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NisusとEuryalusの死 :

ドライデンのウェルギリウス翻訳の一面

高 谷 修

Ⅰ はじめに

ウェルギリウス (PubliusVergiliusMaro,70BC-19BC)はローマ建国の叙事詩と

して名高い 『アエネ-イス』(Aeneis)の冒頭を次のように初めている｡

Armavirumquecano,TroiaequlprlmuSaboris

ltaliamfatoprohgusLavinlaqueVenit

litora- multumilleetterrisjactatusetalto‥.(Ⅰ,1-3)l

単餌､と人とを私は歌う､その人は トロイアの岸辺から

イタリアへ運命により強いられて､またラーウィ一二アの浜辺へと

やってきた､- 大いに彼は陸や海に投げ出され､･･--

｢戦い｣とは主に トロイア人のイタリア人との戦いを意味し､｢人｣とは トロ

イア人の指導者であるアエネ-アース (Aeneas)を指す｡ウェルギリウスは ト

1 テキス トとしてLoebClassicalLibrary版 (translatedbyH.R.Fairclough,revisedby

G.P.Goold,2001)を用いた｡以下､引用はこれに拠る｡
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ロイア人の戦争 と トロイア人の指導者であるアエネ-アースのことを ｢歌 う｣

と詩の最初において明らかにしている｡

さて､ ドライデン OohnDryden,163111700)が彼の人生の最後に至 ってウェ

ルギ リウスの翻訳詩集 (TheWorksofVirgil,1697) を出版 したことはよく知 られ

ている｡ この翻訳詩集にはウェルギ リウスの三作品全て (『牧歌』Eclogues『農耕

詩』Georgics『アユネ-イス』)の翻訳が収められている｡ 上に引用したウェルギリウス

に対応する部分を 『アユネ-イス』訳に求めてみれば､以下のように訳されている｡ ド

ライデンはこれを英雄二行連句 (heroiccouplet)で訳 している｡

Arms,andthemanIsing,who,forc'dbyFate,

AndhaughtyJuno'sunrelentingHate,

Expell'dandexil'd,lefttheTrojanshoar:

LongLabours,bothbySeaandlandhebore,‥.(Ⅰ,1-4)2

ここで ドライデンはウェルギ リウスと同様に､｢戦いと人 とを､私は歌 う｣ と

訳 している｡ 女神ユーノー Ouno) に憎まれて トロイアの岸辺を離れ､流浪の

身 とな り陸上でも海上でも多 くの辛酸を嘗めた男アユネ-アースと､彼 と彼に

率いられた トロイア人の戦いを ｢歌 う｣ というのである｡

ウェルギ リウスもドライデンもともに､アエネ-アースと彼の戦いを ｢歌 う｣

と述べている｡ この点において二人に違いはない｡ しか し仔細に両者の歌い方

を比較 ･検討 してみると､ (ラテン語と英語という違いはさておいても)3､語 る姿

2 JohnDryden,TheWorksofJohnDryden,vol.5,editedbyWilliamFrostandVintonA.

Dearing(UniversityofCaliforniaPress,1987),p.343. 尚､このカリフォルニア版

ドライデン全集 (全20巻)のうち､第5巻と第6巻がウェルギリウスの翻訳詩集

に充てられている｡

3 Aeneisはdactylicushexametrus(長短短調六歩格)で書かれており､一方 ドライ

デンは上に見られるようにiambicpentameter(弱強調五歩格)を用いた｡この違

いが醸し出す必然的な相違点については本稿では論じない｡
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勢において相違が認められるように思われる｡ その違いとはどのようなものだ

ろうか｡本稿は､まず語 りの姿勢において両者にどのような特質が認められる

か､そして両者の間にはどのような異同が認められるか､それを主に 『アエネ-

イス』 第 5歌 と第 9歌で描かれるニースス (Nisus) とエウ リュアルス

(Euryalus)のエピソー ドを題材とし検討したい｡ウェルギリウスの原典とドラ

イデンの英訳を比較 しながら､二人の語 り方の相違点とその意味を考察する｡

さて､議論を始める前に若干の説明が必要である｡ ドライデンが 1697年に

ウェルギリウスの翻訳詩集を出版 したことは既に述べた｡この翻訳詩集はウェ

ルギリウスの全ての作品を網羅するものであった｡ しかしドライデンがウェル

ギリウス翻訳に手を染めたのはこれが最初ではなかった｡彼はこれらの本格的

な翻訳以前にすでにウェルギリウスの翻訳を試みていた｡彼はジェイコブ･ト

ンソン OacobTonson,165611736)が 1685年に出版 した翻訳詩集である 『杜､

雑詠集第二部』 (sylvaeor,TheSecondPartofPoeticalMiscellanies)のために､幾つ

か古典詩の英訳を提供 したが､その中には 『アエネ-イス』第 5巻と第 9巻

で措かれるニーススとエウリュアルスの挿話が含まれる｡ これらの翻訳は ドラ

イデンが行ったウェルギリウス翻訳のうちで最も初期のものである｡ このよう

な事情によってニーススとエウリュアルスの挿話には､『杜』版と全訳詩集版

の二つの版が存在する｡ 二つの版は大方において殆ど同じである｡ 同じ言葉 ･

表現を多く見つけることができる｡ しかし二つの版は完全に同じでというわけ

ではない｡本稿ではまず 1685年の 『杜』版を基本とし､必要に応 じて 1697

年の全訳詩集版も考察することにしたい4｡

4 ドライデ ン訳 を論 じる時､ ローダーディル伯 リチ ャー ド･メイ トラ ン ド

(RichardMaitland,EarlofLauderdale,1653-95)のウェルギ リウス翻訳 との影響関

係 も当然考察の対象に含めなければならない｡ しかし両者の関係には未だ不明の部

分が多い｡ (カリフォルニア版 ドライデン全集第 6巻 866-870頁参照｡)本稿では

ドライデンの名前で出版された二つの版を ドライデン訳 として扱うことにする｡
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Ⅱ NisusとEuryalusの人物像と詩人の声

