
『失楽園』における虚の無限と隠蔽された強度:

有機的表象と遊牧的表象の思想史

(研究課題番号10610468)

平成10年度-平成11年度科学研究費補助金(基盤研究(C)､･(2) )

研究成果報告書

平成12年3月

研究代表者 鈴 木 繁 夫
(名古屋大学言語文化部助教授)



L帥叶的も脚り7

はしがき

研究組織

研究代表者 鈴木繁夫 (名古屋大学言語文化部助教授)

研究経費

平成10年度1100千円

平成11年度 900千円

計 2000千円

20095722

･研究発表

(1)学会･

""Through my heart her eyes'beamy darts be gone": The Power of Seeing in Renaissance Poems and

EmblemsorLove●-第5回国際エンブレム学会(ルドヴィク･マクシミリア-ノ大学､､ドイツ)

(2)学会誌等

｢メルカトルのコンパス: 『失楽園』におけるゆらぐ無限｣ 『ことばと文化』(名古屋大学

大学院国際言語文化部)第1号(2000年3月) (印刷中)

(3)書籍等

"…Throughmy heart her eyes'beamy darts be gone": The Power of Seeing in RehaissaJICe Poems and

Emblems of Love,
tl

in Mz'krokEAmOS, ed. Wolfgang Hmsund Dietmar Peil (FrankfurtamMain:

PeterLang, 2000) (印刷中)

研究成果

本研究報告書は,五部で構成されている｡それぞれの部は,本研究の目的と次のように対応してい

る｡

第一の目的は､ 『失楽園』における<無限>の親念が､限定された無限であり､そのために､この詩では

無限の空間力甥F除されてしまっていることを明らかにすることであったo この目的をはたすために､具体的

方法として､ ①当時､急速に発達した地図学において無限がどういう過程を-て浮かびあがり､②地図学の

基礎なる判職こして明噺な幾何学･代数によって無限が地図のなかでどう処理されたのかという観点から､

無限の発生と処理の歴史を跡づけた｡地図に代表されるような有機的表象による無限という枠組みを使って､

無限をこの詩がどうとらえどう処理しているかをあぶりだした.その成果が本報告書のPartlの論文｢メル

カトルのコンパス: 『失楽園』におけるく無限〉の取り尽し｣である｡論文では､①この叙事詩において､

サタンの宇宙航海や新たに発見された大陸などによって象徴される空間は､地図学による理性的表象勝桝と

対応していること､また②理性的であるがゆえに､生成し解体しつづける制約のない無限を壊小化している

ことを､図像を用いて裏付けたo (なお､この論文の縮約したものが今月中(20(氾年3月)に公刊される.ま

た論文が公刊途上にあるという性質上､本報告書では図像は割愛した. )もう少し具体的にいえば､ 『失楽



園』が書かれた17世紀に確立した地球投影図法は､微分や無限級数などが合理的数学放念として成立したが

ゆえに､かえって表象不可能な無限が地図上に存在することを露皇してしまっている｡『失楽園』の宇宙空

間のなかでは､神のコンパスと神の国とによって無限が二重に囲いこまれているが､それでも無限は有機的

に表象の枠組からすべりでている｡この模すべりがあたかも起っていないかのように､叙事詩の語り手はこ

の詩を叙述している｡その結果､この詩の宇宙空間､地球空間､人間､自然といったものが理性に囲いこま

れ､そこでは<無限>の空間が一次的で理解可能な破れ目としてしか意識されてはいないことを指摘した｡

なお､とくにこの論文作成のために必要不可欠であった地図や透視法などの理論に関する一次資料は､英国

海事博物館(ロンドン)
､ウオーバーグ研究所(ロンドン) ､オランダ王立図書館(ハーグ) ､オランダ国

立博物館(アムステルダム)
､ミュン-ン州立図書館､レジデンツ博物館(ミュンへン)で収集し､その

収集し整理した図像の数だけでも､ 200点以上に及んだ｡

第二の目的は､この詩の無限空間排除は､近代合理主義意識という限られた時代の産物ではなく､有機的･

構造的･因果律で世界を表象しようとするアリストテレス以来の思考のシンタックスにからめとられている

ことを証明することであったo有機的･構造的･因果律の世界表象の対鍍にある､ジル･ドゥルーズの差異

と反復という概念やジャック･デリダのエクリチュールと差異という見方に依拠しながら､この詩には二人

の語り手がいることを明らかにした｡一人は､有機的表象によって無限を囲いこめると思いこんでいる語り

辛(1巻-3巻､ 9巻-12巻)であり､もう一人は､たとえば比喰(サタンの変身､天上の戦いなど)が架空の

たとえではなく実在であることを意図せずに示してしまう語り手(4巻-8巻)である｡単純にいえば､後者の

語り手の存在は､前者の語り手には限界があることを教えていることになる｡しかし比喰を実在として語っ

てしまう後者の語り手こそが､この詩全体が神や起源について語る比喰にすぎないという主張を転覆させ､

かえって最初の語り手の有機的表象化を肯定し保証する役割をはたしてしまう｡この肯定の結果､逆に､批

評の眼をもつ読者には､この詩が神や無限といった超越存在をあらわしえてはいないそのほころびを露呈さ

せていることに気づくことになる｡転覆と露呈という事態を説明しているのがPart 2の論文｢ 『失楽園』

の表象学｣である｡なおこの事態を明確に示すために,ミルトンが無限の一歩手前にある限界をどのように

意識していたかを､加帆車､極楽鳥､アメリカ･インディアンという有機的･構造的分類にはおさまりきら

ない地図上の限界の文物を用いて説明した.加帆車とアメリカ･インディアンについて細かな一次資料は､

Part 2の論文のAppendixに記載されている｡

第三の目的は､無限を伝統的有機的表象によって棲小化しているという知見を挺子にして､この詩

が､無限の恩寵と恩寵の与え手である聖霊とを狭い枠に馴致したことを示すことであった｡ ①まず

聖霊についての解釈をめぐって考察した｡聖霊は､ニケ-ア公会議で最終決定され解釈問題に終止符

がうたれたのではなかった.会議の一世紀もまえに活躍したカトリックやプロテスタントが崇敬する

初代教父間でも解釈は不安定なままだったし,また会議以後約200年間も聖霊をめぐる論争は続いて

いた｡その解釈の系譜を,神の子の解釈ともからめてたどったものが､ Part 3の論文｢ 『失楽園』に

おける無限なる三位一体｣ (とくに第三節｢創造にかんする無限なる神の二義性｣ )である. ②ま

た､ 『失楽園』では聖霊は光としてあるいはすべての光の源として表象化されている｡ところが,光

とはなにかをめぐって､たとえばアトムとよばれる粒からできているという粒子説が古代から17世紀

にもあり､聖霊は霊であるにもかかわらず物質として考えられることがあったo光としての聖岳と､

光によって人間が神の世界に上昇していくというルネッサンス新プラトン主義の考え方がドッキング

して､宇宙に充満する聖霊-光という観念があることを掘り起こした｡この成果は､第5.回国際エン



プレム学会で発表したoなお学会のメインテーマが宮廷文化であったため､この論文は『失楽園』に

限定せず当時の宮廷文化のなかでの光論･聖霊論という体裁をとっているo幸い､学会会長から本研

究発表を論文集の一角に採用したいとの依頼を受け､ Part 5の論文""Throughmy heart her eyes'beamy

darts be gone-: The Power of Seeing in Renaissance Poems and Emblems of Lovetlは本年刊行予定の研究書

Ml･kTOkosmosに掲載される.なお､この論文もPart lの論文と同様に､公刊途上にあるので､本報告

書では図像は割愛した. ③さて以上のような聖霊論をふまえて､この詩では父(神)
､子(神の子).

聖霊の三位一体の関係が有機的に調和することを強調するあまり､宇宙をつらぬき流れる神の純粋な

力(強度)を隠蔽する結果になっていることを示そうとしたのが､ Part 4の論文｢充満する窒息-

『失楽園』における(無限)の有機的表象｣である｡ここでは､神ないしは諸起源(宇宙生成･天の

戦い)を描写することの不可能性を明らかにしようと試みた｡とくにドゥルーズが用いている､宇宙

をつらぬき流れる神の純粋な力(強度)という概念を用いて不可能性を説明しようとした｡ドゥルー

ズの思想そのものがきわめて難解であるが､その要約はA4版ノートにして300ページ余りでまとめて

ある｡

以上の成果の今後の展開については､ Part 2の論文､ ｢ 『失楽園』の表象学｣はさらに手を加え英

文に翻訳し､北米の英文学会(Pacific Ancient and Modern Language Association)で発表し､ミルト

ン研究ではもっとも水準の高い学術誌Ml･1toD Studl'es (PittsburghUniv･ Press刊行)に投稿する予

定である｡ Part 3の論文はそれぞれ本学の国際言語文化部地域言語特殊講義｢イギリス文化の自我意

識の形成と変遷｣ (2000年度)のなかで使われる｡また､ Part 4の論文は向こう一年のうちに仕上げ,

3年後に刊行予定のミルトン研究書の基調論文としたい｡
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メルカトルのコンパス:『失楽園』における<無限>の取り尽し

｢限界のある人間には､無限を通常の観察手段によって

把握しえるのだと主張できない｣ガウス

要約:一コンパスはルネッサンス期においては中世のように幾何学の持物ではな

かった｡幾何学の応用分野であったルネッサンスの透視法や地図学が､逆に幾

何学と並ぶ⊥大学間としては認知されるようになる｡この時期においてコンパ

スは無限をあらわす象徴であった｡コンパスによってのみ描くことのできる円

は､その円周に初めも終わりももたないからである｡ところが皮肉なことに三

次元の円である地球を二次元平面の世界地図として表象すると､地球のどこか

一点が無限遠点になり､表象不可能になってしまう｡ 『失楽園』においてコンパ

スを使って宇宙世界を創造する神の御子は､ロゴスという尺度をもちいて<混

沌>という空間にいわば宇宙世界地図を書きこんでいる｡この詩で､表象化し

ようとしてもできない地図学の無限遠点にあたるのは､無限なる神である｡し

かし､ちょうど地図学者が地図のなかにもう一枚の地図を並存させることによ

って無限遠点を無理やり表象化し世界をまんべんなく写し出したように､この

詩の語り手も｢人間の〔理性%ロゴス%〕を越えている神｣を描出することに

よって､創造主と被造物界をことごとく表象する全体図を作りあげている｡し

かし､その全体図は表象不可能な無限であるはずのものを有限な表象に封じこ

めるという禁じ手を使うことで､暗黙のうちに無限を壊小化させてしまってい

る｡そしてこの無限の倭小化と同時に進行しているのは､根源と派生､起源と

模倣といった対立観念を既定事実とすることである｡地図がどのような投影法

をされようとも､地図が表象することによってたえず指示している世界は､地

図の起源としてすでにいつも実在する地球､その地図そのものを文字どおり土

台において存立することを可能にさせている地球があるのだ｡地図は実在する

地球の派生･模倣であって､投影法は地図が演じてみせる表象が根源にある地

球を正当に基礎づけていることの嫡男出生証である｡地球のあり方は実在する

地球がたえずその始まりから演じてみせているから､どのような地図もこの地

球の演技のなかであらかじめ語りつくされている｡同様にこの詩において,被

造物の従順も不従順も,御子とサタン,堕落前のアダムと堕落後のアダム､堕

落後の歴史における義人ノアと反逆者ニムロドによってすでに最低一度は演じ

られている｡その結果､現在いまここで生々しい運動としてある行為や思考は､

すでに生起したかつての根源的な行為や思考の派生となってしまう｡あるいは
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その根源的行為や思考のなんらかの変種として必然的に位置づけられてしまう｡

したがって自発的に従順たろうとする能動性すらも､起源と派生という対立観

念からするなら受動的模倣にすぎないのだ｡

1.無限をしきるコンパス

コンパスは円を描くための道具として製図にはかかせないことは誰でも知っ

ている｡しかし､ルネッサンス期にはコンパスはたんなる製図用必需品ではな

かった｡コンパスの用途はいま私たちが想像する以上に広かった｡用途が広い

といっても､創造主が天地を創りあげるとき､コンパスを使ったと考えられる

ことがあったなどというつもりはない｡また､生別離の状態にある恋人同士の

関係を､離れ離れになっている二本脚のコンパスにたとえることがあり､文学

上の比喰としての用途があったといいたいのでもない｡浅黒い顔をした<メラ

ンコリア>はほうずえをつきながらコンパスを手にしているから､この道具は

当時の四気質のひとつを象徴的にあらわすものだったなどともいいたいのでも

ない｡コンパスは神学･文学･心理学という枠においてではなく､ルネッサン

ス期の作図にかかわる学問では必要不可欠の道具であった｡その作図は､初等

の算数教室さながらに､答えがすでにわかっている既知の問題をすでに確立し

た解法にもとづいて解くために採用されたのではなかった｡使っている本人た

ちは従来からの学問の延長でその枠内で仕事をしていると思いこみ､必ずしも

新しい学問分野と意識はしていなかったかもしれない｡しかし､それは現在か

らみれば既成の学問枠を破るまったく画期的な試行であり､以後数世紀にわた

って西洋の知的枠組みを決定づけることになっていく｡その作図とは､透視法

にもとづいた世界地図作成である｡

中世で確立した学問体系は､中世の七〔自由学芸%アルテ-ス･リーベラー

レース%〕 artesliberalesと呼ばれるものであるo 文法･修辞学.弁証法という

言葉にかかわる三学と,数学と結びつく算術･幾何･天文･音楽の四学からな

る学問が､自由人にふさわしい知識の根幹と考えられていた｡この学問体系は

ルネサンス以降にも受け継がれるが､ルネッサンスになって人の心に訴える演

説と説得する文章とが求められ､三学では修辞がきわめて重要視されるように

なる｡ルネッサンスのモットーのひとつが｢源泉に帰れ｣であったことからも

わかるように､ルネッサンスの教養人たちは古典の原典に直接あたることで､

中世の四科がそれぞれ基本的にもっている諸概念を再吟味していった｡七自由

学芸という枠組みはルネッサンスにおいてもそのまま受け継がれるが､そのと
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き七学芸の〔自由%リーベル%〕という意味はその本来の意味を変えていたo

そもそも自由人とは手仕事から解放されているから自由でありえるのであって､

肉体労働の拘束がない人たちのことである｡自由人という観念が転じて､自ら

の理性によって既成の枠にとらわれない自由と､そういう自由な思索するため

の素地としての教養科目としての自由学芸というものが､4-5世紀の百科学者

と呼ばれる人たちによって考えられるようになる｡自由学芸に対立するものは､

手仕事にかかわる〔機械術%アルス･メーカニカニ%〕 arsmecbanicaであった｡

こういうと､数学と関係している幾何学は定規を使うから手仕事にかかわると

誤解するかもしれない｡しかし,中世までの算術にしも幾何学にしても､およ

そ実生活で実際に役に立つような問題はそもそもそれぞれの分野に直接かかわ

る重要問題ではなかった.むしろそこで目指されたのは､正方形の対角線が正

方形の一辺と整数量の比によって表現できるかどうかとか､正20角形はどうす

れば作図できるかといったように､きわめて抽象的で理念的対象を問題として

した｡それらを解くための前提として､その根拠が問われない公理や公準を考

え､公理･公準にもとづいた厳密な演揮によって体系を確立していった｡この

道筋は､学芸の訳語にあたる arsが､もともとのギリシア語ではテクネ-であ

って､明確な原理や出発点から派生した知識の体系をさす言葉であったから､

当然といえば当然であった｡算術や幾何学では､問題とする対象が､日常生活

との直接のかかわりをもつかどうかはもちろん､厳密な意味で実在するかどう

かについても必ずしも問題視しなかったのだ｡そういう公理的論証数学であっ

たからこそ､第一義的には精神が抽象的対象をいかに説明しうるかの学であっ

て､実生活上の数学問題をいかに解くかということは直接の関係はなかった｡

したがって､ルネッサンスになってたとえばケプラーのように､ぶどう酒樽の

容積を測るために幾何学や算術を駆使するのは､中世の薮養人からみれば異端

であった｡ましてや,建築設計のため土地の面積を求めたり､戦争で砲弾を飛

ばすために相手との距離を測るために算術･幾何学を使うなどというのは､石

工や砲技師といった手仕事の職人たちのすることで､自由人のすることではな

かったoところが､ルネッサンスでは〔隈想生活%ウイタ.コンテンプラ一夕%〕

vita contemplataと並んで〔実践生活%ウイタ･アクティ-ウァ%〕 vita activa

が重んじられるようになり､自由人の概念そのものが変容する｡中世のように

修道院にこもっていたり､隠者の生活を送ったりすることで､政治･宗教･家

庭といった社会に実在してはずの数々の問題から逃避することは自由人にふさ

わしくない態度としてルネッサンスでは戒められたo ルネッサンス教養人の理

想とはキケロのような人物であって､その才能を公の場に生かして､都市･国

家の安寧をつくがえし政治･宗教をあるべき姿からゆがめる邪悪な勢力から
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人々を守りまた教え導くことである｡こうしたことこそが､自由人の使命とな

っていったo となると学問を学ぶ側も教授する側もその価値観が実践向きにで

あることに重心がかかることになる｡当然それに連動して､どのような学問で

あらねばならないかという根本概念が変わり､学問の裾野も中世までのような

思弁的なものから実践的なもの-と広がっていく｡それはとりもなおさず個々

の学問の対象がもはや〔自由%リベル%〕に限定されず〔手%マヌス%〕にま

で広がるということである｡ 1手にまで拡大した学問は､ときには既存の枠組み

の同類のとして､またときには既存の学問から派生したまったく別な独自の学

問として独立するようになる｡.

話をコンパスに戻そう｡コンパスは､中世の七自由学芸のなかの〔幾何学%

ゲオーメトリカ%〕 geometricaの擬人像がもつものである｡これはルネッサン

スという新時代の幾何学も同じで､幾何学はコンパスを持物としていた｡とこ

ろが､この時代になると幾何学の〔婦女%はしため%〕として位置づけられて

いた〔光学%オプティカ%〕が実学として幅をきかせるようになる｡ 14世紀の

半ばには光学がヨーロッパの主要大学で教えられるようになっていたc そして

この光学の持物もコンパスであった｡

そもそも光学は光とはどういうものなのかという光の本質､光にまつわるさ

まざまな現象､そして人間はなぜ外界がみえるのかという視覚や眼球の仕組み

にまで及んでいる｡幾何学の祖であるユークリッドは光の直進する性質と反射

する性質を説明している｡天文･数学の大父であるプトレマイオスも､屈折に

ついての研究を残している｡中世ではグロステストが､光によってこの宇宙が

創造されたのだとする光の形而上学を構築している｡この議論からも推測でき

るように､多くの哲学者や神学者が光学を研究している｡ロジャー･ベーコン､

ペッカム､ウイテロといった哲学者はそれぞれ光についての研究論文を残して

いるo

この流れを受け継いだのが､ブルネルスキーである｡ 1425年､このルネッサ

111中世の幾何学の分類として,聖ヴイクトールのヒュ一による①理論幾何学と

②実践幾何学がある｡ヒュ-は①は当然のこととして②も修道院で教えられる

べきだと説いている｡しかし｢実践｣といっても思弁にだけ頼らずに定規やコ

ンパスなどの手に触れることのできる道具を使うという意味である｡そした可

触の物を用いて､たとえば合同､相似､比例などの判断を下すことであって､

たんに頭のなかだけで証明を完了させないから､実践だといっている｡測量士､

大工､鍛治工､石工たちがその手仕事として実際に必要とする幾何学は中世の

教育機関では学習科目内容には含まれていなかった｡この意味の実践と､ ②の

実践とを区別するために､ロン･シェルピーは〔建設幾何学%コンストラクテ

ィヴ･■ジオメトリー%〕という名称を考案している｡ LonR. Sbelby,ttGeometry,--

in The Seven Liberal AT･tS i72 the Middle Ages, ed. David L. Wagner (BIoomington:
Indiana Univ. Press, 1986), 197-199.
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ンス的万能人によって､ルネッサンスに開発された線〔透視法%ペルスペクテ

ィーウァ%〕は､しばしば線遠近法とも言い換えられるように､透視法を採用

して制作された芸術作品が鑑賞者に与える印象は､二次元の作品それ自体の内

部にあたかもに鑑賞者が身をおく三次元空間が実現されている錯覚である｡こ

の錯覚によってあたかも前景から光景-と向かって私たちの生活空間と同じよ

うな奥行きが実現されているかのように感じてしまうo 透視法がもたらす奥行

きという印象は､鑑賞者の位置からみて遠いと近いが秩序だっている｡だから

こそ線透視法はその視覚効果から線遠近法ともよばれる｡ルネッサンスの線遠

近法は､中世に一般的な描出法であった触覚的遠近法をつくがえした.そして､

ルネッサンス線遠近法は､20 世紀にいたるまで外界を正しく描出する仕方とは

これ以外にはないと思わせるまでに確実に既定している｡線透視法を擬人化し

た姿には､コンパスがつきものだ｡線透視法(別名､線遠近法)というと､デ

ュラーの『透視図法』に解説挿絵としてのっている､可動式窓に格子を通して

モデルを覗きこみ､格子の-コマーコマを画板上の各コマに対応させる画家の

図法を､私たちはすぐに連想してしまう｡画家はコンパスを握っているわけで

はないし､机の上にもコンパスはのっていない｡画家にとってはコマのなかに

なにがどこまでみえるかが問題であって､その画家を真横からみる私たちにと

っては､画家がモデルを二次元平面にどうやって縮小するかという数比を解く

ようにしかみえない｡ここからは透視法とコンパスの結びつきはやや唐突の感

がある｡しかし､自然には直線はなくすべていくらかの歪みと琴曲をもってい

るという経験的事実が示すように､格子のなかに写しだすべき対象も､また写

しだされるはずのもの曲線･螺旋などのむしろいびつな線分を数多く含んでい

た｡いやそもそも球体はどう写し出されるのがもっとも正しいのか､透視法の

理論書を書いたルネッサンスの芸術家や研究者たちは頭をひねった｡

幾何学はもちろんルネッサンス期にも､いまだに主要な学問として大事にさ

れていた｡しかし､それが実際に必要不可欠に用いられた分野のひとつが､光

学･透視法だったのだ｡そしてもうひとつコンパスを握るのは､地図製作者た

ちだ｡たとえばメルカトルの肖像画をみると､彼は地球儀に大きなコンパスを

あてている｡また自分の職業を誇るかのようにこれみよがしにコンパスを握っ

ている姿のものもある｡

ルネッサンスは｢世界と人間の発見｣という,いまだに有効なフランス人歴

史家ジュール･ミシュレの古い定式(1$55年)が教えるように､この時代はヨー

ロッパ人にとっては新大陸､新世界が続々と発見され､空間が拡張していった

時期だったo その拡張に最低必要だった道具が､船と羅針盤､そして地図であ

った.ルネッサンスは古典古代の文物の復興というのは,もはや定説となって
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誰も疑うことがないテーゼである｡世界の地理にかんしての最大の権威といえ

ば､プトレマイオスであった｡宇宙のなかの地球の位置,そして地球の地図と

地誌の三者をかねているプトレマイオスの『宇宙図』が酉ヨーロッパに伝わっ

たのは1400年頃であった｡この古典の宇宙図は､中世の-レフオード世界図に

代表されるようなT_0型世界地図とはあきらかに異なっている｡エルサレムを

世界の中心にすえて､ヨーロッパがやたらに大きな面積をもった島として措か

れているような､宗教心情や自己重視願望が投影された地図ではなかった｡ま

た大事なものは都市であれ地域であれ大きく描かれ､そうでない箇所は無視さ

れるか相対的に小さくあらわされるということもなかった｡しかもよくみると

このプトレマイオス世界図では､北が上で南が下に配置され､しかも地図全体

は円錐を開いた形になっている｡円錐の展開であるのは､地球の表面に接する

ような透明の円錐を地球にすっぽりかぶせ､いわば円錐帽子をかぶった地球を

離れた地点から眺めているからである｡その地点から､透明な円錐の表面ごし

に見える地球の表面を追っていく｡すると､地球の表面はすべて円錐の表面に

投影される｡ここでこの円錐を開いてやれば､扇状の平面に地球という三次元

の球面が展開されることになる｡プトレマイオスには､地球外のある離れた視

点から対象をみて､一定の縮尺にもとづいて平面に投影するという発想がある｡

2絵画の遠近法には､遠景にあるものほど霧がかかったようにぼかして描く空気

遠近法と､それとは区別される線遠近法があり､線遠近法はすなわち透視法で

あったo この線透視法は絵画などのいわば直接的に実利や実業と結びつかない

芸術作品のなかで発見利用されたのではなかった｡地図という､それまであま

り知られることがなかったりまったく新たに発見された地域にたどり着くため

に必要不可欠なものにも使われていた｡

プトレマイオス地図の経線が琴曲していることが示しているように､曲面を

平面に写しかえるために実際に不可欠な道具がコンパスであった｡ややうがっ

た言い方をすれば､世界は地図製作者のコンパス3によって平面に閉じこめられ

るo

『失楽園』においてコンパスを握るのは､神の子である｡御子は黄金のコン

パス をもちいて宇宙を創造し､宇宙は<混沌>との限界の定められた巨大な空間

となる｡ ｢御子は神の永遠な蔵のなかに府意されていたコンパ,スを手にとると､

円を描いてこの宇宙世界とすべての被造物を囲もうとされた｡そして､コンパ

2
samuel Y. Edgerton, Jr., The Renaissance Rediscovery of Linear Pel･SPeCtive (New

