
英文学史               工藤  

チョーサー（Geoffrey Chaucer） 

 1343－1400 

 ロンドンのブドウ酒商の息子。 

  

The Book of the Duchess 

  主人ランカスタ公の夫人がペストで亡くなったときに、公爵夫人の書とし

て書いた。夢の中で詩人が王の狩猟隊に加わり、森の中で黒衣の男に出会

い、この人から亡くなった妻ブランシュの在りし日の美しさを聞く。そし

て今は天国で神の祝福を受ける身になっているとして慰めを与える話で、

優しさに溢れた美しい哀歌。この婦人の死後、妻フィリッパの姉が公爵夫

人になるので、チョーサーは宮廷に有力な縁者を持つことになる。 

  

30 代の時にルネッサンスの偉人ペトラルカ、ボッカチオに出会いイタリア文

学の影響を受けた詩を書く。 

 

The house of Fame 

 ダンテの La Divina Commedia（神曲）に倣った詩で、詩人が大鷲にに乗

って女神 Fame の「ほまれの宮」に行く所までで未完に終わっている。 

The Parliament of Fowls（百鳥のつどい） 

 メス鷹が配偶者を選びかねて１年待つという陽気な夢物語。 

 The Legend of Good Women(善女列伝) 

  クレオパトラ以下９人の善女を称える寓意夢物語。英詩において初めて書

かれたブランク・ヴァ－ス（５詩脚対韻）の詩として注目される。 

 Troilus and Criseyde 

  ボッカチオの長詩 Il Filostrato(恋のとりこ)にならった傑作。トロイ戦争の

時、トロイの王子トロイラスは若い未亡人クレシダに恋し、クレシダの伯

父パンダラスが仲に立ち、二人は愛し合う。戦いが終わり、捕虜交換の時

彼女はギリシャ軍に身を投じた父の元に返され、ギリシャ軍の勇士から愛

を迫られ、失意のトロイラスはアキレスに殺されるという悲しい話。

Ababbcc と韻を踏む弱強５詩脚の７行連で書かれたこの詩は特にクレシダ

の人間的苦悩をよく描いた緊密な構成を持つ長詩で、イギリス初代の偉大

な小説と言われる。 

 The Canterbury Tales(キャンタベリ物語) 

  1386 年、46 歳のころ、チョーサーは主人ランカスタ公の失脚により、ロン

ドン港税関長などの職を失った。３年後には主人の復権とともに、再び御



料林管理官などの官職を与えられるが、この一時的失職は、彼に一大傑作

を書くきっかけを与えた。この作品はボッカチオが 1348 年から５年をかけ

て書いた Decameron(フロレンスの７人の女と３人の男がぺストを逃れて

郊外の別荘に住む 10 日間に、毎日１つずつ 100 の話をする『10 日物語』)

に範をとり、キャンタベリ寺院参拝のため、ロンドン郊外の宿に泊まりあ

わせた 29 の巡礼が、旅をしながら交代で話をするとい趣向で 24 の話が収

められている。序詩の有名な書き出しは、溢れる春の気配の中で物語の発

端を見事にとらえた名文として知られる。この文は whan で始まり、１２

行の folk が主語で、18 行にわたって続く。 

 

スペンサー（Edmund Spenser） 

 1552－1599 

 現王室の皇太子妃ダイアナ妃の親元、ノーサンプトンのスペンサー伯爵家の

祖先の遠にあたるが、父はロンドンの貧しい仕立て屋だった。 

 

 The Shepheardes Calender 

  羊飼いが登場し、対話の形で語る牧歌。１月から 12 月までの暦形式にした

この『羊飼の暦』は、それぞれの季節にふさわしい内容を色々の詩形で書

いた意欲作。 

   

 The Faerie Queene(妖精の女王) 

  アーサー王伝説を骨組みとしている。妖精の国の女王グロリアーナは恒例

により正月の 12 日間祝宴を開く。この期間に申し出た願いは全て叶えられ

ることになっており、第１日には白いロバに乗った乙女が自分の親の国を

苦しめる龍退治を願い出る。この冒険を無名の若者が志願し、乙女が運ん

できた武具（聖パウロがキリスト教徒に授けた品）を身につけたところ、

ぴったり合ったので、この若者は騎士の勲位を受け、乙女が従者にひかせ

てきた逞しい軍馬にまたがって出発する。以上の説明はこの詩に付けられ

た「ローリへの手紙」でなされていて、詩はホメーロス以来の伝統に従い、

颯爽と野に駒を進める騎士の姿で始まる。この詩は後に Spenserian stanza

と呼ばれる詩形で書かれ、10 音節の行が８行 ababbcbc と韻を踏み、12 音

節の９行目の行ｃで結ばれる。各巻には 12 の canto（篇）があり、各篇は

50 連ほど、最小 44 最大 87 の連で書かれている。 

 Colin Clouts Come Home Againe(コリン・クラウト故郷に帰る) 

  １年半に及ぶロンドン旅行を題材にした牧歌。コリンはキルコルマンの自

分の領地を流れるブリーゴック川のマルラ川に対する悲しい恋の物語を語



り、「大洋の羊飼」ローリ卿に伴われて上京し、宮廷人の素晴らしさに感嘆

する。しかし同時に野望渦巻く宮廷の醜さに失望し、羊飼いの生活の質朴

さのひかれて「再び故郷に帰る」。後半では真の愛を論じ、恋人ロザリンド

への思いを語る。 

 Complaints（嘆きの歌） 

  「ハバートおばさんの話」や、くもの巣にかかって死ぬ蝶の運命を美しく

描いた小变事詩「蝶の運命」を含む詩９編を集めた本。 

 Daphnaida（ダフナイダ） 

  1590 年夏、幼い子を残して 18 歳で亡くなった妻ダフネの死を悲しむ夫ア

ルサイオンの絶望的な苦悩を歌った哀歌。 

 Amoretti and Epithalamion（アモレッティと祝婚歌） 

  1594 年６月の夏至の日、42 歳のスペンサーは若いイギリス娘エリザベス・

ボイルと再婚し、翌年、この愛を記念して書いた作品。「アモレッティ」は

89 連のソネット集。イタリア語で「小さいキューピッドたち」という意味

で、89 編のソネットは 89 のキューピッドを示す。 

  数秘学的に緊密に構成された作品。行数や巻数などに、その数字固有の意

味を込めて使うことを数秘（number symbolism）といい、18 世紀までの

作品はすべてこの考えが骨組みになっている。 

 Prothalamion（プロサレイミオン） 

  1596 年再度上京し、ウスター伯の双子の令嬢の婚約を祝う 10 連 180 行の

詩を書いた。各連にはその番号の数字にふさわしい内容が記され、全て有

名なリフレインで結ばれる。 

  Sweet Thames, run softly till I end my song. 

