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はじめに :ラムスとボダン

過激な反アリストテレス主義と厳格な二分法の通用により伝統的学問の抜本的改革を

目指したぺ トルス ･ラムス (1515-1572)と､近代的国家主権概念の確立に大きく寄与

したとして西欧政治思想史上に不朽の名をとどめるジャン･ボダン (1529/30-1596)0

両者の思想的類縁性を跡づけるには､まず伝記的側面を考慮するのが有効である｡1545

年､ラムスは当時パ1)のプレール学院 (collegedePresle)で校長を務めてLTたこコラ･

ルサージュの求めにより同学院の運営に積極的にかかわるようになると､この小さな学

院はにわかに若い学生たちの人気を博して活況を呈するなか､数年して老齢のルサージ

ュが亡 くなり､ラムスが継いで校長に就任する｡一方のボダンはちょうど1545年から

1550年の間にパリでカルメル会の一員として哲学の勉強に勤しんでいたという｡加え

て､プレール学院はカルメル会修道院の至近に位置していたことから､故郷のアンジェ

からやってきた若きカルメル会士も､他の多くの学生たちにまじってラムスの講義を聴

いたにちがいないとの見方がもっぱら有力である(り｡

この伝記的側面での接点に加えて､いわゆる (方法Methodus)概念をめぐる類縁性が

ある｡たとえばボダンは 『歴史の方法』 (1566刊)冒頭の ｢献辞｣のなかで､ 『普遍法

の分類』 (2)という小篇の内容について自ら触れている箇所がある｡そこでは一般的原理

から個別的原理を引き出して最小の単位にまで分割し､定義に際しては可能なかぎり簡

潔であるよう努めた旨が述べられている(3)｡それ以外の主要著作においても､程度の差

こそあれラムス主義の二分法的アプローチが随所にみられることから､ボダンがラムス

の方法をモデルとして自らの学問の構想に意識的に役立てていたことについては研究者

の間で見解の一致が得られている(4)0
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以上のことから､伝記的側面と学問的方法の双方においてラムスとボダンの間には看

過しえない接点があることがわかる｡これらを踏まえて本稿では､二人をつなぐ三つめ

の接点として､1498年にローマで刊行されたヴィテルポのアンニウス (1432-1502)の

『古代論』をとりあげる｡知られるように､この 『古代論』のうちの ｢ベロツソス文

書｣にみられる記述が､16世紀初頭にルメール ･ド･ベルジュ (1473-1524)の 『ガリ

アの光輝とトロイアの栄誉』 (5)と鹿された著作においてフランス語で伝えられた｡これ

が折しもフランスで昂ぶ りをみせていたナショナリズムの機運に乗 り､フランス王権の

古さと高貴さを詣いあげる (古代ガリア神話)の形をとって広 く喧伝されるにいたる.

さらに､この神話の流行と並行して､同じ時代のフランスに (ガリアのヘラクレス)な

る雄弁の理想を象ったユニークな図像が流布していた｡ラムスもボダンもこうした流行

思潮に対して並々ならぬ関心を寄せながら､おのおの別様の受け止め方をしている｡フ

ランス王権とフランス語の顕揚に格好の手立てとして当時の知識人たちの耳目を集めた

く古代ガリア神話)と くガリアのヘラクレス)､これらがとりわけラムスとボダンによ

っていかに受容されたかについて､本稿ではその歴史的な変遷過程を視野に収めながら

の考察を試みたい｡そうすることで両者の思想の類縁性だけでなく､相違もまた明らか

になることだろう｡

1.民族 の起源 と起源の言語 :アンエクスか らルメール ･ド･ベルジュへ

1498年､ヴィテルポのアンニウスというドミニコ会修道士が 『古代論』という書物を

刊行するや否や､それがヨーロッパ中で大反響を呼ぶことになる｡アンニウスはこの

『古代論』のなかで､古代バビロニア祭司ベロツリス (紀元前 3世紀ごろに活躍) の文

書など､十二人の古代歴史書の文書を発見したことで 『創世記』に描かれる大洪水の真

相が明らかになったと主張し､大洪水以来のヨーロッパ王家の系譜なるものを大々的に

描き出したのだった｡この文書はアンニウス自身の手になる担造文書だったのだが(6)､

古代ギリシア ･ローマを上回る歴史がヨーロッパにはあるとの新たな起源神話は､フラン

ス､ ドイツ､イギリスなどの西欧諸国の知識人の自尊心に大いに訴えかけたのである｡

そもそもアンニウスはなぜこのような文書を書いたのだろうか｡その理由としてまず

は､このドミニコ会修道士が実務的に有利な立場にあったことが大きい｡ローマでシク

ス トウス四世やアレクサンデル六世に仕え､聖庁主管 (MagisterSacriPalatii､実質は教

皇宮廷付き神学者)として多 くの文書を自由にできた｡また彼はもともと反ギリシア感
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情が非常に強 く､愛するイタリアおよび生まれ故郷の町ヴィテルポの歴史的価値を高め

てギリシアの優位におこうとの目論見を抱いていた｡そこでアンニウスがまず目をつけ

たのが古代エ トルリア文明であった｡イタリアの祖先たるエ トルリア文明こそが旧約聖

書のノアの系譜を受け継 ぐ最古の文明であると主張したのである｡この主張を補強する

ためにアンニウスはさらに､エ トルリア語がヘブライ語よりも古いアラム語の一方言に

由来するなどという説まで打ち出す｡いずれもアンニウスによるでっちあげにすぎない

のだが､これらの自説に信溶性を与えるために､彼は 『古代論』出版に先立っ数年前か

ら断片的なテクストや碑文等を自身で偽造していたという(7)｡さらにはマルシリオ ･フ

イチ-ノによる 『ヘルメス文書』の翻訳で沸きおこったエジプト賛美の思潮への目配せ

も怠らなかった(8)｡アンニウスの故郷のヴィテルポがもともとは古代エジプト王オシリ

スに支配された大帝国の中心地であったとすることで､イタリアがギリシアには何も負

うところのない高貴な優れた文明であることを重ねて訴えようとしたのである｡アンニ

ウスにしてみれば､古代ギリシア文明文化に対する当時のイタリア知識人たちの熱の入

れようは､郷土愛を無視した多分に不心得な反応にはかならない｡ ｢嘘つきのギリシア

人 Graeciamendax｣という表現(9)は､彼にとってイタ1)ア人再団結の恰好の掛け声となっ

たのだった｡

しかしながら皮肉なことに著者の意に反 して､イタリアの学者たちの間での 『古代

論』への評価は芳しくなかった｡再版は初版と同じ1498年の一回のみで､こののち半

世紀間､同著がイタリアで新たに印刷機にかけられることはない｡一万､16世紀全体を

通じて 『古代論』が競って読まれたのはイタリア以外のヨーロッパの王国の者たちによ

ってであった｡実はアンニウスには反ギリシア運動を推進することのみならず､イタリ

ア以外に住むカトリック教徒の支持をより多 くとりつけようとの算段もあった｡そこで

おのずとフランス､スペイン､ゲルマン諸国の過去をも多少なりとも好意的に描き出す

ことになったのである(10)｡なかでも 1494年に始まったイタリア戦争の大敵フランスで

熱狂的に受け入れられたことは最大の皮肉であった｡実際イタリアとは逆に､パリでは

1509年から1515年の間に 『古代論』の五つの版が相ついで刊行されている(ll)｡ルメー

ル ･ド･ベルジュの 『ガリアの光輝とトロイアの栄誉』全三巻が出されるのはちょうど

その間のことである(12)0

ルメールが､いつ､どのようにして､アンニウスの 『古代論』を読んだのかは定かで

はない｡1506年と1508年にローマを訪れていることから､そのいずれかの年である可

能性が高い｡ただルメールはアンニウスがたいへんなイタリア風尻であったことを知っ

ていたため､ 『古代論』の内容をほぼ踏襲しながらもフランス人読者の気に入るように
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と必要に応じて内容を歪曲して伝えたのである｡このときに選ばれた執筆言語がフラン

ス語であったことは極めて意義深い｡たとえば 『ガリアの光輝 とトロイアの栄誉』 ｢第

一巻 ･第-章｣中に､このタイ トルをつけた理由が述べられている箇所がある｡

さて上述した著者 〔-ルメール ･ド･ベルジュ〕は､ (中略)この書の題名の意味につ

いて､神のご加護のもと､しかとご説明さしあげたく存じます｡すなわち､イタリア人

たちがいつもながらの軽蔑をこめて一実際にはそうではないのに-｢野蛮｣ と称するこ

のフランス語でもって､ベルギーでもありケル トでもあるところの､先述したわれらが

ガリアの王侯にそなわるご血統の由緒ある古きを輝かせるesclarcirということなのです｡

かてて加えて､以前にこれについて書いた別の者によってはまったく触れられていない

トロイアの歴史の､知 られざるやんごとないことどもを､まさにこの言語でもって､

照らし出す me仕reenlumiereということでもあるのです(13)0

(Lemaire,lllustratiotZS,LivreI,Chap.I,p.4;下線強調筆者)