York: Harper and Row, 1976), 99-110.
3

定規とコンパス以外の製図用具､たとえばパントグラフや比例尺は16-17世

紀の発明品である｡カジョリの訳者補注374ページ｡
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スの一方の足を中心に据え､もう一方を広大でもこもこした深淵のなかでぐる

りとまわした｡｣ (7巻225-229行)｡コンパスによってのみ作図可能な円は､こ

の詩のなかで被造物の運動やその形に反映している｡宇宙世界が円形なのに対

応して､宇宙に散らばる星々も球体であり､その運動は円を措いている｡
4

た

しかに円形の地球がこれまた円形の宇宙世界の中心にあるのかどうかは､明確

に答えられないままになってはいる｡しかし､天体の記述にかんしては､地球

を中心とするプトレマイオスの宇宙観やそれを引き継いだ中世の宇宙論が想定

されているのだ｡そこでは､地球を玉ねぎ状に円で取り囲む球体が八層あり､

その各球体にひとつずつ惑星があるo この球体の層をさらに上から包みこむよ

うにしてやはり球体の恒星天があり､この天球はその内周に貼りついたさまざ

まな恒星を抱えながら｢飛ぶように進み｣回転する(5巻176行)｡地球上の大地

と天空との間が水で遮断されているように､恒星天の天球の外周は水晶でオブ

ラートのように包まれている(7巻270行)o この水晶性の隔離壁も｢球体｣(10

巻3$l行)であることはいうまでもない｡そして今度は球体群の中心にある地球

のあり方をみてみると､地球をぐるりと取り巻いている大気は､ ｢永遠の円環｣

(5巻182行)状態になっているo その地球の頗にあたる楽園は､円形の｢冠｣ (4

巻135行)のように山のいただきに載っている｡宇宙から地球-､地球から楽園

-と円が繰り返され､同心円状に閉じられたトポスが積み重なっていく｡御子

の原初のコンパス運動が繰り返されていき､それも壮大なスケールの円がじょ

じょに小さな円を取り囲むという形式で反復されているのだ｡では閉じられた

ままかというと､そうではない｡人間は､神という中心に向かって延びている

階段を,被造物という｢円周から--登っていく｣ (5巻510,512行)ようにイ

メージ化されている｡外から中心部分-と向かうこの運動は､上に行けば行く

ほど直径が少しずつ小さくなっていく円盤をいくつも積み重ねた円錐の頂点-

と上昇していくかのようだ｡あるいは楽園という小円の中心にいる人間の方か

ら､今度は逆に干渉波が反転するように宇宙世界の最外周に向かって小円がじ

ょじょに拡大していくのだ｡

コンパスをもつ神の子という図像は中世からルネッサンスにときおりみられ

るが,それはただたんに神は調和のとれた宇宙を創造したという聖書にもとづ

4惑星は楕円軌道を措いているというケプラーの説は､ガリレオの地動説と同様

に､ミルトンの時代にはもちろん知られていたo しかしこの詩のなかには堕落

前の宇宙世界像と墜落後の宇宙世界像とが区別されている｡墜落後に円軌道が

楕円軌道に変わったという直接の言及をこの詩のなかには見出せないが､堕落

とともに天使たちが地軸を傾かせ､恒星の位置を移動させている.10巻668-678

行
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く信念の投影ではない｡ 5神を表象化するには､コンパスによってのみ描出が可

能な円がもっとも適切だと考えられていたからだ｡ 6神は｢球であり､その中心

はいたるところにあり､その円周はどこにもない｣sphaeracuiuscenirumub7'que,

circumferentianullibiという表現は､時空を超えて偏在する神のあり方を巧みに

表象するものとして､ルネッサンス人が好んで用いていたo 円は円周のどの点

をとっても中心から同じ距離にあるという意味で均一性を備え､また円周のど

こかに角があって分化されていないので未分性であるといえる｡均一と未分性

は円の一にして全である性質を象徴的にあらわしているo その性質はひいては

神の属性になっている｡ ｢神の<偏在>は陸､海､空､そして生きているものひ

とつひとつに充満している｣ (11巻336-337行)といったように､神は被造物の

ありとあらゆるもののなかに介在している｡ 7また､ギリシア･ローマの神々と

は異なって､キリスト教の｢神は間違いなくその数において-であり､この神

のほかに神はなく､ましてやこの神と等しいものはない｣o 8しかし､地図の場

合がそうであったように､ ｢人間の理解を超える存在である｣神を､円という人

間が容易に感覚でとらえられる形態にして現前化させることは､神が理解を超

えた存在であることを忘れさせることにもなりかねない｡ 9

いいわく難い神を

円で表象することによって､地上のものごとを媒介にしてしか理解できない人

間は､神と人との間に横たわる埋めることのできないはずの隔絶した距離をや

すやすと越えるかのような錯覚に陥いるのだ｡それは,神を円に封じこめるこ

とといってよいかもしれない｡そのとき円という描線がもっている､どこまで

も終わりがない無限性は､二次元とか三次元といったすっきりとした自然数の

次元によっておさまり､座りのよいシン~タックスをつうじて言語化される対象

となっている｡

しかしコンパスが措いて仕切る軌跡の外部には､そんな有機的表象におさま

らないものごとがうごめいているのではないだろうか｡円の外周には､円の内

部に押さえこまれた面積という場からはみでてしまった無限の空間が広がって

いるのではないか｡実際に『失楽園』では<無限>は二重にたたみこまれている

5

｢歳言｣8:27.またダンテ『神曲』 (天国篇)19:40o 図像については､ Raymond

Klibansky, Erwin Panofsky und Fritz Saxl, Saturn undMelancholie (1964; Frankfurt

am Main: Suhrkamp, 1992),fig. 109, 111, 115.
6

Marjorie Hope Nicolson, The Breaking
oflhe Circle: Studies in the Ej;feciof the

New Science upon Seventeenth-Century Poetry (New York: Columbia Univ. Press,

1960),47-57.マンフレード･ルルカー 『象徴としての円』 (竹内章 訳,汰

政大学出版局, 1991年) 37-38ページ｡

77巻588-90行､同巻517-518行o
8

christian Doctrine in Complete Prose押brks
of John Milton, Vol. VI, ed. Maurice

Kelley and trans･ John Carey (New Haven: Yale Univ. Press, 1973), 147

9Ibid., 133.
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が､それでも<無限>はその二重の仕切りのなかにおさまりきらないでいる｡地

球を中心にしてみた場合､宇宙世界は水晶の球形隔壁によって保護されている｡

その壁はあきらかに宇宙世界の外と内とをわける｢境界｣(2巻644行)であり､

宇宙世界の果てという意味での｢限界｣(4巻964行)であるo宇宙の無限はここ

において囲いこまれているかのような印象を与えるo しかしその保護壁のすぐ

外に隣接して広がっているのは､ ｢灰色に包まれた深淵,仕切りもなければ広が

りもなく､限界を定められない暗い海｣ (2巻$91-893行)である｡そこでは｢長

さ､幅､高さ､時間､場所がすべて失われていて｣ (2巻$93-894行)､すぐその

向こう側にある宇宙世界のあり方が原初から内包している時空という三次元の

基本的カテゴリーを破る<混沌>が控えているのだ｡

宇宙世界の障壁を第一の仕切りとするなら､この詩にはそんな無限の<混沌>

を包みこむもうひとつの仕切りが準備されている｡ ｢清火の仕切り｣ (10巻222

行)である｡天は｢その周囲が広大な広がりをもっていて｣ (2巻1047-1048行)､

そのあまりの広大さゆえにあたかもどんなに距離が離れていてもその形を把握

することができないかのようである｡いやそれほど広大であるからこそ､天は

どこにも限界がないはずの<混沌>に海のように飲みこまれることもなく､また

島のように<混沌>のどこかに点在することもない｡天の天使たちが歌うように､

｢誰があなた様【神】の御国を仕切ることができましょう｣(7巻60S行)というこ

とであって､天空や宇宙を自由に駆けめぐり無限の彼方にまで到達するかのよ

うな行動派サタンはもちろん､限界をもっていない<混沌>ですらもそれはでき

ないのだ｡天が無限の<混沌>を包摂しているという事態は､天からみると｢下

方の極限｣ (2巻361行)にある地獄が､ <混沌>によってすっぽりと包まれ､地

獄から出るにはその門の扉をあけないかぎりは不可能だというあり方と対照を

なしている｡ 10地獄は天から断ちきられ､無限の<混沌>に包含され､一方､天

はその無限の<混沌>を包含している｡そのように無限を支配する天の神がいっ

たいどんな存在であるのかは､神と〔実体%スブスタンティア%〕において一

体の<神の子>が自らこう宣言している｡ ｢私は無限を充満するものであり､空

間【<混沌>】は空隙ではない｡なにものにも限定されない私は<混沌>から退く｡｣

(7巻168-170行)oこの説明は､神が無限である<混沌>から自ら身をひくことで

<混沌>とは異質な空間を産みだし､また神とは無限の<混沌>すらをもその権能

10

たしかに宇宙世界も地獄と同様に<混沌>にまるごと包まれているc しかし宇

宙世界は､円形の鏡の連なりと推定される<黄金の鎖>(2巻1051行)で天と結ば

れ､天からぶら下がる格好になっている｡寓意として神の恩寵ないしは慈愛を

あらわすこの鎖によって､宇宙世界はやがては天の一部となりえる可能性をも

っている｡
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のもとにおきうることを教えている｡神による無限包摂が可能なのは,神自ら

が無限であるからだ｡すると宇宙世界を取り巻く無限は､神というもうひとつ

の無限によって包みこまれているといってよい｡あるいは場所概念を用いるな

らば､清火の天という広大な場が､閉じられて有限な地獄も宇宙世界も､無限

である<混沌>も包摂しているのだ｡つまり円ではなく無限がこの詩のすべての

世界を支配しているのだ｡

無限を共在させるこの詩的世界が､もはやT-0型世界地図のように仕切りに

よってあらゆる空間が固定した場として確定などしていないことはいうまでも

ない｡また同時に,全世界をあますところなく原理にもとづいて均等に投影し

ているかのような錯覚と思いこみとをやすやすと与えるプトレマイオス世界図

のようなおさまりのよさも､この詩的世界は拒絶している｡そして無限である

神とはなんなのかを問うとき､アダムが宇宙の仕組みについて問うたとき天使

に忠告されたように｢謙虚に賢くあれ｣(7巻173行)という返答が待ちうけてい

るo

2.螺旋の無限

ミルトンの船旅の経験は､若い頃にイングランドの慣習にならって大陸旅行

をしたときのただ一度しかない.その一度の体験がよほど強烈だったのか､こ

の詩人は航海にまつわるイメージに異様なまでといってよいほどのこだわりを

もっている｡難船によって死んだリシダス-の追悼詩には､航海にまつわる呪

いが述べられている｡ 『失楽園』のサタンが､神に報復すべく地獄から地球に向

かうとき､その空中飛行は新大陸をめざす大航.海さながらの姿で一貫して描写

されている｡ヨブのような忍耐を強いられるサムソンのもとに､慰めや誘惑を

しにやってくる人物たちは､船にたとえられている｡航海にたいするこだわり

は､ミルトンの詩全体のなかで頂点を極めているサタンによるイ-ヴの誘惑場

面にすらも擦りこまれている｡イ-ヴの視界に入ろうと近づくサタンは､風向

きと舵とをうまく按配して港に到着する船に比されているのだ(9巻511-515

行)0

このサタンの航海は､螺旋を特徴`とする運動になっているo 当時のヨーロッ

パはヴェニスを除いて大型ガレー船を所有していなかったし､そもそも遠洋航

海には奴隷を数百人の単位でのせるガレー船は不適切だったから､サタンのよ

うな長距離遠征は帆船の独断場であったo 帆船に三本マストが装備され､風向

きを比較的自由にあやつって行きたい方向に進めるようになったのは,16世紀

末葉から17世紀にかけてのことだ｡これ以後､船体と船舶の外形装備は19世
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紀までほとんど改良されず､17世紀の帆船はそれ以後二世紀にわたる技術の範

囲で最高水準に到達していた｡とはいえ､蒸気機関が開発される19世紀まで

は､目的地まで風の有無や強さに左右されながら進まざるをえなかった｡航海

において直進というは､ 19世紀までほとんどありえなかったのだ｡しかしだか

らといって船舶は渦巻き状に航行するわけではない｡にもかからわずサタンの

航海は､たとえば太陽から地球に向かって進むありさまが､｢空中に輪を数多く

描いて急降下｣(3巻741行)すると言及されている｡これは天上の天使たちが､

天空から直線に進む陽光を滑り台のようにして地上にまでまっすぐ降りてくる

ことといちじるしい対比をなしている(4巻555-556行)｡またイ-ヴの気をひこ

うと蛇の体に入ったサタンは､現在の蛇のようにうねうねと地をはっては進ま

ない｡ ｢しっぽの方をとぐろの台座として､いくえにもとぐろをまいて塔.となり,

---そのぐるぐるとまいたとぐろのなかに立ち,草の上を波のように浮いて｣

(9巻497-513行)接近していく｡この蛇は､ 『失楽園』の語り手自身が注意をう

ながしているように､コブラのように首を立て､とぐろを巻き､虚空を進むの

だ｡こうしてみると､イ-ヴを当面の目的地とするサタンの航海は､平面に収

赦される直線運動でも円運動でもない｡それは､平面を破りでる三次元の螺旋

運動になっていることがわかる｡

ところでサタンのこの運動は, <蛇状姿態〔%フィグーラ･セルペンティナ一

夕%〕>と関連づけて説明されることがある｡<蛇状姿態>とは､ Sの字状のくね

りをいう｡とくにS字の起点と終点にあたる両箇所が上下に異様にひっぱられ,

重々しくみえるS字全体がか細く軽やかに感じられる形態をいう｡この形姿が

数多くみられるのは､線透視法を意図的に歪曲し単純な比例を嫌うマニエリス

ムス芸術様式(1520年頃一iO年代末)の作品群のなかだo 線遠近法にもとづいた

調和と均整のとれた客観描写を重んじるルネッサンス芸術様式-の逆定言とし

て,ポスト･ルネッサンスに登場するこの形態はいやがおうでも目につかざる

をえない｡そこで<蛇状姿態>は､まさに艶麗で妖しいウロコを輝かせる蛇に変

身したサタンの螺旋運動に反映しているではないかというのだ｡そしてイタリ

アのこの美術様式が､傑出した芸術家をもたず芸術領域では冴えがなかったイ

ングランドにおいてようやく吸収され､文学作品などの芸術表現にも影響を及

ぼすようになったというのだ｡しかしマニエリスム様式は､ミルトンが生きた

時代(1608-74年)からすでに 半世紀も前のものであるo 詩人の時代に隆盛をき

わめたのは､たとえばホワイト･ホールのルーベンスの絵画にみられるように､

遅れたイングランドにおいてすらもバロック様式であったo

バロック美術においては､ルネッサンス美術とは異なってシンメトリーの用

例はきわめてまれである｡バロック美術は､不均衡で開放された形式を好み,
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たえず変化し､運動することをやめず､間断なく持続するしていることを表現

しようとしている｡バロックの好む形態は､蛇行し渦を巻き揺らぐ曲線だ｡バ

ロックが好む螺旋は､一方では中心に向って無限に進みつづけるが,他方では

外-外-と無限に拡張するo 無限の求心と無限の発散とのあいだで､それこそ

永遠に持続する終りなき運動を行っている｡このことを､ジャン･ルーセが文

学的に巧みに表現している｡ ｢螺旋はバロックの気に入りの描線の一つとなっ

ている｡それはグアリーニ､ティントレット､ルーベンス､ベルニーニの天使､

ビュジェの牧羊神にも見られる｡螺旋はゆるんでゆくぜんまいであり､終りな

き運動､運動のための運動である｡視線は螺旋の流れを追おうとすると､常に

より遠く-遠く-と誘われて､いかなる停止点をも見出し得ない｣｡ ll

ただし,ここでもマニエリスム様式と同様に､『失楽園』の描写をバロック様

式の特徴を受け継いでいるなどと安易に結びつけてはならない｡ミルトンによ

って代表されるような中産階級のイングランド人たちは､バロックの土壌であ

りこの芸術様式を開花させたローマを蛇嶋祝していたことは看れてはならない｡

ローマは､その伝統によって本来のキリスト信仰をゆがめ､聖書から帝離した

宗教教義と教団を作りあげ､人々をたぶらかす元凶として糾弾の対象であった｡

とするなら､マニエリスムスやバロックといった一世紀前ないしは同時代の

カトリックの影響下にある芸術よりは､むしろ別な枠組みで螺旋-の関心を説

明したほうが有効ではないだろうか｡また､ある時代に好まれた形態が別の時

代の異なったジャンルの作品に反映されていると考えるよりは､ 16_17世紀の

科学革命(コペルニクスからニュートンにわたる時期)という広汎な脈絡のな

かでとらえてみてはどうだろうか｡というのは､科学革命によって起こった新

しい地図学､数学､航海術などが螺旋にそれまでなかったような意味づけをし

たからだ｡

螺旋を自然科学用語の螺線として説明すると､軸の回りを一定の角速度で円

運動しながら､軸方向に一定の速さで移動する点が描く曲線ということになるo

螺旋階段の外周に典型的にみられる線だoしかし螺線にこだわらず螺旋として､

もっとソフトに考えることもできる｡たとえば､巻貝やカタツムリの殻の外縁

に走る線は螺旋というし､結晶の成長層には渦巻状の螺旋をみることができる｡いや

さらにゲーテなどは､植物が花や実をつけるときには､同時にあらゆる方向にバ

ツとひろがり､花びらが一枚ずつバラバラに咲くことも実の一部分だけが肥大

化するということもないから､開花や結実の場合には螺旋運動をしているとい

11ジャン･ルーセ『フランス･バロック期の文学』｡引用は､溢津龍彦『胡桃

の中の世界』 (河出書房新社, 1984年) 65ページ｡
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っている｡

ところでミルトンの時代には､螺旋は､地球という球面上を船が子午線にた

いして同一角度で進んでいく場合､その船の航跡が平面に投影されるときにみ

えてくる線として､科学の領域で明瞭に認識されたo すでに15世紀末から16

世紀初頭にかけてのコロンブスを筆頭とする冒険者たちによって､地球は丸い

ことが確認済みであった｡球面上を同一角度で進んでいけば､局所的には直進

しているように思えても､大局的にはその航跡は弧をえがくことになる｡なに

にたいして同一角度で進むかといえば､それは子午線と緯度であった｡海上で

の経度の正確な測定は､1S世紀のクロノメーターの発明まで待たねばならなか

ったo陸地のみえない大洋上では経度は測定できず､ 〔羅針盤%コンパス%〕に

よって南北をとおる大円の円周にあたる子午線､つまりのっぺらぼうな経線と

いってもよい子午線が確認できるだけだった｡逆にいえば､船の位置は赤道に

平行な緯度でしか言い表しえなかったのだ｡船の現在地の緯度を知るには､職

人芸なみの器用さを要求した〔象限儀%コードラント%〕が使われて測定され

たo 子午線と緯度を確定し､それらにたいして船体の進行方向がなす角度を決

めながら進むというのが､当時の航海で目的地までたどり着くのにもっとも安

全な方法であったo 子午線と緯線にたいしてある一定の角度で進みつづけるこ

とによってできる航跡の線は､スネル(あのスネルの法則の発見者)によって

同航線loxodromeと名づけられるようになるo したがって同一角度というのは

いま想像している以上に重要な概念であったo

1566年､数学者ペドロ･ヌニェスは､球面を同一角度で進めば､その航跡が

球面上では螺旋であらわされ､それも極点にどこまでも近づくがけっして収束

することがないことを証明した｡ 12同航線を球面上にプロットしていくと､エ

ッシャーの絵 のようになり､北極近くから螺旋が発出し､南にいくにしたが

って広がり､赤道を通り越すと南極に向かってどこまでも進んでいく｡北極や

南極で線は始まらないし､終わることもない｡同航線は無限-と発散する｡ヌ

ニュスは､球面上の二点間の最短距離は地球の中心を通る大円の弧(大圏航路)

であって､螺旋を描く同航線ではないと明らかにしたのだ｡これは当時の航海

士たちには驚きだった｡13世紀ころから地中海の船乗りたちの間で使われてい

たのは､ボルトラーノとよばれる海図であったo この海図は｢単純な海図｣と

もよばれたが､それは地球が球面であることを無視して､平行で等間隔のまま

緯線と経線(子午泉)が描きこまれたからだ｡平面の正方形で､実際には球面

である地表の面積をあらわすという荒業をやってのけていたのだ｡こんな荒業

12
Marie Boas, The ScientlfL'cRenaissanceI 1450-1630 (New York: Harper and Row,
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が可能なのも､ひとつにはこの地図は沿岸のみを扱い､実在の地形や実測距離

を適当にゆがめて地図上に写してもそれほどさしさわりがなかったからだ｡こ

の海図は､ <風のバラ>ともよばれる〔羅針盤%コンパス%〕カードが地図上の

あちこちに記入されていて､それぞれの<風のバラ>は相互に直線で結ばれてい

る.この地図で重視されたのは<風のバラ>同士を結ぶ方向関係であった.この

方向があたっていることだけに主眼があり､地図上から読みとれる実在の地

形･距離は軽視されていた｡船乗りは<風のバラ>同士を結ぶ方向線と自分の〔羅

針盤%コンパス%〕を照らしあわせて､どの角度(方位)を一定に保って進め

ば､どの港につけるかを推測できたo そして同一角度で進む場合には､経緯線

が等間隔で平行なボルトラーノではその航跡は直線であらわすことができた｡

ところが､コロンブスが携帯したプトレマイオスの地図の改定版であるトスカ

ネリの地図では､これができなかった｡その理由はそもそもプトレマイオスの

地図は｣地球上と地図上との距離を等しくあらわす正距図法であったからだ｡

地図上のある地点からの角度がそのまま地球上の対応する地点の角度と等しく

なる正角図法ではなかった｡このことは､ボルトラーノの横に正距図法の地図

をおいてみればすぐにわかる
｡遠洋航海では､プトレマイオス型の正距地図

は､近海のボルトラーノ地図とは異なった使い方をしなくてはならないという

不便さがともなっていた｡この不便さを解消するために､同一角度で進む､つ

まり羅針盤の羅針の方位がつねに一定のまま進んでも､それが直線であらわさ

れる世界地図が要請されたo そんな世界地図の最初の作成者が､メルカトルな

のだ｡

楽園に入るに先だって､サタンは宇宙世界の内部で最初に太陽に降り立って

いるが､太陽に向かってサタンが一直線に進んだのか､それとも螺旋を措いた

のかははっきりとは述べられていない｡サタンが｢北上したのか南下したのか､

中心に向かったのか外にはずれていったのか､どの経度だったのかは言い難い｣

(3巻574-575行)と､全知であるはずの叙事詩の語り手も告白している｡しかし

楽園に入るときサタンはさきほど述べたように螺旋状に急降下しているから､

メルカトルの同航線にならって方位が一定のまま進んでいると考えることもで

きるo しかもメルカトルの地図で同航線がある特定の場所で止まらないのと同

じように､サタンの運動が収赦する先も特定の場所に限定できない｡いやそん

なことはない､楽園あるいは知恵の樹ではないかと指摘されるかもしれない｡

しかし楽園は､人間の堕落という行為がおこなわれる場であり､他方､知恵の

樹は堕落という行為が実際におこなわれたことを明証化させる証拠にすぎない｡

1962), 205.
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サタンにとっては､具体的な場にけっして限定できない堕落という精神上の事

柄を完成させることが目的なのであって､堕落はあくまでも心の問題である｡

堕落という究極が具体的な場ではなく精神的なものであることは､堕落したあ

とのアダムが告白する言葉が教えてくれる｡アダムはこれから自分の子孫とな

る人類全員からアダム自身に呪いが及ぶことを想像する｡そしていまやアダム

とともにある原罪という罪のほかに､子孫たちが背負いまた犯すことになるあ

らゆる罪が自分に降りかかることに絶望を感じる｡その気持ちをアダムは､罪

は｢それぞれの場で重いにもかかわらず､その当然の重心としてこの私のうえ

に降りかかってくる｣といっている｡今後罪が犯されるとき､アダムはもはや

死んでいるから､実在する場としてどこかにアダムの肉体があるわけではない｡

にもかかわらず人々が犯す罪を人々が背負うことを｢場｣といい､人々のすべ

ての罪をアダム自ら一人で負うことを｢重心｣だといっている.そういう表現

の前提にあるのは､そもそも罪が不可視で場に限定できない精神的なものだか

らだ｡そして精神的であることによって､それは数量には還元できない無限な

なにかとしてのしかかってくる｡とすると､サタンの螺旋運動も同航線と同様

に終端をもたないなにかということがみえてくる｡

3.地図表象から逸脱する無限

プトレマイオス地図がフィレンツェで再発見されてからおよそ100 年後の

1569年､地図職人であった大学出のメルカトルは､世界図を発刊する｡この世

界図は､古典古代において地球の平面を投影する手段としてもっともよく知ら

れていたとされる〔平射図法%ステリオ･グラフィック･プロジェクション%〕

とは異なった､メルカトルが考案した投影法によるものであったo 古典の平射

図法は､数学の反転の考え方から導きだされる手法で､この図法のミソは､定点をもつ円

の､その内部にある点は円の外部に移り､その円の外部にある点は内部に移るという逆

転である｡逆転するために定点は(無限遠点)となり､地図にあっては表象不可能な場と

して設定される｡この図法では､たとえば異なった方向に進む船がある地点で交わったと

きにできる角度は､そのままこの地図上に写し出されるという便利さがあった｡ 13 〔等写%

コンフォーマル%〕という利点は､角度さえわかれば､そのまま地図上に船の軌

跡を書きこめることだった｡

ただしこの地図には等写の利便性はあっても､反転が起こっているから､地

球のどちらかの半球が外側にむかって異様に広がって投影されてしまうo これ

13ただし厳密には等写とはならないoEli Maor, TolnfinityandBeyond:A CuliuT･al
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では地球上に大陸が実際にどのような形で横たわっているかをイメージ化する

場合､どちらかの半球を頭のなかで再整理することが不可欠となってしまう｡

14

これにたいしてメルカトルは､等写という特徴をそのまま保持しながら,な

おかつ大陸の形状がそれなりに保持され､両半球を一枚の図面に同時におさめ

る世界図を考えついた｡

メルカトルが考えだした地球投影法によるものは,世界図のなかでも私たち

がもっともよく目にしている.この投影法は､ 1569年,ガリレオ地動説発表の

ちょうど40年前にメルカトル自身が刊行した世界図(12築からなる全体で約

122センチ×198センチ)のなかではじめて採用されたo この地図は一見すると､

それまでに刊行されていたガスタルディ(1555年)やフォルラーニ(1560年)の世

界図とそれほどかわっていないように思える｡地球儀をみるのになれた人なら､

むしろガスタルディのほうが､太平洋や大西洋の大きさを実測に近い形で表象

しているかのようにすら思える｡ところがメルカトルの地図はそういった先行

の地図と決定的に異なっているセールスポイントがあった｡ ｢航海する人々に

有用な､増訂した新たな地球図｣ NovaeiAucia Orbis Terrae Descriptio ad Usu7n

Navigantiumというこの世界図の本来のタイトルが教えるように､この地図は遠

洋航海するときに役立つように､メルカトル独自の投影法がなされているのだ｡

メルカトルの投影法による地図では､船がどの方向に進んだらよいかが比較

的簡単に求めることができた｡まず地図上の二地点間に直線をひく｡その直線

の方位は､地図上に散らばる<風のバラ>同士を結ぶ方位線によってわかる｡専

門用語を使えば､この線は､方位盤から放射状に派出する等角航程線になって

いる｡結ばれた直線の方位が目的地にたいして船がとるべき正しい舵角となる｡

この時代には,方位を知るための〔羅針盤%コンパス%〕､現在地の緯度を測定

するための〔象限儀%コードラント%〕
､それに航海用アストロラーベという､い

わば三種の神器を用いて､経度が未確定のまま大洋を渡りきらねばならなかっ

た｡方位さえ守れば目的地に到着することを保証してくれるこの新･世界図は

重宝このうえなかった｡つまり実践で役に立つのだ｡その有用性は現在でも海

図はメルカトル図法というのが､国際的な約束事になっていることが示唆して

いる｡飛行機という交通手段が発達し一般化したのはそこそこ20年前程度で,

それまで400年間も船が世界をつなぐ唯一の交通機関だった｡そのために私た

History
of the Infim.te (Princeton: Princeton Univ. Press, 1991), 98.

