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『神曲』の形式《シュンメトリア》
～四項類推と空間転写～

藤　谷　道　夫

序　シュンメトリア（symmetria）とは何か
『神曲』は宇宙の縮図として構築されている。そして宇宙は《対称性》を

備えていることから、『神曲』も《対称性》を内包している。ここで言う《対

称性》は単なる左右対称を指すだけではなく、次のウィトゥルーウィウス

の説明に見るように、もっと広い概念を意味している。

「シュンメトリアとは、作品それものの部分から生じる調和ある一致であ

り、個々の別々な部分から全体の形姿に至るまでが、ある一定の部分に照

応す る こ と で あ る。symmetria 1 est ex ipsius operis membris conveniens 

consensus ex partibusque separatis ad universae figurae speciem ratae partis 

responsus 」

～ウィトルーウィウス『建築論 De Architectura』第 1巻第 2章 4 ～

シュンメトリアとは、ある系における《調和ある一致》であり、部分と全

体が同じ秩序パターンに従っていることを意味する。そのため、本論では

われわれが普通に使う狭義の意味での左右対称を《シンメトリー》と呼び、

上述の広義の場合を《シュンメトリア》と呼ぶことにする。シュンメトリ

アを訳せば、場合に応じておおよそ三つの訳が可能となるだろう。

1 ギリシャ語の《ϭυμμετρία（美と善の特質の一つである）「均整」、「ふさ

わしい関係」、「調和」、「比（例）」の意味》に由来する。
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A  鏡映対称

B  自己相似性の構造　

C  システム構造

　（詳しくは、31-32頁参照）

本論において日本人がこれまで見逃し、一度も省みられることがなかった

ヨーロッパ文学伝統の一端を紹介してみたい。

　さて、紀元前 1世紀のアウグストゥス時代の建築家ウィトルーウィウス

は『建築論』第 3巻第 1章で人体もシュンメトリアで構成されていると述

べている。筆者の身体を例に挙げながら引用してみよう。

　「顎から額の髪の生え際までの顔面［17cm］は身体［172cm］の 10分

の 1 であり、同じく掌
たなごころ

から中指の先端まで身体の 10分の 1 である。胸の

中
みぞおち

央から頭頂までが身体の 4分の 1［43cm］であり、腕（手を含まない）

の長さも背丈の 4分の 1 でできている。足は背丈の 6分の 1 であり、胸の

一番上［首］から頭髪の生え際までが 6分の 1［28 6cm］などでできており、

昔の有名な画家や彫刻家はこうした比を用いて限りない賞賛を博した。」

　つまり、身体の各部は全体との関係において別な各部と同じ比を持って

いるということであり、異なる部分に同じパターンが見出されることを述

べている。ウィトルーウィウスは、この後、この照応関係は建築にも同様

に当てはまると議論を展開していく。一方、ダンテにおいてこの照応関係

は自然界や世界に、従って『神曲』という作品にも当てはまることになる。

1. 1.『神曲』の構築原理としてのシュンメトリア
　ダンテがなぜシュンメトリアを『神曲』の中に根本原理として組み込ん

だのか、その考え方を手短に説明しておこう。

　神は宇宙を創造した。その結果、子が親に似るように、この宇宙は神に

似ることになる。宇宙を神に似せるこの形式がシュンメトリアである。こ

のシュンメトリアの形式のおかげでこの宇宙は神に似ることになる。換言
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すれば、神と宇宙に共通する形式・特質がシュンメトリアと言える。キリ

スト教中世では、万物は神の被造物であるがゆえに、万物には神の性質が

刻印されていると信じられていた。解り易く言えば、万物すべてに目に見

えない文字で製造者の名前が made by God と刻印されているようなもので

ある。神は偉大なる《秩序》であることから、神がこの世界を創った以上、

世界には必然的に偉大な《秩序》が宿っていることになる2。森羅万象に

は神の性質が宿っているからである。

「ベアトリーチェは話し始めた、『あらゆる事物には、互いに

照応しあう秩序があります。そしてこれこそが、宇宙を

神に似せる形式なのです［→この形式によって宇宙は神に似るのです］。』

e cominciò:”Le cose tutte quante 

hanno ordine tra loro, e questo è forma

che l’universo a Dio fa simigliante ”」     　　　　 ～天国篇第 1歌 103-105 ～

神はまた《調和》そのものでもあるため、この宇宙にも《調和》が見出さ

れる。その結果、この宇宙のどこを輪切りにしても、どんな細部を切り取っ

ても神の刻印が見出され、そこに《調和》と《パターン》～すなわち、シュ

ンメトリア～が見出されることになる。宇宙を神に似せる形式、これがシュ

ンメトリアであり、これによって宇宙は神に似る。この考えを徹底して推

し進めた究極の作品が『神曲』である。ダンテ自身、神を映す紙片は木の

葉のように全宇宙にばらばらに散らばっているため、人間は一巻の書物と

して自然のこの偉大で神聖なパターンを読み込むことができないと述べて

いる。（この比喩において「紙片」は知識の断片を意味する。）

2 後にケプラー（1571-1630）やニュートン（1642-1727）たちがこの神の

秩序を宇宙に見出そうと研究をしたものが近代の天文学や物理学となっ

たのであり、彼らの動機は神の《秩序》の探索であった。

207907_帝京_外国文学論集-6校.indb   93 2012/03/19   16:20:13



帝京大学外国語外国文学論集　第 18 号

― 94 ―

「その光の深奥の中に、私は見た。　 

全宇宙に散らばったものすべてが、 

愛によって一巻の書物に綴じられているのを。

Nel suo profondo vidi che s’interna

legato con amore in un volume,

ciò che per l’universo si squaderna 」　　　　　　  ～天国篇第 33歌 85-87 ～

『神曲』においてシュンメトリアは、《数》（数的形式 3）や《形》（幾何学

的形式 4）として表出されることもあれば、《言葉》や《レトリック》とし

て示されることもある。『神曲』のどこを切り取ろうとも、あらゆる次元、

あらゆるレベルの表現に必ず何らかの形でシュンメトリアが隠されてい

る。神がこの大宇宙を創造した《作者 Author》であるように、詩人は作品

という小宇宙を創造する《作者 author》だからである。このため、この大

宇宙を映し出す『神曲』のどんな細部を切り取ってもシュンメトリアが現

われ出ることになる。

A神（作者）：B宇宙（作品） ＝ C ダンテ（作者）：X『神曲』（作品）

 　 ∴宇宙（マクロコスモス）＝『神曲』（ミクロコスモス）

　　   　　∴宇宙の支配原理 ＝ symmetria ＝『神曲』の支配原理

　　　 　　　  　　　　　（神に似せる形式）

3 詳しくは拙論「ダンテ『神曲』の数的構成について」、『帝京大学外国語

外国文学論集』第 14号（2008年）、pp  45-90 を参照。

4 詳しくは拙論「ダンテ『神曲』の幾何学的構成について」、『帝京大学外

国語外国文学論集』第 15号（2009年）、pp  27-64 を参照。
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　上記の図式に示されるように、《四項類推 four-term analogy》5という推論

形式がダンテの思考の特徴である。つまり、A の B に対する関係は、C の

X に対する関係に等しい。これはダンテの作品すべてに出てくる思考形式

である。ここでシュンメトリアの機能全般についてまとめておこう。

1. 2. シュンメトリアの機能
【A  鏡映対称】《狭義》

①シンメトリー構造。

②反射光学による鏡映対称。

③キアスムスなどの文学的レトリック。

【B  自己相似性の構造】6《広義》

5 「類推は、この語が一般に解されているように、二つの事物の間の不完

全な類似を意味するのではなく、互いにまったく類似していない二つ

の事物において別々に成立する二通りの関係の間の完全な一致を意味

す る。Analogie bedeutet nicht etwa, wie man das Wort gemeiniglich nimmt, 

eine unvollkommene Ähnlichkeit zweier Dinge, sondern eine vollkommene 

Ähnlichkeit zweier Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen 」（ カ ン

ト『プロレゴメーナ Prolegomena zu einer jeden künftigen Mataphysike, die 

als Wissenschaft wird auftreten können』第 58節、岩波文庫、篠田英雄

訳、224-225頁）。この四項類推はボエーティウスが「最小比例 minima 

proportio」（すなわち、A：B = B：C）と呼ぶものに等しい。四項類推

と呼ぶ方が説明しやすいので、便宜上、この言い方に基づいて解説を

進めていく。なお、 四項類推については、Joseph Campbell, The Flight of 

the Wild Gander: Explorations in the Mythological Dimension Selected Essays 

1944-1968, New World Library, 2002, pp  50-51 の解説も有益である。

6 系の自己相似性とは、ある構造やプロセスの特質が異なる空間スケール
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最小から最大まで同一の秩序パターンが繰り返される。部分にも全体にも

同じ形姿（比）が見出され、部分に全体が照応する構造。（現代のマンデ

ルブロー集合やフラクタル構造7、ホログラフック構造に相似している。）

【C  システム構造】

システムの中に別のもっと小さなシステムが働いている階層構造。

まず、最も単純な狭義のシンメトリーである《鏡映対称》の例から始めて、

その応用を順次見ていくこととする。

や時間スケール（あるいは表現次元）で類似していることを言う。例えば、

小腸の形態 を異なる倍率で顕微鏡で観察する時、倍率の大小にかかわ

らず、それぞれの構造 はよく似ており、自己相似性を示す。（A  L  ゴー

ルドバーガー / D R  リグニー / B J  ウエスト「身体の中のカオスとフラ

クタル」、『複雑系がひらく世界（別冊日経サ イエンス 120）』、日経サイ

エンス社、1997年、35頁）こうした観察から自然界は自己相似性を宿

していることが知られている。

7 マンデルブローによって初めて認識されたフラクタルは幾何学的な意味

でのフラグメントから構成され、それぞれの構成フラグメントは、形は

同じでも大きさと方向がそれぞれ異なっている。例えば、顕微鏡でフラ

クタル構造を有する神経細胞を低倍率で観察すると、細胞体から伸び出

て非対称的に複雑に枝分かれした樹状突起が見られるが、更に倍率上げ

て観察すると、今度は樹状突起の各枝が更に細かく枝分かれしているの

が見える。このように顕微鏡の倍率を順に上げてゆくと、更に細かい似

たような枝分かれが異なったレベルで次々に観察できる（ibid ）。こう

した例に見るように、すべてのフラクタルは《自己相似性》と呼ばれる

異なる様々なレベル（次元）で相似する内容を持つ無数の類似構造から

成り立っている。
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2. 1. 鏡映対称と四項類推《 A：B = C：D（x）》の結合
以下に示した詩行は煉獄篇第 15歌の冒頭である。『神曲』百歌中、最も面