ジョアシャン･デュ ･ベレーは 『フランス語の擁護と顕揚』で､ルメールを ｢ガリアと

フランス語を初めて名立たるものとしてくれた｣(DuBellay,DeHence,pp.1221123)と讃

えている｡アンニウスの 『古代論』をフランスにフランス語で広めたルメールのこの著

作こそ､16世紀フランス語顕揚の動きの噂矢と言えるだろう｡このあと世紀全体を通じ

て相次いで刊行される (古代ガリア神話)関連の著作(14)では､古代ギリシア ･ローマを

も上回る歴史がガリアにはあるという主張に加えて､フランス語の起源としてのガリア

語の古きと卓越さを喧伝するものが目立っ｡王統の古きによって民族の歴史に優越性を

与えようとする試みは民族の言語への自負を強め､その自負は起源の言語の探索を後押

しした｡結果的に､言語もまたその起源の古きによって優越性が量られることになるの

である｡

1559年のラムスの 『古代ガリア人の慣習』(15)もこうした風潮のなかで書かれたもので

ある｡巻頭の ｢ロレ-メ枢機卿宛書簡｣において自らの母国愛を強く訴えたあと､本文

中ではカエサルを筆頭とする古典古代著作家による古代ガリアへの言及を可能なかぎり

多 く引き合いに出し､それらすべてをフランスの起源としてのガリアの宣揚-と収赦さ

せていく｡ フランス人はガリア語レトリックの優れた使い手であるパル ド (lesBardes)

という優れた吟遊詩人を先祖にもつのだからギリシア語やラテン語を苦労して学ぶ必要

はもはやない､とラムスは力説するのである(16)0

なお､F古代ガ1)ア人の慣習』はラムスにおける唯一の歴史書である.研究者のクズィ
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ネはこれをラムス著作の転換点に位置づけている(17)｡実のところ 1557年を最後にラム

スは古典作品の注釈書を書かなくなる(18)｡ 1559年に初めて刊行したラテン語文法書を皮
ト7)ウィウム

切 りに､それ以降はいわゆる自由学芸三科 に関する著作の執筆に意を注 ぐ(19)0 1562年に

はラムスによる初めてのフランス語文法書が上梓され､10年後の 1572年には絶筆とな

った改訂版 『フランス語文法 Grammaifle』が公刊される｡おそらくは 『古代ガリア人の

慣習』執筆後に､ラムスは母国と母語に本来備わっていた卓抜さをいっそう確信したの

だろう｡ その確信から､自らの用いる言語のありかたそのものへの関心を急速に高めた

にちがいない｡そのようにして母語の錬磨の必要性への自覚を強めていくなかで､伝統

的学問の改革 をさ らに先へ と推 し進 めてい く原動力 を得 たので はないか｡

ラムスはアンニウスの物語を､それが偽作であることを薄々知 りながら､祖国の文化

と学芸の優秀さを言匿うために利用していた｡その点ボダンはどうだったのだろうか｡歴

史家のグラフトンは､ ｢世紀なかばの理論家たちがアンニウスをいかに利用していたか

という問題を分析 してはじめて､各人物や彼らが生みだしたとされる運動の近代性につ

いての主張を再考することができる｣ (20)と述べている｡以下では､近代歴史学の立役者

の一人ともいえるボダンがアンニウスの 『古代論』をどのように受け止めていたのかに

ついて､ 『歴史の方法』の該当箇所に着目して考察していくこととする｡

2.ボダンによるアンエクス受容

ボダンがアンニウス 『古代論』の内容に触れているのは､ 『歴史の方法』 ｢第九章｣

においてである｡ ｢いかなる方法によって民族の起源が知られうるか｣との見出しがつ

けられた本章では､冒頭から ｢民族の起源についての問題ほど歴史家たちを悩ませた問

題はない｣ (Bodin,Methodus,p.241)と切 り出される.1560年代のフランス内での社会

的混乱を意識してのことであろうか､続けてすぐに､ ｢というのも､より多くの国の滅

亡や頻繁に行なわれた内戦が記憶にとどめおかれるのは､ただその民の名声と威信のた

めだけだからだ｣ (Ibid.)とある.確かに当時､フランスの人びとの自信を喪失させる

ような出来事が立て続けに起こっていた｡1559年 4月のカトー ･カンプレジ条約の締

結とともにイタリア戦争が終結してフランスはイタリア征服への野心を放棄せざるをえ

なくなり､同年 7月にはアンリ二世の不慮の事故死によりフランス ･ヴァロワ朝王権の

屋台骨が揺らぎ始めた｡加えて､1562年のヴァッシーの戦いにより宗教戦争という凄惨

きわまる内戦が勃発する｡ こうした一連の事件が人心を内向きにし､政治､宗教､その
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他さまざまな局面で同一性を求める風潮を強めていた｡そうしたなかでボダンは特に､

同時代を生きる人びとが民族的同一性に拘泥していたことに警鐘を鳴らしていたのであ

る｡このような時代の心性を彼は ｢高慢さarrogantiaJ と評して批判的口調を隠そうと

しない｡

高慢さがきわまったのは､自身が人間であるということを忘れて､自分は神々の出自

だと公言する者たちにおいてであった｡というのも､そうした高慢さは無思慮な者や

愚かな者のみならず､知恵と徳の評判のすべてにおいて卓越している人びとにも由来

するものであったからだ｡ (中略)こうしたカある者たちの倣慢さは､社会の下層の

人びとにまで広がってしまった｡自身の起源の始まりを知らずにいた者たち､あるい

は異国人への憎 しみを隠してきた者たちが､自分らは父祖の土地に元々いた者なのだ､

すなわち先住民であり地元民なのだと名乗ったのである｡ (Bodin,Methodus,p.241)

無思慮な者だけでなく知恵ある有徳の士までもが排外的な感情に突き動かされ､ゆえな

き起源の神話に浮かされていること､そうしたある種の集団的克膏が社会全体を覆いつ

つあることを憂えている様子が上の文章から窺える｡ ボダンにとって民族の起源の考察

は統合と和解の契機を提供するものでありこそすれ､分断と固執を助長するものでは決

してなかった｡ラムスがアンニウス-ルメールの物語を引き合いに出すのはおおむね自

国の文化や学芸の優秀さを誼うためであったが､ボダンの場合はあくまで異民族間の融

和を図るためなのである｡

多くの神的なものがモーセに起源の物語を書 くことへと駆 り立てたばかりでなく､と

りわけモーセはまた､自分の名声の聞こえ渡る人びと全員に自分たちは同じ血を分け

た仲であって同じ種族なのだと思ってもらえれば､自分たちが仲間であることをはっ

きり理解してもらえると考えているのだ｡こうしたモ⊥セの信念を鑑みるにあたり､

人びとの意向と友情を強めて維持することこそが肝心なのだろうと私は思う｡という

のも､ディオメデスやグラウコスだけでなく､武装して互いを破滅させる訓練を頻繁

に受けている多くの者たちも､自分たちが親戚関係ないしは同氏族の間柄にあるとわ

かっただけで敵対関係を解消 したのだから｡ (Ibid.)

いまは無数に分かれてしまっているように見えても､もとを辿れば同じ血を分けたひと

つの民族であることへの気づきの重要性を､起源の物語の最初の書き手であるモーセの
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名の下に促している｡ 互いが親戚関係であることを知ればおのずと友情や親愛の情が生

じる｡それは敵対していた人びとの手から武器を捨てさせるのに十分なほどの力をもつ

とボダンは訴えるのである｡

以上は異なる民族間の血縁関係に関するボダンの見解である｡ここからさらに異なる

言語間の類縁関係についての考察へと広げていく｡ボダンにとって､あらゆる言語の始

源に立ちながら異なる言語同士を結びつけるのは､-なる源泉としてのアダムの言語､

すなわちヘブライ語である｡

民族の起源についてはモーセによって伝えられたとおりであり､カルデア語とヘブラ

イ語はただ方言という点で異なっているにすぎず､かくも多様な言語のなかにあって

決して廃棄されることのなかった言語であり､両言語ともそうした多様な言語の痕跡

をとどめているというわけである｡実際､かの原初の言語は､カルデア人であったア

プラハムによってその一族に与えられた言語なのだ｡すなわちギリシア語やラテン語

が何らかの形をとる前に､もろもろの民や地域においてはヘブライ語の名が用いられ

ていたのである｡ (Bodin,Methodus,p.243)

