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Abstract:
The proposition of "Love is an invention of the 12th century" is right as far as it
means that our “exemplar of love” (i.e. “love is holy and sublime”) have been formed in the
Middle Ages of Western Europe. The source of the exemplar of love is medieval troubadours.
In this paper, I describe what kind of attitude Dante and Petrarch, the poets who are in the
tradition from the troubadours, did take to love. Christianity is a monotheistic religion, which
forbids the worship of other gods. That deification of love is contrary to the doctrine of
Christian. In his Secretum (My Secret) Petrarch has rejected the divinity of love. In real life it
was not the case, however. In his Divine Comedy which is based on Christian morality Dante
has a description that can be read in sympathy for the carnal love. One of the reasons that
love occupies a special position in Western culture is this exclusive and inclusive relationship
between romantic love and Christian doctrine, which we can see in Dante and Petrarch.
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はじめに
本稿での議論が前提としていることについて、はじめに述べておきたい。西洋中
世の文化史が語られる際に「恋愛の発明」あるいは「恋愛の誕生」という表現が使
われることが多々ある。つまり、われわれに馴染みの「恋愛」というものは、12 世
紀の西ヨーロッパで発明されたものであるという考え方である。恋愛がある特定の
文化圏において発明されたものであるという主張は挑発的でもあり、しばしばこの
表現だけが一人歩きし、誤解された上で批判も為されるが、実際、この表現が意味
するところは（少なくとも部分的には）正しいと思われる

1

。つまり「恋愛の発

明」を文字通り「恋愛感情」という感情が発明されたという意味ではなく、「恋愛
は神聖で崇高なものである」という恋愛に対する受け取り方が発明されたという意
味で受け取れば、それが 12 世紀の西ヨーロッパで起こったというのは正しいと言
えるだろうからである。
恋愛とはどういうものかということに関する了解は、そもそも厳密に言えば、
個々人によって異なっているだろう。しかし、同じ文化的背景を有している人びと
の間でゆるやかな意味で「共通」と言えるような了解もあると言っていいだろう。
つまり、小説や映画などのフィクションの中で描かれる恋愛像はわれわれの恋愛に
対する受け取り方を反映しているとも言えるし、逆にわれわれに恋愛とはかくなる
ものであるという型を与えるものでもある。そういった共通了解を「恋愛の範型」
と呼ぶ

2

とすれば、「恋愛 12 世紀発明説」の意味は、「恋愛は神聖で崇高なもの

である」という恋愛の範型が 12 世紀に成立したのだという主張だと理解できる。
では、その神聖さ、崇高さというのはどこに由来するのかと言えばもちろん宗教
的な感覚である。つまり、恋愛 12 世紀発明説の大本となっているのは C.S.ルイス
の『愛とアレゴリー』3であるが、その書物の第１章でルイスは南フランスのトルバ
ドゥールがうたった恋愛詩について論じて恋愛の発明を述べ、そしてその恋愛詩に
４つの特徴「謙譲」「礼節」「姦通」「愛の宗教」を帰している。それら 4 点のう
ち最後を除く３点はその後の歴史研究や文学史研究にて批判にさらされており、今
日もはや支持するのは難しいが 4、第４点の「愛の宗教」という特徴は今日でも説
得力を持つと思われる

5

。本稿において扱われるのは、この「愛の宗教」つまり

「愛は神である」という考え方のもとに愛神への帰依を述べる文学的伝統と、「神
は愛である」と説くキリスト教の神学的伝統がどのように共在していたか確認する
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ことである。

「愛は神である」と「神は愛である」
まずルイス自身の表現を確認しておこう。上述の『愛とアレゴリー』においてル
イスは「愛の宗教」について次のように述べている：

その愛は絶望的かつ悲劇的な感情として表現されている。時としてほと
んど絶望的ですらある。彼が全くの絶望に陥らなくてすむのは、忠実な
崇拝者を決して裏切ることなく、どんな残酷な麗人たちをも服従させう
る愛の神への信仰があるからなのである。6