ニーススとエウリュアルスはともに トロイア人であり､アユネ-アースに付

き従 って トロイアから逃れてきた｡彼 ら二人が最初に描かれるのは 『アエネ-

イス』第 5巻 においてである｡ トロイア人たちはアエネ-アースの指揮の も

とディー ド- (Dido) のカルタ-ゴー (carthago) か ら出帆するが､再度嵐に

襲われ急速進路を変更 しシキ リアに難を逃れる｡ ここで彼 らは競技会を催す｡

この様子が第 5巻の前半を占める｡ 競漕や競走など各種の競技がなされるが､

ニーススとエウリュアルスは競走に参加する｡ 彼 らは次のように措かれる｡

EuryalusformainslgnlSViridiqueJuVenta,

Nisusamoreplopueri; (V,295-296)

『ェウリュアルスは美しい姿とみずみずしい若さで際立っており､

ニーススは少年に対する優しい愛で [際立っている]｡

話の展開につれて判ることはエウリュアルスがニーススより年下の少年であり､

美貌 も優れた少年であることである｡ (ェウリュアルスは第9巻 181行217行でも

puerと表現されている｡) この二人は深い ｢愛情で｣結ばれているというのだが､

要するに二人は同性愛の関係にある5｡ この点は第 9巻でさらに明 らかにされ

る｡

hisamorunuseratpariterqueinbellaruebant;(ⅠⅩ,182)

5 ドライデンは同性愛を示すような表現を避けていることは興味深い｡ ドライデン

は以下のように ｢友情｣と訳している｡

NllsusforfriendshiptotheBoyrenown'd.

Sylvae,or,theSecondPartofPoeticalMiscellanies,1685,p.2. 行数の記載はない｡以

下､Sylvaeからの引用はこれに拠る｡
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彼らは一つの愛を抱き､揃って戦いへ向かっていった｡
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ニーススとエウリュアルスの二人は ｢一つの愛｣amorunusを抱いており､同

性愛の関係にあるのだが､上の一行を ドライデンは次のように訳 している｡

OnewastheirFriendship,theirdesirewasone:(p.9) 下線は筆者

｢愛｣が ｢友情｣に変質していることもさることながら､ここには ドライデン

の訳の傾向の一端が伺える｡ ドライデンは ｢彼らの望みは一つであった｣とい

う一句を付け加えている｡ これに対応する部分は原典にはない｡またこの一行

は修辞学的にいえば､交差対句法 (chiasmus)を採用 している｡ このように ド

ライデンは内容よりも表現の方に多 く関心を払う場合がある｡ 上の例もそれに

該当する｡

さて､このような二人は競走に参加する｡ ニーススが先頭に立つがゴール手

前で不運にも､犠牲の牛から流れ出た血に足をとられて転倒する｡ そのさまは

次のように語られる｡

pronusinlpSO

conciditimmundoquefimosacroquecruore,

nontamenEuryali,nonilleoblitusamorum:(Ⅴ,332-334)

彼自身は前のめりになり

不潔な泥と聖なる血の上に倒れる､

しかしエウリュアルスを､彼は愛を忘れない｡

ニーススは転倒するが､3番手を走るエウリュアルスのことを忘れない｡彼は

転倒 しながらも､追い抜こうとするサリウス (Salius)の前に身を投げ出す｡

この妨害によってサリウスもまた転倒 し勝利を逃す｡サリウスを追走 していた

エウリュアルスが勝利を得る｡ この部分は ドライデンでは次のように訳される｡
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Hefellbesmear'dwithfilthandholygore.