起源の言語としてのヘブライ語は多様な言語が合流する場であり､ヨーロッパの繁栄は

原初の共通言語たるヘブライ語の存在に負っているとの捉え方である｡ また研究者の間

では､ボダンがキリスト教徒からユダヤ教徒に改宗した隠れユダヤ教徒だったのではな

いかとの見方もある(21)｡事実､晩年の執筆とされる 『七賢人の対話』(22)においては､ユ

ダヤ教および旧約聖書の役割を強調する観点からのボダン独自の主張が目立つ｡彼のヘ

ブライ語重視はユダヤ晶眉に由来すると言える側面もあろう｡ただし仮にそこに親ユダ

ヤ的な心情があったとしても､ボダンがアンニウス-ルメール由来の古代ガリア神話へ

の配慮を忘れていない点を見逃すわけにはいかない｡たとえば上に引いた引用文のあと

に続けて ｢ヤフェトはノアの息子であり､ここからヨーロッパ人の繁栄がもたらされた

のであり､そしてそのことはヘブライ人だけでなくギリシア人やラテン人によっても認

められているのである｣ (Bodin,Methodus,p.243)と書かれているのだが､ここで ｢ノ

アの息子｣と呼ばれている ｢ヤフェトJaphet｣は､アンニウス担造のガリアの王統譜に

おいては文字通 りの (父祖)の位置づけである｡この ｢ヤフェト｣の息子の ｢サモテス

samothes｣が第一代ガリア王となり､その後､連綿と王位が継承されて第二十五代の

｢フランクス Francus｣ (トロイアの王子ヘクト-ルの息子)へと至るとされる｡よっ

てこのボダンの議論には､ ｢ノア｣を全民族の (始祖)とする壮大なるガリアの起源神
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話が前提となっているのである｡

ここで歴史家としてのボダンの文献史料との向き合い方が見えてくる｡確かにボダン

はアンニウスの民族起源神話に入れあげる時代の風潮を非常に憂慮していた｡しかしそ

の憂慮は､『古代論』の内容そのものの真偽にかかわる検討を脇においたうえでのもので

あった｡『古代論』に対する疑念は 1560年代にははっきりしてきていたこともあり(23)､

ボダンももちろんその偽書性に感づいてはいたが完全に見切るまでには至っていなかっ

たのである｡また､ 『歴史の方法』の最終章である ｢第十章｣のほうは本文の執筆に際

して参照した文献リストに充てられているのだが (Bodin,Methodus,pp.254-260)､そこ

には ｢カルデア人祭司ベロツソス｣ (Ibid.,p.254etp.256)､ ｢ベルシア人メタステネス｣

(Ibid.,p.256)､｢エジプト人祭司マネ トー｣ (Ibid.)といった､アンニウスが依拠したと

主張する古代著述家たちの名も見受けられる｡その一方で､同じ ｢第十章｣中の ｢ケル

ト人ないしはガリア人､およびフランク人の歴史｣ (Ibid.,pp.257-258) と題された項目

には上述の著述家名は挙げられていない｡この点に注目した研究者のアシヤーは､ボダ

ンがアンニウスの 『古代論』の偽書性を疑っていたがゆえに､上に挙げた古代著述家の

名をあえてその項目リストから外したのだろうと推測し､ 『歴史の方法』においては実

証主義史学に近い思考が芽生えていたのだと述べている(24)｡だがこの点についてグラフ

トンは､ボダンは ｢ベロツソスやマネトーの断片が偽作である可能性については注意深

く注記した｣というのにメタステネスの記述は ｢鵜呑みに｣してしまったがため､ここ

に彼の ｢批判力の限界｣が現れていると指摘したうえで､ ｢アンニウスが彼の方法に着

想を与えた､あるいはそれを形成したとさえいえる｣(25)として､歴史家ボダンの鑑識眼

に対しては辛口の評価を与えている｡

グラフトンの言うように､厳密な意味での実証主義的歴史記述という観点からすると

ボダンのアプローチにはいささか不備がみられるものの､たとえば古代ガリア神話の信

奉者たちに典型的な (ガリア語起源説)-ガリア語がギリシア語 ･ラテン語の起源と主

張する説一については､ボダンはこれを退けて､より事実性の高い見解に立つ｡

-われわれは言語の遺産のことに話題を向けよう｡そこで重要なのは起源に関する証

拠なのだ｡たとえばラテン語はギリシア語に由来 し､かつ､ラテン語はギリシア語 と

同じではないがそのほとんどはギリシア語の単語をかき集めたものである｡また､わ

れわれの国のものたちがギリシアはガリアの学派だと述べたのとは逆に､ガリア語も

ギT)シア語を起源 としているのである｡ (Bodin,Methodus,pp.248-249)
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実際ボステル､ぺリオン､ピカール等､1550年代に相次いで出版されたガリア神話関連

著作では､ガリア語がギリシア語に先立つとの見解が前面に押し出されていた｡ラムス

もまた ｢私は､それら (-ガリア文字)はギリシアからガリアに由来したのではなく､

その反対に､ガリアからギリシアへ伝わったのだと言おう｣ (Ramus,Traicte,fD53ro) と

明言している｡しかし上に引いた一節から明らかなように､ボダンはこうした思潮に真

っ向から反対している｡このことについては､ 『歴史の方法』の前年の 1565年にアン

リ･エチエンヌが 『フランス語とギリシア語の近似性』 (26)を出版していたことも無視で

きない｡ボダンがこれを読んでいた可能性も大いにあろう｡

いずれにせよ､ボダンがアンニウス-ルメール由来の古代ガリア神話に対して相当の

距離をとっていたことは確かである｡ノアを (始祖)とするヨーロッパ王統の系譜を受

け入れていたとはいえ､それを自らが属する一民族の優秀性を誼うために利用 しようと

はしなかった｡そうではなく､なにより同じ王統譜の最上流に位置する-なる始源を､

全民族統合の理念確立のための無二の手立てとみなしたわけである｡言語起源論につい

ても､いわれなき (ガリア語起源説)には容易に与きない｡完全ではないとはいえ､よ

り客観的な視点から事実に迫ろうとする覚めた批判精神の一端がボダンには確かに認め

られるのである｡

3. (リビアのヘラク レス)か ら (ガ リアのヘラク レス)へ

一民族の特質をその民族が用いる言語の特質と結びつけて説明しようとする傾向は､

16世紀フランスにおいて流布した くガリアのヘラクレス)という､フランス語に備わる

雄弁さを形象化した図像とも大きな関わりがあった｡この図像もまたアンニウスを経由

して広まった想像上の英雄なのである｡ところでヘラクレスといえば､ギリシア神話に

おいて最大最強といわれる半神半人の英雄である｡M.-良.ユング(27)によれば､古典古代

よりヘラクレスという同名の英雄に対してはさまざまな意味合いと形象が付与されてき

た｡たとえば (エジプトのヘラクレス)なるものが､ヘロドトスやシチリアのデイオ ド

ロスの著作に登場する｡デイオ ドロスはヘロドトスの主張を発展させて､このエジプト

の神-ヘラクレスは (ギリシアのヘラクレス)よりもずっと以前に存在していたと伝え

る｡折しもルネサンス時代には古代エジプト文明への憧傍 と熱狂が高まっており､いわ

ゆる (エジプト･マニア)の機運に乗ってルネサンス人文主義者たちの大きな関心の的

となっていた｡そうしたなかで 16世紀フランスにおけるヘラクレス伝説流行の大部分
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は､上記のギリシアとエジプトの二種類の-ラクレスの融合に負っているとM.-良.ユン

グは指摘する｡ もともとデイオ ドロスやアミアヌス ･マルケリヌスらにより､ (ギリシ

アのヘラクレス)がガリアに立ち寄 りそこを文明化したと伝えられていた｡しかしそれ

が (ギリシアのヘラクレス)ではなく､ (エジプトのヘラクレス)､16世紀当時の呼び

名では (リビアのヘラクレス)だったとする説がこの時代のフランスで大きな支持を得

るようになる｡そしてこの､エジプトならぬ (リビアのヘラクレス)という英雄造形も

また､偽書作家ヴイテルポのアンニウスによるところが大きいのである｡ 『古代論』

｢第十五巻｣から一節を引こう｡

ヘラクレスはオシリスの息子である｡その名をリビウスという｡ イシスとともにエジ

プトではテユーボーンを､フェニキアではプ-シーリスを屈服させた｡ さらに別の

テユーボーンをフリギアで屈服させた｡クレタではミリメスを､ リビアではアンタイ

オスを､ケルテイベリアではロムニミ一族を屈服させ､そこでは代わりにヒスパメス

を彼らの王とし､イタリアの暴君たちのほうへと向かった｡そしてケル トを通ってイ

タリアに向かった際､彼はガラテアの両親の許しを得て､彼 らの王たるガラチスを生

んだ｡ (Annius,Commentaria,LiberXV,f'141ro)

オシリスとイシスの息子として生まれたとぎれる (リビアのヘラクレス)は､古代ガリ

アの第十代目の王として､エジプトとヨーロッパ王族の血統の結節点に位置づけられて

いる｡引用文中に ｢ケルテイベリア｣や ｢ケル ト｣ という地名がみられるが､これらは

ヘラクレスを介して北アフリカと西ヨーロッパが血縁的な繋が りをもったことを示唆し

ている｡ M.-良.ユングは､この系図を作 り上げたアンニウスをこそ ｢リビアの-ラクレ

スの父 leperedel'HerculedeLybie｣ と呼ぶに値すると言明している(28).

