に従わ
ず好きなだけ大食し、決してフルーツ・ソルトを使用しない生活をしてみれば、「肉体が
とても弱い気まぐれな器で、もろいガラスでできた砂時計のように、砂が半分も落ちない
うちに壊れてしまうことを知って」驚くことだろうと結ばれている。
この広告文を読むとき、
最後の結びの部分は前の部分と必ずしもうまく繋がっておらず、
取って付けたような違和感を覚える。実はこの結びの部分は別の広告でも利用されていた
ものが再利用されているからである。Hindley夫妻が図版として掲載しているイーノの広
告にも同じ表現が出てくる。そこでは、結びに先立つ主要部分は他人の引用ではなく広告
主からのメッセージになっている。掲載された雑誌名や発行年月は残念ながら明記されて
いないが、このメッセージは３月号の引用に比べるとかなり辛辣なものである。タイトル
は「自殺志願者へのアドバイス」
（Advice to Would-be Suicides）となっている。書き手は、
多くの人が命を粗末にして自殺の罪を犯していることを嘆いてから、自殺志願者に毒薬や
ピストルより自然で同じくらい効果的な方法をお勧めしようと述べる。そして具体的な方
法として、政治談義やギャンブルで常に精神を興奮状態にしておくこと、どんな天気のと
きもオペラやコンサートに通うこと、濃い紅茶やストレートのウィスキーやブランデー以
外飲まないこと、辛い刺激の強いものを大量に食べ、常に間食することなどを長々と挙げ
ていく。そして最後に、
「病気のときも食事制限や運動や仕事に注意を払わず、
」という結
びの部分が続くのである。イーノ自身が本当にこの広告文を書いたのかどうかは分からな
い。しかし、仮にそうだとすると、イーノが書いた広告文は1895年の広告に比べると、と
きにブラックユーモアの効いたかなり辛辣なものになることがあったといえるだろう。
もう一種類10月号の広告の前半部分を見てみよう。この広告の一番上には、「どんなに
弱々しい声でも、真理のために上げられた声は消えることがない。
」という米国の詩人ホ
イッティア（John Greenleaf Whittier）からの引用が置かれている。その下に大きな活字
で「宿命か、それとも今日だけのための生活か」
（Destiny, or to live for this day only!）と
いうスローガンが大きく印刷されている。その下のヒントを参考にすると、今日だけのた
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めの生活というのはアルコール飲料やタバコを多用する生活で、宿命というのは、規律と
自制のある生活のことのようだ。その後にデュマからの少し長い引用が掲載されている。
その内容は、科学的研究や慈善活動といった魂の喜びとなる人生の理想を持たないと、人
間は本能へと退化し感覚的満足だけを求める刹那的な生活を始め、結果的に自分の寿命を
縮めることになるが、普通の人間は、いずれにしろ死ぬのだから、少しくらい短くなって
も楽しい人生を選ぶのだ、というものである。この引用は1900年の広告にも使用されてお
り、イーノのお気に入りの引用であったのかもしれない⑷。内容的には享楽的な生活を戒
めるもので３月号の広告と似たようなメッセージを伝えている。
イーノの広告のメッセージはときに養生訓的な実用性をまったく離れて完全に精神的な
ものになることもあった。たとえば１月号では、最初に、
「たとえあなたがすべての知識、
名誉、富、世界で最高の地位を自由に使えるとしても、あなたはあなたの心によって評価
される。あなたの心は謙虚で正直で優しくなければならない。それが人間の高貴さだから
だ。」という文章が置かれている。さらに精神的な高貴さの重要性を強調するために、ス
マイルズからの引用を紹介している。
それは、自らが創立したウェリントン校の生徒にヴィ
クトリア女王が年間優秀賞を与えようとした際、夫君は最も勉強のできる少年や几帳面で
まじめな少年にではなく、将来心の広い、志の高い人間になる見込みが最も高い少年に与
えられるように選考基準を定めたという逸話である。
Hindley夫妻はイーノの広告について、
「彼が売っていたのは、便秘を緩和し、飲食への
過度の耽溺が原因の肝臓障害を治療するための特効薬だった。どちらもヴィクトリア朝の
人々にとって非常に身近な問題で、彼らはイーノの広告を満たしていた哲学的思索や道徳
的教化を不適切なものとはまったく思わなかった。
」と述べている。確かに、1895年の広
告文を見ても、イーノの広告からは道徳的教化の臭いが強く感じられる⑸。
Hindley夫妻はまた、イーノは「貴重なスペースを利用して健康な生活に関する諸原則
をアドバイスした。それは、もし守られたら彼の商品のマーケットを破壊してしまうよう
なアドバイスだった。
」とも述べて、具体例として消化不良が治るという７つの養生訓
（Seven Maxims）に言及している。これには日に３度食事を取ること、一切間食をしない
こと（not an atom between meals）
、そして、よく噛むことができるように動物性の食物
をエンドウ豆のサイズに切ることなどが含まれていた。1895年の広告を見る限り、７つの
養生訓のようなアドバイスは見られなかった。10月号の広告文の後半に印刷されていた飲
酒に関するアドバイスが唯一それに近いものといえるかもしれない。そこでは、体に悪い
飲み物として、薬品でピンク色などに色付けした粉末ソーダ、強い酒、強壮剤、苦みの少
ないマイルド・エール、ポートワイン、ダーク・シェリー、甘いシャンパン、リキュール、
ブランデーなどが挙げられている。もっとも害が少ない飲み物としては、軽い白ワインや
ソーダ水でかなり薄めたジンやウィスキーが挙げられている。この広告文からは、イーノ
のアドバイスに特徴的であった、執拗なほどの具体性と詳細さが感じられるのではないだ
ろうか。

むすび
1895年のストランド・マガジンにおいて、
１ページサイズの売薬の広告としてはビーチャ

－ 72 －

ストランド・マガジンのイーノの広告
ム社とイーノ、そしてマザー・シーゲル・シロップの広告が重要だった。これらはほぼ毎
月掲載されていたことに加えて、
有利な広告場所を独占していたからである。このうちビー
チャム社の広告は、派手なディスプレイ・タイプを使用したり、誌面一杯にイラストを掲
載して、可能な限り視覚に訴えかけるスタイルを採用していた。
マザー・シーゲル・シロップはまさにその正反対で、誌面のほぼ全体に小型の活字でテ
キストを印刷した読ませる広告であった。ある人物のエピソードを一気に読ませる形式に
なっていて、超短編小説とでもいうべきスタイルになっていた。毎月エピソードは変えら
れるのだが、作者はエピソードの中にシロップの効能書きに当たるものもうまく盛り込ん
で読み物に仕上げていた。文章表現を見ても専門家の手になるものであることがよく分か
る広告文だった⑹。
1895年のストランド・マガジンに掲載されたイーノの広告は、前半と後半から構成され
ていて、後半部分には売薬や育毛剤等の広告にしばしば見られた感謝状や詳しい効能書き
が盛り込まれていることが多かった。この部分には、10月号のようなアルコール飲料の摂
取に関する具体的なアドバイスが盛り込まれることもあったが、全体的にはユニークさは
ほとんど感じられない。むしろイーノの広告の独自性は広告の前半にあった。
イーノの広告の前半部分には、詩などの短い引用やスローガン、道徳的警句、そして広
告の中心となる少し長目の引用などが詰め込まれていた。幅広いジャンルの著作から引用
を集めてくる博覧強記なところは1895年の広告文にも存分に発揮されていた。しかし引用
の多彩さは必ずしもよいこととは限らなかった。複数の引用やスローガンの間の統一は必
ずしも保たれているとはいえず、メッセージの脈絡のなさ、そして曖昧さがしばしば感じ
られるからである。もっとも、1895年の広告はまだよいほうで、1892年の広告は、さらに
多くの引用が所狭しと詰め込まれていて、その広告は、何かの機会に書き留めておいた文
章をただ雑然と並べただけのような印象を与える。それに比べると、1895年の広告の前半
部分は、中心となる長目の引用に配慮した構成になっていることが多い。
広告文前半の中心となる長目の引用は文学作品から採られていることもあれば、実用的
な書物から採られていることもあった。内容的には、養生訓的な実用的なものもあれば、
高邁な理想を持つことの必要性を説いた精神的なものもあった。いずれにしても、その引
用とそれを取り巻く短いスローガンや警句からは、
説教壇にふさわしいような、
厳格といっ
てよいほどのまじめな雰囲気がよく伝わってきた。これこそイーノの広告の最大のユニー
クさであって、そのスタイルを頑なに貫くことで広告の個性とでもいうべきものを確立し
ていたのである。
しかし、イーノの広告もマザー・シーゲル・シロップの広告と同様に、1910年頃になる
と、大型のイラストを中心とした派手なスタイルを使用し始める。ビーチャム社の広告手
法に屈したようにも見えるが、これは今から振り返ると、少し予言的な意味を持っている
ようにも解釈できる。イーノの会社は1938年にビーチャム社に買収されるからである⑺。
しかし、薬自体に関していえば、Beecham's Pillsが1998年に製造中止になったのに対して、
フルーツ・ソルトは現在もイーノの名前を冠して、英国をはじめオーストラリア、スペイ
ン、インド等で販売され続けている。
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注
⑴ イ ー ノ に つ い て は、David J. Jeremy, ed., Dictionary of Business Biography: A
Biographical Dictionar y of Business Leaders Active in Britain in the Period
1860-1980(London: Butterworth, 1984)のJames Crossley Enoの項; Tina Grant, ed., International
Director y of Company Histories, vol. 46(Chicago: St. James Press, 2002) の
GlaxoSmithKline社の項; Royal Pharmaceutical Society of Great Britainのホームページ；
GlaxoSmithKline社のホームページを参考にした。
⑵ T. R. Nevett, Advertising in Britain: A History(London: Heinemann, 1982), 119.
⑶ D i a n a H i n d l e y a n d G e o f f r e y H i n d l e y, A d v e r t i s i n g i n V i c t o r i a n E n g l a n d
1837-1901(London: Wayland Publishers, 1972), 97-100.
⑷ 10月号の広告にはDrawing an overdraft on the bank of lifeというスローガンが印刷さ
れているが、このスローガンも1900年の広告にしばしば登場する。これは銀行から預
けてある以上の現金を引き出すイメージを利用したもので、３月号のmaking the
most of lifeと同様、人生を最大限活用しようというメッセージを伝えようとしている
と考えられる。
⑸ 哲学的思索に近い内容としては、５月号の経験の重要性を強調した広告がある。広告
の一番上には「知恵という蜜。知恵の蜜は花からではなく棘から集められる。
」とい
う文章が印刷されている。その下にミルトンのParadise Regainedからの短い引用があ
り、その後にLord Lyttonからの少し長目の引用が掲載されている。それは、現在と
過去を尊いものにし、人生から正しい教訓を引き出すことを可能にしてくれる唯一の
もので、理性を照らし宗教に堅固な力を与え、人の心を優しくし魂を高めてくれるも
のは経験であるという難解な内容になっている。もっともこの広告では一通の感謝状
により多くのスペースが割かれていて、こちらが広告文の中心的存在になっている。
そこには、肝臓の不調と胆汁症による頭痛に悩まされ、25年間も食事の種類と量を大
幅に制限するという不快で不本意な禁欲的生活を強いられてきた友人が、フルーツ・
ソルトを使い始めたところ頭痛や便秘もなくなり、食事も楽しく食べられるように
なったことが紹介されている。経験を賛美する哲学的雰囲気を持つ引用は、体験談の
証拠としての重みを強調するための前口上として使用されているのである。
⑹ 辻照彦『初期ストランド・マガジンの広告』
（学術出版会、2008年）、第６章「マザー・
シーゲル・シロップの広告」参照。
⑺ その後、ビーチャム社は1989年に米国のSmithKline Beckman社と合併しSmithKline
Beechamとなった。さらに2000年にはGlaxo Wellcome社と合併し、GlaxoSmithKline
が誕生した。
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ロバート・ヘンリソン
『クレセイドの遺言』
THE TESTAMENT OF CRESSEID
笹

川

壽

昭

Ane doolie sessoun to ane cairfull dyte
Suld correspond and be equiualent:
Richt sa it wes quhen I began to wryte

1

This tragedie; the wedder richt feruent,
Quhen Aries, in middis of the Lent,
Schouris of haill gart fra the north discend,
That scantlie fra the cauld I micht defend.

その日のお天気はとてもひどかったのです。
丁度四旬節の半ばで、白羊宮のころでしたが、
北の空から、雹が降ってきて、
余りの寒さに、身も心も凍えてしまいそうでした。

悲しい物語を書くには陰鬱な季節がお似合いで、
また、そうあるべきなのです。
私がこの悲劇を書き始めた時がまさにそうでした。
5

ʒit neuertheles within myne oratur
I stude, quhen Titan had his bemis bricht
Withdrawin doun and sylit vnder cure,
And fair Venus, the bewtie of the nicht,
Vprais and set vnto the west full richt
Hir goldin face, in oppositioun
Of God Phebus, direct discending doun.
Throw out the glas hir bemis brast sa fair
That I micht se on euerie syde me by;
The northin wind had purifyit the air
And sched the mistie cloudis fra the sky;
The froist freisit, the blastis bitterly
Fra Pole Artick come quhisling loud and schill,
And causit me remufe aganis my will.
For I traistit that Venus, luifis quene,
To quhome sum tyme I hecht obedience,
My faidit hart of lufe scho wald mak grene,
And therupon with humbill reuerence
I thocht to pray hir hie magnificence;
Bot for greit cald as than I lattit was
And in my chalmer to the fyre can pas.
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それでも私は暖のない祈祷室にとどまっていた
のですが、すると今まで顔を出していた太陽が
光線に覆いをかけられたかのように輝きを失い、
代わって、2宵の明星、美の女神、ヴィーナスが姿を
現し、その黄金の顔を西の方角へまっすぐに向けて
昇ってきたのでした。まさに沈まんとする太陽神
ポイボスと3対座するように。
ヴィーナスの美しい光がガラスを通して射し込み、
周りのいたるところが見えたほどでした。
戸外では、北風があたり一面を吹き抜け、
霧のような雲は雲散霧消し、カラッと晴れ渡りました。
凍えるほどに冷たい霜が降り、身を切るような風が
北極の方から唸り声を上げて、吹いてきたのです。
そこで、やむなく私は祈祷室を離れました。
と申しますのも、以前より私は愛の神、ヴィーナスに
忠順をお誓いしてまいりましたので、
私の萎えた恋心をきっと蘇らせてくれるものと信じ、
敬虔な気持ちで、偉大な愛の女神にお祈りをしようと
思っていたのです。
しかし、丁度その時、この厳しい寒さに見舞われ、
暖炉のある私の部屋へ一目散に駆け込みました。
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Thocht lufe be hait, ʒit in ane man of age
It kendillis nocht sa sone as in ʒoutheid,
Of quhome the blude is flowing in ane rage;
And in the auld the curage doif and deid
Of quhilk the fyre outward is best remeid:
To help be phisike quhair that nature faillit
I am expert, for baith I haue assaillit.

30

恋は火のように燃えるものですが、分別のある大人の場合は、
若者のように即というわけにはいきません。

35

若者の体には煮えたぎった血が流れていますが、
年寄りの性欲は鈍感で、枯死状態です。
若さを取り戻す最善策は外からの火です。
自然力でうまくいかなかった場合、
私は医術でお助けできます。
私は両方とも試してきましたから。

I mend the fyre and beikit me about,
Than tuik ane drink, my spreitis to comfort,
And armit me weill fra the cauld thairout.

まずは火を焚き、全身を温めました。
それから元気が出るようにお酒を飲みました。
そうすることで、外の寒さから完全に身を守りました。

To cut the winter nicht and mak it schort
I tuik ane quair－and left all vther sport－
Writtin be worthie Chaucer glorious
Of fair Creisseid and worthie Troylus.

