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研究成果の概要（和文）：本研究はルネサンス期の詩的言語，特にアレゴリーの変容を明らか

にするものである。具体的には 16 世紀フランス最大の詩人ピエール・ド・ロンサールと同世

紀末における詩人ミシェル・キリアンを主な対象とし両者の描写詩の在り方を比較することで，

ロンサールが大きく発展させた神秘神学的詩法と，言葉の機能そのものを問うキリアンの「理

性的」詩法の違いを検討するものである。 
 
研究成果の概要（英文）：The subject of this study is to clarify the transformation of 

allegoric poetics in France during the sixteenth century. Particularly, I will discuss two 
French poets, Pierre de Ronsard, greatest poet of this era, and Michel Quillian, poet in the 
last years of the Renaissance, and compare their descriptive poems to examine the 
difference between the mystical poetics developed by Ronsard and Quillian’s rational 
poetics which focus on the function of language itself. 
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１．研究開始当初の背景 
報告者はこれまでの研究で，とりわけ 16

世紀最大の詩人ロンサールを中心に異教神

話 と い う ア レ ゴ リ ー と エ ク フ ラ シ ス

(ekphrasis)の結びつき，また記憶術との関係を

示し，この三者の関係が大きな流れとなって

16 世紀を貫いていることを示してきた。エク

フラシスとは詩句による美術工芸品や壁画

などの細密な描写を意味し，ホメーロス『イ

ーリアス』におけるアキレウスの盾を代表例

として，後の叙事詩ではこうした描写を物語

に挿入することが不可欠となった。報告者が

注目したのは，ロンサールの作品中にこのエ

クフラシスが神殿の描写という形で現れる

点である。詩人ロンサールが作品中で神殿の

内部を散策し，そこここに掲げられ，彫りこ

まれた美術品の描写をしていくとき，その展

開に，記憶すべき事柄を建築物という「場」

に結びつける古代以来の知的修練法たる記

憶術が暗示されていることは明白であった。



イエイツは『記憶術』（1966）の中で，中世

を通じて実践されてきたこの技法に，ルネサ

ンス期の哲学者達が新たな意味を与えよう

としていたことを論じたが，ロンサールもま

たアレゴリーとしての異教神話を描く際に，

この記憶術という展開（枠組み）を利用する

ことによって，自らの創作の源としての「記

憶」と，読者の「記憶」の両者をその視覚性

において結びつけようとしていたと報告者

は考えた。 
このような観点からルネサンス詩を見て

いくと，他の詩人達の作品にもエクフラシス

と記憶術の結びつきが見られることが明ら

かとなった。だが，アレゴリーの用法はロン

サール以降大きく変化し，結果としてエクフ

ラシスとの結びつきの意味も変化していく。

そこで報告者は，この三つの要素の結びつき

の変化をたどることで 16 世紀から 17 世紀に

至るフランス詩におけるアレゴリーという

重要な一側面を明らかにできるのではない

かと考えた。 
しかしながら，この三者の関係が，17 世紀

の古典主義詩学が現れるまでにいかなる変

容を遂げたかを調査するとき，大きく二つの

問題点が浮上してきた。それは 
(1) 16 世紀末期の詩人の詩作品研究（ロン

サールで得た結果の有効性の検証）が不可欠

であること， 
(2) だが，16 世紀末期（17 世紀初頭）の詩

人に関しては，詩作品の批評校訂版を確立す

るという基礎研究さえもが十分に進んでい

ないのが現状であること， 
の二点である。 
 そこでこの状況を打破すべく，数多く残

された 16 世紀末期の詩作品の中から，報告
者はロンサールと同じくカトリック詩人で，
作品の規模・内容共に，より評価されてしか
るべきキリアンの La Derniere Semaine を取り
上げ，テクストを整備しつつ研究をすすめて
いくという着想を得た。 