白くないとされる歌章だが、もし一番面白くない歌章が面白ければ、残り

の歌章はみなこれより面白いことになるだろう8。

「Quanto tra l’ultimar de l’ora terza 

e’l principio del dì par della spera

che sempre a guisa di fanciullo scherza, 

   tanto pareva già inver’ la sera

essere al sole del suo corso rimaso;

 vespero là, e qui mezza notte era 

第三時の終わり①と一日の始め②の間に

いつも子供のように戯れる鏡［太陽］が

姿を現しているのと同じほど、太陽は

日暮れ③までの道のりを残しているよう

に思われた。即ち、浄罪界では夕暮れ、

イタリアでは真夜中であった④ ｡

～煉獄篇第 15歌 1-6 ～

① 第 3時課（午前 9時）：聖務日課と呼ばれる時間区分。

② 朝課（午前 6時）：中世では 1日は 4 つ～朝課・第 3時課・第 6時課・

第 9時課～に区分され、教会の鐘は 1日に 4回鳴らされていた。

③ 第 9時課（午後 6時）

④ 煉獄界が午後 6時の時、イタリアと煉獄界は経度にして 135度の違いが

あるため、イタリアは午前零時となる。

「現在は午後 3時である。」これが作者が言おうとする字義的な意味だが、ダ

ンテはすぐには了解できないような非常に回りくどい表現を行なっている。

8 この歌章について詳しくは拙論 “Dalla legge ottica alla poesia: la metamorfosi 

di «Purgatorio» XV 1-27”, «Studi danteschi», vol  LXI（1989）, pp  153-185, 

Società Dantesca Italiana  および拙論「『神曲』における光学から神学への

変容～浄罪篇第 15歌～」、『イタリア学会誌』第 49号（1999年）、pp  17-

43、イタリア学会編を参照。
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腕時計の恩恵 9に浴さない中世の人であるダンテは昼は太陽の位置で、夜は

星座の位置で時刻を指示する。これまでどの研究者も指摘してこなかったが、

この詩行からまず解ることは、これは古典の本歌取りだということである。

「　　　　　　　　中天高く昇った太陽は、

今まで辿ったのと同じほど、これからの道のりを残している。

 　medio cum Sol altissimus orbe 　

tantum respiceret, quantum superesse videret 」

～オウィディウス『変身物語 Metamorphoses』第 11巻 523-4 ～

オウィディウスは太陽が中天にあって、今まで辿ってきたのと同じだけの

道のりをこれから辿ると述べて、現在時刻を示している。オウィディウス

のレトリックは太陽が中点に達していることしか伝えておらず、時刻を示

す以上の意味はない。次の引用も同じく「真昼の正午」を指している。

「すでに太陽は、来るべき夜と過ぎ去った夜との中間に位置し、両方か

ら等しい距離にあった。Iamque fere medius Titan venientis et actae / noctis 

erat, spatioque pari distabat utrimque 」

～オウィディウス『変身物語 Metamorphoses』第 10巻 174-5 ～

時間指示しか意図していないため、オウィディウスはたった 2行しか当て

ていない。これに対して、ダンテは「午後三時」と言うために 6行も費や

している。これは、ダンテが詩人である限り、オウィディウスを踏襲しな

がらも、オウィディウス以上のことを意図していることを暗示している。

9 ゼンマイ式の携帯時計ができるのは 17世紀とされており、クリスチャ

ン・ホイヘンス（Christiaan Huygens：1629-1695）かロバート・フック（Robert 

Hooke：1635-1703）が発明したと言われている。
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すなわち、オウィディウスとは別の意図～時刻指示を行なう以上の意図～

をダンテは持っているということである。

　煉獄篇第 15歌冒頭の太陽は「鏡 spera」に喩えられている。「いつも子

供のように戯れて遊ぶ太陽」とは、子供が手鏡を使って光を反射させて

遊ぶように、神の光を反射させて地球を照らす太陽を指している。実際、

煉獄篇第 4歌 62行でダンテは、太陽が鏡のように光を反射する性質を持

つがゆえに太陽を鏡に喩えて「上へ下へと自身の光を運ぶあの鏡 quello 

specchio che sù e giù del suo lume conduce」と述べている。つまり、太陽

は北回帰線と南回帰線とを上下しながら神の光を惜しみなく自身の身体を

使って地上に反射させる宇宙の鏡とされる。しかし、太陽が神の鏡だとい

うことと、この詩行の時刻と何の繋がりがあるのだろうか。それについて

は後で解説するとして、当該の詩行の解説に戻ろう。

　また次に、この詩行ではオウィディウスの詩行（第 11巻 523-4）と同様、

「～と同じほど…tanto~quanto（tantum ~ quantum    ）」という同等 ･ 同量関

係を示す表現が用いられ、空間の同量関係が時間的同量関係に置き換えら

れている。（時間は空間内の運動であるとダンテはみなしている。）ダンテ

の詩行を図示すると、以下のようになる。

 

 E 

B 9 時 

A 6 時 

15 時 D 

18 時 C 
O 

（X） 

図 1
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AB の円弧と CD の円弧が同じになることより、現在時刻の D点が演繹さ

れる。つまり、三つのデータが入力された時、D点という X が判明する四

項類推の形式が用いられている。詩行の続きを読んでみよう。

「すると、光が私たちの面にちょうど射込んできた。山は私たちによって

随分と巡られ、私たちはすでに日没の方向へ直進していたからだった。そ

の時である。私は、自分の額が輝きによって、前よりも遥かに強く圧され、

重くなるのを感じた。この未知の現象に驚き打たれた私は、眉の先へと手

をかざし、影を作って、眼に過ぎたる光を削り減らした。」

～煉獄篇第 15歌 7-15 ～

「Come quando da l’aqua o da lo specchio 

salta lo raggio a l’opposita parte, 

salendo su per lo modo parecchio 

   a quel che scende, e tanto si diparte 

dal cader de la pietra in igual tratta,

sì come mostra esperienza e arte; 

   così mi pareva da luce rifratta 

quivi dinanzi a me esser percosso;

per che a fuggir la mia vista fu ratta 

ちょうど、光線が水または鏡から

反対方向へと跳ねる時、降りゆく

角度と同じ角度で上に昇りゆき、

石の落下線10から等しい間隔に分か

れ出るように、（実験と学術が示す

ところだが）それと同様に、私は

自分の前に反射した光によって打

たれたように思われた。それで、

私は素早く視線を逸らした。」

～煉獄篇第 15歌 16-24 ～

ここには、現代の小学校で習う反射の法則が述べられている。入射光と反

射光の角度は同じであり、光学法則においても円弧 AB は円弧 CD と等し

くなる。

10 「石の落下線」とは、アルベルトゥス・マグヌスの表現を借りたもので、

「垂直線 E・O」のこと。
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まぶしい午後 3時の太陽の光に重ねて、さらに天使の光がダンテの目を射

る。この時、ダンテはこの光が何であり、どこから来るのか目で確かめる

ことができないが、反射の法則から D点にある自分の目に入る光の出所Ｂ

点を導き出すことができる。つまり、上空からの天使の強い光（B点）が

地面（O点）に反射して自分の目（D点）を打った、と。この光の反射の

図式はダンテが冒頭で行なった図式と同じものである。ダンテは反射光学

の法則を詩の表現に援用するというオウィディウスにはない試みを行なっ

ている。しかし、一体何のためにだろうか。ダンテが時刻を指示するのに

反射の図式を使ったのは『神曲』中ここだけである。実はこの歌章をよく

見ると、この歌章すべてが反射の概念からできていることが判る。答えを

言えば、ダンテはこれを二つの意図から用いている。一つは、『神曲』の

旅路の《折り返し点》を示すためであり、一つは《嫉妬の克服》のためで

ある。前者が《比喩的な意味》を持つのに対して、後者は《道徳的 ･ 霊的

な意味》を持っている。まず前者の方から説明してみよう。ダンテは反射

の持つ対称性の概念を拡張し、『神曲』全体の構造に転写している。実は、

煉獄篇第 15歌というのは、話のプロットから見るとき、第 16歌と連結し

て『神曲』百歌中、前半最後の物語となる。さらに旅人ダンテが辿る地獄、

煉獄、天国の三界の道のりから見るとき、旅人ダンテが位置している場所
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は、全部で 30 ある旅路の場所のうちのちょうど 15番目に位置する。つま

り、ここでも前半最後の場所に当たっている。第 15歌の冒頭を思い出し

て頂きたい。詩人は「第三時の終わりと一日の始めの間に太陽が姿を見せ

ているのと同じだけ、太陽は日暮れまでの道のりを残している」と読者に

知らせているが、実は詩人はここで自身の歩みと太陽の歩みとを象徴的に

符合させているのである。つまり、太陽と同様、《旅人ダンテもまた今ま

で辿った道のりと同じだけ、神への邂逅までその道のりを残している》の

である。なぜダンテがあのような回りくどい言い方をしたのかがここから

説明される。『神曲』におけるダンテの歩みの半分にあたるこの第 15歌が

前半最後の場所を構成するがゆえに、ダンテは反射の法則を用いて、この

歌章が反射の起点、旅路の折り返し点となることを暗示していたのである。

実は、こうした読みをするように、ダンテ自ら読者に指示を与えている。

次の詩行では、まさに巡礼者11の往路と帰路が光の入射光と反射光に喩え

られている。

「　E sì come secondo raggio suole 

uscire del primo e risalire in suso, 

pur come pelegrin che tornar vuole,

反射光が入射光から跳ね返り、上へ

と昇ってゆく様は、ちょうど国へ帰ろう

と熱望する巡礼者のようだ」

～天国篇第 1歌 49-51 ～

さらにダンテは自分の現在いる場所（15番目）と現在の時刻（15時）と

歌章の番号（15番）を同時に符合させている。これが様々な次元やレベ

ルに働くシュンメトリアである。どこを切っても隠された照応関係が潜ん

でいる。次に、ここで光の反射を扱った意図について、すなわち霊的な意

味について簡単に触れておこう。物質宇宙が倫理的宇宙に呼応するダンテ

の世界では、物理的中間点はまた倫理的なメッセージを含んでいる。

11 『神曲』において登場人物ダンテは「巡礼者」とみなされる。
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　旅人ダンテは煉獄篇第 15歌で《旅の折り返し点》、すなわち《反射の起点》