14

もちろん地球の半球だけを投影し､投影するときの基準となった点にたいす

る対鍍点から残りの半球を投影すれば,この問題は解決する｡たとえばプラク

の世界図(1646年)では平射図法によって投影された両半球の図が並存している｡

並存させることで､地図の読者はそれらの二つの地図を頭のなかで融合させる

ようになっている｡
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ちはメルカトル図法やその図法による地図をよくみることになる.

地球という球面上では緯線も経線も直交しているという性質を､図上でも緯

線･経線ともにすべて直線であらわし､しかも直交させることによって保持す

る｡ところがなんとメルカトルは､経線の幅を同一にし､緯線の幅を北極･南

極に近づくにしたがって大きくなるようにした｡地球上の曲線を直線で､球面

上の直角を平面上の直角で変換すれば､当然ゆがみがでてくるo メルカトルは

このゆがみをできるだけすくなくするために､ニュートンとライプニッツによ

って微分法がまだ確立していなかったこの時代に､緯線の幅を無限級数の和に

よって求めることで､緯線の幅を極に近づくにつれて広くしていった｡この努

力によってメルカトルは等写性を殺さず､世界を正角図法で投影することに成

功するo こうして一定の方位をもつ線はもちろん､緯線にたいして一定角度で

進む同航線は､メルカトルの地図上では直線として描くこと◆が可能になる｡

しかしこの実用的な地図には大きな欠点がある｡緯度が極に近づくほど面積

が大きくなってしまうのだ｡メルカトルの投影法だと､高緯度になるにしたが

って赤道からの距離が大きくなる｡緯度70度く らいまでは視覚的には納得のい

く地形図とはいえても､それを越えると曲線を直線であらわす長さの歪曲が大

きくなりすぎて､視覚的に距離や面積を実際以上に異様に大きく見せてしまう｡

とてつもなく大きく描かれているグリーンランドは､小さくみえる南アメリカ

大陸の,実際の面積の9分lにすぎない｡メルカトルの図法は､実在するあり

方をできるだけそのまま表象しようとするガリレオ地動説とは逆に､特定の目

的に合敦するように実在をゆがめで表象しているのだ｡球体の世界を平面の下

に一望させること自体が､メルカトルの友人ヴァルター･ギムがいっているよ

うに｢円を四角に表現する｣ことだから､そもそも仮象なのだ｡しかし仮象で

あることは観念として理解できても､イメージとしてはグリーンランドは大き

いままなのだ｡そしてここでもまた無限は頭をもたげる｡北極､南極の極点付

近は無限大となり投影不能となる｡ ｢私たちのこの図は極軸まで延ばすことは

できない｡緯度は最終的には無限に到達してしまうからだ｣｡
15

このことをメ

ルカトルは自らの図法の名をつけた世界図の右下に､かなり大きな図を使って

説明している｡

地球を表象しようとすると無限を欄外に出現させてしまわざるえないことに

畏れをなしたのか､メルカトルはこの図法を他人には解読されないようにして

15原文はラテン語で世界図とは別な紙葉に､無限大になることと極地の気候･

風物とが説明されている｡ B. van -T Ho ff, ed., Get.ardMercalor'sMap of the World

in the Form
of the Scale

ofihe Original (1569: Rotterdam: Prins Hendrik Maritime

Museum, 1961), 61.
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いた｡しかし､オランダ人ホンディウスはメルカトルの世界図(1569年)から遅

れること約半世紀後に,同航線を平面上に直線で描く世界図を発刊する｡こん

なことが可能になったのも､カリスマ的存在であるジョン･ディ-とそのサー

クルのイングランド人たちによって､同航線を平面上に直線で描く描き方が数

学的に解明されたからだ｡ 1`その数学の功績に負いながら描かれた世界地図の

余白には､メルカトルの人物図 がある｡そのモットーは､なんと｢限界を観

察せよ｣なのだ｡

ここで確認しておかなくてはならないのは､地図投影の原理は誰にでも合理

的に納得ができるという条件を満たし､投影原理にもとづいてできあがった地

図は航海という必要性にこたえるものでなくてはならなかったということであ

る｡当時の世界図は､タピスリーと同様に室内の壁を装飾するものの一部とし

て使われるという､やや意外な価値があった｡都市の位置や地形を示すという

狭い意味の実用のためだけの地図mappaではなく､図descriptionと呼ばれてい

たゆえんである｡繰り返すが､ 16-17世紀の科学革命の時期にあっても､実際に

船が航行するときに用いられた〔羅針盤%コンパス%〕､〔象限儀%コードラント%〕､

それに航海用アストロラーベでは､緯度は測定できても経度の測定はできなかった｡

たとえコロンブスや彼に続いた冒険者たちが三大洋を横断し世界周航を果した

としても､それは地点と地点をつないでいるにすぎない｡大洋航海士たちは海

に道をつけただけで,その道の周辺はブロック単位の番地づけができないのっ

ぺりとした大領域であったのだ｡公海は､陸地がみえる航行範囲という近海の

〔限界%ペラス%〕 perasの向こうにある〔無限%ア･ペイロス%〕 apeirosに

あったのだ｡

そういうことが大きな原因の一つとなって､当時の航海士や地図製作者には､

海が自分たちの慣れ親しんでいる地上とは異なった次元にあることを膚で感じ

ていたo だからこそ無限の海原に点在するのは､L奇妙な怪獣たちの出没だ
o

異形なるものどもの海上での出現は､異次元空間としての海という心情の反映

であった｡もちろんそこには､海がどうなっているのかよくわからないから空

自にせざるをえず､かといって無地､無記名､無形象であることにはたえられ

ないから､怪獣や神話上の人物で空隙を埋めたという実際上の理由もあったか

もしれない｡しかし地図を飾り立てて目を楽しませるというサービス精神の発

161599年にエドワード･ライトが緯線距離式を導き出し､緯度にたいする歪曲

率の数表を作成したことから可能になった｡ライトはこの距離式を秘密にする

という約束で･ホンディクスに教えたが､ホンディウスは破約し､自らの世界地

図のなかで距離式を暴露してしまうo これによって二人の仲は決裂するo ホン

ディウスの弁明は､多くの人にこの有益な図法が共有してもらうためだという｡

ライトは､ホンディクスが地図の売りたさからでた射利心だと叱責した｡
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挿に先だって､世界は既知の日常世界と異界とが､沿岸という境界を隔てて隣

接し棲み分けていることを､世界図ははからずも語っているのだ｡

4.限界消滅の航海と地誌

ミルトンの時代のイングランドは､重商主義路線を既定の事実として顕在化

させるクロムウェル航海法(航海条例1651年)を制定する｡この法律は､アダ

ム･スミスが｢イギリスの交易にかんするすべての法律のなかでおそらくもっ

とも賢明なもの｣と評するほど､イングランドの国富を増大させる効果をあげ

ることになる｡ 17航海は富の獲得とだけ短絡的に結びついてはいない｡船舶を

交通手段とした西ヨーロッパと異国の貿易対象地との市民レヴュル(精確には

異国人対原住民)による交流は､それまであった〔限界%ペイラス%〕の観念

を根底からくつがえす｡インド洋から太平洋にかけてのアジアは幻想の彼方の

国から､宗教においてはキリスト教の教化の対象となる国､経済では差異が膨

大な価値を産みうる国へと変貌していく｡有史以来ヨーロッパと交易がなくわ

ずか100年ほど前までその存在が確認できなかった新大陸は､ヨーロッパから

の開拓植民の新天地となっていった.こうなるともはや西ヨーロッパの海をず

っと西に進めば海の〔限界%ペイラス%〕があって､そこから先は海中に沈む

(『リシダス』 168-171行)などというのは､文学の比喰にしかすぎないことが

意識の上では十分に理解されるようになる｡それと並行して､ピーター･マン

ディ-のような中産階級ビジネスマンの書いた旅行記や､航海士ジョン･スミ

スの地誌などによって､伝聞による間接的な情報ではなく,実地見聞による直

接情報が提供されるo 18アジアやアメリカの地理､気象､自然､動物､風俗､

習慣､文物などが､想像による荒唐無稽なでっちあげから､実地見聞そしてと

きには実検にもとづいた記録によって伝えられるようになる｡新資料を積み重

ね､複数の有能な旅行者に現代でいうインタビューをしてまとめた､地誌百科

に相当するような膨大な地誌書(サミュエル･パーカス『パーカスの巡礼』(1625

午))も登場する｡ただし私たちは､航海と地誌との間にある微妙な違いを見逃

してはならない｡航海による交易は､新大陸や新島を次々と発見していった｡

それだけではなく､それら新しい土地が旧大陸から遮断された大島としてこれ

以上孤立することを不可能にしていく｡これにたいして地誌のほうは､新たな

17

ジャック･アタリ『時間の歴史』 (蔵持不三也訳,原書房, 1986年) 1$6ペ

ージ｡
l!

Douglas Bush, English Literature in the Earlier Seventeenth CenturyI 1600-1660

(Oxford: Oxford Univ･ Press, 1962), 185-188･
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土地を言語によって表象可能な場所-と焼きなおし､書物を流布させて表象可

能となった場所を既知既成の場所に仕立てあげ､既知既成の場の一部として覆

いっくす｡覆いつくして､旧大陸の読書人の頭のなかに､新大陸を旧大陸の延

長として提供したのだった｡

『失楽園』でもその地理上の広がりは､東は中国(11巻386-390行)､酉は南

北アメリカ(11巻407-411行)､北はモスクワ(10巻431行)､南は喜望峰から南

檀(2巻639行-642行)までカバーしている｡しかもそれらは､ ｢ばかげた迷信､

儀式､奇妙な慣習､その他ささいなこまごまとしたこと｣をあたかも事実であ

るかのように伝える16世紀半ばまでの地理学(地図と地誌が混交している分

野)に依存してはいないo 19

ミルトンの時代の地理学は,非理性的で幻想的

な世界が実在感をもつ段階からかなり脱皮していたといってもいいすぎではな

い｡一定の縮尺によって世界全体を数量化していく科学的図法にもとづいて空

間が分断され､断片化した地と海とが緯線と経線の格子のなかに未知の空間を

残しながらも写し出される段階に達していた｡ブルネルスキーによる〔線透視

法%プロスペクティヴァ%〕の発見とその流布､再度その重要性が確認された

プトレマイオス地図の復興--こういった15世紀の現象も二世紀もたっと

人々の精神規範として定着し､数学的に球体を平面-と次元変換して投影する

見方もかなり一般化してくる｡幾何学的に土地を計測するだけでなく､地球と

いう球体の表面に-ばりつく陸地を地図上に射映する原理が再考されるように

なる｡地図の世界では､人間感情を度外視して世界を均等に計測し､誰にとっ

ても等価で等質な客観的な視点から対象を把捉することが裁可されていく｡新

地図の背後で見え隠れする当時の人々の意識は､人間の心情や宗教感情の枠内

におさまらない､パトス的なものの外部に設定されたロゴス的視点から､世界

を再表象化しようとする新たな精神的構えである｡この新機軸は､世界を誰に

でも判明で明噺な形式で統一的にとらえようとする不動の視点の設定といって

もよい｡そこには､人魚･竜などの幻想怪獣はいうまでもなく､古代ローマの

文法学者ソリヌス(3世紀)の地誌にもとづいて足を傘にするスキアポデスや頭

のないアフリカ人などをまじめに世界地図に描きこむ精神的余地はもうほどん

と残っていないのだ｡ 20

こうした実在する地理の拡大化と明瞭化は､航海という肉体的実践による大

陸間の交涜化があ高まる一方で､地誌といった知的実践による精神内部の表象

19

A Brief History ofMosc･ovia in Complete Prose Works
of John Milton, Vol. VIII, ed.

Maurice Kelly (New Haven: Yale University Press, 1982), 474.

20ソリヌスとその幻想性については次書参照｡ジョン.ノーブル･ウイルフォ

オード『地図を作った人びと』 60-61,78ページo
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化がともなうことで可能になる現象なのだ｡この脈絡にたつと､サタンが最初

に宇宙の内部に入り､無数の星をみて､そのなかに地球をみつけたときの印象

にも､肉的な要因と知的な要素とが混在していることがたんなる偶然ではない

ことがわかる｡サタンの地球行きは,航海という肉体的実践であることはいう

までもない｡それと同時に､サタンはその当の地球を｢昔から名高いヘスペリ

スたちの園のように幸いの島｣(3巻568行)あるいは｢とてもすばらしい幸いの

島｣ (3巻570行)と知的表象化をしている｡ ｢-スペリスたちの固｣も｢幸いの

島｣もギリシア神話や文学のなかでだけ通用する不在なはずの虚構空間だが､

その架空空間に地球は酷似しているというのだ｡これは､虚構の場が地理上の

具体的などこそこの場所に存在しているかのようだという､地誌の常套文句で

はないか｡架空の〔表象%リプレゼンテ-ション%〕が実在の〔現前化%リプ

レゼンテ-ション%〕 -とすりかわるのだ｡そんな空間に｢航海不可能｣ (10

巻366行)だった混沌の海を通過して､サタンの航海の軌跡をそのままたどった

地獄から続く大橋(10巻312-315行)が架かる.こうして地球という｢島｣はも

はや孤立することができなくなり､そこでは地獄との間に交流ないしは侵略と

略奪(2巻s44行)というあらたな肉体的実践活動が展開することになる｡

航海は,嵐や寒暖をのりこえてともかく見えてくる土地にかたっばしに踏み

こむことを可能にする｡地誌は未開の地をロゴスが支配しうる空間-と開拓し

ていくo航海と地誌による地球踏破は､ 〔地球%アース%〕を〔土地%アース%〕

ではなくする効果をもっている｡なぜなら地球は､航海実践と地誌言語によっ

て〔土地%アース%〕だけが地球ではなく,海をも含めた大陸との合算が地球

となるからだ｡ 〔土地%アース%〕ではなくなった世界は､かといってたんなる

海陸の集合体でもない｡世界は〔球%グロウブ%〕 (地球)として認知されるよ

うになるo

陸にせよ海にせよかならず〔境界%ペラス%〕がともなっている｡しかし境

界のある海陸の土台となっている世界そのものが､周航によって球体であるこ

とが実地で証明されてしまった｡陸を進めばどこかで行きあたる｡その陸と海

との境界を越えて海をさらに進んでいけば陸との境界にぶつかり､さらに境界

をまたいで陸を進めば一周して再びその陸地に戻ってこられるのだ｡海陸の〔限

界%ペラス%〕は世界が球体であることによって仮象であることが露見してし

まう｡地の〔果て%ペラス%〕は､もはや旧大陸の-りにあるのではなく､か

といって大西洋のどこかにあるわけでもなく､ではアジア･アメリカのどこか

にあるかといえば､そうでもない｡同じことは三大大洋についてもいえる｡ぐ

るりと一周できるようになり､地の果ても海の果ても見失わせるこの世界空間

は､確実に〔球%グロウプ%〕となった.世界は､航海という肉体的実践によ
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って〔土地%アース%〕から〔球%グロウブ%〕 -と､その地理観を変貌させ

たのだ｡

ミルトンが若い頃より少し前の時代まで､イングランドからスカンジナビア

半島を-て中国に抜けるルートと､イングランドからいったん北上しそのあと

西進することでアメリカに到着するルートを開拓しようと､王室は躍起になっ

た｡ 21開拓-の決断には､このルートが地図上(頭のなかの表象)では確実に

行けるルートだったからだ｡またアフリカの南端がインド洋につながっている

ことは､すでに15世紀末に発見済みだった｡ 22っまり東進西進はもちろん､

南や北に進みつづければ対鍍点を通過して元の地点に戻ることは､地図による

想像でだけなら可能なことであった｡そして実際に東進西進による球体周遊に

かぎっては船でなら可能だったのだ｡

エデンに再侵入すべく警護のすきを狙うサタンも,黄道(地図でなら緯度ゼ

ロ)､二分経線､二至経線という地球を等しく八等分する軌道をぐるぐると七日

間まわっているではないか｡球として地球をめぐるサタンには､エデンという

教えてもらった当座の目的地はあっても､ここで行き止まりという〔限界%ペ

ラス%〕はない｡その体験は宇宙の外郭にはじめて降り立ったサタンが感じた

ことに似て､ ｢球体である｣ (3巻422行)がゆえに､それは｢限界のない大陸｣

(3巻423行)のようなのだ｡その球体の地球は他の球体の星たちにくらべて,さ

きほど述べたようにはるかに｢幸いの島｣だった｡世界の果てにあると想定さ

れていた｢幸いの島｣ InsulaeFortunataeは､カナリア諸島のフェロ島であった｡

そこで当時の世界地図はこのフェロ島に子午線(経度o度)をあてるのが一般

的であったo しかし16-17世紀の世界地図はまさに世界の果てにゼロ度の経線

をひくことで､この世界の果てで世界が終わるのではなく､世界の〔果て%ペ

ラス%〕も世界の一部であり､もはや限界によって閉じられた世界ではないこ

とを目の当たりにみせつけるのだ. 23地球という球の表層のどこかに東限･西

21イギリス重商主義zzzo織田武雄『古地図の博物誌』 (古今書院,1998年)

180-195ページoなお北西航路政策の理論的立役者はルネッサンスのジョン･
芦 『

フ~イー｡

22織田武雄『地図の歴史』 (講談社. 1973年) 92ページ.

23メルカトルの世界地図(1569年)､オルテリウス世界地図(1570年)､サン

ソンの世界地図(1650年)はもちろん､モルワイデの世界地図(1805年)も､経度

0度はフェロ島を通っているo C.クーマン『近代地図帳の誕生』 (長谷川孝治
訳 臨川書店,1997年) 115-116ページo参照 小坂和夫『教程 地図の編集と

投影』 (山海堂,1982年) 202-204ページ.久武哲也､長谷川孝治編『地図と文
化』 (地人書房､ 1989年)44-47ペ--}:｡ただし, 16世紀に地図のなかには経度
0度の子午線が､チグリス川流域にあると想定されていたエデンの園を通るも

のもある｡参照 アピアヌスの世界地図(1530年)およびシルクアヌスの世界図

(1511年)(海野-隆『地図の文化史‥世界と日本』(八坂書房,1996年)図8-4,8-6)

ー22-



限を探してみても､そんな限界はもはやどこにもないのだo

また神の子が地球を創造したとき､いうまでもなく陸にも海にも｢境界｣ (7

巻325行)があり､エデンという地域も､エデンのなかにあって周囲をぐるりと

樹木の壁で囲まれた楽園にも,その｢仕切り｣ (4巻131行, 8巻338行)がある

ものとして定められていた｡しかし堕落後の二人はそうした境界や仕切りのな

かにとどまっていることは許されない｡ ｢放浪の足取り｣(12巻648行)で境界を

またぎ進んでいかなくてはならない｡跨いだ先で二人を待ち構えているのは,

荒野だ｡この荒野は､どこかの地域に限定されるわけではない｡すでに今後自

分たち二人の未商らになにが起こるかを知っているアダムにとって､その克野

とは限界をもった〔土地%アース%〕ではない｡アダムの未宙は全世界に散ら

ばり､地域や時代に限定されずに神にたいする無数の不従順を繰り返し行って

いく｡なかでも罪の結果もたらされたノアの洪水は､全地を水で覆いつく して

陸と海という境界を無効にする｡また､ニムロドは地という境界を破り天に届

かんばかりの高塔を築いて､地と天との境界を反古にしようとする｡しかし人

間のさまざまな罪に終止符をうつ御子の再臨の日に起こるのは､アダムが絶叫

するように､ ｢誰もその極限を眼で見ることができない<永遠>｣ (12巻556行)､

つまり神の義が実現される完成された無限の世界である｡その無限世界を､ア

ダムは｢その向こうはまったくの深淵｣ (12巻555行)だともいっている｡しか

しこの彼の言葉こそ,サタンたちが落とされた地獄のありさまをいうために使

われていた言葉(1巻177行)ではなかったか｡ <混沌>が支配する宇宙世界の外

側の空間を描写するために用いられた言葉(2巻961行)ではなかったかoこうし

た言葉の共鳴に､手をこまねいて驚いてばかりはいられない｡そうだ｡地獄や

<混沌>といったおぞましいものが,再臨後のすばらしいはずの世界と響きあう

のは､ ｢影なる諸々の型がひとつの真実-と｣ (5巻777行)収赦していったと考

えられるではないか｡再臨までは被造物世界のすべては完成せず､再臨に至る

までのものごとはすべて完成の姿の見せかけにすぎないという予表論からすれ

ば,あまりのも異質すぎるこの二つの世界が無限という共通項をもっているこ

とはむしろ当然といえるではないか｡再臨後の世界において､無限というこ七

がらが完成されたことの証とむしろ積極的にとらえることができるのだ｡

しかし忘れてはならないのは､そこに至るひとつ前のステップとして､堕落

後の人間にはすでに土地ではなく地球としての限界のない世界が､航海という

実践と､地誌という表象とによって成立していたということだ｡無限を表象空

間甲なかに折りたたもうとする行為が､かえってそこに包みこまれない無限を

露呈させてしまう｡ 『失楽園』でも､同じようにコンパスと天の国とによって無

限が表象空間のなかに折りたたまれこもうとししているo それにもかかわらず

-23-



破れでる無限は､再臨という時間軸において囲いこまれようとしている｡しか

し､天の国にしても再臨にしてもそれは信仰の内容であって､その確かさは航

海や実地見聞から経験しうるは確信とは本質的異なっている｡コンパスが描く

図形は円であるといい売るときに私たちが共有している可視触知の確かさを､

そうした信仰の内容に求めることはきわめて困難である｡
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『失楽園』の表象学

1.加帆車と極楽鳥

ミルトンが『ロシア小地誌』(死後出版1682年【推定成立年1643年])をまとめ

た動機は､教育的な配慮があったというのが通説である｡ミルトンは天文学や

地誌といった宇宙をもふくめた世界全体について教えるときに､これまで出版

されてきて手に入る本は地域の文化･風物･気候について｢あまりに簡単であ

ったり逆に膨大すぎたり し､そして時にはある特定分野のことについて諸述し

すぎていて｣バランスを欠いていると嘆いている｡ 1そうした欠点を克服した生

徒たちに教えるのにふさわしく､記述畳も適当で､内容もバランスのとれてい

るテキストを作ったというのだ｡ただし全世界についてではなく､イギリスと

ロシアの二国についてそれぞれ〔地誌%ヒストリー%〕を書いて､他国を記述

するときの範例となるようにもくろんだ｡こうした意図にもとづいて書きあげ

たのが､ 『ロシア小地誌』なのだ｡これはミルトン自身がこの書物の序文で述べ

ていることなので､そのまま額面どおりに信じることもできる｡しかし､教育

的動機がなぜわざわざロシアという｢文明化されていると評判になっている､

ヨーロッパ最北の地域｣に向かうのかということにかんしては､十分な説明が

なされていない｡
2

たしかにミルトンは『教育論』 (1644年)において､古典ではなく近代の著者

から,地誌を学ぶ必要性を説いている｡地名についても古典名だけでなくその

地域で使われている言語でどう呼ばれているかという現代名も憶えるように勧

めている｡そうすることで､古典で言及されている地域が近代になって完成さ

れたかのように思えた地球儀や地図の有用性を学ぶべきだと考えているo アリ

ストテレスの『動物誌』やプルニクスの『博物誌』で言及されている土地や国

がどこなのか､現代の地図で確認できるではないかと考えていたようだ｡これ

らの古典権威は､ミルトンにとっては見たこともないような動物やその生態､

また奇妙な形をし信じられないような習性をもつ植物､そしてあってはならな

いはずの文物習慣を述べている｡そうした断片的知識は､これまた実体を欠い

た地理上のどこか一点に関連づけられているo 動植物も風物も､地理も宙に浮

いたかのように定まらない状態を､近代学問の精華のひとつである地理学によ

って有機的な表象として定着させようというのである｡

当時の地理学は､まず一方において三次元の球休であることが判明した地球

をどのように二次元平面の地図として投影するかという幾何学とかかわってい

I
A BT･iefHt'stoTy OfMoscovia in Complete Prose Works of John Milton, Vol. VIII, ed.