NormindlessthenEu77alusofthee,

Norofthesacredbondsofamlty, (p.5) 下線は筆者

ウェルギリウスが簡単に､ニーススは ｢しかしエウリュアルスを､彼は愛を

忘れない｣と描写する一方で､ ドライデンは少し拡大し変質させている｡｢愛｣

であったものは ｢友情の聖なる杵｣となる｡ ここでもまた､｢愛｣は友情に変

わっている｡ そしてここで興味深いことは､原典が簡潔に描写していることを

ドライデンは鏡舌に語ろうとする傾向があることである｡ ラテン語を英語に翻

訳する時には､ラテン語が簡潔な表現が可能であることから､英語では必然的

に使用する単語が増えるとする議論が行われる｡ しかし上の ドライデンの ｢友

情の聖なる秤｣はそのような議論とはまったく無関係なところで､拡大し変質

していることは指摘しておかねばならない ｡ ドライデンにはこのような変質に

伴う雄弁への傾向が伺えるのである｡

勝利はニーススの助けによってエウリュアルスの手の中に落ちる｡ 当然､サ

リウスから猛烈な抗議が寄せられる｡ しかしここでエウリュアルスの美貌が助

けとなる｡ 次のようである｡

tutaturfavorEuryalumlacrimaequedecorae,

gratioretpulchroveniensincorpore垂建 . (V,3431344) 下線は筆者

好意と優美な涙がエウリュアルスに味方する､

また美 しい肢体からくる､より心地よい美徳も [味方する]｡

観衆はサリウスの抗議の大音声には耳を貸さず､エウリュアルスに晶屈する｡

｢優美な涙｣lacrimaedecoraeとは､彼の美貌が涙によって一層引き立てられた

ということではなく､むしろ､エウリュアルスがサリウスのように大声で抗議

せず､涙によって失望を表したことが (後のローマ人となる) トロイア人の琴線
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に触れたということであろう6｡ここではローマ的な徳目である ｢美徳｣が称

揚されている｡ ｢美徳｣と訳 したvirtusはローマ人が尊重 した徳目であること

はここで強調する必要はないだろう｡ ウェルギリウスは､エウリュアルスが群

集の魚屋をうけたのは彼の美貌だけでなく､virtusも寄与したのだ､と説 く｡

さてこの部分をどのように訳 しただろうか｡その部分は以下のようになって

いる｡

Hisbloomlngbeautyandhisgracefultears

Hadbrib'dtheJudgestoprotecthisclaim:(p.6) 下線は筆者

ドライデンにおいてはローマ的 ｢美徳｣は捨象されている｡ 或いは ドライデン

は ｢美 しい肢体からくる､より心地よい美徳｣とは､要するに肢体の美 しさの

ことだと理解したのかもしれない ｡ ともあれ､単にエウリュアルスの美貌と優

美な涙が判断者をして彼の主張を弁護させた､というのである｡virtusに相当

する単語や表現を ドライデン訳には見出せない｡ここで､動詞 bribeの意味は

OEDの挙げる第 4番目の定義 togainoverbysomeinfluenceが該当するとい

えようが､ ドライデンの筆致には彼がエウリュアルスの勝利を必ずしも肯定的

に評価 していないことが明らかである｡ 愛する友達に勝たせるために自分の身

を挺 したニーススの行為は､麗しい愛情の発露であるかもしれない｡ しかし見

方を代えれば､エウリュアルスはいわばニーススの計略によって勝利を得たの

であり､その勝利は必ずしも賞賛されるべきものとは思われない ｡ ドライデン

6 R.D.William S,ed.Withacommentary,Virgil:AeneidV,(BristolClassicalPress,

1994),p.115参照｡
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に動詞 bribeを採用させたのはこのような思いであったと思われるのである7｡

第 5歌で描かれる競走はこのようにエウリュアルスの勝利のうちに終わる｡

次にこの二人が描かれるのは第 9歌においてである｡ 第 9巻の大要を記せば､

以下のようになるだろう｡ トゥルヌス (Turnus)は､アエネ-アースの不在を

突き､ トロイア軍を攻め船に火を放つ｡船は神々の神慮により海のニュンフに

姿を変える｡ トロイア側は防戦一方となり､そして誰をアエネ-アースの許に

派遣するか思案する｡ この危険な任務に名乗り出るのか､ニーススとエウリュ

アルスの二人である｡ この二人は堅い ｢愛情｣で結ばれており､ニーススが年

長でありエウリュアルスはpuerと表現され､まだ少年であることには既に触

れた｡

このような二人が城壁を見張っている時､ニーススはエウリュアルスに伝令

に出たい希望を明かす｡彼は､自分は神にとり悪かれているのか､戦争か他の

何か大きな仕事に打って出たい気持ちになっているという｡ ウェルギリウスの

原典とドライデン訳を並べてみる以下の如 くである｡

autpugnamautaliquidiamduduminvaderemagnum

mensagitatmihi,necplacidacontentaquieteest.(ⅠX,186-187)

戟いか何か大きなことに取 り掛かるように､以前から

私の心は急かしている､そして穏やかな平穏には満足できない｡

一方 ドライデンでは､

7 ドライデンは1697年の全訳詩集版では多少の訂正を施 している｡ 問題の2行に

ついても以下のように改めているが､動詞bribeについては訂正 していない｡

HisbloomlngBeauty,withhistenderTears,

Hadbrib'dtheJudgesforthepromis'dPrize;

(TheWorksofJohnDryden,UniversityofCaliforniaPress,1987,vol.5,p.502).
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AnobleArdourboilswithinmyBreast,

EagerofAction,EnemyofRest;