 この研究を進めるにあたって現在の 16
世紀フランス詩の研究状況を概観するなら，
プレイヤッド派を中心とした研究分野に加
え，これまで不当に低く評価されてきた，あ
るいは知られていない詩人達の積極的な再
評価の動きが見られる。例えば，2006 年に出
版されたフランス文学史の概説書 Histoire de 
la France littéraire では，ルネサンス期におい
てこれまで取り上げられることのなかった
詩人達の名が多数挙げられ，従来のフランス
文学史に見直しを迫る内容となっている。こ
れは，作品研究，歴史研究の進歩と，それに
伴う近年の優れた批評校訂版の出版ととも
に，当時の詩作品が発表された文脈や，その
試みの意義が明らかになり，作品の正当な読

解が可能になったことに由来する。したがっ
て，16 世紀詩研究において今後一層求められ
るのは，現在は知られていないものの当時一
定の評価を得ていた詩人達の再評価，そして
この時代の詩作品のテクスト整備であると
言え，報告者の研究もその流れに位置する。 

 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は，ルネサンス期の詩的言

語，特にアレゴリーの変容を明らかにするも
のである。具体的には 16 世紀末期における
カトリックの叙事詩人ミシェル・キリアン
（Michel Quillian）に注目し，ルネサンス期の
詩的言語の中心を占めたアレゴリーが，ロン
サール以降 17 世紀の古典主義詩法が開花す
るまでに，時代とともにどのように変容して
いくかを検証し明らかにすることを目的と
する。その際，叙事詩に不可欠な描写技法た
るエクフラシスに着目し，アレゴリー表現の
持つ視覚性との関わり，またエクフラシスが
もたらす構造上の重層性を手がかりの一つ
とする。 

 
 
３．研究の方法 
 本研究はこれまで殆ど研究の進んでい

ない 16 世紀末期におけるカトリック詩人ミ
シェル・キリアンを中心とし，ロンサールら
プレイヤッド派の登場をもって開花したフ
ランス・ルネサンス期のアレゴリー詩法の変
容を辿ることを目的としている。キリアンの
属する時代―マニエリスムあるいはバロッ
クとも呼ばれる―の複雑な詩法の特徴を抽
出するために，プレイヤッド派のアレゴリー
詩法との対比のもとに検討を加える。加えて
キリアンの批評校訂版確立のため，文献収集
および歴史的資料の収集を行う。 
 宗教改革を巡って 16 世紀後半の詩人達

が最も影響を受けたのは，そのアレゴリー表
現を巡っての議論である。異教的なものをで
きうる限り排除しようとするプロテスタン
トに対し，カトリックは異教的なものを，中
世を通じて受け継がれてきたアレゴリーで
あるとして，引き続き使用し続ける。カトリ
ックがこのように異教的イメージを使用す
る根拠の一つとなったのが視覚の有用性で
あり，例えばイエズス会はこの視覚性を非常
に重視する。この視覚重視の背景には古代よ
り受け継がれてきた記憶術の存在を忘れる
ことはできない。そして，中世には神学者達
の学習手段であったこの記憶術は，そもそも
古代ギリシャの詩人シモニデスに由来する
とされたことからも明らかなように，詩作と
深い関係を持っていた。ロンサールも意識し
ていたアレゴリー表現におけるこの視覚性，
そしてその記憶術との関わりは，16 世紀末期



キリアンの La Derniere Semaine においてどの
ように捉え直され，変質を遂げていくのか。
平成 21 年度は宗教改革・反宗教改革がカト
リックたるキリアンにもたらした影響につ
いて検討し，同時にプレイヤッド派とりわけ
16 世紀において「詩人の王」とされたカトリ
ック詩人ロンサールの影響を検証する。 

 
 