冬の長い夜を、少しでも短く感じられるようにと、
他の娯楽には目もくれず、一冊の本を手に取りました。
詩人として誉れの高い、天才チョーサーの筆による
美貌のクレセイドと高潔なトロイルスの物語です。

And thair I fand, efter that Diomeid
Ressauit had that lady bricht of hew,
How Troilus neir out of wit abraid
And weipit soir with visage paill of hew;
For quhilk wanhope his teiris can renew,
Quhill esperance reioisit him agane:
Thus quhyle in ioy he leuit, quhyle in pane.
Of hir behest he had greit comforting,
Traisting to Troy that scho suld mak retour,
Quhilk he desyrit maist of eirdly thing,
For quhy scho was his only paramour.
Bot quhen he saw passit baith day and hour
Of hir ganecome, than sorrow can oppres
His wofull hart in cair and heuines.
Of his distres me neidis nocht reheirs,
For worthie Chauceir in the samin buik,
In gudelie termis and in ioly veirs,
Compylit hes his cairis, quha will luik.
To brek my sleip ane vther quair I tuik,
In quhilk I fand the fatall destenie
Of fair Cresseid, that endit wretchitlie.
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そこには、色白で美しいクレセイドの身柄が
ディオメデスに預けられたと知ったトロイルスは
気も狂わんばかりになり、顔から血の気は失せ、
あたりかまわず号泣した、と書かれていました。
絶望のあまり、涙あふれて止まずの有様でした、
再び希望が芽生えてくるまでは。
このように、彼は喜びと悲しみの中に生きたのでした。
彼はクレセイドの約束によって大いに慰められて
きました、彼女がトロイに戻ってくると信じて。
この世でもっとも、そのことを望んでいました。
というのも、彼女は彼の唯一の恋人だったからです。
しかし、帰還の時がむなしく過ぎ去るのを見て、
悲しみが募り、不安と落胆が交錯し、
彼の心は辛くなるばかりでした。
彼の苦悩について繰り返し述べようとは思いません。
と申しますのも、もしご覧いただければ、大詩人チョーサーが
その本の中で、絶妙な言葉と見事な韻文を
用いて、彼の心痛を存分に語ってくれていますから。
眠気を断つために、もう一冊の本を手に取りました。
そこには、なんと、絶世の美女、クレセイドが無残な最期を
遂げるという悲しい話が書いてありました。
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Quha wait gif all that Chauceir wrait was trew?
Nor I wait nocht gif this narratioun
Be authoreist, or fenʒeit of the new
Be sum poeit, throw his inuentioun
Maid to report the lamentatioun
And wofull end of this lustie Creisseid,
And quhat distres scho thoillit, and quhat deid.

65

チョーサーの書物が全て真実か誰にも分かりません。
また、私にも分からないのです。この物語が典拠のあるもの

70

なのか、またはある詩人の全くの創作なのか、
そしてその詩人の想像力によって、
美貌のクレセイドの悲嘆や悲惨な結末、
彼女がどのような辛酸をなめ、どのような死を迎えたか、
を語るために作られたのかどうかということも。

Quhen Diomeid had all his appetyte,
And mair, fulfillit of this fair ladie,
Vpon ane vther he set his haill delyte,

ディオメデスはこの美女に対して、欲望をすべて
遂げると、更に、
もうひとりの女性に新たな欲望を抱くに至り、

And send to hir ane lybell of repudie
And hir excludit fra his companie.
Than desolait scho walkit vp and doun,
And sum men sayis, into the court, commoun.

彼女に離縁状を送って、
彼のもとから追い払ってしまったのです。
棄てられた彼女はひとりさまよい、
人の噂では、宮廷に入って、娼婦になったそうです。

O fair Creisseid, the flour and A per se
Of Troy and Grece, how was thow fortunait
To change in filth all thy feminitie,
And be with fleschelie lust sa maculait,
And go amang the Greikis air and lait,
Sa giglotlike takand thy foull plesance!
I haue pietie thow suld fall sic mischance!

ʒit neuertheles, quhat euer men deme or say
In scornefull langage of thy brukkilnes,
I sall excuse als far furth as I may
Thy womanheid, thy wisdome and fairnes,
The quhilk fortoun hes put to sic distres
As hir pleisit, and nathing throw the gilt
Of the－throw wickit langage to be spilt!
This fair lady, in this wyse destitute
Of all comfort and consolatioun,
Richt priuelie, but fellowschip or refute,
Disagysit passit far out of the toun
Ane myle or twa, vnto ane mansioun
Beildit full gay, quhair hir father Calchas
Quhilk than amang the Greikis dwelland was.
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ああ麗しいクレセイドよ、トロイとギリシアの
華であり、鑑であったそなたが
堕落して女性としての貞淑さを失い、
肉欲によって穢れ、四六時中、ギリシア人の中に
出向いては、まさに娼婦のように
忌まわしい肉欲にふける運命にあったとは。
このような不幸な目に遭ったそなたを不憫に思います。
それでも、私は、人がそなたの過ちをどう思い、
蔑んでどう言おうと、
私はできる限り、そなたの女らしさ、賢さ、美しさを
非難から取り除いてあげたい。そういうものをすべて、
好き勝手に、窮地に追い込んだのは、運命の女神
ですから。そなたのせいでは全くありません。
それなのに、ひどい言葉で誹謗中傷されるとは!
この美しい女性は、このように
楽しみや慰めをすべて奪われ、
友や護衛もなく、本当にひっそりと、
変装して町を離れ、
１マイルか2マイルほど歩いて、見事な造りの邸宅へ入って
行きました。そこには彼女の父のカルカスが住んでいて、
その時、彼はギリシア軍に包囲されていました。
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Quhen he hir saw, the caus he can inquyre
Of hir cumming: scho said, siching full soir,
‘Fra Diomeid had gottin his desyre
He wox werie and wald of me no moir.’
Quod Calchas,‘Douchter, weip thow not thairfoir;
Perauenture all cummis for the best.
Welcum to me; thow art full deir ane gest!’

100

父は娘を見ると、戻ってきた理由を尋ねました。
彼女は深くため息をつきながら言いました。

「ディオメデスは欲望を満たすと、
私に飽きて、もう必要としなくなったのです」
「娘よ、それなら泣くことはない。
たぶん、万事うまくいくだろうから。
105 良く戻ってきた。
本当に愛しい来客だ」とカルカスは言いました。

This auld Calchas, efter the law was tho,
Wes keiper of the tempill as ane preist
In quhilk Venus and hir sone Cupido

当時の法律によれば、この年老いたカルカスは
祭司として、ヴィーナスと息子のキューピッドが
祭られている神殿の管理にあたり、

War honourit, and his chalmer was neist;
To quhilk Cresseid, with baill aneuch in breist,
Vsit to pas, hir prayeris for to say,
Quhill at the last, vpon ane solempne day,

彼の私室はすぐ隣にありました。
悲しみで胸が一杯だったクレセイドは、
お祈りをするために、その神殿に足しげく訪れていましたが、
ついにある祭礼の日、

As custome was, the pepill far and neir
Befoir the none vnto the tempill went
With sacrifice, deuoit in thair maneir;
Bot still Cresseid, heuie in hir intent,
Into the kirk wald not hir self present,
For giuing of the pepill ony deming
Of hir expuls fra Diomeid the king;
Bot past into ane secreit orature,
Quhair scho micht weip hir wofull desteny.
Behind hir bak scho cloisit fast the dure
And on hir kneis bair fell doun in hy;
Vpon Venus and Cupide angerly
Scho cryit out, and said on this same wyse,
‘Allace, that euer I maid ʒow sacrifice!
‘ʒe gaue me anis ane deuine responsaill
That I suld be the flour of luif in Troy;
Now am I maid ane vnworthie outwaill,
And all in cair translatit is my ioy.
Quha sall me gyde? Quha sall me now conuoy,
Sen I fra Diomeid and nobill Troylus
Am clene excludit, as abiect odious?
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いつものように人々は津々浦々から、
お昼前から、捧げ物を手に持って、恭しく
神殿にやってきました。
しかしクレセイドは気分が重く、
神殿の中へ入って行きたくはありませんでした。
自分がディオメデス王によって追い出されたことを人々に
気づかれるのではないかと心配したからです。
それでも、自分の悲しい運命を嘆き悲しみたくて、
人目につかない奥の小礼拝堂へ入って行きました。
背後でドアをしっかりと閉めると、
急いで、膝をあらわにしたまま跪き、
ヴィーナスとキューピッドに向かって、怒りに満ちた大声で
呼びかけ、次のように詰りました。「ああ！悲しい。
あなた方には常々生贄を捧げてきたというのに。

「あなた方はかつて私に、トロイの愛の華になる
だろうという神聖なご託宣を与えてくれました。
今や私は恥ずかしくも寄る辺なき身となっています。
130 そして私の喜びはすべて悲しみに変わりました。
誰が私を導いてくれるでしょうか。誰が私を
庇護してくれるでしょうか。ディオメデスと高潔な
トロイルスから忌まわしい女として追放された私を。

－ 78 －

ロバート・ヘンリソン『クレセイドの遺言』
‘O fals Cupide, is nane to wyte bot thow
And thy mother, of lufe the blind goddes!

ʒe causit me alwayis vnderstand and trow
The seid of lufe was sawin in my face,
And ay grew grene throw ʒour supplie and grace.
Bot now, allace, that seid with froist is slane,
And I fra luifferis left, and all forlane.’
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嘘つきキューピッドよ、その責任はお前と
お前の母親の盲目の愛の女神以外にはありません。

140

あなた方は私に、私の顔に愛の種をまき、その種が
あなた方の助けと恵みにより、いつまでも青々と生長すると
常に私にそう思わせ、信じさせてきました。
ところが今や、ああ！その種は霜でやられてしまい、
そして私は恋人たちに見限られ、捨てられてしまいました」
こう言うと、クレセイドの意識は朦朧となり、
失神して倒れ、夢を見ました。
すると、自分の倒れている脇で、キューピッド王が

Quhen this was said, doun in ane extasie,
Rauischit in spreit, intill ane dreame scho fell,
And be apperance hard, quhair scho did ly,
Cupide the king ringand ane siluer bell,
Quhilk men micht heir fra heuin vnto hell;
At quhais sound befoir Cupide appeiris
The seuin planetis, discending fra thair spheiris;
Quhilk hes power of all thing generabill,
To reull and steir be thair greit influence
Wedder and wind, and coursis variabill:
And first of all Saturne gaue his sentence,
Quhilk gaue to Cupide litill reuerence,
Bot as ane busteous churle on his maneir
Come crabitlie with auster luik and cheir.
His face fronsit, his lyre was lyke the leid,
His teith chatterit and cheuerit with the chin,
His ene drowpit, how sonkin in his heid,
Out of his nois the meldrop fast can rin,
With lippis bla and cheikis leine and thin;
The ice schoklis that fra his hair doun hang
Was wonder greit, and as ane speir als lang:
Atouir his belt his lyart lokkis lay
Felterit vnfair, ouirfret with froistis hoir,
His garmound and his gyte full gay of gray,
His widderit weid fra him the wind out woir,
Ane busteous bow within his hand he boir,
Vnder his girdill ane flasche of felloun flanis
Fedderit with ice and heidit with hailstanis.
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どうやら銀の鈴を鳴らしているのが聞こえてきました。
それは天国から地獄まで聞こえるほどでした。
その音を聞いて、七つの運星の神々が、それぞれの
天球層から降りてきて、キューピッドの前に現れたのです。
彼らはすべての被造物に対して、
霊気の力、感応力によって天候や風、
変転する出来事を統御、支配する力を持っています。
そして最初に、4サトゥルヌスが意見を述べました。
彼はキューピッドにほとんど敬意を払わず、
傍若無人のならず者といった態度で、厳しい顔つきと
表情を浮かべながら、不機嫌そうにしてやってきました。
顔にはしわが寄り、顔の色は5鉛色、
歯はガチガチと音を立てながら、顎と一緒に震え、
目じりは垂れ、目は深く落ちくぼみ、
鼻からは鼻汁がひっきりなしに流れ、
唇は土色で、頬はげっそり痩せこけていました。
彼の髪の毛から垂れ下がったつららは
とても大きく、槍ほどの長さがありました。
彼の白髪まじりの髪がベルトまで伸びて、
見苦しいほどにもつれ、白い霜で覆われていました。
彼の衣服やマントは派手派手な灰色で、
彼のおんぼろ服は風でひらひらと踊っていました。
手には強弓を携え、
ベルトの下に、ひと箙の冷酷な光を放つ矢が収まり、
矢羽は氷ででき、矢尻は雹でできていました。

－ 79 －
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Than Iuppiter, richt fair and amiabill,
God of the starnis in the firmament
And nureis to all thing generabill;
Fra his father Saturne far different,
With burelie face and browis bricht and brent,
Vpon his heid ane garland wonder gay
Of flouris fair, as it had bene in May.
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次に、大変ハンサムで、愛想のよい6ジュピター、
天空の星々を支配する神であり、

175

あらゆる被造物を育む神であります。
彼の父のサトゥルヌスとは大違いで、
端麗な顔立ちと美しく艶のある眉毛、
頭には、時あたかも5月のように、美しい花々で
見事に飾り立てられた花冠が載っていました。

His voice was cleir, as cristall wer his ene,
As goldin wyre sa glitterand was his hair,
His garmound and his gyte full gay of grene

彼の声はよく通り、眼は水晶のように澄み、
髪は黄金の針金のように、きらきらと輝いていました。
緑の布地の衣服とマントはとても美しく、

With goldin listis gilt on euerie gair;
Ane burelie brand about his middill bair,
In his richt hand he had ane groundin speir,
Of his father the wraith fra vs to weir.

7

Nixt efter him come Mars the god of ire,
Of strife, debait, and all dissensioun,
To chide and fecht, als feirs as ony fyre,
In hard harnes, hewmound, and habirgeoun,
And on his hanche ane roustie fell fachioun,
And in his hand he had ane roustie sword,
Wrything his face with mony angrie word.
Schaikand his sword, befoir Cupide he come,
With reid visage and grislie glowrand ene,
And at his mouth ane bullar stude of fome,
Lyke to ane bair quhetting his tuskis kene;
Richt tuilʒeour lyke, but temperance in tene,
Ane horne he blew with mony bosteous brag,
Quhilk all this warld with weir hes maid to wag.
Than fair Phebus, lanterne and lamp of licht,
Of man and beist, baith frute and flourisching,
Tender nureis, and banischer of nicht;
And of the warld causing, be his mouing
And influence, lyfe in all eirdlie thing,
Without comfort of quhome, of force to nocht
Must all ga die that in this warld is wrocht.

180

185

190

195

200

襠のどれにも黄金の縁飾りが施され、
腰には見事な刀を下げ、
右手には鋭く研ぎ澄まされた一本の槍を持ち、
彼の父の怒りから私たちを守ろうとしていました。
彼の次にやって来たのは8マールスで、
怒り、闘争、論争、あらゆる不和の神でした。
烈火のごとく激しく口論し、戦うためにやってきました。
頑丈な作りの鎧、兜、鎖帷子に身をかため、
腰には9錆びついた恐ろしい鎌形刀をぶら下げ、
手には錆びついた一振りの刀を持ち、
顔を歪めながら、怒りの言葉をとめどなく吐いていました。
彼は刀を振り回しながら、
キューピッドの前にやってきました。
赤ら顔をして、睥睨する恐ろしい眼、
口元は泡を吹き、
その姿は鋭い牙を研ぐイノシシのようでした。
まさに暴れ者のように、怒ると自制心を失い、
10
角笛を何度も騒々しく吹き鳴らしました。それを合図に
戦争が始まり、この世をすべて震撼させてきたのです。
次に、美男ポイボス、光を宿すランタンでありランプ、
人やけだもの、それに花や実をやさしく育み、
それと同時に、夜を追い払ってくれる神であります。
その運行、および影響力によって、世界中の
すべての生き物に生命を吹き込み、
その助けがなければ、この世に生まれたものは全て、
否応なしに死んで無に帰すことになるのです。

－ 80 －
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As king royall he raid vpon his chair,
The quhilk Phaeton gydit sum tyme vnricht;
The brichtnes of his face quhen it was bair
Nane micht behald for peirsing of his sicht;
This goldin cart with fyrie bemis bricht
Four ʒokkit steidis full different of hew
But bait or tyring throw the spheiris drew.
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彼は王者らしい王のように、2輪戦車に乗ってきました。
息子11パエトンはある時その御し方を間違えたのでした。
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光り輝く彼の顔は、覆うものがない場合には、
視力を損なうことを恐れて、誰も直視できないのです。
火のように光輝くこの黄金の戦車を
軛でつながれた、まったく毛色の違う4頭の駿馬が
天球層の中を倦まず休まず引いてきました。

The first was soyr, with mane als reid as rois,
Callit Eoye, into the orient;
The secund steid to name hecht Ethios,

最初の馬は栗毛で、たてがみはバラのように赤く、
エオウス呼ばれ、夜が明ける東の空に現れます。
２番目の馬は、名前はアエトン、

Quhitlie and paill, and sum deill ascendent;
The thrid Peros, richt hait and richt feruent;
The feird was blak, and callit Philogie,
Quhilk rollis Phebus doun into the sey.

