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【要旨】

ティブッルスの恋愛エレゲイア詩は全体に、詩中における表現内容の移行が論理的ではなく

むしろ連想的であり、詩想の展開やモチーフの組み合わせに明確な一貫性が見られず、対立し

矛盾をきたすような想念が並立している場合もある。したがって、統一的な全体構成を見出す

ことが難しいことが多い。第 1 巻第 5 歌も、恋人との破局という事態から発して詩人の思いの

向かうままにテーマやモチーフが変奏されながら、空間的にも時間的にも、そして心理的にも

多様な展開を見せているのであり、詩全体としての修辞的あるいは思想的な一貫性や論理性は

見出しがたいように見える。しかしながら、束縛、そして束縛からの解放というモチーフを中

心として全体構成について考察してみれば、前半部と後半部の詩句やモチーフの効果的な呼応

を見ることができる。その結果、この詩は 2 部に分かれるシンメトリカルな構造を持っており、

巧みな構成的工夫によって作られていることが明らかとなる。

Tibullus’ love elegies move from couplet to couplet associatively rather than logically. There 

seems to be no clear consistency in the development of the poet’s thoughts and emotions. In 

some poems the ideas that conflict with each other are expressed together. Therefore, it is often 

difficult to find a unified whole configuration of a poem. Tibullus 1.5 also, dealing with the pangs 
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of his separation from Delia, renders different themes and motifs as the poet’s mind goes and 

exhibits various changes in location, time and psychology. It seems that rhetorical or ideological 

consistency and logic are hard to find. However, focusing on the motif of restraint and release, 

we can see parallel relationship and effective verbal correspondence between the first half and 

the second half of the poem. Bondage of Tibullus by Delia, liberation of Delia, Tibullus’ dreamy 

thought and remedia amoris are repeated twice in this order as a whole. As a conclusion, this 

poem, which is made by subtle constitutional arrangement, has a symmetrical structure divided 

into two parts concentrating on the motif of restraint and release.

はじめに

ティブッルスのエレゲイア詩については、詩全体としてひとつのテーマを表現したり、一定

の機会や情景を描き出したりすることが少なく、様々な要素を複合的に含んでいるため、統一

的な全体構成を見出すことの難しさがしばしば言われてきた 1)。詩中における表現内容の移行

が論理的ではなくむしろ連想的であり、詩想の展開やモチーフの組み合わせに明確な一貫性が

見られず、対立し矛盾をきたすような想念が並立している場合もある。

本論で取り上げる第 1 巻第 5 歌についても 2)、そのようなティブッルスの詩の特徴が見られ、

恋人デーリアとの別離に陥った詩人が多様なトピックを展開させている。冒頭部では、恋人と

仲違いをした詩人は、関係を断つ際には別れても立派な態度を保ってみせると啖呵を切ったの

だが、今はすでにその言葉を後悔し、別離の苦しみに耐えられず、デーリアに向かって自分を

容赦してくれるように懇願している。そこから詩人は、恋人がかつて病魔に襲われて衰弱した

ときに、自ら願掛けをし厄払いの儀式によって彼女を救った自分の過去の献身ぶりを想起させ

ようとする。さらには、恋人が病気から回復したならば自分にかなうであろうと、そのときに

夢想した田園での幸福な暮らしへと詩人の思いは向かう。しかし、また現在の状況へと転じ、

今自分に代わって金持ちの情夫（dives amator）がデーリアとの情事を楽しんでいることゆえの

苦悩を訴える。そして、詩人の怒りは直接デーリアに向かうのではなく、デーリアに新しい恋

人との関係を促した取り持ち女に対して向けられ、彼女を魔術師とみなしての激しい呪詛の言

葉が浴びせかけられる。その最後には、今度はデーリアに向かって取り持ち女の指示に従わな

いように忠告し、貧しい男（pauper）が恋人に寄り添って忠実にエスコートする様を描き出す。

さらには現在の情夫に対して詩人と同じ運命が待っていることを警告し、デーリアの家の門前

で様子をうかがっている男の存在についての謎めいたほのめかしによってこの詩は閉じられて

いる。

詩中で詩人が語りかけている相手を挙げてみるならば、自己批判のような告白から始まり、



51東京外国語大学論集第 95 号（2017）
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 95（2017）