ルメール ･ド･ベルジュ 『ガリアの光輝 とトロイアの栄誉』にも (リビアのヘラクレ

ス)が登場する｡彼はときとして自分が典拠とした ｢ベロツソス｣や ｢ヴイテルポのジ

ョヴァンニ修道士｣といった名をも引き合いに出し､ノア､ハム-ゾロアスター､オシ

リスの系譜を丁寧に辿ってい く ｡ そしてアンニウス同様､オシリスとイシスの息子であ

る ｢リビアの大ヘラクレス｣を頼まれなる能力をもった英雄 として描き出す｡

…正義の神ユピテルとの異名をもつオシリスは､ユノという別名をもつ､妻でも妹で

もあるイシスから､さらには名の知られぬ他の女性たちから､ リビアの大ヘラクレス､

アメビス､マケ ドン､ リュドス､メオン､オロス､といった多 くの静々たる子らを得
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た｡そして大いなる武力 と､力強 く頑強かつ大月旦であらゆる学問に秀でたあ りとあら

ゆる人々のなかでも､驚異のカに恵まれた者たちを身辺に集めたのだった｡

(Lemaire,IZlustrations,LivreI,Chap.VII,pp.19-20;下線強調筆者)

ここで措かれる ｢リビアの大ヘラクレス｣が第九代ガリア王 ｢ケルトのユピテル Jupiter

celte｣の娘 ｢ガラティアGalatie｣を要って第十代ガリア王位を継ぎ､その息子 ｢ガラ

テス Galates｣が第十一代ガリア王となるわけである.そしてこの武勇と学芸に秀でたア

ンニウス-ルメール由来の (リビアのヘラクレス)が､16世紀フランスの人文主義者た

ちによって今度は (ガリアのヘラクレス)に重ね合わされていくのである｡

(ガリアのヘラクレス)

とは､16世紀 フランスで

一世を風廃 した､一見なん 批モク

とも奇妙な姿のフランス特

有の英雄である｡ライオン

の皮をまとって､右手に梶

棒､左手に弓を持ち､舌に

は鎖が結びつけられてお

り､その鎖の先は大勢の男

CVs

LヱS

GALブ

L王CVS

LEPR王対Ⅰ玉R LIVR王.

LEHERQCVip

LEsFRAN,COIS.〔図

1〕G.トリー 『万華園』の ｢ガ リアのヘラクレス｣(1529年)女の耳にくく

りつけられていて､この鎖は切れやすいのに､全員が抵抗もせずに老齢のヘラクレスの

後をおとなしくついていく､というものである｡ この老ヘラクレス像の普及に先立つも

のとして､もともと､二世紀のギリシアで活躍したシリア人風刺作家ルキアノスの著作の流布

があった｡1496年にフィレンツェで初のルキアノス全集が編纂されたのだが､これ

が 1506年にエラスムスによって初めてラテン語に翻訳される｡ ギョ-ム ･ビュデも 『ユス

テイニアヌス法令集注解』 (1508年)のなかでルキアノスの 『ヘラクレス』をラテン語に訳し(

29)､ 『君主教育論』 (1547年)にはそのフランス語訳を掲載した(30)｡ジョフ

ロワ ･トリーが 1529年の 『万華園』で長々と引用して自らフランス語に翻訳したル

キアノスのテクス トは､彼自身が明記しているように上述のエラスムスのラテン語訳である (Tory,ChampJ

伽uTy,P.B.ijro)｡また､ 『万華園』にみられる有名な(ガリアの

-ラクレス)の挿絵版画を掲載するまでの経緯もていねいに説明されている. バーゼルでアンドレアス ･クラタンドルス

(AndreasClatandruS,1490-1540)が編纂したボンポニ

ウス ･メッラ著作集の口絵に (ガリアのヘラクレス)像が用いられていたのだが､ トリー
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像およびビュデのラテン語翻訳版にもとづいて､新 しい挿絵をつけた というのである

(Tory,ChampjZeury,p.B.iijro)〔図 1参照〕. このようにして自分が典拠 とした資料を自

著で明記 してい くところに､文献学の手法を奉 じる人文主義者にふさわしい姿勢を垣間

見ることができよう｡ そしてこのあとさらに､この老英雄のイメージが､アンドレア ･

〔図2〕A.アルテヤーティ『ェンブレム集』 ｢雄弁は力に勝る｣｡上はアウグスブルグ

版(1531年)､下はパリ版(1534年) アルテヤーティの 『ェンブレム集』

(アウグスブルク版 1531

年､パ リ版 1534年)にて ｢雄弁は力に勝るEloquentiafortitud

inepraestantior｣ という銘句(31)とともにとりあげられ､いっ

そうのこと人口に胎泉することになるのである 〔図 2参照〕0ところでルキア

ノスがケル トのどこかで見たという絵に措かれていた風変わりなヘラクレスは､そ

の土地の人びとに ｢オグミオス｣ という名で呼ばれていた.力港る永遠の青年 とのイメ

ージの強い (ギリシアのヘラクレス)とは対照的なケル ト風の ｢オグミオス-ヘ

ラクレス｣は､その老齢ゆえの知恵 と雄弁を武器にする｡ (武勇に優 る雄弁)を備えた言葉

の力に卓越 した英雄は､ トリーにおいてはとりわけ ｢素晴らしいフランス語が天与の
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れ､フランス語の (卓越性)はフランス語の (太古性)によっていっそう輝きを増すと

いう考え方が広 く受け入れられるようになる｡ ギリシア語やラテン語に優越するために

は､ (卓越性)という言語に備わる本来的な性質においてだけでなく､時間的な先行性

においてもまた勝るものでなくてほならないからである｡その点 くガリアのヘラクレ

ス)だけではフランス語の (卓越性)にしか訴えることができない｡ (太古性)を主張

するのに一役買ったのがアンニウス由来の (リビアのヘラクレス)であった｡古代ギリ

シア ･ローマよりもはるかに古いノアの血を引くガリアの歴代王の名に連なる存在であ

るがゆえ､高貴で賢明なる存在にして高度な文明の象徴ともなりうる｡そもそもトロイ

ア人の血を引くフランクスを祖とするのでは敗北民族の系統にとどまるのみである｡ア

ンニウスとルメールを通じて (リビアのヘラクレス)を知ったルネサンスの知識人たち

が､ヘラクレスの系譜に傾斜していく理由はここにあった(32)｡やがて (リビアのヘラク

レス)の属性がまるごと (ガリアのヘラクレス)に帰されて両者は融合する｡こうして

(雄弁なガリアの王)のイメージは､16世紀フランスの王たちを顕揚するのにも恰好の

政治的手段となっていくのである｡

(ガリアのヘラクレス)像は 16世紀フランスの実に多くの作家や人文主義者たちを

魅了した｡ラプレー､サン-ジュレ､ジョアシャン･デュ･ベレー､ロンサール､ロピ

タル､ジョデル､アミヨ､パスキエ､その他､枚挙にいとまがない(33)｡そのなかで最も

よく知られているのがデュ･ベレー 『フランス語の擁護と顕揚』 ｢全編の結び｣の一節

である｡

今やわれわれは､神のご加護により､多くの危機 と異国の波商を切 り抜け､港へと志

なく帰 り着いた｡われわれはギリシア人の包囲から逃れ､ローマの騎兵大隊を乗 り越

え､かくも焦がれたフランスの胸中深 く突入した｡さればこそ､フランス人よ､勇を

鼓舞してかの偉大なるローマの都のほうへと進みゆけ｡ (中略)かの嘘っきのギリシ

アGreceMentresseを討つのだ､そしてもうひとたび､名にし負うガリア系ギリシア

族の種をまくのだ｡かつて諸君がしたように､デルフォイの神殿の聖なる宝物を良心

の珂責なく掠めとり私のもとに携えよ｡かの物謂わぬアポロンも､その偽 りの神託も､

その錆びついた矢ももはや恐れることはない｡諸君の古のマルセイユを､第二のアテ

ネを思い出すのだ｡ 諸君のガリアのヘラクレスを､己の舌に結びつけた鎖を民の耳に

ひっかけ民を己のあとに引き連れていく､諸君のガリアのヘラクレスを思い出すのだ｡

(DuBellay,DeHence,pp.179-180;加藤訳 162-163頁 〔一部改訳､下線強調筆者〕)
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古代ギリシア ･ラテン文学の模倣を推奨して母語たるフランス語の表現力をいや増す必