Maurice Kelly (New Haven: Yale University Press, 1982), 474.
2
Ibid., 475.
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たoリンゴの皮を一続きにむいて､そのひも状の皮をどんなにテーブルの平面

に押さえつけようとしても､皮のどこかが平面から離れてしまう｡離れるとい

うことは､地球という球体を地図という平面に変換する場合には､必ずどこか

に毒整差をともなうということである｡この誤差をどのように少なくするか､あ

るいは角度･長さ･見栄えという三つの要素のうちのどこにこの誤差を反映さ

せて､三つのうちのどれか一つの要素でも正確にに投影できるようにするかと

いう課題を背負っていた｡幾何学のほかに地理学がかかえていたもうひとつ別

な課題は､地誌であったo コロンブスの新大陸｢発見｣に象徴されるように､

海路や陸路をとってこれまでなじみのなかった地域に実際に旅行をした人々の

数は16-17世紀には増加したo また､使節団のような形で異国の人々が西ヨー

ロッパを訪れる機会も増えた｡､そうした人々がもたらす情報から､古典権威に

よる記述の修正大幅な書き換え､ときには古典古代にはまったく知られていな

かった地域の風土を書き加える必要があった｡これまで唆昧のままであった西

ヨーロッパの外部にある土地の博物をできるだけ正確に記述する必要性は,ペ

ーハムに代表されるような地球儀が知識人や商人そして教育機関で使われるよ

うになり､オルテリウスのような手でかかえてもちはこべる世界図が流布して

いったことと相関関係にある｡地球や世界図で､地図として表象化される土地

が視覚的に目の前に提示されても､地名がなく､それがどういう風土でどうい

う習慣をもった民族が住み､どのような動植物が生息しているかがわからない

ままであるということは､その部分が空白であることと同値である｡表象化さ

れた土地は､それがどういう風土であるのか言葉によって充填されることを待

っている｡幸い､実地見聞した人々がいるし､そういう人たちが提供してくれ

た肉声の一次情報を､印刷された本の形で固定化した言葉という二次情報とし

て伝達してくれる旅行記の類のものがあらわれたo 古典によってすでに言及済

みだが､言及されているのはここだとはっきり地図のうえの一点を指差すこと

ができずに唾昧模糊としており､またそれまで知られていなかったがゆえに空

白のままである地理上の空間は､言葉によってピントのあった表象であること

が要求される｡ 3『教育論』や『ロシア小地誌』､そして『ブリタニアの歴史』

を書いたミルトンが､こうした地理の言葉充填という路線の上にあることはい

3ただし,異国の風俗習慣を詳述するのは､ 17世紀のイングランドにおI､ては
旅行記がもっとも大きいジャンルであったが､16世紀のヨーロッパでは度量衡

にかんする書物に異国の風俗習慣がかなり詳しく､それも図入りで説明されて

いる｡異国との商業の発達が､ヨーロッパの度量衡と異国の度量衡との違いを

きわだたせ異国の風俗習慣全体を描くことになったと考えられなくもない｡し

かし度量衡関係の書物の著者たちがアルチャ-トやボダンのようにローマ市民

法の専門家であったことから､むしろ法律の違いがこうした詳述-とかりたて
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うまでもない｡

『教育論』がサミュエル･ハートリーブに宛てて書かれている｡ハートリー

ブはレオナルド･ダ･ヴインチに代表されるようなあらゆることに知的好奇心

を燃やし実地で実験をしてみる盛期ルネッサンス的人間像を受け継いだ17 世

紀ルネッサンス人であって､古典の素養と知的関心め高さはいうまでもなく､

蜂や蚕の飼育､タバコ栽培､養魚といった手仕事として軽視されていたことに

まで興味をもちなおかつ実験にまでかかわった万能人であった｡ハートリーブ

の特徴は一言でいえば､ 1660年に設立の王立協会のスローガン｢自然について

の知識を改善する｣ことであって､改善のための手段は実験と観察であった｡

ミルトン自身はハートリーブの一門として認められていたわけではなかったが､

ミルトンがハートリーブに共鳴していたことは確かである｡したがって,近代

地理学にこだわるミルトンは,古典という伝聞によっておそらく二重三重にゆ

がめられている情報ではなく､一次情報に最も近い旅行記などを重視したのは

当然といえる｡なるほど､ 『ロシア小地誌』の精確なタイトルが､ 『ロシアと､

ロシア以東から中国までにある他のよく知られていない国とについての小地

誌:実地見聞した複数の目撃者による書き物から集めた地誌』となっているの

は納得がいく｡

ところがである｡この本にはそのタイトルのあとに､ ｢不思議なことども｣も

記述するとしている.実際に､この本には奇妙な風物のことが書かれているD

またきわめて意外なことに､ 『教育論』のなかでもセネカやプリニウスと並んで､

ソリヌスが学ぶべき書物としてあげられている｡ソリヌスの著作『驚異的な事

柄についての集成』 Col]ectaneaRel･umMe7nOrab7'lium (3世紀頃)は､当時の知ら

れていた世界に-jいての奇妙な文物について書き記したものである.ソリヌス

とミルトンに共通している脅威的なものに対する見方は､境界にあたる極限に

ミルトンが想定したものごとは,すでに知っている何かがその肢体の一部を変

えるなり欠落させるなりしているだけで､既成の知識からの説明の範囲内にと

どまっているのだ｡

たとえば加帆車は､海洋を走る船が陸上を走る車と融和した形で表象されて

いる｡またアメリカ･インディアンが裸体であることをそのまま信じられなか

ったから､彼らに大きな木の葉を腰にまとわせているo ミルトンにとっては極

限とは既知のものの枠から一部はずれるという表象のされ方をしているのだ｡4

たと推測できる｡

4加帆車とアメリカ･インディアンの図像にかんしてはこのパートのAppendix

を参照されたい｡
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2.仮象とアレゴリー的視野

2.1. ガリレオの美JI値とメルカトルの【見せかけ%シムラクル%〕

メルカトル図法の名でいまでも知られるメルカトルには独特の響きがある｡

ルターの教説を信奉したかどで投獄され､あやうく異端として処刑されそうに

なったこの地理学者は､地動説のガリレオあように､それまでの科学観を根底

からつくがえすような新説を披露しているわけでない｡ガリレオの地動説は､

日の出や季節の星座のように地球中心にものごとのあり方を考えてしまう私た

ちの見方が仮象にすぎないことをつきつけるという意味では､日常の認識の転

換をせまる｡しかしガリレオ説がどんなに正しいと主張されたところで､日は

東からのぼり､夏の夜空にはシリウスが見えるといったように､地球中心の局

所的見方のほうが､宇宙のどこかに視点をおいて外側から地球を眺める全体か

らの大局的な捉え方よりも､親和性がある｡地動説は日常のレヴュルでは観念

としてのみ有効であるのであって､実際の生活を営んでいく うえでは実益はほ

とんどない｡地動説を知らなくても天動説にもとづいた農事暦が読めさえすれ

ば作物は実るというあまりなく､その意味ではほ､地動説はほとんど役に立た

ない｡

ところが､宇宙ではなく地球-と視点を移して､局所ではなく大局から私た

ちのいる位置を示す場合､そこで必要となってくるのがは世界図だ｡世界図も､

地動説と同様に､視点は宇宙の外部のどこかに視点をおかれ､知識という側面

からいえば日常生活を送るうえで必ずしも必要だというわけではない｡ところ

が､船だけが遠洋-の唯一の交通手段であったルネッサンス期において､航海

において世界図は欠かせないものであった.地図が航一海に不可欠ということは

アジア･アメリカの物が流通するために必要ということだから､日常生活のあ

り方に間接的に深くかかわりをもつことになる｡事実､遠洋航海によって中央･

南アメリカから大量の金銀がヨーロッパに流入しインフレが起こったし､その

一方で東洋の香辛料は生肉の長期保存を可能にしてくれたo

しかし地図の実用性も､面積や距離となると緯度が高ければ高いほど実測地

よりも大きくなってしまう｡前にもふれたように､地図ではとてつもなく大き

く描かれるグリーンランドは､小さくみえる南アメリカ大陸の､実際の面積の

9分1にすぎない｡メルカトルの図法は､実在するあり方を表象するガリレオ

地動説とは逆に､特定の目的に合致するように実在をゆがめて表象しているの

だ｡球体の世界を平面の下に一望させること自体が､ ｢円を四角に表現する｣こ

とだから､そもそも坂象である｡そして仮象であることは観念として理解でき

ても､イメージとしては､たとえばグリーンランド島は巨大大陸大きいのまま
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なのだo 仮象が実在にとって代わるその粘着性性は､たんによく 目1にふれると

いう慣れが原因なのだろうか｡

2.2, r圭的形相を物質的形へ｣

そういえば地図的世界観そのものをメタレヴェルから相対化するかのように､

この叙事詩の語り手は語る｡アダムが天使ラフアユルに天上の戦いを話すよう

にせがむと､天使はそれはとてもこんななことだといってためらう｡しかし｢人

間の感覚の手が届かないことが一番うまく表出されるように､霊的な形相を肉

的な姿に類比させて､描出することにしよう｣ (5巻572-574行)といって､これ

からの話がすべて比喰だことわっている｡ここで天使は､アダムに向かって天

上のことは'i-;的なことであって､地上の人間の理解の範囲を越えているという｡

この世では､ものごとは形態としてあり,形態をとっているからこそリアルな

のであって､人間の感覚は対象がどんな形態をもっているかを把握することに

よって､そJ)対象がどんな実体をもっているのかをはじめて理解するo

これはこれは､アダムとイ-ヴにとっての神や神の子の存在ですらも例外で

はない｡二人が祈るとき､その対象は二人によってイメージ化された形態､概

念としてある神的存在であって､純粋に霊的なものではありえない｡この霊的

なることと形態であることとの間に横たわる越え難い亀裂は､ ｢類比｣ likening

によって橋渡しされる｡類比とは,アリストテレス系譜の見方にしたがうなら､

全体のなかでもっている機能が同一である場合に､.異なったもの同士の間に結

びつきをつけることであるo 鳥の羽毛と魚の鱗は,体を防護するという機能に

おいて同一であるから､羽毛と鱗はその素材が異なっていても､類比関係があ

るといえる｡ 5ところがこの場合の類比というのは､天上のことがらを地上のも

のごとと対応させて､コトをモノ化することである｡

しかしでは地獄､天国､そして地球といった人間が実際に肉眼で確かめるこ

とのできないものの描写はすべて比喰としてかたづけてしまってよいのであろ

うか｡そういったことがらの描出は､つて､｢セラフのどのような言葉や舌もが､

また人間のどのような心もが把握するのに充分｣ (7巻112-114行)ではありえ

ないのだろうか｡投影法にもとづいて長さなり角度なり有機的な量の関係を数

学的にに表象する地図には､地図がそうした表象法を採用することによって必

然的にかかえこまざるをえない限界がときにはあからさまに明示される｡そん

な限界をもたざるをえないことそれをあざ笑うかのように､閉じられた平面の

5

『動物誌』 1. 1.486b19-21.
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なかで世界のあり方のある特定の局面をまんべんなく語りつく しているはずの

地図に､ほんらいあってはならないはずの囲いこまれない無限がすべりこむ｡

無限は､み､そもそもそもそも現前化するという行為をめざす地図そのものの

あり方こと自体に横から疑問をささやきつづけるかのようであるo 同じように

に､語ることによる詩的描出にもそのような限界感があるのだろうか0

ところがこの詩では､イ-ヴを間近で観察し｢ガマのように横たわる｣サタ

ンは､その姿がガマのような形をしていたというのではな-く､実はガマそのも

のに変身していたのだ｡ガマのサタンは､天使イスリエルの槍につつかれると､

その姿が天使イスリエルの槍につつかれて､火薬が爆発するように件裂して,

サタンがその本来の姿を-l舜のうちにあらわす.場面があるo サタンが元の姿

に戻ることによって｢ガマ｣という比愉が実は比喰ではなく文字通りそうであ

ったことが確認されるのだ｡

3.大言壮語の命題と燥小化される問題

3.1. ピューリタン書達意鼓と坂巻の稔休

人間が最初に神にたいする不従順はいつ起こったのか｡そして不従順ゆえにな

ぜ人間は死ぬようになったのか｡人間が不従順を犯し死すべきものとなること

は神の摂理であったが､なぜその摂理が正しいといえるのか｡こうした質問に

たいする答えは､神が人間にたいしてとる方法･道は正統化しうるはずであっ

て､しかも神は恩寵を絶え間なくそそぐ善なる存在であるから､すべて解答が

与えられるはずだ｡問題が問題として成り立つためには､問題には必ずそれな

りの正答が与えられるという可能性が前提になっている｡逆いえば､正答が仮

定されず､問いを発する前に正答が予想されないような問題は最初から問題と

はならないような､思考の自己規制が働いている｡この約1万行におよぶ長編

の詩の冒頭に漂う雰囲気には､蓋感を授かる前のミルトンがこれからこの詩を

語り続けていくことができるのかどうかといった不安は､そのバロック的なう

ねうねとして文体から読みとることができる｡そうした未来-の不安の強さは､

ここでの質問に物語として言葉化して具現することができるかどうかに向かっ

ているのである｡答えがそもそもあるかどうか､答えられない何かとしてある

のかどうかという不安ではない｡

しかしその一方で『キリスト教教義論』を書いたミルトンは､｢神は人間の理

解を超えている｣といっている｡そして､ ｢神は人間の理解を超えている｣とい

うことによって､この命題そのものが神を規定し､それを人間の理解力が及ぶ

重力の範囲内に閉じこめてしまっている｡閉じこめただけで､ハムレットにな
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らって｢あとは沈黙｣を決めこむのなら､それは言葉が構築する幻想に安易に

妥協しない一つの態度を示すことになる｡沈黙しているからといって､あるい

はなんら行動をとらないからといって､なにも考えているないのではない｡む

しろ行動する意欲をそぐような､いや無駄な動き一つすることを拒むような異

様なまでの活発な精神活動が体の内部で沸騰している｡共通感覚や良識が暴走

するまで考えぬき格闘しつくす精神的狂気がある｡常識をいっしたエネルギー

の備給がメーターの針が振り切れんばかりになされている｡

ミルトンにあっては､キリスト教の神はいったい存在するのかどうかという

無神論者たちの叫びは､最初から(問題)とはならない｡神の摂理とはいった

いなんなのかということは､質問ないしは(--ゲル的な意味で)命題にはな

っても､仮にもそういうものがあるのだろうかという摂理という存在それ自体

たいする(問い)は､思考の対象とはならない｡また､神や摂理はとりあえず

そういうものがあるとすればの話であるがという､思考の仮定条件ともなりえ

ない｡神は存在し､摂理も必ずある｡ならばミルトンは､当時の無神論を排撃

した神学者たちと同様に､思考がなにを公準にしているかという側面では同一

水準にあると考えてもさしつかえないのだ｡

そもそもピューリタンという言葉でく く られるグループにたいする評価は､

自己充足的でみずからの信念を曲げないキリスト教徒という特徴でまとめられ

ることが多い｡それにたいしてピューリタンであるミルトンは,真理は神の再

臨があるまではばらばらであって､人間は心理を断片的にしかつかんでいない

といっているではないかと､指摘されることがあるo しかしミルトンの議論の

しかたは､いつもほとんどきまって自らの信ずるところが他者が主張すること

よりも優れているという優越意識にうらうちされている｡

相対主義の仮面をかぶりながら､その仮面の下にある顔が真理の握った自信

にみなぎっている｡みなぎっているだけで､そこに神そのものが存在するのか

という無神論者たちがいだく精神的な苦闘の(問題)がまったく無視されてい

る｡政治･宗教･家庭について散文で論ずるミルトンにとっての敵は,いつも

頑迷な伝統にとらわれ､慣習にひたりきり､伝統･慣習のあらかじめ提供して

くれる思考の土台とパターンから抜けられないことである｡しかし伝統･慣習

から(正しき理性)を挺子にして自由になろうと格闘し､政治･宗教･家庭と

いう人間がこの世において実際の生活を営むうえで中枢となる領域で次から次

-と生じてくる個々の問題で､逐一解答を与えていった.与えていったにもか

かわらず､ (正しき理性)によれば問題-の解は必ず出てくるというその当の

前提を意識的に疑うことはけっしてなかった｡ (正しき理性)によって解答が

でないような問題は最初から問題とはされ.なかったといっても､間違いではな
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いo

3.2. く正しき理性)という幸某なる幻想

明噺にして判明なものを探求するデカルトでは､すでに与えらているものと

仮定されている問題を解くための手段であって､そのかぎりで有効である｡デ

カルトの手法は､ (問題)そのものを構成するような精神--その精神は感覚の

覚醒などといったような単純な驚きには根ざしておらずむしろ深い気づきによ

って運動する精神--が(問題)からどうやって解を導くかの方法とはならな

い｡ミルトンの答えは､先行的にあるより古いなにか､そしてそれはときには

よりイエスに近いものであったり､あるいは堕落以前の時代に近かったり､さ

らには神の投影像に近かったりする｡先行的に存在するとミルトンの頭のなか

で仮定された｢単純な命題｣をいくつも組み合わせて計算し､相手の質問やミ

ルトン自身が抱いている質問に答えているのだ｡

これは､先行的に存在すると仮定される命題を引き写すことによって質問を

作りあげ､解答はあらかじめ用意されているから､ドゥルーズにならって(自

然的倒錯)とよぶことができる｡ミルトンはスコラ哲学のやり方を排撃し､自

ら大学を中退していったが､散文時代のミルトンの論駁の仕方の底流にあるの

は､おそろしいほどまでにアリストテレスと同じ前提なのだ｡なるほど論敵の

主張にたいしてそれがいったい正しいのかどうかよく吟味するという批判の必

要性-の鋭敏な感覚はいつもそこにある｡相手の主張の一つ一つを命題化して､

それぞれの命題が真か偽かを､聖書のなかの聖句に照らし､理性にもとづいて

テストする思考の労苦もいとわず､むしろ楽しんでいるような印象さえうける｡

そして実.はたいていの場合がそうなのだが､命題が偽であるならどの点で偽と

断定しうるのか､その根拠と理由を詳しい説明によって明証化している｡ひと

つの問題の真偽を判定するにあたっての注意として､アリストテレスは,｢すべ

ての人によって､あるいはその大多数の人によって､あるいは知者たちによっ

て受け入れられている諸々の通念｣を考察するといっている｡ミルトンはたし

かに｢選ばれた少数のもの｣ remnantfewを想■定したから,通念には縛られてい

なかったといるかもしれない｡しかし問題はその先にある｡

精神的努力にもかかわらず､ある特定の命題が真理であるかどうかは､その

命題にたいする解が存在するかどうかという可能性の形式にいつのまにかすり

かえられている｡ ｢真なる大問題は解かれるものである場合にのみ立てられる｣

(マルクス『経済学批判』岩波文庫14ページ 246下)0
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4.定住的表象と遊牧的表象

4.1. 二相の現象界

ミルトンの世界では､私たちが日常世界で見聞きするものごとは影であって､

影が存在するためになくてはならない原型は､時間を延長していった先に歴史

のなかに介在する御子の再臨において出現する｡影と原型とが時間を隔てて存

在しているという様態は､ルネッサンスで人気のあったプラトンの著作や､古

典の新プラトン主義を受けついだルネッサンス新プラトン主義にみられる思想

的特徴がある｡

簡単におさらいすると､プラトンにあっては､イデア界における真実在と､

私たちが現にいまここにいる感覚世界の個物とが無関係なのではなく､個物は

真実在を分有することによって個物たりえている｡あの有名な洞窟の比聴によ

って具体的に指摘されているように､個物はイデアを模倣し分有している影に

すぎない(『国家』 7巻514a-517a))｡真実在こそ原型なのであって､人間は欲

望の柳から理性の力によって真実在のほうに向きなおり､イデアにめざして上

昇する｡上天のさらに彼方にあるイデアは､ ｢色なく､形なく､触れえないもの｣

という非感覚性､ ｢理性によってみられる｣という叡智性によって特徴づけられ

る｡人間の魂は個物からしだいにイデアの世界-と向かっていく｡イデアを神

と置き換え､神の似姿を人間が分有し､個々のものごとも人間と同様に神によ

って創造されているから､神とは無関係には存在しえないことになる｡このよ

うなあり方にくわえて､人間の魂がイデア界に入り完成するためにはしかるべ

き時間が経過しなくてはならない｡このようにプラントン主義を読みかえれば､

影と原型とが時間を隔てて存荏するというミルトン世界の様態はそのまま妥当

することになる｡

つぎに､メディチ･アカデミーの哲学者群によって盛んになったルネッサン

スの新プラトン主義では､粗雑な物質性からしだいに物質性が純化されて純度

の高いもの-と昇っていく｢プラトンの階段｣ platonic ladder が考えられてい

た｡
6

階段が昇れるのは､階層的秩序のあって､階層の下位のものは上位のも

のの本性をもっていて､本性をなんらかの形で共有しているがゆえに下位のも

のは上位のものと交流している｡下位のものは上位のものを反映するという万

物照応説である｡照応も人間にかぎっていえば､人間の姿は神の像をかたどっ

てつく られたのだから､上のものが下に影響するだけではなく､下のものも上

に影響することができる｡人間はこれによって上のもの､つまり神霊や神々や

(-者)と結びつくことができるのであるo プラトン主義にしても新プラトン

6
comus 437-468.
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主義にしても､人間が感覚によって獲得する知識は信頼がおけないという懐疑

主義がその根にある｡

｢霊的形相を物質的形-｣というラフェエルの言葉は､ネオプラトニズムで

述べられる､運動する世界というあり方をきわめて美しく表現したといわれる

箇所は､しかしここにこうして運動の前提にはおのおのの種が特定の限定され

た部位として全体のなかに位置づけられている｡しかもその位置づけは､類と

いうさらに大きな集合の一因子としてあり､類同士の上下関係のなかであらか

じめ定まっているo 個体は種のなかの一要素であり､種は類を構成する一因子

として類によって包みこまれている｡そして同一種の個体は個体同士のなかで

上下に位置づけられ､種も同一の類のなかで階層化され､それは類の間の関係

にまで及ぶ｡このピラミッド状になった序列にあっては､上の位階にあればあ

るほど神的な度合いが高いことになるD 一元的な序列構造において最終の幸福

なる状態とは､ピラミッドの頂点に到りつくこと､つまり神との合一である｡

神によってとりあえず一元的に管理されている世界にあっては,柿-と向かう

意志もまたその実践行為も上昇することであり､逆に神に反逆することは下降

と自動的に結びつく｡

そもそもこういう上下関係はカトリック教会の制度と結びつけられて説明さ

れることが多い｡しかし､これはピューリタンの教会形成のあり方でも変わっ

ていない｡ピラミッドの底辺をもちあげて項点と同一の平面におくだけであっ

て､基本的なイメージとしてはピラミッド型なのだo しかも底辺が頂点と同一

の平面になるなどということが実際に起こらないことは､経験で誰もが知って

いたはずだ｡

しかし地位序列をいま現にそこにあらしめているのは､神ないし御子という

創造主を除けば個体同士に差があることである｡そもそも差がなくては神とそ

れ以外のものとの間の区別がないことになってしまう｡しかしいくら個体差が

あったところで､階層が成り立つためには､差によって弁別づけられる個体よ

りもひとつうえの分類である種どうしに連続性がなくてはならない｡

全体を共通性に従って大きく分け､分けたものをさらにまた共通性に従って

細分し,これ以上分けることのできない個体の一つ手前(種という)まで順次分

けていって段階づけ､個体間の差がなければ､系統価値にかかわり高い権威を

もつのだ｡
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Appendix

1. Mi一ton and the Chinese vehic一es

1.1. Text

Here walked the f-iend at large in spacious field.