ThaturgesmetoFight,Orundertake

SomeDeedthatmaymyFameimmortalmake.(p.10) 下線は筆者

59

ウェルギリウスが簡潔に語る一方で､ ドライデンは少 し意味を膨 らませる｡ 原

典が 2行であったものが ドライデンでは4行になっているS｡形容詞のnoble

や､｢わが名声を不死にするような｣という行為を説明する形容 も原典にはな

い｡ ドライデンは少 しずつ装飾をつける｡ そして時には意味も変えて行 くので

ある｡

ニーススはエウリュアルスとともにアエネ-アースへの伝令に自ら名乗 り出

て出立する｡ その途中に､ル トリー族を行きがけの駄賃に襲う｡ が､敵方が送

り込んでいたウォルケ-ンス (Volcens)9率いる騎馬隊に見つかってしまう｡ そ

れはエウリュアルスがメッサーブス (Messapus)から奪った兜が夜の暗闇の中

で光を反射 して輝いたからである｡ その場面は原典では以下のように措かれる｡

cumproculhoslaevonectentislimitecernunt,

etgaleaEuryalumsublustrinoctisinumbra

8 単純な行数の比較はそれほど意味があるとは思えないが､それでも記せば､第 9

巻におけるニーススとエウリュアルスのエピソー ドは､ ウェルギ リウスでは 176

行から449行まで274行に亘って語 られるが､ ドライデンでは約380行で描かれ､

1.38倍に増えている｡

9 ドライデンやオウグル ビー UohnOgilby,1600176)､ そ してヴィカズ Uohn

Vicars,1582-1652)やローダーディル伯は"Volcens"ではなく"Volscens"と表記 し

ている｡SeeTheWorksofPubliusVirgiliusMaro,translatedadorn'dwithSculpture,and

illustratedwithAnnotations,byJohnOgilby.London:ThomasWarren.1654. また､

JohnVicars,TheXIIAeneidsofVirgil,...TranslatedintoEnglishDecasyllables,

Cambridge:PrintedbyT.Buck,1632.
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prodiditimmemoremradiisqueadversarefulsit.(ⅠⅩ,372-374) 下線は筆者

その時､左側の道に曲がってゆく彼らを､[彼 らは]認める､

そして兜がエウリュアルスを､夜の輝 く闇の中で

不注意な [彼を]明らかにした､そして [兜は]光が反射 して輝いた｡

｢不注意な｣と訳したimmemorem はエウリュアルスを説明している｡エウリュ

アルスが迂閲にも不注意なまねをしたばかりに敵方に見つかり､ひいては命を

代償としなければならなくなるというのである｡ この形容詞は彼を説明する表

現として働いていると一応いうことは出来るだろう｡ だが､それだけだろうか｡

この語の中に詩人の声が響 いてはいないだろうか｡ immemorem は動詞

prodiditの後に置かれている｡ 詩人はここで､｢兜が彼を暴いたのだ､本当に不

注意な彼を｣と慨嘆しているように感じられるのである｡ この語の中に詩人の

声を聞くことは不可能ではない ｡ この場面を ドライデンは次のように訳 してい

る｡

Thefaithfulpair;forthro'thedoubthlshade

Hisglitt'ringHelmEuryalusbetray'd,

OnwhichtheMoonwithfullreflectionplay'd.(p.25)

ドライデンの英訳においては､immemorは訳されていない｡ここでは詩人は､

出来事を客観的に伝える語 り手になっているといえるであろう｡ ウェルギリウ

スに認められる感情移入はない｡また ドライデンでは月明かりがエウリュアル

スの兜に反射して輝いたとなっている｡ しかし反射したのが月明かりであるか

どうかは疑わしい10｡月の光ではなく葦火に対する言及が多いことを考慮すれ

10 原典においては月への言及はない｡なおオウグルビ-は次のように訳 している｡

Eu77alusHelmethimfaroffbetrayes,

Through sableNightreflectlngSilverRaies.p.444.
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ば､反射 した光は月明か りではな く､葦火である可能性が高い11｡ また一方 ド

ライデンが ｢月明か り｣ としたことも理解できな くはない｡月明か りの方が詩

的でありまた読者は受け入れやすいと考えたからであろう｡ ドライデンの語 り

手はこのような語 り手 となっている｡

ウォルケ-ンスに見つかった二人は逃げ出す｡エウリュアルスは敵に捕 らえ

られて しまう一方で､ニーススは逃げ延びる｡ そして追 っ手を振 り切 り､アル

バの名に因んでアルバ一二一と呼ばれる場所へとやって くる12｡ ここで彼は初

めてエウリュアルスがいないことに気づ く｡ そして痛 ぐ厩嘆 し､エウリュアル

スを探 しなが らまた来た道を辿 る｡ (この様は第2歌で､ トロイア脱出の際､逸れ

てしまった妻クレウ-サCreusaを探しに戻るアユネ-アースにも重なる｡)そ してエ

ウリュアルスが敵の手の中に落ちたことを知 るのである｡ エウリュアルスが捕

らえられたのを眼にしたニーススは次のようにいう｡

quidfaciat?quavlJuVenem,quibusaudeatarmis

erlpere?ansesemediosmoriturusinenses

inferatetpulcramproperetpervulneramortem?(ⅠⅩ,399-401)

何が出来るだろう? どの様な力で若者を､どの様な武器で

[彼を]助けられるだろう? 或いは自ら剣の真ん中へ死ぬつもりで

突進し､そして美しい死へと傷を受けて急ごうか?