  テムズの流れは永遠の時の流れを表わし、リー川を下りテムズに出て仲人

の待つレスター邸まで川を遡る姿が２羽の白鳥の泳ぎとして描かれ、美し

い絵のような詩。貴族の慶事にふさわしく高雅な響きに満ちているが、同

時に、満たされぬ願いに悩む作者の姿を強く感じさせる。 

 

 

16 世紀 

シェークスピア（William Shakespeare) 

 1564－1616 

 ウォリックシャのストラットフォードに住む皮革職人の長男に生まれた。劇

団の役者として舞台に立つと同時に、脚本も書き始めた。シェイクスピア劇

の創作年代は４つの時期に分けられる。 

 



【劇作第１期】1589－1595 

 1588 年７月スペインの無敵艦隊を撃退して愛国心の高揚した国情を反映して、

ヘンリ６世、リチャード３世を主人公とする歴史物を書く。同時に、喜劇に

もとりかかり、この時期の最後の作はロマンチックな悲しい恋の物語ロメオ

とジュリエット。 

 

 Romeo and Juliet（ロメオとジュリエット） 

  ヴェローナの名門モンターギュ家のロメオとキャピュレット家のジュリエ

ットは両家の反目をよそに一目惚れで愛する仲となる。２人はロレンス師

のはからいで秘かに結婚するが、ロメオは殺人事件に巻き込まれ追放にな

り、ジュリエットはパリス伯との結婚を逃れるため麻酔薬を飲んで仮死を

よそおう。ロメオはジュリエットが死んだと思い、毒を飲む。目覚めたジ

ュリエットはロメオの短剣で 14 歳に満たぬ生命を絶つ。 

 

【劇作第２期】 

 The Merchant of Venice（ヴェニスの商人） 

  ヴェニスの商人アントニオがユダヤ人の金貸しシャイロックから金を借り

て友人バッサニオに与える。期限が来ても返済できないため、シャイロッ

クは契約通りアントニオの肉１ポンドを要求する。この法廷の場に、バッ

サニオの婚約者ポーシャが男装の裁判官となって登場し、「血は一滴たりと

も流すこと相ならぬ」という論でアントニオを助ける。慈悲を説くポーシ

ャのセリフは有名。 

   The quality of mercy is not strain’d, 

      It droppeth as the gentle rain from heaven 

      Upon the place beneath. It is twice blest: 

      It blesseth him that gives and him that taks. 

    この劇のシャイロックは、喜劇を盛り上げる人物としての役割を与えられ

ているが、キリスト教徒の犠牲になる哀れなユダヤ人として悲劇的人物に

なっている。 

Julius Caesar 

  『プルターク英雄伝』の中の話を劇にしたもの。凱旋将軍シーザーは３月

１５日、元老院内で反対派に囲まれる。そこに親友ブルータスの姿を見て、

‘ Et tu, Brute?’ （ブルータス、お前もか）とラテン語で呟いて凶刃に倒

れる。追悼集会に集まった民衆を前にアントニーは雄弁に語りかける。 

   Friends, Romans, countrymen, lend me your ears! 

      I come to bury Caesar, not to praise him. 



      The evil that men do lives after them, 

      The good is oft interred with their bones; 

      So let it be with Caesar. The noble Brutus 

      Hath told you Caesar was ambitious; 

     ・・・ 

   But Brutus says he was ambitious, 

      And Brutus is an honourable man. 

  聞く人の心理を知り尽くしたアントニーの演説は民衆を反抗に結集させ、

三頭政治が組織され、ブルータスは滅びる。この劇はシーザーの親友であ

りながら祖国の自由のために陰謀に加わらざるを得なかったブルータスを

中心に構成され、もっとも完璧な劇といわれる。 

 

【劇作第３期】 

 1600 年頃から暗い作品を書く。背景には、エセックス伯の乱がある。1601

年２月８日土曜日の夜、彼の劇団は伯の支援者の依頼を受けグローブ座に

おいて「王たちの死の悲しい物語」を語る『リチャード２世』を上演した。

翌日女王の退位を求めて決起した一味は捕らえられ、劇団側の申し開きは

認められたが、エセックス伯は断罪された。この民衆のアイドル的存在だ

った人の死は、当時の社会に暗い影を落とした。そして一味に加わったサ

ウスハンプトン伯は、２年後ジェイムズ１世の時代になってロンドン塔か

ら釈放されはするものの、この人に望みを託していたシェイクスピアにと

っては痛ましい事件であった。彼はすでにただ一人の男の子（その名も彼

の主人公の名と１字違いの Hamnet）に先立たれており、1604 年になると

父も亡くす。長年、別居生活を続ける中年男には孤独が身にしみる時期だ

った。この期の作が、全て何らかの意味において周りの人と心を通わせる

ことができないために悲劇的な結末を迎える人物を主人公としていること

は、当時の作者の心境と無関係でははいと考えられる。 

  

  Hamlet（ハムレット） 

  デンマークの王子ハムレットの復讐劇。ハムレットの叔父クローディアス

はハムレットの父の死から１か月後には母ガートルードと結婚し、王位に

つく。父の亡霊から、自分を毒殺したクローディアスに復讐せよといわれ

たハムレットは、訪ねてきた劇団を使って劇中劇を仕組み、亡霊の言うの

が嘘でないことを知る。そして親友ホレイシオウにだけしか打ち明けられ

ない秘密を胸に、その実行に大いに悩む。いっそ自殺してしまえばどんな

に楽であろうかという独白は有名。 



   To be, or not to be, that is the question: 