４．研究成果 
 本研究においては 16 世紀後半の詩人ミ

シェル・キリアンの作品『黙示週』（La 
Derniere Semaine, 1597）を中心に扱い，こ

の作品の視覚的側面に注目することで，フラ

ンス 16 世紀最大の詩人ピエール・ド・ロン

サールとの関係，そして 16 世紀から 17 世紀

に至る時代におけるアレゴリー詩法の変容

を検証した。具体的にはロンサールが古典詩

から継承し，その作品群において大きく発展

させたアレゴリー詩法，そしてそれに密接に

結び付く視覚表現の技法をキリアンはどの

ように受け継いだのかを検討し，キリアンの

文学史上の位置づけを試みるものである。 
 なぜキリアンなのか。キリアンの『黙示

週』の主題は世界の終末ある。そこで描かれ

る出来事すなわち飢餓や戦争などは当時詩

作品の描写において取り上げられるべきと

された主題，「心に強い印象を与える」主題

であった。これはユマニスト，エラスムスの

著作『ことばとものの二様の豊かさについ

て』（De duplici copia verborum ac rerum）

においても述べられているが，『黙示週』は

その主題からも描写的であるべき作品であ

り，また実際にも極めて視覚的，描写的な叙

事詩であった。同時に聖書とりわけ『ヨハネ

の黙示録』を主たる源泉とするこの作品は真

にアレゴリックな作品と言える。 
 古代ギリシャの詩人であるシモニデス

は「詩は話す絵，絵は話さぬ詩」という言葉

を残し，ラテン詩人のホラーティウスも『詩

論』において「詩は絵のように」と述べてい

る。このように古典詩の影響を受けた当時の

詩人たちは，詩における視覚性を重要視して

いた。実際に彼らの活動を考えた時，同時代

の画家たちとも交流があり，また宮廷におい

て絵画作品を目にしていた詩人が絵画に影

響を受けつつ詩作したことは明らかだ。 
 こうした絵画との近接性をもって，視覚

的である，あるいはイメージを喚起しやすい

としたが，そもそも詩において重視された視

覚性あるいは，イメージの喚起のしやすさに

はどのような効果があり，またそれは詩にお

いてどのような役割を担っているのだろう

か。 

 具体的にロンサールの詩から視覚性，イ

メージ喚起の効果あるいは役割を考えるた

めに注目したのが，ロンサールの叙事詩的作

品に多くみられる描写技法（エクフラシス）

である。特にロンサール自身が絵画を含む美

術工芸品の詩的再現として創った詩句にこ

そ詩人の考える「視覚性」「イメージ」とい

ったものが明らかに現れ，またその効果もみ

とめられると考えたからだ。そうしたエクフ

ラシスの分析を通じて導き出されたのが記

憶というテーマである。 
 エクフラシスという描写技法で古来の

理論家たちが重視したのは，それが実在，不

在を問わず読み手の目にありありと描き出

す「活き活きとした」描写でなければならず，

さらには読者の感情に訴えかけなければな

らないという点である。こうした効果は

enargeia というギリシャ語に由来する用語

で言い表され詩人たちに重視されたが，例と

して挙げられるのが「夢」で，エクフラシス

はまさしく「目覚めたまま観る夢」のような

描写である必要があった。 
 エクフラシスすなわち描写が目指すべ

きこの効果が注目に値するのは，それが記憶

における視覚情報の役割に通ずるからであ

る。アリストテレスは『魂について』で，記

憶の方法として記憶すべき事物を「目の前に

置く」と表現し，キケローは『弁論家につい

て』で，記憶するためにはその記憶されるべ

き事物は「目立ち，我々の心に強い印象を与

えるもの」であるべきだとする。これは当然

ながらエクフラシスの効果と直接関係する

ことになるが，実際にエクフラシスがロンサ

ールの詩で果たしている役割を見ると，ロン

サールが描写の，記憶との関わりに気付いて

いたことは明らかだ。そこで作品に現れる記

憶の表象を整理した後，本研究でとりわけ注

目したのが次の三つである。まず個別の作品

の展開にとり入れられた古代以来の記憶術，

そしてロンサールが自らの詩作品の永続性

を得られると考える読者の記憶，そしてテク

ストの古典文学との関係や同時代の知の世

界における位置を明らかにする作者および

読者の記憶である。この三つがロンサールの

