
『クリジェス』における “cuer” について

植　　田　　裕　　志

　クレチヤン・ド・トロワの韻文ロマンス『クリジェス』1（Cligès, 12世紀末フランス）では、

互いの思いを知らぬままに遠く離れて暮らした主人公クリジェスとフェニスとが久方ぶりの再

会を果たした時、それぞれが遠回しに自分の “cuer”（「心」、「心臓」にあたる古仏語、現代語

では “cœur”）について語り、「私の “cuer” は私のもとを離れてあなたのところへ行ってい

た」、というような言い回しをしばらく交わした後にようやく互いの思いを確かめ合うことに

なる2。

　恋愛の感情・心理を “cuer”（ラテン語では “cor”）を使って表現することは、クレチヤンの

時代にあってはめずらしいことではない。トルバドゥールなどの中世抒情詩3やアンドレー

アース・カペルラーヌスの恋愛指南書4でもあたりまえのことであり、ウルガータ聖書にも見

られる5。またクレチヤン作品より先に成立し流布していた古代ものロマンスのひとつ『エネ

アス物語』（Enéas, 12世紀半ば）に登場する乙女ラヴィーヌの台詞こそフェニスの手本ともい

えるものである6。クレチヤンは慣用的語法や文学的伝統に従いながらその表現にさらに工夫

を凝らしたということになろう。そしてクレチヤン以後、いわゆる中世アレゴリー文学の伝統

は、ついに15世紀半ばのルネ・ダンジューの『愛に燃えた心の書』（Le Livre du Cœur 

d’amour épris）を生み出すことになる。この夢物語では “cuer” がその名も “Cuer” と呼ばれ

る騎士の姿で登場し、旅をするのである7。

　さてこのクリジェスとフェニスの会話、“cuer” を「こころ」として日本語に訳したとして、

現代の日本人も、多少回りくどさを感じることはあっても二人の言葉を理解するのに困ること

はないだろう。おそらく現代の日本語・日本文化がすでに明治以来、欧米の言語・文化から大

きな影響を受けているがゆえに。では、もし『万葉集』の歌人たちがその訳を耳にすることで

ができればどうであったろう。日本語でも『万葉集』の時代から「こころ」という語を使って

恋が語られている。『万葉集』の歌人たちにとっては「こころ」について語るクリジェスや

フェニスや語り手のコトバはときに意味不明なもの、あるいは違和感を感じるようなもので

あったりしないだろうか。

　J. レイコフたちに始まる認知意味論の立場からすれば、「こころ」に限らず、広く恋愛など

の感情や心理、出来事について語るコトバも、先にたとえば恋愛という既知の感情や事象が

あってそれをなにかのメタファーによって表現するのではなくて、ある種の枠組みをもとにし
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たコトバを使うことによってはじめて未知なる感情や事象がそれと認知される、ということに

なる。たとえば、恋愛についてであれば、「二人はどうしてもひきつけられてしまう」という

表現には＜恋は物理的な力である＞という概念メタファーがもとになっており、「二人の仲は

健全である」という表現は＜恋は病人である＞という概念メタファーがもとになっているとい

うように8。

　こうした概念メタファーのもとになっているのが、この地球で生きている人間の身体である

と考えられるがゆえに、概念メタファーには一方では言語や文化を超えた普遍的なものもあれ

ば、言語や文化によって異なる個別的なものもありうる。ハンガリー人のゾルターン・ケヴェ

チェシュ Z. Kövecses などは感情表現に関するメタファーについて研究を進めている9。

　本稿は恋愛感情・心理の多様な表現方法を対象とするものではない。そうしたアプローチと

は少し角度をかえて、『クリジェス』をもとに、恋愛表現のキーワードである “cuer” という

語のさまざまな使い方、意味を調べ、それをもとにこの語が恋愛表現に使われる場合の意味を

考察しようとするものである。中世文学・美術における “cuer” についてはエグザンプロヴァ

ンス大学中世研究所の年次研究集会のテーマにも取り上げられたことがあり、さまざまな研究

報告が『セネフィアンス』の第30号にまとめられている。中にはちょうどクレチヤン・ド・

トロワ作品についての論考もあるのだが、いわゆる辞書的意味のレベルでの考察にとどまって

いる10。本稿では、あらためて辞書的意味について見直し、次にいわゆる擬人法・擬人化表現

も含めた概念メタファーのレベルでの意味について調べたうえで、主人公たちのコトバを物語

の展開ともあわせて考えようとするものである。

1.0　作品中での一般的な用例
　ヴァルテール校訂版『クリジェス』（1994）で “cuer”（主格単数あるいは複数での “cuers”

も含む）が出てくるのは91箇所である11。またその派生語 “corage” が（現代語 “courage”）

14箇所、またやはり人間の精神性と関わりのある “ame”（âme「魂、霊魂」）は９箇所、

“esperit”（esprit「精神、霊」）が２箇所使われている12。後に見るように、“corage” は「心臓」

の意味では使われないが、現代語 “courage” に比べると多様な意味で使われているので “cuer”

とともに考察の対象とする。これに対して “ame” は人の生死に関するところでのみ決まって

使われる語であり（戦いの場面で、またフェニスの偽装死の話の中で）13、また “esperit”

（esprit）の２例のうち１回は “cuer” と並べてほぼ同じ意味で使われているが、もう１回は

“Saint Esperiz”（「聖霊」）で、用例として少ないのでここではとりあげない。

　また、“cuer” という語の使用例が91箇所とは言え、語り手や登場人物が恋する者の気持ち

について話すときにはしばしば、“cuer” を代名詞（“il”, “le”, “le mien” など）によって言い換

えるので、これを含む表現（述語動詞など）や、あるいは “cuer” をなにかに譬えて話すとこ

ろなども考察の対象とする。
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1.1　「心臓」と「こころ」
　作品中、あとに見るように “cuer” は登場人物や語り手が恋愛感情や恋愛というものについ

て詳しく描写したり論じたりするときに、一つの場面でいわばキーワードとして使われるので

あるが、それとは別にもっとさまざまな意味でも作品中のあちこちで（主に語り手によって）、

使われている。まずこうした場合の “cuer” と “corage” の意味を取り上げる。

　古仏語の “cuer” は、語源のラテン語 “cor” と同様に、一方で「心臓」を、他方でいわゆる

「知・情・意」を意味する。「心臓」に「知・情・意」の働きがある、あるいは「心臓」に

「知・情・意」があると考えられたからで、その意味では、「心臓」と「知・情・意」とは意味

の上で、「容器」と「中味」のようなメトニミーの関係にあると言える。ただし、本稿では煩

雑になるので、厳密にメタファーとメトニミーを区別することはしない。

　『クリジェス』でも、主人公の戦いの場面で、“cuer” が明らかに「心臓」の意味で使われて

いる。

(1) Et vet desor la targe pointe / Au Sesne doner tele anpointe, / De tel vertu, tot sanz 
mantir, / Quʼal cuer li fet le fer santir.［彼はザクセン人に向って色を塗った盾に一撃を与
えると、その威力によって、嘘いつわりなく、相手の心臓に槍の穂先を感じさせた。］
vv. 3695‒3698

このような表現は “faire sentir le fer à . . .”（「……に槍の穂先を感じさせる」つまり「……ま

で槍の穂先を突き入れる」）という言い回しまで含めて、武勲詩以来のものである14。あるい

はまた、フェニスが重病を装うところでも、やはり身体器官として “cuer” が出てくる。

(2) Sʼa dit a toz quʼele ne vialt / Que nus hom an sa chanbre veingne, / Tant con cist max si 
fort la teingne, / Don li cuers li dialt et li chiés,［そして彼女（王妃フェニス）は皆の者に、
誰も自分の部屋に入ってはならぬ、心臓と頭が痛むこの病がひどく自分をとらえている限り
は、と命じ］vv. 5652‒5655

これに対して、次のような場合には “cuer” は精神的な働きに関するもの、ちょうど日本語で

「こころがける」というときの「こころ」を意味している。

(3) A ce que li ot comandé / Li emperere et conseillié / Que son cuer eüst esveillié / A bien 
doner et a despandre / Voldra sor tote rien antendre.［彼（アレクサンドル）は皇帝が彼
に命じ、助言したこと、すなわち人々に十分にものを与え金を使うようにこころを目覚ませ
ておくことに、なによりも気をつけようとするであろう。］v. 402‒406

ただ、そうした身体的な意味と精神的な意味とを区別するとは言っても、西欧中世人にとって

は、「心臓」こそまさにそうした精神的な機能がある場所と考えられていたのであるのから、
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ときにはどちとも言えない、あるいはどちらでもあるような場合もある。次の例はアレクサン

ドルの母の心理の描写である。

(4) Alixandres toz premerains / Quant de son pere fu partiz, / Au congié de lʼempereriz / Qui 
le cuer a dolant el vantre, / Del batel en la nef sʼan antre ;［アレクサンドルは誰よりも先
に、父と離れた。そして体の中に苦しむこころを抱いたままの皇妃に暇乞いをして、小船か
ら本船へ移った。］vv. 246‒250

この例ではまず “vantre” が “cuer” とともに使われている点が興味深い。心理の描写ではあ

るが、“vantre” との組み合わせで身体的なイメージが強調されている。“vantre”（現代仏語

“ventre”）は、狭義には「腹」のあたりを指すが、この “cuer el vantre” という言い回しは、

古仏語ではめずらしいものではなく、こうした場合は「胴体、体」というほどの意味である

（だいたいに体の部位に関する単語の意味、どこを指すかというのは、フランス語でも日本語

でも使い方によって異なるものでなかなかデリケートな問題である）。また、“cuer” に付され

た属詞 “dolant” は、前にあげたフェニスの仮病の例での “li cuers dialt” にでている動詞

“doloir”（「痛む、苦しむ」）の分詞・形容詞であり、同じ単語が使ってあるのとほぼ同じで、

やはり、心理的な痛みに身体的な痛みがともなっているように感じられる。ちょうど日本語で

「胸が痛む」と言うように。

　そもそも古仏語では体の内側の器官に関する語彙が乏しく、ジョルジュ・マトレによれば、

“cuer”（心臓）, “cervel”（脳みそ）, “poulmon”（肺）, “estomach”（胃）, “entraille”「臓物」, “boëles”