毛の色はやや白っぽく、天頂目指して天翔るのです。
３番目はピュロイスで、血気盛んで、まさに火の玉。
４番目は黒毛で、プレゴンと呼ばれ、
ポイボスを海の中へと沈めていきます。

Venus was thair present, that goddes gay,
Hir sonnis querrell for to defend, and mak
Hir awin complaint, cled in ane nyce array,
The ane half grene, the vther half sabill blak,
With hair as gold kemmit and sched abak;
Bot in hir face semit greit variance,
Quhyles perfyte treuth and quhyles inconstance.
Vnder smyling scho was dissimulait,
Prouocatiue with blenkis amorous,
And suddanely changit and alterait,
Angrie as ony serpent vennemous,
Richt pungitiue with wordis odious;
Thus variant scho was, quha list tak keip:
With ane eye lauch, and with the vther weip,
In taikning that all fleschelie paramour,
Quhilk Venus hes in reull and gouernance,
Is sum tyme sweit, sum tyme bitter and sour,
Richt vnstabill and full of variance,
Mingit with cairfull ioy and fals plesance,
Now hait, now cauld, now blyith, now full of wo,
Now grene as leif, now widderit and ago.
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美しい女神、12ヴィーナスが登場しました。
息子の申し立てを弁護すると同時に、自らの
不服申し立てをするために、13半分が緑、
半分が真っ黒の、風変わりな衣装に身を包み、
金髪をくしけずって、後ろで分けていました。
しかし、顔には気まぐれな性格がありありと見えました。
ある時は節操堅固、ある時は無節操という性格が。
微笑んでいると見せかけて、よく人を騙しました。
色目を使って挑発しておきながら、
そして突然心変りして、知らぬ顔。
どんな毒蛇にも負けないくらい毒づき、
悪意に満ちた言葉でちくちく相手の胸を突き刺す。
注意深く観察すれば、このように彼女は気紛れなのです。
14
片目で笑い、反対の目で泣くというように。
その証拠には、ヴィーナスの
統治、支配する全ての肉体的な愛は
時に甘く、時に苦く、酸っぱい味がし、
非常に変わりやすく、不実だらけで、
憂いを帯びた喜びと偽りの快楽とが入り混じり、
今、熱いが、次に冷たく、幸せかと思うと、次は悲嘆、
今、木の葉のように青々としていても、次は枯死。
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With buik in hand than come Mercurius,
Richt eloquent and full of rethorie,
With polite termis and delicious,
With pen and ink to report all reddie,
Setting sangis and singand merilie;
His hude was reid, heklit atouir his croun,
Lyke to ane poeit of the auld fassoun.
Boxis he bair with fyne electuairis,
And sugerit syropis for digestioun,
Spycis belangand to the pothecairis,
With mony hailsum sweit confectioun;
Doctour in phisick, cled in ane skarlot goun,
And furrit weill, as sic ane aucht to be;
Honest and gude, and not ane word culd lie.
Nixt efter him come lady Cynthia,
The last of all and swiftest in hir spheir;
Of colour blak, buskit with hornis twa,
And in the nicht scho listis best appeir;
Haw as the leid, of colour nathing cleir,
For all hir licht scho borrowis at hir brother
Titan, for of hir self scho hes nane vther.
Hir gyte was gray and full of spottis blak,
And on hir breist ane churle paintit full euin
Beirand ane bunche of thornis on his bak,
Quhilk for his thift micht clim na nar the heuin.
Thus quhen thay gadderit war, thir goddes seuin,
Mercurius thay cheisit with ane assent
To be foirspeikar in the parliament.
Quha had bene thair and liken for to heir
His facound toung and termis exquisite,
Of rethorick the prettick he micht leir,
In brief sermone ane pregnant sentence wryte.
Befoir Cupide veiling his cap alyte,
Speiris the caus of that vocatioun,
And he anone schew his intentioun.
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次に、15メルクリウスが手に本を持ってやってきました。
大変雄弁で、美辞麗句をふんだんに使い、
洗練された感じのよい言葉を用い、
書きとめるためにペンとインキの準備を万端にして、
詩歌を作り、楽しげに歌っています。
彼の頭巾の色は赤で、天辺あたりが羽毛で飾られ、
さながら古風な格好をした詩人のようでした。
彼は薬箱を数箱持ってきました。その中には最上等の舐剤、
消化を助けるために砂糖で甘くした医薬用シロップ、
薬種屋で扱う薬味、
病気に効く甘い調合薬がたくさん入っていました。
その職にふさわしく、潤沢に毛皮をあしらった、
緋色の立派なガウンに身を包んだ医学博士は
正直で親切、嘘は一言もついたことはありませんでした。
彼の次にやってきたのは、月の女神16キュンティアで、
しんがりですが、自分の天球層では動きが最も速いのです。
色は黒く、三日月状の頭飾りをつけ、
夜、姿を見せるのを一番好みます。
鉛のように灰色で、色の明るさは全くありません。
彼女が自分の色のすべてを兄の太陽神から借りるのは
自前の色を何一つ持っていないからなのです。
彼女のガウンは灰色で、17黒い斑点だらけでした。
そして胸の部分には、背中にひと束のイバラを
背負っている一人の18男が克明に描かれていました。
彼はその盗みのために、これ以上天国に近づけないのです。
このようにして、これら７神が集合すると、
彼らは満場一致で、メルクリウスを
会議の議長に選出しました。
仮に誰かがそこに居合わせ、メルクリウスの弁舌と
洗練された言葉を聞くことを望んだならば、
その人は雄弁術の実際や、短い話の中に
重要な意味を盛り込む術を学んだことでしょう。
彼はキューピッドの前で、少し帽子を持ち上げながら、
この会議の招集の理由を尋ねました。
すると、すぐさまキューピッドは陳述を開始しました。

－ 82 －

ロバート・ヘンリソン『クレセイドの遺言』
‘Lo’
, quod Cupide,
‘quha will blaspheme the name
Of his awin god, outher in word or deid,
To all goddis he dois baith lak and schame,
And suld haue bitter panis to his meid.
I say this by ʒone wretchit Cresseid,
The quhilk throw me was sum tyme flour of lufe,
Me and my mother starklie can reprufe,
‘Saying of hir greit infelicitie
I was the caus, and my mother Venus,
Ane blind goddes hir cald that micht not se,
With sclander and defame iniurious.
Thus hir leuing vnclene and lecherous
Scho wald retorte in me and my mother,
To quhome I schew my grace abone all vther.
‘And sen ʒe ar all seuin deificait,
Participant of deuyne sapience,
This greit iniure done to our hie estait
Me think with pane we suld mak recompence;
Was neuer to goddes done sic violence:
Asweill for ʒow as for my self I say,
Thairfoir ga help to reuenge, I ʒow pray!’
Mercurius to Cupide gaue answeir
And said,‘Schir King, my counsall is that ʒe
Refer ʒow to the hiest planeit heir
And tak to him the lawest of degre,
The pane of Cresseid for to modifie:
As God Saturne, with him tak Cynthia.’
‘I am content’, quod he,‘to tak thay twa.’
Than thus proceidit Saturne and the Mone
Quhen thay the mater rypelie had degest:
For the dispyte to Cupide sho had done
And to Venus, oppin and manifest,
In all hir lyfe with pane to be opprest,
And torment sair with seiknes incurabill,
And to all louers be abhominabill.
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キューピッドは言いました。「見よ。人が言葉であれ、
行為であれ、自らの神の名を汚すとしたら、
すべての神々に侮辱と不敬をはたらいたことになり、
償いとして、厳罰を受けなければなりません。私は
あの哀れなクレセイドについて申しているのです。
かつては、私のおかげで愛の化身と謳われた
彼女が私と私の母を厳しく責め立てたのです。
自分の大変不幸な境遇について、
私、それに母のヴィーナスが災いの源であり、
母を先見の明のない盲目の女神と罵り、
無礼にも誹謗、中傷したのです。
このように彼女は自分の汚れた淫乱な生き方を
私と私の母のせいにしようとしているのです。
私は他の誰よりも彼女をひいきにしてきたというのにです。
そして、あなたがた7神はすべて神としてあがめられ、
神の叡智を等しくお持ちであるのを考えると、
高い地位の我々に向けられたこのひどい侮辱には
厳罰をもって報いるべきだと考えます。このような
無礼が神々になされたことは過去に一度もありません。
自分だけではなく、あなた方のために申しているのです。
それ故、是非とも、復讐にお力添えをお願いします」

メルクリウスはキューピッドに答えて言いました。
「王よ、私の勧告は次の通りです。
クレセイドをどのように処罰するかについては、
この中で最も位の高い神に委ねることにし、
最も位の低い神を補佐としてつけるということです。
300 例えば、サトゥルヌス神とキユンティア神ではどうですか」
「そのお二人に異存はありません」と彼は言いました。
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305

そこで、サトゥルヌスと月の女神はこの件を
よく吟味した結果、次のような処罰を決めました。
彼女がキューピッドやヴィーナスに対してはたらいた
明白で、あからさまな侮辱の償いとして、
一生、悲嘆にくれ、
不治の病で苦しみ、
すべての男友達に嫌われる存在になるべしと。

－ 83 －
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This duleful sentence Saturne tuik on hand,
And passit doun quhair cairfull Cresseid lay,
And on hir heid he laid ane frostie wand;
Than lawfullie on this wyse can he say,
‘Thy greit fairnes and all thy bewtie gay,
Thy wantoun blude, and eik thy goldin hair,
Heir I exclude fra the for euermair.
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彼女の頭の上に、霜で覆われた職杖を置きました。
それから法の手続きに従って、次のように言ったのです。
「汝の素晴らしい美貌、見事な美しさのすべて、
汝のふしだらな血、それに汝の金髪を
315 ここに私は汝から永遠に剥奪する。
私は汝の歓喜を19憂鬱へと変える。
それは、憂鬱がすべての悲しみの源であるからだ。
汝の湿と温の性質を冷と乾の性質に変え、

‘I change thy mirth into melancholy,
Quhilk is the mother of all pensiuenes;
Thy moisture and thy heit in cald and dry;
Thyne insolence, thy play and wantones,
To greit diseis; thy pomp and thy riches
In mortall neid; and greit penuritie
Thow suffer sall, and as ane beggar die.’
O cruell Saturne, fraward and angrie,
Hard is thy dome and to malitious!
On fair Cresseid quhy hes thow na mercie,
Quhilk was sa sweit, gentill and amorous?
Withdraw thy sentence and be gracious－
As thow was neuer; sa schawis through thy deid,
Ane wraikfull sentence geuin on fair Cresseid.
Than Cynthia, quhen Saturne past away,
Out of hir sait discendit doun belyue,
And red ane bill on Cresseid quhair scho lay,
Contening this sentence diffinityue:
‘Fra heit of bodie here I the depryue,
And to thy seiknes sall be na recure
Bot in dolour thy dayis to indure.
‘Thy cristall ene mingit with blude I mak,
Thy voice sa cleir vnplesand hoir and hace,
Thy lustie lyre ouirspred with spottis blak,
And lumpis haw appeirand in thy face:
Quhair thow cummis, ilk man sall fle the place.
This sall thow go begging fra hous to hous
With cop and clapper lyke ane lazarous.’

サトゥルヌスはこの残酷な判決を言い渡すために、
哀れなクレセイドが眠っている場所へ降りてきて、
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汝の傲慢、汝の快楽と好色を
深い苦悩に変え、汝の華美と富を
貧窮へと変える。そして汝は極貧の中に暮らし、
物乞いとして一生を終えるものとする」
なんと冷酷で、強情で怒りっぽいサトゥルヌスよ、
あなたの判決は厳しく、余りに悪意に満ちています。
なぜあなたは美しいクレセイドに無慈悲なのですか。
大変魅力的で、気品があり、優しい人だったのに。
判決を取り消し、寛大な心を持ってください。たとえ、
前例がないにしても。あなたの宣告により、美しい
クレセイドが報復的な罰を科せられたのは明らかです。

サトゥルヌスが去ると、次にキュンティアが
直ちに席を立って降りてきて、
横臥しているクレセイドに判決文を読み上げました。
以下のような最終判決を含むものでした。
「ここに私は汝から温、つまり身体の熱を剥奪する。
335 そして汝の病気には治療法はなく、
悲しみの中で、耐えながら日々を暮らすものとする。
330

340

汝の澄んだ目に血を混ぜて濁らせ、
汝の明るい声を耳障りな、不快な、しゃがれ声にし、
汝の美しい肌を黒い斑点だらけにし、
その上、顔に青黒い腫れ物ができるようにする。
汝がやってくると誰もがその場を立ち去る。
こうして汝は家から家へと物乞いをして回るのだ。
癩病人のように20鉢とガラガラを持って」
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This doolie dreame, this vglye visioun
Brocht to ane end, Cresseid fra it awoik,
And all that court and conuocatioun
Vanischit away: than rais scho vp and tuik
Ane poleist glas, and hir schaddow culd luik;
And quhen scho saw hir face sa deformait,
Gif scho in hart was wa aneuch, God wait!

345

この不吉な夢、この恐ろしいお告げが
終わると、クレセイドは目を覚ましました。

350

すると法廷や参集した神々のすべてが
一瞬のうちに消えたのです。それから彼女は起き上がって、
手鏡を手に取り、自分の姿を見ました。
そして自分の顔が大変醜くなったのを見て、
心底悲しんだかどうかは、神はご存知です！

Weiping full sair,‘Lo, quhat it is’, quod sche,
‘With fraward langage for to mufe and steir
Our craibit goddis; and sa is sene on me!
My blaspheming now haue I bocht full deir;
All eirdlie ioy and mirth I set areir.
Allace, this day; allace, this wofull tyde
Quhen I began with my goddis for to chide!’
Be this was said, ane chyld come fra the hall
To warne Cresseid the supper was reddy;
First knokkit at the dure, and syne culd call,
‘Madame, ʒour father biddis ʒow cum in hy:
He hes merwell sa lang on grouf ʒe ly,
And sayis ʒour beedes bene to lang sum deill;
The goddis wait all ʒour intent full weill.’

号泣しながら、彼女は言いました。「何という結果を招くこと
でしょう。私たちの怒りっぽい神々を不快な言葉で
怒らせ、困らせたりすると。私がよい見本です!
355

この度の神々への冒涜のあがないは本当に高くつきました。
この世の楽しみや喜びはすべて過去のものとなりました。
ああ、今日のこの日、ああ、悲しいことに、この度、
私は私の神々と諍いをしてしまったのです！」

こう言い終わると間もなく、小姓が夕食の準備が
できたことを告げに大広間からやってきました。
360 最初、部屋のドアをノックし、次に大声で言いました。
「お嬢様、お父様が今すぐいらっしゃるようにとのことです。
あなた様があまりに長く額ずいておられるのに驚き、
お祈りが少し長すぎるのではないか、それに神々は
あなた様の願いを十分ご存じだろうと仰っています」

365 彼女は答えて言いました。
Quod scho,‘Fair chyld, ga to my father deir
「敬愛するお父様のところへ行って、
And pray him cum to speik with me anone.’
お話があるので、直ちにお越しになるようにとお伝えして」
And sa he did, and said,‘Douchter, quhat cheir?’
そこで父は駆けつけ、「どうかしたのか」と尋ねました。
‘Allace!’quod scho,‘Father, my mirth is gone!’ 「ああ！」彼女は言いました。「生きる喜びが失せました。」
‘How sa?’quod he, and scho can all expone,
「何故だ」父は言いました。そこで彼女は一部始終話しました。
370 私がお話したように、キューピッドが彼女の罪に対し、
As I haue tauld, the vengeance and the wraik
For hir trespas Cupide on hir culd tak.
彼女に復讐し、懲罰を与えたということを。

He luikit on hir vglye lipper face,
The quhylk befor was quhite as lillie flour;
Wringand his handis, oftymes said allace
That he had leuit to se that wofull hour;
For he knew weill that thair was na succour
To hir seiknes, and that dowblit his pane;
Thus was thair cair aneuch betuix thame twane.

