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ダンテ『神曲』地獄篇における貨幣への変容
～地獄篇第7歌、第17歌、第19歌～

Analogia e simbolismo della moneta nei canti VII, XVII e XIX 
dell’ Inferno dantesco

藤　谷　道　夫

序：問題の所在
ダンテは地獄の旅において多くの魂に出遭うが、その魂の中には、顔が

見分けられない魂たちが存在する。この興味深い最初の体験は、地獄の第
4圏の貪欲者と浪費者の魂に出遭った時に生じている。

「ここ（第4圏）の者たちも、円を描きながら踊らされている。
他の圏よりも遙かに多くの人々がここにいるのに気づいた。

彼ら［貪欲者と浪費者］は一方の側からと他方の側から、大きな叫び声を
あげ、胸を押し当て、重りを転がしていた。
両側から互いに進み来て、一点でぶつかり合うと、

各自は向きを変え、後ろに重りを転がしながら
罵声を浴びせ合うのだった。『なぜ貯める？』『なぜ棄てる？』と。
このようにして彼らは、暗鬱とした円に沿い

両方の側から互いに対蹠点まで戻っていく、
罵倒の繰

リトルネッロ

り言を再び叫び合いながら。
やがて対蹠点に着くと、各自は踵を返して、

半円を描きながら、再度、馬上槍試合［反対の衝突点］へと向かう。」
～地獄篇第7歌24-35～

第4圏の魂の群れは貪欲者と浪費者の2種類に分かれ、互いに円を描き
ながら、まずAでぶつかり合う。すると、そこで反転し、対蹠点Bへと向
かい、再び



－78－

外国語外国文化　第6号

Bでぶつかり合うと、反転し、対蹠点Aへと向かう。この2種の集団は、
対蹠点でのぶつかり合いを未来永劫続けている。この続きを見てみよう。

「（この光景に）胸を痛めた私［ダンテ］は尋ねた。
『師［ウェルギリウス］よ、どうか説明して下さい、
ここにいる人々は誰なのですか、左手にいる
この坊主頭の者たちはみな聖職者なのですか。』
すると師は私に答えて言った、『ここにいる者はみな

現世にあったとき、心がひどく歪んでいたため、
節度（中庸）をもって金を使うことができなかった。
彼らは互いに正反対の罪によって圏の2点で

2つに分かたれているが、その分岐点にやって来たときに
発していた彼らの吠え声から、そのことははっきりと判っただろう。
頭に毛の覆いのないこの者たちは

みな聖職者だ、法王や枢機卿たちもいる。
こうした手合いの間でこそ、貪欲はその極みに達するのだ。』」

～地獄篇第7歌36-48～

ここでウェルギリウスは重要な指摘を行なっている。魂たちの地獄での
在り方は、彼らの生前の心の状態～心がひどく歪んでいた～に呼応すると
いう霊界の法則が語られているからである。次に、問題の箇所を読んでみ
よう。

A 

B
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「　それで私は言った。『師よ、この連中の中で
こうした悪に染まって穢れた者なら、きっと私にも
何人かは、はっきりと見分けがつくはずです。』
すると師は私に言った。『そのようなことを考えても無駄だ。
（金銭に）見境のない生活が、生前、彼らを黒く汚したように、
今ではどんな見分けもつかぬほどに、彼らを黒く塗り潰しているからだ。
この者たちは永遠に2つの点でぶつかり合う。
そして（最後の審判の日に）墓から蘇るだろう、
一方［貪欲者］は拳を固く握りしめ、他方［浪費者］は髪を剃り取られて。
不正に投げ与え、不正に貯め込んだため、至上の美の世界［天国］を

取り上げられ、こうして角突き合う羽目になった。
その喧嘩がどのようなものか、美辞を添えても浪費となるだけだ。』」

～地獄篇第7歌46-60～

ウェルギリウスは「彼らの顔を見分けようとしても無駄だ、生前の見境
のない生活が、彼らを見分けもつかぬほど黒く塗りつぶし、顔の見分けを
付かなくしている」と説明している。ここでも生前の心の在り方が、死後
の魂の外観を決定していることが示されている。ダンテにおける冥界での
魂の様子は、生前の心の状態の外在化～視覚化～に他ならない。そこで、
次に問題となるのは、「（生前の）見境のない生活la sconoscente vita」（53行）
とは具体的に何を意味するかである。14世紀の初期注釈から現代までの
注釈者・研究者たちの見解をまとめると、おおよそ次の3点が、その理由
として挙げられてきた1。

【従来の解釈（見解）】
①「理性・知性を欠いた生活」

1  これ以外に、sconoscenteを「感謝の念に欠けている者」とする変わった解釈もある
（Paolo di Somma, Canto VII dell’ Inferno, in Lectura Dantis Neapolitana, Loffredo, Napoli, 
1986, p. 110）が、議論の対象に値しない。
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②「真実を見究めること（善悪の分別）のない生活」
③「節度を見究めることのできない生活」

Bondioni2、Chiavacci Leonardi3、Inglese4などの現代の最新の注釈まで、
この説明で事足りるとしてきた。しかし、これらの従来の説明は誤りとま
では言わなくとも、不十分の謗りを免れ得ない。なぜならこれら3点とも
地獄の住人すべてに等しく当てはまるものだからである。すべてに当ては
まる説明では、何も説明したことにはならない。それ故、第4圏の罪人た
ちが殊更このように記述されている理由を考えなければならない5。また
もう一点注意しておくべき重要な事実がある。ダンテが出遭う魂たちの中
で顔の識別が本来的にできないのは、この第4圏の貪欲者・浪費者の魂た
ちと、第7圏の高利貸しの魂たちだけだという点である。第3圏で出会う
食悦の罪を犯したチャッコの場合、泥をかぶって顔がよく判らなかったと
ダンテはわざわざ言い添えているのに対し、第5圏と第7圏の彼らだけは
本質的に見分けられないと説明されているのはなぜであろうか。通常、イ
ンテルミネッリの場合のようにダンテはどんなに汚物・汚穢にまみれてい
ようとも、何とか亡者を見分けることができる。

「　その尾根にやって来て、そこから濠の中を見下ろすと、
人間の厠から発するように見える
糞尿の中に深々と漬けられている人々が見えた。
私が、下の方を、眼で探っているうちに

2  Dante Alighieri, Commedia： Inferno a cura di Gianfranco Bondioni, Principato, Milano, 
1998.

3  Dante Alighieri, Commedia： Inferno con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, 
Zanichelli, Bologna, 1999.

4  Dante Alighieri, Commedia： Inferno. Revisione del testo e commento di Giorgio Inglese, 
Carocci, Roma, 2007.

5  Francesco Torraca, Il canto VII dell’“Inferno”, in Nuovi studi danteschi nel VI centenario 
della morte di Dante, Napoli, 1921, pp. 309-334. に見るように、これまでほとんどこの
ような疑問が投げかけられることも、問題設定自体も行なわれることがなかった。
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一人の男が見えたが、頭があまりに糞まみれのため、
聖職の者なのか、世俗の者なのか見分けがつかなかった。
突然、その男は私に怒鳴った。『貴様、他の汚い奴らを差しおき、

なぜ俺ばかりを貪り見つめる。』
私は彼に答えた、『教えてやろう、記憶に間違いなければ、
おまえの髪がまだ乾いていた頃、見たことがあるからだ。

おまえはルッカのアレッシオ・インテルミネッリだ。
だから、他の誰をも差しおいて、おまえに目を付けている。』」

～地獄篇第18歌112-123～

従って、第4圏の貪欲者・浪費者および第7圏の高利貸しだけが本来的
に見分けられ得ないことには特別の理由があるとしか考えられない。この
疑問に対して、「富の誤用がダンテにとってとりわけ憎むべき罪に映った
からである」という説明がなされることがある6。しかし、このように解
したとしても問題は何も解決されない。なぜなら今度は、《区別が付かな
いこと》と、《とりわけ憎むべき罪》であることの理由を説明しなければ
ならなくなるからである。なぜ区別の付かないことが、彼らに似つかわし
い峻厳な罰なのかを論理的に結びつける必要が生じる。ダンテは、殊更恥
ずべき卑しい罪に出遭えば、非難の的を明確化するため、必ず個人名を挙
げ、後世までその恥辱を伝えようとするのが常である。例えば、前出の第
8圏の女衒インテルミネッリや誘惑者たちはフルネームでその名が告げら
れる。このように多くのフィレンツェ人を始め、聖職者の名前が読者に晒
されているが、第4圏と第7圏でだけはダンテはそれを行なっていない7。
それ故、殊更第4圏と第7圏の罪が、罪の中で最も憎むべき罪であるとは
言えない。実際、地獄の下層に行けば行くほど、罪は重たくなる。しかも、

6  Robin Kirkpatrick, Dante’s Inferno：Difficulty and Dead Poetry, Cambridge University 
Press, 1987, pp.100-105, note 28.

7  John F. Vickrey, Inferno VII： Death styles of the Rich and Famous, «Neophilologus», 
vol.79, n. 4, October 1995, pp.599-618, p.600.



－82－

外国語外国文化　第6号

この解釈に従えば、憎むべき犯罪に対して、判別のつかないことがなぜ最
も厳しい罰になるのかも説明しなければならない。このように、従来の説
明は不十分であり、Kirkpatrickの提起する解釈も矛盾を抱えていることは
明らかである。次に、これまでの解釈や説明から離れ、まったく新しい視
点に立ってこの問題を解き明かしてみよう。

1. 1. 新しい解釈のための視点

以上の概観から、問題の所在が明らかになると同時に、新しい解釈のた
めのヒントを得ることができる。例えば、《判別（見分け）がつかない》
ということは、一つに《無名性》を象徴しているのではないかという点で
ある。人は、相手の姿形を通して名前を呼ぶが、生前、富が彼らにもたら
した《名声》という巨大な満足感は、応報の理によって、それとは反対の
《無名性》によって否定されていると考えることができる。また二つ目に、
《判別（見分け）がつかない》ということは、《個性を欠いた没個性的人格
（存在）》と言い換えることができる。さらに、三つ目として彼らがいつも
複数形8で呼ばれていることも考慮に値するように思われる。つまり、彼
らは個性を欠いた十把一絡げの存在であり、そのため殆どいつも集合的に
扱われているのである。

1. 2.《富者には名前がない》という無名性のトポス

第4圏の貪欲者・浪費者は金を貯めたり浪費するだけの財産がある者た
ちであり、彼らを《富者》とみなすことができる。これは第7圏の高利貸
しにも同じように当てはまる。一方、キリスト教の伝統では、《富者》に
は名前がなく、無名であるとされるが、それは次の福音書が典拠となって
いる。

8  「人々la gente」（24行、25行、38行）、「この者たちquesti」（56行、57行）、「彼らがやっ
て来るだろうverranno」（55行）、「彼らloro」（59行）。
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「ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢三昧
に遊んで暮らしていた。その門前に、ラザロという名の腫れ物だらけの乞
食が金持ちの食卓からこぼれ落ちてくる食べくずで腹を満たそうと願って
横たわっていたが、犬までやって来て、彼のできものを嘗めていた。この
乞食は死んだが、天使たちによってアブラハムの懐に運ばれて行った。金
持ちの方も死に、葬られた。そして金持ちは黄泉で苦痛の中にいたが、眼
を挙げると、遠くにアブラハムが見え、その懐にラザロがいた。Homo 

quidam erat dives et induebatur purpura et bysso et epulabatur cotidie 

splendide et erat quidam mendicus nomine Lazarus qui iacebat ad ianuam eius 

ulceribus plenus cupiens saturari de micis quae cadebant de mensa divitis sed 

et canes veniebant et lingebant ulcera eius. Factum est autem ut moreretur 

mendicus et portaretur ab angelis in sinum Abrahae. Mortus est autem et dives 

et sepultus est in inferno elevans oculos suos cum esset in tormentis videbat 

Abraham a longe et Lazarum in sinu eius.」 ～『ルカ福音書』16, 19-23～

イエスはこのように語っているが、このイエスの発言の意図を忖度して、
キリスト教教父の一人である6世紀のグレゴリウス・マグヌス（在位：
590-604）は次のように敷衍している。

「まさに次のように言われている、『ある金持ちの男がいた』と。そして次
に『ある乞食がいたが、その名はラザロと言った』と。勿論、人々の間で
は金持ちの方が貧乏人よりも名前が良く知られているものである。それな
のに、なぜ主は、貧しい者と裕福な者についてお話しなさる時、貧しい者
の名前を挙げる一方で、裕福な者の名前をお挙げにならなかったのだろう
か。それは、神は、遜る者をお知りになり祝福されるのに対して、傲れる
者を無視されるからである。神が最後の審判の日に、数々の奇跡を行なっ
てきたと傲る者たちに『私はおまえたちを知らない。非道を働くすべての
者たちよ、私から立ち去れ』（『マタイ福音書』7, 23）と仰ることになる
のはこのためである。一方、モーセに対して「私はおまえの名前を知って
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いる」（『出エジプト記』33, 12）と神が仰るのもこのためである。主は金
持ちに対して『ある男』としか仰らず、貧しい者に対しては『ラザロとい
う名前の男』と仰っている。主は言わばはっきりと次のように公言されて
いるのである、《私は遜った（卑しく慎ましい）貧乏人は知っているが、
傲れる金持ちのことは知らない。私は前者を認め推称するが、後者の方は
認めもしなければ、排除するように命じると》と。Ecce enim dicitur:“Homo 

quidam erat dives”; et protinus subinfertur:“Et erat quidam mendicus nomine 

Lazarus.”Certe in populo plus solent nomina divitum quam pauperum sciri. 