11 第9歌において度々言及されるのはル トリー側の灯火である｡｢炎により｣

(flammis,160)､｢疎らな光が蛙めく｣(luminararamicant,189)､｢灯火は点在して

いる｣(interruptiignes,239)､また ｢敵方の灯火が近づく｣(1uxinimicapropinquat,

355)など｡

12 ドライデンはSylvae版で､ニーススが逃げ延びた場所をAndAlbanLakesfrom

Alba'snamesocall'dと訳している｡これは ｢場所｣locusをlacus(湖)と読み違え

たものと思われるが､興味深い｡なお､1697年の全訳詩集版では､この誤読は訂

正されている｡(ドライデンの影響の強いローダーディル版は ｢湖｣のままであり

訂正されていない｡SeeTheWorksofVllrgil,TranslatedintoEnglishVerse.BytheRliht

HonourableRichardLateEarlofLauderdale.London,1709.)
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この場面には如何にして愛する友を救出しようかと思案しているニーススの切

迫感と緊張感がある｡ 動詞は3人称が使われておりニーススが主語であるこ

とは確かだが､ しかし､まるで 1人称の語 りのような切迫感が感 じられない

だろうか｡この緊張感は語 り手であるウェルギリウス自身のものであるといっ

てよいだろう｡ ニーススは自分の死を賭 して友を助け出そうとしている｡ しか

し救出できる手段も見込みもない｡死によって以外には他に方法はないように

思われる｡ もっとも討ち死にしようともエウリュアルスを助け出せる保障はな

いのだが｡ここには自分の死を省みず友を助け出したいとする自己犠牲の精神

の発露がある｡ そして自己犠牲の精神とは､また極めてローマ的な美徳と考え

られるのである｡

では ドライデン訳においてはどうだろうか｡上に対応する部分は以下のよう

に訳されている｡

Whatshouldhenextattempt?Whatarmsemploy,

Whatfruitlessforce,tofreethecaptlVeboy?

OrtemptunequalnumberswiththeSword;

Anddiebyhimwhomlovingheador'd?(p.27) 下線は筆者

比較 してみれば如何にドライデンの英訳が原典から離れたものであるかが判る

だろう｡ 上の英訳のうち下線を施 した語句は､原典に対応する部分を持たない

か､または ドライデンが自由に訳した部分である｡ 使用する武器はh:uitlessと

される｡ (また切羽詰まったニーススの姿はdesperateとも説明される13｡)ここには

13 1697年の全訳詩集版では､ ドライデンは上の4行に以下の2行を書き加えている｡

Ordesperateshouldherushandlosehislife,

Withoddsoppressed,insuchunequalstrife?

原典の3行は英訳では6行となり､多弁で客観的な語 り手という性格は強められ

ている｡
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客観的な観察者の価値判断が込められており､当事者の持つ切迫感はない｡ ド

ライデンにこのような特徴があることは確認 しておきたい｡

ニーススは槍を手にとり暗闇から敵方目がけて投げる｡ すると槍は敵のスル

モ (Sulmo)の背に突き刺さり彼を殺す｡二本目の槍はタグス (Tagus)のこめ

かみを貫 く｡ どこから槍が飛んでくるか判らずウォルケ-ンスは猛 り狂う｡ そ

して殺された二人の敵討ちとして､捕らえたエウリュアルスを殺そうとし､剣

を抜いて彼に突進する｡ これを見たニーススは動転する｡ その部分は次のよう

である｡

simulenserecluso

ibatinEuryalum･tumveroexterritus,型聖!竺

conclamatNisus,necsecelaretenebris

ampliusauttantumpotuitperferredolorem.(IX,423-426) 下線は筆者

同時に剣を抜いて

エウリュアルスへ向かって行った｡その時本当に驚惜し気も狂って

ニーススは叫ぶ､もはやこれ以上暗闇に身を潜めることも､

またこのような悲しみに耐えることも出来なかった｡

ニーススは ｢気も狂って｣amensいる｡ この言葉はまずはニーススが狂ったよ

うに動転していることを表している｡同時にまたこの言葉の中に､暗闇に身を

潜めておけず討ち死 しようとするのを､｢なんと気の狂ったことだ｣と慨嘆す

る詩人の声を聞くことは､不可能ではないように思われる｡ ともあれ､この4

行には愛する友が殺されそうになるのを見て､悲痛に苦しむものの動転と悲嘆

が巧みに表現されており､また切迫感も切実であるといえるだろう｡ ドライデ

ン訳では次のようである｡

Then,struckwithdeepdespalr,

ThatfatalsighttheLovercou′dnotbear;
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ButfromhisCovertrushtinopenview;

Andsenthisvoicebeforehimashenew;(p.29)

原文の amensに相当する部分はない ｡ この単語はまった く抹消されている｡

ここには原文のもつ切迫感はまったくないといえるだろう｡ ここに伺えるのは､

事態を客観的に描写 し語る報告者のもつ冷静さである｡

ニーススはもはや暗闇に潜んでいることが出来ず飛び出してゆく｡ そして次

のようにいう｡

m̀e,me,adsumquifeci,inmeconvertiteferrum,

oRutuli!meafrausomnis,nihilistenecausus

necpotuit;caelumhocetconsciasideratestor;