（臓物）, “foie”（肝臓）ぐらいしかないということである15。ラテン語テクストならともかく俗

語の写本テクストの語彙となれば少ないのは当然と思われる。

　一般の西洋中世人が人間の心臓というものをどのように考えていたかについては簡単に論じ

られるものではないが、西洋中世には諸種の「“cuer” を食べる話」があり16、また図像でもク

レチヤンより後の時代になるが14‒15世紀には教会堂の壁画やタピスリーなどに「愛」のモ

チーフとして「心臓」が描かれている17。

　そもそも心臓というのはユニークな器官である。一方では体の内部にあってそれとは見えな

いものという点では、眼や手足と違っている。何かの絵で見ることはあっても、「自分の心臓」

を見ることはない。他方また鼓動、動悸などによってそこになにかあるものを感じることので

きる器官であって、この点では胃腸やまして肝臓などよりもモノとしての存在を感じられる。

だからこそ、人間の精神性や感覚など、見えないもの、内なるものの場所、そうした能力その

ものと感じられてきたのではないかと思われる。

　なお和語では内臓に関する語彙はフランス語よりもさらに少なかったようである。内臓に関

する用語は、獣を食べていたか、魚を食べていたか、食べるために見ていた動物の内臓に名を

つけ、それを人間にもあてはめたとのことである。そのせいか、和語では、内臓に関する語彙
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はフランス語よりもさらに少なくてせいぜい「キモ」と「ワタ（ハラワタ）」（腸）という語し

かなかったということである18。また「こころ」の語源はよくわかっていないようである。日

本人も昔から「こころ」が体の中にあると思っていたようであるが、「心臓」という内臓器官

をイメージしていたようには思えない19。それに対して、フランス語話者にとっては、「ここ

ろ」の意味の “cuer” にもどこか「心臓」のイメージがつきまとっている。だから、この作品

でも出てくる、愛の神の矢の話のモチーフもまったくの言葉の上の喩えとは言えない響きがあ

る。語り手はソルダモールが恋に落ちたことをまず次のように描写している。

(5) Bien a Amors droit assenee : / El cuer lʼa de son dart ferue. / Sovant palist, sovant 
tressue, / Et maugré suen amer lʼestuet.［愛の神はまっすぐに彼女を狙い、その心臓を矢
で射た。彼女はたびたび血の気を失い、たびたび汗をかき、どうしても彼を愛さずにはいら
れなかった。］v. 458‒461

このモチーフはあとで見るように、このすぐ後に続く、ソルダモールのモノローグにも、アレ

クサンドルのモノローグにも出てくる、つまり登場人物たちもこのモチーフをもとに恋の苦し

みを語るのだが、この描写でも、「血の気を失い」、「たびたび汗をかき」とあるように、身体

的・生理的イメージが尊重されているのがわかる。

1.2　辞書的な意味
　『クリジェス』作品中の “cuer” の使用例91箇所のうち、“cuer” がはっきりと内臓器官であ

る「心臓」の意味で使われているのは先に挙げた２例だけである。あとは、どちらかと言え

ば、あるいは明らかに精神的な意味で使われているのである。すでに挙げた３つの例について

言えば、「こころを目覚ませておく、こころがける」(3) では「知性・意識」に関するものとし

て使われており、「苦しむ」(4) では「悲しみ」、愛の神の矢のモチーフ (5) では「恋愛」との関

係で使われている。こうした辞書的な分類はもちろんそれほど厳密にできるものではなく、だ

からこそ “cuer” や「こころ」がよく使われことになるのであろうが、それでも他の多くの例

についてもおおまかに分類しておもなものを挙げると以下のようになる。

(6) Que tote nuit plore et se plaint / Et se degiete et si tressaut / A po que li cuers ne li faut.
［（そのため）彼女は一晩中泣き、嘆き、 身もだえし、震わせて、もう少しでこころが失われ
る（気を失う）ほどであった。］v. 880‒882 ＜意識＞

(7) Cist moz li est pleisanz et buens, / Que de la leingue au cuer li toche, / Sel met el cuer et 
an la boche, / Por ce que mialz en est seüre.［その言葉が彼女には心地よく好ましいもので
あり、彼女の舌からこころへと触れたので、彼女はその言葉をもっと確かなものにするため
に、こころと口の中へ置いたのだった。］v. 4372‒4375 ＜知性・記憶＞
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(8) Car por neant ne fuient pas, / Ce se pansse et li cuers li dit.［彼らが何の理由もなく逃げて
いるわけではないということ、それは考えられることであり、こころが彼（クリジェス）に
告げることであった。］v. 3650‒3651 ＜知性＞

(9) Et largemant done et despant, / Si com a sa richesce apant / Et si con ses cuers lʼen 
consoille.［（アレクサンドルは）たっぷりとものを与え、金を使った、彼の所有する富にあ
わせて、また彼のこころが勧めるままに。］v. 409‒411 ＜意思＞

(10) Or mʼest cuers et talanz venuz / Que la querele te guerpisse / Et que plus a toi ne 
chanpisse.［さてはそなたと争うのはやめる、もはやそなたと戦うことはしない、そういう
こころになり、気分になった。］（ザクセン公の言葉）　v. 4156‒4158 ＜意思＞

(11) Et lʼempereres par sa grace / Li done armes et cil les prant, / Cui li cuers de bataille 
esprant, / Et molt la desirre et covoite ;［そこで皇帝が好意をもって彼に武具を与えると、
彼はそれを受け取る、彼のこころは戦いに燃え、戦いを強く望み、欲していた。］v. 4004‒

4007 ＜意思＞

(12) Mes tant vos resai de haut cuer / Que je nʼos desdire a nul fuer / Rien qui vos pleise a 
demander ;［私もまたそなたが高貴なこころの持ち主であると知っているのであればそなた
が求めんとすることをあえて拒むつもりはさらさらない。］（ザクセン公の言葉） v. 3973‒3975 
＜気質＞

(13) Et Clygés vers les Sesnes point, / Desoz lʼescu se clot et joint, / Lance droite, la teste an 
son ; / Nʼot mie mains cuer de Sanson, / Nʼestoit pas plus dʼun autre forz.［そしてクリジェ
スはザクセン勢に向けて拍車をかける、盾の後ろに身を縮め折り曲げ、槍はまっすぐに頭を
先頭にして。彼はかのサムソンに劣らぬこころを持っていた、他のものより強かったわけで
はないが。］v. 3535‒3539 ＜勇気＞

(14) Clygés, quant Fenice cria, / Lʼoï molt bien et antendi ; / Sa voiz force et cuer li randi ;［ク
リジェスはフェニスが叫んだとき、彼女の声をしっかりと耳にした。彼女の声が彼に力とこ
ころを与えた。］v. 4104‒4106 ＜勇気＞

(15) Por feire la joste premiere / Est Lanceloz del Lac sailliz, / Qui nʼest mie del cuer failliz.
［（騎馬槍試合で）最初の勝負を行うためにランスロが飛び出した、彼はけっして臆病なここ
ろの持ち主ではなかった。］v. 4750‒4752 ＜勇気＞

(16) Si li est tart que ele en oie / Chose de coi ses cuers ait joie.［彼女（フェニス）は自分のこ
ころが喜ぶことについて一刻も早く知りたかった。］v. 2885‒2886 ＜喜び＞

(17) Sʼest ja tant dit et puepleié / Que neïs cele dire lʼot / Qui an son cuer grant joie en ot,［そ
のことはたいそう人々に語られ知られることになってついには彼女（フェニス）もそれを聞
いて、こころに大きな喜びを抱いた。］v. 2960‒2962 ＜喜び＞
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(18) Quant la parole a entandue / Cligés, que cil li vet criant, / Nʼen a mie son cuer riant, / 
Einz est mervoille quʼil nʼenrage.［クリジェスはこの者が叫んでいるその言葉を聞くと、そ
れによってうれしく思うどころか（こころが笑えるようなことはなく）、彼がかっとしない
ほうが不思議であった。］v. 3680‒3683 ＜喜び＞

(19) Molt puet estre par defors tristes, / Mes ses cuers est si liez dedanz, / Car a sa joie est 
atendanz.［（病気を装っているフェニスのもとをそれと知って訪れたクリジェスについて）
彼は外見は悲しんでいるように見えたかも知れない、しかし、その内側で彼のこころは喜んで
いた、と言うのも、自分にとって喜ばしいことを待つ身であったので。］v. 5678‒5680 ＜喜
び＞

(20) An son cuer a son duel covert, / Et se nus garde sʼan preïst, / A sa contenance veïst / 
Con grant destrece avoit el cors / Au sanblant qui paroit defors.［（アレクサンドルが死ん
だと思いこんだソルダモールについて）彼女は自分のこころの中に自分の苦しみを隠した、
そこで注意して見ることがなければ、彼女の表情から、外側に見える様子から、彼女が体の
内にどれほど大きな悲しみを持っているかわかるものではなかった。］v. 2110‒2114 ＜苦し
み＞

(21) De Fenice li resovient / Qui, loing de lui, son cuer travaille.［彼（クリジェス）はたびたび
フェニスのことを思い出した、彼女は彼から離れたところにあって彼のこころを苦しめた。］
v. 5058‒5059 ＜苦しみ＞

(22) Nʼele ne set pas se il vit, / Don granz dolors an cuer li toche.［彼女（フェニス）は彼が生
きているのかどうかさえわからず、そのために大きな苦しみが彼女のこころに触れるのだっ
た。］v. 5088‒5089 ＜苦しみ＞