デーリアへの訴えに移り、取り持ち女への呪いを経て、もう一度デーリアに向かって忠告し、

そして最後には金持ちの情夫に対して予言をするという具合で、相手は次々と変わっていく。

場所の設定については、この詩の終盤に至って「ああ、歌っても甲斐はない。言葉に負けて戸

が開くことはない」（heu canimus frustra nec uerbis uicta patescit / ianua 67-68）との嘆きによっ

て漸くギリシア・ローマ文学に伝統的なパラクラウシテュロンの形式をとっていることが明ら

かになり、詩人は締め出された恋人（exclusus amator）としてデーリアの家の戸の前で歌って

いることがわかる 3)。しかしながら、それまでに、回想においてはデーリアの病床そして夜の

儀式の場、かつて抱いた夢想においては田舎の農家、取り持ち女への呪いにおいては墓場や三

叉路が言及され、さらに、貧しい男が恋人に仕えるのは人通りの多い都会であったように、様々

な場所が想起されていた。また、最後に示されるデーリアの家の前を行きつ戻りつする男と詩

人との位置関係はどうなるのかとも思わせられる 4)。時間的にも、取り持ち女の仲介によって

デーリアが金持ちの男を恋人としている現在の苦境、過去における詩人の献身と抱いた幻想、

デーリアの恋人がまた新たな男に変わるだろうとの予想がときどきに語られ、詩人の思いはす

ばやく過去と現在と未来を行き来している 5)。表現から感じられる詩人の心の状態も、恋人と

の別れに対する強い後悔と苦悩、かつて想像した幸福な生活を追想する夢見心地、取り持ち女

に向けられた激しい憎悪、金持ちの男に対する忠告の冷静さなど、変化の振幅がたいへんに大

きい。

ここまで第 1 巻第 5 歌全体の内容について述べてきたことからもわかるように、ティブッル

スのエレゲイア詩の多くが与える印象と同様に、この詩も恋人との破局という事態から発して

詩人の思いの向かうままにテーマやモチーフが変奏されながら、空間的にも時間的にも、そし

て心理的にも多様な展開を見せているのであり、詩全体としての修辞的あるいは思想的な一貫

性や論理性は見出しがたいように見える 6)。しかしながら、一方では、この詩に巧みに企てら

れた構造を見出し、表現内容と呼応して見事なバランスを保っていることを明らかにしようと

する試みもなされている。例えば、Musurillo は詩句の詳細な分析によって、現状に対して絶

望に陥っている詩人を表わす前半部（1-36）と悪運と恋敵に反撃を加えようとする詩人を表わす

後半部（37-76）とがシンメトリカルな全体構成をなしていると論じている 7)。本論もこの詩が

巧みな構成的工夫によって作られていると考え、やはり 2 部に分かれるシンメトリカルな構造

を持っていることと、前半部と後半部の詩句やモチーフが効果的に呼応しあうように配置さ

れていることを明らかにしようとする。ただし、Musurillo とは異なる観点から分析を行ない、

束縛あるいは隷従、そして束縛からの解放 8) というモチーフを中心として全体構成について改

めて見直してみたい。
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1.	デーリアによる詩人の束縛

まず冒頭部の 1-8 について考えてみたいが、最初のカプレットはデーリアとの別れと現在の

後悔を表わしている。

　asper eram et bene discidium me ferre loquebar,

 at mihi nunc longe gloria fortis abest.

　僕はとげとげしくなって、別れにもよく耐えてみせると言いはした。

 しかし今の僕からは、あの勇ましい高言は遠くに行ってしまった。（1-2）

デーリアと別れたことは、恋人を domina と呼んで自らは身を下げて隷従を尽くすのがエレゲ

イア詩人の恋のあり方であるのだから、ティブッルスは束縛状態に身を置くその関係からは

脱していることを意味する。しかしながら、このあとの詩句は詩人が依然として自分を奴隷

としてイメージしていることを示している。自分自身を指して「度し難い奴に焼きを入れろ、

捻じ曲げてやれ、今後は大そうな口を利く気にならないように」（ure ferum et torque, libeat ne 

dicere quicquam / magnificum post haec 5-6）と命じる言葉は、過ちを犯した奴隷を痛めつけて

処罰する典型的な行為を表わしている 9)。この直前のカプレットでは、絶望的な状態にある自

分を、地面を回る独楽に喩えているが、独楽は鞭に打たれて回されていると表現されていて、

鞭打ちは奴隷が受けるよく知られた懲罰を想起させる 10)。さらに、「大そうな口を利かないよ

うに」の語句のあとには、「荒い言葉を抑え込め」（horrida verba doma 6）が続いている。言い

たいことを言う自由を奪われることも奴隷状態に置かれることの印である 11)。決然としてデー

リアとの関係を断った詩人ではあるが、彼女の束縛から免れず変わらず奴隷の状態にあるこ

とを苦しくも吐露している 12)。ここでは、特に言葉の抑制ということが注目される。詩人が

言葉を奪われることは致命的なことであるが、対象とされているのは magnificum, horrida と

いった形容詞が示しているように、恋愛詩人にそぐわぬ大仰で粗野な言葉である。gloria fortis

という語句も軍事的な意味合いを伴い 13)、叙事詩的な勇士の言動を思わせるところがあるが、

軍事は自分の携わるべきことではないことをティブッルスは他の詩で再三述べている 14)。し

たがって、デーリアと別れることで罰を受け、言葉を封じられることをむしろ自らに求める詩

人であるが、それらの言葉は本来詩人が口にすべき類のものではないことを暗示している。言

葉、そして歌というテーマは他の個所でも繰り返し現れてくるテーマであり、のちに検討した

い。

以上に述べたように、詩の最初の部分では、詩人が別れた恋人に依然として奴隷のように束

縛されていることが示されているが、詩の後半で、やはりデーリアによる詩人の束縛を表わし
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ているのが 41-48 である。

　tunc me discedens deuotum femina dixit,

 et pudet et narrat scire nefanda meam.

　non facit hoc uerbis, facie tenerisque lacertis

 deuouet et flauis nostra puella comis.

