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ルカヌス『内乱』における fama

上 月　翔 太

キーワード：ルカヌス／『内乱』／ fama／ウェルギリウス／白銀期ラテン語叙事詩

1. はじめに

エンニウス以来続くラテン語によるダクチュロス・ヘクサメトロスによる

叙事詩文学は、古代ギリシア文学の正当な後継者である。ラテン語の叙事詩

文学を著すことを試みた詩人らはみなインヴォケーションやカタロゴスな

ど、ホメロス以来のギリシア叙事詩人が用いてきた技法を使い、またその物

語の内容も、ギリシア由来のオリュンポスの神々の物語をいわばローマ風に

解釈（interpretatio Romana）して歌っていた。

もちろん、本来異なるエスニシティであるのだから、差異も存在していた。

例えば、神話を描きながらもラテン語叙事詩は現実の「歴史」を歌うことを

エンニウス以来意識していた。それはローマ人たちが、自分たち固有の体系

だって展開に富んだ物語としての「神話」を有していなかったことに原因が

あるとも言えるが、ともかく、ローマ人たちは人間たちの史実を叙事詩の題

材とする点で、ギリシア叙事詩とは異なっていたと言える。

こうした状況にあったラテン語叙事詩の伝統を語る上で、重要な概念が

famaであると筆者は考える。

この famaの辞書的な語義は主に、「語りの形式」に関わる意味と、その語

りによって人物に与えられる評価に関わる意味である。もちろん、この両者

の意味をそれぞれ別の語で置き換えることも可能である 1）。しかし、重要なの

はこの famaという語が、単なる「語りの形式」としての意味を越えて、様々

な意味において人間と関わりうる点である。そして、famaの作品中での機
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能を考察することで、その文学作品あるいはその文学ジャンル―とりわけ、

叙事詩文学―、の性質の一端を説明することが可能になると考える。

この fama論への取り組みは例えば、Braudyによるもの2）　が大きな研究で

ある。アレクサンドロスから始まり、古代ローマ、キリスト教世界など通時

的に fama（その関連にあるラテン語honorや英語の fameなど）がいかにイ

メージ化されてきたのかをこの研究は描き出している。その対象は必ずしも

文学ばかりに限定されたものではないが、famaの歴史的展開を捉えるには

有益な研究である。また、文学研究という面からはHardieの大部の研究3）　が、

古代ローマからミルトンやスペンサーにいたるまでの famaの展開を追って

いる。

本論文は紀元後1世紀の叙事詩人ルカヌス（Marcus Annaeus Lucanus, A.D. 

39-65）の叙事詩『内乱』De Bello Civiliを取り上げ、本作の fama概念を検討

する。この『内乱』は、ウェルギリウスやオウィディウスといったラテン文

学の「黄金期」の詩人たちの時代（とりわけオクタウィアヌスの治世）から

やや下った「白銀期」に位置する作品である。カエサルとポンペイウスを中

心として繰り広げられたローマの紀元前1世紀の内乱の史実を題材としてい

るが、創作途中に詩人が時の皇帝ネロとの関係悪化から自害を命じられ、そ

の作品は10巻で中断されてしまった4）。修辞的に技巧を凝らした文体で、全

体の筆致は激しい作品である。

なぜ、『内乱』の famaなのか？この点について2つのポイントを示してお

きたい。

まず、ルカヌスに代表される白銀期文学の研究蓄積の少なさが挙げられる。

Braudyの研究は大きなものであるが、白銀期詩人についてはほとんど言及

していない。Hardieにおいても、ウェルギリウスやオウィディウスにはそれ

ぞれ一章分の考察が割かれている一方で、いわば「その他の詩人の事例」と

して付随的に扱われている5）。また、その中で論じられている内容は、ポンペ

イウスとカエサルに関係する、いわゆる「土地縁起譚」としての famaに特

化し、そこから描きうる詩人の文学観という問題には至っていない6）。両研究
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ともに、古代以降の世界における famaを古代ローマ世界と接続して論じた

点は大いに評価できるが、その結節点にある白銀期文学の貢献に目配せがな

されていない。

そして、この白銀期文学の貢献という点が2つ目のポイントになる。すな

わち、白銀期詩人たちが自分たちに先行する黄金期詩人たちに対して有して

いた批評性である。白銀期詩人たちにとって、黄金期詩人たち（英雄叙事詩

ではとりわけウェルギリウス）は、厳然たる模範としてあった。特に、ルカ

ヌス『内乱』は一般に説明されている通り、「反・ウェルギリウス」的叙事詩、

つまりウェルギリウス『アエネイス』が称揚した価値を全て逆転させた叙事

詩である7）。この創作姿勢は、ルカヌスのウェルギリウスに対する批評性の表

れと見ることができる。

この点で特筆すべきは、ルカヌス『内乱』が行為者としての神々をまった

く描かなかったことである。ウェルギリウス『アエネイス』は英雄アエネア

スに対し、神々が働きかけを行い、イタリア建国という定め（fata）を実現し

ていく過程の物語である。作品世界で神々は語り、時に英雄一行の旅路を妨

害する。この人事に介入する神々は古代ギリシアのホメロス以来の叙事詩に

とっては常套的な存在である8）。しかし、ルカヌスはそういった神々を描くこ

とをしなかった。

ここにルカヌスによるウェルギリウスへの批評が叙事詩における神話世界

（とりわけギリシア神話）とローマ史の接続に対してなされたものであると

考えることができる。『内乱』が―誇張や改変は加えられているが―、基本

的に史実に基づいた作品であることを鑑みるに、ルカヌスは叙事詩文学と神

話の関係を更新しようと試みたのである。famaこそ、このルカヌスの試み

を説明する鍵概念である。本論文はこうした fama概念の『内乱』作中にお

ける批評的機能を明らかにする9）。
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2. 『内乱』におけるfamaの性質①～語りの形式

以下の2章、3章でルカヌスの famaの用法及びそこからうかがわれるルカ

ヌスの叙事詩観を検討する。先に述べた famaの二つの大まかな意味に則し

て論じていく。すなわち、2章では主に「語りの形式」としての fama、3章

ではその famaがいかに登場人物に関係しているかという点に注目する。

さて、本章では「語りの形式」としての famaを論じる。まず第9巻におい

て、「言い伝えによると」ut fama（9, 348）として導かれるのは、トリトニ

ス湖に関わる神話伝承である。先にルカヌスの特筆すべき特徴として、人事

に介入する神々が描かれない点に言及したが、彼は神々を全く作品に描かな

かったわけではない。彼は例えば土地の縁起譚などの挿話として神々の物語

を描く。もちろん、その中では神々は活写されている。

ただし、この famaの含む内容は神話伝承だけではない。例えば、カエサ

ルがルビコン川を渡ったことがローマ人に知らされた直後の人々の様子を描

いた一節には、カエサルの行動が「噂に」famaeとして伝えられる。この内

容は神話ではなく、近時の出来事に関連したものである。

あるいは、第4巻には土地（リビュア）の伝承として、ヘラクレスとアン

タエウスの格闘（神話的内容）と並んでスキピオ・アフリカヌスの滞在につ

いて述べられる場面もある。神々の挿話と並んで、スキピオという歴史上の

人物について物語られている。すなわち、『内乱』における famaは、取り立

てて神話に限定されず、あくまでその場面そのものから一線を画した世界―

神々の世界、歴史的な過去の世界、直接見聞きしていない世界―、の伝承や

報告である。

では、こうした語りを担うのは誰であろうか。例えば、先に紹介したリビュ

アにおける伝承は「多くの父たちから伝えられている話」（4, 592）として

はじめられる。そして、その話を語るのは匿名の「住民」incola（4, 592）で

ある。あるいは第9巻ではエジプトの神殿における伝承に関して「人々が語
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るには」ut memorant（9, 153）として、ここでも不特定多数の人間における

