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トマジン・フォン・ツェルクレーレ『異国の客』の「第三の書」

―翻訳の試み

尾野　照治

　Thomasin von Zerklære の主要な著作 Der Wälsche Gast は、1220年頃に著され

た教訓詩で、およそ 14752行の大作であり、10の「書」（buoch） によって構成

されている。それらのうち 8つの「書」については、すでに大学紀要等におい

て順不同で取り上げ、説明にかなりの分量の抄訳を添えて紹介してきた。筆者

自身が本年 3月末に定年退職を迎えるにあたって、残る 2つの「書」のうち今

回は「第三の書」の全訳（試訳）をここに披露することにした。この著作は、

当時著名な聖堂参事会員であったイタリア人のトマジンが、その極めて優れた

才能と豊かな知識ゆえにドイツの宮廷に招かれた機会に、意識的に世俗社会に

歩み寄って、若いドイツ人騎士達や貴族達に「ドイツの若者はいかに生きるべ

きか」を説いた貴重な教えである。その内容は、現代の欧米のみならず日本の

社会においても十分に有益なもので、真実を隠し続ける原発政策とその事故や

廃れた企業倫理による倒産に見られるように、私達のややもすると乱れがちな

生き方に、厳しく反省を迫る重要性をもっている。それにもかかわらず、イタ

リアでもドイツでも、いまだにその現代語訳は刊行されていないので、不幸な

ことにこの素晴らしい警世の書が一般の人々の目に触れることはない。それゆ

えに、1220年頃の中世高地ドイツ語で著されたこの作品を、現代独語訳や伊語

訳を参照できないまま、その古い言語から直接に現代日本語に訳すという難事

に、敢えて挑むことになった。頼りにすべき研究書もほとんど見当たらないの

で、これまで 40年間にわたって中世高地ドイツ語の諸作品を読んできた職人
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的経験（勘）と、Benecke/Müller/Zarncke の中高独語辞典（4巻）、Lexer の中高

独語辞典（3巻）、および Grimm の独語辞典（31巻）を頼りとして、解釈につ

まずく度に他の諸作品の類似表現に当たって熟考するという実証主義的研究法

に従いながら、少しずつ訳を進めてきた。これまで「読書百遍義自らあらわる」

という尊い教えに従うよう努めてきたが、今はその教えに悖るような訳がここ

にないことを祈っている。

I.　（2529～　）私は心変わりについて話せることを、思うがままに話した。し

かしまだ、そのことをすっかり全部話したわけではない。心変わりの親戚は大

きな群れを作っている。心変わりの親戚だとは言えないような不徳であっても、

それはやはり心変わりの義兄弟なのだ。それゆえ私は、心変わりについてもっ

とたくさんのことを話さねばならぬ。嫌がらずに付き合っていただきたい。

（2537～　）ある男が私に尋ねて言った：「さあ教えてくれ、わが愛する友よ、

私達がこのようにすっかり心変わりするようになったのは、一体いつからなの

か。なぜなら神は、万物を支配できる力を私達に下さったのだから。私達は神

がお造りになった最高の被造物である。但し、天使だけは除外しなければなら

ないが。だからあなたは私の言うことに耳を傾けて、そして教えてくれ。何故

に、私達ほど心変わりに近しいものが他にないのかを。あなたの思うところを

述べてくれ。」そこで私はその男に答えた：神が最初の男（アダム）に分別を

お与えになったとき、揺るぎ無き心をもお授けになった。しかしその後アダム

は、自らの欲求と咎によって、その揺るぎ無き心を失ったのだ。なぜなら彼は

神のお慈悲を失い、移り気へと堕落していったのだから。彼が喜びから苦しみ

へと落ちて以来、その末裔である私達も当然ながら心変わりをするようになっ

た。というのはアダムの心変わりによる苦しみが、彼の時代から私達に生まれ
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付いているからだ。そのせいで彼は、神の怒りをかった。私達人間以外のいか

なるものも、自らの揺るぎ無き心を失ったものはない。それゆえ、以前にも私

が話したように、私達の振る舞いが心変わりとなることはすべて、ほかならぬ

アダムのせいで起こるのだ。それに対して神は私達に、何が悪で何が善である

かを確実に見分けられるだけの分別をお与え下さった。もし神がその場合に、

揺るぎ無き心の王冠を戴くようにと私達の心に強制なさるのであれば、どうし

て神は私達にご褒美をくださるようなことがありましょうか。神が望んでおら

れるのは、揺るぎ無き心が私達を立派な誠実さへと導いていくことである。最

初の人アダムは、自らの心変わりのせいで天の楽園から去って行ったのだ。神

は私達に自由な選択をさせて下さった。そのおかげで私達は、生きたいように

生きていくことができるのだ。

（2579～　）私が少なからず不思議に思うことが一つある。その一つのことを

私はしばしば耳にした。神がお望みなら、人は神の掟に逆らうことはしないと

いうことを。私はあなた方に真実として言うのだが、人が神に逆らって行なう

ことは何であれ、全く神の御心に反しているのだ。神は自らが授ける掟のみで

私達を強制しようと、当然ながらお考えになっているように誰もが思うであろ

う。その場合、神を畏れる人はどのような人でも、神の命令によって強制され

るべきなのだ。まことに主人もまた、それと同じようなやり方をするのであっ

て、もし主人が命ずることを下僕が実行しないのであれば、下僕は主人を苦し

めることになる。しかし主人は「実行せよ」と言う以外に、下僕を強制するこ

とはできない。私達皆の主であらせられる神についても、同様のことが言える。

私達が神の命令を破るなら、神は私達にしっかり悟らせようとなさる。邪まな

ことは神に逆らっているということを、十分に理解するようにと。分別を持と

うとする人は、そのことに留意せよ。
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II.　（2603～　）先に話したように、天から月までの間に七つの星が、変わる

ことなくすっかり秩序を守って留まっていた。月から地上までの間では、四つ

の性質もそれぞれ持てる力に応じて拮抗し秩序を保っていた。たとえば熱さは

冷たさよりも高い位置にある。いずれもその秩序を保っている。そのことは四

つの性質が命ずるところによる。但し、自分の秩序を保てない人間だけは例外

である。この世でごく軽いものは絶えず上昇していく。重いものはただひとえ

に、地上へと落下していこうとする。重いものはすべて中心へと向かう。そう

でなければ地球は崩壊してしまったであろう。鉄も磁石の方へと向かう性質が

ある。（火の精）サラマンダーは、棲息している火の中から出ていこうとはし

ない。川の流れは海へと急ぐ。秩序から足を踏み出して居座ろうとするほど傲

慢なものは、この世ではただ愚かな人間だけだ。鳥は空を飛ぶ。獣は山の穴倉

や森の中にいる。魚は水の中を泳いで暮らす。ところが私達人間は、それとは

違った行動をするよう運命付けられているようだ。なぜなら私達は、自分の秩

序も生活も維持しようとしないのだから。誰もが他の人の生業に目を奪われて、

出来ることなら自分の今の職分を捨てて取替えたいと思う。これこそ大きな心

変わりなのだ。

（2639～　）百姓は見習い騎士になりたがる。その生活が、百姓には気楽に思

えるから。それに対して見習い騎士は、自分の生活が辛いと感じると、百姓に

なりたいと思う。司祭は本を読むのが嫌になると、騎士になりたいと思う。そ

れに対して騎士は槍で突かれて鞍をあけ渡すと、司祭になりたいと思う。商人

は苦しくなると言う：「嗚呼苦しい、死んでしまいたい！ 私の身に不幸が降り

かかっている。職人の暮らしは気楽なものだ。家に居られるから。だが私は職

人仕事の技を知らないので、商人としてあちこち飛び回らねばならぬ。とても

辛い思いをしている。」それに対して職人は言う：「商人は幸せだ。職人の私は、
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夜も働きながら長時間起きていなければならないのだから。商人は眠りたい

ときに眠れる。」甲にとって喜ばしいことが、乙にとっては苦しいことになる。

これこそ大きな移り気である。犬が牛車を引っ張ろうとしたり、牛が兎を追い

かけようとしたりすれば、私達には両方とも奇妙に思われるであろう。他人の

生業を羨ましがって恥じないのは、そのことと同じほど滑稽だ。見習い騎士が

百姓になりたいのも、百姓が見習い騎士になりたいのも、共に不当なことであ

る。司祭が騎士になったり、騎士が司祭になったりするのは、共に猿真似である。

なぜなら猿は、どんな生業に就くのも恥ずかしく思わないので。このように私

達はすっかり思い違いをするのだ。あなた方に本当のことを言っておくが、他

人の暮らしぶりを十分に知ったら、誰も自分の生業を捨てたくはないであろう。

III.　（2677～）貧乏人には苦労があるが、金持ちにも苦労がある。すべてのも

のが両方に等しく分かち与えられているから。分別によって確実に洞察するす

べを心得ている人なら分かることだが、貧乏人の方が割を食うというわけでは

ない。貧乏人は貧しさによって苦しみ、金持ちは自分の富によって苦しむのだ

から。人が私に借金をしている場合、その人に返済の準備がなければ私は辛い

思いをする。しかし反対に私が借金をしている場合、返済できるものを持って

いなければ私は辛い思いをする。そのような例をすべて正確に数え上げようと

するなら分かることだが、金持ちも貧乏人もほとんど同じくらいの苦しみを味

わう。財貨のない貧乏人は何も奪われないが、金持ちは大いに損害を被る。金

持ちは自分の財貨のせいで、悲しい気持ち・争い・怒り・大きな敵意をしばし

ば抱かねばならない。それらを抱かずに済むのなら、おそらく金持ちの方が幸

せであろう。金持ちは財貨のせいで、私なら我慢したくないような恥辱を、大

いに我慢しなければならぬ。しかし金持ちがそれを我慢しようとしないのであ

れば、彼の身に財貨の苦しみが生ずる。
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（2699～　）貧乏人は財貨を獲得しなければならないが、それに対して金持ち