Quid est ergo quod Dominus, de paupere et divite verbum faciens, nomen 

pauperis dicit, et nomen divitis non dicit, nisi quod Deus humiles novit atque 

approbat, et superbos ignorat? Unde et quibusdam de miraculorum virtute 

superbientibus in fine dicturus est.:“Nescio vos unde sitis: discedite a me 

omnes operarii iniquitatis” (Matth. VII, 23). At contra Moysi dicitur:“Novi te 

ex nomine”(Exod. XXXIII, 12). Ait ergo de divite:“Homo quidam.” Ait de 

paupere:“Egenus, nomine Lazarus”. Ac si aperte dicat.: Pauperem humilem 

scio, superbum divitem nescio. Illum cognitum per approbationem habeo, 

hunc per judicium reprobationis ignoro.」
～グレゴリウス・マグヌス（540頃-604）『説教第40』9～

この説教で着目すべきは次の3点である。①キリストは乞食の名前は
知っていても、金持ちの名前は知らない。②《傲れる者》は《金持ち》と
同一視されている。③これは、最後の審判の日に神は《貧しき者》は思い
出すが、傲れる者（すなわち、富者）はそうではない。
「人々の間では金持ちの方が貧乏人よりも名前が良く知られているもの
である」との言葉にあるように、《金持ち》と《有名》、《貧乏人》と《無名》
が重なり合っている。一方、イエスの態度は世間とは反対であり、ここに
イエスの得意とする世間の常識の逆転が示されている。アブラハムもラザ

9  Gregorius magnus, XL Homiliarum in Evangelia Libri Duo, PL 76 1305.
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ロの名前は知っているが、金持ちの名前は、たとえ知っていたとしても、
知っているようには見せていない（『ルカ福音書』16, 23-31）。つまり、貧
者と富者の関係は、死後、逆転すること～有名な者は無名な者へ、無名の
者は有名な者へと～を示している。《金持ちの無名性》というこのグレゴ
リウスの見解は、中世を通じてダンテの時代まで伝統的に支持されている。
一例を挙げれば、ボナヴェントゥーラも同じように注解している。

「富者が《金持ち》と、一般名詞で呼ばれるのに対して、貧者は《彼個人
の名前》で呼ばれている。quod cum dives nominatus sit nomine communi, 

pauper nominatur nomine proprio.」    
～ボナヴェントゥーラ（1221-74）『ルカ福音書注解』10～

しかし、富者に名がないからといって、貪欲者たちの顔を見分けること
ができない理由にはならない。名がないということと顔を識別できないこ
とは同じではないからである。しかも、『神曲』の中で富者はみな名を持っ
ていないかというと、そのようなことはない。従って、貪欲者たちの無名
性が単に《富者》であることに由来するわけでないことは明らかである。
《富者》であることが、彼らの顔が識別できない理由にならないことは明
らかになったが、貪欲者たちの《無名性》そのものは常に支持される。こ
こでこの無名性の意味について考察を加えておこう。

1. 3. 無名性の意味について

《社会学的説明：応報の理として貧者の境遇を体験する》
無名性の中で行なわれる第4圏の魂たちの労力は何も生み出さない徒労

に過ぎないが、ここには生前との逆転現象が見出される。前述の『ルカ福
音書』の引用にあるように、著名人であった彼らは、生前彼らが目もくれ

10  Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, C. XVI, 40, in Opera omnia, vol. 7, p. 
417, 1895.
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ず蔑んでいた見分けのつかない無名の労働者たちと同じ状態に、死後、落
とされている。生前の金持ち（有名性）は、応報の理として、生前の貧者
（無名性）を体験することになる。このイエスの話には一つの主張が隠さ
れているように思われる。解りやすく、現代的な例で説明すれば、彼らが
生前金持ちであり得たのは、彼らの労力ではなく、彼らの部下たちが働い
た結果に過ぎない。会社の社長となって大金を手にすることができたのは、
彼らが日々汗を流した結果ではなく、多くの社員が汗水垂らして働いたか
らである。中世であれ、現代であれ、一人の人間が労働で手にできる金銭
というのはたかが知れている。彼らがお大尽として生活できたのは、彼ら
の生活が一重に他者の労働の上に成り立っていたからに他ならない。つま
り、万古不易の富の本質は、他者の労働を搾取することによって得られる
点にある。自分自身の力で生み出せる富は、ほんの僅かなものでしかない。
彼らはこの本質を理解することなく、自分のものとして溜め込み、また浪
費し、他者のために還元することがなかった。その結果、今や彼らは、死
後、その他者の経験をさせられているのである。これはイエスの話におい
ても、『神曲』においてもともに当てはまる。
また、無名性の意味は、貪欲者と浪費者が集合名詞的に扱われ、いつも

複数形で示されていることと関係している。ダンテは無名な魂を、昆虫同
然のものとして描くからである。昆虫はそれぞれの個体に名前がなく、蟻
や蠅を個別に区別することは不可能である。それと同じように、地獄篇第
3歌の地獄前地に登場する魂たちは、個性なきものの象徴として虫のよう
に集合的に描写される。では、なぜ金銭や地上の財に執着する者は昆虫の
ように個性のない、区別し得ない存在になるのであろうか。それが本論の
本題となる。

2. 1. 金銭愛

もう一度、該当箇所を原文を交えて見直してみよう。

「私は言った、『師よ、この連中のなかで、
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こうした悪に染まっていた者なら、きっと私にも
《見覚えのあるriconoscere》者が何人かいるに違いありません。』
すると師は私に言った、『そんなことを考えても無駄だ。
彼らを卑しむべき者へと変えた《身境のないsconoscente》生活は、
今ではどんな《見境conoscenza》もつかぬように
彼らを黒々と塗り潰しているからだ。』」　　 ～地獄篇第7歌49-54～

同じく、顔が見分けられない者たちとして高利貸しがいるが、ダンテは
彼らについて次のように報告している。

「　苦患の炎が降りかかる彼ら［高利貸し］の
幾人かの顔に私は目をそばだてた。
誰一人《見分け（見境）のつくconoscere》者はいなかったが、誰も彼も
各自、首から一つの金袋をぶら下げているのに気がついた。

その財嚢にはそれぞれ特定の色と家紋がついており、
彼らはみな、その財嚢で自身の目を養っているように見えた。」

～地獄篇第17歌52-57～

貪欲者たちが聖職者であると判るのは、頭の毛を剃った剃髪（トンスー
ラ）のためだが、それと同じように、彼らが高利貸しと判るのは、首から
「財嚢una tasca」11をぶら下げているからである。これはイエスの言葉を前
提にしている。

「それゆえ、あなた方は、彼らをその実で見分ける。igitur ex fructibus 

eorum cognoscetis eos.」　　　 ～『マタイ福音書』7, 20～

11  中世でお金といえば、硬貨しかなかった。その硬貨をしまうために高利貸しが使っ
ていたのがこの金袋［財嚢］である。この時代には紙幣を容れる財布は存在しなかっ
たため、「財布」と訳すのは適切ではない。
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「木（の本質）は、その結ぶ実で判る。ex fructu arbor agnoscitur.」
～『マタイ福音書』12, 33～

「 木 は そ れ ぞ れ、 そ の 結 ぶ 実 に よ っ て 判 る。arbor de frcutu suo 
cognoscitur.」 ～『ルカ福音書』6, 44～

人はその行動で判ると同時に、その人が何に興味を抱いているかでその
人となりが判る。財嚢は高利貸しという侮蔑的な職業のシンボルであり、
彼らは、仕事場ではカウンターに帳簿と財嚢を置いて業務を行ない、外で
は財嚢を腰帯から吊り下げていた。ダンテはこの財嚢を高利貸しの首にぶ
ら下げさせることによって、あたかも土鈴をぶら下げられた牝牛のように
高利貸しを扱っている。まさに、イエスの言葉にある通り、彼らの本性は
その実である財嚢から知られる。財嚢には紋章が描かれ、その絵柄から彼
らがどの家柄に属する者かが判る。つまり、高利貸しは、顔では区別がつ
かず、唯一紋章によってしか見分けがつかない、人間として最も悲しむべ
き状態にある。彼らは片時も財嚢から眼を離すことがないのは、

「彼の目は富に飽くことがない。nec satiantur oculi eius divitiis.」
～『コヘレトの言葉』4, 8～

からである。この箇所について14世紀の注釈者ベンヴェヌート・ダ・イー
モラ（1320/30-87）が優れた注を施している。

「彼らの心がいつも財嚢に向いているのは、金銭こそが彼らの神だからで
あり、彼らは自身の幸福を財嚢に置いていたからである。scilicet ab ista 

borsa ubi habet semper animum, quia denarius suus est deus suus, et ibi posuit 

felicitatem suam.」12

12  Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, nunc primum integre in lucem editum 
sumptibus Guilielmi Warren Vernon, Firenze, Barbera, 1887.
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地獄を旅するダンテは必ずどの領域でも何人か知っている者に出会い、
顔を識別できるが、この二種類の者たち、第4圏と第7圏の《金の亡者》だ
けは誰だか判らない。他の種類の罪人はみな誰だか判るのに、本質的に誰
だか判らないのは『神曲』中、彼らだけなのである。ダンテの詩を読むと
き、彼の論理に従って推論して行けば、僅かな詩行から驚くほど多くのこ
とが語られていることに気づくが、これもその一例である。ダンテはこの
歌章を描くにあたって、聖書の次の霊的原理を用いている。

「あなたの宝のあるところ、あなたの心もそこにある。
ubi enim thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.」

～『マタイ福音書』6, 21；『ルカ福音書』12, 34～

ここからなぜ貪欲者・浪費者が「胸を押し当て、重りを転がしていた」（27

行）のか、そしてダンテがなぜ「手で」と言わずに、「胸で」重りを転が
していたと言ったのかを説明することができる。この詩行に関して、スカ
ルタッツィーニはこう注を付けている。

「富に恋い焦がれた心臓を収めるところが胸である。このため、胸で重り
を転がすのであって、手によってではない。」13

物質的なものは消え去って行くが、愛着は死後も残る。それ故、魂は生
前執心したものに死後も執着することになる。これは、『神曲』全体に適
用されている霊界の法則だが、解りやすく言い換えれば、《人は生前生き
てきたようにしか、死後も生きられない》ということである。ここで重り
を転がしている者たちは、まさに皮肉にも「まこと汝の宝があるところ、
汝の心もある」（『マタイ福音書』6, 21；『ルカ福音書』12, 34）の言葉通り、