実際、トルバドゥールの恋愛詩や中世の騎士物語には愛の神 the God of Love つま
りラテン語で言うなら Amor がしばしば登場する。しかし同時に彼ら（彼女ら）
はキリスト教徒であり、キリストへの祈りも同時に述べられる。極端な例では 12
世紀後半に書かれた『愛について De Amore』7 の著者であるアンドレアス・カペラ
ヌスは司祭だと目されている

8

が、その著書の中では愛の神自らが宣言した 31 箇

条の「愛の掟 Regulae Amoris」など、愛の神について多々述べられている。つま
り、中世の恋愛詩や騎士物語などを書いていた人物も読んでいた人物もキリスト教
徒であり、さらにその中にはキリスト教の聖職者でありながら「愛の神」が登場す
る文学作品を残したものさえいるということである。
しかし改めて言うまでもなくキリスト教はいわゆる一神教で、主たる神以外を神
として崇拝することを禁じている。歴史的な事実として、キリスト教が普及する中
でキリスト教以前に存在した他の神々は悪魔や魔女として排斥されていくか、逆に
聖人譚の一部としてキリスト教の中に取り込まれていくか、どちらかの道をたどっ
た。キリスト教の文化圏の中にキリスト教の神以外の神が歴然として登場してくる
文化伝統があったというのは明らかに特異な事態である。
さらに事情を複雑にする要素がある。キリスト教自体が「愛の宗教」と自己規定
していることである。即ちキリスト教は教義において「神は愛である」と主張され
る

9

が、しかしそれは断じて「愛は神である」と同義ではない。信徒においても神

に対する愛が対神徳として推奨されるが、人間的な愛である恋愛とはまったく異な
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るものである。実際、キリスト教義の「愛」はラテン語なら caritas ギリシア語な
ら ἀγάπη であるのに対して、「恋愛」の方はギリシア語なら ἔρος ラテン語な
ら amor もしくは cupido で、厳密には別々の単語があてられる。キリスト教神学
の歴史の中では、プロテスタント神学者であるニーグレンが、カトリックの伝統の
中で ἀγάπη と ἔρος が正しく区別されてこなかったと批判した『アガペーとエ
ロース』10 が有名であるが、事実、このニーグレンの指摘は二つの愛が本来別々の
ものであってもキリスト教において長いあいだ微妙な関係であり続けたことを逆に
示してもいる。また、「恋愛は神聖で崇高なものである」という恋愛の範型が成立
するために、愛の宗教たるキリスト教の影響が不可欠であったことは想像に難くな
11

い

が、逆にキリスト教の正統な立場からは神を僭称する愛は非常に危険な存在

だったことも容易に想像がつく。
実際、C.S.ルイスは後年の著作である『四つの愛』

12

において、『愛とアレゴリ

ー』における愛神の論じ方が軽率であったと反省を述べている

13

。つまり神化する

愛は単に文学的な表現と片付けるには危険すぎるものだと考えを変えたのである。
聖愛、神への愛を頂点とする愛の秩序の中に組み入れられてやすやすと飼い馴らさ
れるほど愛の神は従順ではないと覚ったとも表現できようか。神学の場面では愛神
に対する警戒感が中世においてすでに表明されている。先に言及したアンドレア
ス・カペラヌスの『愛について』をエチエンヌ・タンピエが「1277 年の禁令」に
おいて名指しで非難している

14

。この禁令は当時のパリ司教タンピエによって宣言

されたもので、パリ大学などで活躍していたラテン・アヴェロエス主義者を糾弾し
たことで有名であるが、アンドレアスの書物が書かれてからおよそ 100 年の時が経
過している。当時ですらまだ『愛について』が、タンピエが糾弾しなければならな
いほどの影響力を有していたのであろうことがわかる。
本稿においては、それら二つ「神は愛である」と「愛は神である」が文学的な伝
統の中で危うい仕方で共存していた様子を確認したい。つまりキリスト教神学への
深い理解を有すると同時にトルバドゥールに発する恋愛詩の伝統を強く受け継いで
いる二人の天才ダンテとペトラルカを取り上げ、愛なる神と神なる愛の共存と拮抗
を確認したい。