に立っているが、これは、反射の起点を指し示すことで、ここから思考を

天的なものへ切り換える必要のあることを暗示している。天の法則、天の

理法は反射に見られる光の性質によって示されるからである。

「鏡を通して何かを見るとは、その似姿が映っている結果を通して原因を

見るということである。」　　　

～トマス・アクイナス『神学大全』II-II, q 180, a 3, ad 2 ～

「この光は自然的な理性に属するものである。そしてその中に神の似姿が

ある。Quod est lumen rationis naturalis, in qua est imago Dei 」      

～トマス・アクイナス『ローマ人への第二の手紙第 3講義  Lect.III.ad Rom.2』～

キリスト教中世の人々の思考に従えば、自然は神のメッセージを啓示する

コミュニケーション・ツールであり、神の意思を写す鏡である。従って、

人は光の性質の中に神が伝えようとするメッセージを汲み取らなければな

らない。（だからこそ中世では光学研究が盛んになされることになる。近

代科学が生まれたのはこのような土壌に依っている。当時の科学者は自然

の中に神のメッセージを読み取ろうとして自然を注意深く観察したのであ

り、それが近代科学を呼び起こした。）一方、第 15歌で論じられる命題で

ある《嫉妬》は、光の反射の性質の対極に位置するものである。ここがダ

ンテ的思考だが、反射の最も基本的な性質はまさに同角同等関係にある。

嫉妬のない天国界ではすべての存在は鏡となって神の光を受け、反射し返

す。これは、喜びには喜びを、悲しみには悲しみをという道徳的性質の物

理的な言い換えに他ならない。天国の住人は他人の喜びを自己の喜びとし、

他人の悲しみを自己の悲しみとする。共に悲しみ共に喜ぶ者の心の性質は

光の反射現象に喩えられる。なぜなら天国では《私》は《私たち》だから

である。しかし、地上や地獄ではこれとは正反対となる。地獄には《私た
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ち》はなく、あるのは《私 ego》だけである。嫉妬とは他人の不幸（悲し

み）を喜び、他人の幸福（喜び）を悲しむことと定義されるが、これが嫉

妬の心理的性質であり、光の反射を転倒させたものに他ならない。旅路の

中間点、反射の起点で旅人ダンテが学ばなければならないのは、まさに光

の反射に顕わされる神の霊的・天国的な性質である。神は光であることか

ら、反射現象も道徳的 ･ 霊的な意味を担っている。光の物理現象の中にこ

そ神の属性は最もよく示されるからである。（例えば、太陽は善人にも悪

人にも等しく無尽蔵の光を注ぐ。これまで太陽が光を注がなかった日は一

日もない。まさに太陽は神の惜しみなく与える性質を象徴していると解さ

れる。）この理由から、嫉妬を扱うこの歌章では意図的にすべてが反射の

イメージで構成されることになる。ダンテは嫉妬が起きる原因は人々が地

上の財産や地位に目を向けるからだと書いている。地上の財は有限である。

そのため他人がそれを取れば自分の分け前が減ってしまうことになり、そ

こで嫉妬が起きる。これに対して、光を受ける鏡はたとえその数が増えて

も、以前と同様、光を受け取ることができる。太陽にいくつ手鏡を向けて

も、受け取る光の量が減少することはない。逆に、鏡が受け取る総量は増

大することになる。冒頭で太陽が手鏡遊びをする子供に喩えられるのはこ

のためである。

「君がより多くの人々に分け与えれば与えるほど、その財産はいよいよ増

えてゆく。bona maiora fient, quo illa pluribus diviseris 」

～セネカ『人生の短さについて De breviate vitae』XV, 3 ～

まさに太陽は神であり、神に鏡を向ければ、神から受け取る光の量が減る

ことはない。（太陽光発電と同じで、世界中の人々が屋根にソーラーパネ

ルを乗せても、自分の受け取る分け前が減るわけではない。一方、原発で

生み出されるエネルギーに多くの世帯がアクセスすれば、各自の取り分は

減ってしまう。）神は人間の心の鏡に反射する性質をもっているとダンテ
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は言う。それゆえ、神へ心を向ければ、無尽蔵の霊的恵みが得られるため

嫉妬は生じない。（誰もが太陽光発電を行なえば、エネルギーに対する嫉

妬が起きないのと同じである）。天国では《私のもの》が《私たちのもの》

なのは、このためである。心の向きを地上的なものから天上的なものへと

変えること、それが反射の起点に課せられた霊的な意味であり、反射光の

性質に隠された天の理法が理解できない限り、旅人ダンテは次の段階へ進

めないのである。『神曲』の中心点を占める主題はまさに嫉妬であり、そ

の克服が天への上昇の起点となる。ダンテが意味もなくレトリックを使う

ことはなく、そこには必ずシュンメトリアの形式と霊的な意味が隠されて

いる。

　シンメトリーはレトリックとして様々な形で表わされるが、その一例が

キアスムス（交差対句法）と呼ばれるものである。後ろの部分を前の部分

の語順と逆にするこの手法は古代ギリシャに由来する古いレトリックだ

が、ダンテはこれにまったく異なる意味づけを行なってシュンメトリアの

地位にまで高めている。それまで単なるレトリック、文飾に過ぎなかった

このキアスムスにダンテは神の形式を見て取ったのである。

2. 2.《鏡映対称（反射）》＝《交
キ ア ス ム ス

差対句法 Χıασμός》
煉獄篇第 16歌で登場するマルコ・ロンバルドはすでに嫉妬の罪を浄化し

ているため、光の反射の霊的な意味を知っている。それで自己紹介を鏡映

対称（すなわちキアスムス）で行なっている。

Lombardo fui,   e   fu’ chiamato Marco: 

「私はロンバルドの生まれで、生前マルコと呼ばれた。」

  ～煉獄篇第 16歌 46（=16o terzina）～

また鏡映対称の典型的な例は、嫉妬の罪を清めて反射の光の性質を体得し
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ている第 14歌のグイード・デル・ドゥーカとリニエール・ダ・カルボリ

という二人の登場人物である。この二人は互いの会話において、鏡が受け

た光を等しく与え返すように、いつも互いに同じ量だけ話しをする。（vv  

1-3 ⇔ vv  4-6; vv  21-24 ⇔ vv  25-27）レトリック（すなわち形式）は、日

本語では否定的な意味で用いられがちだが、ダンテは霊的な意味で用いる。

ダンテにとってレトリックや形式は意味のないその場限りのものではな

く、意味の横溢であり、意味の圧縮を受けたものがレトリックとして形を

表す。先ほど扱った天国篇第 1歌 49-51 をもう一度例に取ってみよう。

「　E sì come secondo raggio suole 

uscire del primo e risalire in suso, 

pur come pelegrin che tornar vuole,

反射光が入射光から跳ね返り、上へ

と昇ってゆく様は、ちょうど国へ帰

ろうと熱望する巡礼者のようだ」

～天国篇第 1歌 49-51 ～

この細部を切り取ってみよう。「uscire del primo」は入射光を、「risalire」は

再び反射して上へ昇る反射光を意味しているが、この関係が文字の上にも

転写されている。ともに、「i」と「r」という同じ文字を二つ使って、二つ

のキアスムスを形作っている（ir | ri：ri | ir）。入射光と反射光は反対の関係

になるためであり、反射点を起点すると、一方（入射光）にとって終わり

であるものが、他方（反射光）にとっては始まりとなる。ダンテは内容を

形に表しているのであり、私が《空間転写》と名づけるレトリックである。

　シンメトリーはまた別の姿を取って表われる。それが《時系列反転法》（時

間の前後を倒置する修辞）と私が呼ぶものである。一般に《倒置法》と訳

されているが、それでは意味が解らないため、このように私は呼んでいる。

2. 3.《鏡映対称》=《時
ヒュステロン・プロテロン

系列反転法 ὕστερον πρότερον》
ところで、なぜダンテは第 15歌の冒頭で「一日の始まりと第三時の終わ

りの間に」と解り易く表現せずに、逆の言い回しをしているのであろうか。
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すなわち、《時系列反転法》を用いているのだろうか。

「一日の始まり［午前 6時］と第三時の終わり［午前 9時］の間に」

「第三時の終わり［午前 9時］と一日の始まり［午前 6時］の間に」

　興味深いことに、第 16歌の最終行（v  145）も、第 15歌の冒頭と同様、

《時系列反転法》が用いられている。「こう言って、もはや私の言うことを

聞こうともせず、彼は背を向けて戻って行った」と言うべきところを、時

間順序を反対にして、「こう言って彼は戻って行った。もはや私の言うこ

とを聞こうとはしなかったCosì tornò, e più non volle udirmi 」と述べている。

「こう言って、もはや私の言うことを聞こうともせず、彼は背を向け

て戻って行った。」

「こう言って彼は戻って行った。もはや私の言うことを聞こうともし

なかった。」

なぜダンテは時間順序を逆転させているのだろうか。煉獄篇の第 15歌と

第 16歌が一つのユニットを形成し、『神曲』の前半部最後を形作っている

と前述したが、これは光の反射点をこの両歌章が担っているからである。

反射の起点において何が起こるだろうか。反射の起点では入射光にとって

は終わりに、反射光にとっては始まりになる。実際、ダンテ自身『饗宴』

第 3巻第 14章 5 で「光は鏡面において終わる raggio   al primo corpo dove 

si termina」と述べている。これを霊的に言えば、古い自分が終わり、新し

い自分になる点が反射点である。ここでは前者にとって終点であるものが、

後者にとっては始点となる。まさに反射の起点では《前》は《後》に、《後》

は《前》に入れ替わる。ダンテは第 15歌と第 16歌で、『神曲』の反射点

が形作られ、『神曲』の道のりにおいて折り返しの起点となることをレト

リックの上でも暗示しようとしたのであり、そのため、第 15歌の冒頭と
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第 16歌の最終行を時系列逆転法で統一させたと考えられる。