　そのとき女は立ち去り際に、僕が魔法にかかっていると言った。

 そして恥を感じて、僕の彼女が忌まわしいことに通じていると伝える。

　これをまじないの言葉でするのではなく、顔と柔らかな腕と

 そして金色の髪で魔法にかけるのだ、僕の乙女は。（41-44）15)

デーリアとの恋を楽しむことができない詩人は、その苦しみをほかの女を抱くことによって紛

らわせようとしたが喜びには達することができなかった。そのとき女が言ったのがデーリアの

魔法であった。のちに触れるように、魔法は詩の前半では束縛状態から解放する手段として現

れるが、ここでは詩人を束縛するものとして言われている。そして女が言う魔法は詩人にとっ

てはデーリアの美である。詩人を引きつけて離さないのは、彼女の顔であり腕であり髪であり、

徹底して身体的な面が強調されていて、恋の魔力に言及した他の詩人の詩句には見出せる心映

えというような内面的なものは一切言われない 16)。そして、そのようなデーリアの魅惑する

美は、ティブッルスにはたいへん珍しいことに神話からの exemplum を用いて、女神であり

ながら人間ペーレウスに嫁いだテティスに喩えられる（45-46）。3-4 では、恋人との別離に苦悩

する詩人を表わすのに、駆り立てられ徒に回り続ける独楽が直喩として使われていたが、こち

らではデーリアに対するテティスの直喩が使われて対応している。詩人とデーリアの関係を示

す両部分において、前半では奴隷のようにデーリアによって束縛されている詩人の姿が彼自身

の告白の中に浮き出るのに対して、後半では束縛する側のデーリアの姿が女神に喩えられて描

き出され対照をなしている。

両部分の対照はそれだけではない。上に述べたように、前半では恋における過ちのために言

葉を封じられるべき人間として詩人自身が示されていた。しかし、2 度と口に出してはならな

いのは、尊大な、荒い（magnificum, horrida）言葉であった。このことは逆に言えば詩人には

使うべき言葉が別にあることを示してもいる。実際、このあと別れた恋人に容赦を求めるが、

そのときには「人目を盗んだ寝床での契り」（furtiui foedera lecti 7）にかけてお願いをしている。

foedus が本来意味するのは国と国との間で同盟関係や和平を結ぶための取り決めや協定であ

り、さらには私人間の互恵的関係の合意をも意味し、そこからとくに恋愛詩などでは結婚や恋
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愛関係における契りを表わす 17)。そのような foedus が意味する「取り決め」や「契約」は当然な

がら交わされた言葉によって成り立つ。そして、たとえそれが人目を盗んだ恋の場合であって

も、foedusを遵守することは信義（fides）に関わることであり、倫理的な問題である 18)。ところが、

後半で詩人を束縛するデーリアが表現されるときには、「彼女はこれを言葉によってするので

はない」（non facit hoc uerbis）と言われ、それをするのは彼女の外見的な美貌であることが強

調され、言葉で表出されるような彼女の内面性は全く触れられない。したがって、詩人のデー

リアによる束縛を述べる両部分は、前半と後半では、すなわち、束縛される詩人を示すほうと

束縛するデーリアを示すほうでは、「言葉」という点で、延いては倫理の問題で対照的である

ことがわかる。それゆえ、47 の詩句「このことが僕を傷つけた」（haec nocuere mihi）が続くの

である 19)。2 人の関係におけるこの相違が詩人の苦悩をもたらしている。

2.	デーリアの解放

さて前半に戻れば、デーリアに容赦を願う詩人は、かつて彼女を生命の危機から救った際の

自分の献身を訴える。

　ille ego, cum tristi morbo defessa iaceres

 te dicor uotis eripuisse meis:

　あれは僕なんだ。君がつらい病にやつれて伏していたときに

 祈願によって君を救い出したと人に言われているのは。（9-10）

そして、この詩句に続いて ipse の 3 度のアナフォラがなされて（11, 13, 15）彼が自ら厄払いの

儀式を行なったことを強調している。デーリアの周囲を硫黄で清め、老婆のまじないの歌があっ

てから、粗挽き麦を供えて厄払いをし、嘆願者の姿で女神ヘカテー（Triuia）に 9 つもの誓い

を立てたのである（11-16）。ところが、詩人は誓約をすべて果たしたのに、今、デーリアとの

恋を享受しているのは別の男で、詩人の祈願は今ではその者の幸福に利用されているという現

実が対比される（17-18）。ここで過去の出来事として回想されている病床に伏したデーリアは、

病気というものに捕縛された状態にあったと見なすことができる 20)。そしてティブッルスは

その隷属的な状態から彼女を解放することに身を尽くしたと言える。そのように見れば、束縛

のテーマは詩の最初の部分からさらに引き続いていると考えられる。先にはデーリアの束縛を

受ける詩人が表わされているのに対し、ここではデーリアを束縛状態から解放した詩人の過去

の行為が示されている。一方、またここでも、言葉、あるいは言葉からなる歌の働きが言及

されている。詩人ではないけれど老婆が儀式に先立って歌った魔法の歌（carmine magico）21)、
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そして詩人自身が恋人の病気からの回復を願って立てた誓約（uota）はもちろん言葉によって