375

父は娘の癩病人のような醜い顔をまじまじと見ました。
以前はユリの花のように白く美しかったのその顔を。
両手を握りしめながら、ああ、自分は長生きしたばかりに
こんなに悲しい目に遭うとは、と何度も言いました。
娘の病気を治す術がないことを十分承知していたので、
彼の苦しみは倍加しました。
このようにして、二人の間に不安が募っていきました。
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Quhen thay togidder murnit had full lang,
Quod Cresseid,‘Father, I wald not be kend;
Thairfoir in secreit wyse ʒe let me gang
To ʒone hospitall at the tounis end,
And thidder sum meit for cheritie me send
To leif vpon, for all mirth in this eird
Is fra me gane; sic is my wickit weird!’

380

二人で一緒に長い時間、嘆き悲しんだ後で、
クレセイドは言いました。「お父様、私は人に知られたく

385

ありません。どうか秘かに、町のはずれにある
施療院へ私を行かせてください。
そして私を哀れと思って、少しの食べ物をそこへ
送り届けてください。この世のすべての楽しみが
なくなりました。これが私に与えられた辛い運命なのです」

Than in ane mantill and ane bawer hat,
With cop and clapper, wonder priuely,
He opnit ane secreit ʒet and out thair at

そこでクレセイドはマントに身を包み、21ビーバー帽をかぶり、
鉢とガラガラを持つと、父親は実にそっと
秘密の戸口を開けて外へ出て、

Conuoyit hir, that na man suld espy,
Wnto ane village half ane myle thairby;
Delyuerit hir in at the spittaill hous,
And daylie sent hir part of his almous.

誰にも見られないように用心しながら、そこから
半マイル離れた村まで娘に付き添って行きました。
施療院に娘を無事送り届けてからは
毎日、娘にいくらかの施し物を届けました。

Sum knew hir weill, and sum had na knawledge
Of hir becaus scho was sa deformait,
With bylis blak ouirspred in hir visage,
And hir fair colour faidit and alterait.
ʒit thay presumit, for hir hie regrait
And still murning, scho was of nobill kin;
With better will thairfoir they tuik hir in.
The day passit and Phebus went to rest,
The cloudis blak ouerheled all the sky.
God wait gif Cresseid was ane sorrowfull gest,
Seing that vncouth fair and harbery!
But meit or drink scho dressit hir to ly
In ane dark corner of the hous allone,
And on this wyse, weiping, scho maid hir mone.
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ある者は彼女だとすぐに分かり、ある者は全く
分かりませんでした。顔中に黒い腫れ物が広がり、
美しい顔色は色あせて変色してしまい、
顔がひどく崩れてしまったからに外なりません。
それでも彼らは彼女の深い苦悩や静かに悲しむ
様子から、彼女は高貴の出ではないかと憶測し、
とりわけ丁重に迎え入れました。
日が暮れてポイボスが横臥すると、
黒い雲が空をすっかり覆いました。
クレセイドがそこで悲嘆に暮れていたことは確かです。
そこでの慣れない境遇や住まいを見るならば！
彼女は食べ物も飲み物も取らずに
施療院の暗い片隅に横たわると、
このように泣きながら嘆いたのでした。
クレセイドの嘆き

The Complaint of Cresseid
‘O sop of sorrow, sonkin into cair,
O catiue Creisseid, now and euer mair
Gane is thy ioy and all thy mirth in eird;
Of all blyithnes now art thou blaiknit bair;
Thair is na salue may saif or sound thy sair!
Fell is thy fortoun, wickit is thy weird,

「ああ！悲しみに浸り、憂えに沈んだ
ああ！哀れなクレセイドよ、今や永遠に
そなたのこの世での楽しみや喜びは失われたのだ。
410 笑顔はすっかり消え、顔は蒼白にして生気なし。
そなたの苦しみを癒すことのできる薬はない。
そなたの運勢は破滅的で、そなたの運命は悲惨だ。
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そなたの幸せは消え去り、苦悩は益々募るばかり。
私がお墓に埋葬されても、ギリシアやトロイの人々が

Thy blys is baneist, and thy baill on breird!
Vnder the eirth, God gif I grauin wer,
Quhair nane of Grece nor ʒit of Troy micht heird!
‘Quhair is thy chalmer wantounlie besene,
With burely bed and bankouris browderit bene;
Spycis and wyne to thy collatioun,
The cowpis all of gold and siluer schene,
Thy sweit meitis seruit in plaittis clene
With saipheron sals of ane gude sessoun;
Thy gay garmentis with mony gudely goun,

415
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‘Thy greit triumphand fame and hie honour,
Quhair thou was callit of eirdlye wichtis flour,
All is decayit, thy weird is welterit so;
Thy hie estait is turnit in darknes dour;
This lipper ludge tak for thy burelie bour,
And for thy bed tak now ane bunche of stro,
For waillit wyne and meitis thou had tho
Tak mowlit breid, peirrie and ceder sour;
Bot cop and clapper now is all ago.
‘My cleir voice and courtlie carrolling,
Quhair I was wont with ladyis for to sing,
Is rawk as ruik, full hiddeous, hoir and hace;
My plesand port, all vtheris precelling,
Of lustines I was hald maist conding－
Now is deformit the figour of my face;

豪華な家具を備えたそなたの部屋は今どこへやら、
美しいベッドや見事な刺繍のベッドカバーもろとも。
就寝前の22スパイスとワインは。
すべてが金製か銀製の輝くばかりのゴブレットは。
豪華なお皿に盛られ、
美味のサフランソースをかけたごちそうは。
数々の上等のガウンと美しい衣服は。
金の飾り針で留められた肌触りのよいリンネルは。
すべては終わったのだ、そなたの高貴な名声のすべては！

Thy plesand lawn pinnit with goldin prene?
All is areir, thy greit royall renoun!
‘Quhair is thy garding with thir greissis gay
And fresche flowris, quhilk the quene Floray
Had paintit plesandly in euerie pane,
Quhair thou was wont full merilye in May
To walk and tak the dew be it was day,
And heir the merle and mawis mony ane,
With ladyis fair in carrolling to gane
And se the royall rinkis in thair ray,
In garmentis gay garnischit on euerie grane?

私のことを聞きつけることのないように。
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緑美しい草木や色鮮やかな花々が咲き誇る
そなたの庭は今いずこ。花の女神フローラが
隅々まで美しく飾ってくれたその庭は。
5月には、夜が明けると、そなたはその庭を
いかにも楽しそうに歩いては23朝露を集め、
聖歌を歌って踊る美しい淑女らとともに
数多のクロウタドリやウタツグミの囀りを聴き、
非の打ちどころなく盛装した王の騎士たちを眺めた
あの庭は今いずこ。
そなたの絶頂期の名声と並外れた名誉、それにより
そなたはこの世の人の華と称賛された。
すべては衰微し、そなたの運命も一変した。
そなたの高い地位は残酷な暗闇の中で一転したのだ。
そなたの美しい私室の代わりに癩病人の住みかを、
ベッドの代わりに今やひと束の藁を受け取るのだ。
昔、嗜んでいた最高級のワインと食べ物の代わりに、
かびたパンと酸っぱくなった梨酒とリンゴ酒をとるのだ。
今や鉢とガラガラを除き、全て無くなってしまったのだ。
楽しく優雅に歌った私の澄んだ歌声は
かつて淑女たちと一緒になって歌ったものだが、今や
ミヤマガラスのような耳触りな、しわがれ声になった。
誰にも引けを取らなかった私の如才ない立居振舞い、
最も美しいと誰からも思われていた私。
今や私の顔立ちは崩れ、
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To luik on it na leid now lyking hes.
Sowpit in syte, I say with sair siching,

450

Ludgeit amang the lipper leid,“Allace!”
‘O ladyis fair of Troy and Grece, attend
My miserie, quhilk nane may comprehend,
My friuoll fortoun, my infelicitie,
My greit mischeif, quhilk na man can amend.
Be war in tyme, approchis neir the end,
And in ʒour mynd ane mirrour mak of me:
As I am now, peraduenture that ʒe
For all ʒour micht may cum to that same end,
Or ellis war, gif ony war may be.

今や誰も見向きもしてくれない。
悲しみに打ちひしがれ、癩病人に囲まれて暮らす私は
切なくて、「ああ！」とため息をつくばかり。

455

トロイやギリシアの美しい淑女の皆さん、私の不幸を
心に留め置いてください。誰も理解できないものですから。
気まぐれな私の運命、私の不幸、
私の大災難を誰も元に戻すことはできません。
早く気づいてください。最期が近づいているのです。
そして、心の中で私のことを戒めとしてください。
私が今そうであるように、多分あなた方もどんなに

460

力を尽くしても私と同じ最期を迎えるかもしれません。
いや、もっと悪い最期かも、もしそれがあるとすれば。

‘Nocht is ʒour fairnes bot ane faiding flour,
Nocht is ʒour famous laud and hie honour
Bot wind inflat in vther mennis eiris,
ʒour roising reid to rotting sall retour;
465
Exempill mak of me in ʒour memour
Quhilk of sic thingis wofull witnes beiris.
All welth in eird, away as wind it weiris;
Be war thairfoir, approchis neir ʒour hour;
Fortoun is fikkill quhen scho beginnis and steiris.’

あなた方の美貌は萎れ行く花に外なりません。
あなた方の素晴らしい名声や高い令名は
他人の耳の中でさっと吹いた風に外なりません。
あなた方のバラ色の頬も腐り果ててしまうのです。
私のことを思い出して戒めとしてください。
私はこれらが真実であることの哀れな証人なのです。
この世のすべての富は風のように消え去ります。
それ故、気をつけなさい。最期が近づいているのです。
運命の女神は動き出すと気紛れになるのです」

Thus chydand with hir drerie destenye,
Weiping scho woik the nicht fra end to end;
Bot all in vane; hir dule, hir cairfull cry,
Micht not remeid, nor ʒit hir murning mend.
Ane lipper lady rais and till hir wend,
And said,‘Quhy spurnis thow aganis the wall
To sla thy self and mend nathing at all?
‘Sen thy weiping dowbillis bot thy wo,
I counsall the mak vertew of ane neid;
Go leir to clap thy clapper to and fro,
And leif efter the law of lipper leid.’
Thair was na buit, bot furth with thame scho ʒeid
Fra place to place, quhill cauld and hounger sair
Compellit hir to be ane rank beggair.
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このように自分の悲しい運命に恨み言を言いながら、
一晩中、泣き明かしました。
だが、全く虚しかったのです。嘆いても、すすり泣いても
何ら癒しにならず、どんなに悔やんでも無駄でした。
一人の癩病の女性が起き上がり、彼女に歩み寄って
言いました。「なぜあなたは24壁を蹴っているのですか。
死んでしまうだけで、全く何にもなりませんよ。
泣いてばかりいても悲しみが募るだけですから、
私はあなたに今の境遇を受け入れることを勧めます。
ガラガラを前後に振って鳴らすのを覚え、
癩病人の掟に従って生きることを学びなさい」
彼女は彼らと一緒に施しを乞いに、あちらこちらと
出かけるほかなく、ついに寒さと耐え難い空腹のため、
道端で施しを乞う本物の物貰いになってしまったのです。
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That samin tyme, of Troy the garnisoun,
Quhilk had to chiftane worthie Troylus,
Throw ieopardie of weir had strikken doun
Knichtis of Grece in number meruellous;
With greit tryumphe and laude victorious
Agane to Troy richt royallie thay raid
The way quhair Cresseid with the lipper baid.

485

丁度その頃、高潔なトロイルスを
指揮官とするトロイの守備隊が

490

戦での危険にさらされながら、驚くほど多くの
ギリシアの騎士を打ち倒していたのです。
大勝利をおさめ、戦勝という名誉を得て、
彼らはトロイの町へ堂々と凱旋してきました。
その道端にクレセイドは癩病人と共に待ち受けていました。

Seing that companie, all with ane steuin
Thay gaif ane cry, and schuik coppis gude speid,
‘Worthie lordis, for Goddis lufe of heuin,

その一行を見るや、彼らは一斉に大声を上げ、
手に持っていた鉢を懸命に振りながら叫びました。
「貴族の皆様方、後生ですから

To vs lipper part of ʒour almous deid!’
Than to thair cry nobill Troylus tuik heid,
Hauing pietie, neir by the place can pas
Quhair Cresseid sat, not witting quhat scho was.

私たち癩病人にお恵みを」
そこで高潔なトロイルスは彼らの叫び声に気づき、
哀れに思って、クレセイドが座っている所へと
近づいて行きました、彼女が誰かも知らずに。

Than vpon him scho kest vp baith hir ene,
And with ane blenk it come into his thocht
That he sumtime hir face befoir had sene,
Bot scho was in sic plye he knew hir nocht;
ʒit than hir luik into his mynd it brocht
The sweit visage and amorous blenking
Of fair Cresseid, sumtyme his awin darling.
Na wonder was, suppois in mynd that he
Tuik hir figure sa sone, and lo, now quhy:
The idole of ane thing in cace may be
Sa deip imprentit in the fantasy
That it deludis the wittis outwardly,
And sa appeiris in forme and lyke estait
Within the mynd as it was figurait.
Ane spark of lufe than till his hart culd spring
And kendlit all his bodie in ane fyre;
With hait fewir, ane sweit and trimbling
Him tuik, quhill he was reddie to expyre;
To beir his scheild his breist began to tyre;
Within ane quhyle he changit mony hew;
And neuertheles not ane ane vther knew.
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その時、彼女は25両目でしっかり彼を見上げました。
彼女の顔を一瞥して彼は思いました、
以前に一度は、彼女の顔は見たことがあると。
だが顔形がひどく崩れ、彼女なのか分かりませんでした。
それでも彼女の顔つきを見て、かつては彼の最愛の人、
美貌のクレセイドのかわいらしい顔立ちと
魅力的な眼差しを思い出しました。
彼が彼女の容姿を一瞬のうちに思い出したとしても
不思議ではなかったのです。その理由はこうです。
物のイメージは、たまたま
記憶に強く刷り込まれると、
その結果として、五感が欺かれ、
心の中で描かれていたものによく似た形と様子をして
眼前に現れてくるのです。
すると突然、恋の火花が彼の心臓にまで弾け飛んで、
からだ全体が炎に包まれたように熱くなりました。
その高熱で汗がどっと噴き出て、からだは震え、
今にも彼は息も絶えんばかりでした。
盾を手に持っているため、心臓も苦しくなってきました。
少しの間にも彼の顔色は何度も変わりました。
それでもお互いに相手が誰なのか分からなかったのです。
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For knichtlie pietie and memoriall
Of fair Cresseid, ane gyrdill can he tak,
Ane purs of gold, and mony gay iowall,
And in the skirt of Cresseid doun can swak;
Than raid away and not ane word he spak,
Pensiwe in hart, quhill he come to the toun,

520

武人としての憐れみと美しいクレセイドに対しての
追懐の情から、彼は一本の腰帯、
金貨の入った財布、それにたくさんの美しい宝石類を
手に取り、クレセイドのスカートの中へ投げ入れました。
そして一言も発することなく、その場を立ち去ったのですが、
トロイの町に到着するまで、物思いに沈みながら、
深い悲しみから、しばしば落馬しそうになりました。

And for greit cair oft syis almaist fell doun.

525

The lipper folk to Cresseid than can draw
To se the equall distributioun
Of the almous, bot quhen the gold thay saw,
Ilk ane to vther prewelie can roun,
And said,‘ʒone lord hes mair affectioun,
How euer it be, vnto ʒone lazarous
Than to vs all; we knaw be his almous.’