ペトラルカ『わが秘密』での恋愛の否定
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両者を順に取り上げるに際して、われわれにとってより理解しやすい、つまり現
代のわれわれにいささかでも近いペトラルカ(Francesco Petrarca, 1304-74)から取り
上げたい。その近さが意味するのは、単にダンテよりも 40〜50 年ほど後の時代に
生きたというだけではなく、後述するとおり、愛なる神と神なる愛とが共存するこ
との矛盾に自覚的で、道理が通る仕方で自己批判を行っているので、われわれにと
ってまだ理解しやすいからである。そしてその矛盾と自己批判を、彼のある意味異
色な著作『わが秘密』15 において見てゆきたい。
ペトラルカは「人文主義者の父」とも呼ばれる通り、ローマ古典研究やラテン語
文法整備で業績を残しているが、『凱旋』『アフリカ』や『カンツォニエーレ』16
といった俗語詩を残し「桂冠詩人」の称号を得ている。特に『カンツォニエーレ』
に含まれる一連の恋愛抒情詩群は有名で、「ラウラ」(Laura)あるいは「ラウレッ
タ」と呼ばれる若い人妻へ捧げられた純愛が歌われている。「ラウラ」なる女性が
実在したのか実在しなかったのか、あるいは実在したとしてもその名の通り「ラウ
ラ」なる名前だったのかについては諸説あり

17

、どの説が正しいのかは専門家の

判断に委ねるしかないが、ペトラルカ自身も認めている通りラウラは彼にとって桂
冠詩人(Lat. Poeta laureatus)の名誉と結びついている。つまり「ラウラ」のラテン語
表記 “Laurea”と桂冠詩人の頭を飾る「桂冠」あるいは「月桂樹」を意味するラテ
ン語“laurea”とは同じ綴りである

18

。要するに彼女はペトラルカにとって愛の対象、

「永遠の恋人」であると同時に、詩人としての栄誉の象徴でもあった

19

。

先に『わが秘密』を「ある意味異色な」と表現した理由の一つはここにある。彼
はこの作品においてこの二つの「ラウラ」つまり愛と栄誉を否定している。本書は
３巻構成となっているが、第１巻で不幸つまり魂の病である罪とそれらからの救済
について一般的な考察を行い、次いで第２巻でいわゆる「七つの大罪」つまりキリ
スト教倫理における七つの罪源について論じている。それらの考察をふまえて最終
巻である第３巻においては、以下のように愛と名誉欲の批判を展開している。

フランチェスコ
です！

ああ！ わたしは思っていた以上にみじめだったの

わたしはいまだに二つの鎖で魂をしばられているのに、その鎖

を知らないということでしょうか。
アウグスティヌス

いや、ひじょうによく知っている。ただ、その美
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しさに魅惑され、鎖でなく財宝だと思いこんでいるのだ。（中略）死へ
とひきずっていく縛めの縄をよろこび、しかも、みじめさのきわみとい
うべきことに自慢している。
フランチェスコ

鎖とおっしゃるのは、なんのことでしょうか。

アウグスティヌス
フランチェスコ

愛と名誉。

なんですって！ 異なことを聞くものです！

あな

たはこの二つを鎖とよび、わたしさえ甘受するならこれを奪りあげてし
まうのですか。20

ペトラルカはアウグスティヌスの『告白』を座右の書としていたと言われるが、対
話篇形式で書かれた本著作のなかで対話相手を務めるのは彼が尊敬して止まないア
ウグスティヌスである。そしてアウグスティヌスは論駁者としての役割を果たし、
ペトラルカの誤った信念を暴き、彼が固執する立場を論難してゆく。この『わが秘
密』はペトラルカが精神的な危機に直面していた

21

自己を救済するために書いたと

言われているが、論駁されるという仕方で精神的な危機から救われるという点では、
そして特に病からの治癒という比喩が使われるという点では、アウグスティヌスよ
りもボエティウス『哲学の慰め』からの影響が見て取れよう。さらに人生の暗闇に
迷い込んでしまった時に書かれ、そしてそこで登場するのが作者の尊敬する先人で
あるという点でわれわれは『わが秘密』にダンテ『神曲』との共通点を見いだすだ
ろう。しかし、恋愛に対する態度はダンテとは異なっている。本著作中でペトラル
カはまず、次のように自分の立場を弁明する。