13  La Divina Commedia di Dante Alighieri. Riveduta nel testo d commentata da G. A. 
Scartazzini, L’Inferno, Leipzig, 1900, p. 114.
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《重り》を自身の《宝》として汝の心（臓）を当てている14。重りはもは
や各自と一体化を遂げており、貝殻とその宿主同様、切っても切り離せな
いものとなっている。彼らは生前金銭に執着していたため、死後も、どこ
へ行くにもその重りと一緒であり、片時も離れないのである。貪欲者や高
利貸しが金銭への過度の愛を有する者とみなされるのは、次の典拠からも
明らかである。

「貪欲とは所有に対する《節度を越えた愛》である。auaritia est 

immderatus amor habendi.」　　　　
～キケロー（B.C.106-43）『トゥスクラム荘対談集』15～

「貪欲とは、《節度なき所有愛》と定義される。Avaritia est immoderatus 

appetitus habendi.」
～サン・ヴィクトールのフーゴー（1069頃-1141）『秘跡について』16～

「貪欲は金銭に対する《秩序を逸脱した渇望》である。avaritia (…) 

significat inordinatam cupiditatem pecuniarum.」
～トマス・アクイナス（1225頃-1274）『主要悪徳について』17～

2. 2. 金銭愛は偶像崇拝とみなされる

これまでいかなるダンテ研究者たちも指摘してこなかったが、貪欲者と
高利貸したちだけが顔の識別ができないのも、この霊的原理から導かれる
第一法則から同じように説明することができる。（以下の出典はすべて、
これまで一度も指摘されてこなかったものである。）

14  John F. Vickrey, ibid, p. 599.
15  Cicero, Tusculanae disputationes, IV, 11.
16  Hugo de Sancto Victore, De sacramentis, II, 13, 1： PL 176 526.
17  Thomas Aquinas, De vitiis capitalibus, q. XIII, a.1, resp.
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「人は皆、自分の愛するものを崇拝するものである。
Id enim colit unusquisque, quod diligit.」

～ヒエローニュムス『エウストキウムへの書簡』18～

貪欲者や高利貸しは金銭をこよなく愛してきた。従って、自分の愛する
金銭を崇拝する。（日本語でも《拝金》と言われる。）これを聖書の世界で
は、偶像崇拝と呼ぶのが慣習である。主なる神以外のものを神のように（ま
たは神として）崇めることはなべて《偶像崇拝》と呼ばれることは、以下
の聖書の引用からも明らかである19。

「その民の偶像は銀であり、金である。すなわち、人間の手によってなる
もの（が彼らの偶像なのだ。）idola gentium argentum et aurum, opus 

manum hominum」 ～『詩篇』113, 12［115, 4］～

「彼らは自分たちのために彼らの銀と彼らの金で偶像を造ったが、それも
彼らが滅びるためである。argentum suum et aurum suum fecerunt sibi idola, 

ut interirent.」 ～『ホセア書』8, 4～

この一節は地獄篇第19歌のダンテの言葉と呼応する。

「おまえ［聖物売買の教皇］たちは手前勝手に金や銀の神々を作り上げたが、

18  Hieronymus, Epistola XXII ad Eustochium, 10.
19  聖書では物質主義者を伝統的に《偶像崇拝者》と呼ぶ。神を動物に象って崇拝した
り（モーセが批判している偶像崇拝。ヤハウェ以外の神を奉じることを偶像崇拝と
呼ぶ）、あるいは神を図像化して絵に描いたり、神の彫像を作ること（イスラーム
教ではキリスト教徒が行なっている神の図像化も偶像崇拝とみなされる）だけが偶
像崇拝ではない。聖書では物質的なものを神として崇める行為、精神的なものと物
質的なものを転倒させ、霊的なものを蔑ろにし、物質的なものを精神的なものの上
に置く者たちはなべて《偶像崇拝者》と呼ばれるからである。このため、エサウは
伝統的に偶像崇拝者と呼ばれる。ダンテが、地獄篇第19歌113で聖物売買者を偶像
崇拝者と呼んでいるのはこのためである。
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おまえたち［聖物売買者］と偶像崇拝者と、どこが違うというのだ。（偶
像を）一つ拝むか、百拝むかの違いだけだ。」 ～地獄篇第19歌112-114～

同じく、『出エジプト記』には金の子牛を偶像として崇める物語が記さ
れている。

「モーセは主の許に戻って言った。『ああ、この民は大きな罪を犯しました。
彼らは、自分たちのために金の神々を造ったのです。』Reversusque ad 

Dominum ait, “Obsecro peccavit populus iste peccatum magnum feceruntque 

sibi deos aureos.」 ～『出エジプト記』32, 31～

「その日、人々はそれぞれかつて自分たちの手で作り、それによって自分
たちの罪を犯した銀の偶像と金の偶像を斥ける。in die enim illa abiciet vir 

idola argenti sui et idola auri sui quae fecerunt vobis manus vestrae in 

peccatum.」 ～『イザヤ書』31, 7～

「こうして彼らは酒を飲みながら、自分たちの金や銀、青銅や鉄、樹や石
で作った神々を褒め称えていた。bibebant vinum et laudabant deos suos 

aureos et argenteos et aereos ferreos ligneosque et lapideos.」　
～『ダニエル書』5, 4（cf. 23）～

また新約聖書にも次のようにある。

「貪欲は、偶像崇拝と同じことである。quae［= avaritia］est simulacrorum 

servitus.」 ～『コロサイの兄弟たちへ（偽パウロ書簡）』3, 5～

このため、トマスも貪欲を偶像崇拝として定義している。

「貪欲は、ある意味で偶像崇拝と類似するため、偶像崇拝に喩えられる。
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貪欲者も、偶像崇拝者同様、外的なものへ自分を従属させるからである。
avaritia comparatur idololatriae per quandam similitudinem quam habet ad 

ipsam: quia sicut idololatra subiicit se creaturae exteriori, ita etiam et avarus.」
～トマス・アクイナス『神学大全』20～

そして偶像崇拝者は神によって次のような報いを受ける掟が聖書に示さ
れている。これが第一法則から導かれる、第二法則である。

2. 3. 偶像崇拝者は偶像と同化する

「偶像を作り、それに依り頼む者は皆、偶像と同じようにならん。
similes illis [= idolis] fiant qui faciunt ea [= idola] omnis qui confidit in eis [= 

idolis]」 ～『詩篇』113［115］, 16［8］～

金銭を崇拝し、金銭を偶像化し、金銭に執着する者は、その偶像である
金銭そのものと同じものとなる。これが聖書に記された神の掟～応報の理
～である。貪欲者も高利貸しも金銭を愛し、金銭を崇め偶像化し、神の代
わりに金銭を拝んでいた。その結果、彼らは金銭と一体化を遂げることに
なる。筆者のこの推論が恣意的な牽強付会でないことは、ダンテ自身の言
葉からも裏づけることができる。ダンテは自身の著作『饗宴』の中で愛（着）
による同化・一体化作用について次のように説明している。

「《富》が卑しいものであることは明々白々である。かくして正しき願望と
真の知識を持つ人は決して《富》を愛することがない。こうした人は《富》
を愛さずして、自己を《富》と一つに結びつけるnon si unisce ad esse［= 

ricchezze］こともなく、自己から遙かに遠ざけることを望む。（中略）こ
れは、完全なるものが不完全なるものと結合し得ないがゆえに、当然のこ
とである。［逆に言えば、ダンテは《富を愛す者は自己と富を一つに結び

20  Thomas Aquinas, Summa theologiae, II-II, q. 118, a. 5, ad. 4.
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つける》ことを前提としている。なぜなら不完全なる者は不完全なるもの
と結合するのが定めだからである。］」

～ダンテ『饗宴Convivio』第4巻13章15～

ダンテの主張は、「正しき欲求と真の認識（正義に対する欲求と真実に
対する認識）を持たない（すなわち、貪欲者や高利貸しのような）人間」
は地上的・世俗的な富を愛するということである。つまり、彼らは「富を
愛することによって、富と一体化する」と言いたいのである。金の亡者と
は、金銭に執着し、金銭に固執した者のことであり、金銭が一番大事な人
間である。この想いが宇宙にシグナルとして発せられと、死後、その人が
《本質体》に変わるとき、それが現実化する。愛するとは、男女に見るよ
うに、愛する対象と一体化したいという欲求である。それゆえ、死後、金
銭や富を愛する彼らは愛する対象である金銭と一体化し、同一化を遂げる
ことになる。つまり、彼らが無名なのは、彼らが貨幣と化しているからに
他ならない。第4圏の貪欲者や第7圏の高利貸しにおいて、その心のあり
方を霊的に書き替えれば、彼らは金銭と同じものだとダンテは言いたかっ
たのである。では、金銭とはどういうものか、もっと厳密に考察してみよ
う。ダンテは《金銭との同化》という発想を、彼が慣れ親しんだアリスト
テレース著作から得たと思われる。

2. 4. 貨幣の目的と機能

「このような（貨幣による）交換関係が生じるのは、二人の医者の間にお
いてではなく、医者と農夫においてであり、総じて異なった人々の間であっ
て、等しい人々の間においてではない。しかし、このためには彼らを均等
化する［等しくするaequari］必要がある。医者と農夫などのような異なっ
た人々の間で交易を可能にするためには、何らかの形で比較可能なものが
介在される必要があるからである。貨幣の目的はこうした人々を均等化す
るために生まれたのであり、貨幣はある意味で仲介者となる。実際、貨幣
はあらゆるものを、従って、過不足をも計量する。(…)あらゆる物に価格
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を付すことによって、交易は可能になるのであり、かくして貨幣はいわば
尺度としてすべてを、通約的とすることによって、均等化する［等しくす
るaequat］。交易は均等性［同等性aequalitas］なしには成立せず、均等性
は通約性なしには存在しない。
Non enim ex duobus medicis fit commutatio, sed ex medico et agricola, et 

omnino alteris, et non aequalibus.Sed hos oportet aequari. Propter quod omnia 

comparata oportet aliqualiter esse, quorum est commutatio. Ad quod numisma 

venit ,  et  fi t  aliqualiter medium. Omnia enim mensurat,  quare et 

superabundantiam et defectum.(…) Propter quod oportet omnia appretiari. Si 

autem hoc, communicatio: numisma utique quemadmodum mensura 

commensurata faciens aequat. Neque enim utique non existente commutatione 

communicatio erit, neque aequalitas non existente commensuratione.」21

～アリストテレース『ニコマコス倫理学Ethica Nicomachea』1133a14-21～

このアリストテレースの引用の中に本論が証明しようとする主要概念を
見出すことができる。貨幣の本質は《通約化commisurare》し、《均等化
aequare》することにあるが、これを解り易く解説しておこう。個々別々
の人間が異なる労働した時、その労働を交換可能なものに通約化するため
に貨幣は存在する。こうして労働の対価として得た金銭が千円だとすれば、
それは医者であれ農夫であれ、誰が持っても千円に通用することになる。
その使用者が誰であるかを問わないのが貨幣の特質である。誰が持つ千円
も千円の価値を有する。医者であれ農夫であれ、異なる両者の労働を通約
化によって均等化するところに貨幣の目的と本質、または貨幣の機能と作
用がある。それ故、貨幣は個人という存在、すなわち、個性を消して行く
ものである。これを貨幣の《能動的な》側面と呼ぶことにしよう。

21  Aristoteles Latinus： Etica Nichomacea, translatio Roberti Grosseteste Lincolniensis, 
Leiden, Brill, 1972, V, cap. 8, pp. 237-8.
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2. 5. 貨幣への変容

また一方、どの100円玉を見ても区別がつかないように、貨幣そのもの
にも個性がない。自然の産物にはみなそれぞれ個性がある。どの人参も他
の人参と違うように、それぞれがみな異なり、1本として同じ人参は存在
しない。ところが、貨幣には個性がないため、どの100円玉でも他の100