要を力強く熟をこめて説 く本書においてデュ ･ベレーが最後に願ったのは､逆説的にも

ギリシア語とラテン語の蛎からの脱出であり､最終的にはその徹底的な打倒であった｡そ

のことは､この結びの文章が湛えているきわめて戦闘的な調子 と､ ｢嘘つきのギリシ

ア｣という､アンニウス的な反ギリシア感情を灰めかす定型表現のなかに読みとること

ができよう｡ (ガリアのヘラクレス)の想起を読者に促すデュ ･ベレーの母国愛と母語

愛は最終場面で最高潮に達し､そのまま読者に投げ渡されるのである｡ここではこの老

ヘラクレスが､フランス語顕揚に不可欠の一大シンボルとされていることがわかる｡

〔図 3〕｢アンリ二世のパリ入場｣(1549年) ところで 『フランス語の擁護と顕揚』が出版さ

れたのは 1549年 3月20日のことであるが､その

直後の 3月 31日に ｢アンリ二世のパリ入城｣の様子

を描いた図版が印刷された｡サン-ドニ門の上に (ガ

リアのヘラクレス)に摸された亡き父王フランソワ一世

が措かれている有名な図版である 〔図 3参照〕｡そ

れぞれ刊行日がきわめて近 く､おのおのの印刷所が至近に位

置していたことから､V.-L.ソーニ工は､デュ

･ベレーが 『フランス語の擁護と顕揚』の執筆時に前もって

この図版を見ていた可能性が高いと指摘している(3

4)｡優雅であるべきフランス語と当代の有能なる為政

者の理想像として､ (雄弁なガリアの王)たるヘラ

クレスが芸術面でも政治面でも群を抜いて脚

光をあびていた事実がこうした事例からおのずと知られよう｡4.ラムスと

ボダンにおける雄弁の表象 :(ガリアのヘラクレス)をっうじて以上の歴史的背景を

踏まえながら､以下ではラムスとボダンにおいて (ガリアのヘラクレス)がどのような意味をもつものであっ

たかについて､関連するテクストに沿って比較考察していく｡自らの熱烈なフラ

ンス愛を隠さないラムスは､先にとりあげた 『古代ガリア人の慣習』においてこのガリ

アの老英雄への言及を忘れなかった｡ルキアノスの名を挙げ､ トリーの記述を引き写すか
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描き出したあと､それを古代ガリアの吟遊詩人パルドとドルイド僧の知恵に結びつけ､

｢この知恵こそ､一度も目で見られることなく､かくもまばゆき信仰の情を惹き起こし

たのだ｣と述べてから次のように書いている｡

これほど高貴なものごとに関する学芸を学ぶために彼ら 〔-パルドとドルイド僧〕の

指導のもとに身を寄せたか くも多くの学生たちは､これらの金の鎖をつけていたわけ

であり､か くして信奉者の者たちは､豊かな言葉とそこから流れ出る学識にとらえら

れ結びつけられて､彼 らの師の口からぶらさがっていたのである (Ramus,Traicte,

fo78vo;かっこ内補足筆者)

アンリ二世治下にロレ-ヌ枢機卿の働きかけで創設された ｢雄弁術と哲学の教授｣ポス

トを与えられたラムスは､1551年の教授就任演説で二千人もの聴衆を集めるほどの名実

ともに (雄弁な教師)でもあった｡上の文章のように表現することで､古代ガリアの知

恵と学識の典型たるパルドとドルイド僧の血を継ぐ者 としての自分自身を､雄弁の英雄

(ガリアのヘラクレス)と見立てているわけである｡この点､ロンサールの 『ジャン･

ドラへのオードodeaJeanD'rat』でも､詩人が敬愛する師であるドラを (ガリアのヘラ

クレス)になぞらえ､コクレ学院の弟子たちの耳に鎖をつないで引き連れている様子を

措いている例がみられることから(35)､ (雄弁な教師としてのヘラクレス)もまたこのこ

ろ常套のひとつとして通用していたことがわかる｡

なお､別の箇所では (武勇に優る雄弁)に恵まれたヘラクレスの属性を示唆するかの

ようにして､軍隊による｢命令する権力｣と雄弁による｢説得する権威｣とを対比しなが

ら､後者に秘められた威力のほどがラムスによって堂々たる筆致で描き出されている｡

だが雄弁はガリア軍と手を結んでいるのであり､軍の司令官にとっても弁論家にとっ

てもひとつの同じ時と場所があればことたりるわけである｡ そしてガリア人弁論家は

軍隊の威光によって､より見事に語るよう促されるのだ｡王侯たちはガリア人たちの

助言にしたがって演説するし､もっといえば､カエサルがさしだす事例によって明ら

かなように､この間題に関心をもつすべての者たちもまたそうするのである｡タキトウ

スがいうには､ゲルマン人たちの間では公の審議の場では､おのおのの年齢により､

高貴な家柄により､戦争の場所により､能弁さの度合いにより､王や王侯たちは命令

する権力puissancedecommanderよりも､説得する権威 autorit占depersuaderによって

言うことを聞かせるということだ｡ (Ramus,TTrm'cfe,fo99ro)
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愛するフランスを護るためには､武力はもちろんのこと雄弁も不可欠だとラムスは訴え

る｡その雄弁は武力と手を結びつつ､武力の威光によってこそ､いっそう輝きを増すと

言う｡しかしそこで発揮される雄弁な言葉の力は為政者による上からの有無を言わさぬ

命令ではなく､時と場と人に応じて形を変えて人びとを説得する力である｡ (ガリアの

ヘラクレス)という英雄に､言語による政治的支配力と相まった軍事的支配力の最大限

の発揮-の期待が現れている｡つまりこの老英雄は､自分が愛するフランスを武力と弁

舌の双方から防衛することを可能にする､理想のシンボルとして捉えられているのであ

る｡以上が 1559年に世に問われたラムスの 『古代ガリア人の慣習』における (ガリア

のヘラクレス)像である｡

一方のボダンにおいては､この神話的英雄は 1576年刊行の 『国家静 』 ｢第四巻 ･第

七章｣で登場するのだが､そこではそれはいかなる文脈において捉えられているのだろ

うか｡宗教戦争の只中で執筆されたこの書は､悪化する一方の戦局を目のあたりにした

ボダンのただならぬ危機感に覆われている｡ ｢暴動 seditions｣は治療されてとり除かれ

るべき｢病 maladie｣であって､あちらこちらで蔓延する ｢謀反 factions｣､｢共謀 conjura-

tions｣､｢晶屑 partialite｣､｢処罰 punition｣が日々 ｢暴動｣を助長しているとボダンは主張

し､古今東西の例を列挙し考量しながらそれらの弊害を告発していく｡以上に加えても

うひとつ､｢暴動｣の大きな原因があるとボダンは語気を荒げる｡それは ｢演説家に与え

られている自由に由来する｣ (Bodin,RIpublique,LivreIVp.214)のだと｡なるほど演説

家たちは自分の思いのままに人心を導く能力に優れているが､これがかえって暴動を促

す危険要因ともなる｡なぜか｡

なぜなら､巧みな言葉の優雅さほど人びとの心に力をもたらすものはないからだ｡わ

れわれの祖先たちはケル トのヘラクレス HerculeCeltic!ueを老人として描いたn この

ヘラクレスは自分の後ろに人びとを彼の口から出ている鎖で彼 らの耳にひっかけてつ

ないで引き連れている｡王や君主の武器も権力も､一人の雄弁な人間の激烈さと熱情

と比べたら力は劣るのだ｡この雄弁な男は臆病な者を焚きつけて勇敢な者を打ち負か

すし､雄雄 しき者たちの手から武器を捨てさせ､残酷さを温和さに､野蛮さを人間的

なものに振 り向け､諸国を改革 し､思うがままに民を喜ばす｡私は雄弁を称賛するた

めにではな く､それが発揮する力のゆえに以上のごとく述べたのだ｡ (Bodin,ibt'd.,

p.214;下線強調筆者)

ここでは ｢ケルトのヘラクレス｣と呼ばれているが､上記の下線部分の描写から (ガリ
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アのヘラクレス)のことを指すと理解して間違いない｡ (ケルト)と くガリア)を同義