フランチェスコ

いかがわしい卑猥な女に情熱を燃やすなら、それは

きわめて不健全な情念です。しかしもし、世にもまれな美徳の鑑ともい
うべき人にひかれ、その人をひたむきに敬愛するとすれば、どう思われ
ます？

これほどの違いのあることがらに、なんの区別もなさいません

か。わたしたちはそれほど恥知らずになったのでしょうか。しかしわた
しの考えをすこし述べますと、第一の愛は魂にとって有害な抑圧的重荷
であり、第二の愛はこれほど幸福なものはほとんどないと思われます。22
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このようなペトラルカの立場を「アウグスティヌス」は論駁してゆく。もちろんペ
トラルカも反論し抵抗するのだが、そのすべてに対して理路整然と斥けてしまう。
そしてさらに次のように畳み掛ける。

アウグスティヌス

もっとはっきりわかるように、よく注意して聞き

たまえ。現世の事物にたいする愛ほど神のことを忘れさせ、なおざりに
させるものはない。なかでも、固有名詞で＜愛＞とよばれ、しかも（こ
れにまさる冒涜はないが）神とさえよばれているものが、とくにそうだ。
これはつまり、人間の狂気に宗教的口実をあたえ、ひどい罪悪を神意の
せいにして正当化するためにほかならない。23

最後はペトラルカも「アウグスティヌス」が正しいことを認めざるをえなくなる。

アウグスティヌス

しかし本題にもどるとして、なかでもとりわけひ

どいみじめさは、神忘却と自己忘却がともに生じることだ。じっさい、
おびただしい禍いの重荷におしまげられていたのでは、魂はどうして真
の善の、唯一にして純なる根源へとたどりつけるだろうか。（中略）
フランチェスコ

ほんとうに、負けました。いまおっしゃったことは

すべて、経験という書物のなかから選び出してくださったように思われ
るからです。24

『わが秘密 Secretum』あるいは『わが心に秘めたる葛藤について De secreto
conflictu curarum mearum』と題された本書を、生前のペトラルカは公開しなかった
し、友人たちにさえ見せなかったと言われる

25

。自分自身のために自分自身を救済

するために書かれた本書でペトラルカは自己批判を行っている。言うまでもなく
「アウグスティヌス」は実在のアウグスティヌスではなくて他ならぬペトラルカで
あり、ペトラルカ自身がアウグスティヌスの名前を借りて自己批判をしているわけ
であるが、そこで批判されているのは詩人として成功をもたらした恋愛と詩人とし
ての成功そのものである。それゆえ、その秘めたる著作のなかで詩人ペトラルカは
キリスト教徒ペトラルカ（＝「アウグスティヌス」）に言い負かされているが、実
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生活においては必ずしもその通りになっていない。神学的な立場からの議論は理路
整然としており、われわれが読んでも理解しやすい。むしろ詩人ペトラルカの立場
が同時にキリスト教神学の立場と両立している事態はむしろ理解しがたい。だがし
かし、実生活においてペトラルカは両立させていたと思わざるをえないし、また彼
においてのように両者の対立が先鋭化する前の時代は、ある意味不可思議な仕方で
両立していたと言わざるを得ない。
次にその微妙な緊張のもとでの不可思議な両立を見てみたい。

ダンテ『神曲』での恋愛への共感
ダンテ・アリギエーリ (Dante Alighieri, 1265-1321) の書いた『神曲 La Divina
Commedia』26 は、中世文学がほとんど顧みられない日本にあって珍しく古くから紹
介され、また現在でも有名な中世文学作品である。それゆえ、本稿において『神
曲』について取り上げる前に、その作品と著者について改めて紹介する必要はあま
りないのかもしれないが、基本的な事柄をできるだけ簡潔に確認しておきたい。
『神曲』は壮大な長編叙事詩で、地獄篇、煉獄篇、天国篇の三篇からなる。設定
としては 1300 年に 35 歳のダンテが暗い森の中に迷い込み、そこから地獄へと入り
込み、煉獄を通って天国まで巡ってくるというものである。そして、地獄と煉獄と
を導くのはダンテが尊敬して止まないローマ黄金期の詩人ウェルギリウスであり、
天国を導くのはダンテが憧れている女性ベアトリーチェと神への愛を強調した聖人
クレルヴォーのベルナールである。
ベアトリーチェはダンテにとっての「天使のような貴婦人」