(23) Amors li est el cuer anclose, / Une tançons et une rage / Qui molt li troble son corage, / 
Et qui lʼangoisse et destraint［愛の神が彼女（ソルダモール）のこころの中に閉じこもると、
ある葛藤と激情が彼女の気持ちをはげしく揺さぶり、彼女を不安にし、責めて］v. 876‒878 
＜恋愛＞

(24) Car a lui sʼotroie an tranblant, / Si que ja nʼan metra defors / Ne volanté ne cuer ne cors / 
Que tote ne soit anterine / A la volonté la reïne,［なぜなら彼女（ソルダモール）は、体を
震わせながら、自分の身を彼女（王妃）にゆだねる、意志とこころと体をよそへ置くことは
しない、それらはいずれもまったく王妃の意志に従うというようにして、］vv. 2318‒2322 
＜他人への服従、忠誠＞

(25) Morte sui, quant celui ne voi / Qui de mon cuer mʼa desrobee,［私から私のこころを奪った
人を眼にすることがないのであれば私は死んだも同然、］v. 4442‒4443 ＜恋愛＞

(26) Molt li tarde que celi voie / Qui son cuer li fortret et tolt. / Mes bien li rant et bien li solt 
/ Et bien li restore sa toste, / Quant ele li redone a soste / Le suen, quʼele nʼainme pas 
mains.［彼（クリジェス）は一刻も早く自分のこころを盗み奪った女性（クリジェス）に会
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いたかった。しかし（盗んだというものの）彼女のほうも、彼に与えるものは与えている、
代金を払い、その税も払ってあるのだ、彼に即金で彼女の心を与えたということで。という
のも彼女のほうも彼に劣らず彼を愛していたのだから。］v. 5074‒5079 ＜恋愛＞

1.3　他の語との組み合わせ
　以上の例で “cuer” は多く定冠詞や所有形容詞をともなって使われている。現代フランス語

では体の部位を意味する単語について、定冠詞をつけるのが原則であり、ここでも “Qui le 

cuer a dolant”「苦しむこころを抱いた」(4)（カッコつき数字は例文番号、以下同じ）、“li 

cuers faut”「こころが失せる（気を失う）」(6)、“li cuers li dit”「こころが彼に言う」(8)、

“Amors li est el cuer anclose”「愛の神が彼女のこころに閉じこもる」(23) などでは定冠詞つ

きであるが、“ses cuers lʼen conseille”「彼のこころが勧める」(9)、“a . . . son cuer riant”「笑

えるようなこころを持つ」(18)、“An son cuer a son duel covert”「自分のこころのなかに自分

の苦しみを隠した」(20) のように所有形容詞をつけた表現が多い。もちろん、こうした限定詞

の使い方には韻文において音節数をあわせる都合もあるだろうが、多用される所有形容詞には

あとにも見るように、定冠詞とは違うニュアンスがあるように思われる。

　“cuer” がいくつか無冠詞で使われている場合もある。やはり音節数の都合があり、その上

で “de haut cuer”「高貴なこころの」(12) のような慣用的語法、“ne volanté ne cuer ne cors”

「意志もこころも体も……ない」(24) のような列挙の場合の省略などとしても説明がつく場合

があるが、興味深いのは “cuer” が数えられないものとして使われているように思える例であ

る。“mains cuer de Sanson”「サムソンに比べてより少ないこころ（勇気）」(13) がそれで、ま

た “Sa voiz force et cuer li randi”「彼女の声が彼に力とこころ（勇気）を与えた」(14) という

場合もそこにイメージされるのは「一つのこころを与える」ではなくまさに「ある量のここ

ろ」といったようなものである。どちらの例の場合も、現代仏語であれば “courage” を使う

ところである。とは言え、こうした不可算名詞としての “cuer”、つまり “cuer” でなにか形の

定まらないものとしてイメージさせるような用法は少ないのではないかと思われる。これは

“cuer” が当然のことながら体の中の形ある一つのモノとしてのイメージを喚起させやすいか

らではないかと思われる。

1.4　構文上の位置・役割
　つぎに “cuer” をどのような構文で使っているかに注目する。

　ⅰ） (avoir, estre de) le cuer＋形容詞（付加形容詞、属詞）

　　　“avoir son cuer éveillé” (3), “avoir le cuer dolant” (4), “cuers esprant de bataille” (11), 

“(estre) de haut cuer” (12), “(estre) del cuer failliz” (15), “avoir son cuer riant” (18)

　ⅱ） en(dans, a) le cuer

　　　“ferir el cuer” (5), “an son cuer grant joie” (17), “covrir son duel dans son cuer” (20), 
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“faire sentir al cuer” (1), “toucher au cuer” (7), “Amors est anclose el cuer” (23)

　ⅲ） cuer（主語）＋動詞

　　　“li cuers dialt” (2), “li cuers faut” (6), “li cuers dit” (8), “ses cuers consoille” (9), “cuers 

est venuz que . . .” (10), “li cuers desirre et covoite” (11), “ses cuers ait joie” (16), “ses 

cuers est liez” (19)

　ⅳ） 動詞＋le(son) cuer（目的語）

　　　“travailler son cuer” (21), “metre le cuer” (24), “fortraire et tolir son cuer” (26) 
[“desrober～de son cuer” (25)]

　ⅴ） その他（不可算名詞として）

　　　“avoir cuer” (13), “randre cuer” (14)

こうしてみると、まず同じ喜び・苦しみの表現にも、“avoir le cuer dolant”「苦しいこころを

持つ」、“avoir joie dans son cuer”「こころの中によろこびを持つ」、“li cuers dialt”「こころが

苦しむ」、“le cuer a joie”「こころが喜びを持つ」、“travailler son cuer”「（何かが）こころを苦

しめる」のような多様な表現方法があることがわかる。ここで注目したいのは、いずれも「こ

ころ」を形あるひとつのものとしてイメージさせる表現であるが、なかでもⅱ）の型では、「こ

ころ」を一つの容器のようなものとして認知している点である。「こころ」は喜びや苦しみ、

あるいは記憶が置かれる容器である。ただし、たとえば日本語なら「喜びに満ちたこころ」と

いうとき、「こころ」はやはり容器としてイメージされているが、中にある「よろこび」は液

体としてイメージされている。それに対して、おそらくここに挙げた例に関する限り、「ここ

ろ」は大切な宝物をしまっておく容器、中にあるのも形あるもののようにイメージされてい

る。ちょうど擬人化された「愛」がそこに閉じこもるように、「愛情」も形あるひとつのもの

であり、やはり日本語で「愛情があふれる」と言うようなイメージとは違っている。

　はじめに名前をあげたゾルターン・ケヴェチェシュは愛の概念メタファーの一つとして「容

器の中の液体としての愛」（Love as a Fluid in a Container）をとりあげている20。英語では

“She was filled with love.” とか “He poured out his affections on her.” のような表現がこれに

あたる。現在の日本語からすれば、日本語も同じようにこの概念メタファーがあてはまるよう

に思われる。

　ここにとりあげた “cuer” に関する例だけについてみれば、この概念メタファーにはあては

まらないように思える。が、もちろん、このわずかな例だけで断定はできないので、他の単語

をもとにしたり、クレチヤンの他の作品、さらに他の古仏語テクストついて調べるとおもしろ

いのではないかと思われる。
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1.5　擬人表現
　“cuer” の使い方については、他の単語との組み合わせ、たとえば “avoir son cuer éveillé”

「こころを目覚めさせておく」(3) や “ses cuers ait joie” (16)「こころが喜びを持つ」のような、

いわゆる擬人法表現がみられる。こうした擬人法は『薔薇物語』に典型的な抽象概念の擬人化

（例えば、「理性」が一人の女性として登場して話をする）とは、「なにかを人間にたとえる、

みたてる」という点では同じだが、いくつか違う点もある。その違いを理解するには、つぎの

４つの点を区別しておく必要がある。

　まず、第一に、「花笑い鳥歌う」というような文章表現の擬人法は、より一般的にはカテゴ

リー転換による表現の一つのタイプといえる21。植物を動物を人間に見立てれば＜擬人法＞、

逆に人間を植物に見立てて「枯れてきた」といえば＜擬物法＞などと区別されるが、どのよう

なカテゴリーを区別するかによってそれだけ用語が必要となる。むしろ、注目すべきは、たと

えば “avoir son cuer éveillé” の場合には “cuer”（こころ）という眼にみえないものを表す語

に、“éveillé” というふつう人間にしか使わない語を組み合わせていることである。従ってこ

れを擬人法表現と呼んでもよい。“(estre) de haut cuer” (12) という表現の場合には、“cuer”

（こころ）をなにか価値づけできるモノ、そこにはさらに空間の上下関係によって価値の大小

を示す、そうした見立て、認知がもとになっていると思われる。

　つぎに、そうした互いに異なるカテゴリーで使われる表現を組み合わせるといっても、「異

なる」かどうかはつねにはっきりしているわけではない。たとえば “son cuer riant” (18) にあ

る形容詞 “riant” は “rire”「笑う」の現在分詞ではあるが、Tobler-Lommatzsch 古仏語辞典で

も「比喩的に（figürl.）」のラベルの後で、『ロランの歌』以来、顔（“vis”）や眼（“le oel”）、

口（“bouche”）について使われているのであって、もともとは「人が笑う」ところから来てい

るにせよ、笑う時の眼や口のようすを「笑っているように」と使い、それを一方では体の一部

をもイメージさせる “cuer” に使っているのであれば、この場合は、単純に「こころ」を人間

に見立てている表現とは言いがたい。また “avoir son cuer éveillé” という表現ももとは擬人

法による表現であっても、この時代にあってはすでにあまりそれを意識させない慣用的表現に

なっているとも言える。

　また、「人間に見立てる」というのは、言語表現だけのレヴェルのことでもあれば（「擬人

法」）、概念レベルの場合のことでもありうる。「理性」が物語の中で語る、といった抽象概念

の擬人化（擬人メタファー）はこの概念レベルの擬人表現である。これも両者をはっきりと区

別できるわけではない。先の例の中の “ce . . . li cuer li dit”「こころが彼にそう言う」(8) の場

合は擬人法のレベルであるが、ここで、言った内容が直接話法で表現されていれば、言った主

体の「こころ」の声が聞こえてくるように感じられるであろうし、その「こころ」が仮に登場

人物の前に人間の姿をまとって現れる、その人物の外見や表情、動作が描写されるとなると、

これははっきりと擬人化表現（擬人メタファー）ということになる（ここでは定冠詞の有無の
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問題はおいておく）。先に挙げた例では、とくに「こころ」を主語とする表現で、“dire”「言