と捉えうるかどうかについては議論となるところだが､ルネサンス期に入ってからのカ

エサル 『ガリア戦記』の普及に伴って (ケルト)概念が一般化し始め､16世紀のフラン

ス人が (ケルト)を (ガリア)と同一視していたことは確かだからである(36)0

そこで注目すべきは､ボダンが雄弁なガリアの英雄を ｢称賛するためにではなく｣､

武器も権力もものともせずに言葉の巧みな扱いのみによって人心をいとも容易に操る妖

術師のようなものとして危険視している点である｡ ボダンが懸念するのは､雄弁という

ものが ｢善のためではなく､むしろ悪のためにより額繁に｣ (Bodin,ibid.,p.214)用い

られがちである現実､そして ｢それがまさしく真実の偽装にはかならず､悪を善とし､

誤 りを正しきとし､蟻を象とする技巧にはかならない｣ (ibid.)状態にある当時のフラ

ンスの現実なのである｡彼においては雄弁はもはや ｢うまく嘘をつく技術｣でしかない

(ibid.).ラムスのような楽観的な雄弁礼賛はまったくみられず､言葉のもつ言い知れ

ぬ力への畏怖と懐疑が表明されるばかりである｡ トリー､ラプレー(37)､デュ ･ベレー､

パスキエ(38)といった面々においてはいずれも (ガリアのヘラクレス)はあくまで称賛の

対象であり､自らが愛し敬慕するものを讃美するための手立てであったことを思い起こ

すと､ボダンの見方の特異性が際立ってくる｡ボダンは ｢暴虐な弁舌家の口にのぼる雄

弁は､凶暴な男が手にした危険極まりない短刀にはかならない｣ (Bodin,REpublique,

LivreIVp.216)と､人びとの警戒心を煽るかのように語気を強めていく｡するとこの言

葉を放った直後に身を翻すかのようにして､今度は雄弁の有用性と魅力について語り出

すのである｡

それでもそれ 〔-雄弁〕は､それをうまく用いようとする者には､人びとを野蛮さか

ら人間性へと導く手段ではある｡つまりそれは社会慣習を改革し､法律を修正し､暴

君に懲罰を与え､悪徳を締め出し､徳を維持する手立てなのだ｡毒蛇のように邪悪で

腹黒い輩があれこれの言葉でもって居すくませるようにして､弁論家たちは野蛮で残

酷きわまる者どもを､プラトンが言うように甘美な雄弁でもって魅了するのである｡

(Bodin,ibid.,p.216;かっこ内補足筆者)

言葉が内包する政治性に極めて敏感であったボダンは､雄弁のもつ正負両面を知悉して

いた｡政治 ･社会の重要局面に立ち会った際にそれを乗り越えるのに有効とあらば､

｢甘美な雄弁｣の助力に訴えることにやぶさかでないことを上の文章ははっきりと伝え

ている｡ (力に勝る雄弁)は､かくして最終的に完全に手放されはしない｡それはうま
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く用いられさえすれば､ ｢野蛮で残酷極まる者 ども｣を ｢人間性へと導 く手段｣とな

る｡さらに ｢王権とその秩序の内部に人びとを繋留すべき静畿な弁論へと昇華｣ (39)する

ことで､分裂から統一への道を回復するための最良のよすがとなることが期待されてい

るのである｡

おわりに

16世紀フランスの学術界を席巻していたともいえる (古代ガリア神話)と くガリアの

ヘラクレス)｡これらはいずれも偽書作家たるアンニウスを経由して大々的に普及した

ものであり､そしてそれらはいずれもフランスの人文主義者たちが思い思いに抱 く､学

問的かつ政治的な願望の備給対象となった｡前者は伸張著しいフランス王権の政治的統

一と拡大を目した知的運動にとって魅力ある (物語)であり､後者は当時 (雄弁)を語

るに際して不可欠の (トポス)であったとも言える｡

こうした歴史的文脈のうえで､本稿では特にラムスとボダンに焦点を合わせ､双方の

受容の特質を見比べてきた｡1572年の聖パルテルミ虐殺で惨殺されたラムスと､それ以

降いっそう残虐さを極めるばかりで終わりの見えない宗教戦争の現実を見据えていたボ

ダンとは､民族の起源や言語の起源､そして武力にも勝らんとする雄弁というものに対

する見解はおのずと異なるものとなったと言える｡1572年以前には宗教的宥和政策を掲

げていたヴァロワ朝王権に対し､ラムスは自分がプロテスタントであることを公言しな

がら直接働きかける余地があった｡ラムスの切なる願いはフランスとフランス語が国際

的名声を獲得すること､そのために自ら当時のフランスの学芸のあり方を根本から見直

し改革することであった｡己の目的達成のため､ (古代ガリア神話)ち (ガリアのヘラ

クレス)も､あくまで肯定的かつ楽観的に讃美の対象として引き受けられていた｡

それに対してボダンは､宗教的分裂が決定的となり政治的にも混乱を極める一方の現

況と､負の本性をむき出しにして慣らない悪嫌揮猛な人間たちに対する戦懐 と悲嘆を隠

さない｡ボダンの願いはこれ以上の暴動と分裂の阻止であり､フランス内だけでなく異

なる民族同士の和合であり､宗教的には多様な立場を許容する寛容の精神の普及であっ

た｡そこでは一民族と一言語の顕揚のためだけではなく､多民族間の友好と多言語間の

統一を目指すかぎりにおいて､起源神話と雄弁な英雄像が批判的な距離をもって受容さ

れるのである｡

なお､(古代ガリア神話)も(ガリアのヘラクレス)も16世紀特有の流行現象として終
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息したのではなかった｡前者は 17世紀フランスにおいても重視され続け､フランス以

外ではゲルマン諸国において新たにスキタイ人起源論に関連づけられて､ケル ト語とゲ

ルマン語が起源を一にするという考え方も広まり､ライプニッツもこの考えを受け継い

で独自の国語論を展開している(40)｡後者の雄弁な英雄像についてはアンリ四世治世下に

も新たな需要があり､とりわけルイ 14世親政下にその人気は頂点に達 したという(41)0

こうした適時的な変遷に加え､共時的にも (古代神学priscatheologia)との関連(42)や､

当時の言語起源諭におけるヘブライ語研究の具体相(43)など連携して考察すべき点はなお

も数多 く残されている｡本稿で描き出そうと試みたのは､ヨーロッパ近代のとば口で幾

重にも絡まりどこまでも広がりを増していく､そうした時代精神のほんの一端なのであ

る｡
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(3) Bodin,Methodus,p･274･

(4) ボダンにおけるラムス主義の影響については､右の研究を参照 :K D･Macrae,

((RamistTendencies･･･〉),all･cit･,p･309seq･;Marie-DorrunlqueCou2:inet,Histoireetmethode
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dZaRenaissance.UnelectuTledelaMethodusadfacilemhistoriarumcongnitionemdeJean

Bodin,Paris,J.Vrin,1996,pp.57-58;Ld.,((OnBodin'sMethod)),inmeReceptionofBodin,

HowellA.Llord(ed.),Leiden,Boston,Brill,2013,pp.39-65.

(5) タイ トル和訳については､本稿の注 15を参照｡

(6) アンニウスの 『古代論』の偽書性については､早 くも 16世紀初頭に各方面からの

指摘が出されていた.1504年にはピエ トロ ･クリニー ト (1465-1507)によって､

1506年にはジャック ･ルフェ-ヴル ･デタープル (1450?-1536)によって疑義が呈

されている.ChristopherR.Ligota,《Am iusofViterboandHistoricalMethodD,inJournal

oftheWartbu曙andCourtauLdlnstitutes,vol.50,1987,p.44,note2.ジョゼフ ･スカ1)ゲ

ル (1540-1609)やイザ-ク ･カゾボン (1559-1614)らはすでにそれを偽書として

断固退けたが､17世紀に入っても影響力は失われない｡ 『古代論』の真贋論争は

18世紀にも絶えることなく､偽書であることが決定づけられるのはようや く19世

紀のことである.E.N.Tigerstedt,《IoannesAm iusandGraeciaMendax)),inClassical

MediaevalandRenaL'ssanceStudies,no93-94,1964,p.294.

(7) WalterStephens,LesGiantsdeRabelaisIFolklwe,histoilleanCienne,nationalisme,traduit

del'anglaisparFlorianPreisig,Paris,HonoreChamplOn,2006,p.180.

(8) Ibid.,p.173.

(9) ((Graeciamendax))とは､古代ローマの風刺詩人ユウェナリスの 『風刺詩』第十篇

174行にみられる表現｡

(10)W.Stephens,LesGiantsdeRabelais,op.cit.p.249.

(11)Ibid.,((AppendiceII)),pp.531-532.

(12)Ibid.,pp.533-534.第一巻 :LesIllustrationsdeGauzeetsingularitezdeTroye,Lyon,

BtienneBalard,1511.第二巻 :LeSecondlivnedesIllustrationsdeGauzeetsingularitezde

Tnoye,Paris,Geo取oydeMamef,1512.第三巻 :LeTierslinedesIZlustrationsdeGauze,

Paris,Geo於oydeMamef,1513.