円玉と取り替えることができる。これを貨幣の《受動的な》側面と呼ぶこ
とにしよう。金銭欲に捕らえられている人間には、貨幣の持つ《能動的》
側面と《受動的》側面の二つの力が働く。金銭の奴隷になるとはこのこと
だと、ダンテは言っているのである。アリストテレースやトマスに見るよ
うに、奴隷とは自分のためではなく他者のために存在する者と定義され
る。奴隷は主人の下に仕え、生きた道具として使われる。金銭欲に取り付
かれている者は、主人である金銭に仕える奴隷となる。金銭は本来人間に
よって使われるものだが、人間が金に使われている状態である。貪欲者た
ちは重りを運んでいるように見えながらも、実は、重りに働かされている
のである。金銭が人間の奴隷とならなければならないのに、反対に、彼ら
は金銭の奴隷とされてしまっている。その結果、何が起きるかと言えば、
金銭が人間を均等化し、自己と同じ区別のつかぬものに変えて通約化して
しまうのである（貨幣の《能動的》側面）。また、人間の方も貨幣を愛す
る余り、貨幣同様、人間そのものの価値を失って、貨幣と一体化を遂げ、
区別できない存在に変容する（貨幣の《受動的》側面）。要するに、彼ら
は金銭に飲み込まれ、同化させられている。金銭を愛する貪欲者や高利貸
しが個性を喪失し、《個人的な見分けがつかない》状態にあるのは、彼ら
が貨幣に《同化し》、また《同化させられた》相互作用の結果なのである。
貨幣は個人という存在（個性）を消していくもの（貨幣の能動的側面）で
あると同時に、貨幣そのものにも個性がない（貨幣の受動的側面）ために
互換可能であるように、金銭欲に囚われた人間を見分けることは不可能な
のである。ダンテはこれを強調するために、conoscenza/conoscereという
同根語を4回も使用してこの有様を記述している。（『神曲』でこうした繰
り返しは異例である。）また、ここには霊界の二つの運用則が働いている。
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3. 1. 『神曲』における霊界の運用則

運用則の第一は《下位に存在するものは、常に、上位に存在するものの
用に供せられる》というものである。これは、以下の中世神学の根本原理
に由来する。

「より劣ったものは、常により優れたもののために存在する［用いられる］。
semper imperfectiora sunt propter perfectiora.」

～トマス・アクイナス『神学大全』22～

拝金主義という言葉があるが、金を拝んで自身の上位に置くことによっ
て、下位にある自分は上位にある金に使われてしまう。なぜなら「より劣っ
たものimperfectiora」は「より優れたものperfectiora」によって用いられる
のが、この世の慣わしであり、掟だからである。このため、貪欲者たちは
重りを転がさせられている。一方、高利貸しも金袋を眺めているように見
えながらも、金袋の虜にされ、金袋に飼われているのである。《より劣っ
たもの》が《より優れたもの》によって用いられるのは、何もここだけの
ことではない。地獄篇第25歌（地獄第8圏第7ボルジャ）では、泥棒が蛇
に同化し、蛇に自身の肉体を使われ、蛇の奴隷と化している。
運用則の第二は、《生前獲得した性質によって、類似の形相と質料が交
換される》（地獄篇第25歌100-102）というものである。拝金主義者は、金
銭に対する執着を持ち続けたため、それが習い性となって、その性質に類
似の形相を有するものと質料を交換してしまう。かくして彼らは金銭に同
化する。ダンテ自身、愛着の欲求対象に自らが同化していくことを、アリ
ストテレースの用語を用いて、地獄篇第25歌100-102で詳しく解説してい
る。
第7歌のこの詩行には、貨幣を愛し、貨幣を惜しむ者の心の本質が、貨
幣の本質とともども見事に形象化・視覚化されている。それゆえ、拝金主

22  Thomas Aquinas, Summa theologiae, I, q. 96, a. 1.
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義者が貨幣に同化した現実からダンテが読者に発するメッセージは、「わ
れわれが考え、感じるものにわれわれは同化してしまう。そのため、われ
われが考え、感じるものは、とりもなおさずわれわれ自身だということを
決して忘れてはならない」というものである。
このように精神の状態が外在化され、物質化する場がダンテの冥界だが、

これに一点解説を付け加えておこう。ホメーロス以来、魂は非物体的な《影》
のような存在とみなされていた。しかし、ダンテはこの基本概念を保ちつ
つも、新たな概念を魂に付加している。これは当時の神学にはないダンテ
独自の興味深い発想である。というのは、冥界でも魂は非物体的な質料か
らなる特殊な肉体をまとい、生前と同様に五感を備えているとダンテは考
えているからである。ただし、霊界では、生前とは違い、その魂が生前に
獲得した性質に相応しい肉体を備えることになる。例えば、泥棒であれば、
蛇のような肉体であり、貪欲者・高利貸しであれば、貨幣的な均等化され
た肉体である。

3. 2. 精神（心）は、死後、外在化する

魂が、死後、霊界で新たな肉体を取る過程をダンテ自身が次のように解
説している。

「死後、他の能力はみなすべて［一時的に］黙してしまうが、記憶力、知力、
意志は生前よりも鋭敏な活動を開始する。魂は死後も休むことなく活動を
続け、驚くべきことだが、自らの内にある衝動によって川岸のどちらか［地
獄か煉獄］に落ち、そこで初めて自己の道［永遠の運命］を悟る。そこで
空間が魂を包むや、魂の持つ形成力は、生前の肉体の中にあった時と同じ
ように、そして同程度に周りに輝きを放つ。あたかも雨をいっぱいに含ん
だ大気がその中に反射する太陽光線によって色とりどりに［虹となって］
輝くのと同じように、魂を取り囲む大気は、自身にふさわしい場所に留まっ
た魂の形成力が刻印する通りの形を取るようになる

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。（中略）そしてそこ
から五感を作り出し、視覚まで備えるに至る。欲求やその他諸々の感情が
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私たちを刺激すると、それに応じてわれわれ［死者］の姿も変わるのだ。」
　　　～煉獄篇第25歌79-107～

人は、死後、生前身に付けた性質にふさわしい肉体を帯びるとダンテは
説明している。かくして自殺者の魂は、彼らにふさわしい肉体である樹木
となる。同様に、泥棒たちは蛇のような肉体を形成する。要は、死後、人
は心の中で考えている通りのものになるのである。このダンテの言及は、
興味深いことに、現代の臨死体験者の報告と酷似している。

「（霊魂あるいは意識が、肉体から離脱した）不可思議な状態に馴れてくる
につれ、彼は自分がまったく新しい肉体を持っていることに気がつく。こ
の肉体は現実のもののように思われ、優れた五感に恵まれているように感
じられる。彼は亡霊などではない。彼は、従来通り、見、感じ、考えるこ
とができる。」 ～モーリス・ローリングズ『死の扉の彼方』23～

「死後、人格を生み出す理性魂が生前よりも明敏な活動を始める」とは、
死後、魂が肉体から離れて本質体となるとき、自身の心のすべて（現代で
言う無意識の領域）が表に現われ出ることを意味している。死ぬと、それ
まで隠れていた、無意識の中に潜んでいたその人の本当の性質・本性が表
に出てくるというのである。無意識という言葉がなかった中世にあって、
ダンテは人生や人格を支配する無意識の力を、「自らの内にある衝動」と
いう言葉で表わしている。「魂の形成力が刻印する通りの形を取る」とは「死
後、人は各自の魂の本性にふさわしい姿（外観）を取る」ことを意味して
いる。それ故、第4圏の者たちは、生前と同じ姿・形をそのまましている
わけではなく、その魂の形成力によって魂（本質）にふさわしい形に変え
られているのである。このため、彼らは、貨幣のように個性のない存在に

23  Maurice Rawlings, M. D. Beyond Death’s Door ..., 1978.（川口正吉訳、第三文明社、
1981年、90頁）
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なっている。ダンテの上記の考えは、次に引用する現代のヒーラーの見解
と驚くほど似通っている。

「霊界でも物質界でも人の思念や想念にはすべて形があります。そして、
思考・想念の強度と種類とによって重さ、力、形態、色が変わってきます。
心の中をさっとかすめていくような思考は、形を長く留めませんが、強い
思考、繰り返される想念は、色と形をともなった強力な形を作り上げます。
そして、この形こそが私たちについて回り、人生に影響を与えることにな
ります。例えば、燃える煙草の灰が服の上に落ちても、すぐに払いのけれ
ば服に穴はあきませんが、そのままにしておけば、そのまま燃え続け、穴
をあけてしまいます。思考や想念もこれと同じです。一つの思考を長く持
てば持つほど、その強度は増して行きます。思考は火と同じように、ある
程度そのまま放っておかない限り、影響力は低いのですが、長く保持され
た思考は、強いパターンを生み出し、魂を取り巻く肉体、言わばオーラの
ようなものを形成します。各自の持つ想念、思考、感情、情熱それぞれの
種類に従って生み出された物質が、色彩ある雲のように、私たちの周りを
取り巻くのです。」 ～メアリー・T・ブラウン『死後の世界からの声』24～

地獄の魂が全員裸で、天国界の魂が光の衣を着ているのも、想念の質の
違いを表徴している。ダンテが貪欲者と浪費者の例を通じて読者に知らせ
ようとしているのは、心や思念を恒常的に金銭といった物質的・地上的な
ものにばかり向けていると、そのエネルギーが自己を取り巻き、自己の周
囲にそのような現実を作り上げてしまうことになるということである。ダ
ンテにとって、人間とは肉体ではなく、思念や思考エネルギーの塊であり、
生前、習慣的に生み出したこの愛着のエネルギーが死後の肉体を作りだし
ていくと考える。同じことを、別の臨死体験者も次のように述べている。

24  Mary T. Browne, Reflects on the Other Side：A Compelling Vision Of The Afterlife, 1994.（大
野晶子訳、同朋舎出版、1994年、188-189頁）
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「後ろ向きの人たちの周りには、陰のエネルギーが取り囲んでいます。口
から出た言葉が、その話し手のエネルギーの状態に、現実に影響を与える
のです。《ことば》それ自体、つまり空間の波動がいずれかのエネルギー
をそばに集めてきます。人の願望［愛着］にも同じ様な効果があります。
人間の思考には力があります。私たちは自分で考えたとおりに周囲の状況
を作り上げています。物質的には［地上においては］しばらく時間がかか
るかも知れません。しかし、霊的には［霊界では］一瞬の話です。思考が
持つこの驚くべき力を知っていたならば、私たちは自分が考えていること
にもっと気を遣うようになるはずです。自分の言葉が持っている恐るべき
力に気が付けば、悪い言葉を口にするよりも黙っていようと思うはずです。
私たちは、自分で《考えたり》、《話したり》しながら、自分自身の弱さや
強さを作り上げていたのです。諦めも喜びも、その源は、私たちの心の在
り方の中にあります。」
 ～ベティ・イーディ『死んで私が体験したこと』25～

3. 3. 貨幣のもう一つの特徴

ダンテは、貨幣の持つもう一つの特徴を、魂たちの行なう永久運動～「こ
の者たちは永遠に2つの点でぶつかり合う」（55行）～によって表わして
いる。空間と時間における永遠の半円運動というのは、無限を意味してい
る。つまり、貨幣に対する欲望は無限であるため、彼らの運動も無限とな
る。食欲という欲には限度というものがある。どんな大食漢でももうこれ
以上は食べられないという限度がある。食欲でも性欲でも、満足した後、
それに対する欲求は一時的に減退し、消滅する。五感に発する欲望はすべ
て本来的に限界づけられているが、富や金銭に対する欲求にはその限度が
存在しない。ここに富の特質がある。人間の欲求の中で他に例を見ない唯
一無限なもの、それが富への欲求である。貨幣（富）は本来的にヴァーチャ
ルなもの、人間の頭の中にしか存在しないのであるが故に、貨幣に対する

25  Betty J. Eadie, Embraced By The Light, 1992.（鈴木秀子訳、同朋舎出版、1995年、91頁）
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欲望は無限となる。第4圏の住人が重りを、いつ果てることもなく転がし
ているのはこのためである。ダンテの記述が的確に表している通り、《終
わらない》という意味は、無限に発達するということではなく、同じこと
を同じ平面に留まって行ない、進歩が一つもないということである。まさ
に貪欲者と浪費者のぶつかり合いは、セネカの言葉の通りである。