      Whether  ’tis nobler in the mind to suffer 

      The slings and arrows of outrageous fortune, 

      Or to take arms against a sea of troubles, 

      And by opposing, end them. To die, to sleep－ 

  この悩める男はついに剣を抜く。しかし、王と思って殺した男は、実は愛

するオフィーリアの父ポローニアスであった。オフィーリアは悲しみのあ

まり発狂し、川に身を投げる。ここでオフィーリアの兄レアティーズが父

と妹の仇を討つべく登場し、クローディアス王から与えられた毒を塗った

剣を持ってハムレットとの決闘に臨む。そして両者とも毒刃を身に受け、

ガートルードは夫がハムレットに用意した毒杯をあおぎ、ハムレットは叔

父を殺して息絶える。 

  決断力のない男の代名詞となるハムレットは、当時、帽子を目深にかぶり、

伏目がちにロンドンの街を歩いていた不満分子をモデルにしたといわれる

が、この劇で哀れを催すのは、この主人公よりはむしろ、可憐な乙女オフ

ィーリアであり、なすすべもなく死んでゆく母ガートルードである。 

  

All’s Well That Ends Well 

  喜劇。途中はともかく「終わりよければすべてよし」とする後味の悪さを

持ち、全体として暗さが目立つ。 

 

【劇作第４期】悲劇 

 Othello 

  人を疑うことを知らぬ純粋な魂を持つ夫婦が悪賢い男にだまされ、嫉妬のた

めに生命を失う話。ムーア人でヴェニスの将軍オセロウは、美女デズデモ

ーナをその父の反対を押し切って妻にする。この将軍は副官にキャシオウ

を任命するが、それを妬むイアゴウは、キャシオウが副官を辞めさせられ

るように策をねる。そして復職を頼みに彼をデズデモーナに近づかせる。

オセロウは先に妻に与えたハンカチを見せられて、イアゴウの言葉を信じ、

眠っている妻をしめ殺す。イアゴウの妻の告白によって、すべてはイアゴ

ウの計略であったことが知れると、オセロウは短剣でわが胸を突く。この

劇では、純情なオセロウの心に嫉妬心を掻き立てるイアゴウの、人間の心

理を知り尽くした言葉にシェイクスピア劇の真髄が見られる。そして純粋

さを守る為に最愛の妻を殺してしまわねばならない主人公の悲愴な心が哀

れを催す。 

 Macbeth 



  野望のために身を滅ぼす男を描くが、この劇は新王ジェイムズ１世が魔術

好きなことを意識して書かれたもので、３人の魔女が繰り返し登場する。

最初の場面では魔女の一人が 

   When shall we three meet again? 

      In thunder, lightning, or in rain? 

  と言いながら登場し、３人は’Fair is foul, and foul is fair.’と謎めいた言葉

を残して消える。マクベスは魔女の予言通りコーダの領主に任じられると、

次には予言通りの王位をねらう。そして夫人の異常なまでの執念に励まさ

れ決意を固め、スコットランド王ダンカンが来城したときに殺して王とな

る。マクベスは「王たちをうむ」と予言された友人バンコウを殺し、以後

バンコウの亡霊に悩まされる。そしてさしも勝気なマクベス夫人がダンシ

ネイン城で発狂して死んだと聞いて、有名な独白を口にする。 

    Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, 

        Creeps in this petty pace from day to day, 

        To the last syllable of recorded time; 

    And all our yesterdays have lighted fools 

        The way to busty death. Out, out, brief candle! 

        Life’s but a walking shadow, a poor player, 

        That struts and frets his hour upon the stage, 

        And then is heard no more. It is a tale 

        Told by an idiot, full of sound and fury, 

        Signifying nothing. 

  マクベスは「バーナームの森が動いて来るまで」滅びることはないと予言

されて安心しているが、敵軍はカムフラージュのため木の枝をかざし森に

なって動いて来る。そして予言では「女から生まれる」者に殺されること

はないマクベスが、帝王切開で生まれたマクダフに殺される。『マクベス』

は魔女を随所に登場させ、その予言を巧みに使い、野望のとりことなる人

間の壮烈な死を描いた傑作悲劇。 

King Lear 

 シェイクスピア最高の作である、世界最高の悲劇。   

 英国王リアは国土を３等分して娘に与え順番に訪ねて老後を安楽に暮そう

と考える。ところが三女コーディリアは ‘I cannot heave/ My heart into my 

mouth.’と言って、子として親を愛します、とだけしか口にしない。愚かに

もリアは心にもないことを口にするゴネリルとリーガンの言葉を信じ、忠臣

ケントのいさめも聞かず、国土を２分して与える。コーディリアはフランス

の王妃となる。こうして老王リアは忘恩のゴネリルとリーガンに冷遇され、



半狂乱の姿で荒野をさまようことになる。一方、グロスター伯には長子エド

ガーとその異母弟のエドマンドがあり、エドマンドからエドガーが父を殺そ

うとしていると告げられ、これを信じる。追放されたエドガーは白痴を装い

Poor Tom となる。グロスターはエドマンドに裏切られてリーガンに捕らえ

られ、眼をつぶされ、荒野でそれとは知らずエドガーの世話を受ける身とな

る。リアはケントに導かれてドーヴァに行き、フランス軍を率いて上陸した

コーディリアと再会する。しかし戦いはイギリス軍の勝利となり、リアをコ

ーディリアは捕らえられる。リアは娘の真心を知り、「さあ、牢獄へ行こう、

２人きりで籠の鳥のように歌って暮そう」と言って、娘の許しを乞う。ゴネ

リルは妹リーガンを毒殺し、エドマンドに頼んで夫オールバニイ公を亡き者

にしようをはかるが、エドマンドは公開試合でエドガーに敗れ、ゴネリルは

証拠の手紙を夫から突き付けられて、自殺する。コーディリアを助けよとの

命令は間に合わず、リアはしばり首にされた娘の亡骸をかかえて現れ、 

‘Howl, howl, howl! O, you men of stones.’と悲痛な叫びを発し、 ‘Why 

should a dog, a horse, a rat, have life,/And thou no breath at all?’と言って

80 歳の老王は息絶える。 

 この劇の精神は、リア王同様子供の口先だけの言葉に騙され、裏切りに苦し

められるグロスターの次の言葉によく表わされている。 

   As flies to wanton boys, are we to the gods; 

      They kill us for their sport. 

Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear は四大悲劇と呼ばれる。Antony and 

Cleopatra と Coriolanus もこれに次ぐ名作悲劇。   

 

【ロマン劇・和解劇】 

Pericles 

 タイアの王ペリクリーズが、死んだと思っていた妻と娘に再会する話。 

Cymbeline 

 ブリテン王シンベリーンの娘イモーヂェンが不貞の疑いをかけられ、最後に

疑いが晴れる。 

The Winter’s Tale（冬の夜話） 

 シシリア王レオンティーズの妃ハーマイオニが不義の疑いを受け、獄中で生

まれる娘パーディタは捨てられる。パーディタは羊飼に育てられて成人し、

死んだと思われたハーマイオ二も生きていて、懺悔の生活に入っていた王は

妻の許しを乞い、幸せを得る。 

The Tempest（あらし） 

 シェイクスピア最後の完成作。  



 ミラノの大公プロスぺロウは弟に国を追われ、魔法を体得し、怪物キャリバ

ン及び妖精エアリエルを従えて娘ミランダと孤島に住んでいる。プロスぺロ

ウは嵐を起こして自分に不幸をもたらした者たちの乗った船を難破させる

が、それはこれによってこの島に全員を集めて和解させるためであった。こ

の劇はシェイクスピアの劇では唯一三一の法則（three unities、アリストテ

レスの説）を守ったもので、事件は全て島で起こり、一日で終わる。 

 

シェイクスピア四大悲劇：Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear 

ダン（John Donne） 

 1572－1631 

  ロンドンの金物業組合役員の子に生まれた。カトリックの家系。 

  愛における肉体の意義を誰よりも鋭く言葉にした詩人。 

 Songs and Sonets（歌とソネット） 

  55 編の愛の詩 

 The Good-Morrow 

  見つめ合う二人の瞳に全世界を見、二人の愛の永遠性を日常会話の口調で

歌う。 

 The Sun Rising（日の出） 

  カーテンの隙間から差し込む朝日に向かって、子供を窘めるような口調で

語りかける。 

 

ミルトン（John Milton） 

 1608－1674 

  ロンドンの中心街で公証人を営む豊かな家庭の長男に生まれた。あだ名は

the Lady of Christ’s. 

  

  On the Morning of Christ’s Nativity（キリスト降誕の朝） 

  キリストの誕生による異教の神々の退散を描く賛歌。 

  L’Allegro（ラレグロ/快活の人） 

  Mirth の女神に呼びかけて、人生の楽しみをたてる。 

 Il Penseroso（イル・ペンセローソ/沈思の人） 

  Melancholy の女神に呼びかけて、一人静かに生きる喜びを歌う。 

 Lycidas（リシダス） 

  28 歳の時、友人 Edward King がアイルランドへ帰る途中、沖合数キロで

船が座礁に乗り上げで沈没し、泳げないキングは溺死してしまう。彼の追

悼式用に書いた。 



  英文学史上、三大悲歌の一つとされるほど有名な牧歌風悲歌 

      ‘Yet once more, O ye laurels, and once more’（今一度、ああ月桂樹よ、

今一度）と重々しく始まり、川の精、ギリシャ神話の神々、ケインブリッ

ジの川と現われ、最後に、イエスが天国の鍵を預けたとされる漁夫の使徒

ペテロが                         ‘Last came and last did go/The pilot 

of the Galilean lake;’（最後に来て、最後に行けり/ガリラヤの海の案内は） 

  と、教会の堕落に痛罵を加える。そして神の力によってリシダスは天国に

迎え入れら         れ聖者の仲間入りしたのだから、もう嘆く

なと言う。 

       Weep no more, woeful shepherds, weep no more, 

         For Lycidas your sorrow is not dead, 

         Sunk though he be beneath the wat’ry floor; 

   最後にひとりの名もない羊飼がこの歌を歌ったことが記され、 

    Tomorrow to fresh woods, and pastures new.’ （明日は新たに森へ、

牧場へ） 

  と結ばれる。 

  

Paradise Lost (1667) 

  世界文学史に冠たるこの大变事詩は、初版では全 10 巻、再販（1674）の時

变事詩の伝統により 12 巻に改められた。アダムとイーヴが禁断の木の実を

食べてエデンの園を追われる『創世記』の話を題材とし、grand style（壮

重体）といわれる重々しい blank verse（弱強５詩脚の無韻詩）で書かれて

いる。本書の主題は变事詩の伝統により関東の詩神への祈りに記されてい

るが、書き出しの３行の最後の語 fruit-taste-woe にも主題が暗示されてい

る。 

    Of man’s first disobedience, and the fruit 

        Of that forbidden tree whose mortal taste 

        Brought death into the world, and all our woe, 

        With loss of Eden, till one greater Man 

        Restore us, and regain the blissful seat, 

        Sing, Heavenly, Muse… 

        人の初めの叛逆とあの禁断の 

    木の実とを、あの恐るべきあの味が 

    この世に死と悩みとをすべてもたらし  

    失いしエデンの園ぞ、大いなる 

    人のわれらを購いて、幸せの座の回復を 



    歌え、天上の詩の神よ・・・ 

   

人間は神の命に背いた。これが人間の堕落(fall of man)である。しかし、罪

を犯したが故に、罪人をも許したもう神の慈悲(mercy)を知り、神の愛を知

った。この意味では原罪(original sin)は人間に幸せをもたらす幸せな罪

(felix culpa)であった。だから、人間に対する神の道は正しかったのである。

詩人は詩神への祈りをこう結んでいる。 

                         What in me is dark 

     Illumine; what is low, raise and support; 

     That to the height of this great argument 

     I may assert Eternal Providence, 

     And justify the way of God to men. 

 

『失楽園』の主人公は身も心も神に似せてつくられたアダムである。当時の

世界観によれば、神を頂点として虫けらに至るまで、万物は The Great 

Chain of Being という大きな存在の鎖でしっかりとつながれていて、すぐ上

の者に従い、すぐ下の者を正しく導くのが務めであり、これを怠るとみ、こ

の世の秩序が破れ、混乱が生じる。この詩で悪魔の侵入を知らせるために楽

園を訪れる天使ラファエルはアダムにだけ話をする。イーヴは後でアダムか

ら話を聞く。悪魔はアダムに近づかず、アダムがいない時をねらって蛇の姿

でイーヴに近づき、善悪の知識の木の実を食べるよう誘惑する。彼はこの木

の実を食べればアダムなみの頭脳になるという口実で説得にあたり、イーヴ

はこれにだまされる。アダムはイーヴが罪を犯したことを聞いても、咎めず、

即座に進んで同じ罪を犯そうと決心する。その理由をミルトンは ‘fondly 

overcome with female charm’（愚かにも女の魅力に負かされて）と書いて、

どんなに頭（理性）では悪いと知っていても、女の魅力（情熱）に負けてし

まうのが人間だという悟りを示している。こうしてアダムは下の者を正しく

導くという務めを怠ったために死も病も悩みも知らぬ楽園を失うが、苦難を

共にする夫婦愛を知ったことで、 ‘paradise within’（心の中の楽園）を得

た。そして天使マイケルからノアの洪水までの人類の将来を幻で見せてもら

い、イーヴと共にエデンの東へ歩み出る。 

      Some natural tears they dropped, but wiped them soon; 

      The world was all before them, where to choose 

      Their place of rest, and Providence their guide. 