tantuminfelicemnimiumdilexitamicum.' (ⅠⅩ,427-430) 下線は筆者

｢私に､私に､それを為した私はここにいる､私に剣を向けよ､

ああ､ルトリ一人よ! 全ては私の罪だ､そこにいる者は何も起こさなかったし

また出来なかった｡この天と [全てを]知る屋星を私は証人とする､

ただ､[彼は]不幸な友を愛しすぎただけなのだ｡｣

エウリュアルスが刺 し殺されたのを目撃 してニーススはこのように言って､身

の危険を顧みず飛び出してゆく｡ そしてただウォルケ-ンスだけに狙いを定め

最後には彼を刺殺する｡ そしてその代償として彼自身 も命を落とす｡ここには

トロイア人 (ローマ人)の性格が明らかに示されている｡ ニーススはエウリュ

アルスを置いて一人だけ逃げることをしない ｡ 逃げることは可能であっただろ

う｡ しかし彼はエウリュアルスを見捨ててはおけず､殺されることを覚悟 して､

飛び出してゆくのである｡実際にはたとえ一人で歯向かったところで､エウリュ

アルスを助け出せる可能性は少ない｡冷静に考えなくともそのことは判ったは

ずである｡ しかしここでニーススは殺されることを承知で､いてもたってもお

られず､飛び出してゆくのである｡ ニーススはエウリュアルスが殺されるのは

自分の罪であり彼は何 もしなかった､また出来なかったという｡ そして彼はた
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だ不幸な友 (ニースス)を愛し過ぎただけなのだ､と述べる｡ ここにローマ的

な美徳が描かれている｡

ニーススの言葉の中には作者であるウェルギリウス自身の言葉が鳴り響いて

いるといってもよいだろう｡ それほどウェルギリウスは感情移入 しているよう

に思われるのである｡ この部分を ドライデンは次のように訳している｡

Me,me,employyourSwordonmealone:

Thecrimeconfess'd;thefactwasallmyown.

Heneithercou'dnordurst,theguiltlessYouth;

YeMoonandStarsbearWitnesstotheTruth;

Hisonlyfault,ifthatbetooffend,

Wastoomuchlovinghisunhappyfriend.(pp.29-30) 下線は筆者

ドライデン訳の最後に2行は､｢彼の過失は､ もしもそれが罪を犯すとするな

らば､彼の不幸な友をあまりにも愛したことだった｣という意味になるだろう｡

原文は ｢ただ､[彼は]不幸な友を愛 しすぎただけなのだ｣となっており､エ

ウリュアルスがただニーススを愛し過ぎたが故に捕らえられ死ぬことになった

と嘆いている｡ そこにはニーススの嘆きとともに､後悔の念の切迫感が感 じら

れる｡ ところが一方､ ドライデン訳ではそのような切迫感は消えている｡ ニ

ススの台詞の中で､｢もしもそれ (過失)が､罪を犯すとするならば｣という

protasisが挿入されている｡ 何かしら悠長な感 じを感じざるをえないのである｡

この傾向は1697年の ドライデンの全訳詩集版で､更に顕著になる｡ というの

も以下のように書きかえられているからである｡

Hisonlycrime,(ifFriendshipcanoffend,)

IstoomuchLove,tohisunhappyFriend.(ⅠⅩ,575-576)

過失 (fault)は罪 (crime) に変わっているが､何よりも顕著なのは､｢友情が
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罪を犯すことが出来るのであれば｣という言葉が丸括弧により挿入されている

ことである｡ 友情は罪を犯すことはない､ということが含意として強調される

のだろうが､ この丸括弧による挿入はこの2行が最早ニーススの言葉ではな

く､次元の違う場所から発せられた言葉､つまり語 り手の言葉となっているこ

とを明らかにしている｡ この点を見落としてほならないだろう｡ 原典における

ニーススの切実な後悔の言葉は､ ドライデンにおいては､ニースス本人の言葉

というよりも､既に客観的な語 り手の言葉に変質している､ということである｡

このような変質が起こっていることは確認 しておきたい｡

エウリュアルスの死の場面も､ ドライデンにおいては､説明的に描写される｡

taliadictadabat,Sedviribusensisadactus

transabiitcostasetcandidapectorarumplt.

volviturEuryalusleto,pulchrosqueperartus

itcruorinqueumerosceⅣixconlapsarecumbit:(ⅠⅩ,431-434)

このように彼はいった､ しかし力を込めて押 し込まれた剣は

脇腹を貫き､白い胸を裂 く｡

エウリュアルスは倒れて死ぬ､そして美 しい四肢をったい

血が流れ､そして肩の上に首は倒れて崩れ落ちる｡

この部分は ドライデンでは次のようである｡

Toolatehespeaks;

Thesword,whichunrelentingfuryguides,

Driv'nwithfullforcehadpierc'dhistendersides;

DownfellthebeauteousYouth,thegaplngWOund

Gush'doutaCrimsonstream,andstain'dtheground.(p.30) 下線は筆者

下線部の表現は原典に対応する箇所を見つけられない｡エウリュアルスを殺す

剣は､｢無慈悲な怒 りに｣導かれるのだが､これは原典にはない｡また ｢開い

た傷口｣､｢深紅の｣(血の)流れや､｢大地を汚す｣という表現 も原典にはない｡
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このように仔細に検討 してみると､ ドライデンが如何に装飾的な表現を付加 し

て訳 しているかがよく理解できる｡ (二重下線を施した ｢柔らかな｣脇腹の原典は

｢白い胸｣candidapectoraであろうが､色から感触へ赴きが変えられている｡)