　このように、シンメトリーは様々なレトリックに転用されるが、次にシ

ンメトリーから産み出されるもう一つの形式に注目してみよう。すなわち、

前述した A対 B の関係は C対 D の関係に等しいというものである。シン

メトリーは四項類推の形でも現われる。図 1 と図 2 を見れば解るように、

シンメトリーは必ずこの四項類推の関係を持っているため、この関係をシ

ンメトリーの論理学と言えるだろう。この論理をダンテは政治論文である

『帝政論』の中で駆使しているが、この論理パターンは『饗宴』や『新生』

の散文にも、『神曲』にも随所に見出される。なかでも興味深い例を『新生』

から挙げてみよう。

3. 1. 『新生』における四項類推《A：B = C：D（x）》の例
『新生』第 24章において、ベアトリーチェの死後、詩人に一つの幻想が白

昼夢として訪れる。その内容は、ダンテの前をジョヴァンナという女性が

通って行った後、すぐ続いてベアトリーチェが歩き去っていくというもの

である。これが幻想の一部始終だが、ダンテにとってはこれが天啓となり、

彼の人生を決定づけることになる。この幻想に続いて愛神がその寓意的な

意味をダンテにこう告げ知らせる。「ジョヴァンナは《p
プ リ マ ヴ ェ ー ラ

rimavera「春」》と

人々から呼びならわされているが、彼女がこのように呼ばれる真の理由、

本当の意味は、今日のこの彼女の到来によって初めて明らかにされる」と。

　このエピソードにおいて中世の語源学の典型的な機能を見出すことがで

きる。言葉の語源に遡って原義を探求するということは、中世では「語に

よって意味される現象の本質を解明すること」12であり、言い換えれば、《言

葉の寓意的な意味の探求》に他ならない。この語源によって言葉の真に本

12 アーロン・グレーヴィチ『中世文化のカテゴリー』川端香男里・栗原成

郎訳、岩波書店、1992年、424頁。
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質的な要素を開示する方法はプラトーンの好む手法だった13が、これが受

け継がれ広く多用された時代が中世でもあった。

　「春」は、夏に《先だってやって来るもの prima verrà》であることより、

《primavera（春）》と言われるようになったとダンテは説明している。（た

だし、これは通俗語源であり、ラテン語の「早春 primo vere」が正式な語源。）

一方、primavera と綽名されるジョヴァンナが誰に先だってやって来るか

と言えば、ベアトリーチェである。primavera の本名であるジョヴァンナ

がこの図式に加わると、パズルの残りが姿を見せて来る。ジョヴァンナと

は「洗礼者ジョヴァンニ（ヨハネ）」の女性形であり、ジョヴァンニはキ

リストの先駆けである。その意味するところは真実の光であるキリストの

先駆けとなった者である。これによって意味の円環が閉じる。洗礼者ジョ

ヴァンニはまさに夏であるキリストの先駆けであり、夏に先立ってやって

来た。ジョヴァンニとキリストは男性形であり、これを女性形に書きかえ

れば、答えが得られる。すなわち、ジョヴァンナとベアトリーチェとなる。

ジョヴァンナは夏であるベアトリーチェに先だってやって来たのであり、

その関係は、キリストという夏に先だってやって来た洗礼者ジョヴァンニ

と同じ関係にある。この照応関係は、次のように図式化できる。

Giovanni：Cristo = Giovanna：X（Beatrice）

∴ Cristo = X

この幻視を通してダンテにとってベアトリーチェはキリスト的存在だとい

うことが告げられている。愛神はベアトリーチェをＸと置き、ジョヴァン

ニ / キリストの関係とジョヴァンナ / ベアトリーチェとの関係が等しいこ

とより、ベアトリーチェの意味（Ｘ）を演繹させるという方法をとって、

13 プラトーンが《語源論法 étymologie》を展開する典型的な著作として『ク

ラテュロス（名前の正しさについて）』を挙げておこう。
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この出来事が真に有する象徴の意味を詩人に解き明かしているのである。

（これは形而上学的な象徴を正しく解釈するためにカントが『プロレゴメー

ナ』の中で提示した公式、すなわち四項類推を思い起こさせる手法である。）

「二人の女性が詩人の前を通る」というわれわれにとっては何の変哲もな

い幻想が、こうした寓意的解釈によってその霊的な意味が開示され、最高

度の象徴へと変貌している。ここに《比喩》と《寓意》の違いを見出すこ

とができる。比喩がわれわれを円周の別な地点に連れていくものだとすれ

ば、寓意はその意味が解き明かされたとき、啓示の如くいきなり本質へ、

円の中心へと導くものだと言えるだろう。

　ここでも三つのデータ、三つの鍵から四つ目の X を引き出す（演繹させ

る）方法が採られているが、これを詩の形で表現したものが煉獄篇第 15

歌の冒頭のあの回りくどい言い方だったのである。

3. 2. 『神曲』における四項類推の例
地獄篇第 2歌でベアトリーチェはウェルギリウスにダンテを救ってくれる

よう懇願するが、彼女はその理由と経緯をウェルギリウスに向かって次の

ように説明している。

「　貴き女
か た

性が天上におわしますが、この優しき女
か た

性が天上で峻厳な判決

を破棄なさるほど、彼［ダンテ］の受ける障害に心を痛めておいでです。

それで、その障害から彼を救い出すために私はあなたを遣わすのです。」

～地獄篇第 2歌 94-96 ～

ここでは天上の《貴き優しい女性 donna gentile》が一体誰のことなのか、

示されていない。名前のないこの《尊き女性》に初めて名前を与えたのは

カステルヴェトロ（1570年頃）である。次いで、トンマセオ（1865年）

がこの解釈を復活させ、現代ではすべての注釈家がこの女性にマリアの名

前を当てて理解している。ここで注目すべきは 250年間、この女性は名前
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を持たなかった点である。その間、『神曲』の注釈者たちは、この女性が

名前で明示されていないため、神の一側面（属性）である《慈悲》や《恩寵》

を表す象徴として解していた。というのも misericordia（慈悲）や grazia（恩

寵）は女性名詞であることから、《女性》で象徴されていると考えたので

ある。確かに、マリアは慈悲と恩寵を施す神の母であるため、この解釈も

あながち間違いというわけではないが、いくつかの理由からダンテが単に

象徴としてこのように表現していたのではないことを例証できる。第 2歌

では恩寵の連鎖が語られている。この天上の《貴き優しい女性（X）》か

ら恩寵が「ルチーア」に降り、次いで「ルチーア」はそれを「ベアトリー

チェ」に伝える。このとき、ルチーアやベアトリーチェが歴史上の人物で

あるのに、最初の女性だけ抽象的な存在～《象徴》～とみなすのは不自然

である。これが一つ目の理由である。また、この女性（X）は常に「天の

女王」（天国篇第 23歌 128）のように振る舞い、ルチーアやベアトリーチェ

の上に位置している。言葉と態度から階級的上下関係が存在していること

がはっきりと示されている。天上でそのように振る舞える女性は神の母で

あるマリアしかいない。これが二つ目の理由である。こうした文脈上の手

がかりに加えて、ダンテ自身、天国篇の最終歌章でこの女性が誰であるか、

はっきり述べている。これが三つ目の理由である。

「　かくも大いなる、かくも力強い、貴き女
か た

性よ（Donna）、

恩
め ぐ み

寵を乞い願う者があなたに頼らぬなら、

その願いはまさに翼なく飛ぼうと望むようなもの。

　あなたの慈しみは、それを願う人に救いの手を差し伸べるだけでなく、

多くは、願いに先立って自ら手を差し伸べて下さる。」

～天国篇第 33歌 13-18 ～

『神曲』の最終歌においてダンテを神に見合わせるために聖ベルナルドゥス

は神の母であるマリアに執り成しの祈願を行なうが、この詩行こそ聖ベルナ
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ルドゥスのマリアに対する祈願文である。従って、この「貴き女性」はマリ

アであったことが判明する。判明はこれだけに終わらない。『神曲』の最終

歌においてマリアによる神への執り成しが行なわれるが、『神曲』の始まり

においてもマリアの執り成しによって彼岸の旅が始まっていたことも判るか

らである。かくして『神曲』旅は首尾一貫した円還をなすことになる。つ

まり、この旅はマリアの執り成しによって始まり、マリアの執り成しによっ

て完結する物語だということである。これはまた『神曲』の構成の点からも

裏づけられる。この天上の 3人の女性の登場と退場の順序を見てみよう。ま

ず、donna gentile（X）→ルチーア→ベアトリーチェの順に登場する。こう

して宇宙が動き、同時に『神曲』の旅が動き始める。次いで、『神曲』が閉

じられるとき、まず天国篇第 31歌でベアトリーチェが別れを告げる。次い

で、第 32歌でルチーアが去り、最後に第 33歌でマリアへの祈願で幕を閉じ

る。この時、X はマリアであると演繹される。完全なシンメトリーを構成す

るこの意図的な配置において、最初に登場する名前のない女性は最終的にそ

の謎が解かれて、マリアに一致する仕掛けになっているのである。

　　　　　　　　

donna gentile（X）→ Lucia → Beatrice：Beatrice → Lucia → Maria

キアスムス

これを記号化すれば、X：A：B ＝ B：A：Maria　となり、これも四項類

推を延長した応用例とみなすことができる。

3. 3. 『神曲』のベアトリーチェにおける四項類推
3  1 で『新生』におけるベアトリーチェの四項類推を見たが、このモチー

フをダンテ自身、『神曲』の中でさらに推し進めている。ダンテは『神曲』

の旅を通じて、ベアトリーチェの変容に気づき始める。ベアトリーチェは、

いつしかダンテにとっての亡き母の面影を映す女性に変わる。
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【ベアトリーチェ → 母】