は十分に用心をする必要がある。貧乏人は財貨を得ようとお願いをするが、そ

れに対して金持ちは警護をお願いしなければならないので、煩わしい思いをす

る。両者の足は確かに同じような苦しみの道を歩む。貧乏人は財貨に焦がれて

苦しむが、それに対して金持ちは、どのようにしたらもっと金持ちになれるか

と考えて、貧乏人よりもいっそう辛い思いをする。富はどんな人も心配から解

放してくれない。財貨をたくさん持っているのに、もっと欲しがる人をその財

貨が助けてくれないのは、けむい煙が目を助けてくれないのと同じである。私

が言うことを、金持ちは決して否定することはできない。もっとたくさんの財

貨を欲しがる気持ちを持っている人は、豊かな財貨を持っていても非常に貧乏

である。持っている財貨が少なくてもそれ以上に欲しがらない人は、そのこと

によって金持ちと言える。心の豊かな人は、財貨がわずかでも貧乏ではない。

自分が持っているものに満足しない人の貧しさは、どうにも救いようがない。

というのは、卑しい人の貪欲な心を満足させる財貨などないからだ。もし貪欲

な人の思いが叶えられるなら、その人は財貨がささやかでもたくさん持ってい

ることになるであろう。倹しい生活とうまく折り合っていけない人は、自分を

奴隷として差し出さねばならぬ。立派な人はささやかな財貨とも、また豊かな

財貨ともうまく折り合っていくことができる。

（2729～　）必要に応じて生きようとする人は、あまりたくさんのものを必要

としない。必要に応じて生きるすべを心得ている人は、貧しい人ではありえな

い。空腹・喉の渇き・寒さを感じなければ、もはやそれ以上のものが富によっ

てあなたにもたらされることはない。しかし富についてはそれを豊かに持って

いても、愚かな欲望によってもっとたくさん必要だと思うようになる。そのこ

とで金持ちはひどく苦しむのだ。人が必要とするものは、すぐにもたらされる：
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しかし、愚かな欲望は際限がない。愚か者は金持ちになれないし、欲の深い人

とは異なる。なぜなら愚か者は、何も必要としないのだから。しかし、賢者に

ついてはまた別である。なぜなら賢者はいつも必要とはしているが、すでに非

常に大きな遺産を持っているからだ。

（2747～　）愚かさのせいで金持ちになっている人もあれば、意地汚さのせい

で貧乏になっている人もある。高邁な心のおかげで自分に財貨があるのだと

思っている人は、実は愚かさのおかげで富める人となっているのだ。それとは

反対に、卑しい心のせいで自分には財貨がないと思い込んでいるけれども、実

はたくさんの財貨を所有している人は、意地汚さのせいで貧しいのだ。一生懸

命になって自分自身・自分の財産・親戚一族のことを深く知るべきであるとい

うのが、私の願うことであり教えるところである。そのことを実行すれば、人

は往々にして損害を被らずに済む。なぜなら、そのような分別を備えている人

は損害を被ることがなく、その結果確実に心安らかになることができるからだ。

（2765～　）神から与えられたもので敢えて生きていこうとしない人に、是非

とも知っておいて欲しいことがある。非常に多くの象が、森の中で確かに生き

続けているということを。この喩えを聞いて、立派な人は気づくべきだ。自分

が必要とするものを、象よりもはるかに多く獲得できるのだということを。象

に比べれば彼は体が小さいが、大きな分別を神からもらっている。象は体がど

んなに大きくても、いつも森の中で十分に食べ物を獲得する。それなのに人は

どうして、神に対してそんなに愚かなのか。手の中に地・水・火・風をすべて持っ

ているのに、神から与えられた分別をすべて駆使して、たくさんのものを敢え

て獲得しようとしないとは。人はそれらをすべて持っているのに、実は何も持っ

ていないと言える。このことは、人の卑しい心のせいで起こっている。
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（2785～　）私達は努力と才知を、とても必要とする所へ向けるよりも、むし

ろそれを必要としない所へもっと多く向けている。これは奇妙なやり方だ。人

はわずかな利益を得ようと、しばしば妻子を家に置いたまま自分を苦しめに行

く。それよりはわずかな苦しみを味わいながら徳操を求める方が、もっと良い

分別であろう。そうすれば私達に富も財貨も共に準備されよう。このことで私

が言っているのは、物惜しみしない心のことである。人はたびたび自分の体・

自由・魂・妻子を、取るに足りないものと交換する。（さあ、注意せよ、どう

してそんなことが起こるのか）そのような取るに足りないものであれば、たっ

たの 1ポンドで買えるのに私達はそうしないであろう。愚か者はたびたび何故

だか分からぬまま、ただ心配・苦労・悲しみを得るためだけに我が身を売る。

（2805～　）愚か者は、自分自身を犠牲にして買い求めるものを、誰よりも先

に手に入れていると思うのであるが、しかし大抵はいつかそれを、他人に手放

すことになるということが彼には分かっていない。愚か者の財貨が底をつくと、

貪欲な奴が愚か者になりかわるであろう。そうなると愚か者は、心も分別も財

貨に引き渡してしまうのだ。すると愚か者は、財貨の奴隷となって生きていか

ねばならぬ。しかし自由な心を売り払っても、それに見合うだけの財貨を得る

ことはない。自分の富が前方を走り去っていくと、その人は愚か者がそうする

ように後を追いかけていく。自分の財貨を不当に扱うと、その人は財貨に自分

の心を服従させることになる。財貨を管理できない人は、お金の家来なのだ。

（2821～　）さあ聴け、激しい移り気のことを。大きな喜びからは、痛ましい

苦しみが生ずる。大きな苦労をして獲得しても、人はそれをやがて死に引き渡

さなければならない。いつか病気になっても、富は健康を取り戻してはくれぬ。

富に大きな喜びを抱いている人は、痛ましい苦しみを抱いたまま富から離れて
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いく。富というものは避け難いものであるが、それでもやはり最後には富を捨

てなければならぬ。

（2831～　）死去する日が到来する前でも、富の喜びから苦しみが彼の身に起

こることがありうる。敵・火・賭け事・死・盗人は、喜びを苦しみに変えるこ

とがあるからだ。それゆえ私は望むであろう。金持ちが自分の財貨を、それと

は比べものにならないほど素晴らしい財貨と交換することを。そのような素晴

らしい財貨とは何であろうか。それは神の恩寵のことだ。この方が金持ちには、

世俗の財貨よりももっと役に立つ。なぜなら神の恩寵は金持ちに、もっとたく

さんの永遠の富と名誉を与えてくれるであろうから。それを貧乏人に得させる

のは、清らかな心である。それゆえ金持ちと貧乏人は、同じだけの財貨が得ら

れる。貧乏人が目的に到達しようと思えば、金持ちよりも早く到達する。金持

ちは途中で挫折するからだ。貧乏人はいつも心軽やかに心配なく暮らす。それ

に対して金持ちは、心配しながら貪欲な気持ちをもって暮らす。どんな物音を

聞いてもドキッとする。家のどこかで鼠が動くと、金持ちは泥棒が家の中に侵

入したと思い、「泥棒だ！」と叫ぶ。お金への執着心がそうさせるのだ。その

間に貧乏人は、金持ちより先に神の国へと進んで行く。自分の財貨を持ち続け

たい人は、早速それを貧乏人に分かち与えるがよい。なぜなら貧乏人は、金持

ちのために財産をすっかり預かってくれる所（神の国）へと、それを運んでく

れるからだ。この世に宝物庫を作ろうとしても、この世でもあの世でも財産を

すっかり失わずにすむくらいに、しっかり見張るということは決してできない。

このことを真実として覚えておきなさい。地獄と貪欲な人は、決して満足する

ことがない。それゆえ両者がお互いに助け合うのは、当然なことだと私は思う。

地獄と同類の人は、神の国を手に入れることはできない。
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IV. 　（2871～　）財貨が神のために使われるのなら、それは私達にとって無価