「人々が争奪を繰り返し、互いの平穏を破りあっている限り、
かわるがわる不幸にしあっている限り、
人生には何の実りもなく、心の進歩は何一つない。」

～セネカ『人生の短さについて』26～

自身の欠点は見えず、相手の欠点しか見えない彼らは、互いに互いの平
穏を破り合い、かわるがわるに不幸にし合う。彼らの人生に何の実りもな
かったように、死んだ後も、生前同様、何の実りもない活動に従事し、心
の進歩は一つもない。重りをただ転がすだけである。ただ金を貯め、ただ
金を浪費している、その発展性のない性質をダンテは無限の半円運動とい
う形で象徴している。あくまでも、半円でしかなく、彼らが円に到達する
ことは永久にない。つまり、理解に達することが永遠にないことを象徴し
ている27。

「　このようにして彼らは、暗鬱とした円に沿い
両方の側から互いに対蹠点まで戻っていく、
罵倒の繰

リトルネッロ

り言を再び叫び合いながら。
やがて対蹠点に着くと、各自は踵を返して、

半円を描きながら、再度、馬上槍試合［反対の衝突点］へと向かう。」
～地獄篇第7歌31-35～

26  Seneca, De brevitate vitae, XX, 5.
27  アリストテレース倫理学の根本原理である中庸は円で表わされる。従って、貪欲者
と浪費者は、互いにお互いを欠いた状態にあるため、半円で表わされる。
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4. 1. 貪欲者と浪費者の補完性

「　両側から互いに進み来て、一点でぶつかり合うと、
各自は向きを変え、後ろに重りを転がしながら
罵声を浴びせ合うのだった。『なぜ貯める？』『なぜ棄てる？』と。」

～地獄篇第7歌28-30～

「後ろに、反対方向に（石を）転がしながらvoltando a retro」と受刑者
たちの互いに反対向きの運動方向が報告されているが、ダンテがなぜこの
ような描写を行なったかと言えば、相反するこの二つの罪が補完的な関係
にあるためである。

「貪欲と浪費は、過剰と不足において異なっている。貪欲な者が節度を越
えて富を過剰に愛するのに対して、浪費者は節度を越えて富への配慮が不
足しているからである。また、浪費が与えることにおいて過剰であり、保
持と取得において不足しているのに対して、貪欲は反対に、与えることに
おいて不足であり、取得と保持において過剰である。ここからして、浪費
と貪欲が互いに相対立するものであることは明らかである。Differunt 

autem avaritia et prodigalitas secundum superabundantiam et defectum, 

diversimode. Nam in affectione divitiarum, avarus superabundat, plus debito 

eas diligens: prodigus autem deficit, minus debito earum sollicitudinem 

gerens. Circa exteriora vero, ad prodigalitatem pertient excedere quidem in 

dando, deficere autem in retinendo et acquirendo: ad avaritiam autem pertinet 

e contrario deficere quidem in dando, superabundare autem in accipiendo et 

retinendo. Unde patet quod prodigalitas avaritiae opponitur..」 
～トマス・アクイナス『神学大全』28～

このように互いに相対立すると同時に、互いが相手の欠けたものを補う

28  Thomas Aquinas, Summa thologiae, II-2, q. 119, a. 1.
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性質を有する点で、半円どうしのイメージほどふさわしいものはない。ダ
ンテはトマスのこの記述に図像的なイメージを与え、幾何学的に理解して
いる。
「なぜ溜めるperché tieni?」、「なぜ捨てるperché burli?」の言葉は、「両者
の盲目な精神構造の完璧なシンメトリーを表している」29が、貪欲者と浪
費者が互いに顔を突き合わせて非難しあうその精神の盲目性は、まさに『新
約聖書』の有名なイエスの警句そのものである。

「あなたは兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中にある
丸太に気が付かないのか。」　　 ～『マタイ福音書』7, 3-5～

「自分の目に丸太があるのに、どうして兄弟に向かって、『あなたのおが屑
を取らせて下さい』と言えようか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取
り除け、そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からおが屑
を取り除くことができる。」 ～『ルカ福音書』6, 41-42～

ダンテは、聖書のこの言葉を一つの物語として視覚化して読者に提出し
ているが、そのイメージは見事としか言いようがない。互いに両者は顔突
き会わせながら、永遠に自分の目の中にある丸太に気が付かず、相手のお
が屑を非難し合っている。イエスの言葉は、古代からの智慧を受け継ぐも
のであり、すでにターレス（B.C. 624頃-545頃）は次のように述べている。

「ターレスは、何が困難なことかと訊かれて、『自分自身を知ることだ』と
答えたと、また、何が容易なことかという問いには『他人に忠告すること
だ』と答えたという。」

～ディオゲネース・ラーエルティオス『ギリシャ哲学者列伝』30～

29  Giovanni Bardazzi, Canto VII, in Lectura Dantis Turicensism, Inferno, Franco Cesati, 
Firenze, 2000, p. 108.

30  Diogenes Laertius, de clarorum philosophorum vitis ..., vol. I, cap. 1, 36.
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「君はかつて一度も自分自身を省み、自分自身に耳を貸そうとはしなかっ
た。（中略）このような人の心の闇には、どんなに驚いても驚き足らぬで
あろう。」 ～セネカ『人生の短さについて』31～

なぜ彼らが自分自身の心の闇を見ないかと言えば、

「罪悪というものは、自分を直視することを恐れる。scelera conspectum 

sui reformidant.」 ～セネカ『自然の諸問題』32～

からに他ならない。悪とは自分の悪を見ないことだからである。

4. 2. 貪欲者と浪費者に見られる宇宙原理

さらに貪欲者と浪費者の対立関係を通して、次の宇宙原理が巧みに示さ
れている。

感情は宇宙に向けて強烈なメッセージを運んでおり、
宇宙はそのすべての感情的なシグナルを要求として受け取り、
すべてのシグナルに対して、同等の強さのシグナルを返して来る。

この原理からなぜ相反する人々（憎しみの対象）が向き合っているのか
を説明することができる。もし人が憎悪を感じていたら、宇宙はその人に
憎悪の対象を与える。反対に、愛情や喜びのシグナルを送ると、宇宙から
愛する対象や喜びが与えられる。ブッダは《結果は原因に引き続いて起こ
り、それはまるで雄牛に引かれる牛車のようなものだ》と説明しているが、
想念が原因となり、宇宙が結果になるというのが因果の関係である。貪欲
者は金銭を使うことを憎悪するが、反対に浪費家は金銭を貯めることを憎

31  Seneca, De brevitate vitae, II, 4 & III, 1.
32  Seneca, Naturales quaestiones, XVI, 4.
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悪する。その結果、宇宙がそうしたシグナルに対して与え返すものは、貪
欲者には彼らの憎悪の対象である浪費者であり、浪費者には貪欲者であ
る。33憎悪を抱く者には憎悪の対象が、愛情を抱く者には愛情の対象が返
される。
実は、芥川の『蜘蛛の糸』にもこの原理が働いている。糸が切れて、犍

かん

陀
だ

多
た

は再び奈落の底に落ちていくが、彼の糸を切ったのはブッダでもなけ
れば、後から続いて登ってくる亡者たちの重量でもない。仏の救いの糸は
何億人がすがろうと決して切れることなどないからである。後に続いて
登って来る他者を恨む犍陀多の気持ちが宇宙にシグナルとして発せられ、
この憎悪の想念が糸を切ったのである。犍陀多が嫉妬を抱き、糸を《自分》
だけのものと思った瞬間、自然に糸が切れたのであり、ここでも想念が原
因となって宇宙が結果となっている。恐るべきは嫉妬心であり、貪欲であ
る。それ故、犍陀多は自分以外の他の力によって地獄に突き落とされたわ
けではない。ブッダが罰を与えて糸を切ったのでもなく、自分自身で切っ
たのである。自身の憎悪が宇宙に反射して自らに返ってきたため、自分の
無意識の力～すなわち、自らの選択～によって地獄に堕ちた。時のない世
界（冥界）では、罪は、即、罰となる。他人を蹴落とそうとした意識、そ
れがすでに彼に罰として働いていたのである。

4. 3. 貪欲者や高利貸しに見る痴呆化

貨幣に変容した彼らは、また貨幣同様、知性を備えていない。そもそも
この無知性化は地獄の堕罪者に共通の性質である。ウェルギリウスは第3

歌でダンテにこう告げていた。

「そこ［地獄］でおまえは懊悩する者たちを眼にするだろう、
彼らは《知性の恩恵il ben de l’intelletto》を失っているのだ。」

33  この関係はパレスティナ問題にも同じように当てはまる。ユダヤ人とアラブ人の憎
しみは互いが互いを憎悪の対象として与え合っている。これは日本人と中国人にお
いても、日本人と韓国人においても同じように当てはまる。



ダンテ『神曲』地獄篇における貨幣への変容

－107－

～地獄篇第3歌17-18～

貪欲者や高利貸しは、ウェルギリウスのこの言葉を極めて解りやすく伝
えている。まず、高利貸しから考えてみよう。「彼らの眼差しは財嚢で養
われている（悦ばされている）’l loro occhio si pasca」（地獄篇第17歌57）
とあるが、彼らにとっての宝は財嚢であるため、彼らの心もそこにあり、
財嚢を心の糧とし、財嚢を見ることで心を楽しませている。これは先ほど
引用したイエスの言葉を下敷きにしている。

「あなたの宝のあるところ、あなたの心もそこにある。
ubi enim thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.」

～『マタイ福音書』6, 21；『ルカ福音書』12, 34～

イエスが語っているのは精神的な宝のことであるのに対し、高利貸した
ちは物質的な意味しか理解できない。そこに人間としての真の悲惨さがあ
るが、もっと悲惨なのは、生前と同様、死後も永遠にそのことに気がつか
ない点にある。それに気づくだけの《知性intelletto》を欠いているためで
ある。正法の光（神の恩寵）に照らされて彼らを見ているダンテや読者に
は解っても、永遠の闇に包まれている彼らには永遠に理解できないのであ
る。彼らは生前、金について何かを考えたことはあっても、人間とは何か
を考えたことがない者たちである。そのため、死後も、同じように解らな
い。高利貸したちは、現世では投機において他者を出し抜く、機を見て敏
な切れ者だったかも知れない。しかし、そのような頭の良さは、死後、何
の役にも立たない。その証拠に、今、彼らはまったくの痴呆者として牛の
ように首に財嚢をぶら下げて熱砂の上に座っている。彼らの知性が動物ほ
どのものでしかないことが、高利貸しの詩行に当てられた比喩によっても
暗示されている。

「　彼ら［高利貸し］の様は、夏、蚤や蠅や虻に
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苛まれて、鼻面や足で
犬が体を掻くのにそっくりだった。」　 ～地獄篇第17歌49-51～

高利貸しに対する描写は「蚤」「蠅」「虻」「犬」に始まり、「獅子」（v. 