伝承という面が示されている。famaの担い手は基本的に匿名の不特定多数

の群衆である。

では、この famaに対して語り手たる詩人はどのような態度をとっている

のか。詩人は神々のことを語ろうとする場合には fama、あるいはそれに準

じる語りの場を準備している。しかし、そうして始められる物語に対するル

カヌスの態度は以下の詩句に象徴されるものである。ヘスペリデスの園の荒

廃にふれた上で、彼は「古い時代から続く名声を拒み、詩人に真実を要求す

る人は悪意ある人である」（9, 359-360）と言う。

この表現は、詩人の「名声」の根拠を、彼の歌う「真実ではないもの」、す

なわち虚構に置いている。「悪意ある」invidus人物という表現は皮肉であり、

裏を返せば、ルカヌスは自身の詩がここで語っている寂れた園こそ「真実」

であると述べていることになる。語り手としてのルカヌスの語る famaは、

こうした神話伝承が有するとされる虚構性への懐疑を含んだ物語である。

この famaの有する虚構性は、先に言及したように、匿名の不特定多数の

人間に語られることを通じて一種の脅威になることも『内乱』に描かれてい

る。しかも、その過程で famaの虚構性そのものが増していくのである。第1

巻でカエサルのルビコン越えを知ったローマ人たちは、自らその災厄を「捏

造」fingereし、さらに恐れてしまう。（1, 485-486）

他方、詩人の視線は人々の恐怖が虚構のものであると捉える。そうした詩

人の叙述から、虚構としての famaはその作用として、恐怖などの激情を喚

起し、その結果さらなる別の famaを誘発することが示されるのである。こ

の famaの「作用」という面については後述する。

さて、ここまでルカヌスにおける「語りの形式」としての famaの働きを

見てきた。ここまで見てきた famaの性質について、ウェルギリウスの描い

た怪物としてのFamaとの関連に言及しておこう。
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『アエネイス』第四巻10）　　174-189

「噂Fama」、これよりも速い害悪は他にない。動きが加わるや勢いづ

き、進むにつれて力を身に帯びる。はじめこそ怖がって身を縮めてい

るが、すぐに上空へと伸び上がる。地上を歩みながら、頭は雲のあい

だに隠れている。・・・（中略）・・・足が速く、敏捷な翼をもつ。恐

るべき怪物は巨大で、体表には数多くの羽毛を生やし、語るも驚異だ

が、それらと同じ数の眼がその下に不眠で見張り、同じ数の舌、同じ

数の口が響きを上げ、同じ数の耳がそばだてられている。夜には天地

の中ほどを飛び、闇を切って音を立てる。甘い眠りに両の眼がふさが

れることはない。昼には見張りとなり、館の天辺の高みから、あるい

は、聳え立つ櫓に座を占める。大いなる町々も震え上がるよう、こし

らえごと、歪んだことを携えながら、真実をも知らしめる。このとき

も「噂」は諸邦の民をいくとおりもの話で満たした。

これまでルカヌスについて見てきた famaの持つ性質は象徴的にこの詩行

が描いていると言える。土地の縁起譚といった挿話としての famaは必ずし

もこの怪物Famaが示すところではないが、不特定多数の人間に語られる点、

そこには「歪んだこと」として「真実」とは異なった虚構が混じっている点

は、ルカヌスとウェルギリウス双方に認められる。

ただ、先にルカヌスの描いたローマ市民に描かれるような、人間に強烈に

作用する famaという面についてはより詳細な議論を要する。確かに、ウェ

ルギリウスもこのFamaが人間にどのように作用しているのかを描いている。

しかし、『アエネイス』におけるFamaの人間への作用は、一様に「嘆き」を

中心とした人々のネガティブな感情の喚起である 11）。つまり、「Famaの広まり

→人々の嘆き→人々の行動→事件の進展」という構造が『アエネイス』中で

一貫しているのである。

一方、ルカヌスの描く famaは、人間たちへの影響関係という点ではヴァ

リエーションに富んでいる。むしろ、famaが人々に及ぼす作用を様々に描
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き出すことで、『アエネイス』という英雄叙事詩への批評性を発揮している

と考えられる。以下に、その famaが人間にいかに関わっているかを見てい

くことにする。

3. 『内乱』におけるfamaの性質②～物語と人間

3.1 クリオの誤解

まず、カエサル派の軍人クリオを扱う。この人物自身は作中での登場は多

くなくさほど重要な存在ではないが、famaと人間の関係を述べるにあたっ

て、非常に良い考察対象である12）。

第4巻でクリオのエピソードが語られる。クリオはリビュアに赴き、ポン

ペイウス派の軍勢と争い、最終的にはその地での戦いで死んでしまう。ただ、

このクリオのエピソードはすぐに進行することはない。彼の戦闘のエピソー

ドそのものが始まる前の場面として、彼はこのリビュアの現地の住民にその

地にまつわる話を聴くことになる。

このリビュアでの伝承は先に紹介した通り、「多くの父たちから」語り継が

れたものであり、その語り手も無名の住人に過ぎない。その内容は、ヘラク

レスと巨人アンタエウスの格闘という神話、そして、スキピオ・アフリカヌ

スがかつてそこに駐屯していたという史実に関わるものであった。特にヘラ

クレスのエピソードについて、その語りは非常に詳細なものであり、巨人ア

ンタエウスを地面に着かぬように絞め殺した顛末が十分に語られている。

このような「語り」―すなわち fama―、を聴いたクリオは、こうしたヘ

ラクレスとスキピオという英雄たちの業績がまるで自らの良き前例であるか

のように考える。住民の話を聴いた直後のクリオについて、このように説明

がなされる。

クリオは、あたかもその土地の運命が自分のために戦争を担って、先人

の将軍らの運命を呼び戻してくれるかのように喜んで、幸福な地に幸福
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ならざる天幕を張って、陣営に専心し、丘から吉兆を取り上げると、力