視覚表現においては有機的に関連している

ことを，エクフラシスでとりわけ描かれるこ

との多いギリシャ・ローマ神話のモチーフを

手がかりに検証した。 
 同時代の絵画においてもしばしば描か

れるギリシャ・ローマの異教神話の神々ある

いは人物たちが記憶との結びつきにおいて

重要である点はまず，それが詩人にとっては

抽象概念を視覚化する表現技法であったこ



と，またそれらはロンサールの持つ古典文学

についての知識あるいは記憶を基にしてお

り，読者は同じ記憶を持っていることによっ

て初めて解釈できるという点である。ロンサ

ールらが古典作品を読む際に行っていた解

釈とは異教神話をアレゴリーとしてキリス

ト教的文脈で読み直すものであり，そこには

ネオ・プラトニスムの影響が色濃く表れてい

る。ロンサールは，今度は自らが詩作を行う

際に，これら読解の伝統に基づいて，異教神

話という覆いで真理を「隠す」とした。ロン

サールがこのように自らの詩には「隠された

真理」があるとした時，そこにはテクストと

その意味との関係を保留するという創作態

度が見られる。つまりエクフラシスという視

覚表現においてロンサールが提示している

のは，語のもつイメージの喚起力であり，ま

たそこで喚起されたイメージとその語の持

つ意味とが記憶あるいは想起の働きにおい

て，様々な読解を可能にしている，つまりは

詩が豊かに再生産されていく様を歌ってい

るのではないかと分析した。 
これらの考察で明らかになるのは，彼の描

写表現において詩の創作と解釈の関係，ある

いは詩の永続性の問題が明瞭な形で現れて

いることだ。つまり詩の視覚性，あるいは語

の持つイメージの喚起力を介することで，詩

に多層構造を持ちこんでいるわけだが，こう

した複雑な構造を描写に持ち込んだロンサ

ールを一つの模範として，ミシェル・キリア

ンはそこからどのように自分自身の詩を創

り上げたのかを彼の主著『黙示週』から考察

した。 
本研究で取り上げる『黙示週』とは聖書の

『ヨハネの黙示録』を源泉とし，世界が終末

を迎える一週間を描いた作品である。作品全

体が夢に見た映像である，という点もエクフ

ラシスの「目の前に置くような」という効果

と一致する。つまりその題材といい，設定と

いい，作品全体が一つの描写であるかのよう

な構成となっているのだ。 
この作品を論じるにあたってまずはロン

サールとキリアンとの共通点そして相違点

を検討するため，『黙示週』本来の構成を無

視し，最終日である「七日目」に見られるエ

クフラシスの分析から始めた。ここでエクフ

ラシスは天国の神殿に飾られた絵画という

形をとり，そこに描かれるのは旧約・新約聖

書の神による奇跡譚である。 
ロンサールのエクフラシスの一つの特徴

として挙げられるのが，一連の比喩によって，

画家，神，そして詩人という，三者の「創造

者」としての側面に焦点を当てるのに対し，

キリアンは「七日目」で天国の神殿に飾られ

た絵画を歌うとき，語る主体を何よりも「見

る存在」として表現する。まずこの点にロン

サールとキリアンの最初の違いを見出した。

この「見る」という行為は，一つには詩人の

聖書を語る際のスタンスを表していよう。ま

たこれは作品全体が夢であるという構造に

も通じる行為である。キリアンの『黙示週』

において，詩人である「私」は，神殿で絵画

を眺めることによって，その絵を照らし出す

光すなわち神の方へ眼を向けることになる。

つまりイメージを介して詩人が眼に見えな

い神についての内面的瞑想へと向かうとい

う構造になっているのだ。これはアウグステ

ィヌスが，神の似姿（imago dei）たる人間

は内なる記憶にこそ自らを創り上げた神を

見出すことができると論じていることが根

拠となっている。 
 こうしてキリアンのエクフラシスを見

ると，そこでは明瞭さが重視されていること

が見て取れる。明瞭さとは，描かれる物語の

意味―神の起こした奇跡について―の明瞭

さ，そしてそのイメージ使用の意味－イメー

ジを介しての神の瞑想－の明瞭さである。一

見してこれはロンサールの異教神話を多用

するアレゴリーとは異なっているだろう。つ

まりキリアンにあってはイメージとその意

味とが密接に結び付いているのだが，では彼

の用いる異教神話はどうなのかという点か