「私にはベアトリーチェが、息子の目には厳しく映じる母のように思えた。」

～煉獄篇第 30歌 79-80 ～

「するとベアトリーチェは、憐れみの吐息を一つ付くと、訳の解らないこ

とを言う息子を見やる母親の表情で、私の方に目を向けて諭し始めた。」

～天国篇第 1歌 100-103 ～

「驚き打ちひしがれた私は、ベアトリーチェに寄りすがった。幼子が、何

かあればいつも最も頼りとする母のもとに駆けつけるように。すると、彼

女は、青ざめ肝を潰したわが子のもとに急ぎ駆けつけては、その声であや

し慰める母親のように、私に言った。」 　　　 ～天国篇第 22歌 1-7 ～

「その親鳥のようにベアトリーチェは頭を起こして」　

～天国篇第 23歌 10行～

『新生』にはなかった視点だが、『神曲』では恋人ベアトリーチェは今や自

身の母として語られている。更に次の変容を見てみよう。

【ベアトリーチェ → マリア】

ダンテは地上楽園でベアトリーチェに 10年ぶりに邂逅する。（ベアトリー

チェが亡くなって 10年経つ。）しかし、ベアトリーチェの顔はヴェールで

覆われ、すぐに素顔を見せてはもらえない。ダンテにはまだ乗り越えるべ

き試練が待ち構えているからである。その試練を乗り越えたあと初めて、

ダンテはヴェールを脱いだベアトリーチェの素顔を拝顔することになる。

次いで、彼女が『詩篇』79番を聞いて嘆きと憐みの情に包まれるのを目

にすると、彼女がマリアそっくりであることに気づく。
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「ベアトリーチェの表情は、

十字架に赴くわが子を見守るマリアのように変わった。」

～煉獄篇第 33歌 5-6 ～

ベアトリーチェはダンテの亡き母の面影を宿すと同時に、キリストの母の

面影を宿している。ベアトリーチェはまた《もう一人のマリア》でもある。

ベアトリーチェの変容はここまでだが、最後に驚くべき答えが用意されて

いる。

【マリーア → キリスト】

「さあ、キリストにそっくりなお顔（マリア）を見つめるがよい。」

～天国篇第 32歌 85 ～

天上高く昇っていった果てにダンテが見たのは、キリストにそっくりなマ

リアであった。カントは絶対的に未知なるものとして理解される原因を示

すのに四項類推を用いたが、まさにここで四項類推が完成され、不可知な

る神（キリスト）がベアトリーチェを通じて明かされている。ベアトリー

チェはダンテの亡き母に似ているだけでなく、同時にマリアに似ており（ベ

アトリーチェ =母 = マリア）、一方マリアはキリストにそっくりである。

天の高み～最高度の認識状態～においてダンテは、彼らはみな同じ顔を持

つという驚くべき発見をすることになる。これはどういうことだろうか。

現実には、4人とも異なった容貌であるはずである。それなのに、4人と

も似通った顔として同一視されているのは、どういうことだろうか。

　ベアトリーチェの変容を判り易く図式化してみよう。

ベアトリーチェ：母 = ベアトリーチェ：マリア

一方で、もう一つの図式が示される。

マリア = キリスト

この二つの図式が結合すると、真の答えが姿を現す。
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ベアトリーチェ = キリスト

この二つの図式のいわば等比中項となっているのが人間と神の媒介者マリ

アである。ここにはまた、宗教的な秘儀・奥義が隠されている。セネカが

書き記したように、「聖なるものが一時に明かされることがないように、

自然もその神秘を一時には明かしてはくれない。Non semel quaedam sacra 

traduntur: Rerum natura sacra sua non semel tradit 」（『自然の諸問題』第 7巻

30, 6）からである。われわれは、実は、いつもヴェールの上から眺めてい

るだけで、その素顔を知らない。まさに「鏡を通しておぼろげに、謎のう

ちにしか見ることができない」（『コリントの信徒への手紙』13章 12）ため、

神が様々なヴェールを掛けて現れることに気が付かない。ベアトリーチェ

が自身のヴェールを脱いでいくと、最後には神に到達するとダンテは述べ

ているのであり、それがベアトリーチェの真の素顔なのである。そのこと

は、天国篇第 29歌で明かされている。

「　さあ今こそ、永遠の価値［神］の至高の高さと広がりを、ご覧なさい。

神は自らをかくも多くの鏡とされたのです。

神は、数
あ ま た

多の鏡の中に、自らを砕き、反射させながらも、

以前と同じく、常に一つのままでいるのです。」   ～天国篇第 29歌 142-5 ～

つまり、神を一つの名前に閉じ込めてしまうと、人は神の真の働きとその

無限に分有された姿を見失ってしまうということである。神は宇宙のすべ

てであり、すべてが神なのだから。神でないものを見つけることこそ不可

能なのである。さらにダンテの解説を見てみよう。

「私が凝視していたその活ける光［神］の中に、一つ以上の姿があったわ

けではない。その姿は常に以前と同じまま変わりはない。ただ、私の視力

が、眺めるにつれて強まったために、私が変わりゆくにつれて永遠に一つ

である、ただ一つの外見が様々に変化していたのだ。」
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～天国篇第 33歌 109-114 14～

ダンテの視力に応じて、神の姿と同じく、ベアトリーチェもその美しさと

姿を変えていく。人は自分の理解力に応じたものしか理解できないからで

ある。（各自は自分の理解力に応じた神しか持てないということでもある。

それゆえ、各自が持つ神のイメージは、その人の神に対する理解力の程度・

レヴェルを表わすことになる。）ベアトリーチェがヴェールを脱ぐと、ダン

テはそこには永遠の美を湛える成就された《啓示》を見出す。次に彼女が

ヴェールを脱ぐと、そこに《母親》を見出す。そしてさらにヴェールを脱ぐと、

そこに《マリア》の顔を見出す。そして、最後にヴェールを脱ぐとき、そ

こに《キリスト》の似姿を認めるのである。それは、ネルヴァール（1808-1855:

仏の詩人）が『オーレリア』の中で試練を経るたびに、彼の視力（理解力）

が変わるたびに女神が姿を変えて彼の目に映ったのと同じ関係である。

　最初、名前のない無名の女性（donna gentile）が現われ、彼女の力によっ

てすべての旅が、神への旅が用意される。最初、この無名の女性の中にダン

テはベアトリーチェの名前を入れて理解していた。それはやがて母に変わり、

マリアに変わり、キリストに変わっていく。神の持つ女性的な属性が肉化し

て、ある時はベアトリーチェとなり、ある時はマリアとなり、千変万化した

のである。天国篇の最終歌章第 33歌でダンテは至高の奥義を明かしている。

すなわち、《神は、神を見る人間の理解力に応じて様々な姿に変化して見え

る》と。神という永遠に光り輝く光源と不可分な聖なる光線の中で神は様々

に変貌し、ある時はベアトリーチェの美の中に、ある時は聖母マリアの中に

14 この洞察は仏教においてもなされている。

 「仏の体には様々な相
すがた

があり、人々の能力に応じて現われ、この世界に

満ち満ちて、限りがなく、人の心の考えの及ぶところではない。それは

宇宙、自然、人間のそれぞれの姿の中で仰ぎ見ることができる。」

～観
かんむりょうじゅきょう

無量寿経～
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像を結ぶ。これはまた donna gentile にも当てはまるものである。三位一体と

は何だろうか。それは 3 つの外見を持ちながらも、実体は一なるものである。

天上の女性も 3 つの顔を持っている。マリアであり、ルチーアであり、ベア

トリーチェの顔である。しかし、それは《いつも同じ唯一の女性》すなわち

《尊き女性 donna》である。これは、神が《父》であり、《子》であり、《聖霊》

でありながら、いつの同じ唯一の神であるのと同じ関係である。また、地獄

篇第 1歌の《獣 bestia》が《豹》、《獅子》、《雌狼》に変容しながらも、常に

《悪魔 Lucifero》を指し示しているのと同じである。《雌狼》が「獣」と表現

されるように、《父》が「神」と表現されるように、マリアは《donna女性》

 「円
まる

い器に水を入れると、水は円
まる

くなり、四角な器に水を入れると、四

角になる。しかし、本来、水に円や四角の形があるのではない。ところが、

すべての人々はこのことを忘れて、水の形に囚われているのである。」　

～首
しゅりょうがきょう

楞伽経～

 水は《神性・仏性》を表わしている。人は、神（宗教）の形に囚われて

本質を見過ごしている。

 「昔、一人の王があって、象を見たことがない人を集め、目隠しをして

象に触れさせ、象とはどんなものであるかを、銘々に言わせた。象の牙

に触れた者は、象は《大きな人参》のようなものだと言い、耳に触れた

者は、《扇》のようなものであると言い、鼻に触れた者は、《杵
きね

》のよう

なものであると言い、足に触れた者は、《臼》のようなものであると言

い、尾に触れた者は、《縄》のようなものであると答えた。一人として、

象そのものを捉え得たものはいなかったのである。」　　～大
だいはつねはんきょう

般涅槃経～

 象は《神性・仏性》の喩えであり、《眼隠しをした盲目の人々》はわれ

われを指す。
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と表現されているのである。donna という唯一の光源から発せられる光が、

L の鏡においてはルチーアとなって照り映え、B の鏡においてはベアトリー

チェとなって照り映える。この光は、地上に受肉化してはベアトリーチェと

なり、天上では母マリアを照らし出す。ちょうど光が波長に応じて、見る者

の眼に赤や青を映し出しながらも、常に同一の光（電磁波）であるように、

神は常に同じ一つのものでありながら、様々な存在に自己の性質を物質化

していく。それゆえ、神に本来個人名がないように、「神」は《神 Dio/God》

としか呼びようがないのと同じように、この女性は名付け得ないもの、本来

名前のないものである。この女性にダンテが故意に名前を持たせなかったの

は、こうした理由からに他ならない。それは、その内に原理的なもの宿す存

在、肉化される前の女性性、すなわち、神の媒介者の普遍的なイデアを表し

ている。個であると同時に普遍的な存在、その内にルチーアもベアトリーチェ

も自身の母も含むような存在をダンテは無名の形「donna」で表わそうとし

たのである。個としてはマリアを指しながらも、マリアの名前で呼ばなかっ

たのは、これが神と人間を結ぶ女性の普遍的で究極の姿だからだとダンテが

考えたからである。（これは後にゲーテによって模され、『ファウスト』第二

部の最後において「永遠に女性的なものが我を高みに引き上げる」という言

葉に結実してゆくことになる。）

4. 1. 空間転写とは何か
　次に、広義のシュンメトリア～自己相似性またはシステム構造～に移ろ

う。このシュンメトリアは私が《空間転写》と名付けるレトリックで表現

される。そこで本題に入る前に、まず空間転写の伝統15を解説しておこう。

空間転写の一例として紀元前 1世紀の古代ローマの大詩人ホラーティウス

の『歌章』第 1巻第 5歌から冒頭の 3行を挙げてみよう。

15 空間転写の伝統に関するまとまった研究がないため、本論の最後に筆者

が見出した例を Appendix として挙げておいた。

207907_帝京_外国文学論集-6校.indb   118 2012/03/19   16:20:15



― 119 ―

『神曲』の形式《シュンメトリア》

Quis       multa       gracilis       te       puer       in       rosa
　　　　　    どんな　    数多の　       華奢な　    お前を   若者が    の中で      薔薇