一方、癩病人たちは、施し物を等しく分けて
貰えるようにとクレセイドのもとへ近寄ってきましたが、
金貨を見るや彼らは互いにひそひそと
囁きながら言いました。
530 「あの殿御は私たち全員に対してよりも、あの癩病人に好意を
お持ちだ、たとえ好意がどのようなものだとしても。
あの施し物を見れば一目瞭然だ」

‘Quhat lord is ʒone,’quod scho,‘haue ʒe na feill,
Hes done to vs so greit humanitie?’
‘ʒes,’quod a lipper man,‘I knaw him weill;
Schir Troylus it is, gentill and fre.’
Quhen Cresseid vnderstude that it was he,
Stiffer than steill thair stert ane bitter stound
Throwout hir hart, and fell doun to the ground.

「あの方はどなた」と彼女は言いました。「誰かご存じ
ない。私たちにこれほど慈悲を与えてくださった方を」
535 「はい」と男の癩病人は言いました。
「よく存じ上げております。
高貴なお生まれの、高潔なトロイルス様です」
それが彼だとクレセイドが知った途端、
鋼よりも強力な激痛が彼女の心臓を貫きました。
そして彼女は気を失って、地面に倒れたのです。

Quhen scho ouircome, with siching sair and sad,
With mony cairfull cry and cald ochane:
‘Now is my breist with stormie stoundis stad,
Wrappit in wo, ane wretch full will of wane!’
Than fel in swoun full oft or euer scho fane,
And euer in hir swouning cryit scho thus,
‘O fals Cresseid and trew knicht Troylus!

540

‘Thy lufe, thy lawtie, and thy gentilnes
I countit small in my prosperitie,
Sa efflated I was in wantones,
And clam vpon the fickill quheill sa hie.
All faith and lufe I promissit to the
Was in the self fickill and friuolous:
O fals Cresseid and trew knicht Troilus!

意識が戻ると、彼女は深くため息をつき、
何度も涙に暮れ、「ああ！」と悲痛な声を上げました。
「今、私の胸は激しい痛みに襲われ、私は
深い悲しみにとらわれ、全く希望のない哀れな人！」
言い終わるまで、しばしば気を失って倒れたのですが、
545 彼女は卒倒しながらも、絶えずこのように叫びました。
「ああ、不実なクレセイド、誠実な騎士トロイルス！

550

あなたの愛、あなたの誠実さ、そしてあなたの礼儀
正しさを己の幸せの絶頂期には軽んじていました。
傲慢にも得意になって、気まぐれな運命の女神の
紡ぎ車の大変高いところまで登ってしまいました。
私があなたに誓った貞節や愛のすべては
もともと気まぐれで、身勝手なものでした。
ああ、不実なクレセイド、誠実な騎士トロイルス！
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‘For lufe of me thow keipt continence,
Honest and chaist in conuersatioun;
Of all wemen protectour and defence
Thou was, and helpit thair opinioun;
My mynd in fleschelie foull affectioun
Was inclynit to lustis lecherous:
Fy, fals Cresseid; O trew knicht Troylus!
‘Louers be war and tak gude heid about
Quhome that ʒe lufe, for quhome ʒe suffer paine.
I lat ʒow wit, thair is richt few thairout
Quhome ʒe may traist to haue trew lufe agane;
Preif quhen ʒe will, ʒour labour is in vaine.
Thairfoir I reid ʒe tak thame as ʒe find,
For thay ar sad as widdercok in wind.
‘Becaus I knaw the greit vnstabilnes,
Brukkill as glas, into my self, I say－
Traisting in vther als greit vnfaithfulnes,
Als vnconstant, and als vntrew of fay－
Thocht sum be trew, I wait richt few ar thay;
Quha findis treuth, lat him his lady ruse;
Nane but my self as now I will accuse.’
Quhen this was said, with paper scho sat doun,
And on this maneir maid hir testament:
‘Heir I beteiche my corps and carioun
With wormis and with taidis to be rent;
My cop and clapper, and myne ornament,
And all my gold the lipper folk sall haue,
Quhen I am deid, to burie me in graue.
‘This royall ring, set with this rubie reid,
Quhilk Troylus in drowrie to me send,
To him agane I leif it quhen I am deid,
To mak my cairfull deid wnto him kend.
Thus I conclude schortlie and mak ane end:
My spreit I leif to Diane, quhair scho dwellis,
To walk with hir in waist woddis and wellis.

555

560

565

570

私への愛のために、あなたは禁欲を守りました。
行動においても正しく、高潔でした。
あなたは全ての女性の擁護者であり、庇護者であり、
女性の評判を高めてくれました。
恥ずべき肉欲におぼれた私の心は
淫らな欲望へと惹かれていったのです。
まあ、不実なクレセイド、誠実な騎士トロイルス！
恋する殿方の皆様、油断せずに十分気をつけてください。
あなた方が誰を愛し、誰のために苦しんでいるのか。
あなた方にお知らせします。真の愛に報いてくれると
信じられる女人などは、実際には、ほとんどおりません。
本当かどうか試してください。間違えなく徒労に終わります。
そこで忠告します。女性を有りのままに受け止めてください。
女性は風に吹かれる風見鶏のようなものですから。
なぜなら私は自分自身の中に、ガラスのように脆く、
非常に移ろいやすい心があるのを知っていますから。
他の女の人も私と同様、大変不正直で、
気まぐれ、そして不誠実だろうと思います。
少しは正直な人はいますが、ほんのわずかです。
恋人は操が固いという方は、褒めてあげてください。
今、私は自分以外の誰も責めるつもりはありません」

こう言い終わると、彼女は紙を手に取って座り、
そして次のように遺言を書きました。
「ここに私は虫やヒキガエルに私の死体、亡骸を
食いちぎって食べてくれることを委ねます。
私の鉢やガラガラ、それに私の装身具、そして
580 私のお金の全てを癩病人の皆様に差し上げます。
私が死んだら、どうか私をお墓に埋めてください。
575

585

この赤いルビーのはめ込まれたこの素敵な26指輪は
トロイルスが愛の印に私に贈ってくれたものですが、
私が死んだら、それを彼の許に返したいのです。
私の悲しい死を彼に知ってもらいたいからです。
手短に述べましたが、これで終わりにします。
私の魂は27ダイアナに捧げ、その女神が住みかとする
荒涼とした森や泉を共に歩き回ることにします。
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‘O Diomeid, thou hes baith broche and belt
Quhilk Troylus gaue me in takning
Of his trew lufe’, and with that word scho swelt.
And sone ane lipper man tuik of the ring,
Syne buryit hir withouttin tarying;
To Troylus furthwith the ring he bair,
And of Cresseid the deith he can declair.

590

ディオメデス、あなたはトロイルスが真の愛の印として
私にくれた28ブローチとベルトを今も持っているのですね」

595

そう言うと、彼女は息を引き取りました。
するとすぐに、一人の癩病人の男がクレセイドから
指輪をはずし、速やかに埋葬しました。
それから、直ちに彼はその指輪をトロイルスに届け、
クレセイドが亡くなったことを告げたのです。

Quhen he had hard hir greit infirmitie,
Hir legacie and lamentatioun,
And how scho endit in sic pouertie,

トロイルスはクレセイドの重い病、
彼女の遺言や悲嘆、
彼女が極貧の中に亡くなったことを聞くと

He swelt for wo and fell doun in ane swoun;
For greit sorrow his hart to brist was boun;
Siching full sadlie, said,‘I can no moir;
Scho was vntrew and wo is me thairfoir.’

悲しみのあまり意識が朦朧となり、その場に倒れました。
悲嘆にくれた彼の心臓は今にも張り裂けそうでした。
嘆き悲しみながら、「もはや私には何もできない。彼女は
私を裏切ったのだ。それが実に悲しい」と言いました。

Sum said he maid ane tomb of merbell gray,
And wrait hir name and superscriptioun,
And laid it on hir graue quhair that scho lay,
In goldin letteris, conteining this ressoun:
‘Lo, fair ladyis, Cresseid of Troy the toun,
Sumtyme countit the flour of womanheid,
Vnder this stane, lait lipper, lyis deid.’
Now, worthie wemen, in this ballet schort,
Maid for ʒour worschip and instructioun,
Of cheritie, I monische and exhort,
Ming not ʒour lufe with fals deceptioun:
Beir in ʒour mynd this sore conclusioun
Of fair Cresseid, as I haue said befoir.
Sen scho is deid I speik of hir no moir.

600

彼は灰色の大理石のお墓を建てたそうです。
彼女の名前と碑文を書き、
605 彼女の眠るお墓に、それを金文字で刻ませました。
その墓碑銘の中に次の一節がありました。
「見よ、ご婦人方。トロイの町のクレセイドは
ある時は女性の華と謳われたが、
癩病人となり、この墓石の下に眠る」
610

615

さて、賢明なるご婦人方。皆さんの名誉と
教訓のために作られたこの短い詩において、
老婆心ながら私が勧告、忠告したいことがあります。
あなた方の愛を偽りの幻想と混同してはいけません。
これまでお話してきましたが、美貌のクレセイドの
この悲惨な結末をどうぞ心に銘記してください。
彼女が亡くなった今、もはや語ることはありません。

解説
本作品の作者であるスコットランドの詩人、ロバート・ヘンリソンの生涯についてはほ
とんど知られていない。彼が1451年創立のグラスゴー大学の（恐らくは）卒業生であった
ことや、スコットランド東部の古都、ダンファームリン（Dunfermline）にあったベネデ
クト派大修道院付属の文法学校の教師をしていたことは確かのようである。詩人としての
彼の名はWilliam Dunbar (c.1460 - c.1513)のLament for the Makars 『詩人たちを悼む』(1505
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- 6)に記録されている。その他の資料なども参考に推測を試みれば、ヘンリソンは1420年
代に生まれ、1505年以前に没したと考えられる。
現代標準版のDenton Fox, The Poems of Robert Henryson (Oxford, 1981) には、ヘンリソ
ン の 作 品 と し て、 長 詩 はThe Fables (13篇), The Testament of Cresseid, Orpheus and
Eurydice、短詩は The Short Poems (12編)が収められている。
長詩3篇については、ヘンリソンの作品であることに疑いの余地はないが、制作年代は
不詳である。詩の内容の若々しさ、奔放な文体からOrpheus and Eurydiceは若い頃の作品、
The Fablesについては政治的言及などから1480年代後半、The Testament of Cresseidは円熟
した内容、ナレーターを老人にしている点など、晩年の作と考えられ、The Fablesより後で、
1490年代初頭より前と推定される。一般には、The Testament of Cresseid 『クレセイドの
遺言』
（1593）と紹介されているが、それは残念ながら、この作品のヘンリソンの自筆原
稿はなく、出来得る限り古く、信頼のおけるcopy-textとして採用されているものがThe
Charteris Edition, The Testament of Cresseid (Edinburgh: Henrie Chateris, 1593)だからであ
る。
本作品のThe Testament of Cresseidはとりわけ有名な作品であった。というのも、The
Thynne Edition, The Workes of Geffray Chaucer (London: Thomas Godfray, 1532) が本作品を
ジェフリー・チョーサーの作品、Troilus and Criseydeの第6巻として組み入れて以来、お
よそ100年間、チョーサーの作品として受容されていたからであった。考えてみれば、The
Testament of Cresseidが続編的な扱いを受けたのも無理はない。チョーサーの作品ではトロ
イルスの最期は描かれているが、クリセイダのその後は描かれていない。これでは片手落
ちではないか。それを好都合にも埋め合わせてくれるものがヘンリソンの作品だったとい
うわけである。
ヘンリソン自身がこの詩を「悲劇」と呼び、クレセイドの悲劇的な運命を生々しく描い
ていることから、詩人ヘンリソンの意図はトロイルスを裏切ったクレセイドに厳罰を与え
ることであったというのが従来の一般的な解釈であったが、最近では、この物語詩を通じ
て、最初は自分を捨てたディオメデス(Diomeid)や自分を騙したといってキューピッドと
ヴィーナスを激しく非難したクレセイドが次第に内省を深め、574行の言葉がいみじくも
象徴するように、他人や神々を責めることをやめ、自分の罪を認め、悔悛、救いへの道を
歩む姿を描いているという解釈もある。確かに、470行目までは自分の運命への恨みつら
みを語り、自分に金貨などを恵んでくれた武人がトロイルスであることを知った途端、激
痛が走り、卒倒するが、意識が戻った後の547行以下、懺悔の気持ちが吐露される。しかし、
この罪の告白はキリスト教の神に対してではなく、クレセイドが遺言の中で、自分の魂を
ダイアナに捧げると言っているように、死を目前にした一般的な改悛の情と思われる。魂
の救済まで詩人が意図しているとは考えられないのである。
翻訳に当たり、底本としたのは、前述の現代標準版、Denton Fox, The Poems of Robert
Henryson (Oxford, 1981)である。
今回、あえて翻訳を試みたのは、先行訳の安藤光史・西納春雄共訳『ロバート・ヘンリ
スン作「クレセイドの遺言」』
（
「主流」49号、1988）が世に出てから20年以上も経ってい
るので、その後の研究成果を取り入れた最新訳を世に問うことと、対訳形式で翻訳作業を
行ったことで、リズムや口語的文体など、できるだけ原文に近い日本語で作品を紹介した
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いと考えたからである。
安藤光史・西納春雄両氏による先行訳には日本語訳の最終チェックの際に利用させてい
ただいた。謝意を表したい。
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註
悲しい物語と陰鬱な季節が似合うという格言的な表現と（太陽が白羊宮に入るのは、
中世では3月12日の春分の日、そして四旬節の半ば、ということで示される）春の最
初の月、
3月の描写の組み合わせは、
物語の冒頭部分を飾る最も伝統的な手法であった。
実際、3月の天候の急激な変化は英国ではよく見られる現象である。ちなみに、チョー
サーの『カンタベリー物語』の「総序歌」の冒頭部分の春の描写では、太陽はすでに
白羊宮の次の（4月12日から始まる）金牛宮に入っている。
惑星の金星とローマ神話の愛と美の女神、ヴィーナスが融合している。
天文学的には金星と太陽が対坐することはあり得ないが、占星術的な意味で両者を対
坐させ、途方もない不幸な出来事を予感させる。
土星は惑星のうちで、もっとも不吉な星と考えられていた。疫病、特に癩病をもたら
すものと見なされた。ジュピター以前の黄金時代の主神、サトゥルヌスは常に老人の
姿で描かれる。
鉛は伝統的に土星と関係がある。Saturnには錬金術の
‘鉛’
の意味がある。
ジュピターは吉運の星で、
常にサトゥルヌスと容姿と性格の点で対照的である。
サトゥ
ルヌスとジュピターとは父と息子の関係、サトゥルヌスとヴィーナスとは祖父と孫娘
の関係にある。
襠（ ）とは、衣服などで、ゆとりをもたせて動きを楽にするために、別に添える布を
言う。英語‘gore’に相当する。
マールス（火星）は不吉な星で、ローマ神話の軍神のイメージから伝統的に重装備の
姿をして、時に赤ら顔で描かれる。
マールスと関連のある鉄は錆びやすい。放置すると腐食するという不吉な意味合いを
持つ。黄金のように光輝くジュピターとは対照的。
マールスは通例、角笛を持って描かれることはないが、
すべての戦の扇動者であるマー
ルスが角笛を吹きならしても不思議ではない。
パエトンは太陽神、ヘリオスとニンフ（母）のクリュメネーの間に生まれたが、友達
に庶子と嘲笑されたパエトンはヘリオスが自分の父であることを証明するために、1
日だけ天空を駆ける日輪の馬車を父から借りる。しかし、4頭の馬を統御できず、地
球に急接近し、地球を焼き焦がし始めた。そこで、ゼウスが地球を救うため、雷を放っ
てパエトンを殺した、というギリシア神話に基づく。ギリシア神話では、アポロはポ
イボス・アポロともいわれ、詩・音楽・予言などを司る美青年の神で、のちに太陽神、
ヘリオスと同一視された。
気まぐれな性格を持つヴィーナスの描写は運命の女神（Fortuna）を髣髴させる。
衣装の緑の部分はヴィーナスの楽しい面と移ろいやすい面を表し、真っ黒の部分は不
吉な面を表している。
笑いと涙の対照法は言動に一貫性のないことを示す伝統的なイメージであった。
メルクリウスは神々の使いの神で、一般には雄弁家、職人、商人、盗賊の守護神とさ
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れているが、ヘンリソンは最初は詩と弁論術の神、次に医術の守護神として描いてい
る。
キュンティアは別名Artemis, Dianaで、処女性と狩猟の守護神。星の中で月が最も地
球に近く、従って地球の周りを回転する速度も最も速い。
「黒い斑点だらけ」という描写は癩病に罹るクレセイドを予感させる。
月に住んでいるこの男は「月の男（Man in the Moon）」と呼ばれ、民話ではイバラを
盗んだために、月に追放されたといわれるが、童謡では、ミサに集まる人々を妨害す
るために、教会の道にイバラをまいたので月へ追放されたという。次のような童謡が
ある。
The man in the moon was caught in a trap/For stealing the thorns from another man’
s
gap./ If he had gone by, and let the thorns lie,/He’
d never been Man in the Moon so
high.
冷と乾の組み合わせから生まれるのが黒胆汁で、その過多が憂鬱の原因となる。これ
は人を陰鬱な気分にさせ、癩病のような病気を引き起こすと考えられていた。
「鉢とガラガラ」とは癩病人が伝統的に持ち歩いたもの。鉢は施しを受ける容器で、
ガラガラは人の注意をひくために手で振って音を立てるもの。両者が合体した蓋つき
木製皿（clapdish, clackdish）とも考えられるが、
「ガラガラを前後に振って鳴らす」
（479
行）とあるように、ここでは別個のものとして扱う。
ビーバーの毛皮でできた帽子は高価で、普通は男性が被るものであった。クレセイド
は人に知られたくないために、わざと男装したものと考えられる。
就寝前の軽い夜食として、ワインとともにショウガなどの香辛料が食べられた。
美しくなるために5月の朝露で顔を洗うという習慣があった。今日でもイギリスなど
で、５月祭の朝に集められた朝露は顔の色艶を良くすると信じられている。
壁を蹴るという行為は無駄な抵抗を象徴する動作と考えられていた。
「両目でしっかり彼を見上げた」はずなのだが、533行に書かれているとおり、ほとん
ど見えていなかった。癩病に冒されて視力を失っていたことを含意する。
Troilus and Criseyde in The Riverside Chaucer (1987) （以下、Chaucer’
s Troilusと略す）
に指輪の交換の場面が描かれている。
And pleyinge entrechaungeden hire rynges, (III. 1368)
ダイアナは処女性や女性の守護神で、伝統的にヴィーナスとはライバル同士。
ブローチに関してはChaucer’
s Troilus (V. 1040; 1660 - 94)を参照のこと。ベルトについ
てはChaucer’
s Troilusには全く言及なし。ヘンリソンの創意によるものと考えられる
が、中世ロマンスに見られるように、愛の印、愛の絆を象徴するものとして加えたの
であろう。また、ベルトは589行において、baith、 broche、beltと頭韻を踏み、591
行のswelt（「息を引き取った」
）と押韻の関係にあり、この点からも必要にして不可
欠な語である。