As when a vultur on Imaus bred,

Whose snowy ridge the rovlng Tartar bounds,

Dislodging from a region scarce Ofprey

To gorge the flesh of lambs or yeanling kids,

On hills where flocks are fed, flies toward the sprlngS

Of Ganges or Hydaspes, Indian streams;

But in his way lights on the barren plains

Of Sericana, where Chineses drive

With sails and wind their caJIy WaggOn$ light:

1.2. MAP

1.2.1. x [No Descrjption] Mercator

メルカトルGerhard Mercator〔1512-1594〕フランドルの地理学者,地図製作者｡本姓ク

レーマ-Kremer｡ルーバンの大学で数学,天文学,地理学を学び,同地で地図,地球

倭,天文器械などを作って生計を立て, 1552年以降デュースブルクに移る｡ 69年⇒メル

カトル図法による世界地図を作り,近代地図学の基礎を築いたo

Gilbert sa■ys Mercator on his map of China (1628) shows one of them, and beneath

the picture puts the?ame words[explication] as are given by Orterilus. [Gilbert,

Milton and Geography, 263]

↓

In reality, his first edition of the map of China did not describe any such vehicle or

inscription.[Gerard Mercator's Map of the World (1569) in the form of an Atlas in the

Maritiem Museum 'lPrins Hendrik" at Rotterdam, Reproduced on the scale of the

orlganal and issude by the Maritiem Museum.'Prins Hendrikl' and the editors of

IMAGO MUNDI with an introduction by B. van lT Ho ff(Rotterdam/lsIGravenhage,

1961), S血eet 13]
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1.2.2.初出1602 C.ornerrs Cloesz., AS[AE TABULA NOVA MULTIS locis,tam

ex terrestri peregrinationne quam recentjori nagigatio ne ab exploratissimis

naucleris emendata & muLto quam antea exactioredjta. (c･ 1602)

Chinae currus excogltarunt quO Velis/

ventlSque Per loca plana, veluti navigia/

per mare dirigunt.

[+ Gtinter Schilder, Monumenta Cartograph7'ca Neerlandica V (AIphen aan den Rijn,

Uitgeverij -Canaletto■, 19ⅩⅩ), 67]

1.2.3. ◎BIaeu■s 1608 wall map of Asia

これまでとは違った形の加帆車がみえる. [⇒ G也nter Schilder, Monumenta

CartographlCa NeerlandL-ca V (AIphen aan den Rijn, Uitgeverij 'Canaletto', 19XX),

143】

1.2.4. @ 1611 [Description Jisted] Hondius, Atlas sive cosmographicae

meditationes de fabrica mundI'et fabricati fl'gura. Denuo auctus. Edirio

quarata. [Opus... ad fI'nem perductum a JUDOCO HOND/0], Amsterodamj

1611.

Chinarum, gens admodum ingeni ora pe[r]hibetur, adeo ut currus excogitarint

fabricaverintque, quos velis ventlSque Per CamPOS et loca plana, uti navlgla Per mare

derigere optlme nOrint.

Some part of China, whose region is altogether large, are separated from sea-coast so

that they Invented and manufactured a vehicle with sails, which they learned well to

sail with wind through the field and the nat plain as ifnavlgate On the sea･

1.2.5. A1611 Keere

【G由nter Schilder and James Welu, The World Map of 1611 by Pieter van den Keere

(Amsterdam: Nico lsrael, 1980) [LZ GEOGR 95. KEE]]番号ナシ. NOVA TOTIUS

ORBIS MAPPA EX OPTIMIS AUCTORIBIS DESUMPTA, studio Petri Kerl.]

記述はあっても､船は普通の帆船o Gilbertがオルテ1)ウスにあるといっていた

もの｡
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記述: chinarum, gens admodum ingeni.ora pe[r]hibetur, adeo ut currus excogitarint

fabricaverintque, quos velis ventlSque Per CamPOS et loca plana, uti navlgla Per mare

derigere optlme nOrint.

1.2.6. Orte‖us 【1592】

オルテリウスAbraha皿Ortelius 〔1527-1598〕

フランドルの地理学者｡アントワープの生まれ｡旅行を好み,世界各国の地図を集め,

1570年にく地球の舞台〉と題する最初の近代的地図帳を出版｡

Orterius's map shows this type of boat. The reason he attached to this instrument is

that China was famous for its large number of ship. [Harvard ]

''On his map of China [1592] he [Ortelius] represents four of these wagons, under

full sail, and loaded with passengers,'1(Allen
H. Gilbert, A Geographical Dictionary

of Milton (New York: Russel and Ruseel, 1968). But these ships are not Wind-

vebicles, but a ship.

There is no descrlPtlOn Of the vehicle in his 1567 edition/?Gtinter Schilder,

Monumenta Cartographica Neeyland7'ca ZJ (AIphen aan den Rijn, Uitgeverij

'Canaletto', 1987), 61

1.2.7. x 1598 Henricus FIorentius van La'ngren, Asia nova descriptio (1598)

【Asien aufEarten von der Antike his zur Mitte des 19. Jahrhunderts

ed_ Egon Klemp (Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 1989･ Edition

Leipzig) Fig. 11】

1.2.8. ×1607 W‖em Janszoon BJaeu, The Mounted WaI暮Map of the World

(1607)

[G也nter Schilder, Three World Maps by Francois van den Hoeye of 1661, Willem

Janszoon (Blaeu) of 1607, Claes Janszoon Visscher of 1650 (Amsterdam: Nico Israel,

1981) [LZ GEOGR 95. HOE], Fig III. 16 NOVA ORBIS TERRARUM

GEOGRAPHICA / AC Hydrogr. Tabula, Ex optlmis In hoe opere Auctorib.S

desumpta auct. Gul. Iansonio】

1.2.9. x1609/1619 Pieter van der Keere, The Wa]) Map of the World

(1609/1619)

【G由nter Schilder, Three World Maps by Francois van den Hoeye of 1661, Willem
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Janszoon (Blaeu) of 1607, Claes Janszoon Visscher of 1650 (Amsterdam: Nico Israel,

1981) [LZ GEOGR 95. HOE], Fig Ill. 28 NOVA ORBIS TERRARUM

GEOGRAPHICA / AC HYDROGRAPHICA TABULA, Ex OPTIMIS IN HOC OPERE

AUCTORIB.S DESUMPTA Auctore Petro Kaerio]

1･2･10･ ×1624 W=em Jansz Blaeu and Jodocus Hondius, TheWall Map

of the World (1624)

[G由nter Schilder, The World Map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu and Jodocus

Hondius (Amsterdam: Nico Israel, 1977) [LZ GEOGR 95. BLA]コピーのみをとっ

た｡

1･2･11･ x1650 CJes Janszoon Visscher, The Wall Map of the World y

(1650)

地図に題名がついていない｡

[Gtinter Schilder, Three World Maps by Francois van den Hoeye
of

1661, Willem Jans2:00n (Blaeu) of 1607, Claes Janszoon Visscherof

1650 (Amsterdam: Nic° lsrael, 1981) 【LZ GEOGR 95. HOE】, ⅠⅠⅠ40】

1.3. TravelsIChronjcles

1･3･1･ Mendoza, History of China (Hakluyt Society 1. 32)

--They have amongst them many coches and wagons that goe with

sailes and made with such industrie and policie that they do govern

then with great ease: this is crediblie informed by many that have

seen it: besides that there be many in the lndies, andin Portug･all,

that have scene then painted upon Clothes, and on their earthen

vessell that is brought from thence to be solde/.

(Gilbert, Milto皿and Geography, 263)

1･3･2･ David Masson cites Bertius and Hey)n

1.3.3. Pierre Davity,
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1.4, Other Sources

1.4.1. Sand
-ship

1.4.1.1. Blaeu,

Willem SwanenbⅦrg and Cornelis van Sicbe血, CVRRVS VELIFERI

ILLVSTRISSIMI PRINCIPIS MAVRITII VOLITANTES (C. 1600) [+

Gtinter Schilder, MoDuLZ2en ta CaTtOgTaPh)'ca NeerlaDd)'ca ZV (AIphen

aan den Rijn, Uitgeverij tCanaletto', 19ⅩⅩ), 248 (FIG･ 3･ 159)】

1.5. Editions of the Orte]iLJS'Theatrum and Epitome (1601-12)

Folio OBLO_NG-OCATAVO 加帆

車

×

Theatrum+ Epz'tome Epitome(Coignet-
Parergon (Heyns-Galle

plates)

Arseniusplates).

1601Latin

1601Latin

1601French

1601Latin

1602Spanish

1602German

1602French

1602French

1603Latin

1603English

1603English

1604German

1606Eng)ish

1608Italian

1609Latin

1609Frencb

l612Latin

1612Ⅰtalian

1612Spanish

1612Latin 1612Latin

1612Italian

l612Ⅰtalian

出典: Abraham Ottelius, The TheateT･
Ofthe

Whole World London 1606 intro･ R A･

Skelton (Amsterdam, Theatrvm Orbis Terarvm, 1968), XXi
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1.6. なぜ神話･文物が入るのか

1.6.1.オルテリウスの証言

"Because this space is empty, and life-like picture of exotic things

almost always please scholars, I have willingly taken care that the

pictures of these two cities 【Cuzco and Mexico], as they reached us

and which we can take to be genuine, be added here/-(Giinter

Schilder, MoDumeZ2tB aaTtOgZ･aPh)'ca NeezlaDd)'ca zz (Alphen aan den

Rijn, Uitgeverij 'Canaletto-, 1987), 39.) The two views of the cities

have been taken from the third volume of Ramusio･s Nay)'gat)Ion)I

(Venice, 1556).

2･ Cape of Hope

As when to them who sail

Beyond the Cape of Hope, and now are past

Mozambic, at sea north-east winds blow

Sabaean odors from the spicy Shore

OfAraby the Blest, with such delay

Well pleased they slack their course.

3. America Jndian

Sucb or late

Columbus found thl American so glrt

With featherd Cincture, naked else and wilde

Among the trees on Iles and woodie Shoores.

(4: 159-)

(9: 1115-1118)

3.1. MAP

3･1･11 Bertius, Georaphy (1616)

The allegoricalfigure of America on the title page of the Geography

of Bertius wears such a cincture and head_dress
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3.1.2. B[aeu, America, Quae Est Geographicae B[avianae Pars Qujnta

(1605)【1662】

3.1.3. AIIego｢ical Representation of the discovery of America by Vesupucci

See illustration in G血nter Schilder, Monumenta CariographL'ca Neerlandica II

(AIphen aan den Rijn, Uitgeverij 'Canaletto', 1987), fig･ 138 (p･ 157)

3.2. TraveJsIChronicJe$

3.2.1. Columbus, Major■s Trans一ation (Hak=uyt Society, p16) from Gilbertls

Dictionary:

'IThe 'feathered cincture' is not mentioned by Columbus. His

descriptions are all similar to the following from a letter: I-The

inhabitants of this and all the other islands I have found or gained

intelligence of, both men and women, gO aS naked as they were born,

with the exception that some of the women cover one part only with

a single leaf of grass or with a piece of cotton made for the purpose.'1

3.2.2. JtaJian Book (1493)

In an Italian book of 1493, now in the British Museum, a wood-cut of

the landing of Columbus represents part of the savages as cinctured

with feathers or leaves. (Ruge, Geshichte der Entedechungen,､p.

247)
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『失楽園』における無限なる三位一体

1.神は無限か?

｢神は始めもなく､終りもなく､永遠にましますものであります｣ (公教要理

19) 1という､神にたいするカトリ ックの答は､実は解釈としては不安定であり､

そのもつ含蓄と しては信じられないほどの深みがある｡そもそも聖書には､神

は無限という言葉はない｡

1.1. *限の舞茸

紀元前 30年頃､キケロは､イニフィニタスinrinitas という言葉を使ってい

る｡これは､雄弁家キケロの臨時造語であった｡というのは､アナクシマンド

ロスがト･アペイロンてb戊7EetPOVと呼んでいたものの翻訳語だったからだoキケ

ロに先立つこと 500年､紀元前6世紀頃に活躍したイオニアのこの哲学者は､

いま世界がこ う して成り立っている以前に世界の〔始源%アルケ-%〕があっ

たと考えた.この始源こそ､ト･アペイロン,すなわち｢非｣ not+｢限界｣ limit

である｡

1.2. 自然

アナクシマンドロスと同じイオニアで活躍したほぼ同時代の賢人たちは､自

然哲学者と呼ばれている｡これらソクラテス以前の哲学者たちは､たいていア

リストテレスのいう第一原因(質料困･形相因･起動因･目的因)

ここに世界があるのは､<無限>ト･アペイロンが運動することによって次々

と分裂したおかげでなのだ｡ト･アペイロンの運動によって､温冷乾湿という対

立的なものが成立し､次にこの対立的なものがさまざまに配合されることによ

って､各種の生物が誕生する｡

1.3. 負い目てふxpc血v

｢アナクシマンドロスは存在するもののもとのもの(アルケ-dpxiL),つまり

要素を``ト･アペイロン toapeiron''と呼んだ｡そしてそのもとのものとは､水

でもなければ,普通に要素と呼ばれているいかなるものでもない｡ある無規定

的な､無限なものであり,そのものから全天界と天界の内における世界が生じ

ると言っている｡ものが生成して存在を獲得するに至ったその基をなすもの-

と､そのものはまた必然の定めに従って消滅し去る｡ものは犯した不正のゆえ

1岩下壮- 『カトリックの信仰』 (講談社学術文庫,1994年)84ページo
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に時の秩序に則って相互に罰しあうのである｣ (シンプリキオス『自然学』 )

ここには､なにかあるものが運動するのではなく､無なるものが運動すると

いう矛盾がある｡また､たかだか四種類の相反する要素が､それこそ無限に存

在するかのよ うな多様な生物種を生み出すというバランスの悪さが目につく｡

しかし､いまのビッグバン理論やブラックホール理論でも､いやそもそもアイ

ンシュタインの相対性理論ですらも､矛盾律を許さないという人間知識の獲得

前提が､必ずしも成り 立たないことを教えている｡均質であるはずの空間が曲

がっているだとか､時間の流れが宇宙では均一ではないとかいったよ うに､時

空間の基本概念にはそもそも矛盾が含まれており､月並みなバランス感覚を崩

すよ うに強いるのだ｡

振り返ってみれば､そう した現代知性の理論にふれなく ても､始源における

否定的な何かがあることの肯定､その否定的な何かから世界のなかのさまざま

な現象が生ずると考える発想を､東洋は長い間､培ってきた｡太極である｡

アナクシマンドロスは､この当時の哲学の常と して著作を残さなかった｡も

ちろん紙がなかったからとか､粘土板やパピルスでは書き残せる畳も しれてい

たし､どれだけ後世まで保存されるかは未知数だった､といったような記録道

具の制約が､著作を残す残さない

哲学を説明するシンプリ キオスの言葉は､たとえそれがアナクシマンドロスと

の間に10世紀という長い期間の隔たりがあっても､

2.無限なる表象2

2.1. 読むのにつかれる:

ミルトンを読むのは､ジョンソン博士もいうように､■-Itsperusalisa dutyrather

than a pleasure. We read Milton for instruction, return harassed and overburdened,

and look elsewhere for recreation.''

2.1.1.論理的にわからない描写がある:

1, the material but invisible Heaven of Heavens -a symbol ofineffable splrltual

realities concealed in the Light which surrounds the throne of Deity-

2. Hell, Sin and Death -the orlgln, unclean nature, and horrible effects ofEvil･

2

このセクションの英文は､ Walter Clyde Curry,Milton's Ontology Cosmogony

andPhysics(Lexington:
Univ. of Kentucky Press, c1957 )からの引用o
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3･ Chaos and Old Night- the next to the last stage of the mystic emanation of

materiality from pure splrltuality or an evolution ofprlme matter divinely prepared

for the reception offorms in all processes of creation.

4･ Light=GodisLight and has dweltin unapproachedLight from eternlty･ Since

Light is incomprehensible, God as metaphysical Entlty must remain the

impenetrable Monad. (p.15116) このように形而上では神は人間が投げかける

認識の網の目からいともたやすくすり抜けてしまう｡ところが､創造主の資格

としての全能神がもつ性質はきわめて明瞭になっている｡ (p.16)

5･ Darkness-not absence oflightbut essences or components of one essence. (p.

17)

2∴1.2.質料主義:ミルトンの世界親の前提

From one first matter have been
evolved all phenomena of creation. All things are

produced by or from ‖tbe power ofmatter●●. (p. 15)

2.1.3.光･聖霊･神で充満する被造物字音全体

That incorporeal Spirit who is Light and the Source of all Light has hounded me

throughoutthe unbounded expanse ofMiltonic space. There is no escape [fromthe

Spirit】; be 【-Spirit】 is omniscient and omnipresent.
…...The

Almighty says, --I am

who fill Infinitude,l'adding the corollary,
'lnor

vacuous the space.'' I have felt a

more mystic and disturbing presence, an all-pervading Spirit who is everywhere in

total space at the same time. (p- 18)

Milton situates each of his. created universes and chaos in its own individual and

almost infinite space-continuu血orplenum. All these entities exist in an unbroken

relationship to each other by virtue ortbat one first matter w血icb is common to all.

Divine Spirit who is Light fills as a mystic presence each of these nonvacuous

spaces- (p- 19)

2.2. 窒息感の根源

2.2.1.知識欠如がもたらす窒息感

ともすれば､『失楽園』が読者にもたらす窒息感は､.この叙事詩のなかにおい

て､数多くのさまざまな源泉にもとづいた多種多様な知識の一片一片が集積し､

壮大な〔塊%マス%〕になっているからだと推測されがちである｡これまでの
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ミルトンの註釈本や集註本のあの有無をいわせぬ厚さ と量からもわかるよ うに､

『失楽園』を<正しく読む>には聖書と古典文学にかなり精通していなくてはな

らない｡聖書と古典の予備知識なしにこの詩を読むと､詩が伝えるメ ッセージ

の直接性がいちじる しく欠けてしま う｡直接性がそれほどないと､この詩はあ

たかも根拠の薄弱な断定の連続のよ うな感じになり､ガラス越しに相手と面談

しているよ うな錯覚に陥る｡

2.2.1.1.適時的共鳴と共時的共鳴

逆に､詩人がどのよ うな聖書･古典の箇所を引用しているか即座にピーンと

わかる と､詩人が用いている表現なりそこで言い表されている内容が私たちの

頭のなかで聖吾･古典のその箇所と共鳴しあう｡共鳴の結果､聖書･古典の時代

に詩人が生きたルネッサンスがつながり､時代を経た架け橋が結ばれる｡この

時間を越え時''t'間を圧縮するかのよ うな結びつきは､聖書･古典という複数の

書物からなるひとつの大きな集合体と『朱楽園』との間に起こる｡しかし,そ

う した大集合体の一一つ一つの要素となっている一冊一冊の本は､文体･ジャンル

別やさ らに細かな時代区分によって､よ り小さな集合体でく く ること もできる｡

このさまざまな小集合体同士も､その諸集合体の個々の要素が『失楽園』に織

り こまれることによって､それまでは生じなかったよ うな内部共鳴が生じる｡

作品内部同士の響き､作品の不可視の基部にあるジャンル･時代を共有する他

の文学作品の集合体同士の振幅--こういったものから当の作品を読むゾクソ

クするよ うな感覚が誕生してく るo

時間の圧縮によって文体･ジャンルのしきり を破って起こるこ う した共鳴は､

時間の凍れと-だたり という観点から浮かびあがってく るから､適時の共鳴と

よべるだろう｡これにたいして､共時の共鳴というものも考えられる｡共時の

共鳴は､ 『失楽園』がかかれた時代状況に時間をぐっと限定して､時間の流れと

いう直線を真横から切断していく｡

共時下においても共鳴現象が働いていることを忘れてはならない｡ 『失楽園』

が執筆されたのは､ピューリ タン革命が成功をおさめ､ 12世紀以来ずっと続い

てきた王制が倒れ､共和制というイングランド史上かつて例をみなかった新政

治制度下においてであった｡制度の変質は､それまでとは異なった個人のあり

方､と く に契約を結び履行しうる主体とそう した主体の生存を保障する権利と

いう観点から生活世界の読み替えが､もはや心の問題と して内的にではなく､

政治･経済活動という 日々の可視･可触の生活のなかで裁可されるようになっ

ていったo そう した精神と物質の両面からのパラダイムシフトというマクロ レ

ベルで変化が起こり､さらに具体的な個々の政治問題や経済政策という ミクロ
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の領域においてどのよ うな態度を表明しどう対応をするかという問題が次から

吹-と浮かびあがっていった｡革命成立以前から革命の必要性を説き､国王処

刑の正当性に理論にもとづき賛同し､失明の身でありありながら革命政府の書

記官となり政府のスポークスマンと して活躍したミルトンは､マクロの枠組み

をバックボーンにしながらミクロの諸問題に立ち向かっていった｡そのときの

経験やその頃から引きずっていった人間のあ り方そのものに対する問いが､

『失楽園』にも反映している｡したがって､ 『失楽園』を発表する以前にミルト

ンが公表しした 30篇以上にもおよぶ政治･宗教･経済にかんする論文の内容を

知っているかどうかでも､ 『失楽園』の読みの共鳴度はかなり違ってく る｡

2.2.1.2.宇宙観･宗教観がもたらす窒息感

実は､この充満というのはキリスト教ではグノーシス派という異端思想に顕

著にみられる考え方である｡グノーシス派というのは､神を信じれば魂の救済

されるといった信仰を否定し､神の神秘を直観的につかむことによる救済,物

質世界-の魂のと らわれをときほどき､肉体から魂を解放させることを目指し

たo グノーシスの考え方にはさまざま種類があり､またそのよ うな流派のアカ

デミアがあったわけではないので,その思想を一括して論じることはできない

が､おおまかな思想基盤はだいたい次のよ う にいえるo神は究極の存在であり､

存在の(大いなる奈落)であって､知られざるもの､不可解なもの､不均衡な

もの､計測できないものといったよ うに人間にはただ否定形によるほかは指示

することができない｡ (大いなる奈落)は静止しておらず､力が充満しており､

奈落からの流出によって諸々の差異が発ち顕れる｡この発出のひとつが(智慧)

で､女性と して表象されるこの(智慧)は､なんとか充満の秘密を知ろ う とす

るが,.それが理解の範囲を越えているとわかると､苦しみのあまり自ら物質を

放出する｡この物質は､デミ ウルゴス(造物神)の助けによって､私たちの可

視の世界(宇宙)に形づけられていったo

2.2.2.字音親 一 宗教親の背後にひそむ有機的表象

『失楽園』がもたらす窒息感は､こ ういった理由のうちのどれが最大の要因

で､どの理由が付帯的な原因かといった詮索はあま り意味をもたない｡そうい

った理由を実際に生み出している精神構造そのもののほうが､私たちにとって

よ り根源的で本質的な問題だからだ｡

順列組み合わせからはわからない､有機的表象という手法｡
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3.創造にかんする無限なる神の二義性

3.I. 神:定義不可能性という定義

神を正確に定義することは不'iT能だと『キリスト教教義論』 (24 章)でいって

いるo しかし同じ章で､神は人間の精神に自 らのしる し tokenを刻印し､また

自然の全体をつう じて神の痕跡 trace は明瞭であるから､直観によって､また

理性をきちんとつかう ことによって不完全ではあるがそれなりの神概念にいた

りつく ともいっている｡ (p.22)

3.1.1.啓示信仰

｢あなたが理解力をもって把握できないことを敬度な信仰をもって信ずること

ができる｡｣ (聖ヴィクトールのリチャード)
3

神が聖霊をつう じて私たちに啓示したことは､人間がその理性を最大限に行

使しても把握できる領域外にあるのだ｡
4

このよ うな立場は､ギリ シア教父たちが神を考察する ときの常道であった｡

むしろ､神をどうやって言い表すことができるか,その理由づけにおいて､神

を実はどう概念化していたかがわかる｡

3.1.1.1.実体論

論理矛盾の典型は､神は定義不可能だといっておいて､定義不可能性を個別

実体化して､かえって定義不可能性をひとつの固着した概念に仕立てあげてし

ま うことだ｡ ｢神は表象できない｣という命題を金科玉条の公理とするために､

｢神｣ - ｢表象できないもの｣という同一律に神を閉じこめて､いつのまにか

神をと り あつかえる対象にしてしま う｡

これこそまさに､ ｢人間の理性と言葉とに超越しているものを､理性をもって

屈服させよ う と試みる｣ (アレクサンドリアのキュロス)ひそかなる欲望にほか

ならない｡ 5

神のみに知られているこの必然的理由は､人間にも理知的に知ら

れうるものであるという理性にたいする絶大な信頼があるo 神のうちに三位が

あってしかるべきだという推論はできるが､神には三位があるという事実その

3

ネメシュギ『父と子と聖霊:三位一体論』 (南窓社,1993年) 185ページo

44

メネシュギ186ページo たとえば､次のような言葉が参考になるo ｢『子は父

より どのように発出したか』とたずねられるなら､私たちは､その名状しがた

い発出を誰も知らないと答える｡｣ (イレニウス)｡ ｢神の霊以外に神のことを知

る者はいません｡｣ (｢第一コリ ント書｣ 2:ll)0
5

ネメシュギ191ページ｡
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ものは理性によって論証することはできない｡手探りでそのシルエットを二次