60）「鵞鳥」（v. 63）「豚」（v. 64）「山羊」（v. 73）「牛」（v. 75）と、動物
園の様相を呈している。彼らのモラルの低さ、知性の低さが動物のレヴェ
ルにあって、心理的に動物に近似していることをダンテは痛烈に揶揄して
いる。損得勘定や利得には頭は切れても、知性の真の使い方を知らない人
間は真の意味での知性を有していないため、死後、霊だけの存在となると、
痴呆化してしまう。彼岸世界には物質的損得などないためである。此岸は
彼岸で転倒する。死後、現世の利口者は彼岸の痴呆者となる。ダンテが見
ている死後の姿は、神の恩寵によって正法の光の下で見る魂の真の姿であ
る。それ故、高利貸しの、この死後の姿こそ、彼らの現世での真の姿を表
わしている。生前もやはり痴呆者として金袋ばかりを眺めていたのであり、
世間では切れ者と呼ばれようとも、神の視点から見れば痴れ者でしかな
かったということである。キリスト教の文脈では、知性と言っても愛と言っ
ても変わらない。神が無限の知性と愛である以上、知性が高まるほど、神
を見る能力も高まり、愛を深めることになるからである。愛と知性は比例
関係にある。一方、知性は、愛と同じく、他人に仕えることによってしか
開花しない。その知性をダンテの救済のために用いる無私の人、ウェルギ
リウスが、それを象徴している。
ここで一つ重要な点に着目してみよう。第2圏のパオロとフランチェス
カは《風》に翻弄され、第3圏のチャッコは《雨》に打たれている。これ
らの罰はどれも《受動的》であり、彼らは受動的に外から苦しみを受けて
いる。対して、第4圏の貪欲者や浪費者たちの罰は《能動的》に自分の肉
体を使うように定められている。これは何を意味しているのであろうか。
第4圏では貪欲者も浪費者も重りを転がしているが、いったい誰がそうす
るように強制しているのであろうか。悪魔たちが彼らを鞭打って、重りを
運ばせているのだろうか。そうしないと、もっと痛い目にあうために、転
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がしているのだろうか。その答えはどれも《否》である。悪魔にしろ、誰
であれ、ここには強制する者など誰もいない。彼らが重りを転がしている
のは、重りを転がすことに彼らが愛着を覚えているからである。彼らには
それ以外の生き方ができない。彼らは何か外から、他から強制されてでは
なく、自分たちの意志から重りを転がしている。このどこが罰なのかと思
われるかも知れないが、これこそが彼らの罰なのである。彼らの生き方、
彼らの罪が、そのまま彼らの罰となっており、これこそが、オウィディウ
スの『変身物語』を支配する原理であり、また『神曲』の地獄篇を支配す
る原理でもある。

「自分が自分の罰（拷問）なのである。suppliciumque suum est.」
～オウィディウス『変身物語』34～

ダンテは、この罪と罰の即時的関係をここで見事に視覚化して表現して
いる。
中世の地獄絵に描かれる懲罰と『神曲』の描く懲罰とを比較してみると

き、両者の間に本質的な違いのあることが判る。地獄絵では悪魔たちが罪
人を懲らしめ、強制的に懲罰を強いているが、ダンテはそのような単純な
発想に与しない。ダンテの主張は、自分が、自分の罰なのだということに
ある。地獄絵の作者は、人は地獄に堕ちて悪魔に苛まれると単純に考える
が、ダンテは、《人は自身を自分で苦しめ》、《自分が自分の罰となる》と
考える。ウェルギリウスが地獄篇第2歌45でダンテに「自分の恐怖で自分
を損なうな」（→自分を自分の罰とするな）と言い、地獄篇第7歌9で悪魔
のプルートーに対して、「自分の怒りで自分を傷つけろ」（→自分を自分の
罰としろ）と言ったのは、このためである。自分が、実は、自分の最大の
懲罰者となるからである。この第4圏や次の第5圏、第7圏の受刑者たちは、
自分で自分を惨めにしていく自己毀損者を表している。この種の罪人には

34  Ovidius, Metamorphoses, II, 782.
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悪魔の手を借りる必要がない。なぜなら自分で自分を苦しめ、罰してくれ
るのだから。それが本当に罰になるのかと訝られるかも知れないが、答え
は《然り》である。最初から順を追って説明してみよう。
ダンテの描く冥界の法則は、死後もその人間の愛着や執着が残るという

ものである。そのため彼らは、死後も重りを転がしている。重りに圧し当
てられた胸は、金銭への愛着を示していることはすでに述べた。ではどう
して彼らは重りに愛着を感じるのだろうか。重りを転がすことが、なぜ彼
らには愛着を抱かせることになるのだろうか。ダンテや読者は神の正法の
光の下で彼らの姿を見ているため、このような疑問を抱くことになる。そ
んなことをして、いったい何になるのか、何が楽しいのかと。そんな意味
のない労働、苦しいばかりの徒労なぞ、今すぐに止めてしまえばよいのに
と。互いに「もう止めにしよう」と言って、重りを転がすのを止め、罵り
合いを止め、互いに休息しあえば良いのにと思うであろう。休んだからと
いって、転がすのを止めたからといって、それを咎める者も、鞭打つ者も
いないのだから、つまらない重り転がしなんか止めてしまえば良いのにと
考える。しかし彼らは止めない。それは止めることが禁じられているから
ではなく、彼らが止めたがらないからである。正法（理性）の光に照らさ
れることのない彼らには重りを転がすことが喜びと感じられ、それに執着
する余り、それを止めることができないのである。

「（キュニコス派のディオゲネースはアレクサンドロスに言った。）自分に
は欠けるものが何もないが、王には決して十分ということはないであろう。
（中略）王は決して喜びに満たされることがない。なぜなら、王はいかに
しても自身の喜びを獲得できないからである。sibi nihil deesse, illi nihil 

satis umquam fore…quibus ［= voluptatibus］numquam satiari ille posset, 

suas eum consequi nullo modo posse..」
～キケロー『トゥスクラム荘対談集』35～

35  Cicero, Tusculanae disputationes, V, 32, 92.
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「《愚かしさ》は望んだものを手に入れたとしても、決してその獲得したも
ので十分とは考えない。一方、《智慧》は常に現に今あるもので満ち足り、
それで悔いることがない。stultitia, etsi adepta est concupivit, numquam se 

tamen satis consecutam putat, sic sapientia semper eo contenta est, quod adest, 

neque eam umquam sui poenitet.」 ～キケロー『トゥスクラム荘対談集』36～

彼らは生前せっせと金を貯め込み、そのためにどんな努力も惜しまず、
骨折ってきた。富んでいながらさらに富を欲するのは、死後、知性を失っ
たからではなく、生前からも愚かであったからに過ぎない。ブランド品を
買い漁って浪費する者も同じである。他者にはブランド漁りがどんなに愚
かで浅はかに映ろうとも、彼らがそれを止めることがないのは、知性のな
い彼らにとってみれば、この上なく意味のある重要な行為に映っているか
らである。それゆえ、死後、重りを転がし続けても、本人の視点から見れ
ば、一番重要な止むに止まれぬ行為を行なっている意識しかない。死んだ
からといって、何も変わらない。死後も、生前同様に、愛着はそのまま残
り、生前と同じ行為を繰り返すだけである。神の光の下で彼らを眺めるわ
れわれは彼らの真実の姿を見ることができるが、彼らの目（理性）は、生
前と同様、盲目であり、自身の真の姿に永遠に気づくことがないのである。
ダンテは金を貯め込み浪費する行為を、重りを転がす行為に比喩している
が、《石》を転がしているとは記述せず、「《重り》を転がす」と、故意に
ぼかした言い方をしている。彼らにとって愛着あるものがこの《重り》の
中に入っているからである。その中身は、霊的に見れば、汚物である。彼
らは、死後も盲目であり続け、自分たちが単に糞を転がしているだけだと
いうことには気がつかない。生前、知性を使うことを忘れ、その能力が退
化してしまったために、糞

ふん

転がしのように、自身の愛着ある行為を本能的
に繰り返している。イタリアには《スカラベオscarabeo》というタマコロ
ガシ（タマオシコガネ：獣糞を球にして運び、地中に埋めて食料とする）

36  Cicero, Tusculanae disputationes, V, 18, 54.
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がいるが、ダンテはこうした本能衝動のみで生きるフンコロガシに彼らを
比喩しているのである。刺激に条件反射的に反応するのみの昆虫同様、彼
らには知性がないため、その無意味さ、徒労には気がつかない。フンコロ
ガシにとって、糞ほど大切で重要なものはない。それゆえ、どこに行くに
も、この糞と一緒である。知性とは神を見る能力、すなわち、霊的・精神
的なものを見る霊的な視力である。金銭に囚われ、ブランドに囚われた者
たちというのは霊的な視力を失い、地上的なものばかりに心が引きつけら
れた者たちである。彼らは外から強制されたり、悪魔に懲罰を受けるがた
めに、重りを転がしているのではなく、自らの願望・欲求からそれを転が
している。フンコロガシにとって糞が後生大事な物であるように、たとえ
悪魔が転がすのを止めろと言っても、彼らは止めようとはしないであろう。
仏教では、《畜生道に落ちる》という言い方があるが、これがまさにそれ
である。彼らが転がし続けるのは、自分たちが行なっている行為の本当の
意味に永遠に気づかないからだが、貪欲者も浪費者も、お互い相手の行なっ
ていることの無意味さだけはよく理解している。ただ、自分のやっている
ことの無意味さだけは気がつかないのである37。

4. 4. 地獄の経済効率

ダンテの地獄は、巷間で言われているよりも、遙かに人間心理に精通し
て深淵である。貪欲者や浪費者のような手合いには悪魔の懲罰など必要な
い。彼ら自身が自分を懲らしめる罰そのものだからである。そしてそのこ
とに永遠に気づかず、自分で自分の首を絞めてくれる以上、悪魔は放って
おくだけでよいのである。互いの宿敵を配置して置けば、準備万端、あと
は、彼らが勝手に互いに苦しめ合ってくれるのを、悪魔は無駄な精力を浪
費することなく、見ているだけでよい。ここには地獄の経済効率がよく示

37  宗教間・民族間の戦争も同じである。第3者からすれば、死んだり殺されたりするよ
りも、止めて休息したらと考えるが、当事者たちにとってすれば、そうは思えない
のである。相手を一人でも多く殺し、恨みを晴らすことが人生の最大の関心事となっ
ているため、それ以外に意味が見出されないのである。
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されている。自然は最小の手間で最大の効率を生み出すようにできている38

が、地獄も例外ではない。何億もの罪人を一人一人鞭打って強制労働させ
ようとすれば、悪魔はいくらいても悪魔手が足りない。悪魔は元天使のた
め、数に限りがある。実際、ダンテの地獄で本当に悪魔から懲罰を受ける
魂というのはわずかしかいない。なぜなら多くの魂にはその必要がないか
らである。下層地獄に降りると、このことがもっとあからさまになる。罪
人が互いに痛めつけ合ってくれるため、悪魔の手間はかからない。「人間
が本当に悪くなると、人を傷つけて喜ぶこと以外に興味を持たなくなる」
（『格言と反省』）とゲーテが記しているように、本当に人間が悪くなると、
相手を傷つけることが無上の喜びとなるからである。例えば、地獄篇第
25歌の下層地獄第8圏第7ボルジャでは盗人たちが罰せられているが、全
員裸のため、文字通り盗むものが存在しない。誰一人、金や銀などの財宝
を持ち合わせている者はいない。では、盗むべきものが何もない霊の世界
で、盗人たちはどうするのであろうか。所有するものは、今や唯一自分た
ちの身体しかないため、彼らは互いの身体を盗み合うのである。悪魔は何
も強制もしなければ、懲罰を加えることもない。盗人たちの最大の喜びは
盗むことであるため、放っておけば、互いが互いの罰となって懲らしめ合っ
てくれる。（まさにこれこそ現世の写しである。）そうした世界では、周り
すべてが相手を蹴落とし、上に立とうと考える者たちばかりのため、悪魔
がことさら手を出す必要もない。このことが次の第5圏の憤怒者たちにお
いても明らかにされている。貪欲者と浪費者と同じように、第5圏にもこ
の憤怒者たちを懲らしめる悪魔というのは登場しない。憤怒者の場合は、
貪欲者と浪費者の場合のように、反対の悪徳に染まった者を一緒に置く必
要さえない。互いに相手を傷つけることが彼らの願望にして欲求だからで
ある。彼らは互いに掴み合い、互いに相手を殴り倒し、目玉をえぐり合っ
ている。互いが互いを噛みちぎりバラバラにしてくれるので、ケルベロス

38  「自然は無駄なものは何も造らないからである。」（アリストテレース『政治学』第1巻
第2章1253a10）
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も必要ない有様である。これはなぜかと言うと、死後、肉体がなくなると、
互いの意識が共有されるようになるためである。誰かが唾棄すべき考えを
抱けば、それは直ちにすべての霊たちに知られる。地上のように、互いの
考えや意識を隠しておくことはできない。文字通り、完全に丸裸だからで
ある。そのため、互いの悪しき考えがすぐに伝わり、争いの絶えることが
ない。地上では、衣服に象徴されるように、顔や言葉で繕い、自分の真意
を包み隠すことができるが、地獄では何も隠すことはできず、相手の意識
が筒抜けになる。地獄の霊たちが全員裸であるのは、一つにこれを比喩し
ている。また霊界では、それぞれが各集団に分かれて住み、違う者どうし
が決して一緒にいられないのもこのためである。
地獄界は、地上の世界とは何か異なった特別の世界のように思われがち