ら作品を検討し，特に注目したのが「二日目」

そして「四日目」である。「二日目」は「戦

争」を主題とし，「四日目」は「疫病」を主

題とするが，「二日目」は異教神話の神々や

人物の名がとりわけ多く用いられる日であ

り，「四日目」は異教神話の神が非常に限定

的に用いられ，代わって医学的専門用語が多

用され，「二日目」と「四日目」は互いに対

を成すような日となっている。まずは「二日

目」についてである。 
 この「日」の分析から挙げられる特徴は，

主要な異教神話の神々が，四元素の「火」「水」

「土」「空（気）」という言わば科学的用語に

結び付けられて，この四元素を中心として

神々が選ばれていることだ。ここでふたたび

現れるアレゴリックな語彙の単純化，すなわ

ち異教神話の神々の名を一義的な隠喩とし

て用いる方法はキリアンの作品における一

つの特徴とも言えるものだが，それが意図的

なものであったことは，異教神話についての

キリアンの博識からも垣間見られよう。 
 これに対して，「四日目」の異教神話と

科学的言説を見ると興味深い対立点が見ら

れる。この「四日目」で用いられるのは，病



名などの医学的専門用語そしてその病を視

覚的に描くグロテスクな描写だ。キリアンが

医学的な専門用語を多く用いて詩作を行お

うとしていたことはその詩句からもうかが

われる。キリアンはこの日において，自らの

筆記具を「疫病」すなわちペストに伴う腫瘍

であると歌っているが，それは明確な特定の

意味を担った医学的語彙体系を専ら詩的言

語，詩的装飾として用いることで，「四日目」

が「世界の終末」という主題の，医学的専門

用語による一つのヴァリエーションとなっ

ていることを意味する。 
 するとキリアンがこの「二日目」，「四日

目」の描写によって試しているのは，特定の

テーマにまつわる語彙体系の隠喩的用法で

あると言えるだろう。つまり様々なイメージ

を喚起する神話表現，それに対する限定的な

意味を担わされた医学用語という異なった

二種類の言葉である。これはそれぞれの言葉

がアナロジーによってどれだけのイメージ

を表現しうるのか，ということへの挑戦とな

るが，この問いは必然的にキリアンの作品に

おける言葉とその意味の繋がりという問題

へ，またアナロジーの作用する領域へと我々

の意識を向けることになる。「飢餓」を主題

とする「三日目」はまさしくこの問題を中心

的に扱った章であると言えよう。 
 「三日目」冒頭よりキリアンは「飢餓」

という主題を掲げながらも，この「三日目」

のもう一つの主題に「詩作」があることを述

べ，植物や動物類の列挙に移り，この列挙と

詩作のテーマとが組み合わされることで「三

日目」は展開していく。注目したのは，「三

日目」で展開される百科全書的列挙の多くが，

「飢餓」のために「存在しないもの」を表す

ことだ。この否定による列挙に「詩作」とい

うもう一つの意味が結び付けられて，存在し

ないものを指し示す言葉の列挙が，同時に詩

作を指し示す言葉の列挙でもあるという構

造が導入されているのである。するとこの構

造でキリアンが焦点をあてているのは，指し

示される事物よりも指し示す言葉そのもの

だろう。つまりキリアンは，これらの歌われ

る事物が「飢餓」によって最初から存在しな

いものであることをあらかじめ宣言するこ

とで，言葉の，事物を眼前に置くかのような

効果―これは先に enargeia という用語を用

いて説明したが―そうした効果とその効果

を生み出す言葉そのものの実体の無さを表

現しようとしているのだと考えた。つまり，

キリアンの歌う対象は，そのアレゴリー的な

言語そのものなのだ。このように「三日目」

には言葉，その言葉のもつイメージの喚起力

とその意味との乖離を読み取った。 
続いて取り上げたのが「六日目」である。

この日ではその文体（style）に注目した。と

いうのも，「六日目」はキリスト教世界にお

ける最後の審判を中心主題とするが，最後の

審判にまつわる諸テーマを歌うその文体が

様々に変化しており，「六日目」が『黙示週』

の文体を最もよく表していると考えたから

である。 
例えば審判の場におけるキリストの姿は

とりわけ視覚的に描かれ，イエズス会の修養

の実践にも通じる。また，キリストの言葉を