う」、“consoillier”（助言する）、“deirer”（欲する）のような動詞が使われているが、いずれも

擬人法レベルの表現である22。

　最後に、何かを何かに見立てる場合、既知のものを既知のもので表現する場合と未知のもの

を既知のもので表現する場合とが、これも厳密にできるものではないが、場合によって区別が

必要である。「花笑い鳥歌う」は一方で「花」や「鳥」というものを知っていて、その様子を

人間に見立てて「笑う」や「歌う」と表現する。それに対して、「理性」を人間に見立てると

いうのは、抽象概念というかおよそ眼に見えないなにかを「人間」として理解し、表現する、

つまり認知する方法である。もちろん、“raison”「理性」や “joie”「歓喜」も、物語の中で擬

人化表現（擬人メタファー）として登場するよりも、まず言語レベルで、なにかの大きさを

もったモノとして認知される。そうした概念メタファーがあってはじめて「理性」や「歓喜」

について語ることができる。“cuer” の場合は、事情がさらに複雑で、「こころ」をモノとして

語ると言っても、そこには漠然とでも「心臓」という形あるものがイメージされている。だか

らこそ、先に見たように、部分冠詞をとった表現になりにくいのではないかと思われる。

1.6　“corage” の例
　さて、次に、“cuer” の派生語 “corage” について、“cuer” の場合と同様に、辞書的意味の

点で区別し、全14例からおもなものを挙げると以下のようになる。“corage” をはっきりと

「心臓」の意味で使う例はなく、また登場人物や語り手の恋愛についてのコトバの中でキー

ワードとして使われることもない。

(27) Alixandre vint an corage / Que il aille le roi proier / Que il le face chevalier,［アレクサン
ドルはこころの中で自分を騎士に叙任してもらえるように王に願いに行こうという思いに
至った、］vv. 1104‒1106 ＜意志＞

(28) Se vos en avez boen corage, / Jʼasanblerai le mariage.［もしあなたがたに十分にそのここ
ろがあるのでしたら、私が結婚をとりはからいましょう。（王妃の言葉）］vv. 2293‒2294 
＜意志＞

(29) Mes ce tandrai a vilenie, / Se par peresce ou par folie / Vostre corage me celez.［しかし、
こんなことがあるようでしたら卑しいことと思いますわ、あなたさまが面倒がって、あるい
はばかなお考えからあなたさまのこころを私にお隠しになるようなことがありましたら。

（フェニスに対する乳母のテッサラの言葉）］vv. 3105‒3107 ＜意図＞

(30) Or vos doint Dex del revenir / Corage et volenté par tans.［神がそなたにほどなく帰国す
るこころと願望とを与えんことを。（皇帝アリスのクリジェスへの言葉）］vv. 4256‒4257. 
＜意志＞
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(31) La volanté de son corage / Toz jorz en un panser le tient :［彼のこころの願いがいつも彼
をある考えに引き止めていた。］vv. 5056‒5057 ＜願望＞

(32) Or la vit pale et or vermoille / Et note bien an son corage / La contenance et le visage / 
De chascun et dʼaus deus ansanble.［彼女（王妃）は彼女（ソルダモール）の顔がときに青
ざめ、ときに紅潮するのを見てとり、（ソルダモールとアレクサンドル）一人ずつの、また
二人いっしょの表情と顔とをこころの中にとどめた。］vv. 1588‒1591 ＜記憶＞

(33) Tant fu preuz et de fier corage / Que, por pris et por los conquerre, / Ala de Grece an 
Engletrre,［彼（アレクサンドル）は雄々しく、また勇ましいこころをしていたので、名誉
と賞賛を得るためにギリシアからイギリスへ行った、］vv. 14‒16 ＜気質＞

(34) Une tançons et une rage / Qui molt li troble son corage, / Et qui lʼangoisse et destraint［対
立と激情が彼（アレクサンドル）のこころを強く揺さぶり、また苦しめ締め付けると］vv. 
877‒879 ＜苦しみ＞

　だいたい、“corage” は３音節であって、１音節の “cuer” の方が、韻文では使いやすいだろ

う。また “cuer” は “cors”（現代語で “corps”「肉体」）と音の上で、１音節で頭韻のペアを作

るので、とくに本作品のように「こころ」と「体」が問題となるときには、派生語の “corage”

よりも本来の “cuer” が使われて当然である。他方、“corage” は14例中、12例が詩句末にあ

るように、“linage-corage” (vv. 13‒14), “rage-corage” (vv. 877‒878), “rivage-corage” (vv. 1103‒

1104) などと脚韻を踏ませるのに都合のいい単語である。辞書的な意味で言えば、「心臓」と

か「意識」など身体的なモノとして使われることはないが、あとは「意志」や「気質」、「苦

痛」に関する意味として使われる点では “cuer” とあまりかわらないように見える。例文 (10) 

“mʼest cuers et talanz venuz que . . .”「……するこころと気分が私に訪れた」と例文 (30) “del 

revenir corage et volenté”「帰国するこころと意志」、あるいはまた例文 (21) “son cuer 

travaille”「彼のこころを苦しめる」と例文 (34) “troble son corage”「彼のこころを揺さぶり」

については、それぞれ “cuer” と “corage” を入れ替えても同じように思われる。しかしなが

ら、“corage” は「こころ」そのものというよりも、「こころのある状態」を表現するのに使わ

れることが多いように思われる。たとえば、今あげた “del revenir corage et volenté”「帰国

するこころと意志」(30) もそうだが、ほかには、“en avez boen corage”「そうするこころを

持っている」(28) や “fier corage”「勇ましいこころ」(33) のように。逆に、“cuer” の場合には

あった、“cuer” を主語とする表現、“li cuers dit”「こころが言う」(8) や “ses cuers ait joie”

「こころがよろこびを持つ」(16) というような表現が、“corage” についてはない。興味深いの

は “vostre corage me celez” (29)「そなたのこころを私に隠す」という王妃の言葉で、この場

合は、どのようなこころをもっているか、どのように考え感じているかを隠すという意味で

あって、こころをそのものをどこかへ隠してしまうというのとは違っている。それは、“cuer”

については、“metre le cuer defors”「こころを外におく」(24) や “fortraire et tolir le cuer”
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「こころを盗み奪う」(26) というような表現がしばしば使われているのとは対照的である。

2.0　恋について語る場面
　以上、作品中で “cuer” や “corage” の語が「心臓」を指示する語として、そして人物の行

為や心情の描写にどのように使われているかを考察してきたが、つぎに、語り手や登場人物た

ちが “cuer” の語をキーワードとして恋愛の心情について語る場合を取り上げる。

　この作品では２つの時代の２つの若者たちの恋が語られる。いずれも、それまで恋をしたこ

とのなかった若い理想的な男女が出会ってすぐに互いに相手を思うようになり、互いの気持ち

を確かめるという段階を経て、いずれの恋も最後は結婚という幸福な結果になる。

　はじめのアレクサンドルとソルダモールの場合には、それぞれが恋を自覚し、悩み、告白を

ためらっていたところ、アーサー王の王妃（この作品では名前が出ていない）が仲介して互い

の気持ちを確認させる。作者クレチヤンがここで腕を揮うのは、自分の恋する気持ちをどのよ

うに語るのか、そしてまた恋の成就についてどのように語るのかという点である。ここでは、

“cuer” の語が使われている個所として、

　１）ソルダモールのモノローグ（vv. 473‒521）

　２）アレクサンドルのモノローグ（vv. 624‒870）

　３）王妃と二人が話す場面（vv. 2236‒2331）

をとりあげる。

　つぎのクリジェスとフェニスの場合は、状況が複雑である。ドイツ皇帝の宮廷でクリジェス

がフェニスに出会ったとき、すでにフェニスは自分の叔父でありコンスタンティノープル皇帝

であるアリスの婚約者であった。クリジェスはアリスを皇妃として迎えるためにドイツへ向

かったギリシア軍の一員として皇帝アリスに随行していた。しかし、二人は初対面で互いに恋

に落ちる。が、たがいに思いを打ち明けることなく、その後、クリジェスはドイツからブリタ

ニアのアーサー王のもとへ向かい、フェニスは夫アリスとともにコンスタンティノープルへ

やって来る。クリジェスを想うフェニスはテッサラの秘薬の助けにより、夜の床では夫アリス

を夢でだまして自分の体に触れさせないままに過ごす。やがてフェニスを想うクリジェスが帰

国し、二人は再会して互いに相手の気持ちを知る。ここからあとは、フェニスの偽装死によっ

て二人は逃れ、隠れ住むが、やがて露顕し、アリスの軍勢に追われ、アーサー王も巻き込む

が、最後はアリスが都合良く死んでくれたおかげで、二人は晴れて正式にコンスタンティノー

プルの皇帝と皇妃の位につく。ここでは、次の個所を取り上げる23。

　４）二人の出会い（語り手）（vv. 2696‒2836）

　５）フェニスとテッサラ（フェニス）（vv. 3119‒3177）

　６）フェニスのモノローグ（vv. 4396‒4560）

　７）再会したクリジェスとフェニス（vv. 5162‒5264）
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2.1　ソルダモールのモノローグ（vv. 473–521）
　ソルダモールはいきなり恋に悩む女として物語に登場する。語り手がそれまで「恋（恋の