値ではないが、しかし財貨自身のために使われるのなら、それは私達にとって

厭わしいものであろう。なぜなら財貨は、誰をも徳操ある人にしないからだ。

（2875～　）さあ気をつけなさい。白は物を懸命に白くし、黒も物を懸命に黒

くするけれども、しかし私達が財貨と呼んでいるものは、徳操高き心を誰にも

与えないのだ。貪欲な人に幸運と財貨が与えられても、貧乏は終わることがあ

るが貪欲さは終わりがない。貧乏によって貪欲な心を植えつけられる人は、財

貨を得てもその心が改められることはない。私達に貧乏を苦しいものだと思わ

せる貪欲は、財貨を得ても私達を不徳の人にする。不徳は財貨の中に潜んでい

るのではなくて、心の中・気持ちの中に潜んでいるのだ。同じように徳操もま

た、決して財貨の中に潜んではいない。なぜなら徳操は、立派で素晴らしい人

の心の中に住まうからだ。私は実際またこれまでずっと、徳操というのは宮廷

的なものであると言ってきた。私達の心を清らかにしてくれないものを、なぜ

私達は立派なものと呼ぶのだろう。立派なものは徳操ある人を作る。徳操とは

そうせざるを得ないものであるから。徳操は人の心を改める。しかし富にはそ

れができない。貪欲な貧乏人が金持ちになっても、結局のところ貪欲な人にな

る。私にはよく分かっている。財貨というものは、貧しい心を豊かにしてくれ

ないものだということを。

（2903～　）病人をあれこれのやり方で寝かせても、つまりベッドに寝かせて

も藁の上に寝かせても、病が治らずその病状がずっとつきまとうことがある。

富裕であろうと貧乏であろうと、貪欲な人について事情は同じである。貪欲な

心は貪欲な人にずっと付き従う。
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（2909～　）私達皆が財貨と呼んでいるものは、私達を喜ばせるよりも苦しめ

ることの方が多い。それなのに富はなぜ立派だと呼ばれるのであろうか。その

富から私達に、しばしば大きな恥辱がもたらされるのに。富を所有している人

は、二つの重荷を担っている。一つは、彼がもっと金持ちになりたいという欲

求であり、この重荷は強欲と呼ばれている。それに対してもう一つの重荷の苦

しみは、彼が常に感じなければならぬ恐れのことだ。なぜなら彼は、自分の財

産を失うのではないかと恐れるからだ。かつてアレクサンダー大王が持ってい

た金・銀・城・領土・領民を、もしあなたがすっかり所有することになれば、

これらのものはあなたに強欲の心を植え付ける。その結果あなたは、財貨を求

めてもっと貪欲になる。

（2923～　）ある人がたくさん財貨を持っていても、「私の財産はまだ決して十

分とは言えぬ。私の隣人のほうがはるかに金持ちだ」と考えて、あるひとりの

人がたかだか持てる富のせいで辛い生活を送る。しかしついに彼は苦しんで富

を獲得し、隣人と同じだけの金持ちになる。すると彼は言う：「私はもっと財

貨が欲しい。他の人が私よりも金持ちで、当然ながらそのことを私は恥ずかし

いと思っている。なぜなら私の方がその人よりも高貴なのだから。（高貴さに

相応しいだけの財貨が欲しいのだ）」彼はその後もっとたくさんの財貨を獲得

すると、また次のように言う：「私は金持ちとは言えない。富の点であの人と

はとても比べものにならぬから。」このように考えて、彼は死ぬまでずっと苦

しみ続ける。

（2939～　）正しい見方のできる人は、金持ちが自分の前を歩いているなら、

後の方を見て次のように話すがよい：「私よりも富んでいる人が一人いるなら、

私よりも貧しい人が三人はいるだろう。」このように考えなさい。しかし人は
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そう考えない。誰が自分より先に扉から出ていくのか見ようと、前方に目をや

る。そして一人が自分の前を歩いていくのなら、十人が自分の後を歩いている

という風に考えようとしない。この世の富は一種の貧困であり、貧乏な心をもっ

と貧乏にする。しかしそれは、金持ちをもっと金持ちにすることはない。それ

につけられた富という名は、間違いであり無価値である。それに対して天の富

は素晴らしい。それは肉体も心も豊かにしてくれる。それにつけられた富とい

う名は、それゆえ素晴らしくて真実である。なぜなら天の富は、人をすっかり

豊かにしてくれるので。

（2957～　）この忠告に従わず、自分が財貨を失うことになるかどうかに注意

を向けない人は、自分の財貨に助けられることはない。所有する財貨を（神に

捧げて）十分に役立てようとする人は、その心を大いに安らかにせよ。なぜな

ら財貨が安らかさをもっていなければ、苦しみばかりが大きくて喜びは小さい

からだ。財貨に自分の心を向けなければ、貪欲が財貨にへばりつくことはない

であろう。財貨につき従っていこうとする人は、（貪欲のせいで）とても多く

のものを手に入れ、馬でも徒歩でもそれを常に運ばねばならない。そうすると

財貨は、全く良からぬものになりうる。そのことは、財貨が貪欲な人々のもと

に在るということによっても、明らかになった。しかし徳操は決してそうでは

ない。美質は貪欲の中にはありえないし、貪欲は美質の中で生き延びることも

ありえない。もし富がその名の通り素晴らしいものであるなら、富は貪欲な心

から逃げていかねばならないであろう。貪欲な客が徳操のもとへやって来ると、

徳操はみなさっさと逃げていく。

V. 　（2981～　）あなた方に十分話されたことを、つまり富がどれほど役に立

たないものであるかということを、あなた方はいま聞いた。さあ次のことも聞
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きなさい。莫大な財貨を持っていない貧乏人に対して、富がどのような仕打ち

をするかということも。貧乏人が富を得ようと考えるときには、富は彼をひど

く苦しめるのだ。彼はすぐに思う。富を得るために小ざかしい技をそのとき考

えつくなら、求める財貨は心の中で得られると。彼は想像で財貨を得ると、す

ぐに自分の心の中で手立てと技を探し求める。どのようにしてその財貨をもっ

と素晴らしいものにするか、どのようにしてそれ以上にもっと財貨を獲得する

か、彼はそういうことに自分の思いをすっかり向ける。心の中で想像して大き

な財貨を獲得したら、高い城と大きな町を建設する。そしてその中にどのよう

にして宮殿を造るかということに、自分の気持ちを向ける。宮殿を建てたら、

更に手立てを探し求める。というのは、宮殿が攻撃に対してもちこたえられる

ように、十分に堅固なものにしなければならないからだ。状況がすっかり整う

なら、毫も恐れないで済む。それゆえ彼は大いに考えを巡らして、宮殿の周り

に堀を造り、その堀の中を巡って大きな川を流す。そこには大きな魚の影が絶

えず見られる。堀の上にぐるりと、とても高くて円い塔をさっさと建造する。

これらの塔は石弓に対して効果的だ。というのは、石弓を発射して石が落とさ

れても、それはつるっと滑るので円い塔に大きな損害を与えないからだ。それ

から彼は、寝転んだまま愚かな手立てによって先述のことを実行し、心の中で

財貨を存分に獲得すると、彼はまず初めにどのようにして自分の財貨を確実に

守るべきか、そしてすぐに何を買おうか、どの町どの領土を手に入れようかと

考える。そうすると彼は頭の中で、財貨のために彼を苦しめ妬む人々と戦う。

彼は心の中で戦いを演じ、所有する財貨を泥棒が盗みに来ないようにするため

には、どのようにすべきかということも考える。そこで数多くの手立てを探し

求める。

（3037～　）貧乏人はこのように長い間いろいろな考えに責めさいなまれても、
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空想し始めたときに所有していた財貨を増やしたわけではない。むしろ心の中

でいろいろ考えて苦しんだだけだ。とても多くの人々がこのように昨夜戦いを

演じたが、しかし敵が実際にいるわけではない。なぜなら彼らは夜の間に、想

像で自分の貪欲な考えと戦うからだ。体がとても安らかに横たわっていても、

そのとき彼らの心は決して安らかになることはない。貪欲は財貨よりも先に苦

しみを与えるということは本当である。というのは、あなた方がしっかりと注

意してみるなら分かることだが、貪欲は財貨を獲得する最中でも獲得した後で

も、苦しみを与えるからだ。その様な事をすべて私は先に話しておいた。

（3055～　）さて、あなた方はよく分かったであろう。貧乏人も金持ちも、何

によってその身分を守るべきかということが。というのは、彼らはどちらも殆

んど同じなのだから。まことに彼らはどちらもそれぞれの身分の点で、同じよ

うにとても辛い思いをしている。金持ちは心配と貪欲の心を抱いており、貧乏

人はただ貪欲の心のみを抱いている。つまり貪欲は両者に共通であり、心配を

抱いているのは金持ちだけだ。貧乏人は金持ちの生活をとくと知ったら、自分

の生活を捨てようとはしないであろうに。

VI. 　（3067～　）同じことを言おう。君主と民の間には越えられない境界があ

る。人がそれをしかと見て取ることができるなら分かることだが、支配をする

ことに苦しんでいる君主よりも、家来の方が良い生活をしている。というのは、

君主はいつも辛い思いをしているのだから。民は自分の権利が生かされること

を必要としている。しかし君主はいろいろと考えを巡らして、心の安まるとき

がない。なぜなら君主は、立派に統治する方法を見出さねばならないのだから。

民にその愚かな心が言う。人が君主を両手におし戴いても、君主の他には誰も

財貨を得る人はいないと。民は言う。君主は欲しいものが何でも手に入ると。
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しかし実はそれとは逆で、君主は多くの苦しみと不安を抱いている。民が眠れ