なされるものである。詩人はそれらの誓約をすべて履行した（persolui）。上述した foedera（7）

と同じく、ここにも信義を拠り所としようとする詩人の姿が見られる。人との関係ではなく、

神との関係におけることであり、詩人が自ら儀式まで執り行なっているのだから、むしろ敬虔

（pietas）に関わることと言ったほうが適当であるかもしれないが、デーリアをめぐって詩人の

祈願を他人が利用しているとの嘆きはやはり倫理的な問題を示している。

デーリアを束縛状態から解放する、あるいは解放しようとする詩人の願いは、後半では現

在の状況において現れている（49-60）。ここでは彼女を隷属状態においているのは取り持ち女

（lena）である 22)。前半でデーリアとの恋を楽しんでいる別の男と言われていたのは、金持ちの

情夫（diues amator 47）であることが明かされ、男との間を取り持った女が詩人の破滅の原因

である（48）とする詩人は、49-58 でそのような取り持ち女に対して、次のような呼びかけから

始まる、おぞましい言葉を使った一連の激烈な呪詛を浴びせかける。

　sanguineas edat illa dapes atque ore cruento

 tristia cum multo pocula felle bibat:

　あの女は血に染まった供物を食べるがいい、そして血まみれの口で

 胆汁のたっぷり入った苦い杯を飲むがいい。（49-50）

そして最後にデーリアに向かって、取り持ち女を魔女と見なした上で、「強欲な魔女の教えを

捨て去れ」（sagae praecepta rapacis / desere 59-60）と忠告する。49-56 で一気に述べられる取り

持ち女に向けた呪いの言葉は、前半の9-16でやはり一気に語られる詩人のなした儀式と誓約に、

ともにデーリアを救おうとする点で対応している 23)。そしてここでも詩人の言葉の力が、今

度は、飛び回る亡霊たち（51）、屋根で鳴き声を上げるみみずく（52）、あるいは狂乱して墓場

で草や骨を探し（53-54）、あられもない姿で街の三叉路で犬たちに追い立てられる取り持ち女

（55-56）などのイメージを強く喚起する表現において具体的に見られる。また、詩人はこの女

を魔女と見なしてこれらのイメージを用いているわけだが、この激しい呪いの言葉を投げつけ

ている詩人自身が魔術師となっているように感じられる。他方、かつて病気にかかったデーリ

アの厄払いのためになされたような儀式は、通常は魔術師が行なうことであるので、詩人は魔

術師の役割を自ら果たしていたとも言え 24)、この点でも前半部との共通性を見ることができる。

さらに、呪いをかけた詩人は予言が必ず成就することを付け加える。

　eueniet; dat signa deus: sunt numina amanti,
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 saeuit et iniusta lege relicta Venus.

　このようになるぞ。神が兆しを示している。恋する者には神助があり、

 ウェヌスは不当な約定のために見捨てられると激怒する。（57-58）

ここで言われているのは、愛の神は恋する者の味方であり、とりわけ恋において誠実を尽くす

者が不当な仕打ちを受けるときには必ず罰を下すということであろう。iniusta lege で使われ

ている lex という語は、ここでは恋人同士の間で交わされる「約定」を意味していて、やはり、

先に触れた前半部の uota（16）という言葉と響き合うところがあり、さらには foedera（7）と同

様な意味を表わしていると見なせる 25)。したがって、契約という形で言葉が持つ力、その力

を恃む詩人、そして神との関係で神聖さをも帯びることになる信義という倫理的な問題におい

ても前半との照応を認めることができる。

以上に述べてきたことから、前半の 9-18 と後半の 49-60 は、詩人がともに魔術師のような役

割を演じて、一方は過去において病気の束縛から恋人を解放したことを、他方は現在において

取り持ち女の束縛から恋人を脱出させようとしていることを表明していて、パラレルの関係に

なっていることがわかる。

3.	ティブッルスの夢想

デーリアの病気が癒えたならば自分にも幸福が訪れると想像していた詩人は、かつて夢想し

た彼女との理想的な田園生活を、そのときに思い描いたままに 21-34 で語る。

　rura colam, frugumque aderit mea Delia custos,

 area dum messes sole calente teret,

　僕は田舎に住むだろう、そして僕のデーリアは穀物の番をしているだろう、

 太陽の燃え立つ時分に脱穀場が収穫物を擦っている間は。（21-22）

田舎での暮らしは、ティブッルスが第 1 巻第 1 歌の冒頭部で、戦争に従軍して手に入れた富に

よって大土地所有者となることなどよりも、むしろ自分が望む生き方であると宣言しているも

のである。

　ipse seram teneras maturo tempore uites

 rusticus et facili grandia poma manu:

　田舎の者となり、自ら適した季節に柔らかい葡萄づると、
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 丈夫な果樹を器用な手つきで僕は植えたい。（1.1.7-8）