神）を軽蔑し」（“desdaigneuse estoit dʼamors”, v. 444）、どれほどの男であっても愛すること

はなかったソルダモールが、愛の神の復讐をうけたこと、すなわち愛の神の放った矢を “cuer”

「心臓」にうけた（先にあげた用例 (5)）ことを語ると、ブリタニアへ向かう船中で一人嘆くソ

ルダモールのモノローグが、以下のように、自分の眼に対する呼びかけではじまる。

Et dit : « Oel, vos mʼavez traïe ; / Par vos mʼa mes cuers anhaïe, / Qui me soloit estre de foi. / 
. . . /Einsi me porrai bien garder / DʼAmor, qui justisier me vialt, / Car cui ialz ne voit cuers ne 
dialt ; /. . . / Mi oel a nule rien nʼesgarde, / Sʼau cuer ne plest et atalante. / Chose qui me feïst 
dolante / Ne deüst mes cuers pas voloir.［そして言うのだった「眼よ、おまえは私を裏切った
のだ。おまえのために、私のこころは私を憎むようになったのだ、かつては私に忠実であったの
に。……だから私は私を支配しようとする愛の神に十分に用心することができるだろう。なぜな
ら眼で見ることのない者にあってはこころが苦しむことはないのだから。……私の眼は何も見る
ことはない、こころの気に入り、気を引くものでなければ。私を苦しませるようなものを私のこ
ころが望むはずはないのだ。］（vv. 473‒475, 484‒486, 504‒507）

　こうして彼女は自分の苦しみを嘆き、自分が愛の神に支配されている、すなわち自分が愛し

ているのだろうかと自問する。愛の神が自分の “cuer” を矢で射たとまでは言っていない。興

味深いのは擬人アナロジーである。はじめの「眼よ、おまえは……」という自分の眼に対する

呼びかけは、「眼」を人間に見立てたコトバである。ここで「眼」は返事をしないが、「眼」が

もし答えるようなことであれば、これが古典修辞法本来のプロソポペイアであるが、その前の

段階の擬人アナロジーと言える。“cuer” に対して呼びかけることは、この場面でも、他の場

面、他の登場人物にあっても、この作品ではない。しかし、“cuer” はここで一方ではよびか

けの対象となっている「眼」と同等のものとして示され、また “anhaïr”「憎む」、“plaire”「気

に入る」、“voloir”「望む」のような動詞と関係づけられて、人のような存在としてイメージさ

れている。その時点ですでに “cuer” は「わたし」とは別の存在である。そして、本来自分に

対して「忠実である」（“estre de foi”）、すなわち自分とはいわば友人関係、というよりも主従

の関係にあるはずの “cuer” が「わたし」に逆らっている、という言い方で自分の気持ちを表

現していることになる。

2.2　アレクサンドルのモノローグ（vv. 624–870）
　ソルダモールのモノローグに続いて、語り手はアレクサンドルとソルダモール、それぞれに

思いが募っていくようすを説明しながら物語を進めていく。そして、恋の悩みで眠れる夜を過

ごすアレクサンドルのモノローグ（自問自答を含む）が出てくる。まず、自分の苦しみ、病に

ついて自問し、それが愛の神（Amour）によるものであると気づく。
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‒ Et si te plaing ? Don nʼas tu tort ? / ‒ Nenil, quʼil mʼa navré si fort, / Que jusquʼau cuer mʼa 
son dart trait, / Mes ne lʼa pas a lui retrait. / . . . / ‒ A lʼuel ne mʼa il rien grevé /Mes au cuer 
me grieve formant. / . . . / Li cuers por coi sʼan dialt el vantre, / Que li ialz ausi ne sʼen dialt, / 
Qui le premier cop an requialt ?［「それでおまえは嘆いているのか、おまえが間違っているので
はないのか」「いや、愛の神が私をあまりにひどく傷つけたからだ、私の心臓をその矢で射て、
そして矢を自分のもとへ引き戻そうとしなかったのだから」……「愛の神は私の眼はなにも苦し
めず、私の心臓をとても苦しめているのだ」……「そのために心臓は体の中で苦しんでいる、第
一撃をうけた眼の方はそれで同じように苦しんではいないというのに」］（vv. 689‒692, 698‒699, 
704‒706）

恋が愛の神の矢を “cuer” にうけることによって始まるというのは、さきにソルダモール登場

にあたって語り手のコトバにあったものだが、それが登場人物のアレクサンドル、コンスタン

ティノープルの若い皇子の口から出てくる。しかも、ここではその矢が眼から入って “cuer”

にささり、そのために「心臓が体の中で苦しんでいる」と言っている。先に見たように、ここ

でも “cuer” は “vantre” とともに使われて身体がイメージされている。だからこそであろう

か、ここからアレクサンドルは、前のソルダモールのように “cuer” を擬人化して自分の気持

ちを語るのではなく、一般的な眼と “cuer” の働きというものについて論じていく。なぜ

“cuer” は痛み苦しむのに、眼のほうは傷つかないのかと。

Mes cʼest li mereors au cuer, / Et par ce mireor trespasse, / Si quʼil ne blesce ne ne quasse, / 
Li sens don li cuers est espris. / Donc est li cuers el vantre mis, / Ausi com la chandoile 
esprise / Est dedanz la lenterne mise.［しかしそれ（眼）はこころの鏡であり、感覚は傷つけた
り壊したりせずにこの鏡を通過して、こころがこの感覚（像）という火で燃える。だからこころ
は体の中に置かれている、ちょうど火のついた蝋燭がランタンの中に置かれているように。］

（vv. 710‒716）

愛の矢が眼を通って心臓に達するというのは、すでに『エネアス物語』にも出てくるモチーフ

である24。ここで作者クレチヤンはさらにランタンのたとえを持ち出してくる。ただしこのた

とえは713行の “li sens” の意味も含めてすんなりと理解できるものではない。“li sens” をヴァ

ルテール現代語訳はおそらく文脈から解釈して “lʼimage sensible” としている。アレクサンド

ルはこのモノローグのずっと後のほうで愛の神の矢のそれぞれの部分の美しさを描写し、そこ

にソルダモールの額、眼、鼻などの美しさを重ねている。したがって外から眼を通して入って

きて、それによって “cuer” が火のついた状態になる（“espris”）ものが、外界の “image”

（像）であるとは理解できるが、“li sens” だけでそのような意味になるのかどうか、論者には

判断できない（メラ＝コレ訳は “le sentiment” と訳している）。また、だいたい、ランタンと

言えば、まず光が中から外へ向かうものとしてイメージするものであって、そとから何かが内

側へ入ってくるという、愛の矢のイメージと合わない。おそらく作者クレチヤンは、一方で光

がガラスを傷つけることなく通過することと、他方では内側で燃えている火ということでこの
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ランタンのたとえを持ち出してきたのではないかと思われる。アレクサンドルはこのランタン

のたとえにつづけて、教会堂のステンドグラスのたとえも加えて、“cuer” が外界をどのよう

に見るのかについて次のように自問自答を続けていく。

Ce meïsme sachiez des ialz, / Con del voirre et de la lanterne : / Car es ialz se fiert la 
luiserne / Ou li cuers se remire, et voit / Lʼuevre de fors, quex quʼele soit ; / Si voit maintes 
oevres diverses, / . . . / Lʼune blasme, et lʼautre loe, / Lʼune tient vil, et lʼautre chiere. / Mes tiex 
li mostre bele chiere / El mireor, quant il lʼesgarde, / Qui le traïst, sʼil ne sʼi garde.［ガラスやラ
ンタンと同じことが眼についても言えることを知らねばならない。なぜなら、光が眼の中に衝突
すると、こころがその眼の中に自らの姿を見、そして何であれ外のものを見るからだ。そして多
くの様々なものを見る、（……）あるものは貶し、あるものはほめる、あるものはつまらぬ、あ
るものを貴重であると評価する。しかしそれ（こころ）が鏡の中をみる時には愛想よくするが、
それ（こころ）が用心していないとそれ（こころ）を裏切るようなものもある。］（vv. 730‒735, 
738‒742）

ランタンのたとえに続けて、“cuer” が見ることが論じられているところに、古代以来の中世

ヨーロッパ人の視覚についての一つの理論、外送理論が反映しているという解釈があるが、そ

う簡単に結論づけられるような問題とは思えないので、その是非はここでは措いておく25。む

しろここでは、ランタンのたとえによってまずモノとして捉えられてきた “cuer” が、「見る」

ということから擬人化されている点に注目したい。引用中の最後に “cuer” を “trahïr”「裏切

る」、“cuer” が “se garder”「用心する」などという動詞も使われているように。そして、今

の引用に続けて、アレクサンドルもソルダモール同様、眼の裏切りを嘆く。

Moi ont li mien oeil deceü, / Car an lui a mes cuers veü / Un rai don je suis anconbrez, / Qui 
dedanz lui sʼest aombrez, / Et por lui mʼest mes cuers failliz. / De mon ami sui mal bailliz, / 
Qui por mon anemi mʼoblie.［私の眼が私を裏切った、なぜなら私のこころがそれ（眼）の中に
ある光線を見たのだが、その光線によって私が困惑した、その光線はそれ（こころ）の中に宿っ
た、そしてその光線のために私のこころは私から失われた。私は私の友からひどい仕打ちを受け
たのだ、私の敵のために私を忘れるのだから。］（vv. 743‒749）