－ 95 －
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疏に酷似する句が見える。「蓋能至、亦射之善者矣、而能至
能中者、又備其善者也。能清能任能和、是聖人之善者也、能
時、又備其聖人之善者也」とある。
羿と逢蒙は太古の弓の名手。説話が諸書に見えるが、
『孟

子』（離婁章句下）にも逸話が引かれている。
「禮樂法而不説」は『荀子』（勸學篇）の語。

原文は「天下之至賾存焉」。『周易』
（繋辭上傳）に「天下

の最も〈賾〉なるものを論じてもそれを人は嫌がらない（言
天下之至賾而不可惡也）」「天下の〈賾〉を極め尽くしたもの
は 易 の〈 卦 〉 に あ る（ 極 天 下 之 賾 者 存 乎 卦 ）
」 な ど と あ る。

− 14 −

「賾」について孔穎達『周易正義』は「幽深にして見がたい
ものであるが、聖人には神妙なる能力があり、これによって
天下の深賾の原理を見ることができる（賾謂幽深難見、聖人
有其神妙、以能見天下深賾之至理也）
」と解釈している。

（二〇〇九、
五、
三〇）

－ 14 －
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［訳］

り、届いてさらに命中させることができる者は射撃のわざを完全

に 身 に つ け た 者 で あ る。
〔 伯 夷 の よ う に 〕 清 廉 で あ っ た り、
〔伊

智は、譬へば則ち巧なり。聖は、譬へば則ち力なり。由ほ百歩

〔孔子のように〕時宜をわきまえることができるのは聖人として

うに〕協調性に秀でた資質は、聖人の中のすぐれた者なのだが、

尹のように〕責任を持って重職をまっとうしたり、
〔柳下恵のよ

の外より射るがごときなり。其の至るは爾の力なり。其の中る

のすべての長所を兼備した者である 。

條理を始むるは智の事なり。條理を終ふるは、聖の事なり。

は爾の力にあらざるなり。

射撃の技術は太古に始まったが、羿と逢蒙 に至って命中する

射ると、それぞれに届く距離が違う。矢を射て百歩離れた所にま

ある。腕力は人の生来に由来するので限界がある。そのため矢を

〔孟子が言う〕「聖の事なり」であり、
「譬へば則ち力（腕力）
」で

の で、 徳 を 完 成 す る こ と に 集 中 し て 変 わ る こ と が な い。 こ れ が

であり、「譬へば則ち巧（技術）」である。最後に〈条理〉がある

に活用して惑うことがない。これが〔孟子が言う〕
「智の事なり」

におけるありかたは、出発点に〈条理〉があるので、現実の事業

は〈 分 〉 が あ り、 こ れ を 変 え る こ と は で き な い 。 聖 人 の〈 道 〉

〈条〉には〈数〉があり、これを乱すことはできない。
〈理〉に

みなそれを共有するが、
「言葉では説明しない」ことについては、

る が 言 葉 で は 説 明 し な い 」 と い う。
「 規 範 は あ る 」 も の は、 人

してそれを明らかにしたのである。そもそも「礼楽は、規範はあ

の技術と腕力の比喩を用いたのは、儀礼に現れるものをたとえと

るものをたとえとしてそれを明らかにしたのである。最後に射撃

に「金声して之を玉振す」という比喩で述べたのは、音楽に現れ

聖 人 が〈 道 の 体 〉 を 創 立 し た と い う こ と で は な か ろ う か。 初 め

れていたのだが、孔子に至ってその時宜を得ることになった。三

よ う に な っ た。 清 廉 や 責 任 や 調 和 の 徳 は 三 聖 人 の 時 に お こ な わ

（樂書巻第九十四）

世界のもっとも奥深いもの がそこにあるのだ。

界がない。そのため矢が到達して命中するのである。矢を射て百
歩離れた的に当たるのがそれである。
［注］

『孟子』の孫疏に「條則有數而不紊、理則有分而不可易也」

てのもって生まれた力があったので〕届くことはできたものの、

− 13 −

3

この一節（原文の「蓋能至」から「善者也」まで）は、孫

と、ここと酷似する句が見える。

た の で あ る。 届 か せ る こ と が で き る 者 は 射 撃 の す ぐ れ た 者 で あ

命中しなかったのである。孔子はといえば、到達したし、命中し

伯夷、柳下恵、伊尹の〈道〉におけるありかたは、
〔聖人とし

4

5

1

1

2

－ 13 －

2

で届くのがそれである。技術は自然の法則に由来するもので、限
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のによる。

り盛んなものはない（終萬物始萬物者、莫盛乎艮）
」とある

所中、猶射中於百歩之外也。

發而有所至、由射至於百歩之外也。巧出於天而不窮、則至而有

篤於成徳而不變、聖之事也。以譬則力也。力出於人而有極、則

「 清 」「 任 」「 和 」 は、 孔 子 以 外 の 三 聖 人 に 対 す る 評 語 で、

至者射之善、而能至能中者備其善者也。能清 能任能和者、聖

夷、惠、伊尹之於道、能至不能中。孔子則能至且中矣。蓋能

なる者である。伊尹は聖人の中の〈任〉なる者である。柳下

之善、而能時者備其善者也。

本 章 の『 孟 子 』 の 上 文 に 見 え る。
「 伯 夷 は 聖 人 の 中 の〈 清 〉
恵は聖人の中の〈和〉なる者である（伯夷聖之清者也、伊尹

射始於古、至羿逢蒙然後善於 中。清任和行於三聖、至孔子

存乎樂者明之。終於巧力之射、取諸存乎禮者明之。蓋禮樂法而

然後善於時。豈非三聖立道之體。道始於金聲 而玉振之、取諸

聖之任者也、柳下惠聖之和者也）
」とある。
あるように見え、その作用は無尽蔵である（大成若缺、其用

不説。惟法也、衆人共由之、惟不説也、天下之至賾存焉。

に、禹と后稷と顔回の事跡を論じた箇所に見える句。治水に

［校勘］

奔走した禹、農事に精励した后稷、路地裏で清貧を貫いた顔
回も「道を実践するという点は共通であり（同道）
」
、
「立場

「善於中」 四庫全書本「善于中」に作る。

底本の「能清」が正しい。

也、伊尹聖之任者也、柳下惠聖之和者也」に対応するので、

「能清」 国会図書館蔵宋刊本、四庫全書本、方濬師本いず

が代わればみな同じ事をしたはずだ（禹、稷、顏子、易地則

樂書卷第九十四

不弊）」とある。
「易地」は地位を取りかえることで、
『孟子』
（離婁章句下）

『老子』（王弼本四十五章）の語。
「完成したものは欠陥が

a

c

れも「能時」に作る。ここは『孟子』本文の「伯夷聖之清者

始 條 理 者、 智 之 事 也。 終 條 理 者、 聖 之 事 也。 智、 譬 則 巧 也。
聖、譬則力也。由射於百歩之外也。其至爾力也、其中非爾力也。
條則有數而不可紊、理則有分而不可易。聖人之於道、條理於
其始、則利用而不惑、智之事也。以譬則巧也。條理於其終、則

「始於金聲」 四庫全書本「始于金聲」に作る。

「樂書巻第九十四」 国会図書館蔵宋刊本「樂書巻第九十四

終」
、四庫全書本「樂書巻九十四」、方濬師本「樂書巻九十四
終」にそれぞれ作る。

− 12 −

b

皆然）」とある。ここと同じ趣旨である。

d

a

b

c

d

－ 12 －
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の、 つ ま り 徳 を 完 成 す る 道 の こ と で あ る。 伯 夷、 伊 尹、 柳 下 恵
の 行 為 は、 徳 を 完 成 す る こ と は で き た が 現 実 の 用 途 に は 足 り な

［注］

い。それゆえ清廉ではありえても実際の職務を担当することはで

也）
」とある。

『周易』
（ 説 卦 傳 ） に「 乾 は 西 北 の 卦 で あ る（ 乾 西 北 之 卦

きなかったり、職務を担当できても他者と協和することができな
かったりした 。孔子の行為は、ただ徳を完成することができた

爲玉、爲金）
」とある。

『周易』
（説卦傳）に「乾は……玉であり金であり（乾……

だけでなく、現実社会の効用にも益をもたらしたのである。ある

冒頭の「乾之爲卦」以下、類似の文章が「周禮訓義」（巻

と き は 清 廉 で、 あ る と き は 職 務 に 励 み、 あ る と き は 周 囲 と 協 調

五十二）に見える。
「乾之爲卦、位乎西北之維、而於物爲金

王鏗之以爲鐘。玉陽精之純、而直乎北、其材不變、其聲清越

玉。金陰精之純、而直乎西、其材從革、其聲始隆而終殺。先

し、時宜に応じてふるまったのである。つまり「金声する」とは
孔子のことであり、「これを玉振する」とは、伯夷、伊尹、柳下
恵のことなのである。「金声」によって事の最初に条理を与える

以長、而無殺。先王戞之以爲磬」とあり、語句に出入りがあ
るが趣旨は同じである。

7

− 11 −

なら、最後がそのようでないわけがない。しかし「これを玉振す
る」ことによって事の最後に条理を与えるとしても、最初がその
ようだとは限らない。つまり、最後をよくする者が必ずしも最初

あ り 」 と あ り、 象 傳 に は「 鼎、 黄 耳 あ る は、 中 以 て 實 と 爲

『周易』鼎卦、六五の爻辞に「鼎、黄耳金鉉あり、貞に利

がよかったわけではないが、最初をよくする者が終わりをよくし

す」とある。
「剛を資りて以て變に趨く」という「訓義」の

説とは一致しないようである。

理由である。しかしながら「大成は欠けたるがごとし 」である

ざるなし」とあり、象傳には「玉鉉、上に在り、剛柔節す」

『周易』鼎卦の上九爻辞に「鼎、玉鉉あり、大吉、利あら

から、おそらく自分自身を誇らずにいられたので大成したのであ

とある。
「剛實にして以て變ぜず」という「訓義」の説とは
一致しないようである。

『周易』
（説卦傳）に「艮で完成する（成言乎艮）」とある

から考えるなら、孔子はけっして三聖人と違っているわけではな

『周易』
（説卦傳）に「万物を終え万物を始めるもの、艮よ

のによる。

ることによって同じなのである。

い。道は一年の全体であり、聖人は個々の季節なのである。異な

かったわけではない。しかし「立場を変えてみる 」という観点

ろう。行動の違いの点でいうと、三聖人は孔子と違うことをしな

5

遇で、いっぽう孔子が集大成して終始ともよくしたのはそういう

ないはずがないのだ。かの三聖人が終わりはよかったが初めが不

4
9

6

10

－ 11 －
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聲爲始條理、則終未必不然。以玉振之爲終條理、則始未必然。

是金聲者、孔子之事、玉振之者、伯夷伊尹柳下惠之事也。以金

非特足於成徳、又足於利用。故或清、或任、或和、適時而已。

磬とし、
「道の体」になぞらえた 。

なったり減衰したりすることがない。聖人はこれを叩いて楽器の

化することがなく、発する音響は澄みきって長く持続し、大きく

大、故能成其大邪。自制行之殊觀之、三聖未嘗不與孔子異。自

始。 而 孔 子 所 以 集 大 成 而 終 始 之 也。 然 大 成 若 缺、 豈 非 能 不 自

ありさまを体現する。
『易』の鼎卦の「六五」では、剛強をより

体現する。最後は「道の体」に戻って根本を確立し、玉を鳴らす

聖人は、初めは「道の用」から出発して時勢に従い、金の音響を

古 代 の 音 楽 の 演 奏 は、 金 を 打 っ て 始 め、 玉 を 叩 い て 終 っ た。

易地而處觀之、孔子未嘗不與三聖同。道歳也、聖人時也、以異

ど こ ろ と し て 変 化 に 従 う こ と を 述 べ、 そ の 象 を「 金 鉉 」 と し て

いる 。
「 上 九 」 で は、 剛 実 で 変 わ る こ と が な い こ と を 述 べ、 そ

而同而已。

是善終者未必善始、而善始者未必不善終。斯三聖所以善終不善

3

の象を「玉鉉」としている 。つまり「金鉉」は聖人が時勢に従

「終始具」 方濬師本「終始其」に作る。

「剛實」 方濬師本「剛寶」に作る。

［校勘］

［訳］
集大成すとは、金聲してこれを玉振するなり。金聲すとは條
理を始むるなり。これを玉振すとは條理を終ふるなり。

れまた「金声してこれを玉振する」ということである。
『易』に

「艮で完成する 」
「万物を始め、万物を終えるに、艮より盛んな

卦 は な い 」 と あ る。 つ ま り 始 ま っ て 終 る こ と が な け れ ば「 成

る 」 と は い え な い し、 終 っ て 始 ま る こ と が な け れ ば、 こ れ ま た

「成る」とはいえない。
「集大成」とは、金によって徳を完成し、

孔子が道の完全なるものを「集めて大成した」ということであろ

る音響は初めは大きく盛り上がり、最後には減衰して消える。聖

り、西方で生まれる。材質は自在に形を変えることができ、発す

で 、物質では金と玉に当たる 。金は陰の精の純粋なものであ

り臨機応変に運用する道のことである。
「玉振」は最初から最後

り、時に繊細であり、事の最初に条理を与えるためのもの、つま

は、終始が完備しているからである。「金声」は、時に強大であ

孟 子 は 四 人 の 聖 人 の 声 望 を 論 評 し た が、
「これを玉振する」と

う。

人はこれを打って楽器の鐘とし、「道の用」になぞらえた。玉は

− 10 −

5

ま で 音 の 響 き は 均 一 で あ り、 事 の 最 後 に 条 理 を 与 え る た め の も

乾の卦の性質は、聖人に相当し、その方位はぴったり西北の隅

6

陽の精の純粋なものであり、北方で生まれる。材質はけっして変

2

7

b
1

－ 10 －
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a

うことであり、
「玉鉉」は聖人が根本を確立することである。こ
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なわれなくなり、天下を我がものとするようになり、それぞ
れが自分の親を親とし、自分の子を子とする……これを小康
の 世 と い う（ 今 大 道 既 隱、 天 下 爲 家、 各 親 其 親、 各 子 其 子
……是謂小康）」とある。
『孟子』の上文による。堯が崩じると舜は堯の子に遠慮し