perfusus     liquidis     urget     odoribus
　　　　　　　　　　  ふりかけた 　   液体の　   かき抱く　　香りで

grato,     Pyrrha,    sub    antro?
　　　　　　　　　　　　 心地よい　ピュッラよ   の中で    洞窟 

この詩行は《第 4 アスクレーピアデース詩行 16》と呼ばれるもので、最初

の 2行は《第 1 アスクレーピアデース詩行》、三番目の詩行は《ペレクラ

ティーウス詩行》、第 4番目の詩行は《グリュコーニーウス詩行》（ここで

は扱っていないが）から成る。ラテン語に対応する日本語を下に記してお

いたが、ラテン語の語順通りに日本語に訳すと、全然意味が通らない。し

かし、ラテン語には性 ･ 数 ･ 格があるため次のような意味が正確に生まれ

てくる。（これ以外の意味を文法は許さない。）

「心地よい洞窟の中、数多の薔薇の中にうずもれて、香水振りかけたどん

な華奢な若者が、ピュッラよ、おまえをかき抱くのか。」

詩の内容そのものは取り立てて深淵なものには映らないため、ホラーティ

ウスのどこが、ウェルギリウスやオウィディウスに並ぶ古代ローマの大詩

人なのかと思われるかも知れない。（日本でまったく無名の詩人なのはこ

のためなのだが。）それは彼の作詩法が日本語ではまったく表現できない

ためである。ホラーティウスがここで用いているのは、ラテン語で《配列

16 

 

  

(twice)
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法 dispositio》と呼ばれるレトリックである。これは様々な形で用いられ

るので、日本人にはこれが正確に意味するものがなかなか掴めない。西洋

のレトリックでは広く一括して何でも dispositio と表現される。この例は、

《語配列Word-Pattern》の中の《転置法 hyperbaton》に分類されるが、これ

以上詳しい専門用語がないため私はこれを細分化して《語配列への情景転

写（空間転写）》と呼んでいる。詩の描き出す空間的情景が詩の外形～外

部構造～である語の配列に転写されているからである。ホラーティウスが

なぜ西洋で偉大な詩人と言われるのか、その一端を解説してみよう。まず、

文法的な繋がりを次に図示してみる。

　　　　　　　　　③      　    ①       　　　      （腕で） 　　  （薔薇で）

Quis      multa      gracilis      te      puer      in      rosa
　　　　　 　 どんな  　  数多の 　      華奢な　  お前を   若者が   の中で    薔薇

　　　　　　　　　　　　　  ②　　　　      　　　   （香水で）

perfusus      liquidis      urget      odoribus
　　　　　　　　　　ふりかけた　　  液体の  　  かき抱く　    香りで

　　　　　　　　　 ④　　　　　　　　　     　　（洞窟で）

grato,      Pyrrha,      sub      antro?
　　　　　　　　　　　 心地よい 　 ピュッラよ 　の中で 　  洞窟

この詩は四つの情景を単語の配列で表現している。まず《おまえを求愛す

る（かき抱く）》者、すなわち《きゃしゃな gracilis》《若者 puer》が左右

から《おまえ te》（ピュッラという女性）を抱いている①。第二に、若者

は香水（=液体の香り）を付けてピュッラをかき抱いている。このため、

ピュッラは《液体の》《香り（香水）の強烈な匂い》によって同じように

左右から抱かれている②。第三に、さらにピュッラは《数多の》《薔薇と

その香り》によって大きく包まれ、左右からかき抱かれている③。第四に、

ピュッラは《心地好い》《洞窟》によって左右から、かき抱かれている④。

図で示すと、次のような情景となる。
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                       洞窟 
                      薔薇とその香り  
                                            香水 
                        若者の腕 

              ピュッラ         

この 4重の囲いは、語句から意味的に描き出されると同時に、語順によっ

て空間的・幾何学的にも描き出されている。視覚上（情景）においても空

間上（語順）においても幾何学的なシンメトリーを構成している。また、

ピュッラの置かれた位置もまさに中央である。これに加えて、この詩の妙

味は、左右から包み、かき抱く主体とともに、匂いが付随している点にあ

る。抱くという動作が嗅覚的にも表現されているのである。たった三行で、

ホラーティウスはこれだけのことをやってのけたのであり、ここに大詩人

と呼ぶにふさわしい価値と、それが日本人には理解不能な両方の根拠を見

出すことができる。また、この詩句は下記の如く散文化した場合において

も《 7語 ＋ Pyrrha  ＋ 7語 》とシンメトリーを構成している。

Quis puer gracilis liquidis odoribus perfusus te, Pyrrha, in multa rosa sub grato 

antro urget? 17

ホラーティウスの詩を日本語に翻訳することがいかに不可能か、また翻訳

することによって、この詩の存在理由そのものが完全に破壊されることが

理解できるであろう。この詩句から得られる知見をまとめてみよう。

① 語配列による情景の幾何学的な空間転写。

17 L  P  Wilkinson, Golden Latin Artistry, University of Oklahama Press, 1963, p  

220 
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② 語は《何を》意味するかだけではなく、《どこに》置かれているかが重

要である。つまり、《単語が意味するもの》と《単語が置かれる場所》、

どちらも重要である。（とりわけラテン文学では語彙の乏しさからギリ

シャ文学よりも単語の配置によるレトリックが発達した。）

③ この詩自体が一つの詩論をなしている。すなわち、韻文と散文の違いを

表明しており、音楽的にも、配列上も置換不可能なものが詩であること

を明かしている18。それに対して、散文は意味内容の伝達が主眼とされ

るため、語の配列も単語の選択も置換可能である。ホラーティウスの詩

はいわば繊細な積みあげ建築と同じで、一つ動かせば、崩れてしまう。

詩においては配列も動かせなければ、語も交換することはできないので

あり、まさに詩とは何かを示した詩と言える。

4. 2. 『神曲』における空間転写
次にこのレトリックの伝統をダンテがいかに応用発展させているかを見てみよう。

次の 1）の例は、煉獄の魂たちが自分の犯した怒りの罪を清めている場面である。

1）e  d’iracondia  van  solvendo  il nodo  ⇒  e il nodo d’iranondia van solvendo
  そして、　怒りの　今解いているところだ   結び目を

「そして今、怒りの結び目を解いているところだ。」　  ～煉獄篇第 16歌 24 ～

⇒は、以下、正常な語順への変換を表わす。

18 似た意味のことを 20世紀の詩人レイモン・クノーが詩にしている。

「詩法のために Pour un art poétique － 3」
Raymond Queneau（1903-1976）, L’Instant fatale, 1948

Bien placés bien choisis

quelques mots font une poésie

les mots il suffit qu’on les aime

pour écrire un poéme

然るべく置かれ、然るべく選ばれたなら

いくつかの言葉で詩ができる。

言葉を愛してやればよいのさ、

一篇の詩を書くには。
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霊たちは怒りの結び目を解いているため、まさに「結び目 il nodo」が「怒

り d’iracondia」から解かれて分離している。右に記した通常の語順から意

図的に語が切断されており、語の配列を意味に合わせて空間転写している。

次の 2）と 3）の例は、前世で肉体と精神とが、心と行動とが分裂した人間《受

動》、あるいは人の心や宗教を分裂させた人間《能動》が、地獄の中で引

き裂かれている情景である。ダンテはここで分裂の内容を語句配列によっ

ても、聴覚的にも表している。

2）il  modo  de  la  nona  bolgia  sozzo   ⇒ il modo sozzo de la nona bolgia
　　　さま　   の　  第九の  ボルジャ    醜悪な　　　　　　   

「第九ボルジャの醜悪なさま」  　　　　　　　 　　 ～地獄篇第 28歌 21 ～

第 9 ボルジャの場面に入ると、詩の外形は突如として分裂し、il modo 

sozzo という語は切断され、形においても彼らの惨劇が表されている。

3）Già    vèggia,    per    mezzul    perdere    o    lulla,      　　7語
     いかに       樽が   　 樽底の中央板を         失う    　や    （樽底の半月状の）脇板を

      com’ io vidi un ,    così    non    si    pertùgia,         　　　 8語《4語＋ 4語》
　　私が見た男ほどに        かくも   開  き  は  し  な  い

      rotto    dal    mento    infin    dove    si    trulla              　  7語
　　壊れた　  顎 か ら　　　　　屁  を  す  る  所  ま  で　　 ～地獄篇第 28歌 21-24 ～

⇒ Già veggia per perdere mezzul o lulla così non si pertugia, 

com’ io vidi un  rotto dal mento infin dove si trulla 

「樽がいかに樽底の中央板や脇板を無くしたとしても、かくも開きはしな

い、私の見た顎
おとがい

から屁をひる所まで裂けている男ほどには。」

例文 3）では「壊された文構造が効果的に壊された対象を表している」19。⇒

207907_帝京_外国文学論集-6校.indb   123 2012/03/19   16:20:16



帝京大学外国語外国文学論集　第 18 号

― 124 ―

で記した通常の語順の文の中央に節「com’ io vidi un」（= マホメット）》が強

制的に挿入され、破壊の様が文構造にも同じように暴力的に示されている。

対比されるものの中に対比するものが、ちょうど文の真ん中に割り入るよう

に挿入されている。（現世で）宗教を分断させた行為が（死後）自分自身を

分断させることになったことを文構造も示している。マホメットが顎から肛

門までちょうどシンメトリックに分割されているように、この三行連句

terzina の真ん中に「マホメット com’ io vidi un」が割り込んでいる。使用さ

れている語句の数を見てみよう。7語 +8語 +7語とシンメトリー構造をして

いる。さらに細部を切り取ってみると、三行詩節の真ん中の詩行は 8語から

構成され、4語＋ 4語と、等しい半分から成り立っている。この詩行の半分

（com’ io vidi un）は、上半身を真っ二つにされたマホメットの身体を表わし

ているが、また、脚韻の -ulla もシンメトリックに（lulla | trulla）用いられて

いる。（これが私の言う「システム構造」（32頁）の一種である。）さらに、

ホラーティウスが嗅覚に訴えたのに対して、ダンテは聴覚的にこの情景を描

き出している。詩行の続きを見てみよう。マホメットは次のように描写され

ている。

   Tra le gambe pendevan le minùgia; 

la corata pareva e ’l tristo sacco

che merda fa di quel che si trangùgia  

   Mentre che tutto in lui veder m’attàcco, 

guardommi, e con le man s’aper se il petto, 

dicendo: “Or vedi com ’io mi dilàcco!  