この第 1 歌では、僅かなものに満ち足りた、質素ながら穏やかな農牧生活の様子が多数の行に

わたって描かれているが、異なる点の 1 つはデーリアの存在である。ティブッルスはそのよう

な田舎暮らしの中にも愛する人（domina）が傍らにいることに触れはするが、デーリアをはっ

きりその暮らしの中に描きこんではいない。それに対して第 5 歌では、まさにデーリアが女

主人として、田園での作業に目を配り、家の奴隷に愛情をかけ、田野の神に敬虔にも捧げもの

をする姿を描き出している。そして逆に、詩人自身の姿はこの絵の中ではほとんど消えている

（「僕のほうはと言えば、家中で無きに等しくなるのが喜びなのだ」at iuuet in tota me nihil esse 

domo 30）。ローマの都会で domina として恋する男を魅惑し従えさせているデーリアが、ここ

では田舎にいて農家のdomina、すなわちmaterfamiliasとして農牧の仕事と家の中を取り仕切っ

ている。まさにこれはティブッルスが夢に見るファンタジー、現実にはあり得ない景色である。

一方、この詩の最初から見られた束縛というテーマはやはりここにも現れる。それは

seruitium（隷従）のイメージであり、しかも驚くべきことにデーリアが、これもまた驚くべき

ことにティブッルスのパトロンであるメッサッラに対して果たす隷従である。

　et, tantum uenerata uirum, hunc sedula curet,

 huic paret atque epulas ipsa ministra gerat.

　そして、彼女がこれほどに偉大な人士を崇めて、かいがいしく世話をし、

 彼のために自ら召使となって食事を用意し運ぶように。（33-34）

デーリアは農家の女主人となっているばかりではなく、メッサッラに召使のように仕えて

seruitium を示すことが望まれているのである。そして、田舎の家を訪れるメッサッラという

想像もほかの詩には見られないもので目を引く。「敵からの分捕り品を家の正面に展示するため

に陸に海に戦うことがふさわしい」（1.1.53-54）と歌われたメッサッラは、パトロンとして援助

を受け神に対するような崇敬も感じているが、ティブッルスが求めようとはしない富や土地の

獲得や、そのための戦争を指揮する軍人政治家であり、詩人が描く田園とは相いれない人物で

ある。そのメッサッラにデーリアが仕えている。この第 5 歌の夢想においては、いずれも詩人

が愛し求めるものでありながら並び立たない田園とデーリアとメッサッラが相和している 26)。

しかもデーリアもメッサッラに対して崇敬を持って seruitium までも示している。まさにこれ

はティブッルスにとっての理想図である。それだけに、現在の詩人とデーリアの状況にあって

は、詩人がかつて夢想した（fingebam 20, 35）この理想への願い（uota 36）は、儚くも風によっ



58 ティブッルス第1巻第5歌―束縛と解放　岩崎　務／
Tibullus 1. 5: Restraint and Release　IWASAKI Tsutomu

てはるか遠くへ吹き飛ばされてしまう（35-36）。口に出して言葉にしたことが風に吹き払われ

て無効になってしまうことは、ギリシア・ローマ文学では古くからしばしば使われてきた表現

である 27)。ここでもまた言葉の力が意識されているのだが、かつて詩人の祈願はデーリアを

病気から救うことができたのに対して（uotis 10）、この夢想を願う言葉は残念ながら力を持た

ない。また、田舎という場所に描き出されたこの理想生活にはやはり倫理的な意味も含まれて

いる。女性が農家を切り盛りし、農牧作業全般を預かっている暮らしぶりは、本来農耕民族で

あるローマ人が伝統的に続けてきたものであり、その精神性の拠り所となってきた。そして、

デーリアが敬意をもってメッサッラの世話をする様子には、田舎で純朴な暮らしをする人たち

の示す昔ながらのもてなし方を思わせる 28)。しかしながら、詩人の言葉が吹き消されるように、

現在のローマにおいては、これらが表わすローマ人の伝統的な精神や価値観も儚い夢想である

ことが暗示されているようである。

後半部に目を向ければ、このティブッルスの夢想に対応している部分が 61-68 ではないだろ

うか。

　pauper erit praesto tibi semper: pauper adibit

 primus et in tenero fixus erit latere:

　貧しい男はいつも君のために控えているだろう。貧しい男はいちばんに

 君のもとへと駆けつけて、君の柔らかなわき腹にぴったり寄り添うだろう。（61-62）

以下、pauper が 3 度使われるアナフォラがあって、恋する男は貧しくとも、その貧しさゆえ

に恋人に全身をもって尽くすだろうと詩人は語りかける。この部分では、魔女である取り持ち

女の呪縛からデーリアを解放すべく女に呪いをかけたあと、女が手引きした金持ちの情夫に貧

しい男が勝る点を性的な行為も暗示しつつ挙げている 29)。もちろんこの貧しい男には詩人自

身が重ねられているはずだが、男の行為は 1 人称を取らず 3 人称によって未来の時称で述べら

れている。したがって、この貧しい男の行動の描写は、詩人が金持ちの男に対抗すべくその根

拠について強い主張をしているというよりも、現在の状況においてある種の夢想を語っている

と言ったほうがいいだろう。そして、両部分はともに seruitium を含んでいることが共通して

いる。貧しい男の献身は、まさに忠実な奴隷の女主人に対する seruitium の関係を表わしてい

る。しかし、他方では、両部分には対照的な点も見られる。前半においてはデーリアという女

性が農園で家事を取り仕切りつつ、メッサッラという男性に格別のもてなしによって仕えるの

に対して、後半のほうは、貧しい男が召使のようにして恋する女性に、都市の行く先々で細や

かな気配りをして付き添う。男女の関係が逆になっているとともに、場所という点でも一方は
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田舎であり、他方は都会である。そして、ティブッルスの敬愛するパトロンである有力者と恋