において対等ならざる敵たちを脅かす。（4, 661-665）

クリオは famaを武人としての自身の前例の物語として受け止め、その物

語をいわば縁起物のように理解し、「喜んで」laetatusいる。まさに自分もヘ

ラクレスやスキピオの如く「名声」famaを得ることができることが約束さ

れていると認識している。

しかし、詩人の語りはクリオの敗北を明らかにしている。「幸福な地に幸

福ならざる天幕」は現実と伝承の世界の差異を明示している。事実、クリオ

はこの直後の戦いで敗れて死んでしまう。しかし、住民から famaを聴いた

時点では彼にはそのようなことは気づかれない。彼は famaによって虚しい

希望を得たのである。

「語りの形式」としての famaに対して、クリオが全くの外部にあることが

ここからわかる。クリオがどれだけ famaの中の英雄の業績に自らの成功を

見たとしても、彼は famaに対して全くの外部にある以上、famaの中におけ

る英雄のような業績は成し得ず「名声」としての famaにヘラクレスらと同

じく与ることもできない。引用において示された「あたかも」以下の内容が、

完全なクリオの思い込みに過ぎないことは明らかである。ここに famaと人

間の関係の一端を見ることができよう。クリオは現地住民の語る famaの外

部にある「聴き手」に過ぎないのであり、その famaの中に語り継がれるよ

うな存在では決してなかったのである。famaはそれを耳にした人々に作用

すると先に述べたが、ここでのクリオの感情は「神話、歴史上の英雄」の

famaによって―空しい希望を抱かせられるという点で―、作用されている。

そして、その状況を冷静に描く詩人の語りは彼の思い込みを描き出している。

3.2 カエサルの自己演出

クリオはいわば素朴な famaの聴き手に過ぎなかった。聴き手である以上、

どこまで行っても famaの外部に位置し、その中の英雄たちと同じく語られ
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る存在にはなり得ない、という観察が詩人によってなされていた。このクリ

オの素朴さに対して、彼の上官に当たるカエサルは famaとの関係に特に意識

的な存在として描かれている。すなわち、ルカヌスは、カエサルを famaとの

関係に極めて意識的にふるまう自己演出の人物として描いているのである。

カエサルと famaの関係性を象徴するのが第1巻のローマの場面である。ル

ビコン川を越えたカエサルについての「噂」famaが、人々の口に上りつつ、

真実と虚構が混じりあって人々を恐怖に陥れていく展開を先に見た。この場

面について、Hardieはウェルギリウス的怪物Famaの諸特徴が、カエサルや

その噂を広める人々の描写のうちにあることを指摘している13）。怪物Famaは

『内乱』中には登場しないが、その忌まわしいイメージをこの場面が援用し

ている。そして、famaの活動の結果として人々の心中にイメージされるカ

エサル像に変化が生じることが以下のように言及されるのである。

彼らが見ているのは、記憶している彼ではない。敵を倒したいまや、彼

は一層巨大で、残虐で、凶暴なものとして、心に生じる。（1, 479-480）

famaの働きが、人々のうちにおけるカエサルのイメージに変化を起こし、

その変化はまさにカエサルの脅威を示すものとなっている。こうした fama

によるイメージ形成力―ここではカエサル自身が自覚的であったかは判断が

できないが―、はこの後の場面のカエサルと famaの関係を考察する際に重

要な観点となる。

さて、『内乱』に描かれるカエサルが何らかの伝承や神話―すなわち 

fama―、を聴くだけといったエピソードは特に多くはない。他方、カエサル

は随所でトロイアの神々を意識した発言を行う。つまり、クリオの famaに

対する態度が「聴く」ことのみであったのに対し、カエサルはその famaを

思わせる発言や行為を自ら行うのである。例えば、カエサルはトロイアを引

き合いに出すことで、ローマ建国の英雄として名高いアエネアスを意識して

いるように描かれている。第9巻、敗走したポンペイウスを追っていた途上、
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小アジアに赴いたカエサルが述べた誓いの言葉には以下のようにある。

死した人々の神々よ、プリュギアの廃墟に住まう全ての者らよ。今やラ

ウィニウムの座とアルバが守っている我がアエネアスの守護神（ラレス）

よ。…私は人民を建てなおそう。イタリア人らがプリュギア人らのため

に城壁を作るだろう。ローマのペルガマが立ちあがるだろう。（9, 990-

999）

「我がアエネアスの」mei Aeneae（9, 991）と声高に言うカエサルの発言は、

「トロイアの復活」を宣言するものである。そして、自身がアエネアスと等

しい英雄であることの宣言でもある。しかし、このカエサルの発言姿勢は、

一貫して神話世界と現実の差異を決定的なものとして描いてきた詩人のスタ

ンスにはそぐわない。詩人は神話伝承の類を現実と一線を画すものとして

famaという語りの形式に収めていたのであるが、このカエサルの企ては現

実のローマにそうした famaの世界を再興しようとするものである。

したがって、作中でカエサルの志向している famaとは、ウェルギリウスの

描いたアエネアスの famaである。もちろん、作中のカエサルはウェルギリ

ウスの『アエネイス』を知るはずないので、ここでは詩人ルカヌスにとって

のアエネアスの famaということになる。『内乱』でルカヌスの描くカエサル

は常にアエネアスの famaを意識し、それに合わせて自己演出している人物

である。結果として、作中でカエサルは、アエネアスの業績を「聴く」こと

はなく、むしろアエネアスを「演じている」描写が施されるのである14）。この

「演技」の脚本として famaが活用されることになる。そして、その famaに

沿ってカエサルは民衆における自己のイメージを形成していくのである15）。

カエサルが、「演じている」と述べたが、この点について示唆的な場面を

一つ上げることができる。第9巻終盤、逃れるポンペイウスを追ってエジプ

トまでやってきたカエサルはそこでエジプト人に暗殺されたポンペイウスの

首を見せられたのであるが、彼は死んだ敵の首を前にして涙する。
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そして彼は罪の証拠を見て、今は良き舅としてあることが安全であると