元平面に描く ことができても､三次元のもとで具体的にどうあるのかまでは､

すべての人間の理性に照らしてわかるよ うな形式と内容をもった論証をするこ

とはできない｡もちろん､神にたいする人間の認識は､神を考えることによっ

てよ り明確な深ま り をみせるのだろうが､それは深まりであって､神そのもの

を理性的に直接つかむことにはいたらない｡啓示を完全に保持しながら､なお

かつ論理的に破綻をきたさない説明を神のありかたにたいしてすることは､ス

キュッラ とカリブディスの間を綱渡りするよ り も至難の技なのだ｡

3.1.1.2.否定的差異

こ ういう同一の実体論にたいして,他のなにかとあり方が異なるという否定

的差異を媒介にして神に言及するやり方がある｡ ｢神性における位格が区別さ

れているのは､父が父であって子ではなく､子が子であって父ではないちおう

ことによってだけであるo｣ (ニッサのグレゴリ オス)0
6

神はなるほど-者で

あるが､それは星があるとか梅干があるといったような個別存在beingsとして

のではない｡個別存在を他の個別存在から区別させて個とみえてく るさまざま

な特徴で､神をいいあてよう と してもそれはできない｡神は存在そのものの痕

跡(巴〇ミニ芸)といったような形式でかろう じて間接的に表象できるだけだから､

どこにいるか､どんな考え方をしているか､なにを欲しているか､どういう行

動をとるか､どんな作用を個々の存在に及ぼすのかといった網かららく らく と

すり抜けていってしま うのだ｡

3.1.1.3.表象可能な神

神は二つの様式で顕れる と考えられる｡ (l) the mode or metaphysical

subsistence(時間を超越した存在様式), (2) the mode of his operational existence(実

際に人間の世界で神が活動する様式)0 (p.23)

3.1.1,4. 時間を超越した存在様式と しての神:

神それ自体を､人間が理性を働かせて､聖書にもとづいて考えるとき､浮か

びあがってく る神のあり方o ミルトンは神自休のあり方を(内的)という.こ

れにたいして､神が自 らの領域にと どま らず､その領域からでて活動するとき

の神の現れを､ (外的)とよんでいる｡ニ側面からみるこの分け方は､アリスト

テレスがものごとを言葉によって規定するとき､変化を通じて恒常性を示す主

6

ネメシュギ142ページ｡
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語的なものにあたる基体(ヒュポコイノメン)と､その基体にみられる性質や

基体が活動するこ と によって生じる さまざまな変化や状態からくみと られる

諸々の属性とにわける､その分け方を踏襲している｡

まず神の内的あり方は､ひとつの存在ということである｡神がひとつの存在

である以上は､存在を他の存在とは異なった存在たら しめているなにかがなく

ててはない｡そのものにとって第一義的ななにか､そのものがもつ諸特性の根

源､そのものがそのものであるためにそれをとってしまってはもはやそのもの

ではなく なってしま うなにかがあるはずだ｡このなにかは､哲学や神学では本

質とよばれている｡たとえば私たちの常識では､神と人間とは異なった存在で

あるが､異なっているのは神と人間とのそれぞれの本質が異なっているからだ

ということになる｡ ｢神の本質は単一で分解できない simpleから､神の本質に

なんらかのものが加わって複合すること compoundはありえない｡ 【神の本質を

あらわす]ヒュポスタシス(｢-ブル書｣ 1:3)は､ラテン語でスブスタンティア

substantia､ スブシステンティア subsistentia､ペルソナ personaと訳されてい

るが､これは神のもっとも完全な本質である｣ 『キリスト教教義論』Ⅰ.ⅠⅠ(140)｡

3.2. 字音史という時間に介在する神の様式

外的あり方は､出生､創造､宇宙の支配という三つの作用である｡

神 内的あ

り方

外的作

用

(1)出生 文字通りの

意味

比喰的な意味

(2)創造

(3)宇宙の支

醍

3.2.1.出生

3.2.1.1.出生と時間

出生によって､神は唯一のご自分の(子)を産んだのであって､産んだがゆ

-50一



えに神は父とよばれる｡出生が外的作用の例と してあげられるのは､父なる神

は､この出生によって父とは別なべルソナの(千)をもつことになり､その結

果､ (千)と(父)といういわば二者になるからである｡ところで､この出生に

ついて､神学者たちは(千)は(父)から発出したというが､この発出という

事実こそが､出生は神による外的作用の証拠である｡

では出生とはなんなのだろうか｡ (千)は【創造が行われた】原初に[すでに]

〔言%ロゴス%〕という称号で存在し､被造物のなかでも最初に産まれたもの

であり､ (千)によって天と地のすべての被造物が創られた｡順番でいえば､時

という被造物が創造される以前に(子)は(父)から産まれたのであり､産ま

れたこの(千)が時間をふく めた天地のあらゆる被造物をつく ったのだ｡ここ

で安直に抱いてしま う誤解は, (千)は時間が生成する以前から存在したのだか

ら､永遠に存fl･:していたと結論づけてしまうことだo そうではなくその永遠の

なかにあって 幸,､ (千)の出生は永遠からあったのではないという こ とだ｡

｢(千)は宇宙tlJ二界が創造される以前に存在していたが､ (千)の出生は永遠か

ら存在していたのではなかった｡｣ (『キリスト教教義論』1巻 5章206)｡
7

(千)

が時間のないあの頃に存在していなかったことは､ 『失楽園』にもそのまま受け

継がれている｡ ｢あらゆる被造物のなかでも最初の方であるあなたさまのこと

を､彼らは歌った｣ (3巻3$3行)とあって､ (千)は神によって造られたものの

ひとつであって､最初の被造物だと考えられている｡けっ して永遠に存在して

いたのではなく､その存在を開始した(かの時) illudtempusがあったのだ｡存

在の開始は､ (父)が(千)を産むという文字通りの意味での出生と して､信じ

られていたのだ｡

3.2.1.2.出生と不可解性

生物学でいえば単性生殖にあたるこの行為は､私たちが通常知っている自然

の科学法則に反しているといったところで､神こそが自.然法則の制定看である

以上､私たちの直接認識できる範囲め外側で起こったことと してみなさざるを

えない｡また､永遠のなかに入れ箱式のよ うに時間がなければ想定できないよ

うな出生の瞬間があったりするのは､不合理だと反論することもできる｡実際

に､キリスト教が伝播していく過程で,この種の不合理が指摘され､ ｢神がひと

7
christian Doctrine in Complete prose Works of John Milton, Vol. VI, ed. Maurice

Kelley and transI John Carey (New Haven: Yale Univ. Press, 1973), 206. 『キリ

スト教教義論』のこの版からの引用は巻･章･ページの順に表記する｡また,『キ
リスト教教義論』の原語はラテン語であるため､原典との対訳である次の版も

参照した｡邦訳が英訳と必ずしも一致しないのは､原典からの筆者による翻訳

のためであるo YYY Columbia Milton
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りの(千)を生んだという観念を物笑いの種してはいけない｣という警告が発

せられた｡
‡

(父) - (千)の教理は､信仰共同体が神にどうやって近づくか,

その経験に根ざした言語表現と して受けとめ､謙虚に耳を傾けるという､異文

化理解姿勢の初歩的鉄則を思い出して､なぜこのような表現をせざるをえなか

ったのだろうかを考えてみよ う｡

キリ スト教が人間世界と向き合う基本的公理は､天と地を創造した神がこの

世界のある特定の人物に受肉し､その神が世界と ともにあり世界史を導いてい

ることを自明の事柄と している｡

3.2.1.3.聖書の多義性とプロテスタントの無数性

聖書にそのよ うな記述があるから､という ことになる pelikan｡カトリ ックは､

｢あらゆる点において真理にたいする義務をおっており､聖書に合致する正し

いと思われることを徹底的に調べ上げる｣ことに熱心であり､熱心さのあまり､

正統信仰に反するよ うに異端の聖書解釈は真理をゆがめ信仰を空疎化する行為

として､きびしく排斥されたo しかし､カトリ ックの真理は､ ｢教父たちのご意

見に忠実にしたがう｣といういわばオマケつきで,聖書にかかれた文字以外の

いわば外伝や口伝､そして聖書のあるべき正しい意味をさぐりあてた教父たち

の釈義にも忠実であった｡
9

カトリ ックから差別化をはかった､プロテスタントに一貫している姿勢は､

その｢教父たちのご意見｣を殺ぎ落と し､ ｢聖書のみ｣に戻ることであった｡と

ころが聖書というのは､どのような視点からどういったポイントを拾いあげ､

どの種類の断層に焦点をあて､断層をどのよ うな形でつないでいくかによって､

多種多様な読み取りを許すよ うな書物になっている｡ ｢聖書のみ｣というスロー

ガンはひとつでありえても､そのスローガンをもとに聖書の解釈者がくだす訓

話や評釈は無数に生まれてく る,そういう書物だった｡

3.2.1.4.比喰と しての出生

文字通り(父)が(千)を出生するという意味のほかに,も うひとつ比喰と し

ての出生という意味があることもわかってく る｡ ｢主の定められたところに従

ってわたしは述べよう.主はわたしに告げられたo｢お前はわたしの子/今日､

わたしはお前を生んだ｡｣ (詩篇 2:7)

8
Athenag. Leg. 10. 1-2 in Jaroslav Pelikan, The Emergence oflhe Catholic

Tl･adit7'on (100-600) (Chicago: University of Chicago Press, 1971), 189･

9

引用はCyr.Inc, unigenin Pelikan, 243ページo
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文字通りの意味で産むことであり､ ｢御子は､生まれたものではあり､創造され

たものではない｣ genitumin Deo,non factumというニカイア信条に抵触してい

る｡カトリ ックの信条にプロテスタントのミルトンが背いていたところで､た

いした問題ではないよ うに響く かも しれない｡しかし､この抵触は､公認され

たニカイア信条が排除しよ う と していたアリクスの考え方をそのまま受け継い

でいるのだ｡

3.2.1.5.アリ ウス主義と救済論

アリ ウス主義というのは､アレクサンドリ アの司祭アリ ウスが提唱した説で､

数多く の支持者をえたが､公会議のすえ異端と宣告された教義である｡神の子

キリストは,あらゆる被造物のなかの最高の存在であるが､それでも神によっ

て創造された被造物であることにはかわりはないというのだ｡アリクスは｢麓
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言｣ (8章22-31節)､なかんずく｢主は､その道の初め･にわたしを造られた｡｣

(S:22)を典拠と して､ ｢(神の子)が生みだされ､創造され､運命を預定され､

[ (子)と して】定められる以前には､ (神の子)は存在していなかった｡｣と主

張した.
10

このよ うに(千)と しての被造性が浮き彫りにすることによって､

父なる神こそがすべての存在の真底であることがよ り鮮明にされる｡アリ ウス

にとって神とは､ちょ う どユダヤ教の神がその唯一性を徹頭徹尾貫きその本源

的絶対の地位を確保しているように､ (唯一) p6voG である｡ (唯一)こそがあ

らゆる基本範噴を越え､あらゆる比較の軸を絶し､価値･地位･普遍性において

他を一切超越してすべてに先行しているのである｡この<唯一>を背景にして､

(千)の誕生という事態が生じて(双対) (二者)が起こ り､ (唯一)なる神が

(霊) (智慧)を生産することによって､ <父>､ <子>､ <聖霊>という(三つ巴)

(三者)が関係が存在するようになったのだ｡だから､ (三つ巴)はその鞄始さ

れた(かの頃)があり､永遠にあるものではない｡では永遠にあるものはなに

かといえば､ (唯一)なる神なのである｡父なる神の永遠性を強調確保するこ と

によって､子なる神が､聖霊をもふく めて､永遠の存在ではないことが明確化

される｡

未発の状態で(父)が所有しているものを素材にして､ (千)の出生と(聖霊)

の生産とがなされたのではない｡素材から出生･生産ができたとすると､神は

分割も変転も可能で､ひとつの具体的な実体をもつものに堕してしま う｡すべ

てに超越するがゆえに実体のない神は､実体に影響を及ぼすものである変化､

その変化をこ うむる存在と して表象化されてはならない｡変化をこうむる存在

と しての神概念は､神のみにみられる｢起源もたず､純然たる本質｣を被造物

の領域におと しめることになる｡ 11ブドウの樹とその栽培者､船と船大工の関

係のよ うに､父なる神の被造物である子なる神は､父なる神と本質の面から異

なっているのだ｡し`かしかといって､ (千)は人間と同じ位階にあるわけではな

い｡ (千)は神と被造物との間にある仲保者だからだ｡

神は絶対超越だとするアリ ウス説では､ ｢被造物は神の素手に耐えるこ とは

できないし､神によって直接創造されえない｣から､被造物を誕生させる神の

代理人､それも絶対の神とたんなる被造物,との中間に立つ存在が必要になる｡

12

神に代わって創造行為を行う この中間存在が､子なる神である｡神とたん

なる被造物との仲介者という と､私たちは天使を思い浮かてしまうが,アリ ウ

ス説では､子なる神には天使という称号があたえられている｡天使は神の次の

10Arius,Ep.Bus.5. 引用はPelikan, 193ページ｡

llAthanasisu, Ar_2:26. 引用はPelikan, 195ページ.

12Athanasisu, Ar.2:24. 引用はPelikan, 197ページo
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位だから､天使たちは神の子(sons of God)とよばれうるし､神の子(Son of God)

は天使とよばれうる｡もちろん､同じ神の子という称号であっても､キリスト

はあらゆる被造物のなかで最初に造られたという時間順序においても､被造物

のなかでもっとも偉大なので位階が最上位にあるという序列においても､大文

字の神の子なのだ｡

ちなみに『復楽園』においてサタンは､イエスのアイデンティテ-をめぐっ

て判断に迷う｡洗礼を受けたイエスのもとに聖塞が訪れ､ ｢これは私の愛する

子｣という託宣の声を聞くが､ここでいう｢子｣とは天使という意味なのか､

それともサタンの鍾をくだく(神の子)なのかと判別がつかない｡私たちから

みると､そんな字義の詮索はどちらでもよいことで､イエスを倒すことがサタ

ンにとって一番簡単な解答だろう決めつけてしま う｡しかし､アリ ウス説に従

うなら､天使-神の子､神の子-天使という同一律が働くわけで､論理的には

悩むことには意味がある｡

キリストは､神が人となり うるといういわば上から下-の交通関係を最初に

達成した存在である｡この達成によってイエスによる人類の購罪がなされ､今

度は人間の方が神にもなり うるという可能性が切り開かれた｡ 13
しかしキリ

ストのこの権能も､キリストが完全に人性をもち､なおかつ同時に完全に永遠

不滅の神性をもった存在であるという条件が満たされなくてはならない｡もし

もアリクスのように､イエス･キリストを変化をこうむる被造物と してしかみ

なさず､子なる神は父なる神と同じ永遠の神性を保持していないと考えるなら､

キリストは父なる神に従属する､すぐれた善徳と功績をもっている下位の神に

なりさがってしまう｡とすると､車リストによる購罪によって人間に開けてき

た､人間が神化する可能性は､道徳的に優れるといった程度にまで倭小化され

てしま う｡

このアリ ウスのキリスト-被造物という説にたいして､アリ ウスの最大の論

敵アタナシオスはエレナイオスの正統論にのっとって救済を熟考した｡イエ

ス･キリ ストにおいて人性と神性とは再統合できないほど敵齢をきたしてはい

ない｡その証拠に､現に受肉が起こったではないか｡アタナシオスは､ ｢ロゴス

【子なる神]が人になったのは､人が神になるためである｣とロゴス論にもとづ

13

人が神に

る異教的な

てく る主張

談社学術文

なる と

見方と

である

いう

思わ

と,唯一
れがちだ

神教という

が､と く に

ユダヤ･キリ スト教の土台に抵触す
キリ スト教神秘主義ではしばしば出

oマイスター･エツク-ルト『神10)慰めの書』(相原信作訳
講

庫, 19$5年) ｢マタイ福音書21章12蔀についての説教｣ 240-241

ページo キリストによる人間の救済は､初代教会でもギリシア系は､人間が神

のあり方-と回復すること(人が神になること)

いして､ラテン系の教父たちは､キリストの死に
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いて反論した.
14

も う少し詳しくいう と､人間は原罪を背負い､楽園での呪

いから自 らの力によっては自由になれない｡･しかし言(ロ ゴス)がと り こんだ

肉はその本質 naturaにおいて人間の肉であるから､言(ロ ゴス)であるイエス･

キリストが無事であるにもかかわらずその肉体によって罪を償う ことによって､

人間には原罪とその呪いから解放される可能性が開けてきたo しかも人間にと

ってはきわめて幸いなことに､人間の肉をと り こんだ言(ロゴス)はその本質

において父なる神を起源と しているから､人類は神化しう るものとなったのだ｡

15

神が人となり う るよ うに､人間もある面においては神となり うるのだ｡

ロゴス論はヨハネ福音書を根拠と したが､もちろんアリ ウスの方にも､｢御子

は､すべての被造物のなかでも最初に生まれた方｣ (｢コロサイ書｣ 1:15)とい

う典拠があった｡ 16聖句や伝承(キリストおよび使徒が述べたとされる言い伝え)をも

っても争点には決着がつかない｡しかもこの論争は､アレクサンドリ アとアン

ティオケアという二極にそれ以外の都市が従う という形で進展していったから､

当時のローマ帝国の統一を揺るがしかかねないと時の皇帝コンスタンティヌス

は考えた｡そのために､教会が-敦した信条を提出する という手段を皇帝は勧

めた｡東方(ギリ シア系)と西方(ラテン系)の教会が一堂に会してニカイア

で宗教会議が開かれる｡採択されたニカイア信条(325年)は､現在でもカトリ ッ

クが唱和している使徒信条の原型になっていて､使徒信条との対比してみると､

アリ ウスとの争点がく っき り浮かびあがってく る｡ 17アリ ウスの関連と して重

要なのは,キリ ストを父なる神と同質(ホモウシオス)と規定し､神の子が父

なる神に劣位にあるこ とが否定されたことだ｡ ｢y Y Yあする｣語が挿入され､

子は舞から生じ､存しなかったときがあるとするアリウス説が退けられたo 結

局､この信条-の署名を拒否したテオナスとセクンドゥスはアリクスと と もに

追放された｡

ただし､ミルトンがアリ ウス説を踏襲したからといって､ミルトンに異端の

レッテルを貼って､やはり ミルトンはカトリ ックからみて異端だったと主張す

ることには､ほんとんど価値はない｡なぜなら､く りかえすが､ミルトンはカ

トリ ックではなかったし､カトリ ックの教理は聖書の記述と解釈を忠実に反映

とを強調する｡
14

Athanasius, De Incarnaiione, 54 in Henry Bettenson, ed. and trans･, The early

Christian Fathers : A Selection from theWritings of the Fathers from St Clement of

Rome to St Athanasius (Oxford: Oxford Univ. Press, 1969),293.
15

Athanasius, Contl･a Arianos, ii･ 70 in Henry Bettenson, ed. and trans･, The early

Christian Fathers.･ A Selection from the Writings of the Fathers from St Clement of

Rome to St Atbanasius (0Ⅹford: O‡ford Univ. Press, 1969),293.
16 ただし､共同訳では｢御子は､見えない神の姿であり､すべてのものが造ら

れる前に生まれた方です｡｣となっていて､アリ ウスの解釈を採用していない｡
17

ニカイア信条と使徒信条との相違点は次の通りである｡
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しているとはいいがたいと判断しているからだ｡また､ミルトンがニカイア信

条に反しアリスウ説に荷担しているというのは､ニカイア公会議の開催を提喝

したコンスタンティヌス帝自身が内心でおそらく感じていたように､ ｢神学上

のつまらない口論｣ではなかったo
18

子なる神は被造物だったという宣言は､

人間の救済という福音を伝えるキリスト教が唯一神教としてその論理の整合性

と形而上学の一貫性を崩してしまう声明であった｡

しかし､なぜ､ニカイア信条の事実上の創案者であり､アリ ウスの最大の論

敵であったアタナシウスが､俄烈にアリクスの御子被造物説に反対したかを知

名とき､ミルトンのニカイア抵触は神学という理論上の相違という理知的なレ

ベルにと どま らないからだ｡

4. 『失楽園』における御子

御子は､人間に,i-っては不可視の父なる神が可視として顕れる唯一の姿である｡

天地を創造すろとき､御子が神の代理人として創造行為をした｡御子は父に命

ぜられて､天【il:.】から出ていき混沌にむかって言葉を発することによって秩序あ

る宇宙を創りだした(7巻176-576行)o また､間接的にしかふれられていな

いが､天使たちも自ずと生まれたのではなく､御子によって創造されている(5

巻835-939行)｡御子があらゆる創造を神に代理として行い､それも神の命令

に従順に従って行っていることは､神にたいして御子が従一位であることの証で

ある｡御子は父なる神の右に座すことが許され､また実際に座っているその栄

光ある称揚にひたっている｡ (6巻 792行)0

サタンによれば､御子は｢あらゆる力を自分自身のものと して独占している｣

(5巻 775-776行)｡しかしそれでいながら実際にはサタンが意識的にといっ

てもよいほど見落と していたのは,御子においては｢(愛)は､ (栄光)があふ

れでるよ り もはるかにあふれでていた｣ (3巻312行)ことである｡

御子は自ら進んでまったく､自分の自由意志にもとづいて自分に授けられていた

無限の力を､神の栄光を保つために捨てることを申し出るo 御子は｢神と等し

い位にあり､神と等しく神のような喜びにあずかっている｣ (3巻 306-307行)

が､それにもかかわらず｢すべてを捨てる｣ことを申し出る｡

この歯所は､ ｢キリストは､神の身分でありながら､神と等しい看であること

に固執しよう とは思わず､かえって自分を無にして､僕の身分になり､人間と

同じ者になられました｡人間の姿で現れ､ -り くだって､死に至るまで､それ

18
Rolanad H. Beiton, ChrislendomI A Short History of

Christianity and Its Impact
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も十字架の死に至るまで従順でしたo このため､神はキリストを高く上げ､あ

らゆる名にまさる名をお与えになりましたo｣ (｢ビリピ書｣2:6-9)を踏まえて

いる｡とすると､ここでは自己目的的にではなく､結果的にそうなっていると

いう叙述にすぎない｡因果関係が応報賞罰という原則によって取り結ばれてい

るのではないのだ｡これはキルケゴールのいう､信仰の賭けに等しいことであ

る｡仏教説話のなかの因果のロジックのように､この世のな化の出来事をひと

つの原因と結果に収赦させ､原因と結果のそれぞれは善を最高点とし悪を最低

とする数直線上のどこかに位置づけられるようになる｡

憎しみ･倣慢･破壊をあらわすサタンにたいして､御子は愛･謙譲･創造性をあ

らわしている｡御子は創造における神の代理人であるが､堕落した被造物を堕

落から購うものでもある｡御子において神に特徴的にみられる正義と慈悲の調

和がある｡創造の契機であり被造物が生命を保持する要である神は(罪)を憎

むが､それは(罪)が被造物の生命を被壊し(死)の餌食にするからである｡

また､被造物を愛するがゆえに､被造物を罪に陥れる(罪)を憎む｡愛と罪と

は切っても切り離せない関係にあり､コインの裏表といってもよい｡愛憎の表

裏関係から､罪の行為をつがめ､罪を犯したことに悔唆する人には許しを授け

るという神の手法が論理的に説明できる｡神と｢等しい｣御子において､この

手法が具体的な実践行為となって貫徹する｡罪を犯すがゆえに人間は神にとが

められ死に定められるo その一方で､その罪を悔いる人間に許しを授けるが､

罪-のしかるべき代償を要求し､その代償によって罪を償うという(正義)ち

貫き通すo 罪のない御子が人間の犯した罪を背負うことによって､人間を死へ

のとがめから救う. ｢(慈悲)と(正義)のせめぎあい｣ (3巻406-407行)は､

無事の御子が自ら進んで死をこうむることによって終了し､ (慈悲)は｢(正義)

の同朋｣ (10巻59行)となって和解が成立する｡ここにおいて､人類の救世主

という御子に独自の特徴が浮かびあがってくる｡

on Western CivilizatL'on (New York: Harper and Row, 1964), 98.
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Part 4