エウリュアルスは殺される｡ そしてニーススは暗闇から飛び出してゆき事の

首謀者であるウォルケ-ンスを殺 しエウリュアルスの仇を討つ｡彼は自らの死

をもって友の敵討ちを成就するのである｡ 彼は死亡 したエウリュアルスの死体

の上に倒れこむ｡ こうして二人は結ばれるといってよいだろう｡ ニーススはこ

のような死の中に平穏を見出す｡

tumsuperexanimumseseprqecitamicum

confossusplacidaqueibidemummortequievit.(ⅠX,444-445)

そして命の無い友の上に､刺し貫かれて､身を投げた｡

そこで遂に穏やかな死の中に安らいだ｡

二人の死は実に好意的に描かれている｡ウェルギ リウスはこの挿話の最後でニー

ススとエウリュアルスの麗 しい関係 とニーススの自己犠牲の精神を讃える14｡

詩人は次のように述べて二人の功績を顕彰 しようとする｡

Fortunatiambo!slquidmeacarminapossunt,

nulladiesumquammemorivoseximetaevo,

14 この自己犠牲的な行為は後の文学に大きな影響を与えて来た｡例えば､アリオス

ト (LodovicoAriosto,147411533)は叙事詩 『狂えるオルランド』(OrlandoFurioso,

1516)の中でこのエピソードを模倣している｡ 第 18歌の165達から第 19歌の16

連にかけて描かれる二人のうち､クロリグ-ノ (Cloridano)はニ-ススに対応し

メド一口 (Medoro)はエウリュアルスにあたる｡ ただメド-ロは殺されず､アン

ジェリカ (Angelica)によって一命を取り留め､アンジェリカと相思相愛となり結

婚する点はウェルギリウスとは異なる｡
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dundomusAeneaeCapltOliimmobilesaxum

accoletimperiumquepaterRomanushabebit.(ⅠX,446-449) 下線は筆者

幸せな二人よ ! もしも私の歌が幾分か力があるならば､

どんな日も､[貴方たちを]記憶 している時から､決 して貴方たちを取除 くことは

ないだろう､

アユネ-アースの家がカピトーリウムの堅い岩の近 くに

居を構え､そしてローマの父が支配権を持つ限りは｡

｢アエネ-アースの家｣とはつまりは､ローマの国を意味している｡ カピトー

リウムとは､カピトーリヌスの丘のことであり､ウェルギリウスの生きていた

時代にはここに､ユッピテルやユーノー､そしてミネルウァを祭る神殿があっ

たという15｡そして ｢ローマの父｣は第一に皇帝アウグス トゥスを意味すると

解することができようが､また同時に父を中心とするローマの家族の伝統的な

価値感や､そしてまたローマの元老院も意味するだろう｡ 最後の2行が伝え

る意味は､要するに ｢ローマが存続する限り｣ということであろう｡ ニースス

とエウリュアルスの名声はローマが存続する限り永遠だ､というのだ｡そして

この部分にもウェルギリウス的な表現の様式が伺われることは見落としてはな

らないだろう｡ ここにはウェルギリウスが生きた時代が入り込んでいる｡ ウェ

ルギリウスはパ トロンのマエケーナ-スの庇護を受けた｡そしてマエケーナ-

スを通 して皇帝アウグス トゥスを後ろ盾ともした｡上の引用の箇所には彼の同

時代が入り込んでいるのであるが､当時の政治体制との関連性を無視 してウェ

ルギリウスを読むことは出来ないだろう｡

ウェルギリウスは､ニーススとエウリュアルスの名声はローマ帝国が存続す

る限り､永遠に不滅だというのだが､それを語る語 り方は､控えめである｡ つ

まりここは ｢もしも私の歌が幾分か力があるならば｣という表現となっている

15 J.L.Whiteley,edandIntroduction,Notes&Vocabulary,Vergil:AeneidIX,(Bristol

ClassicalPress,1979),p.92の注参照｡
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が､｢幾分か｣という部分に注意 したい｡またウェルギリウスにおいては､ニ

ススとエウリュアルスの記憶を ｢時｣から取 り除く主体はdies(日)であった｡

｢どんな日も､[貴方たちを]記憶 している時から､決して貴方たちを取除くこ

とはないだろう｣というのであった｡主体はあくまで ｢日｣であり､詩人自身

ではない｡この点は記憶しておきたい｡総 じて､この部分には詩人の控えめな

声が響いている｡ ウェルギリウスの控えめな性格が表れている､と考えてもよ

いだろう｡ 彼は決して､溢れるような自信を持ちながらも表面上では謙遜なふ

りをしているというのではない ｡ この点を忘れてはならない ｡

では､ ドライデンはこの4行をどのように訳 しただろうか｡上に対応する

部分は以下のようになっている｡

0happypalr!forifmyVersecangive

Eternlty;yourFameshalleverlive:

Fix'dastheCapltOl'sFoundationlies;