(13)この一節で明記されているように､LesIJlustrationsdeGauzeetsingularitezdeTnoyeと

いうタイ トルの ((LesIllustrations))は 《esclaircirD､ 《∫ingularitez))は 《mettreen

lumiere))の意味で用いられていることがわかる｡なお､ユゲ 『16世紀フランス語辞

典』では､ ((esclarcir))に((Illustrer,mettreenlum iere,faireconnaitre))という語義が､

くくSingulariser))にはくくHonorerparticulierement))という語義が明記されている｡以上の

点を勘案 し､さらにいずれも名詞化 して複数形におかれていることから､より具体

的なニュアンスが付与されていると理解 し､本稿では 『ガリアの光輝 とトロイアの

栄誉』 とした.なお､LeslllustrationsdeGauleetsingularitezdeTnoyeのタイ トル既訳

は次に掲 げるとお り､さまざまである :① 『ガ リア王統記､ トロイア神話英雄

辞』､ B.セルキリーニ 『フランス語の誕生』､瀬戸直彦 ･三宅徳嘉訳､白水社､
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1994年､137貢;② 『ガ1)アの名声とトロヤの卓越』､K.ポミアン｢フランク人とガリ

ア人｣､p.ノラ編･谷川稔監訳 『記憶の場1』所収､岩波書店､2002年､90頁;③ 『ガ

リアの顕揚とトロイアの特殊性』､原聖『(民族起源)の精神史-ブルターニュとフラ

ンス近代-』岩波書店､2003年､79-SO貢 ;④ 『ガリアの名家とトロワの珍しきこ

とども』､U.エーコ『完全言語の探求』､上村忠男 ･庚石正和訳､平凡社ライブラ

リー､2011年 (邦訳初版 1995年)､126頁;⑤ 『ガリアの顕揚とトロイアの偉傑』､高

橋薫 F言葉の現場へ』､中央大学出版局､2007年､227-263頁 ;⑥ 『ゴール名家､トロ

イア奇行伝』､ラプレー 『第四の書』宮下志朗訳､ちくま文庫､2009年､43頁､注 23｡

(14)次の研究書の巻末に 16世紀刊行の ｢古代ガリア神話｣関連著作 リス トがある :

Claude-GilbertDubois,CeltesetGauloisauXVIesiicle.Lediveloppementlitteraiyled'un

mythenationaliste,Paris,J.Vrin,1972,pp.177-182.全部で 80点以上にのぼる｡

(15)最軌 こラムス自身によるラテン語版が 1559年に刊行され､そのすぐあとに外交

官 ･軍人のミシェル ･ド･カスチルノー (1520-1592)によってフランス語に翻訳

された｡カスチルノーについては次の論文を参照 :coletteDemaiziere,((Michelde

Castelnau,traducteurdeRamus)),inTraductionetadaptationenFrancealajinduMoyen
′一
AgeetalaRenaissance,Paris,HonoreChamplOn,1997,pp.283-293.

(16)ラムスのフランス愛と ｢古代ガリア神話｣礼賛の関係についてはすでに考察を試み

た｡久保田静香 ｢ぺトルス ･ラムスの国語意識-『古代ガリア人の慣習』(1559)と

フランス語顕揚-｣ 『関東支部論集』第 23号､日本フランス語フランス文学会､

2014年､15-28頁｡

(17)M.-D.Couzinet,"OnBodin'sMethod)),art.cit.,p.59.

(18)オングの 『ラムスとタロンの著作目録』にラムスの年代順著作1)ストがある:Wa1-

terJ.Ong,RamusandTalonInventory,Cambridge,Massachusetts,HarvardUniversity

press,1958,p.37seq.とりわけ 1550年から 1557年の間に古典注釈書の刊行が集

中しており､キケロ作品にかんする注釈書が7点､ウェルギリウスにかんするもの

が2点出ている｡

(19)自由学芸三科に関するラムスとその協力者たちの著作の刊行年については､次に掲

げる拙論末尾の ｢補足資料 1｣にある年譜を参照のこと:久保田静香 ｢ぺトルス ･

ラムス(1515-1572)研究の現状-walterJ.Ong以前､以後-｣『ェクフラシスーヨー

ロッパ文化研究-』第 5号､早稲田大学ヨーロッパ中世 ･ルネサンス研究所､2015

年､108-109頁｡1559年以降は､数学関連書の刊行も目立っ :W.J.Ong,Ramusand

TalonInventory,OP.Cit.,pp･39-40･

(20)アンソニー ･グラフトン 『テクストの擁護者たち一近代ヨーロッパにおける人文学

の誕生-』 ヒロ ･ヒライ監訳 ･解題､福西亮輔訳､勤葦書房､2015年､179頁｡

(21)この間題については次の研究が代表的 :paulLawrenceRose,BodinandtheGreatGod
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ofNatu71e.I:heMoralandReligiousUniveTISeOfaJudaiser,Geneve,Droz,1980.

(22)原題は 『崇高なることがらの隠された秘密にかんする七賢人の対話 colloquiumhep-

taplomeresdeabditisrerumsublimiumananis』.著者名は冠されず､長らく写本のま

ま地下文書として流通していた｡本署については､ジャンニ ･パガニーニ ｢ジャ

ン･ボダン､ 『七賢人の対話』､自然宗教の起源｣久保田静香訳､ 『ェクフラシス

ーヨー ロ ッパ文化研 究-』 第 6号 ､2016年 ､ 145-166頁参 照 の こ と｡

(23)原 『(民族起源)の精神史』､前掲書､83頁｡

(24)R.E.Asher,NationalMythsinRenaissanceFrance.Francus,SamothesandtheDruids,

EdinburgUniversityPress,1993,p.74.

(25)以上はA.グラフトン 『テクス トの擁護者たち』､前掲書､187-188頁による｡

(26)Hemi Estienne,Trm'ctidelaconjTonnitidulanguageFrancoisavecleGrec,Geneve,Estienne,

RobertII,1565.

(27)Mare-ReneJung,HeflCuledanslalitt占ratunejTrancaiseduXVIesiecle.DeI'HerlCulecourtois

dl'Herculebwoque,Geneve,Droz,1966,p.41seq.

(28)Ibid.

(29)GuillaumeBude,AnnotationesinPandectas,Paris,1508.本稿で参照したのは､Annota-

tionesGvlielmiBvdaeiparisiensis,secretariiregii,inXXTIII.PandectanLmlibT10S,Lugduni

ApudSeb.Gryphium,155I,pp.441-443.

(30)執筆は 1522年以前｡GuillaumeBude,Lelinedel'institutionduprince(gap.I-XP:nach

derAusgabevonParis1548herausgegeben,mitdenAusgabennonI'AfrivourundLyon(1547)

veTglichem,il'bersetztundkommentiert,MaximMarin(ed.),Frank触 amMain,P.Lang,1983,

pp.266-269.

(31)AndreaeAIciatiEmblemaEumlibellus,Parisiis,ApudChristianusWechelus,1534,p.98(ア

ンドレア ･アルチャ-ティ 『ェンブレム集』伊藤博明訳､ありな書房､2000年､

102頁).

(32)内田次信 『ヘラクレスは繰 り返し現れる一夢と不安のギリシア神話-』大阪大学出

版会､2014年､186頁｡

(33)RobertE.Hallowell,(iRonsardandtheGallicHerculesMyth)),inStudiesintheRenaissance,

Ⅵ)lume9,1962,pp.242-255;宮下志朗 ｢怪力神話の変容｣､ 『ラプレー周遊記』東京

大学出版会､1997年､69-89貢;petrisLoriS,Laplumeetlatribune.MicheldeL'Hopital

etResdiscours(1599-1562),Geneve,Droz,2002,pp.217-219.

(34)V.-L.Saulnier,((Sebillet,DuBellay,Ronsard:l'EntreedeHemi IIaParisetlarevolution
′

poetiquede1550)),inLesFetesdelaRenaissanceI,JeanJacquot(id.),EditionsduCNRS,

1956,p.39.アンリ二世のパリ入城式自体は 1649年 6月 16日に行なわれた｡図版の

ほうは入城以前に刊行されることもあった (Ibid.,p.38note31).｢アンリ二世パリ
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入城｣の図版については F.イエイツの論考 も参照 :FrancesA.Yates,《Poeteset

artistesdanslesEntreesdeCharlesIXetdesareineaParisen1571)),inibid.,pp.61-84;Id.,

Astraea･TheImperial71hemeintheSLrteenthCentury,London,Routeledge&KeganPaul

Ltd.,1975(フランシス ･A ･イエイツ 『星の処女神とガリアのヘラクレス一十六世

紀における帝国の主題-』西滞龍生 ･正木晃訳､東海大学出版局､1983年).