だが、地上世界の写しに過ぎない。地獄界が、地上と違うのは、地上のよ
うな法律がないため、法を怖れることなく、思う存分悪事ができるという
点だけである。泥棒をしたい者は、そこでは思う存分他者から奪い、好き
なだけ泥棒できる。地獄の懲罰の特徴というのは、地獄の魂には霊的な知
性がないため、自分が自分を罰する道具になっていることに気が付かない
ことにある。これがダンテの提示する真の地獄の姿である。臨死体験者の
報告が、ダンテの地獄と似通っているのは興味深い。

「肉体の内に留まっている間に、なるべく霊的なことを勉強しておいた方
がよいと言うことも（死んでいる間に）学びました。この世にいる間に沢
山の知識を集めておけば、その分こちらに来てからの成長が楽になります。
何も知らなかったり、何も信じていなかったりすると、まさしくこの世の
《とりこ》となってしまうからです。無神論者のまま死んでしまったり、
金銭欲や肉欲のようなこの世的な利益に縛られている人が霊の世界に入る
ことは容易ではありません。そういう人たちはこの世に束縛されているか
らです。彼らは、自分を神へと向けてくれるエネルギーと光［これをダン
テは「知性」と表現している］を、どうにかして自分のものにしようとす
る信念と力に欠けています。なかには、自分を神に向かわせてくれるエネ
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ルギーと光の存在さえ認めようとしない人もいます。自分の周りに実在し
ている偉大な力を受け容れて、この世のことから解放されない限り、こう
した人たちの霊はこの世に残ってしまいます。光に向かって前進を始める
前のあの暗黒の空間に、確かにそうした霊たちがぐずぐずしていました。
この世的な癒しを信じて、この世の愛とぬくもりの中に留まりたいと思っ
ている限り、彼らはあの暗闇のなかで時を過ごすことになります。（中略）
この世の欲望を神として崇める［これを聖書では偶像崇拝と表現する］と、
私たちは肉に縛られるようになるからです。」

～ベティ・イーディ『死んで私が体験したこと』）39～

「何人かの臨死体験者は、最悪とも言える状態の中で動きが取れなくなっ
ているような霊たちを見ています。そうした霊たちは、根本的には、現世
への愛着を捨てきれないでいます。つまり、そうした霊たちは現世のある
特定の物や人、習慣に縛られているように見えると、臨死体験者たちは言
います。第二に、臨死体験の報告者全員が、こうした霊は輝いている他の
霊に比べて、ごく限られた範囲の意識しか持ち合わせていないような薄暗
い霊であったと述べています。（中略）ある女性の臨死体験者は、こう報
告しています。『（私が死んで）進んでいくと、ぼうっと曇っている場所が
ありました。そこは、周囲の輝く光とは対照的でした。そこにいる霊たち
は、他の霊に比べてもっと人間の形に近いように見えましたが、形だけを
よく思いだしてみればということであって、人間の形をしていたわけでは

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ありません
0 0 0 0 0

。頭を垂れ、悲しい絶望的な顔つきで、足を鎖で繋がれている
ように重く引きずって歩いていました。どうしてこう感じたのか変ですね。
その足を見たという覚えもないのですから。ともかく疲れ切って、ぼんや
りとしていて、陰気くさく見えました。どこに行くのかも、誰に付いて行
けばよいのかも、あるいは自分が何を求めているかも解らず、足を引きず
り、永遠に動き回っているようでした。私がそばを通っても、頭を上げよ

39  Betty J. Eadie, ibid.（同掲書、128-129頁）
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うともしません。まるで《もう駄目だ、自分は何をやっているのだろう、
ここはどこなんだ》と自問しているかのようでした。何をなすべきか、ど
こへ行くのか、何も解らない、打ちのめされた絶望的な姿でした。（中略）
現世にも霊界にも通じているふうではなく、その二つの間に引っかかって
いるというふうでした。どちらかというと、現世との関わり合いがあるの
でしょう。というのは注意が下の方に行っている様子だったからです。皆、
屈み込んで下の方を見ているのです。現世に心残りなものがあって、心を
決めかねているのだと思います。」　

レイモンド・A・ムーディー・Jr.著『続かいま見た死後の世界』40～

貪欲者や浪費者を上記の引用に当てはめてみれば、理解が容易になるは
ずである。彼らは地上的なものにしか関心がなく、霊的なものをないがし
ろにしてきたため、死後、いつまでも霊の目が開かれず、永遠に動き回っ
ているのである。死後、肉の眼はなくなり、使えるのは霊の目だけとなる。
その霊の目がないため、意味のない労働を永遠の繰り言のように行ない、
当人はさっぱり気が付かないでいる。これが第4圏の魂たちである。

5. 1. 《金袋borsa》に自分を容れる者

ダンテは下層地獄の第8圏第3ボルジャで奇妙な光景を目にする。

「　（濠
ボルジャ

の）壁面にも底にも
鈍
にび

色
いろ

の岩に無数の穴が空いているのが見えた。
穴は、どれも同じ大きさで、円

まる

かった。
（中略）
それぞれの穴の口からは、罪人の脚が

腿まで外へと突き出し、

40  Dr. Raymond A. Moody, Jr., Reflections On Life After Life, 1977.（駒谷昭子訳、評論社、
1989年、29-32頁）
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残りは穴の中に入っていた。
全員の足の裏は、両方とも、燃えていた。

このため、膝の関節は、丈夫な枝紐や草縄も引きちぎって
しまうほどの勢いで、激しく踊りくねっていた。
油の染みたものに炎が点じると、

その表面だけを走っていくものだが、
まさにそれと同じく、炎が踵

かかと

から指先までを舐
な

めていた。」
～地獄篇第19歌13-15、22-30～

この無数の穴の中には教会関係者が頭を下にして突っ込まれている。そ
れほどこの罪に染まるものが多いため、神は教会関係者専用の悪所をわざ
わざ造っている。彼らは頭を穴に突っ込んでいるため、顔を見ることがで
きないが、実は、彼らも第4圏の貪欲者たちや第7圏の高利貸しの系譜に
属する。聖物売買とは、教会の地位・聖職を利用して賄賂などの見返りを
得たり、教会の財産を自分の利益のために転売したり私物化する行為すべ
てを含む。中でも最も権力のある教皇はこの罪に染まりやすく、またその
罪も最も重い。ダンテはここで教皇ニコラウス3世（1210/1220-1280）に
出遭う。

「わしが誰だか気に掛かるというなら、
教えてやろう。私は大いなる（教皇）マントを着る者だった。
わしは、この名前［オルスィーニ］の通り、雌

オルサ

熊の倅
せがれ

だったが、
仔熊［子息］たちを推し挙げようと富を貪るあまり、
上では金

かね

を、ここでは自身を財嚢［穴］に突っ込んだ。
わしの頭の下には、わしより前に聖職を汚

けが

した
他の教皇たちが引きずり込まれ、
岩の裂け目［穴］深くに押し潰されておる。」 ～地獄篇第19歌68-75～

教皇ニコラウス3世が頭を突っ込み、逆立ちしている穴は教皇専用のも
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のである。地中深く打ち込まれた土管のようなこの縦穴の中に歴代の悪徳
教皇が逆立ち状態で縦に埋まっているが、ここで教皇ニコラウス3世は、
興味深い発言をしている。

72 地上では金
かね

を、ここでは自身を《財
あ

嚢
な

borsa》に突っ込んだ。

「現世で金銭を財嚢に突っ込み、その結果、ここ地獄第8圏第3ボルジャ
では自身を（金銭の代わりに）この穴に突っ込んだ」と言っているからで
ある。ここでは「財嚢borsa」が二重の意味で用いられている。すなわち、「現
世でたらふく金を財嚢の中に突っ込み」、「死後は自身を財嚢状の穴の中に
突っ込んだ」ということである。この穴が財嚢状であること、あるいは財
嚢に比喩されていることは非常に意味深い。ニコラウス3世が受ける応報
は、『使徒行伝』の中でペトロがシモンに告げた通りである。

「おまえの金銭はおまえとともに（もろとも道連れに）破滅に至るがよい
Pecunia tua tecum sit in perditionem.」　 ～『使徒行伝』8, 20～

何でも金で買えると考える魔術師シモンに対して、おまえは金銭ととも
に地獄に堕ちるとペトロが言ったように、ニコラウス3世は地獄に堕ちて
いる。（日本でもシモンが登場して、マスコミの寵児となり、「金で買えな
いものはない」と豪語していた。）聖物売買とは、「何でも金で買えるとす
る傲慢な考え」のことであり、精神的・霊的なものでさえ、金銭という物
質に還元できるとする拝金主義を象徴している。ペトロは「共にtecum」
と言っているが、これは《金銭がらみで成り上がった者は、やはり金銭が
らみで落ちる》ということを意味している。魔術師シモンがローマで空か
ら落ちたようにである。ダンテはここで拝金主義そのものを断罪している。
なぜならイエスこそが史上最も激しい拝金主義の否定者だったからであ
る。（拝金主義を最も忌み嫌うべき宗教を奉じる西欧から資本主義が生ま
れたことは、歴史の皮肉であるが。）
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「何人
びと

も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛する
か、一方に親しんで他方を軽んじるかのどちらかである。あなた方は神と
富に仕えることはできない。」　 ～『マタイ福音書』6, 24～

イエスは、三段論法を使って拝金主義を断罪している。何びとも神と富
の両方に仕えることはできない（大前提）。従って、神を軽んじて、富を
愛するか、富を愛して、神を軽んじるかのどちらかしかあり得ない（小前
提）。ゆえに、聖職者や教皇は神と富に仕えることはできない以上、富に
仕える聖職者は、神ではなく悪魔に仕える者たちである（結論）。これが
拝金主義の個人的な罪の側面だが、これに加えて、社会的な罪の側面は天
国篇で示されることになる。前述した聖書の霊的原理「あなたにとっての
宝があるところ、あなたの心もそこにある」は、死後の霊界においてこそ
最も明瞭な形で顕れる。シモンの教皇たちの宝は聖書でもなければ、イエ
スの教えでもない。彼らの心は当然天国にはない。彼らにとっての宝は金
銭だからである。従って、彼らの心もその金銭にある。その結果、財嚢の
中に自分の心がある者は、財嚢の中に頭を突っ込む以上に、その魂にふさ
わしい行為はない。現世で金を財嚢に突っ込んだ教皇ニコラウス3世が、
死後、財嚢に突っ込まれているのは、彼の宝のあるところ～財嚢の中～に
彼の心もあるからに他ならない。すると、この第19歌に至って、今まで
見てきた第7歌と第17歌のモチーフがここで完成されていることが判る。
第19歌の聖物売買者も貨幣に執着した者たちであり、貨幣を神として崇
める拝金主義者である。かくして金銭を愛する者は、金銭と同じものに、
すなわち、貨幣となる。これが彼らを待ち受ける死後の運命である。聖物
売買者も貨幣と同じものになっているため、当然、死後、金袋の中に入れ
られることになる。彼らはもはや人間と呼ばれるべき存在ではなく、貨幣
と呼ばれるべき存在だからである。財嚢は金銭を入れるべきものだが、こ
こでは《金銭となった人間》が財嚢という穴に入れられており、ここでも
あべこべ、逆さ世界となっている。地獄はゴミ屑を容れる掃き溜めであり、
ゴミ袋のようなものという意味で、ダンテは「袋詰めにするinsaccare」と
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いう動詞を用いている。

「私たちは宇宙のすべての悪を《集めた袋insacca》の中へ入って行った。」
～地獄篇第7歌18～

かくして《袋》の主題は地獄篇第7歌から始まり、第19歌の《金袋
borsa》で終わることになる。第7歌の貪欲者たちは生前金銭を袋詰めにし
てほくそ笑んでいたが、第19歌では自分が金銭という屑となって袋詰め
にされている。その具体的で個人的なイメージがここで用いられている。
教皇ニコラウス3世が自分で言うように、シモンの徒は自身をゴミ屑とし
て「袋詰めにしているinsaccare」のである。