      They, hand in hand, with wandering steps and slow, 

      Through Eden took their solitary way. 



      あふれる涙頬つたい、手早く拭い 

   眼の前に見る世界は、これからの 

   安住の地よ、神様の導きの手に案内され。 

   手に手をとりて定まらぬ足取り重く 

   ふたりきりエデンの園を去りてゆく。 

 

この詩は变情詩の伝統により、時間の真只中から話が始まり、神に反逆した

ため地獄に落とされた天使の軍勢が最初に描かれる。ここで火の池地獄で起

き上がる元の大天使 Lucifer、いまは大悪魔 Satan と呼ばれる敗軍の将の姿

の描写は本書の圧巻である。実際、本書の主人公はセイタンかと思わせ、後

にブレイクは「ミルトンは知らぬうちに悪魔の味方になっていた」と言った。

確かに、 ‘Better to reign in hell than serve in heaven.’（天国の従者たるよ

り地獄の主たらん）などの数々の勇ましい言葉は感動的でさえある。しかし

当時の存在の鎖の中で、悪魔は決して英雄たりえない。セイタンは自分の能

力を正当に評価されないために神々に反逆した。人間の心の最大の敵の一つ

Pride のため地獄に落とされたのである。このことはイーヴがアダムと同等

になりたいという誇りのために罪を犯すのと同じである。 

この詩は左右対称の建築物の構造を持っている。最初の 1，2 巻が天使たち

の堕落の結果（地獄）を描くのに対し、最後の 11，12 巻は人間の堕落の結

果を描く。３巻に天上の会議とセイタンの地上侵入が配されている。４巻で

はセイタンがイーヴを夢の中で誘惑し、９巻ではセイタンがイーヴを現実に

誘惑する。５巻ではラファエルがアダムに悪魔の侵入に備えるよう警告し、

８巻では同じくラファエルがアダムに女の魅力に負けるなと忠告する。本書

の中心ではラファエルの口から神の業績が語られ、６巻で神の子のセイタン

の反乱軍への勝利、７巻で神の天地創造が語られる。こうしてラファエルの

話（5，6，7，8 巻）を中心に、前に悪魔、後に人間が配置されている。  

 

Paradise Regained（復楽園） 

 『失楽園』の続編。キリストがセイタンの誘惑に勝って地上の楽園が回復

される。 

Samson Agonistes（闘技士サムソン） 

 合唱隊が一段高い立場から事件の意味を語るギリシャ悲劇の形式によっ

て、妻デリ     ラの裏切りにより的にとらえられ両目をえぐりとられ

てガザで石臼をひくサムソンの                 一日

が描かれる。彼はわが身をのろう。 

    O dark, dark, dark, amid the blaze of noon, 



        Irrecoverably dark, total eclipse 

        Without all hope of day! 

最後はダゴンの神殿で見物に集まったぺリシテ人を前に大柱を押し倒し、生

前、戦闘で殺したより多くの敵国人の生命を奪って死ぬ。こうして最後に合

唱隊が、何があろうとも神の御心では ‘All is best…And ever best found in 

the close.’（すべてよし・・・つねに最後はよしとわかる）と歌う。この崇

高な悲劇の結びの言葉 ‘calm of mind, all passion spent’（情熱を使い果た

して、心静かに）は共和国実現の夢を破られた作者の心境でもあったろう。 

 

 

 

Bible（聖書）―旧約聖書 

      ―新約聖書  Love,Eros（ギリシャ語で神の名） 

 

キリスト教～神の概念～ 

 父と子と精霊：Father, Son, Holy spirit 

  三位一体（Trinity） 

 

アダムとイヴ（またはエバ） 

 旧約聖書『創世記』に最初の人間と記される人物。天地創造の終りにヤハウ

ェ（新共同訳聖書では、主なる神）によって創造されたとされる。 

『創世記』 

① 旧約聖書『創世記』によると、アダムの創造後実のなる植物が創造され

た。アダムはエデンの園に置かれるが、そこにはあらゆる種類の木があ

り、その中央には命の木と善悪の知識の木（tree of knowledge）と呼ば

れる２本の木があった。 

それらの木はすべて食用に適した実をならせたが、主なる神はアダムに

対し善悪の知識の実だけは食べてはならないと命令した。なお、命の木

の実はこのとき食べてはいけないと命令されてはいない。 

その後、女（エバ）が創造される。蛇（serpent）が女に近づき、善悪の

知識の木の実を食べるよう唆す。女はその実を食べた後、アダムにのそ

れを勧め、二人は目が開けて自分たちが裸であることに気づき、イチジ

クの葉で腰を覆ったという。 

② この結果、蛇は腹ばいの生物となり、女は妊娠の苦痛が増し、また、地

（アダマ）が呪われた。 

 



 

God：ユダヤ系ヘブライ 一神教 /  gods：ギリシャ：ヘレニズム 多神教 

  →合わせたのがキリスト教 

 

Epic（变事詩）…神や英雄の行為をたたえたオデュッセイア・ラーマーヤナ・

神曲・失楽            

       園などの英雄变事詩が代表的。 

Lyrics（变情詩）…詩人の内面・感情・情緒を主観的に表現した詩。古代ギリシ

ャでリラに合わせて歌われた詩が起源。（今の歌謡曲も） 

 

Da Vinch Code のテーマ 

 イーヴの創造 

 シオン修道会：キリストとマグダラのマリアの結婚、子孫を守ることを目的

とする。 

        歴代総長→ドビュッシー、レオナルド・ダ・ヴィンチ（秘密

結社総長） 

         