   Vedi come storpiato è Maometto!”

両肢の間には腸
はらわた

がぶら下がり、心臓や

臓物そして呑み込んだものを糞にする

汚らしい胃袋も見えた。私がこの男を

食い入るように見つめていると、私を見

返し、両の手で己の胸の傷口をわし掴

みに開いて叫んだ、「さあ、俺が穴を

穿
うが

つ様
さま

をとくと見ろ！めった斬りにされ

たマホメットがどんなか見ておけ！」

～地獄篇篇第 28歌 25-31 ～

19 Charles S  Singleton, The Divine Comedy. Inferno, Commentary, Princeton 

University Press, 1971, p  502 
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28行目の《食い入る m’attacco》という動詞もダンテの凝視の激しさを伝え

ており、この歌章の暴力的な世界に相応している。30行目の《俺が自分に

穴を穿つ io mi dilacco》は完全に開いた強勢のある a であるため、残酷にも

自分自身を裂き開く者の行為と姿を音楽的にも示すことになる。しかも、「こ

れは聞き慣れない韻であり、プロヴァンス人が《カラース・リーマース

caras rimas》と呼んだ韻の一つである。ここで用いられる 3行連句のどれ

もが -ulla, -uggia, -acco などの caras rimas で、ゴツゴツとして汚く、侮蔑的

な調子を表している。」20ダンテは「第 9 ボルジャの凄惨な様
さま

を」（V  21）、

意味においても、語配列においても、文構造においても、聴覚においても

表現している。要するに、語配列と文構造の空間転写および韻と音による

情景の音楽転写によって魂の分裂を目に見える形として取り出しているの

である。

5.《空間転写》と四項類推《A：B = C：D（x）》の結合
最後に、この語配列と前述の四項類推を組み合わせた究極のレトリックを

見てみよう。地上楽園でウェルギリウスはダンテのもとから去ってゆくが、

そこにはシュンメトリアの真髄が顕われ出ている。旅の全行程の 3分の 221

20 V  Crescini, Lectura Dantis: Il canto XXVIII dell’Inferno letto da Vincenzo 

Crescini nella Sala di Dante in Orsanmichele, Firenze, 1907, p  14 （ora in 

Leture dantesche a cura di G  Getto, Sansoni, Firenze, 1962, p  553 ）

21 ウェルギリウスはダンテと煉獄篇第 30歌で別れるまで、すなわち、地

獄篇第 1歌から煉獄篇第 29歌まで、ちょうど《63》歌章ダンテに付き

そう。なぜならウェルギリウスがキリスト（とキリスト教の時代）の

到来を予言した（と中世で信じられていた）『牧歌』第 4歌はまさに《63》

行からなるからである。このため、地獄篇第 1歌でウェルギリウスが

ダンテに初めて姿を現すのは《63》行目となる。（cf  Vittorio Vettori, Il 

canto di Capaneo, in Lectura Dantis Internazionale  Letture dell’ «Inferno», 
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にやって来たウェルギリウスとダンテは地上楽園にいる。これまでウェル

ギリウスはダンテと苦楽を共にし、地獄の淵からダンテを救い出し、目標

を与え、地獄の闇の中を導き、煉獄の山を登らせては世界の摂理を教えて

きた。ダンテを叱咤激励し、ダンテに危険が及べば、自らが盾となり、ダ

ンテが気を失えば、彼を背負って地獄の闇の中を抜けて来た。ウェルギリ

ウスはダンテの心の父として、師として、また報酬もなく労を厭わない賢

 

Cremona Nuova, Cremona, 1963, p 142）これが隠されたシュンメトリア～

数の象徴パターン～である。ついでに、ここでベアトリーチェについて

も述べておこう。ベアトリーチェが『神曲』の中で初めてダンテの前に

姿を現す歌章は、必然的に、ウェルギリウスが去った後の煉獄篇第 30

歌となる。ベアトリーチェが登場するまで『神曲』100歌のうち、全部

で《63》の歌章が費やされ、ベアトリーチェとの出会いの後、残りの歌

章は《36》となる。次の図の如く、63-36 とキアズムスが構成され、鏡

映対称の構造となっている。

 

ベアトリーチェの登場以前の歌章は合計 63歌　   （秘数 9）　　

鏡映対称  

ベアトリーチェの登場以降の歌章は合計 36歌　   （秘数 9）

 かくしてベアトリーチェの登場は『神曲』内でキアスムスを画する位置

に置かれている。ベアトリーチェ登場以前はウェルギリウスによって示

され、キリスト以前の世界を象徴している。ベアトリーチェ登場以降は

キリスト来臨以降の世界を象徴している。（こうして世界が完全な一幅

の絵として完成される。）ダンテにとってベアトリーチェの眼は常に《神

を映す鏡》として描かれ、光学の鏡映対称として認識されていることか

ら、キアスムス以外のベアトリーチェの登場はありえなかったのであろ

う。また、ここではっきりとベアトリーチェ数《9》（秘数）がシンメト

リーとして選ばれている。
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者として描かれている。しかし、ダンテを導き諭してきたウェルギリウス

はリンボの住人であるため地上楽園から上へ行くことは許されていない。

そこから先の案内はベアトリーチェに委ねられる。自分の役目を果たした

ウェルギリウスはダンテと別れの挨拶を交わすこともなく、何も告げずに

突然立ち去っていく。ちょうど最初、沈黙のうちに忽然とダンテに現れた

ように。

【ウェルギリウス登場の場面】

「　私がその低き地へと墜ちて行っていたその時、

《長き沈黙 lungo silenzio》のために朧気に見える人［ウェルギリウス］が忽然

と私の目に映った。」　　　　　　　　　　　　　   ～地獄篇第 1歌 62-63 ～

ここでもウェルギリウスの登場と退場が《沈黙》によって照応している。

ここには通常の別れよりも辛い別れが設定されている。なぜならおそらく

ウェルギリウスとはこの後永久に相
あい

見
まみ

えることがないからである。ウェル

ギリウスはリンボの住人であるため、死後でさえ会うことのできない、言

わば最終的な別れである。その永遠の別れに際して、ウェルギリウスが居

なくなっていることに気づいたダンテはこう歎きの言葉を発する。

【ウェルギリウス最後の教
レッスン

え】

「ma, Virgilio n’avea lasciati scemi

di sé, Virgilio dolcissimo patre,     

Virgilio a cui per mia salute die’mi: 

だが、ウェルギリウスは私たち［ダンテとスターティウス］を後に残して去っていた。

慈愛に満ちた父、ウェルギリウスよ、

わが救いのために自らを委ねしウェルギリウスよ。」

～煉獄篇第 30歌 49-51 ～
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ウェルギリウスは、その最後においても師としてダンテに最後の教えを残

して行く。この詩行には、人生における最も大きな試練の一つが語られて

いる。すなわち、《手放す》ということである。実際、人生は手放すこと

の連続のように思える。良い教師が生徒を自分のもとに引き留めようとは

しないのと同じように、ウェルギリウスは自分の役目を終えると、静かに

舞台から永遠に退いて行く。生徒が上のクラスに進学することが教師の誇

りであるように、ベアトリーチェの手にダンテを委ねる。ウェルギリウス

が自らの行為で示そうとしているのは、人生には手放すという術を磨く機

会がたくさんあるということ、そして人間の究極の無我の行為とは、その

時が来たとき、愛する人間の許から自ら立ち去って行くということである。

沈黙のうちに去って行くウェルギリウスは、自身の行為を通じてそれをダ

ンテに教えようとしている。父の愛情にも似たウェルギリウスのこの無我

の行為に対して、ダンテの返した返事が永遠のレトリックであった。そこ

にはダンテの師ウェルギリウスへのありとあらゆる想いが、時を超えた普

遍的な形式の中に永遠に閉じ込められている。この詩行だけを見ると、単

なる嘆きの言葉としてしか映らない。かつてクルチウスはウェルギリウス

とダンテの関係について次のように述べていた。

「『神曲』の構想はウェルギリウスとの精神的な出会いを基礎にしている。

（中略）ダンテによるウェルギリウスの復活は、一つの偉大な魂からもう

一つの偉大な魂に架かった炎のアーチである。ヨーロッパ精神の伝統はこ

れほど感動的な高さ、優しさ、豊かさを持つ状況を知らない。」 22

クルチウスはダンテによるウェルギリウスの復活を「ヨーロッパ精神の伝

統はこれほど感動的な高さ、優しさ、豊かさを持つ状況を知らない」と記

しているが、残念にも実例を挙げてくれてはいない。しかし、ここにこそ

22 E R クルチウス『ヨーロッパ文学とラテン中世』みすず書房、522頁。
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クルチウスの言う「一つの偉大な魂からもう一つの偉大な魂に架かった炎

のアーチ」の最高の実例を見て取ることができる。なぜならここには師弟

にしか、個人的な関係を持った者にしか解らない両者だけの微妙な阿
あ

吽
うん

の

呼吸が示されているからである。ダンテは語配列のレトリックをかつて誰

も試みたことのない形式で、ウェルギリウスの詩とカップリングして用い

ている。すなわち、ウェルギリウスの詩と自分の詩を融合させ、一体のも

のとしているのである。この形式の中で、1300年もの時を経てダンテとウェ

ルギリウスは一つになる。そのためにダンテが選んだのが、ウェルギリウ

スの『農耕詩』の最も感動的な最後の場面である。

「（tum quoque, marmorea caput a cervice revolsum

gurgite cum medio portans Oeagrius Herbrus）

volveret, ‘Eurydicen’ vox ipsa et frigida lingua

a miseram ‘Eurydicen’ anima fugiente vocabat

‘Eurydicen’ toto referebant flumine ripae 

（折しもトラキアのヘブルス川、大理石の如く白き項
うなじ

より

引き裂かれた頭
こうべ

を、凄まじき流れに巻き込み巻き込み運び去る。）

されど、声のみ残り、冷たき舌もて『エウリュディケー！』と、

『ああ、哀れ、エウリュディケー！』と、魂
こんぱく

魄去り行くままに呼びかける。

その声、川
か わ も

面に広がれば、左右の岸も『エウリュディケー！』と反
こ だ ま

響する。」

～ウェルギリウス『農耕詩』第 4巻 523-527 ～

これは、バッコスの信女に八つ裂きにされ、波間に浮かぶ頭
こうべ

に変わり果てな

がらも、亡き妻を想って詩人オルフェウスが「エウリュディケー」と最後の

言葉を放つ条
くだり

である。この『農耕詩』第 4巻 525-527 の三行を下敷きにして

ダンテは自身の煉獄篇第 30歌 49-51 の三行詩節を組み立てている23が、その

中でウェルギリウスはエウリュデイケーと配列において《意味上の韻》を踏

んでいる。ダンテの韻は《音》だけではない。エウリュディケーの置かれて
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いる位置に着目してみよう。『農耕詩』第 4巻 525-527 においてエウリュディ