るときでも、君主は馬に乗って一日中、民ら皆の様子を見て廻る。民を煩わす

ものが何であろうと、君主はそれについて一人で心配し苦労しなければならぬ。

君主はいつも心準備をしておかねばならないのだ。敵であれ泥棒であれ、民に

良からぬことをする者あれば、君主はそれをすべて償おうとする心準備を。君

主は自分自身を愛おしく思うと同様に、家来をも愛おしく思うべきである。そ

の君主を、我らが主は守りたまえ。神は君主に、かくも徳操高く振る舞おうと

いう心をお授けになったのだから。

（3097～　）愚かな民よ、さあ私に答えなさい。何故お前は君主になろうと望

むのか。自分の本分から逸脱しようとすると、しばしば多くの損害を被るとい

うことを、私は読んだり聞いたりした。さて百姓は君主になろうと望み、いつ

もそうなりたいと考えながらもそうなれず、辛い生活をするのは何故なのか。

まことに自分の本分から逸脱しようとする百姓は考えよ。自分が安らかに横た

わっているとき、君主の方は不幸せな時間を過ごしていることを。百姓が自分

の下男と賭け事をしたり、自分の子供と一緒に笑ったりするときはいつでも、

君主の方はいろいろな嘆き・悩み・忠告によって、とても激しく煩わされるの

だ。君主がそのとき味わう苦しみを、私はあなたに十分には数え挙げることが

できない。「我が君主は、このように振る舞うべきだ」とそこで言う人もあれば、

別のことを言う人もいるし、何も言わない人もいる。そこで彼らは幾つものグ

ループに分かれる。誰もが賢く思われようと、自分の判断を述べたてる。その

とき彼はもっと酷い言い方をしても平気であり、自分の親しい人や利益のため

に、往々にして心に思っていることとは反対のことを話しがちだ。そのような

ことをする人、つまり財貨のために正義に反する話し方をする人は、不幸せで

ある。神の御心に反してまで親しい人を助けてはならぬというのが、神の命じ
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るところだ。しかしそこまですることを止めないなら、（助ける人と助けられ

る人の）両者とも往々にして不幸になる。なぜなら彼らは共に、神によってすっ

かり打ちのめされるからだ。そのことを真実として確かに信じよ。

VII.　（3135～　）ほとんど何もできない、あるいは全く何もできないような

取るに足りない人は、「もし私が君主であるなら、立派な振る舞いをするであ

ろう。君主はあれこれすべきことがあるから。」としばしば言うが、自分がど

れほどホラを吹いているのか分かっていない。なぜなら彼が所有しているわず

か三フーフェの農地でさえも、自分のやり方でまともに耕すことが全くできな

いほどなのだから。

（3143～　）愚かな民らよ、船を正しく操ることができないのに、船内ででしゃ

ばって舵取りを出し抜く人は、決して立派な分別を持っていませんぞ。という

のは、もしその人が自分の職分をそのとき心得ていなければ、船に乗り込んで

いる人々はそのことによって、皆もろともに命を失うはめに陥るからだ。舵取

りを出し抜いた人も、それ相応の損害を被る。私はそれと同じようなことを話

そう。つまり大きな名誉を欲しがる人が、その時このことについての心得がな

ければ、望み過ぎる名誉のせいで不名誉が彼の身に起こるのだ。民らがくだら

ぬ君主を戴いているなら、彼らも災いを被らざるを得ない。立派な教えを受け

ていないのに支配権を手にすると、名誉は大きな不名誉を呼び出す。取るに足

りない人は往々にして無名である。その人が君主になると、そのことによって

彼の恥辱が初めて十分に知られる。誰もがこのことを知らなければならぬ。そ

れなのにどうして人は、好んで多くの支配権を手に入れたがるのか。もし支配

権自体が立派であるなら、それは私達に立派な心をも授けてくれるであろう。

しかし支配権はそのようなことをしない。なぜならくだらぬ人が、往々にして
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支配権を手に入れるからだ。くだらぬ人は、最後の審判の日まで生き永らえて

も、支配権についての心得は全くないし、それを学び取ることも決してできな

いのだ。

（3173～　）もし支配権がその本性上立派であるとするならば、どの被造物も

自己の本性から行なっていることを、支配権もまた立派に行なうであろうに。

この世のここで立派であるものは、他所でも立派でなければならぬ。たとえば

火はあっちでもこっちでも熱い。火がある所では、どこでもいつでもそれは周

りのものを熱くする。しかし支配権はそのようなことをしない。というのは（逆

の喩えで言うと）、自分のことが知られていそうにない他国へ君主が行って注

意が払われないのは、その国の無名の人に注意が払われないのと同様であるか

らだ。まことに支配権そのものは、たくさんの力を自ら得るということが決し

てないので、君主が私達に近しい人であれ遠い人であれ、どのような人である

かを支配権が私達に教えてくれることはない。「立派な君主がどこにいるか探

せ」と私達は指示されざるを得ない。というのは、私達が君主の直ぐ傍に居よ

うとも、一体誰が君主なのかを私達に教えるだけの才覚を、支配権は持ってい

ないからだ。だから支配権は、私には全然良いとは思えない。それでは何故に

人は、大きな名誉を手に入れようと望むのであろうか。（君主と同様）土台がしっ

かりしていなければ、高い塔は激しく崩落する。自分の能力以上に高い志を抱

きがちな人も同様で、そのような人は往々にして車から転げ落ちる。山の上の

大きな岩は、勢いよく大地に転がり落ちる。しかし平地にある石は安定して動

かない。よいか、高い木々を激しく揺さぶる風は、その枝をすべて折ってしま

うのだ。しかし、吹いてくる風に逆らわないでなびこうとする低い木には、あ

まり害は起こらない。それゆえ言っておく。立派な人々の庇護のもとに、幸せ

に暮らすがよいと。なぜなら君主が名誉ある生活を送ろうとすれば、多くのこ
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とをしなければならないのだから。君主の心は戦いによっても心配事によって

も、しばしば苦しめられる。そしてすでにあなた方に言ったように、君主は大

きな苦しみを抱いたまま生きていくのだ。

（3221～　）私は長い時間をかけて、支配権がどれほど多くの苦しみを与える

かということを話した。さあ聞きなさい。支配権は、それを一度も獲得したこ

とのない人を、どれほど苦しめるかということも。

（3225～　）名誉を欲しがる人は、その名誉のことを深く考えると、巧妙な手

段があることに気づく。そのような手段を手に入れると、彼はまるで一国を手

に入れたかのように直ぐにぬか喜びをする。自分が望めば何でも手に入るのだ

と思える。それゆえたくさんの名誉と支配権が手に入ると思い込む。（更に想

像は続き、）彼は国をあるべき姿で見事に治めている。名誉の点でも完全無欠

である。人に献酌侍従の職を授け、そして大膳職には誰がうってつけかを、心

の中ですっかり決める。すると、かつて大膳職を立派に務めていた人は、その

職を失う。君主は与えたい人にその職を与える。なぜなら君主はその時、（想

像のなかで）たくさんの支配権を握っているからだ。すると重臣達は素晴らし

い礼儀作法と分別を駆使し、君主の身の回りの警護を行なって、領民達が押し

寄せるのをしっかりと防ぐ。このように頭の中で考えていると、彼は幸せであ

る。

（3247～　）君主が狩りをしたいと思えば、早速猟犬どもが用意され、狩人達

と猟犬どもが皆やって来る。そこで彼らは、運べないほどたくさんの兎を捕ら

える。ちょうどその時、雄猪が猟犬どもの所へやって来て大いに悩ます。その

雄猪は猟犬どもをとても困らせるが、しかし最後には命を落とす。それから長



トマジン・フォン・ツェルクレーレ『異国の客』の「第三の書」

―19―

い角をもった鹿が捕らえられるが、これも頭の中での想像だ。最後にこの君主

は槍で熊を刺し殺す。ああ、君主があれこれ想像し続ける限り、彼はなんと勇

敢であることか。すると狩人達はすぐに角笛を吹き鳴らす。狩りが十分になさ

れた合図だ。狩人達と猟犬どもは、そのとき大喜びで城へ帰る。すると鷹匠達

がやって来て、彼らの鷹について語る。このように君主の周りは大きな人だか

りで一杯だ。だが支配権はあまり長くは続かぬ。というのは君主が朝、起床し

てからたった一人で町の路地へ行くと、「殿、どうぞお掛けください」とは誰

も言ってくれないのだから。つまり彼の椅子はもう遥か彼方だ。重臣達も姿を

消した。彼の目の前には、一人の騎士見習いもいない。かくも長い時間狩りを

して求めた猟獣が、今どこにいるのか分からぬ。だが長い牙をもつ雄猪は、確

かに彼の想像からまだ消えずにいる。さあ早速、彼が再び想像するにまかせよ。

そうすれば大膳職も献酌侍従も、自分の職を失うことはない。ほらほら彼らは

共に、まだその職を務めていますぞ。

VIII.  （3285～　）さてあなた方は十分に聞いた。支配権をあまりに激しく求め

る人は、いかに愚か者であるか、いかに苦しい生活を送っているかということ

を。権力を求めようとしてもその人は、権力にも無権力にも限りがあるという

ことを知らない。それらはいずれも、日夜私達を苦しめるのだから。そうは言

うものの、権力をもっていない人の方がまだしも幸せであるということを、人

はいとも簡単に理解できよう。

（3295～　）権力をもつ人が罠にかかってそれを打ちこわせないとき、権力を

もたぬ人はしばしば心安らかに居られる。なぜなら権力をもつ人は、思いあがっ

た心のせいで他の人々を皆罠にかけようとし、自らもたびたび恥辱的な罠にか

かるからだ。一介の百姓に何がしかの能力があれば、他の百姓達を無用の者だ
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と見做そうとする。他の百姓達を屈服させるまで、そのことに全力を傾ける。