表すためにキリアンが用いた直接的引用，そ

して非常に明解な韻文での翻訳の手法はプ

ロテスタントの詩人達を想起させるものだ。

同時に，出典の明らかな聖書の挿入方法，そ

してまたそれがキリストの語った言葉であ

るという点に注目するなら，これは神の言葉

の「媒介者」たる詩人の役割を示していると

も言え，前世代のいわゆる新プラトン主義的

な霊感の理論からは明らかに異なった詩人

観を呈している。一方では，「時間」という

抽象概念を描く際に異教神話が依然として

用いられてもいる。 
 詩学的観点から，この文体と同時に考察

したのが彼の詩人観である。それが最もよく

現れるのが「五日目」だが，ここで描かれる

のが反キリストである。反キリストとは終末

に際して現れる偽りの預言者を意味するが，

ロンサールらユマニスト詩人達はネオ・プラ

トニスム哲学に則り自らを神に選ばれた預

言者であるとしていた。この哲学にも当然通

じていたであろうキリアンが反キリストと

いうモチーフを扱うとき，そこには彼の詩人

観も垣間見られるのではないかと考えたか

らである。また，何より世界の終末という『黙

示週』の主題自体が預言者によるものである

ことも指摘しておきたい。 
 テクストを検討すると，キリアンは反キ

リストという同時代的なモチーフを正統的

カトリック信仰に反する，「理性を失わせる

者」として描き，一方で自らの作品の構成，

あるいは反キリストの表象そのものにおい

て理性的たることを前面に押し出している。

こうした理性の強調は詩人キリアンにとっ

て何を意味するのだろうか。 
キリアンがこの詩作について語るのが第

「一日目」である。この日は，これから詩人

が歌う詩が「夢」であることを示す導入部だ

が，「夢」の描写が始まるまでの箇所で，「世

界の終末」を歌うということの困難さを歌う。

詩人は，その内容が神の司る領域である主題

を歌う際には，理性によって天に近づこうと



することしかできない。だからこそ「私」た

る詩人キリアンは「類似」「根拠」そして「推

論」を用いる「理性的」な方法によって天に

近づこうとするのだと歌い，実際に「夢」の

描写に至るまでにその詩法を実践してみせ

る。だが，注意しなくてはならないのは，「一

週間」という作品全体の構造が，眠りから覚

めた詩人が導入したものであるにも関わら

ず，それを彼は第「一日目」という夢の中に

設定していることだ。つまり詩人は，自らが

導入した「一週間」という時間構造に彼自身

も含まれているのである。すると創作をする

主体までもが創作物に含まれてしまうとい

う構造を備えていることになり，詩人が言葉

を発している立場そのものが虚構の中へと

組み込まれてしまうのだ。こうして詩人が語

る言葉の信憑性もが宙づりになってしまい，

「理性」による詩法も相対化されてしまうの

である。この徹底した懐疑こそキリアンにと

って真に理性的な詩法であったのではない

か，というのが本研究において導き出された

結論である。 
ここで簡単に振り返るなら，最初に考察し

たロンサールの作品では，視覚的効果が絵画
にも匹敵することが重視され，またその視覚
情報の裏に多くの意味が隠されているとい
うアレゴリックな構造が重要だった。一方で
キリアンのテクストを前にする時読者は「そ
こに隠されたもの」を読み取るよりも，言葉
が創りだす情景と，その情景を作りだす言葉
の機能そのものに注意を向けざるを得ない。
このように言葉のイメージ喚起力や，翻って
その虚構性を歌う詩作品は，そのことをより
効果的に見せるために，一つの主題，例えば
「飢餓」や「最後の審判」などに対し言葉を
際限なく連ねていくという方法を取ること
が『黙示週』の中でもみとめられた。これは
ある意味で enargeia の効果を，異なった方
向から表現しようとしているとも言えるだ
ろう。かくしてキリアンという詩人はロンサ
ールのアレゴリー詩法，そして描写技法を継
承しつつも大きく異なってきており，また詩
法そのものも変化している。これがキリアン
独自の動きであるかどうかは同時代の他の
詩人の検討も必要となってくるが，キリアン
の作品にはロンサールの多大な影響を残し
つつも，明らかな変化が見て取れるのである。 
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