 The Council of Nicaea（ニカイアの会議） 

  イエスが神の子であるか投票 

 The Madonna of the rocks（岩窟の聖母） 

 Last Supper（最後の晩餐） 

  聖ペテロとマグダラのマリアは敵対 

  イエスとマグダラのマリアの間がＭの字になっている。 

  イエスの服とマグダラのマリアの服の色が逆転している。 →二人の関係

性 

The Holy Grail（聖杯） 

  血筋を受け継ぐ者 

字謎（anagram） 

黄金比(golden ratio)―1:1.618 

 

 

 

 

 

 

 



Puritan Revolution CharlesⅠ斬首 

 1642 年に始まった英国の市民革命。チャールズ１世の専制政治に反対した

クロムウェ 

 ルらのピューリタンを中心とする議会派が、49 年に国王を処刑して共和国

を樹立。の 

 ち、クロムウェルは急進派を弾圧して議会を解散、独裁を行ったが、58 年、

その詩と 

 ともに共和国は崩壊、60 年には王政復古となった。清教徒革命。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 世紀 Classicism=形式的 

 

ポープ（Alexander Pope） 

  1688-1744 

  父はロンドンでリンネル商を営むローマ・カトリック教の信者。当時のカ



トリック 

  教徒は大学に入ることはできなかった。身長は低かったが頭の成長は非常

に早く、 

  独学で文学知識を身につけた。声が美しく、the little nightingale と呼ば

れ、音に 

  敏感な耳を持ち、すでに 12 歳で孤独をたたえる詩を書くほどの早熟児。 

  

 An Essay on Criticism（批評論） 

  ローマの詩人ホラティウスの Ars Poetica（作詩法）からヒントを得て、

ドライデン 

  風の英雄対句で書いた 1200 行の詩で、機知に富む表現は広く世人の愛す

るところと 

  なり、諺になったものも多い。 

     A little learning is a dangerous thing; 

          Drink deep, or taste not the Pierian spring. 

         生兵法はけがのもと、生半可なら、やらぬがまし。 

       True wit is Nature to advantage dressed, 

          What oft was thought, but ne’er so well expressed; 

         真の機知とは装いし自然 思いし想いを言い得て妙。 

     Some praise at morning what they blame at night, 

          But always think the last opinion right. 

        朝にほめ夕にけなすは人の常 いま言う意見がわが意見。 

       To err is human, to forgive divine. 

    誤つは人、許すは神。 

 

  このような響きの良い言葉が次から次に出てくるこの『批評論』は、上の

２番目の 

  引用に見られるとおり、平凡な内容を誰も言い表しえなかったような見事

な言葉で 

  表現したところに特色があり、これがポープの詩の最大の特質。 

 The Rape of the Lock（髪の毛盗み） 

  ポープの作詩法がひとつの頂点に達する。 

  詩の技法の極致 

 Iliad・Odyssey 

  ホメーロスの翻訳 

 The Dunciad(愚者列伝) 



  彼が編集したシェイクスピア全集に対し欠点を指摘した本の著者シオボ

ルトを主 

人公にした風刺詩。 

  An Essay on Man（人間論） 

   １部は宇宙の存在の鎖の中での人間の地位、２部は個人としての人間、

３部は社会 

   の中の人間、４部は幸福の追求を主題とする。 

     Hope springs eternal in the human breast: 

         希望湧く人の心にとこしえに 

      Know then thyself, presume not God to scan; 

          The proper study of mankind is Man. 

汝自身を知れ、神をおもんぱかるなかれ 

     人類に適した研究は人間なり。 

        An honest man’s the noblest work of God. 

       正直者 これぞ神の最高作 

 

ジョンソン(Samuel Johnson) 

 1709-1784 

  スタフォードシャのリッチフィールドに住む本屋の長男に生まれる。 

  生来病弱な子で、眼も耳も悪くなり、長じては、うつ病に悩まされた。 

  ジョンソンの最初の仕事は英語辞典の編集。それはイギリス最初の『英語

辞典』。 

  

 The Vanity of Human Wishes（人の願いの空しさ） 

  作者の人生を反映した詩。結論は次の２行。 

    Still raise for good the supplicating voice, 

        But leave to Heaven the measure and the choice. 

        常にあげよ祈願の声 

    天に任せよ その手段と選択。 

 Irene（アイリーン） 

  私塾生徒で役者志望のギャリックのために書いた悲劇。 

 A Dictionary of the English Language（英語辞典） 

  英語で書かれた最初の辞書。エリザベス朝以降の作家からの用例を引いて、

語を定義。 

 Letter to Chesterfield 

   英文学史上最も有名な手紙。 



  Is not a Patron, my Lord, one who looks with unconcern on a man 

struggling for life in the water, and, when he has reached ground, 

encumbers him with help? 

 The Life of Samuel Johnson（英国伝記文学の最高峰）の著者 James Bowswell

に出会う。 

 

 The Lives of the Poets 

  詩人伝。カウリ以降の英国詩人 52 人の選集の序文として書いた評伝。 

 

ドライデン（John Dryden） 

 1631-1700 

 ノーサンプトンシャの地主の子に生まれ、王政復古（Restoration Period, 

1660-1700） 

 を代表する文人になる。初代桂冠詩人。（Poet Laureate） 

  

 Annus Mirabilis（驚異の年） 

 ４行連の詩。300 連のうち、最初の 200 連じゃオランダ海戦、残り 100 連は

ロンドンの大火を描く。 

Marriage a la Mode（現代式結婚） 

 当時全盛期だった上流社交界の因襲を洗練された会話で描く風習喜劇

（comedy of manners） 

The Conquest of Granada（グラナダ征服） 

 当時盛んだった、名誉と愛の相克に悩む主人公を heroic couplet（弱強５詩脚）

で描く英雄劇（heroic plays）   

All for Love(すべて恋ゆえ) 

 アントニーとクレオパトラの話を題材に無韻詩で書いた悲劇。 

Absalom and Achitophel(アブサロムとアキトフェル) 

 政治風刺詩人として有名になった。 

 旧約聖書サムエル後書に出てくるアブサロムをモンマス公、アキトフェルを

シャフツベリ卿として英雄対句で徹底的に罵倒。 

     Of these the false Achitophel was first; 

       A name to all succeeding ages cursed: 

       For close designs, and crooked counsels fit; 

       Sagacious, bold, and turbulent of wit; 

       Restless, unfixed in principles and place; 

       In power unpleased, impatient of disgrace 



      A fiery soul, which, working out its way, 

      Fretted the pygmy body to decay, 

      And o’er-informed the tenement of clay. 