(35)R.E.Hallowell,《RonsardandtheGallicHerculesMyth》,art.cit.,p.251の指摘による.

Cf.PierredeRonsard,auwescompletes,TomeI,PaulLaum onier(ed.),Paris,Didier,1939.

p.128.

(36)内田 『ヘラクレスは繰 り返し現れる』前掲書､143-146頁 ;原 『(民族起源)の精

神史』前掲書､84-85頁｡

(37)ラプレーは 『第四の書』巻頭で ｢献辞｣を捧げた ｢シャチヨン枢機卿オデ現下｣を

(ガリアのヘラクレス)となぞらえ､その ｢英知､賢明､雄弁｣を称えている｡

Cf.Fran90isRabelais,αuwescompletes,LeQuartLime,MireilleHuchon(ed.),Paris,Gal-

1imard,((Pleiade)),1994,p.520.

(38)EstiennePasquier,ChoirdelettTleSCurlaLittiratulle,laLangueetlaTraduction,D.Thickett

(ed.),Geneve,Droz,1956,(iLettreamonsieur deToumebu))ecriteen1552,p.78.

(39)平野隆文 ｢ルネサンス期フランスの学問と宗教と一伝統と逸脱の狭間で-｣『フラ

ンス ･ルネサンス文学集 l学問と信仰と』｢解説｣､白水社､2015年､505頁｡

(40)原 『(民族起源)の精神史』､前掲書､103-105頁 ;ウンベル ト エーコ 『完全言

語の探究』前掲書､160-161頁 ;ゴッドフリー ト･ウイルへルム ･ライプニッツ

『ライプニッツの国語論- ドイツ語改良への提言-』高田博行 ･渡辺学露訳､法政

大学出版局､2006年｡

(41)R.E.Hollwell,((RonsardandtheGallicHerculesMyth)),art.cit.,p.255.

(42)D.H.ウォーカー 『古代神学一十五一十八世紀のキリス ト教プラトン主義研究-』

榎本武文訳､平凡社､1994年｡ とりわけ ｢第三章 :十六世紀フランスにおける古

代神学｣､73-140頁｡

(43)Claude-GilbertDubois,Mytheetlangageauseiziemesiecle,editionsDucros,1970;L'Hibreu

autempsdeZaRenaissance,IlanaZinguer(ed.),Leiden.NewYork,Brill,1992･

図版出典

図 1:Geo飴oyTory,Champjleufy,1529,Paris,G.Gourmont,p.B.iijvo.

図2:アンドレア･アルチャーティ『ェンプレム集』伊藤博明訳､ありな書房､2000年､

102貢｡

図3:FrancesA.Yates,(tPoetesetartistesdanslesentreesdeCharlesIXetdesareineaParisen

1571)),inLesFetesdelaRenaissanceI,JeanJacquot(id).,editionsduCNRS,1956,p.69.
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本稿は､平成 27年度日本学術振興会特別研究員奨励費 (15JOIO27)の助成を受けた

研究成果の一部である｡

(日本学術振興会特別研究員 pD)
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LEMYTHEDESORIGINESETL!IMAGEDE

L'iLOQUENCEAUXVIeSI虫cLEENFRANCE

-AUTOURDERAMUSETBODIN

Ya-t-ildesrapportsentrePetrusRamusetJeanBodin?Pourrepondreacette
′

question,ilestbondenousrefirer,toutd'abord,adesdocumentsbi-

ographiques:ilesttresprobablequeBodinaecoutelescoursdeRamusentre

1545et1550aParis.Ensuite,ilestaremarquerque,dansses(芳uVreS,Bodin

recourtparfoisala((methodus))ramistequlVadug血eralauparticulieren
●

divisanttouteslesnotionsendeuxvoies.Or,cequenousconsidereronsiciest

letroisiemepointcorrmunqulunitcesdeuxhumanistes:ils'agitdelareception

duくくmythedel'ancienneGaule)),inventeparAnniusdeViterbeetdiffuseen

FranceparLemairedeBelges.OnpeutyajOuterl'imagedel'((Hercule
●

Gaulois)),representesouslafomed'unvieillardvetud'unepeaudelion,arme
′

d'unemassueetdontlalangueestdoteed'uneseriedechainesd'orqulVOnt
●

s'accrocherauxoreillesdesmortelsquilesuiventalorsdocilement.Cetteflgure

insoliteaservidemodelepourincamerl'eloquencefran9alSe,elleaussiderivee
●

dumythed'Amius.

くくLemythedel'ancienneGaule))etl'imagedeくく1'HerculeGaulois))domi-
●

naientlemondeacademlqueduXVIesiecleenFrance.S'yinteressaientlaplu-

partdesgensdelettrescommeTory,Bude,Rabelais,DuBellay,Ronsard,

Saint-Gelais,L'Hospital,Jodelle,Amyot,Postel,Pasquler,etC.,SanSCOmPter

RamusetBodin.Eneffet,lemythedesoriginesassure((l'anciennete))deleurs

noblesancetresqu'Amiusadecritscomm eetantdesdescendantsdeNod:celui-

ciestleveritablea'1'euleuropeenetchretienqulVivaitenuntempsfortanterieur
′ ●

al'Antiquitegreco-romaine.Deplus,lafigureduherosmythiquedel'eloquence
sertaillustrer(く1'excellence))deleurlangueetculture.Tousdeuxetaientdone

desmoyensefficacesetattirantspourlesintellectuelsdel'epoque,animes
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Surtoutparlaconsciencenationalequis'exaltaitavecl'elarglSSementVisible-
●

ouplustardl'affaiblissementinquietant-dupouvoirroyalfran9alS.

C'estdansleTraictedesfacons&coustumesdesanciensGaulloys(1559;

LiberdemoribusveterumGallorum)queRamusmanifestesonamourdela
●

Franceetdelalanguefran9alSe.Savolonteultimeconsisteaglorifiersonpays

enreformantdefa90nradicalelefran9alS,etaluidonnerenfinunerenomm ee
●

●
intemationale.Autemps(沌CatherinedeMedicismenaitunepolitiqued'apalSe-

mentetdecompromisreligieux,leprofesseurduCollegeroyal,convertitoute-

foisauprotestantismevers1561,pouvaitaglrauPreSdelamaisonroyalede

Valoisafind'avancerlalegitimiteetl'urgencedesareformedesartsliberaux.

AvecunespolrOPtimiste,bienavantsamorttraglquelorsdumassacredela

Saint-Barthelemy,Ramusprodiguedeslouangesaussibienasesancetresgaulois
qu'auherosdel'eloquence.

QuelleestalorslareactiondeBodinacesmimesthemes?Nouspouvonsla

voirdamslechapitreIXdelaMithodedel'Histoire(1566;Methodusadfacilem

historiarumcognitionem),etdanslelivreIVdesSixlivresdelaRIpublique

(1576).L'historienquivivaitetpoursuivaitlesevenementslesplusdouloureux

desguerresdereligion,neCachepassadesolationetsondegoatpourladevas-
●

tationpolitiqueetreligleuSeCauSeeParlesconflitsinterminablesentredes

homm esdenatureatroce.CequeBodindesiraitetaitlafindesseditionscon-

tinuellesdanssonpays,laconcordeaveclesetrangersetlatolerancereligieuse.

BodinnegloriflePlusna'1'vementlanationalaquelleilappartient,nilalangue

dontiluse.S'ilrecourtparfoisalafaussegenealogiedesroisdel'ancienne

Gauleetal'etrangeimagedeくくl'Herculegaulois)),C'estpourmettreenrelief

lapositionpersonnellequ'ilaresolumentprlSeCOntrelamentaliteintrovertie

dese§contemporains.Ilasplrait,eneffet,aretablirunerelationamicaleavec

lesautresnations,etaretrouverl'unitelingulStlquePerdueapresl'episodede

laTわurdeBabel.
●●

Parailleurs,lavoguedumythedesorlglneSd'Am iusetcelledelafiguredu

vieillardeloquentn'etaientpasunphenomeneunlqueauXVIesiecle:leurpopu-

1ariten'apasbaisseauXVIIesiecle,etc'estmimesousleregnedeLouisXIV
ヽ

qu'ellesontatteintleurapogee.Desurcroit,ilnefaudraitpasoublierdetenir
′
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encomptelerapportaveclaく(Priscatheologia))etl'etudedel'hebreucomm e

langueoriginellequlOntattirel'interetparticulierdeshumanistesdelaRenais-

sance.Voilalevasteterrainderecherchequenousdevronsencoreexplorerdans

nosfuturesetudes.

ShizukaKUBOTA

ChercheuseboursieredelaJSPS(PD)