“cuer” が見た光が “cuer” に「宿る」（“sʼaombrer”）、そして “cuer” が私から失われるという

ように、ここでは “cuer” はモノであり、人でもある。とくに “sʼaombrer” というキリストの

受胎に使われる語が使われているのが面白い。先のステンドグラスのたとえこそ、中世では聖

母マリアの処女懐胎を説明するたとえとして説教や文書で好まれて使われたものであり、そこ

でこの “sʼaombrer” という語が出てくるのは自然な流れである。すると、この恋をするとい

うことは、まさにキリストの受胎のようにとまではゆかずとも、少なくとも尊敬すべきものと

して認知されていることになる。

　そもそもはじめのランタンのたとえというのも、いわゆる中世のフランス語アレゴリー作品
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には『ランプの賦』（Dit de la lampe）26というものが残っているぐらいで、現存するテクスト

は13世紀末で、クレチヤンより１世紀後にできたもののようであるが、おそらくすでにクレ

チヤンの時代にも、ランプやランタンを使って何かを説明するというのはやはり教会人の説教

や著作ではなじみの手法だったのではないだろうか。こうしたたとえの原理は、なにかを構成

要素に分けて別のものとの対応関係を示すというものである。恋の芽生えという現象を、愛の

神の矢が心臓にささるという原理を利用するのはローマ神話以来のものだが、中世にはさらに

“cuer” と眼と外界との３つに分けてそれを説明し、理解しようとしたと言える。だからこそ、

そうした個別の要素、モノは同時に擬人化して理解しやすいものとなる。アレクサンドルもソ

ルダモール同様、“cuer” と２つの眼が、かつては友（味方）であり従者でもあったのが、今

では自分の敵となったと言って嘆くのである。

Ha, Dex, ou sont mes mi ami, / Quant cist troi sont mi anemi, / Qui de moi sont et si mʼocïent ? 
/ Mi sergent an moi trop se fient, / Qui tote lor volanté font / Et de la moie point ne font.［あ
あ、神よ、いったい私の友たちはどこにいるというのか、これら３人が私の敵というのであれ
ば。彼らは私の僕でありながら私を殺すのか。私の従者たちはあまりに私のことを信用してい
て、まったく自分たちの望むことをして、私の望むことは何もしないのだ。］（vv. 755‒760）

このようにアレクサンドルのモノローグにあって、一方で “cuer” はモノとして捉えられ、さ

らにまたヒトのように捉えられている。擬人化のレベルは言語表現だけの擬人法より上の、概

念レベルとなっている。しかし、「友」や「従者」という存在であり、せいぜい「憎む」、「見

る」、「望む」とか、ばくぜんと「私を殺すのか」と言われる程度で、いわばそこに座っている

ままで、まだ立ち上がって動き出してはいるようには感じられない。

2.3　王妃と二人が話す場面（vv. 2236–2331）
　アレクサンドルは意を決してソルダモールの気持ちを確かめようと彼女のいる王妃の天幕

を訪れる。するとかねてから二人の思いを察していた王妃、「二人が互いに愛し合ってい 

ることにまったく疑いを抱いていなかった」（“Qui nʼestoit de rien an dotance / Quʼil ne 

sʼantreamassent andui,” vv. 2254‒2255）王妃がアレクサンドルの気持ちを察して、二人に、ま

ず愛とはどういうものかを教え諭し、愛の成就としての結婚を勧める。ここで、“cuer” とい

う語が重要な役割を果たす。たとえば王妃自身は「互いに愛し合う」（“sʼantreamer”）とは言

わず、「二つのこころを一つにする」（faire un de deux cœurs）と言う。

Quʼaparceüe mʼan sui bien / As contenances de chascun / Que de deus cuers avez fet un.［な
ぜなら私はめいめいの表情からあなたがたが二つのこころを一つにしたことはよくわかりまし
た。］（vv. 2278‒2280）
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そしてこの場面の最後、王妃は次のように命じる。

An riant dit : « Je tʼabandon, / Alixandre, le cors tʼamie ; / Bien sai quʼau cuer ne fauz tu mie. / 
Qui quʼan face chiere ne groing, / Lʼun de vos deus a lʼautre doing. / Tien tu le tuen et tu la 
toe.［（王妃は）笑いながら言った。「アレクサンドルよ、私はあなたが恋する人の体をあなたに
ゆだねます。あなたにはこころの方は欠けていないのはよくわかっています。不満な顔をする人
があろうがあるまいが、あなた方ふたり、私がそれぞれをそれぞれに与えます。あなたはあなた
のものである男性を、そしてあなたはあなたのものである女性を受け取りなさい。］（vv. 2326‒

2331）

ヴァルテールはこの場面について、キリスト教の神父が司る教会の結婚式の原型、「花婿花嫁

の＜贈与＞という非宗教的な儀式的行為（un acte laïc de « donation » dʼépoux）」を反映して

いると注をつけている27。最終的には人そのものを与えるということだが、それはつまり「こ

ころ」（“cuer”）と「からだ」（“cors”）を与えあうことを意味する。ここで “cuer” は土地や

財産のように、所有したり贈与したりできるようなモノとしてイメージされている。そしてこ

の「こころ」と「からだ」を与えるという表現こそ、次のクリジェスとフェニスの恋の物語の

核心であり、アレクサンドルとソルダモールの物語は次にはじまるメインの物語を理解するた

めの予習のようなものである。

2.4　二人の出会い（語り手）（vv. 2696–2836）
　つぎに “cuer” が問題となるのは、コローニュ（ケルン）のドイツ皇帝の宮廷をコンスタン

ティノープル皇帝一行が訪れた場面。居並ぶ貴顕貴女の中でひときわ目立つクリジェスとフェ

ニスの二人がひそかに視線を交わす場面。ここでは、それそれが口に出していう言葉も内心の

モノローグもなく、語り手が二人の様子を描写し、そしてその語り手自身が自問自答する。

Et sʼele rien amer devoit / Por biauté quʼan home veïst, / Nʼest droiz quʼaillors son cuer meïst. 
/ Ses ialz et son cuer i a mis, / Et cil li ra son cuer i a promis. / Promis ? Qui done quitemant ! 
/ Doné ? Ne lʼa, par foi, je mant, / Que nus son cuer doner ne puet ;［もし彼女が男性のうちに
見出すなにかをその美しさゆえに愛さねばならないとしたら、彼女がよそに彼女のこころを置く
ようなことは正しくない。彼女は彼女の眼とこころをそこへ置いたのであり、彼の方も彼女に自
分のこころを先置きした（約束した）のである。先置き（約束）しただって？　だれがすべて与
えるというのだ！　与えただと？　誓って、彼はそんなことはしていない。私の言い方が間違っ
ているのだ。なぜなら誰も自分のこころを与えることはできないのだから。」（vv. 2796‒2803）

ここでは、まず「愛する」（“amer”）ことが「自分の “cuer” を他人のところに置く（“mettre”）」

と表現されている。“cuer” は自分の所有になるモノである。しかし、それを “promettre”「先

に置いておく、約束する」となると、単に一時的に「置く」のではなく、「与える」（“donner”）

ということになり、そこで現実的になって「こころ」を他人に与えることはできないなどと語
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り手が言い出す。そして続けて、

Ne dirai pas si com cil dïent / Qui an un cors deus cuers alïent, / Quʼil nʼest voirs, nʼestre ne le 
sanble / Quʼan un cors ait deus cuers ansanble ;［一つの体の内で二つのこころが結びつくなど
と言うう人たちのように言うことはしない、というのも一つの体の中に二つのこころが存在する
などということは本当ではない、本当であるように思えないから。］（vv. 2805‒2808）

と言うのをきくと、先ほどの王妃の言葉、愛し合うとは「二つのこころを一つにする」ことだ

という表現が嘘だと言っているように思える。もちろん、作者クレチヤンは単なるストーリー

テラーという以上に、ときにこうして自らのコトバを意識したいわば遊びを紛れ込ませる作家

であるから意図的に理屈を捏ねるようなことをしているのである。そして最後には次のような

喩えを使って問題を解いてみせる。

Seul de tant se tienent a un / Que la volanté de chascun / De lʼun a lʼautre sʼan trespasse ; / Si 
vuelent une chose a masse, / Et por tant cʼune chose vuelent, / I a de tiex qui dire suelent / 
Que chascuns a le cuer as deus ; / Mes uns cuers nʼest pas an deus leus. / Bien pueent lor 
voloir estre uns, / Et sʼa adés son cuer chascuns, / Ausi com maint home divers / Pueent an 
chançons et an vers / Chantera une concordance / Si vos pruis par ceste sanblance / Cʼuns 
cors ne puet deux cuers avoir, / Ce sachiez vos trestot de voir ;［それら（二つのこころ）が一
つになるというのは（二人の）めいめいの望みが互いに相手の方へ移るということである。そし
て彼らが一緒になって一つのことを望むというわけだが、彼らが同じ一つのことを望んでいるか
らと言って、めいめいが二人のものである一つのこころを持つのだときまって言う人がいる。し
かし一つのこころが二つの場所に存在することはない。彼らの望みは一つでありえても、めいめ
いが自分のこころを持っていることにかわりはない。ちょうど多くのさまざまな人たちがひとつ
の曲や節を斉唱で歌うことができるのと同様である。この喩えによって私は一つの体が二つのこ
ころを持つことはできないことをみなさんに証明できるのであって、みなさんはこのことがまっ
たく本当のことだと納得いただきたい。］（vv. 2818‒2830）

語り手は愛するものの “cuer” を斉唱するふたつの歌声、音に喩える（楽器ではない）。この

ように物語の進行を中断して、議論を続けるところ、これは作者の単なる遊びというものでは

ない。ひとつには、物語の進行が中断しているからこそ、物語の中ではクリジェスとフェニス

が無言のうちに、互いを見つめ、相手への思いを募らせている時間が続いているのである。ま

た、ストレートに自分の思いを口にできない者が、いかに恋する思いについて語るか、その洗

練されたコトバの見本となっているのである。

2.5　フェニスとテッサラ（フェニス）（vv. 3119–3177）
　次に取り上げるのは短い場面ではあるが、この作品のテーマが端的に表明されるところであ

る。婚礼の祝宴の直前にフェニスは乳母テッサラに思いを打ち明ける。そして自分をかのイ
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ズーと比べて次のように言う。