27

つまり恋愛の象

徴であるが、聖ベルナールもアウグスティヌスの「愛の秩序」を継承した神学論を
展開しており言わば聖愛の象徴

28

として位置づけることができるだろう。そう考

えるならばウェルギリウスも「愛はすべてを打ち負かす。われらもまた、愛の神に
屈服しよう。」という有名な一節

29

を残しており、言わば古代的愛の象徴と見な

すこともできる。つまり、このような三者に導かれて進む『神曲』の道行きは、ダ
ンテにとって「愛」によって導かれる自己救済の行程なのである。
このように『神曲』を理解すれば、人間的な恋愛がダンテにおいては神への愛と
矛盾を生み出していないことを見て取ることができる。とは言うものの、ベアトリ
ーチェは没した時点では人妻であったとはいえ、ダンテが最初に出会った時は少年
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少女であった。おそらく二人に身体を伴うような恋愛関係は一度も存在しなかった
であろうし、純粋に精神的な愛だったと表現してもいいだろう。しかしこの清新体
派の詩人が肉体関係を伴うような不倫関係すべてに嫌悪感を抱いていたかというと
おそらくそうではない。むしろ、そこに美しい恋愛感情が介在する限り強い共感を
抱いただろうとさえ推察される。そのことを地獄の第 2 圏で描かれているパオロと
フランチェスカのエピソードで確認したい。
『神曲』の地獄篇は、34 歌から構成される。その道行きとしてダンテは、地獄で
あって本来の地獄ではない地獄第１圏の辺獄（リンボ）（第 4 歌）から、もっとも
重大な罪を犯した反逆者の罰せられている第９圏（第 31-34 歌）まで、順に地中深
くへと下って行く。第１圏の辺獄に置かれているのは、イエスが地上に降りてくる
前に生きたため洗礼を受けられず、またキリスト教の教えを知らないにもかかわら
ず正しく生きた古代人たちである。ソクラテス、プラトン、アリストテレスのよう
な哲学者もホメロス、ルクレティウスのような詩人、幾何学者エウクレイデスや医
聖ヒポクラテスはもちろん、ダンテの尊敬するウェルギリウスやキケロー

30

もそ

こにいることになっている。それゆえもちろん天国でも煉獄でもないのであるが、
純粋に地獄とも言いがたい場所である。
そしてそのような辺獄の次に位置する地獄の第 2 圏が第 5 歌で歌われている、肉
欲の罪を犯した者たちが罰せられているところである。そこでの様子をダンテは次
のように描写している...

そこを過ぎると痛ましい声が私の耳にも
聞こえてきた、大勢の呻き声が耳を打つ場所に
私はいまやって来たのだ。
ここではいっさいの光は黙し、
その叫びは、嵐の日に逆風に叩かれて
海が発する轟きに似ていた。
地獄の颷風は、小止みなく
亡霊の群れを無理強いに駆り立て、
こづき、ゆさぶり、痛めつける。
亡霊の群れは廃墟の前にさしかかると、
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叫び、泣き、喚き、
神の力を呪い罵る。
こうした責苦に遭うのは
欲望に負け理性を捨て、
肉欲の罪を犯した者の落ち行く運命と知れた。31

基本的にダンテによる地獄篇で責苦は「罪は罪自らによって裁かれる」32 である。
つまり彼ら彼女らが犯してしまった罪そのものを象徴するような責苦が地獄には用
意されていて、罪自体が罰となるようになっている。つまり愛欲という激情に流さ
れてしまった人びとは、地獄にふく強風によって右へ左へと飛ばされ、翻弄される
という罰にあっている。
そのような人々のなかにはローマを脅かしたクレオパトラやトロイア戦争の引き
金となったヘレナとパリス、中世ロマンスからはトリスタンなどの姿がある。しか
し、その列にあって「一緒に進み／風に乗っていとも軽やかに見え」33 ると、ダン
テが好意的に表現する二人の姿がある。パオロとフランチェスカである。二人を呼
んで話を聞きたいというダンテに対してウェルギリウスは「二人を導く愛の名によ
って／頼むのだ。二人は必ず来るだろう」34 と答える。実際そうするとその二人の
亡霊はその詩人たちのもとにやってきて、どうしてこういう境遇になったのかとい
うダンテの質問に応じて次のように言う。