充満する窒息-- 『失菜園』における く無限)の有境的表象

1.神学からドラマヘ

1.1. 窒息の叙事詩から劇的叙事詩へ

『失楽園』というテキストを読むという行為は､｢喜びというよりも義務であ

る｡教えられることをもとめて読むと､間断なく責められ､重荷を背負って戻

ってきて､どこか別な場所に息抜きを捜してしまう｡｣ (サミュエル･ジョンソ

ン『詩人伝』)｡こういうジョンソン博士の経験を､今の私たちは多かれ少なか

れ追体験している｡ 『失楽園』が内部に腔胎しているこの圧迫感は､どこからく

るのだろうか｡

この圧迫感は､この叙事詩のなかにおいて､数多く.のさまざまな源泉にもと

づいた多種多様な知識の一片一片が集積し､壮大な〔塊%マス%〕になってい

るからだと推測されがちである｡これまでのミルトンの註釈本や集註本のあの

有無をいわせぬ厚･さと量からもわかるように､ 『失楽園』を<正しく読む>には

聖書と古典文学にかなり精通していなくてはならない｡聖書と古典の予備知識

なしにこの詩を読むと､詩が伝えるメッセージの直接性がいちじるしく欠けて

しまう｡直接性がそれほどないと､この詩はあたかも根拠の薄弱な断定の連続

のような感じになり､ガラス越しに相手と面談しているような錯覚に陥る｡

しかし､多少の神学知識を補填して､劇的叙事詩という観点からこの詩に接

するとき､まったく別な相貌がみえてくる｡たとえば､天における神と御子と

の対話(3◆巻1-147行)は､このうえなく緊張感にあふれ私たちに迫ってくる｡

従来から天における対話は､ミルトンの神学教義を詩という形式に焼きなおし

ただけのものだという批判がたえない｡しかし､この批判は必ずしもあたらな

い｡文章作法からすれば教義と詩とは対象に迫るその構えが本質的に異なり､

読み手のどこを刺激するかがはじめから異なっているからだ｡教義は､散文で

論理的に構築しなくてはならないが､詩は韻文で感性に訴え｢楽しみつつ教え

る｣ことをめざしている｡教義の場合には､あらかじめなんらかの骨格が最初

から決まっていて,その枠組みからさまみ出ないような書き方をしなければなら

ない｡｡教義においては､ちょうど論理学がそうであるように､唆昧さを極力排

除し､扱う対象を理性に照らして誰にでも納得しうるもの､つまり｢であるは

ずだ｣というものに言語化する｡そこでは書き手がなにを｢意識ののぼらせる

か｣というソフト部分の自由度も､ ｢どのような形式と文体で書くか｣というハ

ードな側面の許容度もひどくかぎられている｡ところが詩の場合には､ジャン

ルというおおまかな制約があり､韻というゆるやかな〔潅%たが%〕があるだ

けで､教.義にくらべれば､自由度も寛容度もはるかに高いo ちなみに､読者を

魅了しうならせ広大に影響を残す教義論は､かならずといってよいほどソフト
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とハードの面で従来の枠組みを崩すような書き方がなされている｡当初､公教

要理に対応するように教義を執筆したカルヴァンは,途中から要理の形式を逸

脱して最終的には要理の形式からはずれた『キリスト教綱要』を書いたが､こ

の教義論はそうした典型だろう｡ 『キリスト者の自由』を書いたルターにとって

は､論敵の教義文書に一行､一段落ごとに反論していく という形式から自然に

逸脱してしまったのだろう｡

書き手の意識になにかがのぼり､それを一語ないしは一文で書いたその瞬間

に､その一語･一文は書き手(主体)によって読まれるo 読んだ書き手は,それ

が意識にのぼったことと同一だと一瞬のうちに確認し､ ｢意識にのぼったこと｣

- ｢書かれた文字｣という等値をつぎつぎと行っていく｡ここまでなら､詩作

も教義の執筆も同一の地平でなされる行為であるo しかし確認と等値という連

続瞬間作業をやりながら､実はほとんど同時に､もうひとつ別な作業を書き手

はおこなっている｡文字を書く途中で最初に｢意識にのぼったこと｣こととは

まったく思いもよらなかったことが頭に浮かび､まったく予想をしていなかっ

た方向に､書かれたものが書き手を推進していく｡この推進力がうまい具合に

持続するとき､書き手自身は楽しみ興にのりながらつぎつぎと言葉を紡ぎだす

ことができる｡詩に限定していえば､書かれる詩の方が自然に自己増殖してい

くかのようにしだいしだいにその全貌をあきらかにしていく｡詩(創作)がも

つ独特の自由度とは､まさにこの自然増殖による自己顕現にある｡

1.1.1.天の対話:全知と類推のはぎまにある劇性

詩というものがもっている劇的創造性に注目するなら､散文では｢神の属性

はただ(父)にのみ属している｣というほとんど同語反復のひからびた命題も､

生き生きとしてくる｡ 1というのは､神の属性のひとつに全知という特別な能力

がある｡ミルトンは全知を神の数々ある属性のなかでも筆頭にあげている｡神

のこの力によって､神は未来になにがどう起こり誰がどういう判断をするのか､

すべて理解している｡とすると､神以外のあらゆるもの,天使はもちろんのこ

と､ (千)である神も､これから将来においていったいなにが起こるのか､それ

1

christian Doctrine in Complete Prose WoT･ks of John Milton, Vol. VI, ed. Maurice

Kelley and trans･ John Carey (New Haven: Yale UnivI Pres.s, 1973)･ 1531
22

Irene Samuel, l'The Dialogue in Heaven: A ReconsideratlOn OfParadise Lost, Ill,

1-417.fin Arthur E. Barker, ed., Milton: Modern Essays in Criticism (New York:

Oxford Univ. Press, 1965) 238.
3

The first epistle ofPaul the Apostle to the Corinthians / translator, John W･

Fraser ; editors, David W.Torrance, Thomas F.Torrance (Michigan : Wm. ち.

Eerdmans, 1.960), 328.
4

The ATE
OfLogic in Complete PT･OSe Works of John Milton, Vol. VIII, ed. Maurice

Kelly (New H■aven: Yale University Press, 1982), 318.
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を類推することはできても､予知することはできない｡自らの決断によってそ

の決断の実行がもたらす結果がどういうものになるのか､推量はできても,あ

らかじめ知ることはできない｡そうであればこそ､サタンは神にたいする反乱

を決意し､実際に戦争をしかけ､御子の統治を覆すという結果を手にいれるこ

とができると先読みしたのだった｡また､サタンとミカエルとの天空での闘い

が突然終了したのは､戦いの結果がどうなるかを教える天秤(天秤座) -一正

確にいえば｢永遠なるもの[-神]｣ (4巻996行)がこの騒乱をあらかじめ見

越し､騒乱によって宇宙が破滅しないように天にかけておいた黄金の天秤--

がサタンの敗北を予言したからであった｡闘いがはじまったとき､ミカエルは

勝てる自信はもってはいたが､サタンに敗れることが可能性としてあることを

知っていた二 全知ではないということは､未来において自分自身がどうなるか

を確定できないということである｡そのような未確定状態のなかでももっとも

不安をもたらすものは死であるo この詩のなかで神学議論が展開しているため

にもっとJt,j上皇r(liとされる天の対話(3巻)では､ (千)なる神は､全知ではない

ためにこの不安のまっただなかに突入させしめるような発言を自らしている｡

それは､天において神が､ ｢お前たちのうちの誰が､人間にとって致命的な罪を

あがなうために死ぬ存在となるだろうか｡｣ (4巻213-214行)という(父)な

る神の問いである｡サタンの姦計によって､人間は神との契約を破るという罪

を犯し､死ぬことを神は預言する｡その罪をつぐない,永遠の死から人間を救

うためには､天に住む罪を犯していないものたちのうちの誰かが､罪を背負っ

て死ななくてはならない｡ ｢代償としての死⇒罪のつぐない｣というヴェクトル

が働かなければ､ ｢人間による罪⇒永遠の死｣というヴェクトルはそのまま力を

もって残ってしまう｡そこで存在を完全に消滅させることを進んで身に引き受

けるものが必要になる｡神のもとにあってこの論理と問いを理解するものたち

は､神からの問いに最初だれひとりとしてなにも語らなかった｡天に沈黙､そ

れも重苦しい沈黙がのしかかるo 神の愛する被造物はすべて｢(死)と(地獄)

に属すると裁定される｣ (3巻223行)のだろうか｡そのとき御子が､自ち犠牲

となることを宣言する｡ ｢私をご覧ください｡人の代わりに私を､いのちに代わ

るいのちを差し出します｡ --私を人間とお考えください｡｣ (3巻236-23S行)0

ここで注意したいのは'､ ｢御子ですらも,---あらゆることをことごとく知って

いたわけではないo｣ということであるo したがって､御子によるこの自由な決

断は､この決断によって将来自分がどうなるのか,その予測はできても確実に

こうなるという規定事実までは見とおすことができない｡アイリーン･サムエ

ルも指摘しているように､ ｢自ら引き受ける死が最終的なものであるかどうか

は､御子にはわからない｡御子が熟知している全能の神の善良さが不正を許さ
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ないだろうということに信頼をしている｣のだ｡
2

だからこそ､この発言に続いて御子が述べる､死をこうむった後に(父)が

(千)をどう処遇するかは､まったくの予測にすぎないo これは､西方ヨーロ

ッパのキリスト教教父たちが､ギリシア系の教父たちにたいして､三位一休を

説明するときにもちいたケノーシスという用語がさしている意味だといっても

よい｡

神の問いは､なにをすればよいが自明であって､その明瞭さそのものに問い

をさしはさむ余地はないかのようである｡さきほど説明したように､人間の罪

⇒永遠の死というベクトルを無効化するためには､無事のものによる償い⇒死

からの解放が必要であるという､数量的に明解な逆行為がなされなくてはなら

ない｡しかし､この道筋は本当に正しいといえるのだろうか｡

問いはまず､決断を要求するものであって､生命を捨てるということそのもの

を問いとしてたてていない｡ (父)の問いは､馴致された自然法則･道徳法則･

習慣(一般性)にべったりと根ざしており､等しさ･法則というイメージで捉

えられる｡それだけではない｡相手がまだ知らないはずのことをすでに知って

いるという前提で､問いかけがなされている｡神のもとにあるものたちは､神

が説明する罪と購罪､永遠の死と永続する生命との二分法とその等価交換規則

を､ ｢この世でもっとも公平に配分されている｣ (デカルト)良識によって十分に

理解しうる存在として描写されている｡

しかし､ミルトン自身が述べているように､神とは｢不可解なもの｣ではな

かったか｡ルターがいうように､人間による表象可能性からは逸脱している｢隠

れたる神｣であったはずではなかった｡カルヴァンが指摘しているように､神

とはかくかくしかじかの命題によってあらわすことのできない超越存在ではな

かったか｡ならば､このような良識と等価原理によって説明しくつされてしま

うよ･うな(問い)は､神が本来問いかける問いといえるのだろうか｡神の問い

とは､デカルト的明噺判明性と抜きがたく結びついている自然の光という理性

によって照らしだされるものではないはずだ｡比喰でしか語ることができない

が､跳躍し変容する｢微分的またたき｣ differentialflashのような閃光を発する

ものといえないだろうか｡明噺判明性が吹き飛ばされて,ディオニュソス的な

価値､つまり存在も存在のあり方も判明である限りいっそう唾昧であるという

意味での価値-と､導くはずのものではないだろうか｡

御子による療罪と最後の審判､その帰結として宇宙が燃え､その灰焼から新

世界が誕生し､義人は黄金の日々をみることになるo 歓喜.愛･真理が勝利を

おさめる｡ ｢すべてが御子に服従するとき､御子自身も､すべてを御自分に服従

させてくださった方に服従されます｡_神がすべてにおいてすべてとなられるた
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めです｡｣ (｢第一コリント書｣ 15:28)0 『失楽園』でもまったく同様のことが言

及されている｡すべてにおいてすべてになるとはどういうだろうか｡すべてに

なるとは､カルヴァンによれば､審判のあとには子なる神はその人性をまった

くもたなくなり､父なる神と一体になる｡そのとき子なる神という仲介者なし

に､父なる神は天と地をご自身で治めることになるので､神はすべてとなる｡

また､ ｢なる｣というのを｢あきからに知られ見られる｣という意味に解釈する

と､審判後は､あらゆる人間はもちろんのこと,あらゆる被造物において神が

知られるということだという｡ 3

1.2. 無限の怒りと無限の虎罪

『失楽園』でアダムが疑問に思う最初のことは､神の無限であった｡ ｢万物の主

である方は無限であるが､その方のみ怒りもまたそうなのか｡神は無限であっ

ても､人は無限ではなく､死-と定められている｡神は､死が生を必ずや終わ

らせる人間にたいして､限りない怒りをなげかけることがどうしてできよう｡

神は死なき(死)を造ることができるのか｡それでは奇妙な矛盾ができあがっ

てしまうことになる｡矛盾は､神にはありえないことで､矛盾があるなら､そ

れは神の権能の証ではなく神の弱点を明かすことになる｡神は､人を罰する場

合､み怒りゆえに有限なものを無限-と引きのばし,満足してあがなわれるこ

とがけっしてないその厳格な励行を満足させようとされるのか｡それでは､土

と自然法との領域を越え神の宣告を引き延ばすことになってしまうではないか｡

自然法によれば､その宣告を除いたすべての原因は､その原因のかかわる領域

の広さにではなく､その質料を受けるだけにたえず応じて働いているのに｡｣

(10巻795-$08行)

1.3. 『キリスト教教義論』と『失楽園』との関係

『失楽園』は詩であって､けっしてある教義の宣言文書ではない｡ミルトンは

詩と教義とを別なものとして考えている｡詩に必要なのは(本当らしさ)

verisimilitudeと(秩序正しさ) decorumであるが､教義では(考証) testimony

が要求される｡ (考証)というのは､ ｢あることがらがかくかく しかじかである

と誰かがする証言であったり､証言している人のいっていることの肯定や否定

のことである｡しかし､肯定の証言がないからといって､証言が指している対

象が存在しなくなるわけではないし､また否定の証言があるがゆえに証言が指

している対象が存在できなくなるわけでもない｡｣ (『論理学』 1巻32章)0
4

しかしここで問題となるとなるのは､書き手が思いもよらない方向に運ばれ

ながらも､書き手はあくまでも自らの｢意識にのぼったこと｣をそこに文字と
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して書きつけているのだという同定作業を､文字を読むことによってともすれ

ばおこなってしまうことだ｡この同定作業は, ｢意識にのぼったこと｣と｢文字

によって書かれていること｣とを等値におきかえる単純作業とは異なって､錯

誤が含まれている｡なぜなら､一方において｢意識にのぼったこと｣はつぎっ

ぎとズレていくわけで､書かれたことを読むことによって浮かびあがってくる

内容は､その微妙なズレと漸次続いている運動とを表現しえないことになる｡

｢意識にのぼったこと｣と｢文字によって書かれていること｣とは､ここでは

本来は同定化しえない｡しかし読むことによる同定化は,このズレことを忘れ

させてしまう｡また同定化が可能にしている前提は､書き手が書かれたもの(文

辛)を読む読み手となるという瞬間瞬間において､主体は読み手として書かれ

たものになんらかの固定化した意味を読みとれるということである｡それと同

時に､あたかも固定化した意味が意識にもともとあると思いこめる､そういう

思考パターンをもっているからであるo 意識のなかに生じるなにかを､あたか

もそれ自体で存在するものごとのようにとらえているから､物象化現象が起こ

っているといってもよい｡書かれたものを読むことによって､精確には書かれ

つつあるものを読みつつあるという運動状態において､読みこまれつつあるこ

とは､まるであらかじめそのような意味が内的にあったかのように思いこんで

いるo 物象化が私たちの精神的構えに私たちに気づかれずに深層で及ぼしてい

る影響は､そこに書かれていることを誰もが読みとりうる可能なある特定の意

味として回収してしまうことだ｡紡ぎだされた文字から､特定の意味が間主観

性を共有する共同体全員に理解可能である特定の意味が読みとられる｡
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"Tbrougb my heart her eyes'beamy darts be gone": The Power of Seeing

in Renaissance Poems and Emblems of Love

1. Eye-sight

In Renaissance Europe, a large number of theses on love, I-trattato d'Amore'',

were written by a number ofhumanists･1 The Renaissance orlgln Ofthe idea of love

is said to lie in the Proven9al chivalrous love customs･ It was influenced by the

newly discovered works ofPlato･ The Renaissance idea oflove among the educated

people postulated in a unlque Way SOme fundamental doctrines･ The courtly love

tradition in the troubadour recognized two kinds oflove: a scared love of the soul for

God and a profane love of the body for lascivious pleasure･ According to thetenets

of the courtly love the profane carnal love, defined as the passion uncontrolled by

reason, was to be shunned, whereas virtuous love or friendship based on the beauty

and the morality was permitted･ While the atmosphere of the thirteenth century

poem was still thoroughly penetrated by the observances and presuppositions of the

values derived from God-centered world, Renaissance humanism insisted on the

potentialities of the natural man and sanctioned the bodily pleasure to a certain

extent. The virtuous Renaissance man, whether single or married, was allowed to

associate sensuouslywith a )ady, even though a keen sense of morality lS Still

dominant to curb his sensuality･ He did not have to abandon all the sensual feelings

related to this world. In fact, in the Renaissance painting the lascivious nude figure

of Venus (Goddess of Love), which gained particular popularity in this period, was

always accompanied by some moral allegorical meanings･ Bronzino, for example,

insinutated in his Venus, Cupid, Fo)Ly, and TL.me (c. 1540s) that love could be

accompanied by jealousy as well as pleasure. The Renaissance sensibility of love

makes a conditional affirmation of corporal love.

The Renaissance revival of ancient Nco-Platonism encouraged a tendency to

read into love a moral connotation. NeoIPlatonist.s theory of metempsychosis

states that souls were orlglnally ln the world of the Ideas, but having descended from

the immaterial realm of the immutable forms, are now trapped in alien matter. Such

I
Nesca A･ Robb, Neoplatonism

of the Italian Rep?issance (London: George Allen &

Unwin, 1935), 176-211; Eugenio Garin, L'zLmaneSlmO ZlaZiano= Fi]osfia e Vita CiviZe

net Rinascimento (1947; Bali: Editori Laterza, 1994), 133-155.
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a degenerated soul, once struck and properly redirected by beauty, would try to shed

its bodily cover off and make an ascent back to its orlglnal habitat. Renaissance

Nco-platonic love is defined as I-the desire of enjoying and imitating beauty ln the

beautiful" or I.the desire to have and use and en)oy that which is believed to be

beautiful"12 while praising the beauty of his lady, a man sees in her the

immeasurable superiorlty Ofideal beauty ratherthan her material manifestation. He

does not simply describe each of the distlnguisbed features of her face, but

represents every one of these beauties as a spur to lead his soul to heaven. The

beloved becomes a being of more than earthly perfection who could raise the lover

toward the bliss or血eaven･ In other Ⅵ70rds, love is onlyJuSt捕able as a step ln an

upward progress from earth to heaven.

Given this historical backdrop, wemay ask how he falls in lovewith his lady?

The answer suggested by many Renaissance love poets is by her sudden glancing or

prolonged gazing at him･ Dante fell in lovewith Beatrice immediately when he

first saw her on a street･ Petrarch loved Laura at first
sight

in St. Claire Church in

Avignon on April 6, 13271 Matteo Boiardo beglnS tO tell of his love for Antonia

after he was attracted by her at first glanced Sir Philip Sidney, whose work

Astrophil and Stella was heavily indebted to these poets, loved Lady Stella Rich as

soon as he met her･ The old maxim that love is born at first
sight holds good among

these writers･3 In Christian tradition, no particular attention has been paid to the

human eye in the creation of Adam, but the classical tradition has it that Aphrodite

created eyes: -Aphrodite having wrought them 【=eyes】 with rivets of lovef

(Empedocles)14 The same experience the love poets shared denoted that this

classical myth was revived in the Renaissance.

While narrating the enchantment of love they experienced, these

writers also describe what remarkable bliss they are in while the beloved

2
Francesco Cattani da Diacceto, De Amore lt'bri tres in Opera (Basle, 1564), Ill, 1,

119, and Mario Equicola, Libro diNaturad'Amore (Venice, 1525), II, 2, 99. Both

citations are from Robb, 206, 207.
3
Dante said in his Divine Comedy, --sight is the

souてceof
love" (Paradiso, 29: 66),

and Erasmus in bi島 Adagia 100E: I-Ex adspectu nasclture amOr･･. See further

examples in L501 in Maurice Palmer Tilley, A Dict7'onary of the Provers in England

and in the Sixteenth andSevenieenth Centuries (Ann Arbor: Univ. of Michigan Press,

1950).
4 Empedocles,frg･ B･ 84 (Diets-Kranz, 1: 342) translated by W. K. C. Guthrie in his

A History
of Greek Ph7']osophy )I: The Presocratic Tradition from Parmenides ot

Democritus (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1965), 235-236. E. H. Gombrich

pointed out a Renaissance clichi: Venus enraptured the eye, Apollo enraptured
bearers, and Mercury enraptured eloquence. Symbolic Images: StzEdies in the Art of
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keeps her eyes on them･ Her constant gaze works as an anti-inflammatory

to annihilate the burning carnal passion in the lover-s皿ind･ Astrophil

deplored that Stella･s eyes uses Amor as an agent to captivate his heart

while they are appeasing his carnal desire: Ilo eyes, which do the spheres of

beauty move, / whose beams bejoys, whose joys all virtues be, / Who, while

they make love conquer, conquer love/' (A6tZ･OPhL'1 and Stella, 42: 1-3)･

When her gal;e is fixed on him, it persuades him to reject the lascivious

desire within him. The lady-s gaze is typically represented here as

reaching him in the form of --beams'-. Wemight take for granted this

metaphor of beams emitting from the eyes, partly because contemporary

attempts to elucidate the invention and development of the linear

perspective in the Renaissance frequently show the geometrical figure of

the eye connected by straight lines toward objects outside the body (Fig･ 23)･

The figure, which
is drawn mainly for the purpose of explaining how

painters should project three-dimensional objects in a filed of vision onto

the two-dinensionalcanvas, is concerned with nathenatical basis of vision

rather than its
physical nature･ In fact, in the Renaissance, the power

inherent in the beams Of the eye is more indebted to legends in natural

history, the physical idea of vision, and a literary image of love than we

might at first think.

Tbe Renaissance was an age when science based on observation was still

nascent and was frequently merged with mythology and maglC･ Even Leonardo da

vinci, who had learned more by experience and observation than by books, referred

to the power of vision in some animals: with the rays emittlng from their eyes,

wolves strike men dumb, lamias attract nightingales, and linno [a kind of fish]

illuminate large quantities ofwater･5 we may add that Medusa was believed to turn

people into stone by the power of the inscrutable light emitting from her eyes･

Similarly, basilisks and cockatrices, which Renaissance people postulated really

existed, were also believed to kill others with their eye-1ight･ Georg10 Stengelio

shows in his Ova PashaZia (1635) (Fig. 24) that two men are running away from the

basilisk, which he believed would ''kill all things with its
sight.-(vis omnia necal)･

The belief in this power of vision finds support in the ancient authorities of natural

the Rena7'ssance II (Oxford･. Phaidon Press, 1978), 59.
5

Leonardo da Vinci, The Notebooks ofLeonardo
da Vinci, trans･ Edward MacCurdy

(1939; New York: Reynal 皮 Hitchcock, 195S), 236･
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history･ Pliny, one of the most influential writers about nature in the Renaissance,

recounted in his Natural History the emission of light from the eyes of cats, wolves,

and wild goats･6 solinus, another equally influential writer, reported that some

women in Scythia "have two pupils in each eye and kill people by sight if they

happen to look at them when angry''･7 Even RogerBacon, who stressed the need for

observation and experiment as the true basis of science, approved or the citations

from Pliny and Solinus on this subject in his Opus
majus.8

2･ Three Theories of light

All of these above mentioned beliefs about vision, most of which merit no

credit for us now, pressed themselves on the mind of the Renaissance man with the

force ofcultural and social realities･ There was a scientific backdrop to support the

idea ortbe power of eye-beams･ It was a matter of contention tbrougbout the pre-

Socratic period to the late seventeenth-century as to bow man could see the outside

world･ There were at least three different theories of vision in ancient Greek

thought･ (1) The extramission theory: the eye as an agent sends out rays from.fire･

or.pneuma'inherent within itselfto external objects_ The visual power issues from

the eye, and the rays from the eye reach objects, and thereby the objects can be

perceived in atactile way･ The eye works like a blind man who uses a walking stick

to recognize the shape orthe object･ (2) The intromission theory: the eye like a

mirror receives passively 'effluencesf or 'images'emanated from
objects. (3) The

simultaneous radiation theory: both the eye and objects work as agents, but the rays

sent out from the eye mingle with effluence emitted
from the objects in the space

between the eye and the objects.

The extramission theory was suggested by Empedocles who imaglned that

tfirel issues from the eye･ Aristotle remarked that ･･Empedocles seems sometimes to

6
''Those [eyes] of the wild-goat and the wolfgleam and shoot out light･･ (ll. 55.