思われたので、故意に落ちる涙を注ぎ、喜ぶ胸から瞳を絞った。まさに

涙によって、彼は心中における明らかな喜びを覆い隠すことができたの

で、王の法外な報いをだめにし、もぎ取られてしまった婿の首について、

必要以上に嘆くことを選んだ。（9, 1037-1043）

彼の涙が本心とは全く裏腹なものであると言われる。カエサルはこの後、

ポンペイウスが死したことへの後悔の念を口にし、丁重に葬ることを命じる。

しかし、そうした慈愛、まさに「寛容」clementiaといわれるこれらのカエサ

ルの行為を指して詩人はこうコメントする。

お前に泣けと強いるものはすべて、真の敬虔さからは遥かに隔たってい

る。（9, 1055-1056）

カエサルの涙は「真の敬虔さ」vera pietasからは隔たっている、詩人はそ

う述べる16）。ここで言及された「敬虔さ」pietasは、ウェルギリウスの描いた

アエネアスが最も特徴的に有する性質である。ちょうど、このカエサルのよ

うに死した敵に対して憐みの言葉をかけるアエネアスについては、ウェルギ

リウス『アエネイス』第10巻、自らが手に掛けたラウススに対してアエネ

アスが掛けた言葉が参照できる。

哀れむべき少年よ、その誉れに応じた何を、それほどの才覚にふさわし

い何を敬虔なアエネアスはお前に与えようか。（Aen. 10, 825-826）

ここでアエネアスが自らを「敬虔な」pius（pietasからの形容詞）と称し

ていることから、この「敬虔さ」pietasというものが、敵を倒した状況下に

おいても美徳として言及されていることが分かる。そして、『内乱』におい

てポンペイウスの死に涙するカエサルの振る舞いがこのアエネアスのpietas



12

を志向するものであることも明らかである。

こうしたカエサルの「演技」は先に参照したトロイアへの神々への仰々し

いほどの誓いの言葉にも見ることができる。こうした自己演出を通じてルカ

ヌスはカエサルを、アエネアスを志向する、アエネアスの famaを自ら実現

しようと目論むものとして、描いているのである。

さて、こうしたカエサルによるアエネアスの「演技」もまたカエサルが

ちょうどクリオのようにアエネアスの famaに対して外部にあることを示し

ている。ただ、クリオとの違いはカエサルは自らが famaに対して外部にあ

ることを明らかに自覚していた、という点にある。外部にあるという自覚が

あったからこそ、彼は折に触れて英雄の行為を「演技」したのである。それ

によってカエサルは―ウェルギリウスがローマ史をトロイアと結びつけたよ

うに―、自らをアエネアスとの連続の上に置いた。ルカヌスの描くカエサル

はこの点において極めて狡猾な人物である。カエサルはクリオよりも fama

に対してより積極的であった、ということになろう。

しかし、カエサルが famaの外部にあることについても詩人ルカヌスの語

りは冷徹である。すなわち、このカエサルの「演技」が大衆に対して見え透

いたものであると詩人は語るのである。

彼はこのように話終わったが、涙を見せる同僚を見いだすことはなく、

人々も嘆く彼を信じてはいなかった。（9, 1104-1106）

先に見たポンペイウスの死を嘆くカエサルの言葉は、アエネアス的pietas

の famaを志向した自己演出だと述べたが、このカエサルによる自身の fama

化演出は功を奏さず、裏腹な対応をする人々の状況だけをルカヌスは描いて

締めくくっている17）。人々に作用する famaの働きはここでは全く見いだせな

い18）。

ここで再度『内乱』の持つ「反・ウェルギリウス」という性質について思

い返しておこう。ルカヌスがこのようにカエサルを描く背景にはウェルギリ
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ウスの『アエネイス』が帝政を賛美する性格を持っていたことが理由として

あった。ルカヌス自身は極めて共和派的な立場にあった。『内乱』が「反・ 

ウェルギリウス」と言われる最大の根拠はこの点にある。したがって、この

『内乱』のカエサルが自らの前例としてみなしているアエネアスの famaに対

して、ルカヌスはそもそも肯定的な態度を持っていないことになる。少なく

とも、ここまで見てきたルカヌスの famaから、ウェルギリウスの語った『ア

エネイス』という famaもまた「現実には本質的に何ら関与しない」物語で

あるということがわかる。すると、それを模範に振る舞うものとして描かれ

たカエサルはかなり滑稽なものとなる19）。

では、こうしたウェルギリウス的―帝政賛美的―、な人物ではない人間は

どのような存在として描かれ、famaとの関係を有しているのであろうか。

ここにルカヌスの独創性が見られると考えられるだろう。

3.3 カトーの「神話」

『内乱』においてカエサルの対極に位置する人物が、ストア派の賢人カトー

である。カエサルが狂気の人物であるのに対してカトーは賢慮の人物である

と評される20）。ルカヌスは明らかにこのカトーに対して単なる政治的共感を超

えた尊敬の念を抱いている。このカトーはいったいどのように famaに関わっ

ているのか。

ここで重要になるのが第9巻のリビュア行の場面である。ポンペイウスが

暗殺された後、カトーはポンペイウスの残党を率いてアフリカを進軍する。

その場面はこの作品の中では特徴的でカトーという一人の人物を通じて千行

近く展開される。個々のエピソードはより小規模なものである中でこの規模

は特徴的である。

このリビュア行は規模も特徴的だが、それにもまして、カトーの描かれ方

が興味深い。すなわち、この場面におけるカトーはヘラクレス、そしてアレ

クサンドロスの二人の行為を暗示しつつ描かれているのである。例えばカ

トー一行が進行中に出くわす蛇のエピソードが挙げられる。そこではカトー
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を中心とした一行と蛇との戦い―ほとんどが毒蛇に咬まれた兵士らの無残な

死に様―、が描かれているのだが、そのエピソードはまさに大蛇ヒュドラと

戦ったヘラクレスを想起させる、と指摘されている21）。また、一行がオアシス

に赴いた際、兵士の一人がカトーに水の入った盃を持ってきたとき、その盃

を受けることをカトーが拒んだというエピソードがある。これはまさに類似

したエピソードをアレクサンドロスに見い出すことができる22）。このようにリ

ビュア進行中のカトーの行動はヘラクレスやアレクサンドロスといったよう

な過去の英雄、偉人の行為を想起させるように描かれているのである。

ヘラクレスとアレクサンドロスはこの作品の舞台となっているいわゆる

「内乱の一世紀」においては既に遠い過去の存在であり、そういう点では両者

ともに famaの中で語られる存在である。したがって、ここに famaとカトー

の関係を見出すことが可能である。

そして特に指摘しておくべきは、このヘラクレス・アレクサンドロスを暗

示させるカトー描写は、こうした fama内の人物を読み手に想起させた上で、

以下のような呼びかけを行う点である。

もし、偉大な名声が真の善から起こり、成功から離れていながらも、美

徳がそのままに評価されるならば、先人たちの誰かにおいて我々が称賛

することども全ては、運によるものであった。（9, 593-596）

カトー自身が水を拒んだのちに、軍勢の最後の一人が飲んだ後にようやく

水を口にした描写が描かれた直後にこの言及が続いている。注意したいのが、

「先人らの誰かにおいて」in ullo maiorumと具体的な人名（ここではアレク

サンドロス）を明示することを控えているのである。この言及自体、一般論

を述べているとして固有名詞の提示が必ずしも求められる部分ではないと考

えることもできるが、ここまでの水のエピソードを読む中で、このアレクサ

ンドロスのエピソードを知る読み手はそのイメージをカトーに重ね合わせ

る。しかし、その固有名詞は最後まで明示されず、功績そのものは「運によ
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る」とコメントされ、結果的にカトーの「偉大な名声」magna fama（9, 593-