愛は優しい心にはたちまち燃えあがるものですが、
彼も私の美しい肢体ゆえに愛のとりことなりました、
その身を亡物にされた仕打ち、私いまも口惜しゅうございます。
愛された以上愛し返すのが愛の定め、
彼が好きでもう我慢のできぬほど愛は私をとらえ、
ご覧のように、いまもなお愛は私を捨てません。
愛は私ども二人を一つの死に導きました。
私どもの命を奪った者は必ずやカインの国へ堕ちるでしょう」35

フランチェスカはパオロにとっては兄ジャンチオットの妻であり、パオロ自身にも
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妻がいた。しかしこの二人は恋に落ちてしまう。おそらく恋仲になるまで積極的で
あったのはパオロの方であったと推察されるが、そのことをダンテは「愛された以
上愛し返すのが愛の定め」(Amor, ch'a nullo amato amar perdona)と表現している。
敢えて強く訳せば「愛神は、愛されたものが愛さないことを許さない」となるだろ
う。そして、二人はジャンチオットに逢い引きの現場を押さえられ惨殺されてしま
36

う

。このような二人の話を聞いてダンテは同情を隠さない...

これが二人が語った言葉だったが、
この傷心の魂のいうことを聞いた時、
私は面を伏せ、しばしうつむいたままだった。
すると詩人が私に尋ねた、「何を考えているのか？」
私は答えようとしていった、「ああ可哀想な、
いかにも優しい相思の情だ、それなのにかれらは
それがもとでこの悲惨な道へ堕ちてしまった！」37

このような同情にウェルギリウスがどのような立場を取るのかは後述するが、先取
りして言えば、ここでの「何を考えているのか？」はおそらく非難の意味がこもっ
ていると受け取るのが妥当だろう。しかし、ダンテはそれには気づいた気配もなく、
さらに質問を続ける。彼が尋ねたのは、相手への秘めた思いを互いに確認してしま
ったいきさつである。フランチェスカは「不幸の日にあって／幸福の時を思いだす
ほど辛い苦しみはございません」38 という非常に印象的な台詞に続けてその問に答
えていく。
二人の間を取り持ったのはロマンス、つまり王妃グィニヴィアとランスロットの
物語

39

であった。二人は別にやましい気持ちもなくこの恋物語を読んでいたのだ

が、しかし読書の途中で目が合うとその度に顔色がかわってしまった。そしてつい
にランスロットがグィニヴィアに口づける場面を読むにいたって、パオロは隣に座
るフランチェスカに口づけてしまう。そしてフランチェスカの告白は「その日私ど
もはもう先を読みませんでした」という意味深長な文で終わる。40
愛の成立の瞬間だけを描き、二人の関係を劇的に表現するというこの文学的な技
巧は特筆すべきものがある。つまりこの箇所が多くの者に強い印象を与えるのは、
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述べられている内容そのものよりもむしろダンテの意匠を凝らした表現ゆえであろ
う。それは、肉体関係を伴う婚外の恋愛にダンテが同情的

41

なのではないかと疑

うに充分なだけの美しさである。またそのことはフランチェスカの告白を聞いた作
中のダンテの反応にも同様のことが見て取れよう。

一人の魂がこう語る間に
もう一人の魂はさめざめと泣いた。哀憐の情に打たれ
私は死ぬかと思う間に、気を失い、
死体の倒れるごとく、どうと倒れた。42

作中のダンテは、二人に同情するがあまりに失神してしまう。
『神曲』において地獄での罰は神の摂理であり、地獄では罪を犯した者が間違い
なくその罪に相応しい罰を受けている。全知全能の神が与えるその罰の重さは、そ
の罪に見合ったものであり決して重すぎることはない、はずである。それゆえ、地
獄で罰せられている人に同情することは神の摂理への不信表明となる、はずである。
実際、ダンテは作中のウェルギリウスに次のような台詞を言わせている。場所は地
獄の第８圏、4 番目の濠で未来を占った者が罰せられているところである。頭部が
前後ろ逆になってしまって、背後しか見ることができなくなった罪人たちの姿に同
情するダンテに対してウェルギリウスはこう言う...