5. 2. 顔なき聖物売買者

金銭に執着した者たち～貪欲者や高利貸し～は個人的な顔を失うという
『神曲』に一貫する特質がここでも同じく確認される。穴に入れられて罰
せられている魂たちはなべて顔を持っていない。実際、彼らの足が彼らの
顔の代わりをなしている。勿論、足でその人間を見分けることはできない。
彼らは顔を見せることが禁じられており、常に、顔は財嚢（穴）の中に埋
まっている。顔が隠れて見えないため、結果的に識別することができない
という点で、貪欲者や高利貸しと同じである。（たとえ彼らを穴から引っ
張り出すことができたとしても、おそらく顔の識別はできないであろう。）
ダンテは顔の識別ができないことを、穴に顔を突っ込んで顔が見えないと
いう形で表現しているのである。穴と癒合し、穴という財嚢と「一体になっ
ているunirsi」のが、彼らの存在の仕方だからである（『饗宴』第4巻第13

章15参照）。かくしてダンテは金銭を神として仰ぐ偶像崇拝者に共通する
罰を与えて、拝金主義のモチーフを統一させていると言えよう。
ニコラウス3世は教会関係者らしくイエスの言葉を暗示する「財嚢borsa」
という言葉を用いている。イエスは、福音を告げる旅に出る使徒たち～す
なわち、聖職者やイエスに倣う者たち～に次のように命じているからであ
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る。

「帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れて行ってはならない。旅には、《袋
pera41》も二枚の下着も、履き物42も、杖も持って行ってはならない。
Nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in zonis vestris. Non 

peram in via neque duas tunicas neque calciamenta neque virgam.」
 ～『マタイ福音書』10, 9-10～

「旅には杖一本のほか何も持たず、ただ履き物を履くだけで、『下着は二枚
着てはならない』と命じられた。」　 ～『マルコ福音書』6, 8～

「旅には何も持って行ってはならない。杖も《袋pera》もパンも銀貨も持っ
て行ってはならない。下着も二枚は持ってはならない。Nihil tuleritis in 

via neque virgam neque peram neque panem neque pecuniam neque duas 

tunicas habeatis.」 ～『ルカ福音書』9, 3～

「《金袋sacculus》も《袋pera》も履物も持って行ってはならない。Nolite 

portare sacculum neque peram neque calciamenta.」 ～『ルカ福音書』10, 4～

このようにイエスが命じているのに、キリストの代理人を僭称する教皇
たちを始め聖職者たちはこの《袋》を携え、イエス・キリストの名の下に
この金袋を一杯にした。彼らはキリストの教えに背き、神よりも物質を重
んじ、霊的なものを蔑ろにした者たちなのである。ここから彼らは《背信
者》としても規定される。シモンの徒は《貪欲者》であると同時に《背信
者》でもある。ところで、イエスのこの教えはイエスよりも古く、すでに
旧約聖書の中に見ることができる。実は、イエスは、旧約の次の教えを継

41  πήρα「食料や金銭を入れるための袋」で、イタリア語のborsaに相当する。
42  イエスの戒めに反して、ニコラウス3世は世俗権力の象徴であるzanca（地獄篇第19
歌45）を履いている。
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承し押し進めている。

「シリアの王の軍司令官ナアマンは勇敢で裕福な男であったが、癩病に罹っ
ていた。（中略）召使いの少女が女主人のナアマンの妻に言った。『ご主人
様がサマリアの預

エ リ シ ャ

言者の許においでになれば、お患いの癩病を治して頂け
るでしょう。』（中略）それで、ナアマンは数頭の馬と戦車ともにエリシャ
の家に来て、その戸口に立った。エリシャは使いの者を遣ってこう言わせ
た。『ヨルダン川に行って、7度身を洗いなさい。そうすれば、あなたは健
康な身体を取り戻し、清くなります。』（中略）彼は神の人［預言者エリシャ］
の言葉に従い、南に降ってヨルダン川で7度身体を洗った。すると、彼の
身体は元に戻り、幼子のようなすべすべした身体になり、清らかになった。
彼は供の者たち皆を引き連れて神の人の許へと引き返し、その人の前に
立って言った。『私は本当に判りました、イスラエル以外、この全世界の
どこにも神がおられないということを。どうかあなたの僕

しもべ

から贈り物をお
受け取り下さい。』しかし、エリシャは答えて言った。『私がその前に立つ
主はあられる。私は受け取らない』と。ナアマンは何とか受け取ってもら
おうと説得したが、エリシャは決して同意しなかった。（中略）それで、
エリシャの許からナアマンが立ち去って、しばしの行程を進んだ頃、神の
人の従者ゲハジは『わが主人は、あのシリア人ナアマンが持ってきたもの
を何も受け取らず帰してしまった。主はあられる。彼の後を追いかけて、
彼から何がしかを貰ってこよう』と言って、ナアマンの後を追った。（中略）
（ナアマンに追いつくと）ゲハジは直ちにナアマンに言った。『わが主人エ
リシャは私をあなたに遣わせて、《たった今、私の許に預言者たちの息子
である若者が二人エフライの山からやって来た。この二人に銀1タラント
と着替えの服を二枚与えてもらうよう》あなたに告げるよう私に命じまし
た。』ナアマンは1タラントと言わず、2タラント43受け取るように言って

43  1万2千デナリオンに相当し、当時の日雇い労働者の40年分の稼ぎに当たる。（現在
の1億円ほど）
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彼に勧め、二つの《財嚢saccus》に入った銀2タラントと着替え二着
0 0 0 0 0

をく
くりつけた。（中略）（帰宅後）ゲハジは自分の主人の前にやって来て立つ
と、エリシャから『おまえはどこに行っていたのだ』と訊ねられた。ゲハ
ジは答えて言った、『あなたの僕

しもべ

はどこにも行っていません』。それに対し
てエリシャは『あの人［ナアマン］が戦車から降りて引き返し、おまえを
出迎えたとき、私の心がそこに行っていなかったと思うのか。おまえは銀
と服を受け取り、その金でオリーヴ畑やブドウ畑、羊や牛、男奴隷や女奴
隷を買うつもりであろう。だがよいか、ナアマンの癩病はおまえとおまえ
の種［子孫］に永遠に取り憑くことになるだろう』と言った。（すると）
ゲハジは雪のように癩病に冒され、エリシャの許から立ち去った。」
Naaman princeps militiae regis Syriae (…) erat vir fortis ed dives sed leprosus. 

(…) quae [= puella] ait ad dominam suam utinam fuisset dominus meus ad 

prophetam qui est in Samaria profecto curasset eum a lepra quam habet. (…) 

Venit ergo Naaman cum equis et curribus et stetit ad ostium domus Helisei 

misitque ad eum Heliseus nuntium dicens,“Vade et lavare septies in Iordane et 

recipiet sanitatem caro tua atque mundaberis.”(…) Descendit et lavit in 

Iordane septies iuxta sermonem viri Dei et restituta est caro eius sicut caro 

pueri parvuli et mundatus est. Reversusque ad virum Dei cum universo 

comitatu suo venit et stetit coram eo et ait,“vere scio quod non sit Deus in 

universa terra nisi tantum in Israhel obsecro itaque ut accipias benedictionem a 

servo tuo”. At ille respondit,“vivit Dominus ante quem sto quia non accipiam”. 
Cumque vim faceret penitus non adquievit. (...) Abiit ergo ab eo electo terrae 

tempore dixitque Giezi puer viri Dei pepercit dominus meus Naamam Syro 

isti ut non acciperet ab eo quae adtulit vivit Dominus quia curram post eum et 

accipiam ab eo aliquid, et secutus est Giezi post tergum Naaman. (...) Et ille ait 

recte,“Dominus meus misit me dicens 《modo venerunt ad me duo adulescentes 

de monte Ephraim ex filiis prophetarum, da eis talentum argenti et vestes 

mutatorias duplices》”. dixitque Naaman,“melius est ut accipias duo talenta”et 

coegit eum ligavitque duo talenta argenti in duobus saccis et duplicia 
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vestimenta. (...) Ipse autem ingressus stetit coram domino suo et dixit Heliseus 

unde venis Giezi qui respondit non ivit servus tuus quoquam. At ille“nonne ait 

cor meum in praesenti erat quando reversus est homo de curru suo in occursum 

tui. Nunc igitur accepisti argentum et accepisti vestes ut emas oliveta et vineta 

et oves et boves et servos et ancillas. Sed et lepra Naaman adherebit tibi et 

semini tuo sempiternum”. Et egressus est ab eo leprosus quasi nix.」
～『列王記（下）Malachim seu IV Regum』第5章1, 3, 9 -10, 14-16, 19-21, 

22-23, 25-27～

ここにすでに神に仕える者は物質的な富を積んではならないこと、神か
ら授かった霊能を金銭に変えてはならないことが命じられている。ダンテ
より一世代前すでに、自己の感情を決して吐露することのないトマスが聖
職者の腐敗を前にして、珍しくも感情を露わにこう指弾している44。

①教会の財産はなべて貧しき者たちのものであり、その所有権は貧しき者
たちにあり、教会にはない。

②（国家の財産に対する所有権が政治家にないのと同じように、）教会の
財産に対する所有権は聖職者にはない。（政治家同様、）聖職者はその財
産の分配者に過ぎない。

③このため、聖職者は貧しき者たちにとって最大の敵となっている。貧し
き者たちが受けるべきものを最も詐取するのが聖職者なのである。

ダンテの時代、聖職者の貪欲は更に酷くなっており、悪の四天王～教皇ニ
コラウス3世、教皇ボニファーティウス8世、教皇クレーメーンス5世、教
皇ヨハンネス22世～においてその貪欲は止

とど

まることがなかった。まさに
「金銭のあるところ、そこに教会あり。ubi pecunia, ibi ecclesia」45である。

44  Thomas Aquinas, Summa theologiae, II-2, q. 119, a. 3, ad. 1.
45  エルンスト・ブロッホ『キリスト教の中の無神論（上）』、竹内豊治・高尾利数訳、
法政大学出版、1982年、46頁。
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ヨハンネス22世に至っては上記のトマスの規定を否定し、1318年、聖職
者の財産権・所有権を勅書で宣言し、それに逆らう者～とりわけ清貧を重
んじるフランチェスコ会厳格派～を弾圧し、異端審問にかけて火あぶりに
した。これがダンテの時代、キリストの名の下に行われた現実である。ダ
ンテが怒りの筆を『神曲』で揮

ふる

ったのは、こうした蛮行を目にしていたか
らに他ならない。

「財貨を集めてはならない、あなた方の富を地上に積んではならない。
Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra.」　 ～『マタイ福音書』6, 19～

イエスに倣う者すべてが従わなければならない教えは清貧しかないが、
教会においてイエスの言葉ほど軽いものはない。（キリスト教会を、イエ
ス教団と呼ばない理由はここにある。）イエスはこう説いていた。

「自分の持ち物を売り払いなさい、そしてその施し物をただで与えなさい。
古びることのない《財嚢sacculus》を作りなさい。尽きることのない財貨
を天に持ちなさい。そこでは盗人も近寄らず、虫も食い荒らすことはない。
あなた方の財宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるからである。
Vendite quae possidetis et date elemosynam. Facite vobis sacculos qui non 

veterescunt. Thesaurum non deficientem in caelis quo fur non adpropiat neque 

tinea corrumpit. Ubi enim thesaurus vester est ibi et cor vestrum erit.」
～『ルカ福音書』12, 33-34～

ここにも《財嚢》という言葉が登場する。教皇ニコラウス3世はイエス
の教えに反して《古びていく財嚢sacculi qui veterescunt》を作ったのであ
る。そしてそのイエスに対する背信の報いが第3ボルジャの悪所である。
以上を総合すると、ダンテは金銭を愛し、金銭に執着した者はなべて貨

幣に変容し、貨幣と同じく見分けのつかない顔になっていると想定し、地
獄篇第7歌、第17歌、第19歌を共通の金銭愛で結び付けていると言えよう。
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