彼は思うがままに彼らを支配しようとする。力をもたぬ百姓が、そのような有

力な百姓に少しでも反抗的な口の利き方をしようものなら、有力な百姓は相手

を叱責し、君主がいつか怒りを無力な百姓の方に向けてくれるように取り計ら

う。するとこの哀れな百姓はたくさんのものを失う。騎士達の間でも同様のこ

とが起こる。聖職者達も例外ではない。権力をもつ人は、他の人々を引き込んで、

完全に支配しようとする。しかし権力をもつ人は自分に反抗する人を、偽りの

忠告・策動・あらゆる手練手管によって、しつこく責めたてる。なぜなら権力

をもつ人は反抗する人に、自分が望むことを何でも無理強いしようとするから

だ。その時権力をもつ人は、反抗する人の方に自分の家来達を向かわせて、た

くさんの苦しみを与えるのだ。反抗する人が権力者の前にやって来て訴えるな

ら、その権力者は答えて言う：「私はそのようなことは存ぜぬ。私の知らぬ間

に行なわれていることだ。」そして反抗する人が惨い仕打ちを受けるように極

めて巧妙に仕向け、ついに権力者はまともなやり方も邪まなやり方も区別せず、

すべてを用いて彼を屈服させ、その結果当然ながら反抗する人は、権力者の足

元にひれ伏すことになる。

（3331～　）権力者が自分の意にそまぬ者を片付けたと思ったら、もう別の人

が現れて反抗する。権力者は反抗する人をいかにして屈服させることができる

かということに、またもや自分の心を向ける。そこで権力者は楯突く人を屈服

させるまで、憂慮し心を配らねばならぬ。すると三番目の人が力を得て権力者

に楯突くが、結局のところ権力者は彼も同じように屈服させる。その後また四

番目の人がその権力者に反抗する。よいか、権力者は生きている限り、ゆっく

りする暇などないのだ。というのは、他の人々を皆屈服させるということは誰

にもできないからだ。世の人々をすっかり自分の支配下に置けるほどの力を、
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かつて誰かが手に入れたなどという話は、聖書の中には見出せない。私は次の

ことを、確かに真実だと言うことができる。つまり支配しようと望んだ人達は

たくさんいたが、私達が聖書で読む限り、彼らの望みは叶えられていない。我

らの主でおられる神は、戒律によって多くの苦しみをお与えになる。従って人

が苦しみを求めるのであれば、手近にたくさん苦しみの種がある。

（3357～　）もっと酷い罠にかかっても、救ってもらえるとしばしば思う人が

いる。その人は言う：「その一人を討ち取れば、私は敵どもに対してこれから

先ずっと安全だ。」そこで彼はその一人を討ち取るが、その代わりに三人の敵

ができるという結果になる。このようにして彼が助かる手立てはなくなる。自

分の苦しみを死によって減らせると思う人は、かえって苦しみを増大させる。

同じように真実としてあなた方に言っておこう。私達をすっかり屈服させられ

ると思う人は、いつもたくさんの苦しみを負っており、自分のしたいこと（支配）

ができないのだ。アレクサンダー大王は人々を屈服させることによって、いつ

も苦しみを味わいながら死に至った。人が権力を求めて激しく戦っても、その

権力は長く威力を保つことがない。アレクサンダー大王は 12年間権力の座に

あったが、結局その権力をすっかり捨てなければならなかった。

（3377～　）私はあなた方に、ユリウス・カエサルについても同じ事を言おう。

ユリウスはこの世のきわめて多くの人々を支配下に置いたが、それでもその権

力は彼の役に立たなかった。なぜなら彼は先に多くのものを征服してから故国

にもどったが、それから二年間しか生きておらず、その権力をすっかり失うこ

とになったからである。自分は安全だともっとよく思えた所（元老院）でも、

自分がもつ権力は役に立たず、彼は打ち殺されることになった。へクトルもま

るで馬車のように、自分の町の周囲を引きずり回されて命を落とした。これは



トマジン・フォン・ツェルクレーレ『異国の客』の「第三の書」

―22―

痛ましい苦しみである。

（3391～　）死のせいで自分の権力を捨てた人々について、私はどうして話す

必要があろうか。存命中にその権力をすっかり捨てなければならなかった人々

が、数多くいたのだから。権力や名誉を誇っていた人々は、トロヤで甚だしく

卑しめられた。トロヤが敗北したとき、人々はひどく辱めを受けた。トロヤの

老王妃（へカベ）は敵方の憎しみのせいで、汚泥の中を敵方の下僕の前へと引

きずり出されたのだ。このようなやり方は、本来宮廷人が受ける扱いではなかっ

た。そのとき老アンキーゼスも、力ずくで追い払われた。彼は火に焼かれて大

いに苦しんだが、その遺体は河に浮いていた。

（3407～　）ハンニバルが（ポエニ戦争で）勝利したとき、（敗れた）ローマの

大勢の人々は権力を剥奪され、その力は大いに殺がれた。

（3411～　）ずっと昔のこの世に起こったことを、私は何のために語っている

のだろうか。（昔と同じように）自分の権力を維持できないという事態が、私

達の時代にも起こっているから語っているのだ。今でも権力には大きな無力が

つきものだ。自分の領地を失った伯を私は知っているが、そのような伯は数多

い。同様のことをあなた方に話そう。私が生きているこの時代にすでに廃れて

しまった、辺境領・司教領・大公領を知っているが、それらの権力には無力が

まとわりついているのだ。かつて権勢高き皇帝の権力を揮っていたのに、今で

は一国の王の力すらもっていない王も私は知っている。

（3427～　）権力よ、私達はそなたについて思い違いをしている。私達の間に

は、そなたについて嘘がまかり通っている。さあ教えてくれ。どうしてそなた
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は権力なのか。そなた自身を守れるほどの力も全然もっていないのに。それな

のにどうして私を、そなたの支配下に置こうとするのか。アレクサンダー大王

がどれほど権力をもっていようと、妻の所へ行こうとする時はいつでも、前もっ

て執事を行かせた。婦人部屋に匕首（あいくち）が隠されていないかどうかを、

執事に徹底的に調べさせるために。アレクサンダーは、調べさせないうちは婦

人部屋に行こうとはしなかった。彼は権力をもっていてもそれが役に立たず、

妻に恐れを抱いていたのだ。

（3441～　）権力者は自分の権力を、それを持たぬ人々のせいで失わざるを得

ない。権力をもたぬ人々がいっせいに向かっていけば、権力者達の力など子供

のようなものだ。

（3445～　）私が先に話した通り、自らの本性に従わないものは三つある。人

間はそれらを持っているが、他の動物は持っていない。三つのうち財貨は、し

ばしば悪しきことを惹き起こす。それと同様に支配権も悪しき心を持っている

ので、支配権からはしばしば不名誉が生じる。権力も教えを授けてくれるのだ

が、それはもし人が権力に頼るなら、権力はとても大きな無力を与えるという

教えである。

（3455～　）今まで私はあなた方に多くのことを話した。権力によってどのよ

うな痛みや苦労が権力者に起こるのかということを。権力は、それを持ってい

ない人にも必ず苦しみをもたらし、策略をもって迫ってくる。というのは権力

を持たない人が、夜の間に考えごとにふけりながら寝そべっているとき、ある

策を思いつくからだ。政略結婚かあるいは他の方法で、た易く自分も権力者に

なれるような策を。そのような策が見つかると彼は大喜びだ。
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（3469～　）その後すぐに彼は考える。敵にどのような損害あるいは恥辱を与

えてやろうかと。彼は頭の中で、非常に大きな軍隊をさっさと編成する。する

と敵は全く防御ができない。このように彼は見事にやってのける。さながら立

派な人がするように。（想像の中で）彼はある人の家を壊すように命ずる。そ

の命令には敢えて誰も反対しようとしない。彼は早速別の人を縛り首にするよ

う命ずる。それとは別にあっちでもこっちでも、次々と人が殴り殺される。汚

らわしい考えや邪まな考えによって、領民は夜通し殴り殺される。

（3483～　）その後（朝になると）君主はひどく腹を立てる。かの敵どもがすっ

かり姿を消しているからだ。（夜の間に）彼がどれほど素早く敵を打ち殺しても、

朝になって起床すれば、夜の間にずっと彼が打ち殺した敵どもの力を目の当た

りにする。その時に彼が得るものといえば、ただ罪の意識だけだ。人は夜の間

に自分が抱いた考えを思い出すと、心の中で苦しむ。どのようにしたら神に対

して自分の身が守られるかと。神の前では誰も扉を閉めて隠れることはできな

いのだから。それ故に徳操と善意によって、自分の心を清らかに保つがよい。

なぜなら私は、確かに次のように言うことができるからだ。つまり心の中が良

かろうが悪かろうが、神は人の心の中を確実にお見通しであると。

（3503～　）次のことは愚かなことではないだろうか。つまり嫌だと思ってい

ることを、自分の口から他の人に聞かせるなら、彼は頭の中の想像で、神にも

その嫌なことをいつも見せているのだ。愚か者が守られていない様子を見よ。

彼は夜の間に想像で人々を打ち殺すと、（神のお赦しを得ようと）朝には教会

へ行こうと思う。そして敢えて神の前に立とうとする。もし君主がそのような

輩によってひどく名誉を汚され、そしてその事実を知れば、そいつはとても君

主の顔をまともに見ることはできないであろう（神も同様である）。
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X.  （3517～　）私は自らの思いに導かれるままに、三つの事柄について話して