594）と「美徳」virtus（9, 595）が称揚されることになっている。カエサル

が自らの口で「我がアエネアス」をはじめとしたトロイアや神々の名を連呼

したのとは全く様相の異なる描写である。

それでは、カトーは famaに対してどこに位置しているのか。それについ

て有益なのは蛇のエピソードの存在である。詩人はカトーの進行に先駆け

て、なぜリビュアには蛇が多いのか、ということを神話的叙述によって説明

しようとする。

なぜ、リビュアの空気にはこれほどまでの毒気があふれていて、様々な

死によって豊富であるのか、あるいは何を自然は密かに有害な大地に混

ぜ合わせたのか、心配も我々の苦労もそういったことを知るのに役立た

ず、ただ世界中に広がった話が本当の理由に取って代わって、幾世代も

の間、人々を欺いてきていただけであった。（9, 619-623）

ここでも詩人は神話的な説明が偽りに満ちたものであると断りを入れてい

ることから、これから展開する famaもそれまでの土地縁起譚に現れた fama

と同質であることが分かる。この部分以下にメドゥーサやケルベロスなど忌

まわしい怪物のエピソードが並ぶ。しかし、famaの中でも特に現実離れし

ていると言えるこれらのエピソードを次々と並べた最後に、詩人は次のよう

に famaを終える。ちょうど、ゴルゴンの首をペガススに乗って運ぶペルセ

ウスのことに触れたあとである。

ここに、最初の血によって眠りをもたらすクサリヘビが砂塵から頭を動

かし、生じた。（9, 700-701）

この地上に落ちたゴルゴンの血の一滴からクサリヘビが生じた、という記

述をして、そこから先は非常に博物学的なリビュアの蛇のカタログとなる。
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そこでは多数の種類の蛇の名前が並べられている。もはや、神話的叙述は姿

を隠し、あたかも図鑑のようにその生態や姿形に関して説明が行われる。そ

れに続いて、蛇にかまれたカトーの同伴者の壮絶な死に様が幾種類か、これ

もまた詳細に描写される。そして、そのままカトーのエピソードに戻る、と

いう構成をとっている。

ここに例えば、クリオの場合と比べて全く異なる状況が提示されているこ

とがわかる。クリオのエピソードではヘラクレス、スキピオの famaは現地

住民の直接話法の語りの中に囲まれたものであり、そのことでクリオにおけ

る famaからの外部性は強調されたのだが、この蛇のエピソードから接続さ

れているカトーのエピソードはそのような外部性はあまり濃厚ではない。蛇

に関する神話的叙述は人物の口を借りた直接話法ではなく、詩人の語り、す

なわち地の文に現れたものである。そして、ゴルゴンの血の一滴からクサリ

ヘビが生じたという説明は科学的には無理があるものではあるが、しかしそ

うすることによって、famaとそれに続く蛇のカタログ、さらにカトーのエピ

ソードの間の境界線は曖昧なものとなっている。そして、そのカトーがヘラ

クレス、アレクサンドロスのようであることで、我々はカトーのリビュア行

のエピソードがあたかも一つの神話、あるいは偉人の史実であるかのような

印象を受ける23）。

叙事詩がその本質として、行動する英雄を中心とした神話を語るものだと

したら、この第9巻においてルカヌスはカトーによって「神話」を語ってい

る。もちろん、この場合の「神話」はそれまでの叙事詩文学が扱ってきた神

話とは全く位相の異なった物語である。カトーは―『内乱』そのものでは描

かれないが―、この戦いの中で自害し、内乱においては明確な敗北者である。

しかし、『内乱』第9巻のこの「神話」において語られるカトーは、ある種

の「英雄」として描かれている。彼は famaの中の英雄ヘラクレス、アレク

サンドロスを踏まえた造形を施されながらも、彼らに見られる「功績を挙げ

た」という性質を取り除いて立ち現われている。

この結果、『内乱』におけるカトーは人間を超越した様相を帯びることに
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なる。カトーはこの作品の中で「神聖な」sacerという形容を付される数少

ない存在であり24）、このルカヌスの作品世界における限りにおいて、伝承の中

で言及されるだけの神々よりも聖なる存在である25）。

この聖性としての famaこそ、戦の武勲としての famaに代わる価値として、

ルカヌスが提示した famaであり、そして、その聖なる famaを歌う叙事詩と

して『内乱』は構想されている。この点を次章ではカエサルの対立者であっ

たポンペイウスを通じて考察する。

3.4 ポンペイウスにおける愛、死、聖化

先に見たカエサル、カトーに比べてこれから触れることになるポンペイウ

スは非常に「人間的」な人物である。カエサルやカトーもまた人間ではあっ

たが作品の中で描かれる彼らは実に人間離れした性質をも持ち合わせたもの

として描かれている。ポンペイウスはカエサルに対抗する側の人間ではある

が、その性格はいたって臆病なものであり、敵であるカエサルの激烈さに比

べてほとんど戦争に向いていないような印象を与える。また、彼と同じグ

ループに属して戦ったカトーに比べても、ポンペイウスは非常に世俗的な人

物としてあらわれている。ポンペイウスという人物は性格の点からすれば、

カトーとカエサルというある意味で両極に人間離れした二人のちょうど中間

に位置している。

このポンペイウスについて、彼の最大の関心は「愛」amorである、と先

行研究は評価する 26）。彼は他者の愛をひたすらに求めている人物であり、その

ために行動しているとされる。この「愛」を何よりも求める姿もある意味で

は最も人間的な姿であるということができる。この点については後述する。

ここでまずポンペイウスと famaの関係について整理する。

このポンペイウスと famaの関係についてはこれまでの人物たちとは事情

がいくらか異なっている。カエサル、カトーはそれぞれ関わり方に違いこそ

あれ、いわゆる「神々や過去の物語」としての fama、あるいはその famaを

想起させるような描写が周辺に置かれていた。そのことによって我々はカ
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トーの姿にヘラクレスを見ることが可能になり、カエサルの涙にアエネアス

を志向した彼の自己演出を見ることができたのである。他方、ポンペイウス

には彼の行為を描くに際し、その姿に重ね合わせられるような神々、英雄に

関する物語は―明示的にも、暗示的にも―、言及されることはほとんどない。

すなわち、「神々や過去の物語」としての famaは必ずしもポンペイウスの描

写には強く作用していないのである。

ただし、ポンペイウスと「名声」としての famaは別の仕方で関係している。

例えば、作品冒頭で詩人によってカエサルとポンペイウス両名が紹介され

るに及び、彼は「名声を求めるもの」famae petitor（1, 131）として言及される。

この famaを求める彼の姿は作品の随所に見ることができる。そして、この

famaは神々に関わるような大仰なものではなくより世俗的にローマ市民の

称賛を受けることに相当する。例えば、彼がローマ市民の喝采を受けた過去

に執着する様子は第7巻に描かれている。

一方、マグヌスの幸福な人生の最後に当たる夜が、虚ろな像でもって、

おびえる眠りを欺いている。というのも、「ポンペイウス劇場」の座に

つきつつ、数え切れぬほどのローマ市民らの姿をみとめ、自分の名前が

喜ばしい声によって天まで挙げられ、観客席が拍手喝采で響いていたの

が見えたようであったから。（7, 7-12）

そして、同じく印象付けられるのがこの famaはポンペイウスの過去の功

績によって生じるものである、と言う点である。この上の引用に続いて、ポ

ンペイウスは自身の過去の戦績とそれに対する喝采を思い出す。すなわち、

ここでの famaはポンペイウスの「過去」によって生み出されたもの、ある

いはポンペイウスの過去の功績に関する物語のことである。このポンペイウ

スの「過去」とはもちろん、神々の物語の舞台となるような太古ではない。

少なくとも、ポンペイウスが存命だった頃をさすのであり、ここにおいても

カエサル、カトーとの違いは明らかである。ポンペイウスにとって「過去」
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とはあくまで人間がその人生において直接に経験することができる範囲のも