「おまえまでまだそのような愚かしい真似をするのか？
ここでは情を殺すことが情を生かすことになる。
神の裁きにたいして憐憫の情を抱く者は
不逞の輩の最たるものだ。43

つまり、罰せられる罪人へ同情するダンテを厳しく叱責する。第２圏での描かれ方
との違いをどのように理解すればいいだろうか？
すぐに思いつくのは、ウェルギリウスの立場は変わらないが、第２圏ではダンテ
がすぐに気絶してウェルギリウスの叱責する間がなかったというものであろう。し
かし、そういうタイミングで作中のダンテを気絶させたのは他ならぬ著者ダンテで
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ある。
あるいは、第２圏ではまだダンテ自身が罪から浄化されてなかったからと言うべ
きであろうか？つまり『神曲』の地獄の道行きは、さまざまな罪を犯した人びとが
どのように罰せられるか見てゆくことでダンテ自身が罪から目覚め自分を取り戻す
ためのものである。しかし第２圏はその過程が実質的には最初の圏である。まだダ
ンテは自らの罪からまったく抜け出せていない、と解すべきだろうか？そしてその
ような問いかけに対しては、おそらくそうだと答えるべきだろう。罪人への同情で
も第２圏でなされるのと第８圏でなされるのとでは意味が異なる。しかし同時に指
摘しておかねばならない。フランチェスカとパオロのエピソードは、まだ罪の中に
ある作中のダンテを描写するためだけならば、不必要なほど美しく魅力的に描かれ
ている

44

。われわれはそこに、本来は他の神など入る余地のないはずのキリスト教

的大伽藍の中に、ある意味不思議な仕方で同居した愛神への信仰を見いだすことが
できるのである。

結語に代えて
冒頭で言及したように C.S.ルイスは恋愛の発明に関して「愛の宗教」という側面
を指摘したが、以上のようにわれわれはトルバドゥールの流れを汲む中世末期の二
人の詩人において「愛の宗教」という側面がどのように息づいているかを瞥見した。
そこにおいて見られたのは、ある意味不可解な共存で、別の言い方をすれば、愛神
の伝統というものがキリスト教文化の中で特別な位置を占めていて単に否定してす
ませることのできないものだったことの証左であった。
すなわちダンテとペトラルカが恋愛に対して見ているのは、それがたとえ婚外の、
しかも肉体的側面を伴う恋愛であったとしても彼らがそこに見いだしているのはお
そらく美であろう。ダンテがフランチェスカの話に卒倒したのは、その二人の愛の
あまりの美しさゆえであったと理解するのは決して突飛な解釈ではない。ペトラル
カが自ら分身「アウグスティヌス」による恋愛批判を公にしなかった理由の一つと
して彼が恋愛に抗しがたい魅力を感じ続けていたと考えることは不自然な解釈では
ない。愛に、そして愛し合う二人に、理屈を超えたような美を見出す、さらにはそ
の美の根拠としての神的要素つまり神聖さや崇高さを見いだすというのは今日のわ
れわれにまで流れ届いている恋愛に対する見方、「恋愛の範型」である。そしてそ
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れは同時に、古代文化の中の西洋には、あるいは近代化という名の西洋化が為され
る前の日本には存在しなかった価値観である。そのような恋愛の範型は、キリスト
教文化のなかでキリスト教的価値観と癒着でもまったくの排除でもない奇妙な緊張
関係の中、形作られてきたことに気づけば、今日の西洋化された文化の中で恋愛と
いうものに過大ともいえる価値が置かれている背景も理解できよう。そしてそのよ
うな緊張関係がまさに始まったときの証言として、ダンテとペトラルカの文章を読
むことができるのである。
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