敵という違いから当然のこととはいえ、富を持つ者、あるいは富をもたらす者が、一方では理

想生活の中でデーリアの seruitium を誘い出すのに対して、他方では詩人の seruitium を改め

て意識させる存在となり、両方の夢想においては全く違う位置を占めている。ここまで両部分

を比べてみたが、過去に抱いた理想図ともいえる夢想に比べて、後半で詩人と恋人との関係と

して思い描いているものはより現実的なものと言えるだろう。しかしながら、ちょうど前半の

35-36 に対応するようにして、後半においても言葉の、そして歌の無力が結局吐露されるので

ある。

　heu canimus frustra nec uerbis uicta patescit

 ianua sed plena est percutienda manu.

　ああ、歌っても無駄なのだ、言葉に負けて扉は

 開きはしない、富める手で叩くことが必要なのだ。（67-68）

4.	恋の治療

現在、ティブッルスはデーリアとの別れを後悔しているものの、彼女には新しい恋人があ

り、そして詩人は彼女の家から閉め出されている。過去に抱いた夢想も今の状況によって消

し去られてしまった詩人が、苦しみを癒すために何度も試みた方法は、酒の力を借りること

とほかの女を抱くことであった。しかしながら、「悲しみが酒をすべて涙に変えてしまい」（at 

dolor in lacrimas uerterat omne merum 38）、「ウェヌスは恋しい人を思い出させて僕を見放し」

（admonuit dominae deseruitque Venus 40）、すべて失敗に終わってしまう。この 37-40 はティ

ブッルスの remedia amoris（恋の治療）と言っていい部分であるが、後半でこれに対応するの

が最終部分の 69-76 であると見ることができる。貧しい男の恋人への献身を思い描いてみたも

のの、富に比べての歌の無力を知らされる現状によってその図も吹き飛ばされてしまう詩人は、

今デーリアをわが物にしている金持ちの男に向かってこう呼びかける。

　at tu, qui potior nunc es, mea fata timeto:

 uersatur celeri Fors leuis orbe rotae.

　けれど、今は気を引くことができているお前も、僕の不幸を恐れろ。

 移り気な運命は車のすばやい回転で向きを変えるものだ。（69-70）30)

そしてこのあと、デーリアのいる家の前を行き来し、扉の前で咳ばらいをしたり、様子をうか
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がうような怪しい動きを見せているある 1 人の男（quidam 71）の存在を知らせる。この男は誰

なのかということが問題にされているが 31)、暗にティブッルス自身を指しているとは考えに

くいだろう。家の扉を開くには富が必要で、言葉でできることではないという諦めを述べたば

かりの詩人が、自分自身をこの男に映して、デーリアの新たな秘かな恋の相手となる可能性を

感じさせるように表現することはできないだろう。したがって、やはりこの男は第 3の男であっ

て、現在のデーリアの情夫から彼女を奪い取ることを予感させる者として示されている。この

男が詩人自身であるのならば、恋の戦い（militia amoris）におけるティブッルスの金持ちの男

への反撃の暗示と見なされるが、第 3 の男であるならば、彼の恋の成就は恋に破れたティブッ

ルスにとっての慰めと考えることができるだろう。運命のめぐりによってデーリアの現在の恋

人はすぐにも詩人と同じ目にあうことになるのだという思いが詩人を慰め、現在の恋人にでき

る間に楽しめとの忠告を与える余裕さえ持たせる（75-76）。remedia amoris として 37-40 に対

してこの 69-76 は呼応しているのである。前半の過去の試みでは、ティブッルスがほかの女に

愛を移すことによって、後半の未来の予示においては、デーリアがほかの男に愛を移すことを

忠告する立場に詩人が身を置くことによって、それぞれに慰めを得ようとしている。

おわりに

ティブッルスの第 1 巻第 5 歌について、束縛と隷従というテーマを中心として、前半と後半

の詩句やモチーフの対応関係を検討してきた。その結果、この詩は次に示すようなシンメトリ

カルな全体構成を持っていると考えることができる。

前半（1 － 40）

 1 － 8 デーリアによる詩人の束縛

  言葉を抑制される詩人　独楽による直喩（詩人のイメージ）

 9 － 18 病気の束縛からのデーリアの解放（過去）

  詩人による儀式と誓願　魔術師の務めをする詩人

 19 － 36 詩人の夢想（過去）

  田園生活：女主人としてのデーリア、デーリアの seruitium

  祈願（言葉）の無力（35 － 36）

 37 － 40 remedia amoris（過去）

  酒の力と詩人のほかの女への愛

後半（41 － 76）

 41 － 48 デーリアによる詩人の束縛
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  美貌によって捕縛するデーリア　女神テティスによる直喩