て 身 を 引 い た が、「 諸 侯 は み な 堯 の 子 で は な く 舜 に 拝 謁 し、
訴訟を起こす者はみな舜をたより、徳をたたえる者はみな舜

「下民之王」は前出『毛詩』「皇矣」
（注 ）の句。

萬章下

集大成也者、金聲而玉振之也。金聲也者始條理也、玉振之也者
終條理也。

者、不之堯之子而之舜、謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜）
」と

之 以 爲 鐘、 以 譬 道 之 用 也。 玉 者 陽 精 之 純、 而 生 乎 北、 其 材 不

金者陰精之純、而生乎西、其材從革、其聲始隆而終殺。聖人鏗

乾之爲卦、聖人之分也。其位則直西北之維、而於物爲金玉。

ある。

變、 其 聲 清 越 以 長、 而 無 隆 殺。 聖 人 戞 之 以 爲 磬、 以 譬 道 之 體

『禮記』（孔子間居）による。
「三代の王者が天下を治める

也。

時、而有金聲之象。終則反道之體以立本、而有玉振之象。在易

令聞）」とある。ここの「三代」は、鄭玄によると夏禹、殷
湯、周文である。ただし「訓義」は周文王ではなく武王と理

鼎之六五資剛以趨變、而其象爲金鉉。上九剛實 以不變、而其

る国となった）爲萬國之所郷」とする。つまり「朝覲」の意

鄭箋は「方」を「郷（向かう）」と訓じ「
（万国が集まって来

而不終、不足以爲成、終而不始、亦不足以爲成。集大成也者、

振之之意也。易曰成言乎艮、又曰終萬物始萬物莫盛乎艮。則始

象爲玉鉉。金鉉象聖人之趨時、玉鉉象聖人之立本。亦金聲而玉

孟子論四聖人之聲、而玉振之者、終始具 故也。蓋金聲則或

に感化されて争いをやめた。つまり「獄訟」のことである。

遂げること、「成」は公平。両国は境界を争っていたが文王

「虞芮」は隣接する二国の名。「毛傳」によると「質」は成し

徳、不足於利用。故能清者不能任、能任者不能和。孔子之行、

以條理於其終、成徳之道也。伯夷、伊尹、柳下惠之行、足於成

洪 或 纎、 所 以 條 理 於 其 始、 利 用 之 道 也。 玉 振 則 終 始 如 一、 所

「 虞 芮 質 厥 成 」 は「 緜 」（『 毛 詩 』 大 雅・ 文 王 之 什 ） の 句。

金以成徳、孔子集道之全以大成邪。

「 萬 邦 之 方 」 は「 皇 矣 」（『 毛 詩 』 大 雅・ 文 王 之 什 ） の 句。

解しているようである。

古之作樂、鏗金以始之、戞玉以終之。聖人始則出道之用以趨

さい、まず父祖の代に評判があがった（三代之王也、必先其

をほめたたえた（天下諸侯朝覲者、不之堯之子而之舜、訟獄

10

である。

a

−9−

8

b

－－

6
7
8
9

新潟大学言語文化研究

る」と解釈した趣旨を知ることができよう。

を道が隠れた小康と定義した 。孟子が「天が与えようとしてい

歌、徒歌曰謠」とあり、「歌」と区別した場合の「謠」を無

謠）
」とあり、
『毛詩』
（園有桃）の「毛傳」にも「曲合樂曰

順した 」と述べるだけである。啓はその「賢」によって王位を

ることもできない。よって「朝覲、獄訟、謳歌する者がこれに帰

で、その事跡は幽玄で人は親しむことはできないし、褒めたたえ

り、歌は謳の総称である（謳爲歌聲之別調、歌爲謳之総名）
」

子』の「謳歌」の条を引くも「謳は歌の調子の違うものであ

を 説 明 し て い る。 い っ ぽ う 同 書 同 巻 の「 謳 」 の 項 に は『 孟

部の「謠」の項（巻第一百五十四）も『爾雅』を引いて「謠」

伴奏の歌とすることは通説である。陳暘『樂書』樂圖論・雅

継承したので、その事跡は明瞭で人は親しむことができるだけで

と述べ、ここの定義とは異なる。「謳」を「徒歌」と釈する

し か し な が ら、 舜 は そ の「 聖 性 」 に よ っ て 帝 位 を 継 承 し た の

なくこれを褒めたたえたのである。朝覲、獄訟、謳歌する者が帰

のは、たとえば『楚辭』
（ 大 招 ） の「 謳 和 揚 阿 」 の 王 逸 注 に

『尚書』
（舜典）に「詩は志を言葉で述べ、歌はその言葉に

「徒歌曰謳」とある。

順したというのは親しんだのであり、
「吾が君の子」と呼んだの
は褒めたたえたのである。
『 禮 記 』 は「 か な ら ず 先 祖 の 時 に 高 い 名 声 が 現 れ る 」 と す る

長い節をつける（詩言志、歌永言）」とある。

『孟子』の上文の引用。続く句も同じ。
「天與賢則與賢、天

う。しかるに、朝覲、獄訟、謳歌する者が帰順したのは舜と啓だ

與子則與子」で、
「訓義」の引用は『孟子』に同じ。

とあるとおり、朝覲する者が帰順したのであり、
「虞芮は公正と

地と其の徳を合し」に始まり「天に先立って行動しても天の

『禮記』
（禮運）による。
「 大 同 」 に つ い て は「 大 道 の お こ

ることになる（先天而天弗違、後天而奉天時）
」とある。

理法に反することなく、天に遅れて行動しても天の理法を守

『周易』
（文言傳）による。続く句も同じ。
「それ大人は天

け が そ う だ っ た わ け で は な い。 文 王 の 時 に は「 万 国 が 向 か う 」

説を三代の王者のことに限定して述べているが、同じ趣旨であろ

2

な る 」 と あ る と お り、 獄 訟 す る 者 が 帰 順 し た の で あ り、
「民衆
の王 」とあるとおり、謳歌する者が帰順したのである。このよ
うに文王は天下の実質を手中にしていたのである。最後まで〔王
として〕天下を保有しなかったのは、時勢によってそうなっただ
けである。

『爾雅』（釋樂）に「ただ歌うのを〈謡〉という（徒歌謂之

なわれていたころは、天下は万人のものとされ……自分の親

だけを親とせず、自分の子だけを子とせず……これを大同の

世という（大道之行也、天下爲公……不獨親其親、不獨子其

子……是謂大同）
」とあり、
「小康」については「大道がおこ

－－

5

3
8
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陳暘孟子訓義校釈（四）

る。 孟 子 が「 足 」 を「 手 」 よ り 先 に い う の に 対 し、
「詩序」
は「手」から述べており、順序が異なる。

萬章上
謳歌者、不謳歌益而謳歌啓、曰吾君之子也。
徒歌爲謳、永言爲歌。是謳則未免乎有意 、歌則適於心之甚

［校勘］

「有意」 底本「有謳」に作る。国会図書館蔵宋刊本、方濬

「親之」 方濬師本「視之」に作る。

師本も同じ。通じない。四庫全書本によって改めた。

［訳］

謳歌する者、益を謳歌せずして啓を謳歌し、吾が君の子なり

所爲固未嘗有所容心、一於順天而已。故堯舜與賢而天受之、先

歌者不謳歌益而謳歌啓者、天與子則與子故也。由是觀之、帝王

であり、
「歌」は心が喜ぶものにかなうものである。謳歌する者

ある。ということは、
「謳」はかならず意図が含まれているもの

た だ 歌 う こ と が「 謳 」 で、 言 葉 を 長 く 発 す る の が「 歌 」 で

と曰ふ。

天而天不違也。禹與子而天亦受之、後天而奉天時也。禮運以不

が 堯 の 子 を 謳 歌 せ ず に〔 堯 の 子 で は な い 〕 舜 を 謳 歌 す る の は、

可。謳歌者、不謳歌堯之子而謳歌舜者、天與賢則與賢故也。謳

獨子其子爲道行而大同、以各子其子爲道隠而小康。豈知孟子所

「天が賢者に王位を与えようとしているから賢者に与える 」と

1

於朝覲獄訟謳歌者歸之而已。啓以賢繼王而其迹顯、人非特得而

然舜以聖繼帝而其迹晦、人得而親之、莫得而譽之。故其言止

与える」ということだ。こうしてみると、帝王の行為はそもそも

の〕啓を謳歌するのは、
「天が子に与えようとしているから子に

い う こ と だ。 謳 歌 す る 者 が〔 賢 臣 の 〕 益 を 謳 歌 せ ず に〔 禹 の 子

之、非惟舜啓爲然。文王之時萬邦之方、朝覲者歸之也、虞芮質

禮言必先其令聞、止於三代之王、亦是意歟。然朝覲獄訟者歸

は「天に先んじて天は違はず 」であり、禹が子に王位を与えて

ある。つまり堯と舜が賢者に王位を与えて天がそれを承認したの

私心を挟む余地はないのであり、ひたすらに天に従うだけなので

親之 、抑且譽之矣。朝覲獄訟謳歌者歸之、親之也。曰吾君之

謂均出天與之意乎。

2

3

である。
「禮運」は、自分の子だけを子とすることのない世を道

がおこなわれている大同とし、自分の子をそれぞれの子とする世

−7−

a
b

天 が や は り 承 認 し た の は、「 天 に 後 る る も 天 の 時 を 奉 ず る な り 」

實如此、卒不有天下者、時而已矣。

4

－－

a

厥成、訟獄者歸之也、下民之王、謳歌者歸之也。彼其有天下之

子、譽之也。

b
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が内面に発動し、それが外にあらわれることを述べ、まず起源に

と〔順序が〕違っているが、その理由はこうだ。
「詩序」は、情

とに筋目をつける働きがある（大禮與天地同節）」によるか。

近）
」とある。これによるか。

『禮記』
（樂記）の「大いなる礼は天地と同じようにものご

始まって結末を論じたのだ。だからまず手が動き、後で足を踏む
と言ったのである。孟子は、楽しい感情が生まれたら止めること

な造化の作用を盛徳と呼ぶ（日新之謂盛徳）
」とある。

「日新」は『周易』
（繋辭上傳）の語。
「
（天の）日々に新た

はできないことを述べ、結末から根本に戻って論じたのだ。だか

「有盡性術之變」は『禮記』（樂記）の「音楽とは楽しむこ

ら 先 に 足 を 踏 む こ と を 言 い、 手 が 動 く こ と を 後 で 言 っ た の で あ

とを本質とし、人情が避けて通れないものだ。楽しんだ時に

て発揮される（夫樂者樂也、人情之所不能免也、樂必發於聲

人のありようだ。音声や動作の変化によって人の性質がすべ

は、それが必ず声や音となり、身振りとして表現されるのが

る。

『禮記』（樂記）の引用で、原文にまったく同じ。

音、 形 於 動 靜、 人 之 道 也、 聲 音 動 靜、 性 術 之 變 盡 於 此 矣 ）
」
による。

−6−

「親に事ふるの實」以下は、『孟子』の上文の句である。

「 仁 眇 天 下 」 と 続 く「 義 眇 天 下 」 の 二 句 は『 荀 子 』
（王制

『莊子』
（大宗師）による。太古の「真人」は寝ても夢を見

篇）による。「仁徳が天下に行き渡るので天下の人はみな親

ず、覚めても心配ごとがなく、深い呼吸をすることを述べ、

以踵、衆人之息以喉）
」という。

「眞人の息は踵を以てし、衆人の息は喉を以てす（眞人之息

しむ。正義が天下に行き渡るので天下の人はみな貴ぶ。威厳
が天下に行き渡るので天下の人は対抗しようとはしない（仁
眇天下、故天下莫不親也。義眇天下、故天下莫不貴也。威眇

『毛詩』のいわゆる「大序」の「詩」の起源を述べた箇所

天 下、 故 天 下 莫 敢 敵 也 ）」 と あ る。
「 眇 」 を 楊 倞 は「 盡 」 と

に よ る。
「 詩 は 志 の ゆ く 所 な り（ 詩 者 志 之 所 之 也 ）」 に 始 ま

故永歌之、永歌之不足、不知手之舞之、足之蹈之也）
」とあ

り（情動於中而形於言、言之不足、故嗟歎之、嗟歎之不足、

歌して足らざれば、手の之を舞ひ足の之を蹈むを知らざるな

之を嗟歎す。之を嗟歎して足らず、故に之を永歌す。之を永

り、
「情、中に動きて言に形はる。之を言ひて足らず、故に

し、「天下の人々すべてが王者の仁徳を慕う（盡天下皆懷其

者は深遠なことも卑近なことも平等に把握する（大知觀於遠

「觀遠近」『莊子』（秋水篇）に「大いなる認識力を持った

注に拠っていると考えて釈した。

は王念孫の説（『讀書雜誌』八之三）であるが、
「訓義」は楊

仁）」と解釈する。「眇に盡の訓はなく、高遠の意である」と

9

4

－－
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人の性は、流通すれば生まれ、閉塞すると失われてしまう。音

天 下、 由 智 之 實、 其 大 至 於 觀 遠 近、 由 禮 之 實、 其 節 至 於 同 天

可已乎。故由事親之實、至於仁眇天下、由從兄之實、至於義眇

生則樂。樂則安、安則久、久則天、天則神。樂之生也如此、其

樂記曰、致樂以治心、則易直子諒之心油然生矣。易直子諒之心

る。天道に一致すれば神明にかなう 」とある。このようにして

れば安定し、安定すると長続きする。長続きすれば天道に一致す

素直で慈愛があり誠実な心が生まれると、楽しくなる。楽しくな

と、平らで素直で慈愛があり誠実な心が自然と生まれる。平らで

むものである。
「楽記」には「音楽を万全に実践して心を整える

楽 は 人 の 性 か ら 生 ま れ る も の で あ り、 そ の 生 ま れ る 根 源 を 楽 し

地、樂之生不已而極於日新之盛、則天機自動、所造皆適。足不

楽しみの感情が生まれるのだから、止めることができようか。こ

人之性、流通則生、厭塞則熄。樂出於性、樂其所自生者也。

知所蹈 、手不知所舞、而有盡性術之變。豈非眞人之息以踵而

う い う わ け だ か ら、
「 親 に つ か え る 」 か ら 出 発 し て「 仁 は 天 下

而 形 於 外、 則 始 而 有 終、 故 先 手 舞 後 足 蹈。 孟 子 言 樂 之 生 惡 可

詩序言手之舞之足之蹈之、與孟子不同者、蓋詩序言情動於中

ない」から出発して、認識能力の大きさは「遠近を観る 」にま

て「義は天下にあまねく行き渡る」にまで拡大し、
「仁義をすて

に あ ま ね く 行 き 渡 る 」 に ま で 拡 大 し、
「兄に従う」から出発し

ず「日々新たになる 」という旺盛な状態にまでなると、自然の

造化の作用がおのずから動き始め、すべてが心にぴったり合い、

足はどこを踏んでいるのかわからず、手は何を舞っているのかわ

か ら ず、 人 の 本 性 が 残 ら ず 満 足 さ れ る の で あ る。「 真 理 を 体 得

した人は踵の底で呼吸する 」ので、自然の造化の作用がこのよ

ぞ已む可けんとならば則ち足の之を蹈み、手の之を舞ふを知ら

樂しめば則ち生ず。生ずれば則ち惡んぞ已む可けんや。惡ん

楽を論じてこのようなことに言及するのは、根源に復帰し、基本

うに働き出す（足がかってに動く）のではなかろうか。孟子が音

「 詩 序 」 に は「 手 の 之 を 舞 ひ、 足 の 之 を 蹈 む 」 と あ り、 孟 子

9
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天機發於此歟。孟子言樂及於是、亦歸根反本之意也。

已、則終而有始、故先足蹈後手舞。

地と同じ 」にまで至るのだ。楽しむ心が生まれ、それが中断せ

で拡大し、
「仁義の実践を楽しむ」から出発して、「その筋目は天

4

3

6

［校勘］
「舞之也」 諸本同じ。現行本『孟子』には「也」の字が無

い。
「所蹈」 方濬師本「所造」に造る。

5

－－

1

2

b

に戻ることを主張しているのだ。

［訳］

7

a
b
ざるなり。
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『孟子』（盡心章句上）の語。
「君子には三つの喜びがある