のであり、決してそれをこえたものを指すことはない。ヘラクレスの逸話も、

アエネアスの事業も、人間ポンペイウスにとっては無縁な物語に過ぎないの

である。

famaの意味合いはこのようにあまりに人間的であるポンペイウスにおい

て、超人的なカエサル、カトーに対する意味とは次元を異にする。人間ポン

ペイウスにとって重要なのは自らが生きた過去であり、それゆえ彼はその過

去に執着している。したがって、famaはいわゆる「名声」を始めとした同時

代的、現世的な意味合いに限られてくるのである。「神々や過去の物語」と

しての famaをそのままポンペイウスに見出すことは難しい。

しかし、ポンペイウスが本作において占める位置はそのような限りなく現

世的な、ある意味では卑小な人間という場だけではない。この人物はこれま

で見てきた人物らの中で、特に人間的ではあるが、この「人間くささ」が物

語の展開上重要な意義を持つことになる。『内乱』における一つの大きな主

題はこのポンペイウスが担っているのである。先述の通り、ポンペイウスに

とって famaとは同時代人から与えられる「名声」、「評判」であり、それを

もたらす「自身の過去」である。ポンペイウスには常に「過去」というもの

が様々な形をとって現れる。第7巻のファルサリアの最終決戦を控えた夜、

彼が見た夢は彼が劇場でローマ市民の喝采を受けている場面や第8巻でファ

ルサリアから敗走するポンペイウスの描写などにこの「過去の思い出」が現

れている。このような「過去」はそれと対照的な悲惨な現在を反映している。

戦況は明らかにカエサルに有利であり完全な敗北は近い、そういった状況に

おいて彼が回想する「過去」は皮肉なものである。

しかし、このように極度に現世的なポンペイウスの famaは物語の進行と

ともに大きな変容を被る。その機縁が彼とその妻コルネリアにおける「愛」

である。以下でこのポンペイウス夫妻のエピソードを通観しつつ、ポンペイ

ウスの famaの変容を説明する。



20

ポンペイウスにとって悲惨な戦争の描写の中に、趣の異なった場面が展開

されるのであるが、それが第5巻終盤の妻コルネリアとの別れの場面である。

戦況が悪化していく中、ポンペイウスは妻のコルネリアを助けるため、自分

とは別に、彼女をレスボス島に送る。彼女にその提案をするのがこの第5巻

の場面である。内容は確かにポンペイウスの悲惨な現在をあらわしてはいる

が、ここではそのような悲惨さとともに「愛」amorという要素も非常に印

象的である。『内乱』全体のうちでこの場面は雰囲気が異なっている27）。

ポンペイウスのコルネリアへの愛は例えばこのような形で述べられる。

世界やローマの運命が瀕していた運命の一撃のもとに、お前（ポンペイ

ウス）がいてほしくないと望むもの、それはただ妻一人だけであった。

（5, 729-731）

彼の最大の関心事は妻コルネリアの無事であり、そのための方策がコルネ

リアをレスボス島に送ることだった。ポンペイウスが躊躇いながらもその旨

をコルネリアに伝えると彼女はこのようなことを強い口調で言い始める。

マグヌスよ、私には結婚の運命や、神々に関して不平を言うようなこと

は何もありません。死も、激しい火葬台の最後の炎も我々の愛を引き裂

きはしません。しかし、あまりにありふれた、よくある境遇によって、

私は夫を失うのです。敵が近くに来ています、婚姻の盟約を解きましょ

う。舅と和解しましょう。（5, 762-767）

「舅と和解しましょう」と言っているのは、ポンペイウスがカエサルと和

解することを指している。舅となっているのはポンペイウスの前妻がカエサ

ルの娘ユリアであったことに由来する。このユリアが死んだ後にポンペイウ

スはコルネリアと結婚したのである。「死も、厳しい火葬台の最大の日も我々

の愛を破りません」はコルネリアの側からの「愛」amorの存在を表明して
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いる。このように始めたコルネリアは夫と離れることを拒むような言葉を連