        （デーリアのイメージ）

 49 － 60 取り持ち女の束縛からのデーリアの解放（現在）

  詩人による呪詛　魔術師を演ずる詩人

 61 － 68 詩人の夢想（現在）

  都市生活：女主人としてのデーリア、貧しい男の seruitium

  祈願（言葉）の無力、exclusus amator（67 － 68）

 69 － 76 remedia amoris（未来）

  デーリアのほかの男への愛

まず詩人がデーリアの束縛から免れないことが言われ、次に逆に詩人がデーリアをある束縛か

ら解放する行為が示され、そのデーリアを救う行為をもとに詩人は願望する恋人との関係を思

い描くが、現実に対する詩人の言葉の無力を自覚して、ならぬ恋の苦悩の慰めを見出そうとす

るパターンが、前半と後半で、時間的には過去、現在、未来を行き来する形で 2 度繰り返され

ている。

最後に、デーリアとの恋の破局にあたってこのようなシンメトリカルな全体構成に沿って作

られた詩の内容を改めて振り返っておけば、このように言えるだろう。かつて病気の魔の手か

らデーリアを取り戻すことに成功した詩人は、誓願として働いた言葉の力、そして自らの献身

の実りを信じ、実感することができた。それゆえに、デーリアが田舎で自分とともに暮らすだ

けではなく、メッサッラに誠実に奉仕する姿をも見せ、ローマ人の精神性を養ってきた伝統的

な田園生活の中心に女主人として位置するような夢を描くことができた。しかしながら、今の

現実の状況によってそのような幻想は打ち砕かれてしまう。それでも再び、詩人は別れても自

分がデーリアに縛られている（deuotum 41）ことを思い知り、取り持ち女から彼女を解放しよ

うと試み、やはり言葉の力で女を呪詛する。しかし、デーリアの救済にあたって今度ティブッ

ルスが思い描くのは、都会で恋人を女主人として一方的に忠実に仕える貧しい男である。過去

に抱いた夢想よりもよほどに現実的な図となっているのは、根本的にデーリアが言葉によって

恋を成り立たせる人ではないこと、したがって詩人の言葉、とりわけ詩中に現れた uotum「誓

約」、foedus「契り」、lex「約定」など信義に関連し本来人を束縛する力を持つはずの言葉が、

この恋においては力を持ちえないことの認識を強めたからであろう。そのため、そのようなデー

リアは現在の恋人との関係をも継続させるかどうかは危うく、実際、第 3 の男の影が彼女の家

の周囲にちらついていることが今度は詩人の破れた恋の慰めとされているのである。
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注

1) Miller 2012: 54; Putnam 1973: 6f., 11f.
2) ティブッルスのテクストは、Postgate, J. P. 1915（2nd ed.）. Tibulli Aliorumque Carminum Libri Tres. 

Oxford U.P. に従う。ただし、異なる読みを採った箇所が一部あり、その場合は注で示してある。

3) Murgatroyd 1980: 160f.; Copley 1956: 107-12.　Bright 1978: 164f. は、ティブッルスの 1.5 のとくに前半

は、詩人がメッサッラの東方遠征に随行しながら途中で病気に倒れたという設定で作られた 1.3 をモ

デルにした言わば改作と見なしていて、67 でのパラクラウシテュロンへのモデルチェンジは突然に過

ぎ、詩の前半部にパラクラウシテュロンの要素を認めることはできるが、最初からそう受け取られる

ように意図されたものではないと考える。いずれにしても、この詩は最初から全体をパラクラウシテュ

ロンの形式で構想したものと考える必要はないのではないか。

4) Musurillo 1970: 394 はこの詩のドラマ設定はデーリアの家の前ではない可能性のほうが高いとする。

Murgatroyd 1980: 184f. は、詩人はこのような男の動きがあることにすでに気づいていたが、詩の現在

において男がそのような行動をしているわけではないのか、もしくは、男の行動が現在目撃されてい

るのならば、詩人はデーリアの家の前を立ち去っていて、もう 1 人の男がそこにちょうどやって来た

ばかりなのか、どちらかを想定することになると指摘する。この男が詩人自身である場合には位置関

係の問題は解消するが、男が誰かという問題はのちに触れる。

5) Musurillo 1967 は、ティブッルスの詩全体の特徴として、過去と現在と未来を結びつけた時間的構成

による工夫があることを示している。

6) Lyne 1980: 183; Bright 1978: 130.
7) Musurillo 1970.
8) Bright 1978: 158 は、この詩では捕縛と隷属化のモチーフが重要な構成要素であることを指摘してい