きた。つまり権力・財貨・支配の三つについて。権力等についてはすでに話し

たので、これから有名になりたがっている人について話そうと思う。まことに、

有名になりたがっている人は、私には全く愚か者に思える。というのは、私達

が自分の名を苦労して十分に広めても、その名は私達にとって役に立たないか

らだ。他の人達が逝ってしまったあの世へ、どうせ私達も逝くことになるのだ。

子供達は自分の行ないに応じて、つまり正しい行ないあるいは不正な行ないに

応じて、父親の後を同じように追ってあの世へ行く。彼らが（天国・地獄の）

いずれへ行くことになろうと、彼らの名声は彼らにとって全く何の役にも立た

ない。よいか、アルトゥース王は確かに有名であったし、今日でも十分にその

名が人々の口にのぼっている。しかし、それが彼にとって何の役に立つか、私

に言ってみよ。天にまします我らが父よという主祷文の方が、彼にとってはもっ

と快いであろう。もしアルトゥース王が神の恩寵を授かるのなら、彼は確かに

私達の賞賛などは必要ない。しかし彼が地獄の底に居るなら、私達の賞賛はか

えって彼の罪を大きくすることになる。なぜなら彼は私達に、いつも真っ赤な

嘘の材料を与えていることになるからだ。それゆえ私には不思議に思えるのだ。

ただ有名になるためにのみ、善良で作法正しくて徳操が備わっていると賞賛し

てもらうことを、心の中で激しく求める人達がいるというのは、一体どこから

くるのであろうか。彼らのことをそのように賞賛してくれる人が嘘をついてい

ても、彼らはそのことを気にかけない。その人も嘘をつくことを、全く何でも

ないことだと思っている。だが、良きことに精通している君主なら、他の人が

自分のことを賞賛してくれる場合、本当のことを言って誉めてくれているのか

どうか、よく考えるべきであろう。君主は自分についてその人が賞賛してくれ

る言葉を、自分の身に照らして完全に正しいと認めることができなければ、そ

れを必ず恥じるべきである。
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（3561～　）もし人が君主を賞賛してもそれが正しくなければ、その人は甚だ

大っぴらに嘘を言っているわけだから、君主は怒って当然である。

（3565～　）立派な人は心を集中して、自分を誉めてくれる人がどんな振る舞

い方をするのかに留意するがよい。なぜならくだらぬ輩が他人を誉めても、誉

めたことにならないからだ。私が嘘をつかない限りお返しの賞賛をできないよ

うな相手が、私を賞賛しようとしてくれても私は誉められた気がしない。自分

自身が大いに賞賛されるほどの立派な人が私を誉めようとしてくれるなら、私

はその賞賛を嬉しく思う。そうでない賞賛は私には迷惑である。

（3577～　）ある時アレクサンダー大王は怪我をした。大王は言った：「私が神

であるなどと大嘘をつく人がいるけれども、私はひとりの人間にすぎない。小

さな矢による傷が、私にそのことを十分に教えてくれた。」それと同じように、

（心に巣食う）貪欲・邪悪・心変わりは、私達がしばしば言われているほどに

は完璧でないということを、私達に教えてくれる。

（3587～　）私達は夢を見ているとき、自分の夢について何も語れない。私が

自分の夢について語るときは、目覚めている。語るとき目覚めているというの

は、確かに明らかだ。不徳に身を染めている期間が続く限り、人は自分の心が

どれほど苦しいかを理解しようとせず、これは理解するすべを知らない人につ

いても同じである。また同様の例をあなた方に話そう。自分の不徳をよく心得

ている人は、確実に改心する。そのような人は、おべっか使いが誉めてくれる

ことをすぐには信じないし、そのような賞賛を嬉しいとは思わない。

（3601～　）立派な君主は、人が自分のことを誉めてくれる場合、「あの人が言っ
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ていることは本当だろうか」と、よく考えるがよい。しかし、もしその人が嘘

をついて誉めているのなら、おべっか使いがそのような子供じみた人形遊びの

ようなことで騙そうとしているのを、君主は遺憾に思うがよい。なぜならその

後別の機会に、その人が君主のもとから離れて行った時、人形が本当の子供で

あると考えてはいけない（嘘の賞賛に騙されてはいけない）ことを、その人は

十分に示唆してくれるのだから。その人はそのことで、次のこともしかと教え

てくれる。つまり彼はその人形を用済みとしてすっかり隠し、本当はあの君主

は卑しい奴であると言っているのだと。彼はその時、かつて行なった賞賛のこ

となど考えていないのだ。

（3617～　）誉めるべきでないことをうんと誉めることほど、人をひどく貶す

方法は他にない。なぜなら、そのようにする人はその時、次のように最大の批

判を浴びるようになるからだ。つまり「友よ、君が行なっている賞賛は本当で

はないね」と皆から批判され、寄ってたかってもっとその人は悪口を言われる

ようになるからだ。賞賛が嘘とないまぜになっている場合、君主はその時十分

には尊敬されていない。

（3627～　）さあ、子供達が鏡の中を覗き込んでいる場合、留意せねばならぬ

ことがある。子供達は一緒に遊んでいる子供の一人が、写っているその鏡の中

に実際にいるのだと思い込むが、これは大きな理解力からなされているのでは

ないということだ。頭が痛いのに、その頭は異常ないと他の人が言うのを信じ

る人は、そのような子供達よりも随分と愚かである。そのことで私が言ってい

るのは、次のような君主の心である。つまり自分自身の思うことを信ずるより

も、おべっか使いや邪心のある人が言うことの方を、もっと信じる君主の心だ。

君主の気持ちを他の人が、どのようにして君主以上に分かるというのか。君主
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が次のように騙されるのが、私は不思議でたまらぬ。つまりおべっか使いが、

君主に対して見事に振る舞っておられると賞賛するとき、君主は全く正しくな

いことを正しいと思い込むのだ。同様のことを言っておこう。触れ役達が騎士

らの前で、「さあさあ、騎士達よ、立派で気高くて高邁な心の騎士達よ！」と

大声で叫ぶとき、自分がすっかり（百獣の王）獅子になっているように思い込

む騎士がいるが、しかしその騎士は立派な人々の恥さらしになっている。

（3653～　）立派な君主なら邪まなものだと見なすはずのものを、逆に良いも

のだと見なす人々がいる。そのような間違ったことは、彼らの卑しい心から起

こるのだ。彼らは皆、欺き・嘘・おべっかを、邪まなものと見なすべきである。

そうすれば嘘つきもおべっか使いも、それほど多くはいなくなるであろう。そ

のことについて更にたくさん話しておこう。君主が正しく振る舞おうとし、徳

操の点で完璧であるなら ,自分についてたくさん噂されることを少しも気にか

けるべきではない。なぜなら立派な君主は、名声のためというよりも神のた

めにこそ、立派であろうと望むからだ。神のために立派であろうとする人は幸

せである。私はよく知っている。正しいことに心を配ることのできる立派な人

は、自分の美点についてあれこれ噂されるのを、心の中で望んではいないとい

うことを。太陽の光を日がな一日遮るなんてことは、誰にもできない。太陽は

明るいですよと私が教えるなら、それは（当たり前過ぎて）余計なことであろ

う。誰もが目にしているものを、取り立てて言う必要はない。行ないが賞賛の

輝きを放つ人は、当然ながら十分に賞賛を受ける。そのような輝きを放つこと

のできる人を、誰も非難することはできない。それゆえ、行ないが賞賛の輝き

を放っている人を賞賛することも、まことに全く必要がないのだ。なぜなら（わ

ざわざ誉めなくても）彼の真価は、十分に明らかであるのだから。それとは逆

に、有名になろうという欲求をもつ人は、いつも辛い思いをする。なぜならそ
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の人は能力以上のことを行なおうとするし、これから先何によって生きていく