151); ''Isogonus adds there are p.eople who also bewitch with a glance and who kill

thosethey stare at for a longer tlme, eSPeCiallywith a look of anger.I. (7. 2. 16･18).
Both are cited from Pliny, Natural History trans･ H･ Rackham, VoI III and Vol. II

(Cambridge: Harvard Univ･ Press,1982 and 1942).
7

Gaius Julius Solinus, CoIZectanea rerun memorabilL･um, ed. Theodore Mommsen

(Berlin: Weidmannos, 1895), 26.
8
Roger Bacon, The Opus Majus of Roger Bacon ed･ John Henry Bridges (Frankfurt

am Main: Minerva-Ⅵrlag, 1964･), ⅠⅠ･91 (pt. 5. 2. dis. 1, chap. 3).
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imagine that one sees because light issues from the eye･･･9 what he refers to here as

light is the ･fire･ which like most Greek philosophers he took to be one of the four

elements of matter. This theory was followed by the Stoics, who instead of 'fire'

introduced the concept of.pneuma･, an active agent composed of a mixture of air and

fire･10 An optical ･pneuma･flows from the seat of consciousness in the brain to the

eye and excites the air adjacent
to the eye, putting the air in a state oftension or

stress･ll Two ma)or figures supported this idea; Galen, whose influence on

medical theory and practice was dominant in Europe from the second century to the

seventeenth century, and Ptolemy, whose idea of perspective afforded an approprlate

foundation for Renaissance cartography･li
Among the Christian writers, St･

Augustine. whom scholars in subsequent ages often regarded as an authority on

various rnalters, also accepted this theory･
13

The intromission theory was first proposed by Democritus･ He is well

known for asserting that the universe is made up of atoms, simple and immutable

particles too minute to be visible･ As for vision, he argued that aggregates of atoms

issue in a)1 directions from all objects and enter the eyes of observers to produce

visual sensations. In the eleventh-century, Alhazen, an Arabian mathematician and

physicist, so convincingly established this theory that its receptlOn in the West

appeared in the work of Robert Grosseteste, the forerunner of the modern Western

optlCal tradition･ Both Roger Bacon and his ingenious -follower John Pecham

deeply relied on Alhazen, though they somewhat modified
Alhazen's theory by

admitting that rays traveling from the eye also played an essential part ofvision･
14

In the intromission theory of Bacon and Pecham, light is not a substance that

moves from place to place, but the expansion ofa disturbance in an elastic medium･

This medium was named spect'es.15 The object sends its own image (imago) through

9
Aristotle, On Sense andSensible Objects, trams. W S. Hett (Cambridge: Harvard

University press, 1936), 437b 24-25･
10

samuel Sambursky, Physics
of the Stoics (London: Routledge, 1954), 21-29, 126-

127; Ioan P. Couliano, Eros andMagic in the Renaissance, trans･ Margaret Cook

(Chicago: Univ. of Chicago Press, 1987), 9･
ll

David C. Lindberg, Theory
of V7'sionfrom Al-Kindi to Kepler (Chicago: Univ･ of

Chicago Press, 1976), 9.
12

samuel Y. Edgerton, Jr., The Renal.SSanCe Rediscovel･y OfLineal･
Pel'SPeCtive (New

York: Harper and Row, 1976), 97-113･
13

'ISurely the emission of rays from our eyes is an emission ofa certain light･And it

can be gathered that this [light]is emitted, since when we look into the air adjacent
to our eyes we observe, along the same line, things situated far away."(De genesi ad

littel･am). The passage is cited in Lindberg, 90･
14

Lindberg, 11S･
15

vasco Ronchi, The Nature of Light.･ An HL'storical Survey, transI V･ Barocas,
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'species'to the tactile sense located in the eyes of the observers so that a perception

of the image could appear to them･ As David Park so precisely puts it,..they

[-species■】do not move but spread by a process called multiplication, just as our

shadow on the ground, as we walk along'is not really a moving thing but is

continually being re-created in a new place".16 This idea of species-intromission is

well illustrated in Fra Lippo LippitsAnnuncL'ation (ca_ 1455) (Fig. 25). As is often

the case with this scene, the dove representing the Holy Spirit is dispatched from the

divine hand in Heaven･ It appearsto slide down on the beam of light to the Virgln

engaged in prayer･ In this palnting, the dove leaves behind him a series of

descending circles of light, which, rimmed in golden dots, overlap one another.

Wrapped in the circles exuding thinner streams of shining light, the bird of the Spirit

is now flying down to enter the womb ofMary･17

Plato proposed the third theory of vision, simultaneous radiation, in T7･maeus,

whose Latin version circulated widely during the Middle Ages and the

Renaissance･18 He conceived of two forms of emanations, one from the eye and the

other from external objects･ Visual fire emanating from the eye meets with its

similar kind emanating from objects, and coalesces somewhere within the

intervening space･ The encounter of these fires produces visual sensation. This

theory attracted support from some influential scholars in the Middle Ages, notably

William of Conches.19

Instead of elaborating and making these three theories more sophisticated, the

practical Renaissance scholars dropped the third theory, and simplified and

schematized them into two opposites: extramission and intromission. Alberti, a

notable example of the "universal man" of the Renaissance, points out that "among

the ancients there was considerable dispute as to whether these [visual] rays emerge

from the surface [of the objects
being

observed] or eye. This truly difficult

question, which is quitewithout value for our purposes, may here be set aside"120

(London: Heinemann, 1971), 64-69.
16

David Park, The Fire with the Eye: A Historical Essay on the Nature andMeaning

of Light (Princeton: Princ?ton Univ･ Press, 1999), 1001
17

The relevance oftbe palnting to this theory wasむst polnted out by Samuel Y･

Edgerton in his The HerL'tage
ofGiotto's Geometry (Ithaca : Cornell Univ. Press,

1991), 88-107.
18

Timaeus, 45b-d, trans･ Francis M･ Corn ford, Plaio･s Cosmology: The Tt･maeus of
P)ato (1937: indianapolis: Hackett, 1997), 152-153.
19

Lindberg, 91-92.
20

Leon Battista Alberti, Leon Battisla A]beTti: On Painting and On Sculpture: The

Latin Texts
ofDe Piclura andDe Statua, ed. and trans. Cecil Grayson (London:

Phaidon, 1972), 40-41, As to Alberti.s
contribution to the theory of love, see Lu
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He had a continuing influence on scholarship'especially on perspectives, for several

centuries, but as for the doctrine of love, he is far less influential than Ficino･

while closely following Plato's claim that the lover should ascend by degrees

through the closest splrltual communion with his beloved to the supreme being, this

Florentine Nco-Platonist based the mute eye-to-eye communication between the

lover and the beloved on the theory of extramission･ The beloved emits that

'pneumatic･ ray going through the air, which in turn will penetrate through the lover's

pupils to enter into his splrltual organism･ The 'pneumat will finally reach his heart

and cause agltation and emotions･21

The dispute between these eye-radiation (extramission) and imago-emanation

(intromission) theories was not settled even in the seventeenth century･ Though a

number or historians or science have insisted that the proof and acceptance of the

intromission theory by Kepler confirmed the failure of the extramission theory, the

theory was not so easily re)ected even among the intellectuals in the seventeenth-

century･ Niels Stensen, one of the most learned naturalists in the mid-seventeenth

century, quoted a story about a man from whose eyes rays were emitted･22 while

explaining the mechanism of sight to prevent eye disease, Andreas Laurentius, a

physician attached to a French King, pointed out the continuous disagreement among

the philosophers and the doctors as to the theories of intromission and

extramlSSIOn.
23

Actually, in the love poems, the extramission theory was more in favor than

that of the intromission. Guido Guinicelli, Dante's poetic father, described that

love was born when
''a light appeared [from the beloved,]giving offa ray that passed

throughthe eyes [ofthe lover] and struck the [his] heart'.･24 Guido Cavalcanti, who

made intellectual approach to love, explained that "a fine splrlt Strikes through the

eyes [ofthe lover], and it causes a spirit to kindle in themind by which a spirit of

love is roused"･25 petrarch compared the light emitting from the belovedls eyes to a

Emily Pearson, Elizabethan Love Conventions (London: George Allen & Unwin,

1933),44.
21

Ficino, DeAmore VII. 4. The reference is made by Couliano, Eros andMagic in

the Renaissance, 29-30.
22

August Ziggelaar, ed･, ChaosI Niels Stensen's Chaos-manuscript Copenhagen･

1659 (Copenhagen: The Danish National Library of Science and Medicine, 1997), 50･

23
Discourse of the Preservation

of the Sight: ofMelancholike
Diseases; ofRheumes,

and ofOZdAge
trans. Richard Surphlet (1599: London), 37-46･

24

canzone.･ Dolente, Lasso XC. 9-10. The quotation is from Bernard OIDonoghue,

The Courtly Love Tradition (Manchester: Manchester Univ･ Press, 1982), 266-267･

25
xcv. 1-3.

I
0'Donoghue, 276-277.
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guide: --My noble Lady, I see in the Ⅱ10Vlng OryOur eyes a SWeet light that shows me

the way that leads to Heaven.I(The Rt'me Sparse, 72:1-3).26 In the seventeenth

century, Adam in Milton's Paradise Lost confesses that he feels some energy infused

in him when he feels the gaze from Eve: I.I from the influence of thy looks receive/

Access in every Virtue, in thy sight/ More wise, more watchful, stronger, if need

were/ of outward strength･l'(IX. 309-312). He admits that basking in the influence

ofbis beloved makes bin mentally and physically stronger than usual.

3･ Cupid■s arrow and the arrow of eye-beams

I am not directly concerned herewith technical classifications of Renaissance

theories of vision nor with argument in favor of one or other of these theories. I

call them up merely ln Order to notice that they find their way Into the Renaissance

tradition of ]ove･ My interest is in how the extramission theory coalesced into the

conception O[ love in the Renaissance poems.

One of the most popular Renaissance ideas on love was that one would fall in

love with someone when he was struck by one ofCupid's arrows (fig. 26). The idea

is orlglnally derived from Greek literature･ Euripides is said to be the first poet

who depleted him with a bowl Some anonymous followers of Anacreon modeled

Cupid into awinged infant carrylng a bow and a quiver of arrows･27 They

complained to him that anyone hit with his arrow immediately experiences a blissful

but torturing love･ The irresistible power in Cupid represented in the Greek lyrlC

was communicated to Roman writers, as is attested in the works of Propertius and

Seneca･2‡ The force of his arrow leaped into prominence with the r･evival of

classical culture in the Renaissance･ The Cupid flying above Venus in Botticelli's

26

All citations of Petrarch is from Petrarch･s Lyric Poems: The Rime Sparse and
OtheT'Lyrics, trams. and ed. Robert M. Durling (Cambridge: Ha.rvard Univ. Press,

1976).
27

Flyod A･ Spencer, I.The Literary Lineage of Cupid in Greek Literature,
･･

The

ClassL'cal WTeekly 25 (1932): 123. J･ M. Edmonds, ed. and trams., Lyra Graeco :

Being the Remail" OfAll the Greek Lyric Poets from Eumelus to nmotheus excepting

PindaT'(Cambridge: Harvard University Press, 1927): ''Love shot and I ran; when he

had no arrows left, he was distre.ssed-I (13); 1'Love drew it this bow] and hit me right
in the heart･''(33)I Several other Instances Can be found in GreekAnthology, IX. 440;

ⅩⅤⅠ･ 195-196; ⅩⅤⅠ. 199; ⅩⅤⅠ. 207.
28

propertius, Elegia II･ 12･ 9-10: "With good cause Lovers hand is armed with barbed

arrows, / and the Cnossian quiver hangs from his shoulder to both directions.I.

Seneca, Ociavia, Ⅰ. 558-559: -10ur human Ignorance arms Love-s scared hand with
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PT･imavera (1477) is a typical example. He is trying to shoot one of the three

Graces, probably Chastlty,with aflaming arrow･ The idea suggested by this

imagery lS that even a cold-hearted woman who is not prone to burning love cannot

but fall in love by means of Cupid-s power.

In an illustration from Boiardols Sonnets andSongs (Fig. 27), one of the most

personal and spontaneous collections of fifteenth-century lyrlCS in Italy, a young

m?n's heart is plerCedby Cupid's arrow･ Depleted likeadog on achain, he isunder

the complete command of his lady with whom he has fallen in love･ The power of

the arrow is implied in another contemporary Florentine illustration (Fig1 28), where

a man and a woman who are fiercely quarreling would surely begln tO love each other

once he is hit by Cupidls arrow･ The idea is that love inspired by Cupid's arrow is

too profわund to be fわrgotten.

The power of his arrow is easily combined with the extramission theory of

vision in the sense that both the arrow and some kinds of medium shooting out from

the agent are certain to engender love in the target･29･ In s･ome Renaissance love

poems we find these two orlglnally independent concepts crystallized together into

the conceit of the arrow of the eye-beam･ A hero falling in love with his own

adorable lady lS Often referred to as a man who is pierced by an arrow of light

emitting from her eyes･Astrophil in Sidney.s poem says that he was shot with

Cupid's arrow, but on the other hand, he often attributes the cause of his love to some

thrusts of arrows emittlng from his beloved Stella.s eyes･ While he was taking

pleasure from her keeplng her eyes on him, and even entreating her to continue doing

so, he felt agony increasing under her gaze: "I oft my self of them [Stella's eyes]

bemoan,/ That through my heart their beamy darts be gone,/ Whose cureless wounds

even now most freshly bleed1'(AstrophiZ and Stella, 48: 9-ll).30 we encounter the

both shafts and bow.''(Translations are mine).
29

The nascence of this fusion appeared in Greek Anthology, XVI. 204: L.1q)i九tpα 8主

TiKて0 / 0心1(全てtて0ちeもov,肌九'dJr叩t∈叫evos."(I
no longer / beget love by shooting

with the bow, but by glancing earnestly.) (Translation is
mine).

Musaeus referred in

his ZZZ the lady shootlng an arrow from her eye, but made no mention of the light

emitted from her eye: 1'芯肌九ocF nePi7川6 0V dL10PTtTO, 0 γVα芯色o, 6ち6JCeOPOV

pepo7EeαTt ne九o1 7EtenOeTt6 6u)(ev -I(if a lady is the most beautiful, her figure

transfixes menls heart with swifter arroTs throughher dear little eyes)･Asof
Musaseus, see Natalis Comes, Mylhotoglae (Venice, 1567; rpt. New York: Garland

Publishing, 1976), 128.

30The other example is inthe same poem Sonnet 29:10･ Sidney is famous for his

manifesto that he would write the moods of his heart without recourse to doLce sti)

novo, but Dino Frescobaldi, apoet of that group, used the idea of the arrow-light:

"Love...makes arrow of her light, and uses my meager life as his target''･ The

citation is from A. J. Smith, The MetaphysL'cs of Love (Cambridge: Cambridge Univ･
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same conceit in Sidney's two admirable predecessors, Petrarch and Ronsard. The

Italian poet confesses his desire to praise the beauty ofLaura's eyes and their power

toguidehimtovirtue･ Just as Cupid isskillful at shooting his arrows, soLauraisa

good archer, who shoots arrows without fail: ''You, Lady, felt the shot from your eyes

pass straight into my Inward parts, wherefore my heart must overflow through the

wound with eternal tears''(The Rime Sparse, 87:5-6)･ Wounded, he felt the pang.･

'.those arrows which in my left side make bloody him [my heart] who first felt

them･t･(29:30-32)･31 He said to himselfthat there would be no reason to weep for

his wound which he incurred in his heart, but rather that, despite the torment which

cannot be assuaged, he determined that he would not complain of his being shot by

her gaze･ Ronsard, on the other hand, compared himself to a frisky fawn struck

down by a hunterls arrow･ He deplored that he was shot in his flanks with a

thousand arrows emitted from the lady Cassandra (Les Amours, 49:12-14).32 The

same spmt was taken up by Castiglione, an epitome Of courtiers. He mentioned in

his Book
of the Courtier how powerful women's eyes are: --women-s

eyes wait like

soldiers in ambush･
･･･Assoon

as he is nearby, the [womenls] eyes dart forth and

bewitch bin like sorcerers, especially when they send their rays into the eye ortbe

beloved personlT･33 when he considers the tremendous magnitude of her eye-power,

he had to admit that the beloved is more akin to awitch than a dexterous archer.

We might take the reference of the eye-arrow as one of those refined

metaphors which elegant Renaissance courtiers frequently took advantage of when

they wanted to exaggerate the alluring charm of their lady. We might be content to

find in the series of this expression a conventional hyperbole inappropriate tO

represent the reality of life･ One of van Veen's emblems (Fig. 29) depicts in a

somewhat humorous tone a lady slaughtering her loverwith some darts fired from

her eyes･ This emblem might possibly make us believe the light-arrow is simply a

Press, 19$5), 44.

31
Most of both Renaissance and modern Petrarchan critics have not related the

association orLaura■s gaze with the arrow to classical sources, but simply attributed

it to the similar painful effect of the instrumentsI IIPetrarcha con L･espositL･one di M･

Gio･ Andrea Gesvaldo (Venice: 1574), 108, and Ezio Chirbikum, ed., Francesco

Petrarcha･ Le ''Rime Spa,se" (Milan: Casa Editrice Trevisini, 1924), no pagination.
32

The other examples of the arrow-light are found in the same poem 107. 3-4, 141･ 1･
33

castiglione,The Book
of

the Courtier, trans. George Bul暮 (Harmondsworth:
Penguin,1967), 268.
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fanciful comparison･ However, once we consider this metaphor within the context

of the opposition between the intromission and the extramission theories of vision,

we might claim that the literary metaphor of the eye-arrow is in the same campwith

the latter conceptualization･ The witty expression per se establishes itself as a

representation oraJOyOuS but painful experience orlove･ As such, it should entail

a belief in the extramission theory and a revival of the idea ofCupid's arrow.

4. Sub一imation of Love:

It is one thing to say that the idea of the eye-beam as arrow comprehends

those scientific and literary backgrounds, which I have discussed above, but it is

quite another to claim that the writers who make use of the idea were well versed in

that particular knowledge･ They might well have adopted one of the frequently

used metaphors in literature･ Consequently, we are tempted to make a futile effort

to ascertain whether they are simply the servile imitators of a customary literary

metapbor･ But we should be more concerned w仙what intellectual'1egltlmaCy

underlies in their use of this metaphor･ The poets'complaints and dissatisfactions

lurk in the state of being plerCed by the eye-beam arrow･ Once struck with it, they

noticed how painful love is and realized how unsatisfied their desires are･ Ronsard,

for example, who has been describing his pleasure at the arrival orSpring, found all

of his previous enjoyment surpassed by the ever-increasing love for his lady (Les

Amours, 49). The pierced hero does not grumble over the depreciation of his

worldly achievements, but is frustrated in his abortive attempts to attain the

ennobled po･sition of the beloved superior to himself･ A source of discontent hidden

behind these lovers'torments is their failure to reach the ultimate goal where the

power of the eye of the beloved should guide him: the sublimation of his sexual

desire･ It is imperative for the poet to burn out such deceptive, COrruPtlng, and

transient desires with the assistance of the power of her beam･ He must amend his

carnal desire into the justifiable religio-philosophical category of contemplation･

The lightfrom the womanls eye commands him to overcome what Panofsky called

I.an ･active･ form of love which finds satisfaction within the visual sphereM･34 He

should adopt
･･a ･contemplative･ form of love which rises from the visible and

34
Erwin Panofsky, Studies L'n lconoZogy= Humanistic Themes in the Art

of
the
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particular to the intelligible and universal"･ In fact, Castiglione sees within the

power of sight
in the beloved an incarnation of some vaster power:.'with the rays of

your 【Sacred Love-s] ユight cleanse our eyes ortbeir misty ignorance, so that they may

no longer prlZe mortal beauty but know that the things which they first thought to see

are not 【true blessedness】, and that those they did not see truly are･･.35 Tbe

purification ofblind vulgar desire through the eye-beam offers the man the first step

toward a state or divine illumination.

The Platonic ontological tradition is resJpOnSible for the conceptlOn Of two

orders of existence, a higher and a lower, different in kind. The lower order, the

visible world of Becoming, is temporal, material, and imperfect. The higher order,

the realm of Being, is eternal, immaterial, and perfect. Neither Platonism nor

classical Nco-Platonism embraced a striving of the supreme being toward becoming･

As Cassirer put it, …tbe super-being and the supeトOne Of Neo-Platonism
‥. stands

･above lire川･36 However, in the Renaissance revival orNeo-Platonism, both Ficino

and Pico claimed that there was a movement of Being toward Becoming･ Ficino

thought that ''man's
striving towards God would not be possiblewithout a counter-

striving of God towards man"･37 This reciprocal process, a direction from

Becoming toward Being on Man's side and the other drive from Being to Becomlng

on God-s part, can continue as long as love works as an activator. -･Love is the

motive power which causes God
･･･ to effuse His essence into world, and which,

inversely, causes His creatures to seek a reunion with Him･f･3名 The supreme stage

for an individual in Jove is to return to the point of the incorporeal, where his soul is

dissolved into a continual flash of divine illumination･ In this stage, he completely

glVeS bimselrup to the divine light, whose strength makes bin blind･ ‖Many who

were rapt to the vision of splrltual beauty,'. wrote pico, ''were... blinded in their

corporal eyes･-･39 Tbe co･nsciousness ortbe lover is annihilated to become one with

the divine light･ An opposition between Becoming and Being, the higher order and

Renaissance (1939; New York: Harper and Row, 1972), 143.
35

castiglione, 342.
36

Ernst Cassirer, The Individual and ike Cosmos in Renaissance Philosophy, trans･

Mario Domandi (Philadelphia: Univ･ ofPenLISylvania Press, 1963), 13?; Denis de

Rougemont, Love in the Western World, trans. Montgomery Belgion (New York1.
Harper.and Row, 1974), 61162, 67-69･
37

casslrer, 132-133.
3S

panofsky, 141.
39

pico della Mirandora, Commento sopra una Canzona de Amore composta da
GL'roIamo BenjvL'eni･ II, 25, 529･ The quotation is from Edgar Wind, Pagan Mysteries

in the Renaissance: An Exploration
of Philosophical and Mystical Sources of

Zconography in Renaissance Art (New York: W. W. Norton, 1968), 58.

-76-



the lower, vanishes away from the enlightened lover in a state of ecstasy. It is

toward the realm of Ideas that the eye-light or the arrow-beam emitting from the

beloved triggers the fallen soul of the lover to strive: ''Still on me, 0 eyes, dart

down your rays; / And if from ma)esty of sacred lights,/ Oppressing mortal sense, my

death proceed,/ Wracks triumphs be,伽hich love
-doth

breed"(Astrophil and Ste[la,

42: ll-14). The light stands as a foreshadowing of divine illumination between the

divine and the human, between the intelligible and the sensible world･ Frequent

references to the metaphor of the light-arrow in the love poems are not a mere fancy,

but a credible conceit resonant with contemporary revived Platonic philosophy･

Actually, we find representations of lovers suffused with light in many

devotional love emblem books of the seventeenth ceTltury. While we see a lover

relinquishing his mundane desire and overcoming his sinful nature, we are reminded

of the transience of the world and of the omnipresence Of God's vlgilant eye･ A

relatively large number of emblems in this genre gave both Sacred Love and Profane

Love the attribution ofa bow and arrow. In Christoper Harvey's Schola Cordis (Fig･

30), Sacred Love, whose head is surrounded by a brilliant nimbus, fired an arrow at

soul, and pierced bin in the beart･ …Let the arrow oftby plerCing eye--, Soul says,

'.strike throughthe darknesse of my mind".40 Here again We See the same process of

the eye-beam arrow fromthebeloved giving the lover a deep psychic wound. Inthe

sacred emblems, any attachment to this world is rejected and the ascetic attitude

toward it is praised･ The poets tirelessly transmuted religious morality into an

integral part of the poetic structure･ We can agree and sympathize to a certain

extent with the ascetic values repeatedly exemplified in these emblems･ When the

poem tells us that our desires for the pleasure of this sinful world are a ephemeral

human weakness, we may Imagine Ourselves in sympathy with the moral message･

But the modern unpopularlty With these p10uS love poems perhaps suggests that

whatever in us is of this world prevents us from accepting the complete re)ection of

secular values. What the sacred poets present throughemblems is an experience

that is cut and fitted to a set of Christian moral doctrines. The divine emblems

charged with religious Values failed to afford proper scope for secular impulses

which are equally powerful within us･

The sacred love emblems emphasi2:ed the necesslty Of his dependence on

grace and advocated the ascetic moral practices, whereas the Renaissance love poem

40
schola Cordis (1647: London), 133.
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was heavily indebted to the values of the humanist tradition and refused to be a mere

teclmical device for conveylng religious feelings and doctrines. The love sonnet

exerts itself to transform various personal feelings into polished artifacts of lyrical

intenslty･ Instead ofa simple opposition between obedience to God and attachment

to one's feelings, the sonneteers admit in the very form of the fourteen lines and set

rhymes opposing Impulses and contradictory ideas bustling around within their mind.

The shapln･g force in the creation of these feelings and ways of thinking lS grOunded

upon the Neo-platonic concept of love and its penchant for the luminous world of

pure truth, good, and beauty･ That shining world stands in opposition to this

tenebrous vile world of the senses･ Light must relate and join the two different

orders to each otber･ Witb''its aid, man is supposed to appease pbysICal desire and

to aspire With due steps to the ultimate goal of essential Being, which is absolute,

universal, and unchanglng･ It should disabuse us of sensual, irrational desire and

ennobles us to rely upon two splrltual senses: sight and hearing･41

But light works as a counterproductive force, and leads the lover into an

uncontrollable negative splral･ We must remirld ourselves of howAstrophil reacts

after feeling the beams from his loved: ''But ah, desire still cries: ･Give me some

foodt･.. (71:14)･ His intimate confession of what he actually felt for her reveals that

he has not reached the goal with the help of the eye-1ight･ He has not attained the

primacy of his enlightened splrlt Over his body. The light failed to be a means of

drawing him up toward the exalted sacred position the lady occupleS･ Ironically, it

7

serves as an incentive to awaken him to the beauty of the beloved and to desire for a

more corporeal relationshipwith her. He is more in turmoil than before--torn､

between his carnal desire which is bound to earth and his heavenly desire to aspire tO

the celestial･ The lover has been pictured as a man of an ambivalent attitude. The

sacred love emblematists would too easily reduce to dry bones the frailty and

contradiction of human nature･ Instead of exhorting to straightforward moral

elevation, the sonneteerTs conscioilSneSS Of sexual attraction leads away from
rigid

moral didacticism･ His awareness of human weakness epitomizes intellectual

dignlty Of manwith which he embraces paradox or quarrel within his heart.

However ephemeral the successive traces of lovers are, the poet attends not to the

solution by means of philosophy and morality, but to human agony･

41

The idea on the higher status of sight and hearing comes from Benedetto Varchi,
Ficino.s follower･ Lauro Martines, Power andlmagination: City-States in

Renaissance Italy (Harmondsworth: Penguin, 1979), 460.
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