    →英文学史上最高の風刺詩 

 

 

 

 

18 世紀 産業革命・庶民階級の隆盛 

 

アジソン・スティール 

 

 

 

スウィフト（Jonathan Swift） 

 1667-1745 

 英文学史上最大の風刺作家。 

 

 The battle of the Books 

 古代書物対現代書物の「書物合戦」 

A Tale of a Tub（桶物語） 

 ３つの子に父が遺言して、体の成長に合わせて大きくなる上着を１着ずつ残

す。この３人の兄弟はキリスト教の３つの派を表す。Peter は使徒ペテロでカ

トリック、Martin はルッターで英国国教会、Jack はカルヴィンで非国教徒を

指す。この３人が喧嘩をしたりすることを描いて、宗教の堕落を風刺。 

Gulliver’s Travels 

 ７年前に出た『ロビンソン・クルーソー』に対抗して書かれたもので、４部

作の冒険物語の形をとって、全く違った視点から見た人間のおかしさを風刺。

第１部では商船の船長ガリバーは小人国 Lilliput に上陸。人間の１フィート

がこの国では１インチになっていて、12 分の 1 の虫けらの尺度で描けれてい

る。ある時ガリバーは宮殿の火事を発見し、直ちに放尿によって消し止める

が、彼の鎮火の功績よりも、その失礼な消火方法が問題にされ、捕らわれの

身となる。 

 第２部大人国 Brobdingnag ではガリバーは虫けらの大きさしかない。王妃付

きの女官たちが素っ裸になって着替えをすると、ただもう恐怖と嫌悪の情が

こみ上げてくるし、香水をつけるとその強烈な香りに忽ち失神する。そして



イギリスの政治体制の見事さを自慢すると、国王からは、  ‘the mose 

pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl 

upon the surface of the earth’（自然が這いまわることを許した最も有害な、

いやらしい害虫ども）と評される。 

 第３部は飛び島 Laputa とそのまわりの大陸 Lagado の話で、きゅうりから日

光を作り出そうとする話などによって学者の愚务さが描かれている。 

 第４部、理性を持った馬 Houyhnhnm の国では、人間の姿をした卑しい動物

Yahoo の醜さが示される。この国から帰国したガリガーは家族を避け、馬に

しか仲間意識を持たない。このことは、ガリバーの人間嫌いは家庭生活の温

かさによって救われうることを暗示。『ガリバー旅行記』は当時流行の冒険物

語に形を借りた透徹した人間風刺。 

  A Modest Proposal（控え目な提案） 

   貧乏人の子は両親の負担にならないように、１歳まで太らせて、肉にし

て食用に供すれば一石二鳥だとする一見残酷な論文であるが、貧しくて毎日

のように死人の出るアイルランドの現状を知る作者の、本国政府の無策を責

める内容で、彼の風刺論の傑作。 

 

デフォー（Daniel Defoe） 

 1660-1731 

 英国小説・ジャーナリズムの父。イギリス最初のジャーナリスト。ロンドン

の肉屋の息子に生まれる。 

  Robinson Crusoe 

  無人島に置き去りにされて４年間を過ごしたセルカークの実話からヒント

を得て書かれた。クルーソーは召使フライデイと一緒に無人島で 20 年２か月

と 19 日を過ごすが、困難な状況にあって、持前の勤勉工夫で明るく生き抜く

姿は、当時の代表的なイギリス人像とされる。 

 

フィールディング(Henry Fielding) 

 1707-1754 

 デズモンド伯爵の血を引く陸軍大尉の息子としてサマセットに生まれた。  

 Joseph Andrews 

 Tom Jones 

 世界十大小説のひとつ。 

 ある朝オールワージィ家の当主のベッドで発見された孤児トムは当主の甥ブ

ライフィルと一緒に育てられるが、トムはこの甥に中傷されて勘当の身とな

り、あてもなく旅に出る。途中、いやなブライフィルとの結婚をきらって家



出したソフィア・ウェスタンと出会い、彼女が落とした財布を届けるために

ロンドンへ行く。ソフィアと結ばれる見込みはないとみたトムは年上の女と

仲良くなり、ついには決闘までする破目になる。最後に、トムは当主の妹が

結婚前に生んだ子であり、したがって当主の後継ぎとわかり、二人はめでた

く結婚する。 

 

ブレイク（William Blake） 

 1757－1827 

 ロンドンの靴屋の息子に生まれた。 

Songs of Innocence and of experience（無心と経験の歌） 

 宗教詩。The Lamb が最も有名な歌。 

The Marriage of Heaven and Hell 

 真理への道が偽の宗教によって腐ってしまっていると説く散文。 

 

19 世紀 ロマン派の詩人 

Romanticism=理想を追い求める。想像的世界を大事にする。現実否定。革命

の原動力。 

 

ワーズワス（William Wordsworth） 

 1770-1850 

 大学２年生の時フランス革命。 

 Lake District（湖水地方）に住んだため、Lake Poets（湖畔詩人）と呼ばれ

る。 

 また、自然の美しさについて詩を書いたので Nature poet（自然詩人）とも。 

Lyrical Ballads(变情歌謡集)－1798 

  話し言葉に近い平易な言葉で作られるべきもの。詩は溢れるばかりの感情

を「静かに回想」したときに生まれる。 

  イギリス・ロマン派の出発点。 

  

 ★poetic license…詩的許容 

  Iambic Pentameters…弱強５歩格→１行にアクセント５つ 

 

  Iambic Tetrameters…１行にアクセント４つ 

 

   I wandered lonely as a cloud 

      That floats on high o’er vales and hills, 



      When all at once I saw a crowd, 

      A host, of golden daffodils; 

      Beside the lake, beneath the trees, 

      Flutt’ring and dancing in thebreeze. 

 

 Immortality Ode（不滅の賛歌） 

 昔を偲び、現在の自分との対比においてそれを書くというワーズワスの作詩

態度。 

The Prelude, or, Growth of a Poet’s Mind（序曲、詩人の魂の成長） 

 

キーツ（John Keats）  

Endymion 

 ラトモス山中で眠る美尐年エンディミオンを月の女神シンシアが愛し、永遠

の生命を与える話。 

       A thing of beauty is a joy for ever: 

       Its loveliness increases. 