る。恋の隷従（seruitium amoris）はもちろん恋愛エレゲイア詩に広く見られる特徴的なモチーフである。

特にこの詩では、単に詩人とデーリアとの間の関係だけではなく、デーリアと取り持ち女（lena）、あ

るいはデーリアと病気との間にも、支配と服従の関係が示され、このモチーフが様々に繰り返されて

詩全体を構成していると思われる。

9) Maltby 2002: 243.　これらの詩句については、証言を引き出すための拷問（quaestio per tormenta）を
示しているのか、あるいは犯した過ちに対する刑罰を示すものか、見解の相違があるが、主人に対

して横柄な口をきいた奴隷の受ける罰として後者の見方をすべきであろう。Cf. Musurillo 1970: 388f.; 
Bright 1978: 158

10) Murgatroyd 1980: 162; Musurillo 1970: 388.
11) Maltby 2002: 243.
12) 恋の隷従（seruitium amoris）については Copley 1947 を参照。

13) Murgatroyd 1980: 162.
14) 1.1, 1.2, 1.10 など。代わりに詩人が望むのはこの詩の中でも夢想されているような田園での農牧生活で

ある。ferum が ferrum を想起させることについては Maltby 2002: 243 を参照。

15) Postgate版の a pudet（42）ではなく、写本の伝える et pudetの読みを採り、恥を感じるのは詩人ではなく、

女であると考える。Cf. Murgatroyd 1980: 310f.
16) Murgatroyd 1980: 174.　 Musurillo 1970: 398 は、デーリアの魔力の源はその美のみであるのに対比し

て、ティブッルスの魔術の強さを強調するが、デーリアの魔力を克服できないところに詩人の恋の苦

しみがある。

17) Murgatroyd 1980: 163f.　per が foedera を支配することについては Smith 1913: 292 を参照。

18) Lyne 1980: 33-38 は、カトゥッルスの恋愛詩においては foedus は理想的な結婚の契約を含意すると考

える。

19) haec が何を指しているかについては、Maltby 2002: 253; Murgatroyd 1980: 176 は、前の詩行の内容、

すなわち、酒やほかの女で詩人は癒されず、美によるデーリアの魔力から免れないことを指している
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とする。それに対してBright 1978: 162f.は、詩人はデーリアに責任を帰さないように注意してきたとし、

haec はあとに続く詩句の内容、すなわち、取り持ち女の手引きで金持ちの情夫が今は彼女のそばにい

ることを指すとする。Maltby が指摘するように、nocere（13）と nocuere（47）が呼応しあっていて、魔

術師の役を務めた詩人の言葉はデーリアの被る危害を防いだのに、彼女の魔術は詩人に危害を加えた

という対比が浮き上がることになるので、haec は前の詩行の意味内容を指すと考えるべきである。

20) Bright 1978: 159.
21) Bright 1978: 159 n.72 は、この老婆が現在デーリアを束縛している取り持ち女と同一人物であるとする

なら、痛烈な皮肉が生じることを指摘する。

22) Bright 1978: 163.
23) Bright 1978: 163.
24) Murgatryod 1980: 164.
25) Maltby 2002: 256 は、デーリアと詩人の間の契約がデーリアによって破られたため、「不当な」とされ

ているとする。ただし、詩人の呪いはあくまで取り持ち女に向けられ、罰は直接にデーリアには下さ

れない。

26) Miller 1999 は、ティブッルスの詩について精神分析的アプローチを行ない、フロイトとラカンの理論

を援用して、本論の最初に述べたような、表現内容の連想的な移行、詩想の展開の一貫性のなさ、対

立し合うような想念の並立などティブッルスの詩の多声的特徴は、ラカンの名付けるところの「現実界」

の「象徴界」への噴出の兆候であり、ローマの共和政から帝政への移行期における上流階層の男性の分

裂した心性を表わしているとする。そして、この 1.5 の夢想については、想像的なものと象徴的なも

のの不可能な結合であり、メッサッラは詩人の理想的な鏡像を表わし、詩人が切望しながらも夢見る

ことさえできない位置を占め、メッサッラとデーリアが共存し、2 人が神格化されているとも言える

ようなこの夢世界では詩人はその中に自分の存在を最早想像することができないとしている。本論で

はあくまでティブッルスのエレゲイア詩人としての一貫したペルソナを考えたいが、Miller の解釈は

たいへん興味深い。Cf. Bright 1978: 47-49.
27) Murgatroyd 1980: 171.
28) Murgatroyd 1980: 169.
29) Maltby 2002: 257.
30) Postgate 版の furta（69）ではなく Muret による fata の読みを採る。furta とした場合、詩人の秘かな恋

の企みを意味することになり、新たに現れた男は詩人自身ということになるが、それは文脈からして

不自然である。Cf. Murgatroyd 1980: 312.
31) Maltby 2002: 259f.; Bright 1978: 165f.; Musurillo 1970: 396.　Musurillo は、「秘かな恋」（furtiuus amor 

75）の神自身、金持ちの情夫に代わって恋人となろうとしている特定の男、ティブッルス自身、存在

していると詩人が見せかけている未確認の男という 4 つの可能性を挙げて、ティブッルスが作り出し

た人物という第 4 の可能性を有力とし、正体のはっきりしない男をあいまいに描くことで、詩人の予

言がより不吉な感じを与え、脅威を感じさせることになるからだとしている。
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