ケーの置かれた位置は、各詩行の冒頭から 2番目、3番目、1番目である24。

この配列（2-3-1）をダンテは自分のウェルギリウスに当てはめ、ウェルギリ

ウスを自身のエウリュディケーにしている。実際、煉獄篇第 30歌 49-51 にお

いて「ウェルギリウス Virgilio」は各詩行の冒頭から 2番目、3番目、1番目

に置かれている。オルフェウスがエウリュディケーを想う気持ちと、自身が

ウェルギリウスを思う気持ちをダンテは重ね合わせているのである。オル

フェウスにとってのエウリュデイケーは、自分にとってのウェルギリウスと

同じであると。オルフェウスの叫びはまた、ダンテの心の叫びとなっている。

エウリュデイケー：オルフェウス＝ウェルギリウス：X（ダンテ）

ここにも四項類推の関係が表わされている。このダンテのウェルギリウス

に対する「一から十までの《完全な、そして意識的な模倣》には、ダンテ

23 この出典を最初に指摘したのは 16世紀の注釈者 Bernardino Daniello で

ある。cf  L’espositione di Bernardino Daniello da Lucca sopra la Comedia di 

Dante, ed  R  Hollander & J  Schnapp, University Press of New England, 1989, p  

298  

24 この照応関係を最初に指摘したのは、Edward Moore である。Studies 

in Dante. First Series Scripture and Classical Authors in Dante, Oxford, 

Clarendon Press, 1896, p  21参照。 ま た John Freccero, Dante. The Poetics 

of Conversion, Harvard U  P , 1986, p  208 や Gilbert Highet, The Classical 

Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford U  P , 

1976, p  586 （G  ハイエット『西洋文学における古典の伝統』柳沼重剛訳、

筑摩叢書、1985年、294頁）においても触れられているが、本論のよう

な視点と解説がこれまでなされたことはない。
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のすべての気持ちが託されている。」25 偉大な詩人に対する崇拝の念、父と

まで仰ぐ救済の案内者に対する愛と感謝の念、その父との永遠の別離と悲

しみ、永遠に変わることのない師への愛、語り得ないありとあらゆる気持

ちが込められている。一言で言うなら、語の配列はウェルギリウスに対す

るダンテのすべての愛情を吐露している。ダンテは言葉では表わし得ない

深い思い、言葉をいくら連ねても足らない崇高な感情や想念などを表わし

たい時、詩的な表現方法さえ採らない。ただ、形式に語らせるだけである。

言葉が沈黙する所、形式が取って代わり、その代弁をする。この表現形式

は『神曲』全体を貫いている。ダンテにとって形式とは、われわれ現代人

が考えるような生
い の ち

命の通わない冷たく固まった形ではなく、熟した思想や

感情が溢れ出たときに初めてできる形であり、内容の満ちる時、形式とい

う果実に結実する。ダンテは時の流れによって浸食されることのない永遠

不滅の普遍的な形式の中に自身の感情や想念を永久に結晶化させようとす

る。ダンテが数や幾何学的形式を多用するのも、数や幾何学が時の侵食に

晒
さら

されることのない超越した世界に存在する普遍的なものだからである。

ウェルギリウスは《沈黙》のうちに去って行った。ダンテも語の配列とい

う《沈黙》でそれに答えたのである、二人だけに解る言葉で。

　最後に、アメリカの詩人にして思想家のラルフ・ワルドー・エマーソン

（1803-1882）の言葉をもって本論の結びとしよう。

「真に独創的な人間のみが、他人から借りることを知っている。」 26

25 Gilbert Highet, ibid , p  586 

26 Ralph Waldo Emerson, Letters and social aims, BiblioBazaar, 2009（1885）, p  150 

 筆者に初めてホラーティウスの『歌章』第 1巻第 5歌の隠れた秘密を御

教授下さり、ラテン詩の妙味に目を開かせて下さった故柳沼重剛先生な

らびに筆者にとってのウェルギリウスであった故須賀敦子先生に本論を

捧ぐ。両先生の御指導がなければ、本論が生まれることはなかった。
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Appendix

ラテン詩における空間転写の用例

以下の用例は空間転写の例の一部に過ぎない。筆者が読書のうちに見つけ

た典型的なものを挙げておく。なお、訳はすべて筆者による。

【ウェルギリウス】

ホラーティウス『歌章』第 1巻第 5歌と同じモチーフのものをまず挙げて

みよう。

①『牧歌』第 1巻冒頭

Tityre,        tu        patulae        recubans        sub        tegmine        fagi

　   　　　　　　広げた　  横たわる君　 ブナの覆いの下に

「ティーチュルスよ、君は枝を広げたブナの覆いの下に横になって」

＊典型的な frame work。ブナの枝葉が「君（ティーチュルス）」を左右か

ら囲み覆いかぶさっている。

②『アエネーイス』第 4巻 124

speluncam    Dido    dux    et    Troianus    eandem

    洞窟    　  ディードとアエネーアース　同じ   　 

「ディードーとトロイの指揮官［アエネーアース］は、共に同じ洞窟の下

に（たどり着くでしょう。）」

＊ 「行を形容詞と名詞で囲む frame手法は、ウェルギリウスが非常に好ん

で用いるシンメトリカルな配列である。」 27
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【オウィディウス】

③『変身物語』第 1巻 24

                　　　　　　　  《silver line*》

et      liquidum      spisso      secrevit      ab      aëre      caelum

      透き通った 　濃い　 区分した   大気から     天を

上部構造

下部構造

「（自然は）さらに濃い大気から透き通った天［エーテル圏］を区分した。」

＊天地創造に関するこの詩行において天は上部構造［エーテル圏］と下部

構造［大気圏］に二分される。「濃い大気」は天の下方を占め、「透き通っ

た大気」は天の上方を占めるが、語の配列においても二つの構造に区分さ

れていることが判る。

*《silver line》とは、脚注の 17 で示した Wilkinson（p  216）が名づけたもので、

下図のように《形容詞 A》･《形容詞 B》･《動詞 c》･《名詞 B》･《名詞 A》

の配列を指す。すなわち、シンメトリー配置（キアスムス形式）の詩行である。

  

A B c B' A'
 

これに対して、《形 A》･《形 B》･《動 c》･《名 A》･《名 B》のたすきがけ

　　　　　 の配列を《golden line》と呼んでいる（p  215）。

A B c A' B'

27 P  Vergili Maronis Aeneidos Liber Quartus, edited with a commentary by R  G  

Austin, Oxford, Clarendon Press, 1982, p  27 
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④『変身物語』第 1巻 45-46

Utque   duae   dextra   caelum   totidemque   sinistra

parte   secant   zonae,   quinta   est   ardentior   illis 

 　　     第 5 の地帯

「二つの地帯が右側［北半球］から空を二分し、左側［南半球］からも同

じく空を二分した。第五の地帯は（→それらの中心に位置して）、それら

のどの部分よりも暑い。」

＊地球の両半球にある寒冷地帯と温帯地帯の真ん中に位置する熱帯地帯を

第 5 の地帯とする説明だが、まさに「第 5 の地帯 quinta」は詩行の真ん中

に位置している（3語＋ quinta ＋ 3語）。

⑤『変身物語』第 1巻 51

temperiemque    dedit    mixta    （cum frigore）    flamma 

　　　　　　　　　混じった　 寒さの　　　炎

「寒さの混じった炎によって適温を与えた。」

＊温帯の起源を説明している詩行だが、「寒さ」が「混じった炎」によっ

て囲まれて寒暖が混じり合っている。

⑥『変身物語』第 10巻 197

Phoebus    ait    ‘videoque    tuum,    （mea crimina）,    vulnus’

　　　　　　　　　　　おまえの　 わが罪を  　傷の中に　 　　　

「アポロン神は言った、《おまえの傷の中にわが罪を見る》（←私はおまえ
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の傷をわが罪として見る）と。」

＊ アポローン神の投げた円盤が大地に落ちた時、それを取りに行っていた

ヒュアキントスに円盤が運悪く跳ね返って当たり、絶命してしまう。そ

の時のアポローン神の歎きの言葉である。言葉の意味通りに、「わが罪」

が「おまえの」「傷」の中に置かれている。これなどは意味と語配列が

完全に一致して絶妙である。

⑦『変身物語』第 11巻 150-152 

nam freta prospiciens late riget arduus alto 

Tmolus in ascensu clivoque extensus utroque

Sardibus hinc, illinc parvis finitur Hypaepis 

「海原を遥かに見晴らしながら屹立するトモロス山は

切り立った絶壁のなかで聳え立ち、その両裾を広げて、

一方にサルディスの町、他方にヒュパエパの小村で終えていた。」

＊ 下図如く、行の左右の端に、両裾の二つの町（サルディスとヒュパエパ）

が置かれている。

トモロス山

 Sardibus     hinc,     illinc     parvis     finitur     Hypaepis 

サルディスの町　　　　　　　　　　　　　ヒュパエパ村
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このように紀元前 1世紀の古代ローマ文学で発明された空間転写は、イタ

リア人の有する幾何学的な空間認知を表出している。この伝統はダンテに

おいて受け継がれ、更なる発展を見せることになるが、20世紀のシュー

ルレアリズムの文学において再び別な装いの下で復活することになる。例

えば、イタリア出身のギョーム・アポリネール（1880-1918）の詩集『カ

リグラム Calligrammes』（1918年）などがその一例である。

（出典）

Apollinaire, Calligrammes, Gallimard, 

1925 [1966] 
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