ねながらも、最終的には夫の言葉を受け入れる。ただし、このような条件を

付け加える。

もし、敗れて、逃亡よりも安全な武器が何もあなたには残されず、自ら

を海へと送りだすことになるならば、どうかその不幸な船をレスボス以

外のどこかへ向けてください。彼ら（カエサルたち）は私のいる岸辺で

あなたを探すでしょうから。（5, 787-790）

彼女は夫の身を案じた上で負けた上は絶対に自分のもとには来るな、と求

める。この言葉に満ちている「愛」は、この場面をその周辺の場面における

戦のきな臭さや血なまぐささとは一線を画した美しい場面としている。

このようにして二人は別れたのであるが第8巻において二人は再会する。

ファルサリアで敗戦したポンペイウスはコルネリアの言葉に従わず、真っ先

にレスボス島へと向かう。そこで彼女に自分とともに来るようにと求める。

他の仲間を全て失ってしまったポンペイウスにとって最後に残されたのは妻

だけであるとし、このように言う。

そして、お前の敬虔さは運命と戦うべし。（8, 77）

カエサルの項で述べた通り、「敬虔さ」pietasはウェルギリウスが描いたア

エネイスの特質を代表する言葉であるが、ここでは様相が異なっている。「運

命と戦うべし」cum fatis decertetと言われているように「運命」fataと争うも

のとして言及されている。『アエネイス』の文脈においては「運命」fataは

ユピテルを発信者とし、pietasとはこのユピテルの命に従うことを第一義と

していた。したがって、「敬虔」pietasが、神の管轄する「運命」と争うとい

う表現は―ウェルギリウス的な理解からすれば―、奇異である。だから、こ

のポンペイウスの語るpietasがウェルギリウス的な意味と異なる使い方、す



22

なわち「夫への敬虔さ」という意味で使用されていると考えることができる。

ウェルギリウスの文脈においては「神への敬虔さ」は同時に「父祖への敬虔

さ」であった。ルカヌス『内乱』のこのpietasは、少なくとも「神」を相手

にしているとは言い難い。しかし、「父祖」にあたる意味をここで考えるこ

とも困難である。したがって、ここで求められているpietasは「夫ポンペイ

ウス」がその対象であるということになる。そして、この「夫へのpietas」

は―神々との関わりから離されて―、その始まりを夫妻の間における「愛」

amorにみることができる。「愛」amorがpietasに昇華されるという展開は『ア

エネイス』にはまず見られない。完全な対立項とまでは言えないものの、「愛」

はpietasの障害、あるいはpietasの実現のための便宜という位置づけがなさ

れており、この『内乱』において見られる関係とは全く異なっている28）。この

「愛」amorの価値付けにも、「神々の物語」とは全く位相の異なったポンペ

イウスの「人間の物語」の一つの現れを見ることができる。

コルネリアは敗走の末にレスボスの地にやってきたポンペイウスを見て自

らを呪う。コルネリアは自分との結婚がポンペイウスに悲運をもたらしたの

だと自責の念にかられ、自らも行動を共にし、死すことで夫の悲惨を償おう

と述べる。

ここにポンペイウスとコルネリアの「愛」の強さを見ることができる。自

らに悲惨を与える女のもとに、それでも一目散に戻ってくるポンペイウスを

駆り立てていたものは「愛」と言うほかない。それに対するコルネリアの方

も夫の災いの原因を自らのものだとし、自ら倒れることでその罪を購おうと

する姿には夫に対する「愛」を見ることができる。

このポンペイウスとコルネリアを巡るエピソードは「愛」の力をより肯定

的に描き出している。そして、重要なのは、二人の離別の原因も二人の再会

の契機も「愛」であったことである。この夫妻の行動原理のすべては「愛」

で説明されるのである。

もちろん、ポンペイウスがコルネリアのいるレスボス島にやってきたこと

も歴史的な事実であるがゆえに書かれたものであると説明できる。しかし、
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詩人はここに明らかに「愛」という要素を重要な主題として含みこんで展開

させている。そしてそのことによって、この話は全てを神々によって説明し

てきた叙事詩という文学ジャンルにおいて、「愛の物語」を人間の地平で描

いたのである。ポンペイウスとコルネリアをそれぞれの行動に駆り立てたの

は、神々の力ではなく、「愛」という人間の感情である。歴史的事実が詩人

によってこうした表現を得るときに、我々は神々のものではない、あくまで

人間のものである叙事詩としてこの『内乱』を読むことができる。

そして、この「愛」が機縁となって、ポンペイウスの破滅、すなわち「死」

が導かれる。しかし、そのポンペイウスの死の場面は悲劇的な調子とは異な

る様相を帯びている。

第8巻終盤、エジプトに助けを求めにやってきたポンペイウスはカエサル

側に寝返ったエジプト側の使者によって殺される。そして、死を受け入れた

彼はこのように言及される。

その時、彼は目を閉じ、胸を押さえた。いかなる言葉も発することがな

いように、そして永遠の誉れを嘆きによって汚してしまわないように。

（8, 615-617）

「永遠の誉れ」aeterna famaと言われた famaが「神々や歴史の物語」、ある

いは「名声」といったものとは全く異なる次元のものであることは明らかで

ある。また、この場面では詩人はこのポンペイウスを形容するのに「神聖な」

sacerという形容詞を用いる。詩人はこの形容詞をかなり慎重に使っている

ため、この場面のポンペイウスに用いている点はとても興味深い。読み手は、

死を前にしたポンペイウスが人間的なものから聖なるものへ駆け上がってい

く過程を目にすることになる 29）。

ここで言及されているaeterna famaはまさに「死する人間」に対して与え

られるものである。それは「過去・現在・未来」といった時間軸に関わるも

のでもなければ、生きている人間たちを突き動かすようなものでもない。人
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間として生きている以上、全ての人に、どの時代においても生じる「死」が

実践されたゆえに付与される famaである30）。ルカヌスという詩人が強くスト

ア派であったこともここで重要になってくる。ストア派は「死」というもの

に非常に肯定的に見なしていた。ルカヌスが描いたポンペイウスの死に様

は、この「死」を平静のうちに受け入れている点、死ぬことを知った点にそ

の聖性が与えられたのである。カトーの有する聖性について先述したが、そ

の聖性とは彼が「死」を正しく知っているという点に由来している。

ここまでポンペイウスにおける famaを物語の展開を追いつつ考察してき

た。カエサルやカトーに比べていわゆる伝承や伝説の類とこの人物は関わっ

ていない描写が主であったと言える。彼にとっての famaは自分の過去や過

去の業績という、人間的時間の中に生じるものに過ぎなかった。しかし、こ

の極度に人間的である彼の famaは、コルネリアとの「愛」、それによって引

き起こされる自身の「死」によって変容を被る。それはちょうどカトーの章

で確認した「敗北者の名誉」をさらに突き詰めた「死を受け入れる者の名誉」

であり、それこそが人間的時間はおろか―ウェルギリウスが歌っていたよう

な―、歴史や神話的過去をも超越した永遠性を獲得するのである。この人間

であることを徹底した結果至り得る「永遠の fama」、これがルカヌス『内乱』

の企図した叙事詩そのものであると考える。

4. 終わりに～変容するfama

本論ははじめに書いたように、famaという語の用いられ方を通じて、ル

カヌス『内乱』が有する先行叙事詩への批評性の機能を明らかにするもので

ある。その批評性という面から述べるならば、クリオやカエサルと famaの

関係には『アエネイス』の帝政賛美的な性質についての詩人の観察が反映し

ており、その『アエネイス』的な famaに対抗する言説として、とりわけ、

カトーのエピソードがそれ自体「聖なる fama」として構想されたのである。

このカトーにおける「聖なる fama」はストア派哲学に拠るものであるが、



ルカヌス『内乱』における fama 25

作品内のモチーフという点から述べるならば、「死」に関わるものであるこ

とは明らかである。

さて、詩人はカエサル的な文脈、カトー的な文脈いずれにおいても同様に

famaという語を用いているが、それぞれに含意する内容は異なっているこ

とがわかる。この両者の famaはいわば両極として『内乱』の物語世界を支

えている。そして、この両極の間を彷徨するものとしてポンペイウスが存在

している。カエサルの対立者としてのポンペイウスは、極度に人間的である

点でカエサルと対照を描いていた。しかし、その彼の内乱における敗戦を描

いたこの『内乱』は、死に至るポンペイウスの物語を夫婦の「愛」を推進力

としその「死」を静かに迎える彼の姿を描くことで、「永遠の fama」とした。

ここには、神々を志向したカエサル的な famaには見られない人間主義的 fama

とでも言える性質が見られる。一貫してアイロニーに満ちたこの『内乱』は

有限の存在たる人間に「永遠の fama」を認めたことで、その創作姿勢を一

貫させて、神々ではなく人間を称揚する物語となり得たのである。

したがって、本作の解釈において散見される「ポンペイウスの神格化」

apotheosisという理解は正確さに欠いている31）。ルカヌスは人間を神化させる

ことにおける欺瞞をカエサルによって描いていたのである。その詩人が「永

遠の fama」を授けた人間ポンペイウスに「神化」という結末を見るのは不

適当である。実際、以下のように死後のポンペイウスの魂は描かれていた。

そして、罪に対する復讐者としてブルートゥスの聖化された胸に座を占

めては、不屈のカトーの心に自らを置いた。（9, 17-18）

第9巻の始まりはストア派的な死後の魂が描かれるが、その最後はこうし

た生者に宿るポンペイウスの魂を描いている。どこまでも物語は地上、すな

わち人間の地平において進行するのである。ここではポンペイウスの死後が

「神化」されたか否かは全く本質的な問題はない。むしろ、一度天に昇って

おきながらも、その後地上に戻り、人間に宿ったという描写こそが重要なの
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である。これまでの神々の famaを全く刷新した、人間の famaをここに見る