Ceste amors ne fu pas resnable, / Mes la moie iert toz jorz estbale, / Car de mon cors et de 
mon cuer / Nʼiert ja fet partie a nul fuer. / Ja mes cors nʼiert voir garçoniers, / Nʼil nʼi avra 
deus parçoniers. / Qui a le cuer, cil a le cors, / Toz les autres an met defors.［あの愛は理にか
なったものではない、しかし私の愛はいつまでも変わらないでしょう、なぜなら私の体と私のこ
ころとはいかなることがあっても決して分けられることはないでしょうから。けっして私の体は
娼婦となることはないでしょうし、私の体を二人で分け合う人たちがいるようなこともないで
しょう。こころを所有する人が体を所有するであって、私はその他の人たちはすべて除外するの
です。］（vv. 3139‒3145）

イズーはトリスタンを愛しながらも夫マルク王にも体を許した、自分はそのようになりたくな

いとフェニスは訴える。先の、アレクサンドルとソルダモールを前にしての王妃の言葉、愛す

る者どうしが互いに相手の「こころ」と「からだ」を所有する、という言葉をもとに、フェニ

スのこの「こころを所有する人が体を所有する」という言葉が理解される。フェニスはテッサ

ラの用意した秘薬を花婿のアリスに飲ませることによってずっとアリスに体を与えないままに

過ごすことになる。

　「こころを所有する人が体を所有する」というのは、カトリックが定める一夫一婦制の原則

であり、現代の少なからぬ日本人にとっても結婚や恋愛のルールと考えられている。しかし、

考えてみれば、人間にとって「体」は自分の一つのものとして認知されやすいが、「こころ」

もそうであろうかと問うことができるように思われる。“cuer” を、所有したり、他所へ置い

たり、与えたりできるモノ、しかも一人に一つしかないモノと認知する（「心臓」のイメージ

が支えになっている）からこそ、このような表現、考え方が成立しているのではないかと。

2.6　フェニスのモノローグ（vv. 4396–4560）
　ドイツでのフェニスとアリスの結婚の後、クリジェスはそのままブリタニアへ向かう前に

フェニスのもとを訪れ、「私は正しくあなたさまにお暇乞いをするものであります、私がその

方のものであるそういうお方に対してするように」（“Mes droiz est quʼa vos congié praigne / 

Com a celi cui ge sui toz.” vv. 4312‒4313）と言い残して去る。フェニスはクリジェスのこと

を思いながら夫アリスとともにコンスタンティノープルへやって来る。語り手はフェニスの思

いを次のように説明する。

　Et ses cuers et ses esperiz / Est a Cligés, quel part quʼil tort, / Ne ja ne quiert quʼa li 
retort / Ses cuers, se cil ne li aporte / Qui muert del mal don il lʼa morte ;［しかし彼女のここ
ろと精神は、クリジェスのものである、彼がどこへ向かおうと。彼女は自分のこころが自分のも
とへもどってくることを求めたりはしない、この病で彼女を死んだも同然にし、自分もその苦し
みで死ぬほど苦しむその者がもたらすのでなければ。］（vv. 4332‒4336）
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ここで “esperit”（「精神」）の語が使われているのは音の数をそろえるためであろう。問題と

なるのは “cuer” だけである。彼女の “cuers” は一方でクリジェスの支配下にあるモノとして、

他方では彼女自身から離れて旅するヒトとしてイメージされている。そしてここからフェニス

が一人悩むモノローグ、本作品で２番目に長いモノローグとなる。

Morte sui, quant celui ne voi / Qui de mon cuer mʼa desrobee, / Tant mʼa losengiee et gabee. / 
Par sa lobe et par sa losenge / Mes cuers de son ostel sʼestrenge, / Ne ne vialt o moi 
remenoir, / Tant het mon estre et mon menoir. / Par foi, donc mʼa cil maubaillie / Qui mon 
cuer a en sa baillie,［私は死んだも同然、あれほど私におべっかと甘い言葉を使って、私から私
のこころを奪った方を目にすることがないのだから。あの方のほめ言葉とおべっかのために、私
のこころはその宿から離れてしまって、私のもとへ帰ることを望まない、それほど私という存在
と私という館を嫌っている。誓って、私のこころを管轄下に置いた方は私にひどい仕打ちをした
ことになるのだわ、］（vv. 4443‒4450）

ここで「“cuer” を奪われる」というのは、もはや単に何かに「こころを奪われる」というよ

うな慣用的な表現ではない。なにかのモノかヒトがイメージされている。そして先の語り手の

コトバに符牒を合わせるように、“cuer” は “son ostel”（自分の住まい）、“sʼestrangier”（異国

へ旅する）、“remenoir”（帰国する）という語によって「旅するヒト」としてイメージされる。

あるいはまた、“baillie” という語によって支配や所有の関係に置かれているヒトやモノとして

イメージされる。そしてフェニスは自分の “cuer” とともにクリジェスの “cuer” もイメージ

する。

Ja Cligés an nule seison / Ne mʼesloignast, ce sai je bien, / Se ses cuers fut parauz au mien. / 
Mes parauz, fet el, nʼest il mie. / Et sʼa li miens pris conpaingnie / Au suen, ne ja nʼen partira, / 
Ja li suens sanz le mien nʼira ; / Car li miens le siust en anblee :［クリジェスはいつであれ決し
て私を遠ざけることはなかったでしょう、わかっています、もし彼のこころが私のものと似たも
のであったなら。でもまったく似ていないのです─と、彼女は言うのだった─。そして私のここ
ろは彼のこころと道連れになったのです。私のこころはそこから離れることはないでしょう、彼
のこころが私のこころをおいてどこかへ行くことはないでしょう。なぜなら私のこころはこっそ
り彼のこころについていくのだから。］（vv. 4472‒4479）

このようにフェニスは、「私の “cuer” と彼の “cuer”」、「私のものと彼のもの（“li mien et li 

sien”）」について、モノとして、ヒトとしてイメージし、「道連れ、同伴」（“compaignie”）す

る人間に喩えている。しかし、それら二つ、ないし二人は対等の関係にはない。

Car a la vérité retraire, / Ils sont molt divers et contraire. / Comant sont contraire et divers ? 
/ Li suens est sire et li miens sers, / Et le sers maleoit gré suen / Doit feire au seignor tot son 
buen / Et lessier toz autres afeires. / A moi en chaut, lui nʼen chalt gueires / De mon cuer ne 
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de mon servise. / Molt me poise ceste devise / Que li uns est sires des deus.［なぜなら本当の
ことを言えば、それら（私のこころと彼のこころ）はとても違っていて正反対のものだから。
違っていて正反対とはどういうことですって。彼のこころが主人で私のこころが家来なのですか
ら。家来は自分の意志とは無関係に主人にとってよいことをして、他のことはすべて置いておか
ないといけないのです。私には重要でも、彼にはほとんど重要でないのです、私のこころや私の
奉仕などというものは。二つのこころのうち一方が他方の主人であるというこの状況が私をひど
く苦しめる。］（vv. 4481‒44891）

この引用の最後のところは要するに、「自分は彼を愛していても彼の方が私を愛しているのか

どうかわからないのでつらい」ということだが、“cuer” という語をもとにすればこのような

洗練された、あるいは気取った表現となるという例である。そしてまた、遠く離れた異国へ

行っているはずの自分の “cuer” について次のように言う。異国にいるクリジェスその人につ

いて語るのではなく。

Dex, que ne sont li cors si prés / Que je par aucune meniere / Ramenasse mon cuer arriere ! / 
Ramenasse ? Fole mauvaise, / Si lʼostroie de son eise, / Einsi le porroie tuer. / La soit ! Ja nel 
quier remuer, / Einz voel quʼa son seignor remaingne, / Tant que de lui pitiez li praigne ; 
Quʼainçois devra il la que ci / De son sergent avoir merci, / Por ce quʼil sont an terre estrenge.

［神よ、どうして私がなにかの方法で私のこころを連れ戻すことができるほど二つの体が近くに
にないのでしょう。連れ戻すですって。私はどうしようもないばかだわ。私が私のこころをその
安らぎから追いやることがあれば、そのために殺してしまうことにもなりかねない。そこにいれ
ばいいのだ。連れ戻そうとはしないわ、主人のもとにとどまることを望みます。主人が私のここ
ろを憐れに思ってくれる限りは。主人の方はここでよりもあちらでの方が、自分の家来に憐れみ
をもってくれるはず、主人と家来は異国の地にいるのだから。］（vv. 4500‒4511）

自分の “cuer” についてこのように「異国にあってその主人の憐れみを得て主人に仕え、もは

や私が連れ戻すことはできない」などと語る時、擬人アナロジーの表現レベルはこれまで以上

に上がっている。そしていよいよ二人の再会の場面へと進むのである。

2.7　再会したクリジェスとフェニス（vv. 5162–5264）
　クリジェスはフェニスが忘れられずにブリタニアから久しぶりに帰国する。そのクリジェス

にフェニスはかの地で奥方なり乙女なりを愛することはあったかとをたずねる。そこでクリ

ジェスは次のような謎めいた返答をする。

« Dame, fet il, jʼamai de la, / Mes nʼamai rien qui de la fust. / Ausi com escorce sanz fust / Fu 
mes cors sanz cuer an Bretaingne. / Puis que je parti dʼAlemaingne, / Ne soi que mes cuers se 
devint, / Mes que ça aprés vos sʼan vint. / Ça fu mes cuers, et la mes cors.［奥方様─彼は言っ
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た─、私はあちらで恋しました。しかしあちらの誰も恋していません。（中身の）材のない樹皮
のように、ブリタニアにあって私の体にはこころがありませんでした。私はアレマニア（ドイ
ツ）を出立してから、私のこころがどうなったのか知りません、あなたの後をついてこちらへ来
たこと以外は。私のこころはこちらにあり、私の体はあちらにあったのです。（クリジェスの言
葉）］（vv. 5162‒5169）