べきかということに、日夜悩むからである。当然そのようなことに思いを向け

る人が幸せになるということは、滅多にあるものではない。自分の有名さが役

に立つことといえば、その人が騒ぎ立てられて、やんやの喝采を浴びながら地

獄に堕ちたり、痛ましい最期を迎える場合に死後拍手をして喜ばれたり、すっ

かりくたばってしまったわいと、大声で囃し立てられたりすることだけである。

彼が苦しい生活をすることによって無理やり手に入れる名声は、彼にそのよう

な仕打ちを受けさせるのだ。私は（世俗の有名人になって）賑やかに地獄へ堕

ちていくよりも、むしろひっそりとでも確実に天国へ昇りたいものである。天

国へ昇っていきたいのなら、名声からしかと身を守るがよい。人は騒ぎ立てず

に正しく立派に振る舞うべきだ。これが私からの教えである。なぜなら、（こ

の世で騒がなくとも）そのことは確かに天国で明らかになるからだ。しかし本

当に、自分の有能さを噂してもらい賞賛をしてもらわなければ、全く惨めであ

ると思っている君主達がたくさんいる。それゆえそのような人達は、私にはあ

まり賢いとは思えぬ。なぜなら正しく振る舞う君主は、もし自分のしたいこと

を誉めてもらうためにするのであれば、そのことによって自分の値打ちを下げ

ることになるのだから。徳操から生ずるのでなければ、それは常に不徳である。

人は正しく振る舞うように、徳操ある自分の心によって強制されるがよい。と

いうのは、もし世俗の名声が彼を強制するようなことがあれば、徳操は大きな

不徳をもたらすからだ。だが残念なことに、そのような人々がたくさんいる。

まことにあなた方に言っておく。彼らは徳操の名誉のために行なうよりも、世

俗の名声のためにもっと多くのことを行なうのだ。つぎのことも真実として言

うことができる。つまり貧乏人に 1プェニヒの施与すらも拒絶するケチな人が、

馬など貰わなくても困らない金持ちに駿馬を差し出す。なぜなら馬を贈ったこ

とを、あちこちで話してもらえるからだ。ああ悲しや、哀れな名誉欲よ！ 名
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誉欲の強い人は、裸で歩いている貧乏人を助けないのに、十分に衣服を着込ん

でいる裕福な人に、いつも衣服を着せる。彼は贈り物をすることによって徳操

を得ようと努めるが、その贈り物は大いに不徳からなされるものだ。

（3741～　）木の枝は根が悪ければ枯れる。建物の基礎を藁で作る人が、その

藁の基礎の上に壁を作ろうとすれば、その壁は長持ちしない。同じことを言っ

ておく。人が正しい行ないをしても、自分の立派な心のゆえにするのではなく

て、世俗の名声のためにするのなら、それは徳操とは呼べない。なぜならそれは、

徳操から生まれる行為ではないからだ。たとえ少しの間、不徳を徳操であると

思い込んでも、そういう理不尽なことが長続きすることはあり得ない。そのよ

うな賞賛を受けても、たかがしれている。世俗の名声はとても萎えた脚をして

おり、後に一人取り残されざるを得ない。しかし人が徳操正しく行なうことは、

廃れることがないし立派でもある。なぜなら神は、そのことをお忘れにならな

いからである。それだからこそまた、取るに足りないような人が、国王達にも

ましてあらゆる国々にその名がよく知られるということも、しばしば起こるの

だ。

（3761～　）いつも名声を求めて励み、名声を得ようと苦しい生活を送り、名

声のために施与をした人々は、自分の施したものがいつまでも評判になるよう

な生き方など、とてもできはしないであろう。アレクサンダー大王は多くの国々

を贈り物として与えたが、それらの国々によって彼の名が、今でも人々の口に

のぼることは殆んど無い。大王はまたたくさんの豪勢な贈り物を施したが、そ

れらの贈り物によって彼が今日得ている見返りは僅かである。というのは上で

述べたように、名声のためになされることは、（広く知らせるための）長い足

を持つことができないからだ。そのまま忘れ去られることが宿命なので。それ
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とは反対に徳操のためになされることは、たとえ取るに足りないような人がそ

れを行なっても、当然ながら広く知れ渡ることになる。財産は乏しいけれども

心は豊かである、つまり貧乏ではあるけれども立派である騎士が、大切なマン

トの一部を施したという美談は、いつも人々の口にのぼる話（聖マルティンの

逸話）である。このマントの一部が彼をすっかり幸福にしたのだ。見よ、彼が

施したのはとても僅かなものであった。但し彼の心はとても清らかだったので、

徳操によってそのマントの一部を施したのだ。そういう理由で、彼はいつもそ

の名が挙げられる。だから正しいことを考えることのできる人は誰でも、貧乏

な人を無視してはならぬ。放浪の旅芸人に、嘘の賞賛をしてもらうために施し

をする人々がいるが、しかし貧乏人達こそ真実の賞賛をしてくれるのだから、

彼らのことを決して忘れないようにということも、心に留めおくがよい。しか

しながら私達が施しをするのは、神のためというよりはむしろ名誉のためであ

ると言えるような状況になっている。だから私達への賞賛が長続きすることは

あり得ない。サクランボの木に梨を探してはならぬであろう。一切のものが必

ず終わりを迎えるこの世で、賞賛を得ようと思う人も私には全く賢いとは思え

ぬ。賞賛がたくさん聞かれ、一切のものが終わりを迎えることがないあの世で、

賞賛を獲得しようとする人は素晴らしい救いが得られる。なぜならあの世（天

国）は滅びることがないからだ。

XI．（3809～　）これまで私はあなた方に十分話してきた。有名になりたいと

いう欲求が、名声のある人にどれほど多くの苦しみを与えるかということを。

その欲求はいつも、名声のない人をも苦しめるのだ。というのは、彼もいつか

有名になろうとして、日夜つぎのことを考えるから。つまり有能に見えるよう

に、自分の有能さについて大いに噂してもらいたいが、それをどのように始め

たらよいかと考えるのだ。しかし彼は真に有能であろうと望んでいるわけでは
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ない。なぜなら、そもそも有能であろうとする人は、名声など全く必要としな

いからだ。それに対して有能でない彼は考える：「私がこれを行なえば、その

ことによって私はもっと誉めてもらえるだろう。」しかし、いつも名声を望ん

でいる彼は、何がもっと良いことなのかを考えない。彼は（名声を得るために）

宮廷でたくさんの施しをしようと考えがちだが、しかし立派に施しをするため

には、どのようにしたらよいのかということは考えないのだ。

（3831～　）彼は頭の中で、多くの立派な騎士がなすべき馬上槍試合を行なう。

想像で彼は、その槍試合を見事にこなそうとする。こうして彼の愚かな空想の

槍は、（相手の騎士達を馬上から突き落とし）数多くの鞍を空にする。彼にか

なう者は誰もいない。騎士達は皆、彼のもとからすごすごと去って行かざるを

得ない。さあ注意して聞け、この世で彼の有能さがどのように語られ広められ

ているのかを。彼の想像であるが、騎士達はまた口をそろえて、彼の兜飾りは

宮廷風であると言う。陣羽織はとても豪華なものだ。彼に比肩できる者などい

ない。その馬は見事に駆ける。甲冑はしかるべくとても彼に似合う。鉄の脛当

ては大き過ぎず小さ過ぎず。ああ、彼は脚をなんとリズミカルに動かせるのだ

ろう！ 彼と同じように馬を走らせる者はいない。彼はあらゆる有能さに満ち

ている。心の中で思う：「これは実に素晴らしい夢だ。」

XI．（XII.) 　（3855～　）高貴な家柄も同様に、私達に夢を見させてくれる。

他の人よりも家柄が高貴な人は、いつも自分が立派であると思い込むが、それ

は思い違いだ。高貴であると言えるのは、自分の心と思いを真の善行に向ける

人だけである。

（3863～　）確かに真実として言えるのだが、もし人が身分高く生まれながら
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も心の高貴さを失ったら、その生まれは彼をすっかり恥ずかしめる。というの

は身分高く生まれた人には、その生まれが立派に正しく振る舞うことを常に要

求するからだ。立派に正しく振る舞うように自分を強制しなければ、彼はもっ

とたくさんの恥辱を味わう。つまりその高い生まれが、彼の名誉を失わせるの

だ。

（3873～　）有能な人が自分の先祖の立派さのゆえに、そして先祖の高貴さの

ゆえに、誇り高い気持ちを抱こうとすることもまた、私にはとても不思議に思

える。先祖によってというよりはむしろ自分自身によって、高貴であると言わ

れるようなことをすることができれば、その方がもっと素晴らしい分別である

と私には思える。

（3881～　）本来の先祖という点で言えば、誰もが（神の子ゆえ）高貴である。

そのことを理解できるなら分かるであろうが、自分の本来の生まれを守ろうと

する人は、とても多くの高貴さを持っている。神の命令を実行する人々は皆、

神の子である。神の命令を実行しない人は、神が与えてくださった高貴さを自

らのせいで失うし、そのうえ悪行のせいでいつまでも卑しいままでいる先祖を、

自分のために選び取るのだ。折角の高貴な父祖（神）を捨てる人は、その高貴

さを台無しにする。

（3895～　）神は私達皆をお創りになった。つまり神の御心が私達を、まこと

この世に生まれさせてくださったのだ。それゆえ、自分の悪行のせいで高貴さ

を台無しにした人を除けば、私達は皆神の子である。このことから、あなた方

は当然ながら留意すべきなのだが、正しく振る舞う人以外には誰も高貴だと呼

ばれてはならぬ。不正な心を抱いている人は、徳操を得られないまま生きてい
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かねばならず、不徳を愛するがゆえに高貴な生まれを捨てるのだ。これは高邁