To Autumn 

 

オースティン（Jane Austen） 

 1775-1817 

 中流階級の社会を描いた最初の小説家。 

 Pride and Prejudice（高慢と偏見） 

 世界十大小説のひとつ。 

 Emma 

 エマは 17 歳の寄宿生ハリエット・スミスのために、お節介をやいて結婚相

手を世話してみるが、うまくゆかず、結局、ハリエットは自分で相手を選ぶ。 

 

ディケンズ（Charles Dickens） 

 1812-1870 

   

 The Pickwick Papers 

  Oliver Twist 

  孤児オリバーの救貧院での惨めな生活から始まり、彼が盗賊一味の捕れえ

られ、出生   

  の秘密が明らかになる。 

 David Copperfield 



  一人称で語られるディケンズの半自伝的小説。 

 

ブロンテ姉妹（Bronte Sisters） 

 Charlotte 1816-1855 

  Emily    1818-1848 

  Anne     1820-1849 

 シャーロット：Jane Eyre 

               主人公ジェインは、養ってくれた叔母に嫌われ、孤児院に入

れられる。 

       ジェインはここを逃げ出し、ソーンフィールド・ホール邸の住

み込み家庭教師になり、主人のエドワード・ロチェスターと

結婚する直前に、この人には本人も知らない狂人の妻があり、

邸内の一室に閉じこめられていることが分かる。失望したジ

ェインは野原をさまよい、死にかけるところを牧師に助けら

れ、村の女学校の教員をして暮らすうち、自分の身分が判明

し、遺産を手に入れる。この牧師の申し込みを受けて結婚し

ようとするとき、テレパシィを受けて邸に行ってみると、気

が狂った妻の放火で家は焼け、主人は妻を救おうとして失明

していた。こうして二人は結ばれる。  

 

 

エミリ：Wuthering Heights 

     Heathcliff はリバプールの路上で「嵐が丘」の地主アーンショー氏

に拾われ、家族同様に育てられる。しかし、この地主が死ぬと彼は

若主人ヒンドリにいじめられ、その妹キャサリンにひかれつつも、

彼女が、あんな捨て子と結婚するのは恥ずかしいと言うのを立ち聞

きし、家を出る。３年後、金持ちになって帰ってきたヒースクリフ

は、キャサリンが隣人エドガー・リントンと結婚しているのを見て、

エドガーの妹イザベラと結婚する。キャサリンは娘キャシィを産ん

で死に、イザベラも息子リントンを産んで死ぬ。ヒースクリフは自

分が子供の時いじめられた復讐に、ヒンドリの息子ヘアトンをいじ

め、リントン家とアーンショー家の全員に仕返しをはかる。12 年

後、ヒースクリフは病弱の息子リントンをキャシィを無理に結婚さ

せてリントン家の主になる。父が死に、夫も死ぬと、残されたキャ

シィは、かわいそうなヘアトンのために尽くすようになる。ヒース

クリフは自分の一生の空しさを悟り、死んでキャサリンと一緒にな



ることを願い、絶食して生命を絶つ。最後に、キャシィとヘアトン

の結婚に両家の和合が暗示されている。 

アン：Agnes Grey 

 

ハーディー（Thomas Hardy） 

 1840-1928 

 ６世紀のサクソン王国の領土であったウェセックス（イングランド南部）と

ほぼ同じ 地域を舞台としているため、Wessex Novels と総称される。 

 人間の運命は内在意志の力によって動かされ、これには人間の善悪も通じな

いと考えていた。 

 

The Return of the Native（村人帰る） 

Tess of the D’Urbervilles:A Pure Woman（ダーバヴィル家のテス―純情な乙

女） 

  主人公テスは、名門ダーバヴィル家の子孫と思い込んだ貧しい農家の娘。

話は彼女を誘惑するAlec D’Urbervillと夫Angel Clareという２人の男をめ

ぐって展開する。牧師の子エインジェルは結婚した夜、自分の過ちを妻に

語る。そしてアレックに犯されたことがあると妻から打ち明けられると、

妻を置き去りにして外国へ行ってしまう。彼が思い直して妻の所へ帰る頃

には、テスは再びアレックの女になっている。テスはアレックを殺し、エ

インジェルと逃げるが、捕らえられ、縛り首になる。 

Jude the Obscure（日陰者ジュード） 

  主題は「肉と霊の死闘」であり、「こう生まれたいと願う理想の生活とこ

う生きざるをえなかった現実の生活との対比」。村の石屋 Jude Fawley は学

問を志す孤児であるが、豚屋の娘アラベラ・ダンに誘惑され、大学進学を

あきらめて結婚する。しかし、間もなくケンカ別れし、大学町へ行き勉強

を始める。今度は、夫の所を逃げ出したインテリの学校教師スー・ブライ

ドヘッドにひかれ、同棲する。しかし双方の離婚が成立する頃には、スー

は再び夫の元へ帰る。ジュードは酒に溺れ、病気になり、惨めな死を迎え

る。 

 The Dynasts 

 

Beatrix Potter 

 Peter Rabbit 

 



Lewis Carroll 

 1832-1898 

  

 Alice’s Adventures in Wonderland 

 

 

20 世紀 

ジョイス(James Joyce) 

 1882-1941 

 Ulysses（ユリシーズ） 

  ダブリンに住むハンガリー系ユダヤ人 Leopold Bloom の 1904 年 6 月 16

日の 24 時間を stream of consciousness（意識の流れ）の手法で主人公の潜

在意識にまで立ち入って描いた傑作。 

 Finnegans Wake（フィネガンの通夜） 

  梯子から落ちて死んだティム・フィネガンが、通夜の夜、ウィスキーが棺

にこぼれて生き返るという、古い歌をタイトルにして、居酒屋の主人

H.C.Earwicker の一夜を描く。 

 

エリオット(T.S.Eliot) 

 1888-1965 

 The Love Song of J.Alfred Prufrock（プルフロックの恋唄） 

 The Waste Land（荒地） 

 Four Quartets（四つの四重奏曲） 

 Murder in the Cathedral 

  Dante（ダンテ論） 

 