わざと誰に恋していたのか言わず、自分自身を中身（材）が空ろな樹皮にたとえる、つまり

「樹皮」が「体」で「（内側）材」が「こころ」ということになる。そしてブリタニアにいたの

は体だけの私であり、私の「こころ」はフェニスのいるコンスタンティノープルへ来ていたの

だと言う。そしてフェニスの方も、クリジェスにコンスタンティノープルに来てどのような喜

びを感じることがあったのかと問われて、この都市が気に入ることはなかったが、いま喜びが

生まれたのだと、次のように続ける。

Por Pavie ne por Pleisance / Sachiez ne la voldroie perdre, / Car mon cuer nʼen puis 
desaerdre, / Ne je ne lʼen ferai ja force. / En moi nʼa mes fors que lʼescorce, / Car sanz cuer vif 
et sanz cuer sui. / Nʼonques en Bretaigne ne fui, / Et si a mes cuers sanz moi fet / An 
Bretaigne ouan maint bon plet.［たとえパヴィアやピアチェンツァと引き換えでも私はそれ（喜
び）を決して失いたくありません。なぜなら私は私のこころをそれ（喜び）から引き離すことは
できない、力ずくでそれをそこから引き離すことはしないでしょう。私の内には樹皮しかないの
です、というのも私には生きたこころがない、いやこころというものがないのです。私はブリタ
ニアへ行ったことはありません、でも私のこころは近頃私なしでブリタニアで楽しいことがあっ
たのです。］（vv. 5184‒5192）

フェニスもその喜びが、何によって、いや誰によってもたされたものかは明らかにすることな

く、やはり自分を中身（材）が空ろな樹皮にたとえる。そして自分のこころは自分から離れて

ブリタニアへ行っていたのだと言っている。そこから次のように二人は短い言葉のやりとりを

経てついに互いに相手の自分に対する思いを確信するに至る。

Car je fusse molt deboneire / A vostre cuer, se lui pleüst / A venir la ou me seüst. / ‒ Dame, 
certes, o vos vint il ! / ‒ O moi ? Nʼot il pas trop dʼessil, / Quʼausi rala li miens o vos. / ‒ Dame, 
don sont ci avoec nos / Endui li cuer, si con vos dites ; / Car li miens est vostres toz quites. / 
‒ Amis, et vos ravez le mien, / Si nos antravenomes bien.［なぜなら私はあなたのこころに愛想
よくしたでしょうから、もしあなたのこころにわたしがいると知っているところへ来ていただけ
たなら。」─「奥方さま、たしかにそれ（私のこころ）はあなたのもとへ来たのです。」─「私の
ところへですって。ではあなたのこころはそんな遠方への旅をしたわけではないのですね。私の
こころのがあなたのもとへ行ったほどには」─「奥方さま、つまり、ふたつのこころはここに私
たちとともにあるのです、おっしゃるように。なぜなら私のこころはすべてあなたのものだから
です。」─「あなた、あなたのほうは私のこころを所有しているのです、こうして私たちは十分
にわかりあえたのですね。］（vv. 5208‒5218）
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二人のこころはそれぞれの体を離れて旅をして相手のもとへ行っていた、それがこうして二人

が再会したことによってそれぞれのこころと体とが一つところに集まる。そしてそれぞれのこ

ころが相手のものであると確認される。かつて王妃がアレクサンドルとソルダモールを前にし

て確認したように。そして、やはり王妃が宣言したように、ここでは恋する者自身がこころと

体が相手のものであると言う。

Vostre est mes cuers, vostre est mes cors, / Ne ja nus par mon essanplaire / Nʼaprendra 
vilenie a faire ; / Car quant mes cuers an vos se mist, / Le cors vos dona et promist, / Si 
quʼautres ja part nʼi avra.［私のこころはあなたのもの、そして私の体もあなたのものです。誰
も私を手本にしてつまらぬことを学ぼうなどとしてはいけません。なぜなら私のこころがあなた
のうちに行った時、体をあなたにあたえた、約束したのです、他の人間がそこに手出しをするこ
とがないように。］（vv. 5234‒5239）

このように、“cuer” は一方で体の中にあって自分が所有している一つのモノ、他人に与える

こともできるモノとしてイメージされ、また他方では自分から離れて愛するもののところへ旅

するヒトとしてイメージされている。クリジェスの言葉に、「分かっていたら私はあなたのこ

ころに対して愛想良くしていたでしょう」とあるように、擬人アナロジーの実在性のレベルは

さらに上がっている。まだここではそのフェニスの “cuer” が物語に登場してクリジェスと話

をするようなことはない。後の『薔薇物語』や『愛に燃えた心の書』では、夢という装置に

よってそれが可能になったのだと思われる。

　ひとつの韻文物語のテクストをもとにした分析ながら、“cuer” という語の意味・イメージ

の多様性とそれをもとにした恋愛のコトバの性格を明らかにできたのではないかと思う。

　“cuer” は、辞書的意味のレベルとしてはいわゆる「心臓」とそして「こころ」に相当する

さまざまな意味で使われるが、その使い方、他のどのような語とどのように組み合わされるか

という点から、この語がどのようなモノとしてイメージされているかということもあきらかに

なる。もともと「心臓」という特別な体内の器官がもとになっているからであろう、やはり

“cuer” はたいていは形のあるモノとしてイメージされる。どこかに「置く」とか、他人から

「奪う」ことができるような。しかし「欲する」、「助言する」というように擬人アナロジーの

表現でも使われる。これにも多様なレベルがある。

　作者クレチヤンは恋のはじまりは愛の神がその矢を心臓にあてることからはじまるという古

来からのモチーフによりながらも、“cuer” をもとにした恋愛のコトバを語り手に、そして登

場人物たちに語らせている。しかも段階的に。まずアレクサンドルとソルダモール恋の物語で

は恋する者が自分の思いをいかに自分自身にコトバにすることができるか、その例が示されて

いる。つぎのクリジェスとフェニスの恋の物語では恋する者が自分の思いをいかに相手にコト

バで伝えるかという例が示されている。そしていずれの場合にも恋の成就すなわち結婚とは、
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一人の相手との間で互いに体とこころをあたえあう、そのことによって自分は相手のものとな

り相手は自分のものとなることであるという理想が提示されている。

　恋愛というものについて論じるコトバ、また恋愛感情を表現するコトバにおいても “cuer”

は、一方で何か形あるモノとしてイメージされる。ランプの蝋燭、ステンドグラスから差し込

む光、そしておそらく樹皮と材という、おそらく教会での説教などでもよく知られた喩えもそ

うであるが、だいたいは所有、譲渡、売買などの対象としてイメージされる。他方では人間とし

て、つまり自分自身とは別の存在としてイメージされる。それも、まず敵味方、支配者と被支

配者、封建的主従関係といった人間関係をもとにした静的な存在としてイメージされる。しか

しまた、さらに自由に自分自身から離れて愛する人のもとへ旅する者としてイメージされる。

　あらためてこうしたコトバのもとになっているのが「心臓」であると思うと、それがなにか

ほかのものであったらと考えたくなる。同じ内臓でも呼吸のもとになっている「肺」であった

らどうであろうかと。あるいは「こころ」が形ある固まりではなくて、液体や気体のようなも

のであったらどうであろうかと。「心臓」が一つしかなく、分けられないからこそ、愛する

「こころ」も複数の人間に分け与えられないのだろうか。それとも逆に愛する「こころ」が分

けられないものだからこそ、ヨーロッパではずっと「こころ」は「心臓」にあるのだろうか。

そしてこうした「心臓」と「こころ」の結びつきが、まさに西欧の伝統的な一つの恋愛・結婚

観の支えになっているのだろうか。そこにはゾルターン・ケヴェチェシュが注目しているよう

に、さまざまな文化を通じでのメタファーの普遍性と多様性の問題がある28。本稿で試みたよ

うな分析が、日本文学、それも西洋文学やさらに漢字・漢語導入以前の日本語のテクストにつ

いて行われれば、興味深い比較ができるのではないかと思われる。

キーワード：クレチヤン・ド・トロワ、メタファー、こころ
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Abstract

Le “cuer” dans le Cligès

Hiroshi UEDA

 Comment peut-on parler de lʼamour ? Chrétien de Troyes, romancier français du 12e siècle, répond à cette 
question avec le mot “cuer” (cœur) dans le Cligès. Nous examinons, dʼabord, les différents emplois du mot “cuer” 
et de son dérive “corage” dans ce roman : sens lexicologiques, fonctions syntaxiques, métaphores conceptuelles, 
personnifications. Ensuite nous analysons les significations particulières du “cuer” dans les discours sur lʼamour 
des amants et du narrateur. Le “cuer” peut être une chose solide, indivisible et aliénable, que lʼon peut déposer, 
vendre ou voler. Le “cuer” se montre aussi comme un être humain, ami ou ennemi, sergent fidèle ou libre 
révolté, qui peut quitter son maître et voyager au loin pour accompagner sa personne aimée. On ne possède 
quʼun seul “cuer” indivisible, organe physique invisible et perceptible. Le langage amoureux fondé sur le “cuer” 
(“Qui a le cuer, cil a le cors”) reflète-t-il le principe de la monogamie ou, lʼinverse, celui-ci provient du “cuer” chez 
les occidentaux ?

Keywords: Chrétien de Troyes, metaphor, heart
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