が、天下に王者として君臨することはそれに含まれない。父
母 が 健 在 で 兄 弟 が 無 事 で あ る こ と が 第 一 の 喜 び（ 君 子 有 三
樂、而王天下不與存焉、父母倶存、兄弟無故、一樂也）
」と
ある。
以下の「文」と「質」をめぐる論述は『論語』
（雍也）を

踏まえる。「質が文にまさると野蛮で、文が質にまさると役
人だ。文と質が美しく調和してこそ君子だ（質勝文則野、文
勝質則史、文質彬彬、然後君子）
」とある。
墨子の「兼愛」の主張を批判した孟子の言説は、
「滕文公

是無君也）
」とあるのによる。

『孟子』
（公孫丑章句上）による。孟子は「義は内から生ま

れるもので、外にあるものを取り入れるのではない」という

趣旨を述べ、続けて「私が告子はまだ義を理解していないと

したのは、義を外にあるものとしているからである（我故曰

告子未嘗知義、以其外之也）
」と評している。

『孟子』
（滕文公章句下）による。仲子は斉の陳仲子。仲子

を清廉な人物だとする匡章に孟子が反論する一節である。陳

仲子の家は代々斉国に仕える名家で、彼の兄は高禄を得てい

るが、仲子はそれを「不義の禄」と考え、家を出てあえて貧

困に身を置いた。孟子はこの行為を「兄を避けて母を離れる

（辟兄離母）
」誤ったもので、
「ミミズに生まれ変わらなくて

巧と利益を捨て去って人間本来のありかたに復帰すべきこと

の主張である。染めていない絹（素）と切り出したままの材

木（樸）を身につけることでそれを実践することを述べてい
る。

樂 則 生 矣。 生 則 惡 可 已。 惡 可 已、 則 不 知 足 之 蹈 之、 手 之 舞 之
也 。

−4−

章句下」に見える。「墨子の〈兼愛〉の主張は父をないがし
ろにすることだ。父と主君をないがしろにするのは鳥獣であ

は 自 分 の 主 張 は 全 う で き ま い（ 蚓 而 後 充 其 操 者 也 ）
」と激し

『老子』
（王弼本十九章）による。聡明と知識、仁と義、技

く指弾している。

る（墨氏兼愛、是無父也、無父無君、是禽獸也）
」とある。
『孟子』（滕文公章句上）による。墨子の学説を奉じる夷之

なる者を孟子が批判する一節である。夷之は「儒者の主張で
は『 古 人 は 親 が 赤 子 を 愛 す る よ う に 人 民 を 治 め た 』 と い う
が、どういう意味だろう。私が思うに、そもそも愛情に差別
はないはずだから、さしあたりは身近な肉親への愛から始め
ようということに過ぎないのではないか（儒者之道、古之人
若保赤子、此言何謂也、之則以爲愛無差等、施由親始）
」と
述べ、孟子がこれを非難している。
『孟子』（滕文公章句下）に、「楊朱の〈自分のためにする〉

という主義は、君主をないがしろにするものだ（楊氏爲我、

12
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か。
音楽は、天を楽しむのが至高のありかたであるが、仁義は人の
道に属するものである。それゆえ音楽を論じるにあたってわざわ
ざ「 こ の 二 者（ 仁 と 義 ） を 楽 し む 」 と 言 っ た の で あ る。 と こ ろ
で〈花〉とは、そこから〈実〉ができるものである。
〈花〉だけ

［注］

『莊子』
（ 馬 蹄 篇 ） に よ る。
「道徳がすたれていないのなら

仁義など必要あるまい。人間の本来の性情が発揮できている

な ら 礼 楽 な ど 必 要 あ る ま い（ 道 徳 不 廢 、 安 取 仁 義 、 性 情 不
離、安用禮樂）
」とある。

で〈 実 〉 が な い の は「 文 が 質 に 勝 る 」 こ と に な り、
〈実〉だけ

力 は 道 の 華 で あ る が、 愚 か な こ と の へ 出 発 で あ る。 よ っ て

原文は「前識」
。
『老子』（王弼本三十八章）に「予見する

で〈 花 〉 が な い の は「 質 が 文 に 勝 る 」 こ と に な る。 堯・ 舜 の 世

大丈夫は厚い所に身を置いて薄っぺらな所にはとどまらず、

〈実〉を守って〈華〉に近づかない（前識者道之華、而愚之

か ら 周 王 朝 ま で は、 装 飾 と 実 質 の 調 和 が と れ て 美 し く 輝 い て い
た。周が衰微すると、天下こぞって過剰な装飾によって実質を滅

始。是以大丈夫處其厚、不居其薄、處其實、不居其華）」と

る。ちょうど生物の生成の循環のようなものである。春には花が
開 い て 根 元 を 離 れ、 秋 に は そ の 花 が 散 っ て 果 実 と な る。 孟 子 は

る の で、
「 訓 義 」 も こ れ を 踏 ま え て い る と 思 わ れ る が、
『老

子』では「華」と「前識」が否定的に扱われており、趣旨が
異なる。

『孟子』
（盡心章句上）の語。「幼児も自分の親を愛するこ

とを知らぬ者はなく、成長すると兄を敬うことを知らぬ者は

な い。 親 に 親 し む の は 仁 の 徳 で、 長 上 を 敬 う の は 義 で あ る

（ 孩 提 之 童、 無 不 知 愛 其 親 者。 及 其 長 也、 無 不 知 敬 其 兄 也。

親親仁也、敬長義也）
」とある。

『禮記』
（樂記）に、
「父子の親愛を合わせ、長幼の序列を

求する当時の悪弊を改めようとしたのである。老子が道徳につい

天子如此、則禮行矣）
」とある。

ば礼が行き渡る（合父子之親、明長幼之序、以敬四海之内、

明らかにし、天下を敬愛する。天子みずからそのようであれ

趣旨は同じである。

て論じて「素絹を身に着け白木の装飾品を持つ 」と言ったのと

「仁義の果実」を取り上げて言うことによって、些末なことを追

ある。
「前識」が「華」と「実」の比喩とともに語られてい

ぼしてしまった。墨子の「他者を博く愛す 」の教えを広めた結
果、あの夷之のように「仁の〈実〉
」があるのを知らぬ者があら
わ れ た 。 楊 朱 の「 た だ た だ 自 分 の 利 益 を 考 え る 」 の 教 え を 広
があらわれた 。この風潮はついに、仲子の母を棄てる不仁、兄

めた結果、あの告子のように「義の〈実〉
」があるのを知らぬ者

9

4
12
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を 避 け る 不 義 に ま で 至 っ た 。 こ う し た わ け で 孟 子 は、
「仁義の
11
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〈花〉」から戻って「仁義の〈実〉」に復帰させようとしたのであ
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「宋陳暘撰」の一行がある。方濬師本には「宋宣徳郎秘書省

か 」
〔 と 荘 周 は い う。
〕 仁 義 は 道 徳 か ら 出 た も の で あ り、
〔仁義

は〕礼楽の〈体〉である。礼楽は性情から出たものであり、
〔礼

楽 は 〕 仁 義 の〈 用 〉 で あ る。
「 仁 」 は 愛 す る こ と で あ る。 そ の

正字陳暘譔」の一行がある。

〈根本〉は「孝」にあり、その〈実〉は親に仕えることとして具

「離婁上」 諸本「離婁下」に作るが、本条および続く「樂

則生矣」条はいずれも『孟子』の「離婁章句上」に属する。

体化する。したがってこれを君主に仕えることに応用するのはす

べ て「 仁 の〈 花 〉
」 な の で あ る。
「 義 」 は 宜（ 正 し い こ と ） で あ

よって改めた。
同上。

訓義）も『莊子』の同じ句を引くが、そこでは『莊子』に同

作る。また『樂書』の巻十三（禮記訓義）
、巻八十五（論語

（馬蹄篇）の引用であるが、現行『莊子』は「道徳不廢」に

〈花〉は儀礼の偉容や作法として具体化する。「楽」の〈実〉は仁

る。
「礼」の〈実〉は仁義を整備して装飾することにあり、その

解することにあり、その〈花〉は予見する能力 として具体化す

は す べ て「 義 の〈 花 〉
」 な の で あ る。
「 智 」 の〈 実 〉 は 仁 義 を 理

して具体化する。したがってこれを長上を敬うことに応用するの

る。その〈根本〉は「悌」にあり、その〈実〉は兄に従うことと

じく「不廢」に作る。よってここの「不散」は刊刻の誤りと

義を楽しむことにあり、その〈花〉は音楽の演奏として具体化す

「智之實」 四庫全書本「知之實」に作る。

考え「不廢」に改めた。ただし「道徳不散」のままで意が通

る。

ふ、是れなり。智の實は斯の二者を知りて去らざる、是れなり。

孟子曰く、「仁の實は親に事ふる、是れなり。義の實は兄に從

はうまく行われる 」ということが、ここの「礼の果実は仁義を

うか。
「父と子の親愛の情を合わせ長幼の序を明らかにすれば礼

とが、ここの「智の実は仁義を理解することにある」ではなかろ

「 道 徳 不 廢 」 諸 本「 不 散 」 に 作 る。 以 下 四 句 は『 莊 子 』

じないわけではない。

「幼児でさえも自分の親に親しむことを知らぬ者はいない。成

長すると、自分の兄を敬うことを知らぬ者はいない 」というこ

禮の實は斯の二者を節文する、是れなり。樂の實は斯の二者を樂

整備して装飾するすることにある」ではなかろうか。「父母とも

［訳］

しむ、是れなり」と。

3

て天下に君臨することは君子の喜びには入らない 」ということ

に 健 在 で 兄 弟 に 事 故 が な い こ と を 君 子 は 喜 び と す る。 王 者 と し
「道徳がすたれないのなら、仁義など必要だろうか。性情が正

が、ここの「楽の果実は仁義を楽しむことにある」ではなかろう

−−



しいありかたから離れることがないのなら、礼楽など必要だろう
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陳暘孟子訓義校釈（四）

萬章下
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樂書巻第九十四
孟子訓義
萬章上

離婁上

児 玉 憲 明

在於知仁義歟。合父子之親、明長幼之序、則禮制行矣。豈非禮

之實在於節文仁義歟。父母倶存、兄弟無故、君子樂之、雖王天

下、不與存焉。豈非樂之實在於樂仁義歟。

樂以樂天爲至、仁義則人道也。故於樂特言樂斯二者而已。今

夫華者實之所自出、華無實則文勝質、實無華則質勝文。自堯舜

至於周、其文質未嘗不彬彬也。周道衰、天下以文滅質、述墨氏

−−

離婁上

孟子曰、仁之實、事親是也。義之實、從兄是也。智之實 、知

不知有義之實。其流至於仲子離母之不仁、避兄之不義。故孟子

兼愛之道、如夷之而不知有仁之實、述楊氏爲我之道、如告子而

也。

反仁義之華、而歸之實。猶物生之運、春則榮華而去本、秋則落

其華而實之者也。孟子言仁義之實、以救當世逐末之弊。與老子

［校勘］

言道徳終於見素抱樸同意。

義者宜也、其本在悌、而其實見於從兄、則凡移之於從長者、皆

四 庫 全 書 本 は、
「 樂 書 巻 九 十 四 」 と「 孟 子 訓 義 」 の 間 に

行がある。

「 樂 書 巻 第 九 十 四 」 四 庫 全 書 本 は「 樂 書 巻 九 十 四 」 に 作

義之華也。智之實在於知仁義、而其華見於前識。禮之實在於節

る。また四庫全書本にはこの行の前に「欽定四庫全書」の一

孩提之童無不知愛其親、及其長也無不知敬其兄。豈非智之實

奏。

文 仁 義、 而 其 華 見 於 威 儀。 樂 之 實 在 於 樂 仁 義、 而 其 華 見 於 節

其本在孝、而其實見於事親、則凡移之於事君者、皆仁之華也。

徳、而爲禮樂之體、禮樂出於性情、而爲仁義之用。仁者愛也、

道 徳 不 廢 、 安 取 仁 義、 性 情 不 離、 安 用 禮 樂。 仁 義 出 於 道

斯二者弗去是也。禮之實、節文斯二者是也。樂之實、樂斯二者是

e

a

b

－－

a
c

b
d

f

執筆者紹介
秋

孝道

新潟大学人文学部 准教授

児玉 憲明

新潟大学人文学部 准教授

笹川 壽昭

新潟大学非常勤講師

高橋

新潟大学非常勤講師

歩

高橋 正平

新潟大学人文学部 教授

辻

照彦

新潟大学経済学部 准教授

本間 伸輔

新潟大学教育学部 准教授

村上 吉男

新潟大学人文学部 教授

編集後記
『新潟大学言語文化研究』はこれまで13号を数え、印刷発行をしてき
ましたが、今年から諸般の事由により、新潟大学学術リポジトリとして
インターネットを通して発行することにしました。
『新潟大学言語文化
研究』第14号は記念すべき論集となりました。投稿された諸先生方には
深く感謝致します。新潟大学学術リポジトリとして論文を公表すること
はサーチエンジンで部外者は検索でき、その意味でリポジトリはこれま
でにない大きな意味を持っています。引き続き各先生方のご協力を願っ
て止みません。なお、本年度はもう一回論集を発行する予定でいます。
各位のご投稿をお待ちしています。
編集委員 高橋 正平

新潟大学 言語文化研究
第14号
2009年６月31日発行
新潟大学
〒950－2181

新潟市西区五十嵐二の町8050

編 集 委 員 高橋

正平（人文学部）

吉田和比古（法学部）
印

刷 共立印刷株式会社
〒950－0971
新潟市中央区近江２丁目16番15号

Niigata Studies in Foreign Languages and Cultures
No.14

CONTENTS

Articles
Takamichi AKI:
A Preliminary Study on the Wh-Cleft Construction in English ……………………………… 1
Shinsuke HOMMA:
Two Types of Possessor Passive in Japanese and the Inalienable
Construction in English and French ……………………………………………………………11
Noriaki KODAMA:
Chen Yang’
s Mengzi-xunyi (4) ………………………………………………………………… 1＊
Yoshio MURAKAMI:
WEIL’
s View of the Body (Supplement III) ……………………………………………………19
Ayumi TAKAHASHI:
Self-perception of English Ability: Is it related to proficiency and/or class performance?
………………………………………………………………………………………………………39
Shohei TAKAHASHI:
Thomas Fitzherbert’
s Criticism of Machiavelli …………………………………………………49
Teruhiko TSUJI:
Eno’
s Advertisements in the Strand Magazine ………………………………………………………67
Translation
Hisaaki SASAGAWA:
Robert Henryson: The Testament of Cresseid ……………………………………………………75

June 2009
Niigata University, Japan

