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Mechthildにおける二つの愛,minnèと,liebe i

一中世宮廷文学との比較研究一

須滞
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1. MechthildvonMagdeburg (1207?〜1282?)のMystikでは,神との愛がすべてを貫

く根本動機となり, ｢神と人間(魂)の神秘的合一(unio mystica)｣, ｢愛の純化の段階にお

ける苦難｣, ｢謙虚な賛美｣の三つの相が絡み合い,そしてこれらは弁証法的に融合していく｡
彼女のMystikの根源にあるものは｢神と人間(魂)の関係｣であり,ここにおける
Mechthildの神に対する姿勢は｢神‑の賛美｣, ｢神への愛｣で終始一貫している｡
MechthildのMystikの中心テーマは｢神と人間(魂)相互の愛｣であるが,ここには,

｢人間(魂)の神‑の愛｣と｢人間(魂) ‑の神の愛｣も含まれる｡彼女の書, 『神性の流れ
る光』 (DasflieBende Licht der Gottheit)1)では,これらの｢愛｣は, minneおよびliebeの

二つの名詞によって表され,訳語としては,いずれも,ラテン語のcaritas,新高ドイツ語
のLiebeが充てられる｡しかしminneとliebeは,本来異なる意味概念を持ち,ドイツ中世

宮廷文学では,それぞれの詩人が異なる独自の｢愛｣を表現している｡本論では, Mechth‑
ildにおける｢神と人間(魂)に関わる愛｣を表すminneとliebeについて,それぞれの特
徴と両者の相違,さらに, Mechthildにおける用法の独自性を,ドイツ中世盛期の宮廷文学

に見られる用例とも比較して考察する｡
2. minneは古くは｢宗教的,友好的,官能的な愛｣を示したのに対して, liebeは｢満足｣,

｢喜び｣, ