
ウェルギリウス『アエネイス』の結末と戦争の罪責

小　　川　　正　　廣

１．はじめに──『平家物語』と勝者における「ゆるし」への渇望

　中世日本の代表的叙事詩『平家物語』には、「敦盛最期」という武士の因業をはかなむ感動

的なくだりがある。一の谷の合戦で義経の奇襲に敗れた平氏方のなかに、渚を船の方へ遅れて

逃走する一人の華麗な出で立ちの騎馬武者がいた。源氏の精鋭で功名にはやる熊谷直実は、す

ばやくその姿を認めて捕えると、相手は自分の息子と同年輩の十六、七の美少年だった。そし

て少年に名を尋ねるが、敵は名乗らず、この首を取って人に聞けばよいと答える。直実は直前

の一の谷の戦いで負傷したわが子のことも思い出して、できれば見逃そうと思う。だが、ふと

うしろを振り向くと、味方の騎馬軍団が急速に近づいてきていた。

　余儀なく直実は若武者に向かって、助けてやりたいがどうせ多数の味方の誰かに殺されるだ

ろう、同じことなら自分が手にかけて、のちに供養したいと述べる。そして何らの抵抗もせず

「早く首をはねよ」と応じる少年を、内心の深いためらいを振り切って殺す。物語は、そのと

きの直実の心境を、彼自身の独白も用いて活写している。

　　「あはれ、弓矢とる身ほど口
くちをし

惜かりけるものはなし。武芸の家に生れずは、何とてかかる

憂き目をば見るべき。なさけなうも討ちたてまつるものかな」とかきくどき、袖をかほに

をしあてて、さめざめとぞなきゐたる。  （『平家物語』第９巻「敦盛最期」(1)）　　

　のちに熊谷直実は、自分が首を切り落とした少年が十七歳の平敦盛だと知って出家の志をた

てる。そして物語は最後に、敦盛の遺品となった小
さ え だ

枝という愛用の笛に言及しつつ、「狂言綺

語のことはりと言ひながら、遂に讃仏乗の因となるこそ哀なれ」（歌舞音曲は人の心を惑わす

ものとはいえ、発心出家の起因になったのは深い感銘を与えることだ）と結んでいる。

　さて本論は、イタリアの英雄の討死の場面で突然終わっているウェルギリウスのローマ建国

叙事詩『アエネイス』の結末の問題を取り上げ、主人公の罪責とゆるしという観点から新たな

解釈を試みるものである。最初に『平家物語』に触れたのは、日本の軍記物語のなかでも戦闘

という人間の殺生行為に対して戦士が抱く罪悪感とそこからの自己救済に光が当てられている

ことを想起するためである。

　戦争を扱った古代や中世の叙事詩においては──例えばホメロスのトロイア戦争の神話的物
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語にせよ、平氏と源氏の歴史的な争いを語る『平家物語』にせよ──戦闘行為をある意味で肯

定し、戦士の武勇や武勲を讃えるという側面は不可欠であろう。作品の後半部でトロイア人と

イタリア人の戦いが語られる『アエネイス』においても、双方の勇士たちの戦闘の描写が伝統

的な手法に則して頻繁に展開している。しかし優れた戦争文学は、もちろん苛烈で華々しい戦

闘の描写を単調に反復して終始することはなく、むしろ殺す側にせよ殺される側にせよ戦う最

中の登場人物の心の動きを敏感にとらえ、そこから劇的な展開を構成して、読者（聞き手）に

人間的な関心と考察を誘うものである。

　例えば上述の『平家物語』のくだりは、一の谷の断崖絶壁を騎馬隊とともに急降下するとい

う源義経の卓抜で勇壮な軍事的作戦が見事に成功し、平氏方の大将盛俊や忠教などの敗死や中

将重衡の捕縛をもたらした源氏軍の大勝利の直後に語られる逸話である。物語を初めて読む者

は、敦盛の死についても、少し前に平盛俊をだまし討ちした猪俣則綱のような関東の荒武者軍

団の冷酷非情な敵将殺害を自然と予想するであろう。しかし作者はその意表を突いて、熊谷直

実の意外な心境の変化を描き出す。

　そもそも敦盛の死のエピソードには二つの目的があったと思われる。一つは、この繊細で美

しい少年が潔く死を受容するさまを描いて、平氏の精神的評価を高めることであろう。これ

は、のちに維盛や重衡などの死を細やかに同情的に語って、古代王朝の文化と同化して滅びて

ゆく平氏一族の美意識を称賛する意図と通じている(2)。しかしここで注目したいのは、むしろ

平氏の敵側の心理に託した作者のもう一つの狙いである。

　手柄のために敵を追った直実は、最初は愛する息子とも重なる若年の相手に気づいて見逃そ

うとするが、しかし戦場の定めゆえにどうしても殺さざるをえなくなる。そして彼は、不本意

ながらも敦盛の生命を奪ったとき、自分が武士であることに深い罪の意識を抱きはじめ、やが

て出家して仏に帰依することで何とかその罪を償なおうと切望する。作者はこうして、一見粗

暴な源氏軍のなかにも人道に感じうる人物が存在し、また戦闘の勝利者となった彼らのなかに

も、弱輩の敵を無慈悲に殺害したゆえにいっそう強く「ゆるし」を得たいという願望が生じた

ことを示している。

　戦争という武力による闘争は、主に多くの敵の生命を暴力的に抹消する相互行為をとおして

勝者と敗者を決定し、内政や外政にかかわる紛争を解決することを目的とする。それは太古か

ら行なわれた人類普遍の営みであり、紛争の解決手段としては原始的ではあるが、現代でもな

お人類の歴史から消滅していない。そして古今東西の戦争文学において叙述の焦点となってき

たのは、戦士たちのヒロイズムや愛国心・民族愛・一族愛とともに、戦争の当事者双方がこう

むる損失と苦難の大きさであった。とりわけ戦争によって敗者にもたらされる悲惨な事態に関

しては、ホメロスの叙事詩やギリシア悲劇が好んで描いたし、『平家物語』も後半では平氏一

族の敗北と没落のさまを克明に語っている。また20世紀の戦争詩の代表作の一つとされ、ス

ペインの内戦をテーマにした英国詩人 W. H. オーデンの熱烈な参戦呼びかけの詩においても、
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最後に強調されるのはその点であった。実際『スペイン1937』は次のように、まさに敗者を

待ちうけている過酷な歴史的現実を前触れして締めくくられている。

　　The stars are dead. The animals will not look.

　　We are left alone with our day, and the time is short, and

　　History to the defeated

　　May say Alas but cannot help or pardon.  (W. H. Auden, Spain 1937, 101‒104)　　

　　（星々は死んだ。動物たちは見ないだろう。

　　われらはただ現在とともに残され、しかも時は短い。そして

　　歴史は敗者にむかって、

　　悲しみの声を送りえても、助けやゆるしを与えることはできないのだ。）

　たしかに、戦争における敗者には救済もゆるしも与えられないという事実ほど読者の感情に

訴え、共感を引き起こす文学的素材はないであろう。太古から人類は戦争を続け、いつまでも

武力闘争をやめようとしないが、だからこそ戦争の犠牲者に対する同情は普遍的な性質を帯び

ており、世界の文学の一つの糧となってきた。しかし戦争の歴史において、「助けやゆるし」

が与えられなかったのは、はたして冷厳な運命に踏みつぶされた敗者のみであろうか。じつは

「歴史」においてはときとして、戦いに勝利し、敵を打ち負かした勝者もまた「救いとゆるし」

を求め、やはりそれらを与えられることはなかったのではないだろうか。

　『平家物語』の「敦盛最期」において源氏の勇者熊谷直実は、殺した相手が歌舞を愛好する

優雅な心の敦盛だったとのちにわかって出家の意志を固めたとある(3)。しかし彼が最初に罪深

い武士の業を自覚したのは、あきらかに名も知らぬこの年若い敵を殺害したまさにそのときの

こととして語られている。つまり、直実の慙愧と自責の最大の原因は、相手がひときわみやび

な平家の公達だったことよりも以前に、自分が圧倒的に卓越した武力によって、非力な若者を

容赦なく殺さねばならなかったそのこと自体であり、みずからのその残忍な行為は、手柄や功

名や出世といった勝者の特権と報償によって平然と相殺しきれるものではなく、また戦さとい

う大義によっても十分正当化することができないという、直感的だが深く胸を苛む思いであっ

た。たしかに『平家物語』は後半で平氏に同情的な傾向が顕著となり、この逸話でも武力でま

さる坂東武者の粗野な精神が敗れた平氏一族に残る古代王朝の優美な文化に屈したという趣旨

を印象づけるような脚色を加えてはいるが、しかし物語のテクストは、直実のこうした罪責意

識の内実と真因をけっして曖昧には描いていないのである。

　一方、歴史上の熊谷直実は、その後実際に出家して法然上人の弟子となり、蓮
れんせい

生と改名して

念仏と布教に余生を費やしたと伝えられる。実在の直実はこうして、源氏の世となってもひた

すら仏教に自己救済の道を求めたのだが、宗教が現実にその心中の煩悶をどれほど癒したかは
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別として、物語の虚構で明らかにされた彼の自責の念が、実人生においてもやはり一過性のも

のではなく、以後生涯にわたって持続したという事実は注目に値する。周知のように、いつご

ろからか高野山には直実の墓と敦盛の墓が相並んで置かれた。それは、贖罪のために終生を捧

げた直実の「ゆるし」への渇望に対して、できれば応えてやりたいと念じた後世の人々のむな

しい願いの証であろう。

　このように『平家物語』は、その叙述の一部においてではあれ、戦争の勝者の側の深い苦悶

の例を取り上げている点で興味深い。一般に戦争文学では、前述のように敗者の苦しみがしば

しば強調され、それに対して勝者の内心の苦悩はあまり語られないが、じつは敗者に劣らず勝

者もまた現実の戦争のなかで深い心の傷を負い、精神の救いを求めるものなのである。本論で

は、『アエネイス』の結末の場面にそのことが集約的に表現されていることを考察するが、イ

タリアでの戦争を語るこの叙事詩の後半部に入るまえに、主人公アエネアスが地中海を放浪中

に体験した重要な精神的出来事について考えておきたい。

２．『アエネイス』における英雄の罪責意識──ディドの死をめぐって

　ギリシア軍の策略によってトロイアが陥落し、都を一族とともに落ち延びた英雄アエネアス

は、すでに約７年の間地中海を放浪してイタリアをめざしていたとき、シチリア島沖で嵐に遭

遇して北アフリカの都市カルタゴ付近に漂着した（『アエネイス』第１歌）。そのころカルタゴ

は、ディドというフェニキア出身の女王によって建設されている最中であった。嵐に疲弊した

アエネアス一行は、ディドが差し延べた援助によって体力と気力を回復し、やがてアエネアス

は気高く美しい女王と深い愛情によって結ばれ、異民族フェニキア人の新都市カルタゴ建設の

事業にも、まるで夫のように親しく協力するようになった。しかし二人の結びつきを背後で促

したのは、トロイア人と敵対する神々の女王ユノと英雄の母神ウェヌスであり(4)、この予想外

の事態をおおいに警戒した最高神ユッピテルは、使者メルクリウスを派遣して、すぐさま目的

地イタリアへと出発するよう英雄に命じた（第４歌）。

　アエネアスはそのとき、神の命令に驚愕する。そして、「ああ、どうすればよいだろう。今

ひたむきな女王をなだめるにしても／思いきってどんな言葉をかければよいのか」（Aen. 

4.283‒284）と逡巡したのち、ただちに船団を整えてひそかに出帆する決意をする。しかし愛

人の企てに気づいたディドは、激しい非難と哀願の言葉を投げかけてアエネアスを引き留めよ

うとする。

　ディドの必死の懇願に対し英雄は、女王との結婚の盟約を否定したうえで、自分は「運命」

（fata）によってイタリアに新たな国を築く使命を与えられている、「フェニキア人のあなたが

／カルタゴの城塞に引き留められているのなら、／いったいなぜトロイア人がイタリアの地に

定住するのを／うらやむのですか」（Aen. 4.347‒350）、「わたしは自分の意志でイタリアを求め

4

（ 4 ）



ウェルギリウス『アエネイス』の結末と戦争の罪責（小川）

るのではないのです」（Id. 361）と固い決意を示す。そのときディドはより深く傷ついて怒り

に燃え、英雄に対して恐ろしい呪いを放つ。

　このあとカルタゴでの物語はきわめて悲惨な結末で終わる。アエネアスの拒絶ゆえに狂乱状

態になったディドが、宮殿内に火葬の薪の山を築き、そのうえに登って、英雄が残した短剣で

自害したのである。しかも死のまえに、彼女は魔術の儀式を入念に行なって神々に祈ったの

ち、船出していくアエネアスに向かっていっそう激しい呪詛を投げかけた。

　　「たとえあの憎らしい男が、

　　港に到着し、陸地に漕ぎつくことが必定で、

　　それをユッピテルの運命が要求し、その結末が動かないとしても、

　　しかしどうか彼が、勇猛の民との戦さに悩まされ、

　　土地を追われ、イウルスを抱くことも奪われて、

　　はては援軍を請い求め、仲間の無残な死を見ることになりますよう。

　　そして不平等な講和の条約に降伏し、

　　待望の王国もこの世の楽しみも味わえずに、

　　時ならずして死ぬめに遇い、埋葬もされず砂の真ん中に置き去りにされますよう。

　　これがわたしの祈りです。この最期の言葉を、血とともに注ぎます。」

  （Aen. 4.612‒621）　　

　ディドはここで、地下の神々への祈願をともなう魔術の儀礼を経たうえで、最後に自殺に

よって自己の生命を呪詛の成就のために捧げて未来の復讐を確実にする(5)。この復讐祈願の宗

教的プロセスは、ソポクレスが『アイアス』において描いた英雄の自殺の手順に類似してお

り(6)、またローマ人のデウォティオ（devotio）という戦争における勝利のための宗教的自殺と

も似通っている(7)。さらにディドの復讐儀礼は、自分を見捨てたアエネアスその人のイタリア

での苦境と無残な死のみならず、この英雄の死後に予定されているローマの歴史に対しても暗

欝な出来事をもたらそうとする。すなわち、彼女の呪いは次のように締めくくられ、第二次ポ

エニ戦争におけるカルタゴの将軍ハンニバルによるローマに対する激しい攻撃を予告している

のである。

　　「さて、おおテュロス人らよ、そなたらは彼の末裔と将来のすべての子孫を

　　憎しみで悩まし続けなさい。わたしの遺骸にはこの捧げものを

　　手向けるのです。両民族のあいだには、いかなる友愛も盟約もあってはならない。

　　さあ立ち上がるがよい、ある者よ、わたしの骨から復讐者として。

　　そして火と剣でトロイアの移民どもを追い回しなさい、
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　　今も、今後も、力の出るかぎりいつのときも。

　　岸辺が岸辺と、海が海と相争い、

　　武器が武器と対峙するようわたしは呪う。彼らもその子孫らも戦うがよい。」

  （Aen. 4.622‒629）　　

　こうして呪詛の儀礼をなし終えたディドは、死に際に「ああ、わたしは幸福だった、あまり

にも幸福だった、もしもわれらの岸辺に／トロイアの船団が着かなかったならば。／……／冷

酷なトロイアの男よ、どうか沖合からこの炎をしっかりと／見届けよ。わたしの死の凶兆をた

ずさえていくがよい」（Aen. 4.657‒662）という言葉を残して自刃する。そしてカルタゴでの逸

話の最後に詩人は、この情熱的なディドの死について、「（彼女は）ふさわしい罰を受けて死ん

でいったのではない」（merita nec morte peribat:  Id. 696）とみずからの考えを述べ、その狂

乱を帯びた悲劇的最期が、けっして彼女自身の罪のために起こったのではないことを示してい

る。

　ディドは、もしアエネアスらトロイア人がカルタゴにやってこなかったならば、女性とし

て、あるいは女王として幸せな生涯を送ったかもしれないし、また少なくとも彼女自身が、そ

のような感慨と怨恨を抱いて絶命した。それでは作者は、彼女の悲劇の原因が、トロイアから

アエネアスらを導いてきた「神々の運命」（fata deum）であり、その抗いがたい力がアエネア

スとディドを結びつけ、彼女を破滅させたと語っているのであろうか。ところが物語において

「運命」は、じつは二人が愛し合うことをまったく意図してはいなかった。もしもそのような

事態を「運命」が予定していたなら、神ユッピテルがいつまでもぐずぐずとカルタゴに滞在し

続ける英雄に激しい怒りを向け、即座にそこを去るようにという強圧的な命令を放つようなこ

とはなかったはずである。また、たしかにアエネアスに対するディドの愛情は、最初はユノと

ウェヌスの二人の女神の企みによって煽られたものであったが(8)、しかしそのいずれの女神も、

けっしてアエネアスに対して女王への愛を吹き込みはしなかった。アエネアスがディドに引か

れて深い情愛を抱き、あたかも夫婦のような生活を受け入れたのは、ほかの誰が促したことで

もなく、英雄自身がみずからの心に従ったためにほかならなかったのである。

　こうして『アエネイス』第４歌は、英雄の冒険や放浪の物語に伝統的に含まれる恋愛や悲恋

のエピソードのパターンを大きく改変し、罪のない愛人を破滅へと追い込んだ主人公の道義心

について問いかけようとする、いっそう深刻で新たな内容の逸話をなしている。例えば英雄の

放浪叙事詩の代表的作品ホメロスの『オデュッセイア』では、主人公オデュッセウスはキルケ

とカリュプソという美しい女性と出会い、比較的長い恋愛生活を体験したが（第10歌、第５

歌）、いずれの場合も円満な離別に終わっており（カリュプソとの場合は女性の側の心理にや

や微妙な点があるが、しかしあとに禍根は残らなかった(9)）、なんら悲劇的な結末とはなって

いない。またロドスのアポロニオス作『アルゴナウティカ』においても、主人公イアソンに対
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するコルキスの王女メデイアの恋の悩みは詳細に語られてはいるが(10)、英雄自身は恋愛に関

して難しい選択を迫られることなく、最後は彼女をともなって故郷ギリシアに無事帰国するの

であり、かつてエウリピデスが悲劇『メデイア』で描いた二人のその後の激しい争いと夫婦関

係の破局にはまったく触れられていない。それゆえギリシア・ローマの英雄の放浪物語では、

例外的にアエネアスという人物のみが、女性関係においてきわめて困難な問題に直面するので

ある。

　第４歌のディドの死に関する逸話は、その後の物語と独立しているように見えながら、しか

し主人公の精神的遍歴という観点から眺めると、その意義はこの叙事詩の底流に触れるもので

あろう。アエネアスはやがてディドの自殺を知り、その事実の重みを正面から受けとめること

になる。だが、そのまえにも英雄は、カルタゴの港から出帆しつつあるときすでに不吉な予感を

抱いていた。第４歌結末の女王の死に起因する宮殿の騒乱と並行する第５歌の冒頭は、遠くか

らディドの火葬台の炎を目にとめたアエネアスの様子を描きつつ、次の詩句で始まっている。

　　その間アエネアスは、すでに沖合に船団の航路を

　　しっかりと定め、北風で黒ずんだ波を切り進んでいたが、

　　振り向くと、今や城壁がエリッサ（ディド）の炎で

　　明るく輝くのが見えた。なぜこれほどの火が燃え上がったか、

　　その原因はわからない。しかし大いなる愛が汚されたつらい苦しみと、

　　情熱にかられた女がなしうることへ思いが、

　　トロイア人らの心を暗い兆しで包んでいた。  （Aen. 5.1‒7）　　

　ここで詩人は「トロイア人らの心」と述べて明確な表現をあえて避けているが、ディドの

「大いなる愛が汚されたつらい苦しみ」（duri magno amore  . . . dolores / polluto: Aen. 5.5‒6）

と、そのために狂乱した彼女の「なしうること」を最も気にかけ、またそれを最もよく感知し

えた（notum: Id. 6）のは、明らかにアエネアス本人であろう。たしかにまだ彼には真相ははっ

きりとしないが、しかし何かうしろめたい気持ち（guilty conscience）(11)、自分への愛に狂う

女の心痛には十分気づいていて、その恐ろしい結果を薄々予想してはいるが、あくまでも見な

いふりをして立ち去りたいという男性特有の落ち着かない心の揺らぎ──そのような現実的で

不安な感情が、ここにきわめて巧みに描写されている。しかし、もちろん詩人はディドの死の

逸話を、主人公のこのような漠とした感情的動揺で完結できるものとは考えなかった。なぜな

ら作者は、その後第６歌の冥界の場面で英雄を女王の亡霊と直接対面させたからである。

　カルタゴを去ったトロイアの一行は、シチリア島でしばらく滞在したのち（第５歌）、イタ

リアのクマエに上陸して、その地のアポロの神殿を訪れた（第６歌）。神殿の下の洞窟には巫

女シビュラが住み、彼女から今後の戦争についての神託を受けたアエネアスは、アウェルヌス
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湖畔の入口から地下に降り、巫女の案内で死者の世界を逍遥する。ステュクス川を渡ってしば

らく行くと、「嘆きの野」（Lugentes campi: Aen. 6.441）と呼ばれる場所が見えてくる。そこ

には、パエドラ、プロクリス、エウアドネ、パシパエなどの「つらい愛ゆえに身を滅ぼした」

（Id. 442）神話的女性たちの霊が隠れ住んでいて、じっと目を凝らして見ると、そのあたりの

「大きな森に、傷もまだ生々しいフェニキアのディドがさまよっていた」（Id. 450‒451）。英雄

は、女王とおぼしきその薄ぼんやりとした姿を見ると、すぐさまそばに近づいて、「涙をこぼ

しながら、やさしい愛の思いから話しかけた」（Id. 455）。

　　「不幸せなディドよ、では真実だったのか、わたしに届いたあの知らせは、

　　あなたが剣で命を絶ち、最期を遂げたというのは。

　　ああ、あなたの死の原因はわたしだったのか。星辰にかけて誓う、

　　天の神々と、地の底に信義があるなら、それにかけても誓おう。

　　わたしは、女王よ、本意に反してあなたの岸辺を去ったのです。

　　神々の命令でした。それは今も、この亡霊たちのなかを行き、

　　わびしく荒れ果てた場所と深い夜のなかを行くように強いている。

　　それが大きな力で強いたのです。わたしは信じられなかった、

　　わたしが去って、あなたにこれほど大きな苦しみをもたらすとは。

　　どうか歩みを止めてください。わたしの目のまえから姿を消さないでください。

　　誰から逃げるというのです。これが最後なのです、運命によりわたしがあなたと話せるの

は。」  （Aen. 6.456‒466）　　

　この場面でアエネアスは、ディドが自害して果てたという事実をはじめて確認する。そして

英雄が最初に亡霊に問いかける「あなたの死の原因はわたしだったのか」という言葉は、ディ

ドとの別離の直後に彼が最も恐れていた点に触れている。なかば輪郭のはっきりしない亡霊に

対して、なかば自己の内面に対して向けられたその言葉は、女王がやはり自分のせいで自殺し

たことを、あたかも自身に納得させようとしているかのようであり、カルタゴを出発したとき

の茫漠とした不安感は、ここではいっそう明瞭な罪の意識に変化している。

　このあと英雄は、こうした自己の罪に対して弁明しようとする。すでにカルタゴでも彼は、

「わたしは自分の意志でイタリアを求めるのではないのです」（Aen. 4.361）と、立ち去る理由

は自分が従うべき「運命」であることをディドに説き伏せようとしたが、この冥界の場面にお

ける「わたしは本意に反してあなたの岸辺を去ったのです」（Id. 460）という言葉は、文意は

ほぼ同一であってもかなり異なるニュアンスを帯びている。つまり、前者は実在の女王に対し

て一定の確信をこめた、ある程度の効果を期待して発せられた主張であったが、後者はすでに

亡霊と化した非在の彼女に対する弁解であり、もはや実効性の乏しいその弁解は、定かでない
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女王の影を動かすことよりも、むしろアエネアスが自身の心に言い聞かせているような印象を

与えるのである。さらに英雄は、「神々の命令」（jussa deum: Id. 461; cf. imperiis: 463）につい

て強調して語ったあと（Id. 461‒463）、「わたしは信じられなかった、／わたしが去って、あな

たにこれほど大きな苦しみをもたらすとは」（Id. 463‒464）と再度強く訴えるが、不幸な結果

は不本意だったと弁明するその言葉も、やはり自分の内心に向けられており、取り返しのつか

ない自己の罪をみずからに対して言い訳し、苦しい良心の呵責からなんとか逃れたいという願

望を表わしている。

　こうしてアエネアスは、ディドの亡霊をなだめる言葉を語りながら、じつは自己の心を相手

にして、自分の罪──正確には自分の罪として動揺しつつ実感している過去のあやまちであ

り、けっして外側から明確に告知され追及された過失ではない──に対する「ゆるし」を希求

する。しかし悔悟の念に襲われて涙を流し続ける彼に対して、眼前の女王の霊は激しく怒りに

燃え、厳しい顔つきを変えようとしない。

　　ディドは両目をじっと地面に向け、顔をそむけたままだった。

　　話しかけても表情を変えぬその様子は、

　　あたかも固い火打ち石か、マルペッソスの巌が立つかのよう。

　　ついに身をそむけると、敵意を見せたまま陰深い森のなかへ

　　逃げ去った。そこには、昔の夫シュカエウスがいて、

　　彼女の苦悩に応え、愛情に報いていた。  （Aen. 6.469‒474）　　

　この場面でのディドの亡霊の態度は、まさに T. S. エリオットが指摘したように、「アエネ

アス自身の良心の投影」(12) として解釈することができる。このディドの拒絶的態度について、

エリオットは「あらゆる詩のなかで最も手応えのある肘鉄砲」（the most telling snub  in all 

poetry）であると諧謔をこめて評しながら、他方で、「この場面の核心はディドがゆるしを与

えないことではない。……最も重要なのは、アエネアスが自分をゆるすことができないことで

ある」と的確に指摘している(13)。頑然と沈黙したままの亡霊の様子は、アエネアスがまった

く望んでいないディドの反応ではなく、むしろ彼の内心が、今ここで自分に対して示してほし

いとひそかに願っている態度であろう。つまり彼女の冷たい拒否は、女王の根深い敵意を意味

するのみならず、「神々の命令」という理由によってはどうしても自己の行動を正当化し、み

ずからの「あやまち」をゆるすことのできない英雄自身の道義心をも鏡のように反映している

のである。そしてアエネアスの深い後悔と自責の念は、この短い場面において英雄の流す「涙」

が三度も言及されることからも明らかである（Aen. 6.455, 468, 476）。アエネアスの心痛と悲し

みの感情は、極度の昂ぶりに達していることがわかる。

　最後に英雄は、「この不遇な事態に心揺さぶられ、／涙しながら遠くまで見送り、去りゆく人
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を憐れんだ」（Aen. 6.475‒476）と語られる。アエネアスの心を揺さぶる「不遇な事態」（casu 

iniquo:  Id. 475）とは、同情すべきディドの自死のみならず、この薄暗い世界で今体験したば

かりの、誰からも慰めを得られない彼自身の心中の出来事をも示している(14)。

　ところで、第４歌のディドの自殺が悲劇『アイアス』をモデルの一つとして構想されたよう

に、この冥界での場面も、同じく英雄アイアスが死後に亡霊となって、放浪中のオデュッセウ

スと対面する『オデュッセイア』第11歌の冥界の場面を下敷きにしていることはすでに指摘

されている(15)。ホメロスの描いたその場面でアイアスの死霊は、アキレウスの武具を獲得し

たオデュッセウスに対して怒りを抱き続け、一言も語らず沈黙したまま闇に消えていく（Od. 

11.541‒567）。

　その際、オデュッセウスは亡霊に対して、神ゼウスが呪うべき武具によってギリシア勢を罰

するためにアイアスを死に追いやったと主張して、ほかの誰にも罪はなかったと弁明する。し

かしそのオデュッセウスの態度には、自己の弁明に対するなんらかの反応を期待している様子

は見られない。そもそもオデュッセウスは、アイアスの自殺に対してさほど深い罪悪感を抱い

ているわけではなく、それゆえ彼は、どうか怒りを抑えてほしいと最後に述べるだけで、相手

が自分をゆるすかどうかということにはほとんど関心を示していない（もちろん感情的になっ

て涙を流すこともない）。実際この場面の最後には、「このとき怒りながら彼がわたしに語りか

け、あるいはわたしが彼と話すこともできたかもしれないが、／わたしの胸にはそれよりも、／

ほかの死者たちの霊魂に会いたいという気持ちが起こった」（Od. 11.565‒567）と述べており、

彼はアイアスの霊との対面そのものに興味を失って、別の亡霊のところへと急ぐのである。

　このホメロスの場面と比較すると、ウェルギリウスがアエネアスとディドの死霊との出会い

を物語全篇の核をなす場面としてどれほど重視し、いかに大きな精神的意味を担わせたかをよ

く理解できるであろう。女王の亡霊が主人公をゆるすかどうかという点は、主人公が自己をゆ

るすことができるかどうかという問題とほぼ同義であった。叙事詩の前半部で提示されたこの

切実な問題は、このあと「運命」によるローマ建国のためのイタリアでの戦争を語る後半部に

おいても続いていく。そこで次章では、そのことについて考察したい。

３．戦争における罪責意識──イタリアでの戦い

（１）　戦争の勃発
　『アエネイス』後半（第７～12歌）では、トロイア人らがイタリアのティベリス河口付近に

上陸したときに勃発したイタリア人との戦争が語られる。この戦争については、すでに第６歌

でアポロの巫女シビュラがアエネアスに対して、「すでにラティウムには、もう一人のアキレ

スが生まれている。／……そのうえ仮借なきユノが／どこまでもつきまとうだろう。／……／ト

ロイア人にかくも大きな災いの原因をなすのは、ふたたび異国の妻であり／ふたたび異国との
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婚礼である」（Aen. 6.89‒94）と、その様相があたかも第二のトロイア戦争となるかのように予

告していた。

　この予言は、かつて小アジアでスパルタ王妃ヘレネをめぐってトロイア人とギリシア人が

争ったように、イタリアでもまもなくラウレンテス人の王ラティヌスの娘ラウィニアの結婚を

めぐって、トロイアの英雄アエネアスとイタリアの勇士トゥルヌスのあいだに熾烈な戦いが起

こることを前触れしているのであるが、しかしウェルギリウスが構想した戦争の構造は、たん

にイタリアの一部族ラウレンテス人の王女の婚姻とその結果としてのラティヌス王の部族の支

配権の継承という範囲を越えて、いっそう広い領域の統治に関わるものになっている。すなわ

ち、イタリアに上陸したトロイア人が移住の許可を求めて交渉したのは、ラウレンテス人の王

であるのみならず、「ラティニ人」という集合的民族の首長としての地位にもあるラティヌス

であり、したがってその後のアエネアスの戦争は、中部イタリアの諸部族が連合して形成して

いたその集合的民族ラティニ人を相手に行なわれ、その戦いの結果は、ラティニ人全体の支配

権を左右するものとなっているのである(16)。

　詩人のこのような文学的構想が、従来の歴史伝承の大胆な改変にもとづくとともに、現代の

歴史研究が明らかにした古代中部イタリアの宗教的状況とある程度符合していることはすでに

論じたので省略するが(17)、いずれにしても、この叙事詩後半の戦争がたんなる王女の婿の選

択をめぐる二人の英雄の「神話的な」争いではなく（もちろんこの側面は物語の重要なモチー

フとはなっているが）、歴史においてローマがかつて構築したラティウム地方の広汎な支配を

原型として踏まえて語られた「政治的な」紛争であることも念頭に置く必要があろう。

　さて、そうした政治的な争いには、王家の婚礼という神話的モチーフのみに依存した叙述で

は描ききれない現実的な要素が数多くあるが、作者はローマ人によるイタリアでの歴史的な征

服戦争のあり方をも想起できるように、戦争の原因や勃発の動機、あるいは戦闘の経過や紛争

収拾のプロセスについて細かな配慮を施している。

　まず戦争の原因と勃発の動機を見てみると、ラティヌス王が「婿は異国から現われるであろ

う」（Aen. 7.98）という父神ファウヌスの神託を受けたあと、トロイア人アエネアスの到着を

知り、この「異国の」英雄を娘の夫にしようと決意したために、以前からラウィニアの有力な

求婚者であったルトゥリ族の王トゥルヌスがその縁組に反対して立ち上がるという成り行きを

読み取ることができる。しかしラティヌスが受けた神託は、もちろん最初はトロイア人には知

られておらず、アエネアスの代理の使節がラティヌスの宮殿を訪れて王に求めたのは、「神々

の運命」（fata deum: Id. 239）に従ってイタリアに来た自分たち一行にわずかな居住地が与え

られることだけであった。そのときラティヌスは、「婿は異国の岸辺から来るだろう」（Id. 270; 

cf. 254‒258）という神託を思い出して、その予言を使節に伝えるとともに、トロイア人を歓迎

する意向を示す。そして王は、「運命」が求める婿はアエネアスだと思うとも述べ（Id. 272‒

273）、「主客の関係」（hospitium）を結んで「同盟者」（socius）となるために、アエネアス自
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身が直接自分に会いにくるようにと告げる（Id. 263‒265）。

　このラティヌスとトロイア人の使節とのやり取りは、その後の状況の変化を正確に把握する

うえで重要である。ラティヌスは神託に従って、アエネアスを王女の婿に迎えうると同時に政

治的な同盟者として連携しうる人物と見なしており、とりわけ後者の可能性については「講

和」（pax: Aen. 7.266）という語で提示しているが、しかしそれを現実に成立させるための必

須条件として、彼は「（トロイア人の）王の右手に触れたなら、わたしには講和の半ばがなる

だろう」（Id. 266）と明確に述べ、自分と英雄との直接の面談を強く求めている（cf. adveniat, 

vultus neve exhorrescat amicos「彼にここへ来てもらいたい。盟友としての面会を恐れては

ならぬ」：Id. 265‒266）。そして宮殿からもどった使節は、もちろん「講和」に関する王からの

こ の 提 案 を 確 実 に ア エ ネ ア ス に 届 け て い る（dictisque Latini /. . .  redeunt pacemque 

reportant:  Id. 284‒285）。このラティヌスとの「講和」の成立こそ、アエネアスが使節に命じ

た最大の目的だったからである（pacem exposcere Teucris: Id. 155）。

　しかしラティヌスがトロイア人の要求に応じて提示した「講和」は、その後女神ユノから送

られた怒りと狂気の神アレクトが働きかけたトゥルヌスによって妨げられる。そしてこの反ト

ロイア側の動きもまた、同じく「平和・講和」（pax）という点を中心にして展開する。ユノ

はまずアレクトに、「結ばれた講和（pax）を粉砕せよ」（Aen. 7.339）と、まるで敵の講和が

すでに成立したかのようにそそのかし、ついで老婆に扮したアレクトもトゥルヌスに向い、

「さあ行け、テュレニアの戦列を倒せ。ラティニ人の平和（pax）を守るのだ」（Id. 426）と煽

りたてる。それに対してトゥルヌスは、最初アレクトに反論して、「戦争にせよ平和にせよ

（bella  . . . pacemque）、男たちが行なうものだ。戦さは男がなすものだ」（Id. 444）と事態を冷

静に受けとめるが、再度アレクトが強く刺激すると、「平和が汚されたうえは（polluta pace）、

ラティヌス王のもとへ向かえ」と軍隊に命令する（Id. 467‒468）(18)。

　このようにイタリアでの戦争は、トロイア人が要求し、ラティヌスが支持しようとしている

「講和」と、トゥルヌスが先頭に立って維持しようとする「平和」と秩序が正面から対立する

情勢のなかで発生する。つまり両者ともにそれぞれ異なる pax を求めており、この pax のあ

り方の根本的な食い違いこそが、物語の戦争に歴史的な現実性を与えている。もちろんトロイ

ア人の側には「運命」という超越的な力が大きな拠り所として存在しているが、しかし詩人は

この神話的戦争にいっそう政治的な意味を帯びさせるために ､「運命」に対抗するトゥルヌス

の側にもユノという強力な女神のうしろ盾を与えて、双方が天界の支持を受けて各々の主張の

正当性を争い合うという構図を設定したのである。

　こうした政治的状況のなかで、結局ラティヌスが提案した講和の条件を実行する機会は奪わ

れてしまい、戦争が勃発する。すなわち、アエネアスが直接ラティヌスと会って合意と盟約を

達成することを不可能にする事件が起こるのである。このときもまたアレクトの干渉がきっか

けとなるが、アエネアスの息子イウルスが土着の娘シルウィアによって大切に飼育されている
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雌鹿を射殺したため、イタリアの農民たちが武器を持って決起し、トロイア人らと衝突した結

果（Aen. 7.519‒539）、流血の惨事を訴える民衆がラティヌスの王宮を囲み、トゥルヌスととも

に戦争の開始を要求する（Id. 572‒585）。王はそこでトゥルヌスを非難するが、老体ゆえに巨

大な群衆の声には逆らえず、宮殿のなかに閉じこもってしまう（Id. 586‒600）。そして「戦争

の門」はユノの手で開かれ、イタリア中からトロイア人を撃退するための軍隊がトゥルヌスの

もとに結集して、大きな軍事的紛争の火ぶたが切られるのである（Id. 601‒817）。

　ラティヌス王が事態の収拾を放棄し、集合的民族ラティニ人全体の政治的舵取りはその軍隊

を統括するトゥルヌス(19) に委ねられた。彼はみずからの判断でラウレンテス人の都の城砦に

軍旗を掲げ、非常事態を宣言する（Aen. 8.1‒8）。一方トロイア方は敵の大軍をまえにしては少

数で勝ち目がなく、深く悩んだアエネアスは河神ティベリヌスの啓示を受けてティベリス川を

さかのぼり、パランテウムという土地に住むアルカディア人の王エウアンデルに援軍を求めに

いく。アルカディア人の援軍とてもさほど多数ではないが、エウアンデル王はアエネアスに、

気鋭の若い息子パラスが率いる騎馬隊とともに、エトルリアの地で暴君メゼンティウスに反逆

したタルコンらの軍勢についての情報を提供してくれた。エトルリア人の軍勢は、神託によっ

て「異国の指導者」（Id. 503）を待望しているということである。しかし王は別れ際に、出陣

するパラスの手を握りしめ、涙しながら息子の無事な帰還を切に祈る（Id. 558‒584）。老いた

父親の不安に満ちたその言葉は、あたかも息子の不幸を予感しているかのようであった。

（２）パラスの死
　アエネアスが不在のあいだ、トゥルヌスの軍隊はトロイア人の陣営に激しい先制攻撃をかけ

た（第９歌）。陣営で父の留守を預かる少年イウルス（アスカニウス）は、窮地を脱するため

にニススとエウリュアルスという二人の若い戦士にアエネアスへの緊急連絡の任務を与える

が、二人は不運にも敵軍に殺され、戦況はますます不利となった。しかし猛烈なトゥルヌスの

包囲戦に対してトロイア軍も奮戦してかろうじて持ちこたえていたとき、アルカディア人とエ

トルリア勢の援軍をともなった英雄が帰ってくる（第10歌）。

　こうして海岸近くの戦場では、トロイア軍とイタリア軍との全面的な会戦が開始した。双方

ともに全力を傾けた熾烈な戦闘を展開するうちに、トゥルヌスが味方の豪勇メゼンティウスの

子ラウススを押しのけて、政敵エウアンデルの息子パラスと対戦しようとした。パラスもこの

年長の敵の挑戦にひるまず堂々と決闘を受けるが、しかし実力の差は明瞭であり、彼はトゥル

ヌスの最初の槍の一撃で倒れる。そしてトゥルヌスはパラスの死体を踏みつけ、のちに自己の

死をもたらすことになる武具──ダナウスの娘たちよる花婿殺害を描いた黄金の剣帯──を奪

い取る（Aen. 10.495‒500）。

　パラスを討ち取ったトゥルヌスが敵の一翼を崩してイタリア軍は利を得たものの、しかしこ

の不運な若者の死はやがて戦況を大きく変える原因となった。とりわけアエネアスがこのパラ
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スの死を知ると、彼を討った敵将トゥルヌスとの対決を求めて猛烈な勢いで反撃し、荒れ狂い

ながら、おびただしい数の敵勢を殺戮したのである（Aen. 10.510‒604）。この凄まじい英雄の

戦闘は、物語中「敬虔な（pius）アエネアス」とつねに称されるこの人物の行動としては異例

である。すなわちそのときアエネアスは、パラスの霊に捧げる生け贄として８人の兵士を生け

捕りにし、嘆願して助命を乞う敵兵を次々と無慈悲に殺していく。たしかに叙事詩において戦

闘中に嘆願する敵を殺すことはとくに異常ではなく、例えば『イリアス』では戦場での嘆願者

はほぼ例外なく殺されている(20)。しかし『アエネイス』において「敬虔」とともに「仁愛」

をも意味する pietas の体現者である主人公が繰り広げるこの非情な殺戮場面は、読者に違和

感を与えるために描かれたと言わざるをえないだろう。そのため従来しばしばこの場面は、主

人公の人物像と矛盾するものであり、そこにはいわば英雄の pietas の破綻が描かれていると

解釈されてきた(21)。しかし筆者の考えでは、この場面を単純に pietas の「破綻」と見なすの

はやや性急であると思われる。

　パラスの死の知らせを聞いたとき、アエネアスの反応は次のように語られている。

　　英雄の目には、パラスとエウアンデルが、

　　異国の者として最初に訪れた食卓が、

　　右手で交わした約束が一挙に浮かんだ。  （Aen. 10.515‒517）　　

　簡潔な表現であるが、ここで主人公の心が一瞬大きく動揺したことと、さらにその原因が、

みずからのためにあえてアルカディア人の王に助けを求めたにもかかわらず、その際に得た厚

意をパラスの死という最悪の事態で無に帰してしまったという深い罪責の念であることがわか

る。そして詩人はこれらの詩行のすぐあとに続けて、

　　　　　　　　　　　　彼はそのときスルモの子である

　　四人の若者を、またウフェンスが育てた同数の青年を

　　生け捕った、死霊への生け贄として屠り、

　　火葬の薪の炎に捕虜の血を振りかけるために。  （Aen. 10.517‒520）　　

と述べ、過失ゆえの自責の意識に襲われた英雄が反射的に取った行動こそが、戦場での冷酷で

野蛮な報復行為であることを示している。

　ここでアエネアスの殺戮の動機をいっそう明らかにするために、『イリアス』においてパト

ロクロスが討たれたあとのアキレウスの戦場での行為を想起してみよう。友人の死後戦線に復

帰したアキレウスは、仇敵ヘクトルを求めてスカマンドロスの川辺で12人の若いトロイア兵

士を「パトロクロスの血の償いとして」（Il. 21.28）生け捕りにし、またのちの友人の葬儀のと
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きには、実際彼らを殺して火葬の薪のなかへ生け贄として投げ入れた（Id. 23.175‒176）と語

られる。しかしアキレウスの場合、たしかにそうした行為は英雄自身の「邪悪なたくらみ」

（Id. 176）であると述べられはしても、それが友人を失った罪責感にかられた衝動的行動で

あったことを示唆する言及はない。このことは、上述の生け捕りの場面の直後に描かれる、ア

キレウスによるプリアモスの子リュカオン殺害の場面についても言えるだろう。リュカオンは

以前に自分を捕らえて売ったアキレウスに対して、まえに自分を売って牛百頭分の儲けを彼に

もたらしたことなどについて述べながら必死で助命を嘆願するが、アキレウスは次のように

言ってきっぱりと拒絶する。

　　「愚か者め、身代金のことなどを口にして、くどくどと語るな。

　　パトロクロスが運命の日に遇うまでは、

　　トロイア人をゆるすのもよかろうと思って、

　　生け捕りにして売り払ったことも多かった。

　　だが今は、イリオンのまえで神がわたしの手に委ねた者は、

　　誰一人として死を逃れることはできぬ。

　　………………………………………………………

　　さあ、友よ、おまえも死ね。なぜそれほど嘆くのか。

　　おまえよりもはるかに優れたパトロクロスも死んだ。

　　わたしもどれほど立派で大きい者か見えないのか。

　　わが父は豪勇の士、わたしを生んだのは女神だが、

　　このわたしにも、死とあらがえぬ運命が来るのだ。」  （Il. 21.99‒110）　　

　パトロクロスが死に、その仇を討ったあとやがて自分が死ぬ。これはアキレウスにとって、

いかに大きな痛恨をともなうことであっても「あらがえぬ運命」（moira krataie）である。す

でに第18歌において、友人がヘクトルに討たれたことを知った英雄は、「ああ、おまえの命は

もう長くはないでしょう、息子よ。／ヘクトルのあとには、すぐおまえにも死の運命が待って

いるから」（Il. 18.95‒96）と言う母神テティスに対して、「すぐにも死にたいのです。友が討た

れるのを／救う定めでなかったのですから。彼は故国を遠く離れて果てました。／災いを防い

でやるべきわたしがいなかったのです」（Id. 98‒100）と語り、このあとさらに「わたしは死の

運命を受け入れるつもりです、／ゼウスや他の神々がそれを果たそうとするときには」

（Id. 115‒116）とも述べている。この明確な死の受容こそが、パトロクロスを失ったアキレウ

スの行動の根底にあり、それが友人の死に対する深い悔恨の淵から彼の心を救いあげ、その後

の猛烈で冷酷な復讐の戦いに一種の明朗性と一貫性を与えている。上述の戦闘場面でアキレウ

スは、嘆願者リュカオンに対して「さあ、友よ、おまえも死ね」と言い放つが、したがってそ
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の言葉には屈折した皮肉な意味はなく、生の世界では敵として隔てられていた相手を、彼は

今、目前の死において互いに運命を共有すべき真の…「友人」（philos）として迎え入れよう

としているのである。言い換えれば、リュカオンを殺すことは、生の世界を去る決意を固め、

もはや生きるための身代金を受け取ることがまったく無意味となったアキレウスからの唯一の

「ゆるし」を含意しているとも言えるだろう(22)。

　他方アエネアスの場合、一見同じように見える復讐の殺戮も異なる意味を帯びている。８人

の若者を生け捕ったあと、英雄はマグスという兵士を狙うが、そのときマグスは、ちょうど

リュカオンがしたように助命を嘆願する。

　　「父君の霊と育ちゆくイウルスへの希望にかけて

　　お願いする。この命を息子と父のために救いたまえ。

　　わが館は高くそびえ、その奥深くには彫刻した重々しい

　　銀が埋まっている。またわたしには黄金も、加工したもの、

　　未細工のものが大量にある。トロイア人の勝利は、

　　ここで左右されることはない。たった一人の命でたいした違いは生じまい。」

  （Aen. 10.524‒529）　　

それに対してアエネアスは、

　　「銀であれ金であれ、おまえの言うその多量のものは

　　自分の息子らに残しておけ。そんな戦さの取り引きなどは、

　　パラスを殺したあのときにもう、トゥルヌスが先に終わらせた。

　　父アンキセスの霊もイウルスも、それには同感しているのだ。」  （Aen. 10.531‒534）　　

と述べたのち、「兜を左手でつかみ、嘆願する首を／うしろへねじ曲げて、柄まで剣を突き刺

す」（Aen. 10.535‒536）。ここでマグスは身代金のみならず、最初にアンキセスとイウルスへの

情に訴えて、pietas で名高い英雄の同情を得ようとしたが、身代金についてだけでなく、父子

の pietas の点でも拒否される。なぜならトゥルヌスがパラスを殺したことが、親子の情によ

る共感を奪い去ったからだ、と英雄は答えるのである。

　しかし、パラスはトゥルヌスによって殺されたとはいえ、それは戦場での決闘による結果で

あり、実力の差が明らかなその勝負を未然に防いで若者の生命を守れなかったのは、じつはア

エネアス自身である。前述したように、パラスの死の直後に彼はそうした自分の過失をはっき

りと認識しており（cf. Aen. 10.515‒517）、その痛恨と罪責の念こそが、pietas による他者への

共感を彼自身の心のなかで凍結させ、敵兵への態度をすっかり硬直させてしまった最大の原因
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であろう。ここには、アキレウスがリュカオンに向かって「さあ、友よ、おまえも死ね」とい

う直截な言葉で示した死の運命の共有による「ゆるし」はなく、むしろパラスとエウアンデル

に対する pietas に応えられなかった自己をどうしてもゆるせないという強い倫理感が、敵に

対してもことさら無慈悲にゆるしを拒む冷酷さとなって表われているのである。

　このあとアエネアスは、ハエモニデスという名の神官さえ敵兵ゆえに容赦なく「屠る」

（immolat: Aen. 10.541）。またファウヌスとドリュオペの子でタルクイトゥスという兵士に対

しては、嘆願の言葉を述べている最中にその首を切り落とし、頭のない胴体を蹴り転がしなが

ら言う。

　　「さあそこに休んでいろ、恐ろしいやつめ。おまえなぞ最良の母親が

　　土に葬りはしまいし、重い祖先の墓に入れることもあるまい。

　　捨てられたまま猛禽の餌食になるか、渦のなかに沈んで

　　波に運ばれ、飢えた魚どもがその傷をなめるだろう。」  （Aen. 10.557‒560）　　

　ここでも詩人は母や祖先への言及によって pietas を想起させ、主人公にその家族愛を踏み

にじらせる。さらに作者は、アエネアスの戦闘をユッピテルに対する百手巨人アエガエオンの

攻撃にたとえたのち、二頭立て戦車に乗ったルカグスとリゲルという兄弟戦士との対決を描く

（Aen. 10.575‒601）。この場面では、二人の兄弟と二頭の馬との一致団結した行動に対して英雄

は苛立って立ち向かう（haud tulit Aeneas tanto fervore furentis; / inruit: Id. 578‒579）。まず

戦車を操縦するリゲルは馬の力と勇気を誇る（Id. 581‒583）。一方ルカグスは剣を振り回して

攻撃するが、アエネアスの投げ槍に当たって戦車から投げ出される。そのとき瀕死の状態で地

面に転がるルカグスに対して、「敬虔なアエネアスは苦々しい言葉を投げかける」（pius 

Aeneas dictis adfatur amaris: Id 591）。

　　「ルカグスよ、馬どもは臆病に逃げ出しておまえの戦車を

　　裏切ったのではない。敵のむなしい影のために向きを変えたのでもない。

　　おまえこそが車から飛び出して馬のつがいを見捨てたのだ。」  （Aen. 10.592‒594）　　

　ところでこの場面では、なぜ「敬虔な」（pius）アエネアスの言葉は「苦々しい」（amaris）

と語れるのだろうか。例えば注釈などでは、ここで英雄が意外にも pius と形容されるのは、

彼がこの敵兵殺しをパラスの死に対する復讐として、すなわち同盟者への忠節にもとづく義務

として行なうからであると解釈され、他方その行為が敵側の pietas ──ここでは兄弟の強い

結びつきとして表わされる──を否定する残忍さをともない、それを主人公が意識しているた

めに、その言葉は amaris と形容されるのだと説明されている(23)。しかしルカグスに対するア
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エネアスの言葉は、馬と兄弟との関係について述べており、兄弟愛に関して言及されるのは、

このあと戦車から落とされた弟リグスが嘆願中に殺される次の場面である。

　　　　　　　　　弟は同じ戦車から滑り落ちたため、

　　不運にも無力な両手を差し延べた。

　　「あなたと、このようなあなたを生んだ両親にかけて、

　　トロイアの勇者よ、この命を助けてくれ。嘆願する者を憐れんでくれ。」

　　さらに哀願を続けるが、アエネアスは「さきほどおまえは、さようなことを

　　言わなかった。死んでもらおう。弟として兄を見放すな」と言い、

　　命の隠れている胸を刃で切り開いた。  （Aen. 10.595‒601）　　

　ここでは殺害されたリグスは兄の死を追うのであり、「敬虔な」アエネアスの非情な言葉は、

彼自身の「苦々しい」思いととともに、死による兄弟の結合を暗示して皮肉な響きも伝えてい

る。だが、それに対してルカグスの死に続く先の英雄の言葉では、馬が戦車を裏切ったのでは

なく、ルカグスのほうが戦車から飛び出して馬を見捨てたと語られる。もちろん、ルカグスは

敵将の攻撃を受けて車から放り出されたのだから、彼にとっては自己の死を嘲るこの言葉は辛

辣で「苦々しい」ものである。しかしそれがアエネアス自身にとっても「苦々しい」ものだと

すれば、おそらくルカグスの姿が英雄自身を映し出しているからではないだろうか。先の戦闘

中にパッラスは、強豪トゥルヌスから怯えて逃げることなく、潔く決闘で討たれた。パッラス

は、あたかも眼前の二頭の馬のように、最後まで味方を裏切らずに奮闘したのである。それに

対し、忠実な馬を見放して戦車から飛び出したかに見えるルカグスのように、トロイア軍に尽

くす果敢なパッラスを防御しえずに「見捨てた」のは、じつは「敬虔な」とつねに評されるト

ロイア軍の大将アエネアスであった。つまり英雄は、敵兵ルカグスに嘲罵を浴びせながら、じ

つは自分自身を「苦々しい」気持ちで咎めているのである。

（３）ニススとエウリュアルスの死
　ここでアエネアスの自責の念をより正確に理解するために、第９歌で死んだニススとエウ

リュアルスの逸話（Aen. 9.176‒449）について考えてみるのも無益ではないだろう。この若い

トロイア方の二人の友人は、イタリア軍に包囲されて窮地に陥った味方の陣営に活路を見いだ

すため、パランテウムへ赴いたアエネアスへの使者の役目を買って出て、危険な夜の平原へと

出発した。彼らは途中に敵陣を通過したおり、泥酔して眠る多数の兵士を夜陰に紛れて殺戮

し、さらに年少のエウリュアルスは戦利品に魅せられて、敵の見事な兜を奪って頭に被った。

だが、そのあと不運にも敵の騎馬隊が近づいて、闇のなかでかすかに光る兜に気づいた。騎馬

隊長は呼びとめたが、二人は暗い森のなかへ逃げ込んだ。彼らは道に迷い、互いにはぐれ、ニ
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ススがふたたびエウリュアルスを見つけたときには、すでにその年下の友人は敵勢に捕まって

いた。驚いたニススは、友人を助けようと闇のなかから投げ槍を放った。敵兵たちは見えない

相手に怯え、隊長は怒り狂ってエウリュアルスを刺そうとした。するとそのときニススは、

「これほど大きな悲しみに耐えられず」（Id. 426）、大声で叫んだ。

　　「わたしだ。張本人は、ここにいるわたしなのだ。わたしに剣を向けよ、

　　ルトゥリ人らよ。罪はみなわたしにある。その男は何もしようとしなかったし、

　　できさえもしなかった。それは天と星を証人に誓う。

　　彼はただ、不運な友を慕いすぎただけなのだ。」  （Aen. 9.427‒430）　　

しかしその叫びもむなしく、エウリュアルスは刺し殺されて息絶えた。それを見たニススは、

闇から敵中に突進した。そして群がる敵勢のなかで友人の命を奪った隊長を刺し殺すと同時

に、みずからも隊長に刺されて絶命し、最愛の友人の死体のうえに重なるように倒れ伏した。

　このエピソードにおいてニススは、前述の戦場におけるアエネアスときわめて類似した状況

に置かれている。二人の友人のうちで年長の彼は、年少のエウリュアルスを守るべき立場に

あったが、森で友人を見失ってしまい、そのため守り手をなくして一人きりになったエウリュ

アルスは、たやすく敵に捕えられた。同じく青年パラスは、戦場で意気はやり、アエネアスの

主力勢から孤立した戦闘のなかで強力な敵将によって討ち取られた。エウリュアルスが敵に殺

されようとしたとき、ニススが「大きな悲しみ」（tantum dolorem: Aen. 9.426）に耐えられな

かったのは、たんに友人に死が迫っていることを発見したからではなく、むしろその原因が友

人を孤立させた自己のあやまちであることを、彼がその瞬間に深く悔いたためであろう。「罪

はみなわたしにある」（mea fraus omnis: Id. 428）と彼は叫んでいる。そしてニススはエウリュ

アルスが殺害されると、あたかも自己の過失を償うかのように、友人を殺した敵に激しく襲い

かかって復讐を遂げ、みずからも命果てた。第10歌の戦場で殺戮に荒れ狂うアエネアスの心

理はこのように、すでに第９歌の逸話で予示的に語られていたのである。

　そもそもニススとエウリュアルスの行動は、最初にニススがこの年少の友人に大胆な提案を

語ったことから始まっていた（Aen. 9.184‒196）。その最初の計画は、功名心にはやるニススが

単独で出発し、危険な夜の任務を果たしてもどるというものだった。そのとき自分を置いてい

くことに反発したエウリュアルスが「この胸にも日の光を見下す気概があり、／あなたが望む

その名誉を買うために命を支払っても高くはないと信じている」（Id. 205‒206）と同行を主張

したため、ニススは「もしも神か偶然が逆境に引き入れるなら、／君には生き残ってほしいの

だ。君の年齢のほうが生きるにふさわしい」（Id. 211‒212）と慎重に諭しながらも、友人の強

い意欲に押されて同行を認めてしまう。エウリュアルスの死は彼が最も恐れた事態であった

が、上述のように計画の決行後、敵に囲まれてその心配な予想が現実となったとき、自分のた
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めに友人を犠牲にしたという激しい動揺と自責がニススを襲ったのである。そのあとニススが

なしたことは、多勢の敵中への絶望的な復讐の攻撃であるが、それは同時に、死によって自己

を処罰しようとする衝動的行動でもあった。不運な友の死の報復を成し遂げ、さらに自己のあ

やまちを償って息絶えたニススの最期は、「身体を刺し貫かれたあと、死んだ友のうえに身を

投げ出して、／ついにそこで穏やかな死の安らぎを得た」（Id. 444‒445）と語られる。ニススに

とって死は、愛する友人とふたたび結びつく手段であるとともに、罪の苦しみからの救いでも

あったのである。

　戦場で荒れ狂うアエネアスの心境と友の復讐のために決死の突撃をしたニススの心理は、い

ずれも自分より年若い友人を守れなかったという激しい後悔から生じた点で似ているが、後者

には死への願望も認められるため、ニススの行動はその点でアエネアスの戦闘態度とは異なる

ように見える。しかし戦闘での猛烈な攻撃は自己を死の危険にいっそう近づける行為であり、

戦場の英雄にも死に対する差し迫った意識がなかったとは言えない。とりわけ第10歌の戦闘

中において、宿敵トゥルヌスがユノの画策で戦場から遠ざかり、巨人オリオンにたとえられた

強敵メゼンティウス（Aen. 10.763‒767）が最前線に躍り出たとき、即座に対戦の構えをとるア

エネアスは、すでに同じく巨人のアエガエオンと比べられたとはいえ、生死をかけた対決を覚

悟したであろう。

（４）ラウススの死
　メゼンティウスとの決闘では、アエネアスの投げ槍が相手の鼠躐部に当たり、トロイアの英

雄は剣を抜いて狼狽する敵に迫った(24)。するとそのとき、思いがけない事態が発生した。メ

ゼンティウスの若い息子ラウススが飛び出してきて、父親をかばって盾で英雄が振り下ろす刃

を押し止めたのである。息子に守られたメゼンティウスはかろうじて逃れ去り、アエネアスは

目のまえに突然現れた年若い敵を相手にすることになった。英雄は向う見ずな若者を制して言

う。

　　「死ぬつもりで誰に挑むのか。力を越えた無謀というものだ。

　　軽率な男よ、親思いに目がくらんだのか。」  （Aen. 10.811‒812）　　

　アエネアスはラウススとの戦闘を回避しようと、こう言って威嚇した。彼が攻撃から一瞬立

ち止まったのは、相手の若さのためであるとともに、その「親思い」（pietas）に感応したか

らである。アエネアスがパラスの死後この時点まで心中に凍結させていた pietas は、ようや

くこの若者の pietas に反応して息を吹き返すかに見えた。しかしラウススは、敵の制止の言

葉を受け付けなかった。我を忘れてなおも勇み立つ若者を見て、英雄はふたたび強い殺意に燃

え上がる。
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　　　　　　　　　　　　　今やトロイアの将の胸中に

　　なおいっそう激しい怒りがこみ上げて、ラウススの最期の

　　命の糸を、運命の女神たちは摘み取った。アエネアスは強靭な剣を

　　若者の体の中央に突き通し、刀身のすべてを埋め込んだ。

　　剣先は貫いた、猛々しい者には軽い武具の小さな盾も、

　　母親がしなやかな金糸で織った短い衣も。

　　胸元は血で満たされた。  （Aen. 10.813‒819）　　

　これは、本論の冒頭で述べた『平家物語』の「敦盛最期」を彷彿とさせる場面である。「敦

盛最期」には若者の「親思い」に感応するというモチーフはないが、いずれの場面でも、老練

の勇士が相手の戦士を、最初は若年のゆえに逃がそうとし、そのあと戦いの勢いに促されて無

慈悲に殺害する（ただしアエネアスの場合、若者を殺す動機が迫ってくる味方の攻撃という外

的要因ではなく、心中にこみ上げた怒りという内的原因である点は熊谷直実の場合とは異な

る）。そしてどちらの勇士も、若い敵を殺したあとで深く悔やむのである。戦場では異例とも

言えるアエネアスの心象を、詩人は次のように描いている。

　　だがアンキセスの子は、死んでいくラウススの顔と表情が

　　不思議に青ざめていくのを見たとき、

　　深く嘆きながらため息をつき、右手を差しのべた。

　　そして父の情に似た気持ちが心に沁み入った。

　　「おお哀れな子よ、何をおまえの立派な行ないに報いて、

　　敬虔なアエネアスは何を与えればよいのか、これほどの心ばせにふさわしく。

　　おまえが喜んで着た武具はそのまま持つがよい。おまえの体も、

　　もしそんな気遣いに意味があるなら、父祖の霊と灰のところへ返してやろう。

　　だが不幸な子よ、このことだけは不運な死の慰めになるだろう、

　　大いなるアエネアスの腕でおまえが倒れたことが。」  （Aen. 10.821‒830）　　

　熊谷直実は敦盛殺害直後に、「あはれ、弓矢とる身ほど口惜かりけるものはなし。武芸の家

に生れずは、何とてかかる憂き目をば見るべき。なさけなうも討ちたてまつるものかな」と独

白して落涙にむせんだ。即死した眼前の敦盛からはもちろん応答はなく、直実はただ一人心中

で自己の行為とのみ向き合い、それを否定したい感情に襲われた。それと同様にこの場面で

も、息絶えようとするラウススに話かけながらも、もはや両者の対話は成り立たず、アエネア

スはひたすら自身の心に語りかけ、戦士としての自己の行為と対面している(25)。

　戦闘で凍結していた英雄の pietas は、ラウススの献身的行為をまえにして息を吹き返すよ
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うに見えたが、しかしふたたびしりぞけられ、若者は無残な最期を遂げた。上のアエネアスの

言葉は、そうした自己の精神的な揺れもどしのプロセスを意識したうえで述べられている点が

重要であろう。自身の非情な攻撃の犠牲になって死んでいくラウススを見て、英雄は「深く嘆

きながらため息をつき、右手を差しのべた」と語られる。ここでの miserans「嘆きながら」

という動詞は、一般に「憐れみながら」をも意味するが、しかしこの文では目的語をともなわ

ないので、ホメロス『イリアス』8.871などの定型辞 olophyromenos と同様やはり「嘆き悲し

む、痛哭する」の意を表わし(26)、したがって英雄の悔いる気持ちを示すものと思われる。ま

た Anchisiades「アンキセスの子」と patriae pietatis  imago「父の情に似た気持ち」（cf. Aen. 

9.294）という表現(27)、さらに miserande puer「哀れな子よ」という呼びかけから、ここでは

アエネアスはあたかも父親の立場になって若者の死の重みを受けとめていることがわかる。

　我が子のように敵の青年の死を悲しみ、敵としてなしうる最大限の追悼を捧げようと言う英

雄は、しかし、「敬虔なアエネアス（pius Aeneas）は何を与えればよいのか、これほどの心ば

せにふさわしく」と苦しい問いをみずからに発し、また「もしそんな気遣いに意味があるな

ら」と付言して、絶命する相手に対する報いとしての自己の pietas の行為の価値について疑

念を表わす。そして最後に彼は、「不幸な」ラウススの「不運な死」の慰めとして「大いなる

アエネアスの腕で倒れたこと」を強調する。前述のリュカオンの嘆願を受けたギリシアの英雄

アキレウスとは異なり、このトロイアの英雄が自身を「大いなる」（magnus）と呼ぶのは物語

全篇中この個所のみである。つまりこれまでアエネアスは、自己を「敬虔な者」（pius: 

Aen. 1.378）と称することはあっても、一度も「大いなる者」すなわち武力に優れる人として

自分から名乗ることはなかった。父親を守ろうとしたラウススは、英雄の目には明らかに

pietas に殉じる姿として映ったが、しかし怒りにかられてこの人物を殺害したあとは、アエネ

アス自身は「敬虔な人」としての自己の最大の徳性に大きな揺らぎを感じ、他方自分にとって

は pietas にまさりえず、「敬虔な」若者の命を奪ってもなお「偉大である」武勇の力量のみが、

「父の情に似た気持ち」から「哀れな子」に与えうる唯一の手向けの根拠であることを認識せ

ざるをえなかったのである。もちろん、それは自己の最良の部分を否定することであり、後悔

の苦々しい痛みをともなう自己認識であろう。敦盛を死んだ息子と重ね合わせた父直実の、

「あはれ、弓矢とる身ほど口惜かりけるものはなし。……なさけなうも討ちたてまつるものか

な」と心情的にきわめて近いものである。

（５）休戦と戦争の責任
　ラウススの遺体は、アエネアスによって持ち上げられ、敵勢に渡されて運ばれていく。父メ

ゼンティウスは息子の死を知ると、負傷した体で仇討ちのためふたたび決闘に挑み、アエネア

スに討たれる。こうしてその日の大会戦は終わり、翌日英雄は、パラスの遺体をまえにして涙

を流して言う。「運命の女神は、哀れな子よ、喜ばしげに来ていたのに、／わたしをねたんでお
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まえを奪い、おまえがわが王国を見ることも、／勝者として父君の館へもどることもかなえな

かったのか。／いやおまえのことでは、出発のとき、わたしはこんな約束を／父君エウアンデ

ルにしなかった。王は去りゆくわたしを抱きしめて、／大いなる指揮権へと送りだし、敵兵は

手ごわく、荒々しい民との戦いになると、／心配そうに諭してくれた。」（Aen. 11.42‒48）英雄

はパラスの死の原因を「運命」の妬みに帰することができず、ここではむしろ自分の責任を強

調している。さらに彼はエウアンデルの嘆きを想像して、次のようにも述べている。

　　「不幸な方よ、息子の残酷な死をあなたは見るだろう。

　　これがわれわれの帰還なのか、待望の凱旋なのか。

　　これがわたしの固い約束なのか。」  （Aen. 11.53‒55）　　

　またパラスの死に対する罪責の念は、その死体をエウアンデルのもとへ送り出す際、アエネ

アスが亡きディドの作った衣を遺体に着せる場面でも示唆されている。

　　そのとき金と紫で硬く織った二着の衣を

　　アエネアスは持ってこさせた。それはかつてシドンのディド自身が

　　彼のために楽しげに精出して、みずからの手で

　　こしらえ上げ、布地に金糸で刺繍したものだった。

　　そのうちの一着を、悲嘆に沈みながら若者への最後の敬意の印として

　　まとわせた。  （Aen. 11.72‒77）　　

　ディドからの贈り物の衣でパラスの死体を包むこの情景描写は、読者に二つの点を想起させ

るだろう(28)。それはまず、アエネアスがこの二人の人物の死を重ね合わせ、いずれに対して

も自己のあやまちの犠牲者として深い悔恨と追悼の念を抱いていることである。ディドはアエ

ネアスとの愛の生活と共同統治のため、パラスは戦場での大きな武勲のために、いずれも「喜

びながら」（laeta: Aen. 11.42; 73）英雄に身を託したが、しかしどちらの幸福の期待も彼は

──不本意ながらも──裏切ったのである。次にアエネアスがディドの贈り物をまだ大事に所

持していて、特別の思いをこめて保存していたこと自体である。英雄は、冥界でディドの死に

対する自分の罪を思い知ったが、その罪の意識はまだなお消えるどころか、むしろ心中でいわ

ば大切に温められていたことがわかる。しかもその証の衣は二着であった。彼は今その一つを

パラスの遺体にまとわせ、もう一つの衣をこれまでのように今後も大事に所有し続ける。さり

げなく描かれた短い場面であるが、亡きディドとパラスの両者に対する愛情と後悔の入り混

じったアエネアスの心情を巧みに表わしている。

　パラスの遺体をパランテウムに送りだすと、ラティヌスの城都から使者たちが到着し、アエ
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ネアスにイタリア兵の死体の収容と埋葬のための休戦を求めにきた。英雄はそれに対して次の

ように返答する。

　　「いったいどんな不当な運命が、ラティニ人らよ、これほどの戦さへと

　　そなたらを巻き込んだのか。そなたらは、友人であるわれわれを避けている。

　　死んだ者や戦さの運で倒れた者のために、わたしから講和を

　　求めるのか。むしろわたしは、生きている者らにも和を与えたいものだ。

　　運命がこの土地と住まいを与えていなければ、わたしは来ていないし、

　　民との戦争をしているのでもない。王こそがわれらへの歓待を

　　捨て去って、トゥルヌスの軍隊に身を委ねるほうを選んだのだ。

　　ここに見る死のさまに、トゥルヌスが向き合うことがむしろ正当だった。

　　彼が腕づくで戦さを終わらせ、トロイア人を追い払おうという

　　つもりなら、これらの武器でわたしと対決すべきだった。

　　神か、あるいは自分の右手によって命を授かった者が生き残ったであろう。

　　さあ行くがよい。惨めな市民らのために弔いの火を焚き入れよ。」  （Aen. 11.108‒119）　　

　この返答のまえに使者たちは英雄に対して、「かつて歓待の主とも舅とも呼ばれた者らをゆ

るしていただきたい」（Aen. 11.105）と述べていた。これは、戦争勃発まえにラティヌス王が

歓待と王女の結婚についての意向をトロイア人の使節に示したことを想起して、いずれトロイ

ア人との同盟と縁組を果たすべきだった戦死したラティニ人らを指しているが、そうしたじつ

に外交的で婉曲的な表現に対して、アエネアスは思いがけない回答を与えている。意外な点は

まず、「生きている者らにも和を与えたいものだ」と、自分には戦争をする意志がなく、すぐ

にでも全面的な講和と平和（pax）を実現したいと述べていることである。ラティニ人の使者

は死者の埋葬のための休戦を申し出たにすぎないので、この返答には驚いたであろう（実際こ

のあと使者たちは「呆然としたまま沈黙し、互いに目と顔をじっと向け合った」（Id. 120‒121）

と語られる）。次に、英雄は自分たちトロイア人をラティニ人の「友人」と呼び、戦争が起き

た原因はラティヌス王がトロイア人に対する歓待の契り（すなわち主客の関係：hospitium）

を蔑ろにし、戦争推進派のトゥルヌスと結びついたためだと明言していることである。

　「生きている者らにも和を与えたいものだ」という言葉は、第10歌での英雄の猛烈な戦闘ぶ

りをつぶさに目撃した読者にとっても意外である。実際戦場では、同情すべき敵方の青年ラウ

ススをも結局は怒りにかられて刺し殺したアエネアスであった。おそらく、この言葉に納得で

きる理由があるとすれば、トロイア人のイタリア到着に起因して発生した戦争の被害の責任

を、彼自身もうこれ以上背負いたくないという心境に至ったからだと推測するほかないであろ

う。パラスとラウススそれぞれの死後に、英雄は深い後悔を味わった。この敵味方両方の若い
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命の喪失に対する罪責感から少しでも救われるには、戦争自体をやめるように自分から働きか

けることこそ最良の道である。そのため彼は、敵将トゥルヌスが戦争を続ける意向なら、自分

との決闘によって解決すべきだったと語っている。

　一方、第二の意外な点は慎重な解釈を必要とする。なぜなら、英雄はラティヌスが「歓待」

の契りを破ったことが戦争勃発の原因だと非難するが、しかしすでに述べたように王はその主

客の関係の締結を提案したのみで、その成立に不可欠なアエネアスとの直接的会談はまだ果た

されておらず、したがって英雄の非難の根拠は成り立たないからである(29)。さらに、ラティ

ヌス王が「トゥルヌスの軍隊に身を委ねた」という主張も事実に反している。というのは、や

はり前述のように、王はアエネアスの息子による雌鹿の射殺に起因したトロイア人排撃の農民

蜂起のゆえに宮殿内に閉じこもり（Aen. 7.586‒600, 618‒619）、それ以来トゥルヌスとはいっさ

い接触していないからである(30)。そもそもラティヌスは「戦争の門」を開くことさえ拒絶し

たのであり（Id. 618）、それを開けて戦争の開始を扇動したのは女神ユノであった（Id. 620‒

622）。

　「歓待」すなわち講和と同盟の条件については、アエネアスは使節の報告によって正確に把

握していたはずである。それゆえ、未成立の「歓待」を理由にしてラティヌス王を非難するの

は理不尽な弁明であろう。また王がトゥルヌスの軍隊に寝返ったという主張も、英雄が事実を

正確に認識していないことを示唆している。さらに、「運命がこの土地と住まいを与えていな

ければ、わたしは来ていない」（nec veni, nisi  fata  locum sedemque dedissent: Aen. 11.112）

という言葉も奇妙である(31)。この文（直説法完了の否定＋接続法過去完了の条件文）には文

法的な無理があり、古くはセルウィウスの注釈以来問題とされてきたが、最も妥当な読み方

は、文意が一部省略された不完全文とし、例えば「運命がこの土地と住まいを与えていなけれ

ば、わたしは（戦争をするために）来ていない」と文意を補うことである(32)。そしてこうし

た明らかな変則的文章は、もちろん詩人の意図的な表現であると考えられる。すなわち、作者

はここで故意にぎこちない言葉づかいを用いて主人公の感情の乱れを表わし、実際は自分が戦

争をしに来たという事態に対するアエネアス自身の忸怩たる内心の思いを暗示的に伝えている

のである。たしかに英雄は、無実の「民」とは戦争をするつもりはなかったであろう。しかし

イタリアで戦争を行なうことについては、すでに彼はクマエのシビュラからの予言で告知され

ていたのであり（Id. 6.86‒94）、また第８歌で母神ウェヌスから神の盾を贈られたときには、

「ああ、なんと大きな殺戮が不運なラウレンテス人に迫っていることか」（Id. 8.537）と述べて、

はっきりと戦争遂行の意志を示していた。

　運命の指示によって「戦争をするために」来た、とはっきり言えずに言葉を濁した英雄の心

理は容易に理解できる。それは、すでに多くの犠牲者を生んだ戦争を「運命」によって正当化

することに対する当惑である。そして英雄は内心深く責任を感じながらも、しかし敵にそれを

認めることには逡巡を覚え、戦争発生の責任をラティヌスに転嫁する。たしかに、先に敵の使

25

（25）



名古屋大学文学部研究論集（文学）

者たちが「かつて歓待の主と呼ばれた者らをゆるしてほしい」（parceret hospitibus quondam 

. . . vocatis: Aen. 11.105）という曖昧な言葉で休戦の宥和を求めたため、その「歓待」（hospitia: 

Id. 114）をラティヌスこそが放棄したので戦闘が始まったのだという弁明は表面的には整合し

ているように見える。だが敏感な読者は、それが事実を無視した都合のよい主張であることに

気づくはずである。

　このようにラティニ人の使者への返答は、英雄が戦争遂行に深い罪責の念を抱いていること

と同時に、表向きはラティヌス王に戦端の責任を課すことによって、敵軍の統率者トゥルヌス

を決闘の場に引き出し、今後の戦禍を最小に抑えて紛争を解決する方針を示している。これは

アエネアスにとっては苦しい弁解を用いた大胆な──すなわち決闘で敗北すれば前日の会戦の

有利な結果を無に帰することになる──決断だが、その意外な回答を、使者の代表者でトゥル

ヌスと個人的に敵対するドランケスは「ありがたく」（Aen. 11.127）受け取って都へ持ち帰り、

その報告はやがて、ラティヌスが主催する初めての戦争対策会議（Id. 234‒462）においてトゥ

ルヌスを孤立した立場に追い詰めることになる。

　一方パランテウムでは、パラスの遺体をまえにして父エウアンデルが激しく嘆き、その深い

悲嘆の最後に、アエネアスへの伝言として息子の復讐を求める言葉を付け加える。

　　「さあ行くがよい、そして王にこの伝言を忘れずに告げてくれ、

　　パラスが殺された今、この憎むべき生に心とらわれる理由は、

　　あなたの右腕のためだと。その腕で、トゥルヌスを息子と父のために

　　討ち果たす務めはおわかりであろう。それだけが、あなたの功と

　　武運に欠けているところ。わたしは生きるためにその喜びを求めはしないし、

　　許されてもいない。ただ地底の冥府にいる息子にそれを届けたいのだ。」

  （Aen. 11.176‒181）　　

　アエネアスが使者たちに示したトゥルヌスとの決闘の提案は、英雄が戦争の罪責から自己を

救うために最も効果的な方策であり、彼は状況に対する曲解と生命の危険をも顧みず、それを

戦争終結の方法として言い渡した。しかし他方エウアンデルの言葉は、そのような政治的な姿

勢と対処とは異なる響きを英雄に伝えたであろう。そしてこの老王の復讐の要請は、物語全体

の結末における逆転的な展開の伏線となるのである。

４．叙事詩の結末における罪責とゆるし

　ラティヌスの宮殿で行なわれた会議では、トゥルヌスは味方の敗勢の責任を追及され、アエ

ネアスとの決闘をも辞さない態度を示しつつも、なお軍隊による対決を主張した（Aen. 11.376‒
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444）。そこへトロイア勢進軍の報が入り、トゥルヌスは戦闘を再開する。彼は女戦士カミラの

騎馬隊に敵の主力部隊を迎え撃たせて、自身は敵将の率いる別の軍勢を待ち伏せして都を守る

作戦を立てたが、しかし戦闘でカミラが討たれたためにその作戦は失敗し、トロイア軍はラ

ティヌスの都のすぐ近くにまで押し寄せた。

　トゥルヌスは、もはや単独の勝負を受け入れざるをえなくなった。翌朝平原で両軍が向き合

うなか、決闘のための協定が交わされ、アエネアスが負ければトロイア人はエウアンデルの領

地パランテウムへ退去するが、他方彼が勝利した場合には、トロイア人とラティニ人とは対等

の条件で民族融合の盟約を結ぶことに取り決められる（Aen. 12.161‒215）。しかしアエネアス

とラティヌスが交わしたこの協定には、トゥルヌスやその配下のルトゥリ族は不満であった。

というのも彼らは、勝利を得たなら、トロイア人をイタリアから完全に排除することを求めて

いたからである(33)。トゥルヌスの妹ユトゥルナの扇動によって決闘のための休戦は破られ、

彼とその軍隊はふたたびトロイア軍と乱戦を繰り広げる。

　一方、アエネアスは自軍の攻撃を制止したが、乱戦の最中に負傷する。そして傷が癒える

と、憤然とトゥルヌスとの対決を求めるが、敵将が逃走したため、やむをえずラティヌスの宮

殿を襲撃するという最終的手段に訴えた。そのとき都城の戦火を見たトゥルヌスは、ようやく

決闘に挑む覚悟を固め、アエネアスと対峙する。天上ではユッピテル神とユノ女神が和解し

（Aen. 12.791‒842）、歴史のゆくえは地上での二人の勇士の勝負に委ねられることとなる。

　最初の攻撃で武器を失ったトゥルヌスが最後の手段として投げた巨岩は命中せず、アエネア

スが放った「運命の槍」（telum fatale: Aen. 12.919）は、敵の腿に刺さった。トゥルヌスは膝

を折って嘆願し、ついに恭順の意を示した。

　　「わたしは報いを受けた。ゆるしは乞わぬ。

　　おまえは自分の運を用いるがよい。だが哀れな父への思いが

　　おまえの心を動かすなら──おまえにもアンキセスという同じような

　　父親がいただろう──どうかダウヌスの老年を憐れんでくれ。

　　そしてわたしを、それともこの体から命の光を奪いたいなら、

　　それをわたしの身内に返してくれ。おまえは勝った。敗者が両手を差し延べるのを

　　イタリアの人々は見たのだ。ラウィニアはおまえの妻だ。

　　これ以上憎しみで迫るな。」  （Aen. 12.931‒938）　　

　アエネアスの投げ槍はトゥルヌスに致命傷を与えなかった。そのためトゥルヌスに嘆願の機

会が与えられるが、そこで彼は敗北を受け入れ（「おまえは勝った」）、敵の要求を承認し（「ラ

ウィニアはおまえの妻だ」）、みずからの処遇を敵の判断に委ねる（「おまえは自分の運を用い

るがよい」）。トゥルヌスははっきりと助命を求めているのではないが（「ゆるしは乞わぬ」は
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第10歌におけるマグスの「この命を救いたまえ」やリグスの「この命を助けてくれ」とまっ

たく対照的である）、しかし自分を殺さない可能性が敵の選択肢としてありうることは示唆し

ている（「それともこの体から命の光を奪いたいなら」）。一方この嘆願における明確な要求は、

まず自分が殺された場合の遺体の返還であり（これはアエネアスの pietas に対する強い訴え

をともなっている：「哀れな父への思いが／おまえの心を動かすなら──おまえにもアンキセ

スという同じような／父親がいただろう──どうかダウヌスの老年を憐れんでくれ」）、そして

次に、戦争の終結を目的とした決闘の結果が明らかになった今、敗者となったラティニ人に対

する激しい敵意を相手が抑えることである（「これ以上憎しみで迫るな」）。

　このトゥルヌスの嘆願に対してアエネアスは初め逡巡するが、しかし敵が身に着けていたパ

ラスの剣帯を見た瞬間、彼は怒りの衝動にかられて敵将を殺害する。

　　　　　　　　　　　猛々しく武具を構えたまま立ち止まった

　　アエネアスは、両目をくるくると動かし、右手を抑えた。

　　ためらいは増し、相手の言葉に今やもう心動かされ

　　はじめたが、そのとき不幸な剣帯が肩のうえに見えた。

　　その鋲の輝きには見覚えがあった。

　　若きパラスの帯だ。トゥルヌスが一撃で彼を打ち負かし、

　　倒したあとに、敵意の印として肩に着けていたのだ。

　　アエネアスは残酷な悲しみを思い出させるその戦利品を

　　じっと両目で見つめたあと、狂気に燃え上がり、憤怒で

　　恐ろしい形相となった。「わが味方から奪った武具をまとうおまえが

　　このわたしの手から逃げられようか。パラスがこの一撃でおまえを、

　　屠り、パラスが罪深い血に罰をくだすのだ。」

　　こう言って、剣をまっすぐに胸のなかへ埋めこんだ。

　　彼は怒りに燃えていたが、トゥルヌスの体は冷たくなり、力が消えた。

　　その命は呻いて、憤りつつ冥界へ去っていった。  （Aen. 12.938‒952）　　

　これは叙事詩全篇の結末をなしている。この明らかに不穏な印象を与える結末に関して、従

来さまざまな解釈が行なわれてきたが、ここでは紙幅の都合で諸説の詳しい検討は省略す

る(34)。しかしただ一つ、古代の注釈者セルウィウスの解釈で、現在まで頻繁に引用され、最

も大きな影響を与えてきた見解のみ挙げておきたい。すなわちセルウィウスは、「ためらいは

増し、相手の言葉に今やもう心動かされ／はじめた」の詩行について次のように述べている。

　　　すべての意図は、アエネアスの栄光を目指している。つまり、彼は敵をゆるそうと考え
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るゆえに、敬虔（pius）であることが示されており、また彼は敵を殺すゆえに、敬虔

（pietas）の特徴を表わしている。というのも、エウアンデルを尊重してパラスの死の復

讐を遂げるからである。  （Servius, ad Aen. 12.940‒951）　　

　この古代の注釈は、アエネアスの逡巡と敵将殺害のいずれにも pietas を読み取って、どち

らの行為においても英雄の「栄光」を讃えることが作者の意図であるとしており、したがって

現在の解釈の潮流のなかに位置づけるならば、いわゆる「オプティミスティック」な読みに属

すると言えるものであるが、しかし「ペシミスティック」な現代的解釈においても、このセル

ウィウスの見解が議論の前提に用いられていることも否定できない。例えば R. O. A. M. ライ

ンは、論文「ウェルギリウスと戦争の政治学」において、主人公の逡巡は父アンキセスが冥界

で示した「平和のために法をしき、／服従する者をゆるす」（pacique  imponere morem, / 

parcere subjectis: Aen. 6.852‒853）の理念に沿う一方で、トゥルヌス殺害は復讐の名誉と敬虔

心（honour and piety）を追求する行為であり、結末の場面では後者の規範がそれと相反する

より高い前者の目標を蹂躙したことに詩人の率直な現実認識があると論じて、次のような結論

を述べている(35)。

　　　ウェルギリウスの主人公はローマ帝国の理想の真相──すなわちその理想が実践される

とき実際に何が起こるのか──を明らかに示している。英雄は、新しい国家と偉大な帝国

の礎を築くことに成功する。われわれは、その点での彼の成功を曖昧にしてはならない。

しかしウェルギリウスは、現実を曖昧にしてはいない。帝国を勝ち取る戦争は、醜悪な暴

力を必要とする。そして完璧とは言いがたい欲求によって、最も偉大な英雄さえもときに

は支配されるであろう。  　（Lyne, art. cit., p. 203）　　

　こうして敵に対する寛大さと私的な復讐という二つの pietas を示して主人公の栄光を称揚

せんとしたという古代注釈者の見解は、今日では、より偉大な pietas が──人間的ではあっ

ても──それに劣る pietas に凌駕されたことを強調する解釈を生みだしている。こうした解

釈は、「公の声」と「私の声」をこの作品に読み取ろうとした A. パリ以来のいわゆる二声論の

延長線上に位置づけられる(36)。

　和解と鎮魂に終わる『イリアス』とは明らかに異なるこの結末場面を、作者は熟考を重ねて

仕上げたものと思われる。最も単純で明快な終結の仕方としては、もちろんアエネアスがトゥ

ルヌスを一撃で倒すという成り行きが考えられるだろう。それによって、決闘の目的である講

和の協定も、エウアンデルが求めたパラスの復讐も同時に実現し、ローマ民族の未来への道は

曇りなきものとなる。だが詩人は、その構想は採らず、トゥルヌスにいったん敗北を認めさせ

て和平の確立を示したうえで、それとは独立的に、彼の死を復讐のための殺害として描いた。
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しかしそれは、セルウィウスが解したように二つの pietas の行為を描いて主人公の二重の栄

光を讃えるため、またはラインが指摘するように社会的調和に向かう理想的な pietas がいっ

そう根深い私的な pietas によって踏みにじられた歴史的現実を示唆するためであったと言え

るであろうか。

　たしかに、トゥルヌス殺害はパラスの死に対する復讐の行為である。しかしセルウィウスも

ラインも、主人公が敵将との決闘を目的としはじめてからは、復讐のことは彼の念頭からあた

かも消えているかのように行動している点を十分考慮していない。アエネアスが決闘を最初に

提案したのは、第11歌のラティニ人の使者との会談においてであるが（Aen. 11.116‒117）、そ

れ以後彼は、トゥルヌスを敵軍の統率者で戦争終結のための単独勝負の相手とのみ見なし、第

12歌の休戦協定破約後の戦闘においてもパラス殺しの仇敵としてではなく、もっぱら盟約成

立のかかった決闘相手として追跡している。この点は、上述の決闘の最終場面において、トゥ

ルヌスの嘆願に対して彼が攻撃を停止したことによって最も如実に示されている。敵将が敗北

を承認すれば、その勝敗の結果によって二者択一の条件で取り決められた協定の内容は確定さ

れ、もはや決闘の目的は達せられたからである。

　したがって、物語結末のトゥルヌス殺害は、たしかに復讐であるとはいえ、例えばラインが

強調するようにエウアンデルが英雄の義務として要請した「名誉と見なすべき」（honourable）

行為(37) としては、少なくともこの時点までのアエネアスは意識していなかったと言える。復

讐は、例えばヘクトルに対して激しい敵意を燃やしたアキレウスにおいては「名誉」（honour）

と一体化した生の目的として描かれたが、アエネアスにおいてはそのような積極的で持続的な

価値を帯びた行為としては語られていない。そして復讐が名誉ある行為として追求されていな

いという事実は、それが一貫して pietas にもとづいて求められたわけでもないことを示して

いる。たしかにエウアンデルは「その腕で、トゥルヌスを息子と父のために／討ち果たす務め

はおわかりであろう。それだけが、あなたの功と／武運に欠けているところ」（Aen. 11.178‒

180）と、息子の復讐が pietas の行為であるとともに、英雄に名誉をもたらすことを示唆して

いたが、しかしアエネアスが伝言のその部分についても老王が意図したとおりに受け取ったと

はかぎらないのである。また英雄は、トゥルヌスが身に着けたパラスの剣帯を「じっと両目で

見つめたあと、狂気に燃え上がり、憤怒で／恐ろしい形相となっ」て敵を殺したと語られてい

る (Id. 12.946‒947)。この狂気と怒りにかられた行為を pietas の観点からのみ説明することは

難しいであろう。

　それでは、敵将殺害が復讐であり、それが名誉をもたらす行為でも、また純然たる pietas

の実践でもないとすれば、その真相はどのように理解すべきであろうか。筆者はこれまで本論

において、主人公アエネアスの罪責意識を彼の放浪中と戦争の途中までの出来事のなかにた

どってきた。英雄は「運命」ゆえの流浪と戦さの過程でさまざまなあやまちを犯し、その結果

生じた犠牲に対してしばしば深い罪悪感を抱いている。この点はホメロスやヘレニズム期の叙
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事詩の英雄にはない特徴であり、ウェルギリウスはその主人公の特質を、物語の最終場面で読

者の心象に焼きつけようとしたのではないであろうか。

　前述のように、そもそもアエネアスがラティニ人に決闘の提案をしたのは、戦争のさらなる

罪責から逃れたいという願望に由来していた。また決闘でトゥルヌスを倒せば、パラスの復讐

も同時に果たせる──そしてエウアンデルの願いもかなえられる──が、この復讐に対する意

識は戦争終結への強い欲求に圧倒されて心中深く沈潜していた。彼は決闘で死ぬにせよ生き残

るにせよ、戦争を終わらせれば大きな解放を予期できたのである。

　しかし最も希求されたその解放の瞬間は、思いがけなく、予定した決闘で敵将がまだ死なず

に、敗北を認めて嘆願したときに訪れた。そのとき敵は、みずから助命を強く求めないが、英

雄の pietas に訴えて寛大な処遇を懇願した。相手をゆるしても、戦争は終わる。そして自分

は重荷を下ろすことができる。アエネアスはおそらくそのような考えを心中にめぐらして──

「両目をくるくると動か」す表情が彼の集中的な意識の動きを表わす──武器を構えた「右手

を抑えた」のであろう。イタリア人との和平さえ実現すれば、これまでの苦労が報われるだけ

でなく、その成果によって多くの死者に対する痛恨の念も癒されるであろう。つまり、他者を

ゆるし、自分もまたゆるされるのである。

　だが作者ウェルギリウスが作品の結末で意図していたのは、まさにそのような成り行きを覆

すことであった。アエネアスにそのような思いをめぐらせたあと、詩人はここぞとばかり、入

念に準備したパラスの剣帯という象徴的なオブジェを主人公の眼前に突きつける。「そのとき

不幸な剣帯が肩のうえに見えた。／その鋲の輝きには見覚えがあった。／若きパラスの帯だ。

トゥルヌスが一撃で彼を打ち負かし、／倒したあとに、敵意の印として肩に着けていたのだ。」

　この一瞬の視覚が、アエネアスの心奥に潜んでいた暗い思念に火をつけた。詩人はすでに第

10歌で、トゥルヌスが奪ったパラスの剣帯を次のように描写していた。

　　そこには罪業が刻まれていた。婚礼の一夜のうちに

　　一群の若者たちがむごたらしく殺され、新婚の床が血で濡れた。

　　それをエウリュトゥスの子クロヌスが、ふんだんな黄金で彫刻していた。

  （Aen. 10.497‒499）　　

　剣帯の彫刻は、新婚の夜にダナウスの娘たちが新郎のアエギュプトゥスの息子たちを殺害し

た無残な神話的場面を描いており、アエネアスが「じっと両目で見つめた」のは、そのような

若者たちの時ならぬ不幸な死の光景だったのである(38)。「残酷な悲しみを思い出させるその戦

利品」を凝視したあと彼は、「狂気に燃え上がり、憤怒で恐ろしい形相とな」る。そしてこの

感情の急変についても、作者はすでに第10歌で予示していた。前述のように、パラスがトゥ

ルヌスに討たれたあと、英雄は同様の狂乱状態に陥り（「ダルダヌスの子孫は狂乱して向かっ

31

（31）



名古屋大学文学部研究論集（文学）

ていく」（Dardanides contra  furit: Aen. 10.545）、「ダルダヌスの血統の将は奔流の水か黒い旋

風のように荒れ狂いながら」（ductor / Dardanius torrentis aquae vel  turbinis atri / more 

furens:  Id. 602‒604））、次々と敵兵を惨殺していたからである。前章で考察したように、先の

戦闘場面でみずからが若いパラスを守れなかった痛恨と自責が英雄を狂気と怒りに駆り立てて

いたとするなら、この最終場面の狂気と怒りも、そうした強い罪責感の奔出と解するのが自然

であろう。

　ところでトゥルヌスがパラスを倒したことと同様に(39)、彼が敵の剣帯を戦利品として奪っ

たことは、叙事詩の世界の慣例では特別な罪とはならないであろう。実際パラス自身もトゥル

ヌスとの対決に際して、敵の武具を奪えるようにとヘルクレスに祈願している（Aen. 10.461‒

462）。それゆえ、アエネアスが武具の略奪のゆえにトゥルヌスを殺したのだとするのは、詩人

の意図をまったく誤解することになろう。第10歌の殺戮場面と同様に、英雄を盲目的な殺害

へと衝き動かすのは、むしろ彼自身の内面に沈積した深い罪悪感である。狂乱した彼は敵に向

かって、「わが味方から奪った武具をまとうおまえが／このわたしの手から逃げられようか。

パラスがこの一撃でおまえを、／屠り、パラスが罪深い血に罰をくだすのだ」と叫ぶが、そこ

にはもはや冷静な論理はなく、その錯乱した言葉は敵に放たれていながら、まるで「罪深い」

自分自身を攻撃しているように聞こえる。つまり、正気を失ったアエネアスが想定している

「おまえ」とは、眼前に屈服したトゥルヌスではなく、トゥルヌスによるパラス殺害を許して

なお生き永らえようとする彼自身であろう。「このわたしの手から逃げられ」ないのは、じつ

はアエネアス自身であり、「パラスがこの一撃で、／屠る」のも彼自身なのである。

　結末の場面をこのように見てくると、主人公が上述のエウアンデルの伝言をどのように受け

取ったのかも推測できるだろう。老王の復讐の要請は、英雄にとって積極的に追求すべき「名

誉」（honour）でも慎重に実践すべき「敬虔な行為」（piety）でもなかった。それはむしろ、エウ

アンデル父子に対する pietas を裏切り、無用な犠牲を強いた自己に向けられた厳しい咎めと

して受けとめられたであろう。ウェルギリウスの叙事詩の主人公は、「神々の運命」を弁明の

根拠として自分のあやまちをゆるすことができない人物として描かれている。彼はカルタゴの

女王ディドにも、アルカディア人の青年戦士パラスにも、また敵の若武者ラウススにも取り返

しのつかない罪を犯したと内心で思い続け、結局それらの罪は、例えば敵将トゥルヌスをゆる

せば、そうした他者へのゆるしと同時にゆるされうるものだとは見なせなかったのである。こ

こには、のちのセネカの人間観にもつながる運命の傀儡であることを強く拒む人物像が示され

ている。

　このように『アエネイス』結末におけるトゥルヌスへの復讐は、主人公自身の自己処罰の様

相を呈して終わっている。前述のように第９歌では、年長の青年ニススが若年の友エウリュア

ルスの死を目のあたりにして決死の突撃を果たした。そのときニススは、「正気を失い……こ

れほど大きな悲しみに耐えられなかったのだ」（amens /. . . nec . . ./ tantum perferre dolorem: 
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Aen. 9.424‒426）と語られたが、パラスの剣帯の若者殺害の場面を見たアエネアスもまた、「残

酷な悲しみを思い出させる（saevi monimenta doloris）その戦利品を／じっと両目で見つめた

あと」狂気と怒りにかられて敵将を殺す。ニススはみずから死によって自分を罰し、また同時

に友人の復讐を果たして「穏やかな死の安らぎを得た」（Id. 445）。おそらくアエネアスもトゥ

ルヌスを刺し殺したあと、遠からず確実にみずからの死を迎えることとなろう。英雄の死につ

いては、第１歌のユッピテル神の予言で次のように予告されている。

　　「彼（アエネアス）はイタリアで大きな戦さを行ない、猛々しい民を

　　打ち倒し、人々のために定めと城壁を設けるであろう。

　　そして三度の夏がラティウムにおける彼の君臨を見、

　　三度目の冬が過ぎるまでに、ルトゥリ人が征服されるだろう。」  （Aen. 1.263‒266）　　

　決闘でのトゥルヌス殺害は、結局アエネアス自身に三年後の死をもたらすことになる(40)。

なぜなら、その決闘で復讐のためにトゥルヌスを殺すことによって、ローマ民族の最初の都ラ

ウィニア建設後にも、トゥルヌスを王としていたルトゥリ人との争いは続き、ついに英雄は、

トゥルヌス殺害のゆえに敵意を抱く彼らとの戦いで命を失うことがここに予示されているから

である。そしてイタリア人とのその戦いでアエネアスは、前述のディドの呪いのとおり、「時

ならずして死ぬめに遇い、／埋葬もされず、砂の真ん中に置き去りにされ」るであろう（これ

は歴史伝承を取り入れた詩人の創作である(41)）。さらにユッピテルはまた、第12歌の決闘の最

中のユノとの和解の場面において、「アエネアスはインディゲス神として／天に来るべき運命

だ」（Aen. 12.794‒795）とも予言して、決闘後の彼の死と神格化の到来を示唆している。

　こうしてウェルギリウスは、物語ではアエネアスの死の経過を詳しく描かなかったが、しか

し近くに迫る英雄の死を暗示しつつ、その真の理由と、彼がどのようにみずからの死を受け入

れたのかは作品の結末で示している。それは同じ自己処罰の行為がもたらす死であっても、親

友の遺体に折り重なって倒れ、永遠の「安らぎ」を得たニススの場合とは異なるであろう。

ウェルギリウスの英雄の最期は、そのような若者の死の幸福とゆるしとは無縁であり、むしろ

みずからの目をつぶして罪を贖おうとしたソポクレス悲劇の主人公オイディプス王の悲惨な運

命と神格化を連想させるのである。

キーワード：ウェルギリウス、『アエネイス』、戦争、罪責、ゆるし

（本論文は、平成25年度科学研究費補助金基盤研究 (C)「ギリシア・ローマ文学における他者への罪責と赦し
の研究」の成果の一部である。）
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Abstract

The End of Virgilʼs Aeneid and Guilty Sense of War

OGAWA, Masahiro

  There  has  been  a  long  discussion  since  antiquity  about  the  abrupt  ending  of  the  Aeneid  which  leaves 
the readers with a very disturbing impression: at the decisive duel in the twelfth book Aeneas, after having 
hesitated for a moment and inclined to spare Turnusʼ life, kills him, suddenly driven by fury and anger. On this 
unusual last scene the ancient commentary of Servius has presented a typical “optimistic” view, attributing the 
glory of pietas both to the heroʼs hesitation and his killing for revenge.
  The  present  paper  attempts  to  offer  another  interpretation,  which  will  acknowledge  his  hesitation  as 
showing a great desire to be relieved of the burden of sorrowful and useless war and his vengeance for the 
death of Pallas as revealing his deep sense of guilt and his innermost longing to punish himself. Thus the death 
of Turnus would be foreshadowing Aeneasʼ own dying in the near future which is predicted repeatedly in the 
epic. We shall arrive at this conclusion after the detailed consideration of how the hero reacts to the deaths of 
Dido, Pallas, Lausus and others.

Keywords: Virgil, Aeneid, war, sense of guilt, forgiveness
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