な英知から生ずることではない。その人はひどい購いをしたものだ。老年であ

れ若年であれ、卑しさ・邪まな心・嘘・心変わり・無作法・不徳のせいで自分

の高貴さを失ったのだから。

（3915～　）私の話すことを正しく聞くならば、あなた方はすんなりと理解で

きる。この世で高貴である人は、いつも宮廷作法を心得ているということが。

なぜなら私が先にも話したように、正しく振る舞うということが宮廷作法なの

だから。宮廷作法の心得がある人は、自分が行なうことを正しく行なう。よいか、

いつも正しく振る舞う人が高貴なのだ。高貴な人々は皆神の子である。

XII．（3927～　）もしよろしければ高貴さについて語った後、これから欲望が

どのようなものであるのかについて話したい。欲望は誰もが持っているもの。

賭け事がとても好きな人、大食らいする人、鷹狩りの好きな人、居酒屋で酔い

つぶれる人、いつも狩りをする人、婦人達のもとで身を持ち崩す人。このよう

に激しく欲望につき従う人々は、様々な不幸の道をすすんで行く。

（3939～　）日がな一日、自分の欲望に十分に従えない人は、全く不幸である

と思う。しかし、いつも欲望に従う人の方が、はるかにもっと不幸であると確

言できる。なぜなら欲望を満たして喜びを得ても、その喜びの大きさに見合う

苦しみを、すぐに味わうことになるからだ。

（3949～　）知っておいてほしいのだが、賭け事に耽る人が勝った時にどれほ

ど幸せになろうとも、負けた時には甚だしく不幸せになる。彼が（賭け事をす

る時に）手の中に持っているサイコロは、即座に喜びか苦しみを決定する。よ
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いか、賭け事において喜びと苦しみの間は紙一重なのだ。喜びと苦しみの間に

あるものは、たった一つのサイコロにすぎず、しかもそれは小さい。大食漢は

食べることによってどれほど幸せな気分になろうとも、食べて健康を損ねたら

かえってひどく不快になる。彼は普通なら与えられないような食事を 10回も

食べたのだから、健康を損ねるのは当然だ。信じなさい、鷹狩りによってどれ

ほど快い気持ちになろうとも、その鷹を失えば逆にずっと不幸せな気持ちにな

る。酒を飲んでどれほど心地よくなろうとも、飲み過ぎればかえって頭がガン

ガンとしてひどく不快になる。というのは酒を飲み過ぎると、目も見えず耳も

聞こえなくなるほどに、呆けてしまうからだ。酒と交換に分別を手渡すなら、

その交換は大損であると言えよう。誰もが知っておくべきことだが、狩りをす

る人がどれほど快適であろうと、猟犬が猪に傷つけられれば逆に甚だ不快な気

持ちになる。

（3983～　）ある男が妻を娶った時にどれほど喜んでも、彼女が別の男を愛す

るようになれば、夫は逆に極めて大きな悲しみを覚える。なぜなら、どこであ

れ大きな喜びがある所には、かならずや大きな苦しみもあるからだ。

（3991～）財貨の獲得を好む人は、財貨を持っていない人よりも、もっとそれ

を失うことに耐えられない。移り気な妻をもっている人が彼女を愛しているな

ら、喜びの傍らに大きな苦しみと悲しみが控えている。私ならそのような人に

はなりたくないものだ。

（3999～　）立派な男なら誰でも、もし妻の素行が立派であるとはとても言え

そうにないなら、次のことを知っておくがよい。つまり妻が移り気であれば、

どれほど徳操高い男でも、他の男どもを心の中から振り捨てるほど十分に彼女
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に気に入られるということはありえない。徳操ある男性を気に入るなら、彼女

は立派だと言えるのだが。自分の名誉を守ろうとしない女性が正しく振る舞わ

ない場合、彼女は夫の徳操を無視して顧みることがない。他方自分の名誉を守

ろうとする女性は、たとえ夫が多くの不徳を持っていようとも、自分のなすべ

き正しいことをする。あなた方はそのことをしかと信じよ。よいか、夫が善良

であろうが邪悪であろうが、立派な妻は正しい振る舞いをする。しかし、望む

限り夫が立派であっても、邪まな妻は多くの過ちを犯す。

（4019～　）そのことについて一つ助言をしておこう。楽しんで生きていこう

とする人は、たとえ妻がどのような振る舞いをしようと、楽しく高揚した心を

もって生きるがよい。分別のある人なら分かるであろうが、たとえ夫自身が立

派な人であっても、妻に不埒な振る舞いをさせるものがすべて、彼女の心の中

に隠れ潜んでいるのだ。妻が邪まなことをどれほどたくさん行なおうと、それ

は夫のせいではない。夫は（妻とは関係なしに）自分のなすべきことを、心変

わりすることなく十分に実行せよ。そうは言っても、私達はなかなかそれを実

行しない。軽蔑すべき輩は、立派な妻を持ちたがる。しかし立派な妻を持とう

とするよりも、自分の無作法を捨てようとする方が、もっと良い分別だと思え

るのだが。妻を良くすることはできるのに、自分が不正に染まっている男は、

なんと心を惑わされていることか。そのような男は妻から目を離さないように

するのだが、そのくせ自分は全く立派ではないのだ。自分自身にしかと目を光

らす人は、なすべきことをしている人だ。よいか、自分自身に目を光らすより

も妻の方にもっと目を光らす人は、当然自分自身に向けるべき誠実さを、全然

ありがたく思ってもらえない所へせっせと向けているのだ。そのような目の光

らせ方をしても、何の役にも立たない。なぜなら自分自身を汚そうとする人は、

いつかそのようなことをしてしまうやり方を、いくらでも見つけ出すからだ。
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（4053～　）男も女もそれぞれが自分自身を守るように、私は望みたい。その

ようにできれば、礼儀作法にかなっていると言えるであろう。しかしそれに対

して、もっとたくさんの女を獲得する（関係をもつ）ことが、宮廷作法であり

名誉であると思っている（ふとどきな）連中がいる。それゆえ当然のことながら、

彼らがこの恥辱的な振る舞いを何とも思わないので、女達の悪事が直ちに彼ら

の恥辱になる。ひとりの男が複数の女と一緒に行なうことは、すべてが良いこ

とだと見なされる。男である私達が敢えて正しいことを行なっても、私達の身

に起こる（女達の）不正から身を守ることはできぬ。なぜなら女が悪事を犯すと、

男の私達が恥辱を被るからだ。男が思い上がって女にはたらく暴力がどれほど

大きいと言っても、私達男が被る女からの暴力はそれより遥かに大きい。その

ことを私は真実としてあなた方に言うことができる。私達男は大きな暴力をは

たらいても、自分の恥辱を何とも思わぬ。ところが女達は私達にもっとたくさ

んの暴力をはたらく。なぜなら女達の恥辱的な行為は、私達男の不名誉になる

から。あなた方が私の言うことを正しく聞き取るなら分かってくれるだろうが、

そのことは実は、私達男が望んで起こっていることなのだ。

（4083～　）女達には彼女ら自身の礼儀作法と無作法をもつに任せ、私達は私

達で自分の礼儀作法と無作法をもつなら、その方が格段に素晴らしいことであ

ろう。自分自身に目配りできるよりも、他の人にもっと目配りできる人は、不

思議な人である。そのような技を学ぶためになら、私は学校へなど決して行き

たくはない。それよりももっと良い技を学べないのなら、学校は私にとってど

うでもよいものだ。愚かなことか分別あることかは分からぬが、私は他の人よ

りも自分の身が大事だ。それゆえ私も女性達に関わることなく、彼女らを放っ

ておこう（女性は女性のやり方でやるがよい）。私が妻をもつことになって、

彼女が私の望むことをしてくれなくても、彼女が恥辱的なことをしたいのなら、
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したいようにさせておこう。そうするのが私には良いことだと思える。なぜな

ら妻が悪行によってどれほど夫を辱めようとも、夫は徳操によって名誉挽回を

はかれるのだから。

（4105～　）さて、私はあなた方に十分に話した。いかに多くの痛みや苦労が

私達の欲望の傍らにあるのかということを、またどのようにして苦しみが喜び

の傍らを歩むのかということを。じっくり考えてみれば分かることだが、自分

の欲望を叶えられない人にも、そのことによって常に苦しみは起こる。賭け事

を好む人は賭けで失うものがなくなっても、ああ、なんとまあ彼はあっちへこっ

ちへ、賭けから賭けへと渡り歩くことか！ 大儲けの想像をたくましくして。

もはや食べ物がなくなった時、大食漢がたくさんの美味しい食事を想像するな

ら、ああ、なんという苦しみが彼の身に起こることか！ 狩猟や鷹狩りの好き

な人、ならびに居酒屋に入り浸るのが好きな人が、好きなことをできなくなれ

ば大きな苦しみを味わう。

（4125～　）妻を愛し過ぎている人は、いつも辛い思いをする。妻の姿が見当

たらないと、彼は昼も夜も正気でいられない。ああ、彼はいつもなんて下らぬ

ことを考えているのだろう。彼は心の中で何を想像しているのかを見られたら、

そのことを大いに恥じなければならないであろう。しかしそれよりもむしろ、

彼は神に見つめられることの方をもっと恥じるがよい。なぜならどんな想像も

神に対しては秘密にできないし、神はその気になれば日の光が決して差すこと

のない所（地獄）へと、彼を落とす力を確かに持っておいでなのだから。人は（天

国へでも地獄へでも）どこへ行くことになろうと、想像でも実際の行為でも神

の怒りに触れないように身を守るがよい。これは賢者達の教えるところである。

第三の書はこれで終えるとしよう。これから第四の書を聴いていただきたい。
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［注］　訳出に使用したテクスト

Heinrich Rückert (hrsg.v.): Der Wälsche Gast des Thomasin von Zirclaria, Berlin, 1965.