Andspread,wheree'ertheRomanEagleflies!(p.31) 下線は筆者

まず気づくことは ｢もしも､私の詩が永遠の命を与えられるならば｣となって

いることである｡ 一応､｢もしも～ならば｣というprotasisになっているが､

詩人に永遠の命を与える力がないと考える読者はいないだろう｡ 詩人は実質的

に､自分にはこの二人の勇者の名声を永遠にする力があるが故に､二人の名声

は永遠に続 くのだと語っている｡ ここでは､語 り手自らが自分の詩の力を誇っ

ているように感じられる｡ ここにはウェルギリウスの謙遜はない ｡ この点に大

きな相違が認められるといえるだろう｡

またウェルギリウスにおいて､ニーススとエウリュアルスの名声はローマが

存続する限り永遠に続 くとされた｡永遠という時間が問題となっており､ロー

マ帝国の広さは問題とはなっていない｡ しかしドライデンは､ローマ帝国の国

土の広さをも視野に入れて語る｡ ウェルギリウスでは時間であったものが ドラ
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イデンにおいては､時間と空間に広げられている｡ このような点にもドライデ

ンの語 り方の特徴が伺えるのである｡

Ⅲ おわりに

少年であるエウリュアルスも時に､ ドライデンにおいては年に似合わない壮

健な若者として描かれる｡ ニーススも総 じて立派な戦士として描かれている｡

そして､ ドライデンの語 り手は､常に冷静で客観的な語 り手であるといえるだ

ろう｡ ドライデンの語 り手は原典に装飾的な表現を度々付加し､また時には原

典の内容よりも修辞的な表現様式を重視するような語り手となっている16｡ ウェ

ルギリウスは時に､真撃な詩人自らの声を発していた｡時に表現される感情の

こもった表現を､ウェルギリウス自身の声と考えることは間違いではないだろ

う｡ しかし､ ドライデンにおいては､このような真撃な詩人の声は聞こえては

こない｡ ドライデンにおいて語 り手の態度は､常に客観的な観察者 ･報告者の

それである｡ ときに鏡舌になる観察者である｡ 文体はときに装飾的になり､華

美とはいえないまでも､多少流麗な文体への傾向を持っている｡このような相

違点があることは記憶されてよいだろう｡

ではどうしてこのような差異が生 じてきたのだろうか｡ウェルギリウスが

『アエネ-イス』において描いたのはローマ建国の神話である｡ トロイア人は

国を棄てて他国に安住の地を見つけることを余儀なくされている｡ 彼らの指導

者であるアユネ-アースは運命によって トロイア人を率いてイタリアに向かう｡

そしてその地で第二の トロイアを建国しようとする｡ この建国は決して容易な

16 本稿では ドライデン翻訳を主にニーススとエウリュアルスのエピソー ドを中心に

考察 した｡考察の対象は限定されており､よって得られる結論はtentativeである､

とする意見もありえよう｡ しかし 『アユネ-イス』全体を考察の対象とした場合に

も､ほぼ同じような結論が得られると思われる｡
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ことではない｡建国は幾多の困難に遭遇 し決 してスムーズには進まない｡イタ

リア人を相手とする第二の トロイアの建設は､ トロイア側の一方的な勝利のう

ちに完結するのではない｡最終的には トロイア人もイタリア人も和合 して建国

する以外には道はないのである｡ ニーススとエウリュアルスは戦死するが､こ

のような トロイア側の敗北のエピソー ドは､建国のためには トロイア側の敗北

も必要であることを暗示 していると思われるのである｡ 更に､このような事情

にウェルギリウスの生きていた時代の特殊事情も重なってくる｡

ウェルギリウスの 『牧歌』の第一歌は､アウグス トゥスとアントニウスの内

戦の後の政治が反映されている｡ つまり敗北 した側にあった者の土地は召し上

げられ､羊飼いも出てゆかざるを得ない｡第一歌においては､ティーテユルス

(Tityrus)の主人は勝利者側についていたのであり､よって追い出されること

はない｡彼自身もブナの木の木陰でゆったりと笛など吹いていられるのだ｡ し

かし､敗者の側についていた主人をもつメリボエウス (Meliboeus)は土地を没

収され追い出される｡ このような悲哀がある｡ このような時代背景を全 く無視

してウェルギリウスを読むことはできないだろう｡ このような政治的背景がウェ

ルギリウスの語 り口の背後にあるといえるだろう｡ イタリアにおける新 しい国

の建国と政治的安定を希求する声は､アウグス トゥス体制下のローマの政治的

安定を希求する声と重なりあう｡『アエネ-イス』の中で時に響いてくる詩人

の声は､このような体制下での政治的安定を求めるウェルギリウス自身の切実

な声であるだろう｡

では ドライデンにおいてはどうだろうか｡彼の時の王チャールズ二世下で桂

冠詩人となりまた王室修史官 (HistoriographerRoyal)ともなっていた｡1670年

代に､ ドライデンは詩人 ･劇作家として成功を収めつつあった｡チャールズの

治世は問題はあるものの､アウグス トゥスの単独支配初期の不安定さはないと

いえるだろう｡(ともあれ､チャ-ルズ二世の治世の不安定さはアウグストゥスが行っ

た反対派の大粛清の恐怖とは比較にはならない｡) ドライデンが､ウェルギ リウス

がときおり露呈 した悲嘆の声に反応せず､装飾過多とも言える訳文によって翻
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訳をなした要因は色々あるだろうが､- 例えば､短いとはいえ､イギリスに

おける叙事詩翻訳の伝統の影響とか､また翻訳における文学的趣味の相違など

- しかし､要因の一つとして､以上のような両者の生きた時代の相違を挙げ

ることは決 して間違いではないと思われるのである｡