ことができる。
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16） この場面における clementiaについては、F. D’A. Behr, Feeling History Lucan, 
Stoicism, and the Poetics of Passion, Columbus, 2007, 60-71. 参照。また、『内乱』に
おけるカエサルのclementia一般については、Ahl, op. cit., 192-197. を参照。

17） Cf. Behr, op. cit., 66-67.
18） カエサルの悲嘆の「演技」を見る人々は、カエサルとは対照的に、悲嘆を押し

殺し、喜ぶさまを装っているものと描かれる。カエサルの「演技」はこの場面
において、同時に民衆に対しても「演技」することを強いるものであることが
示されている。カエサルが神々に向けての悲嘆の言葉を述べながら famaを演
じることで自己演出を図っているのはこの民衆には明らかなところである。
ここにおいて、民衆を本心とは裏腹に「演技」させる動因は famaそのものより
もカエサルの脅威であると考えられる。Cf. 9, 1105-1106.

19） カエサルと famaの関係については本論文では紙幅の都合で扱いきれないが、
『ガリア戦記』に見られるカエサル自身の fama観を併せて考慮する必要がある。
この点については、高橋宏幸『カエサル『ガリア戦記』－歴史を刻む剣とペン』、
岩波書店、2009年、76-78頁を参照。

20） このカトーの賢慮はいわゆるストア派哲人としてのものである。とりわけ第 9
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巻リビュアの神殿の場面は信託の場面に仮託されたストア派神学と倫理の表
明の場面として理解できる。Cf. Ahl, op. cit., 265., J. Radicke, Lucans poetische 
Technik : Studien zum historischen Epos, Leiden, 2004, 475., M. Seewald, Lucan.9, 
1-604: ein Kommentar, Göttingen, 2002, 22-23.

21） Ahl, op. cit., 270-271.
22） アリアノス『アレクサンドロス東征記』6章 26節にこのエピソードの記載があ

る。Cf. Ahl, op. cit., 258.
23） このゴルゴンの首とカトーのエピソードの連続性について、Bexleyは「ゴルゴ

ンの首」というモチーフから論じている。Cf. Erica Bexley, ‘The Myth of the 
Republic: Medusa and Cato in Lucan, Pharsalia 9’ in Lucan’s Bellum Civile (ed. Nicola 
Hömke and Christiane Reitz), De Gruyter, 2010, 135-153.

24） E. Fantham, De Bello Civili Book 2, Cambridge, 1992, 132.
25） Ahlはルカヌスの描くカトーには先述した「敬虔な」piusが使われないことを指

摘している。ウェルギリウス的pietasとの関係を意識したカエサルとの対比と
いう面から興味深い指摘である。Ahl, op. cit., 276-277.

26） Ahl, op. cit., 173-183.
27） Ahl, op. cit., 182. ‘The human warmth and personal appeal which radiate from the love 

that Pompey inspires give him a beauty lacking in either Caesar or Cato...’
28） 基本的には『アエネイス』におけるamorは性愛に関連したものとしてイメージ

され、この点においてpietasにとっては障害である。すなわち、アエネアスと
恋愛関係にあったディドは「不敬な」impia（piusの否定）存在とされている。た
だし、必ずしもすべてのamorが否定的な扱いにあったわけではなく、ニース
スがエウリュアルスに対して抱く「愛」amorの感情は、amor piusと描かれる。
この用例は『内乱』におけるポンペイウスとコルネリアのエピソードにおける
用例に近いと考えられる。ただし、この用例は戦場における男性同士に使わ
れたものであり、また、amorが本来有している sexualな意味合いを和らげる
意図が働いていると考えられるため、やはりこの『内乱』の場面のamor/pietas
の関係と同一視することはできないだろう。Cf. The Virgil Encyclopedia, s. v. 
‘Pietas’.

29） このいわば聖化の過程において、詩人が言及している「いかなる言葉も発する
ことがないように」という描写については、第 9巻リビュアの神殿におけるカ
トーにラビエヌスがこれからのことを占ってほしいと頼んだのに対し、「神は
いかなる言葉も必要としない」nec vocibus ullis numen eget (9, 575-576)として拒
んだことを想起させる。無言であることが神聖さの一つの指標である。

30） Behrはこのaeterna famaを守ろうとするポンペイウスに「神々への怒り」を見る
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ことができると指摘する。神々（あるいはそれに擬制した人間たち）に左右さ
れない人間としてポンペイウスが立ち現れたことがわかる。Behr, op. cit., 136-
137.

31） 例えば、R. Mayer, Civil War VIII / Lucan, Warminster, 1981, 163., Fantham, op. cit., 
132. こうしたapotheosisという見方に対して、Quint, op. cit., 144. では、ポンペ
イウスは死して、「ストア的賢者Stoic Sage」となったと述べる。この理解の方
がより適切であろう。

 （大学院博士後期課程学生）
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SUMMARY

≪Fama≫ in Lucan’s “De Bello Civili”

Shota Kozuki

In the history of Latin epic, « fama » is one of the most important concepts. In 
Latin epic, it means both the frames of the story-telling and the evaluation of each 
person. Whichever it means, this term has to do with the nature of the epic genre.

This paper analyzes the term in the silver Latin epic “De Bello Civili” of 
Lucan. In general, this epic is “anti-Virgilian” in terms of motives, styles and political 
stance. In fact, Lucan’s epic is the critic/protest against Aeneis. This paper, focusing 
on Lucan’s use of « fama », shows the characteristics of the “De Bello Civili”.

Firstly, our analyzing of « fama » is on the function as the frame of story-
telling. The stories framed in « fama » contain episodes of myth, history and 
contemporary news. And « fama » is shown in the traditions by anonymous 
multitude.

Secondly, this paper pays attention to the relations between characters and  
« fama ». In Caesar’s scene, the « fama » implies a Virgilian context. But, this 
Virgilian « fama » doesn’t affect essentially the real situation. On the contrary, in 
Cato’s scene, the « fama » is different from Caesarian one. Lucan showed the Cato’s 
« fama » as Stoic-sacred story. Compared with these characters, Pompey is the very 
secular human in the midst of the story. Nevertheless he is sacrificed by the calm 
acceptance of his death. And poet Lucan gives him «aeterna fama» “eternal fame” in 
his narration. According to the narrator, Pompey is worth of «aeterna fama» because 
he accepts his death calmly. In this scene, Lucan makes epic in which mortal human 
being is more revered than gods. This is the drastic change from traditional epics.

Lucan thoroughly uses the word « fama » in the whole epic. However, 
according to its contexts and characters, the word plays its role differently in each 
scene. In this paper, we can recognize the transfiguration of « fama » in Lucan’s epic.


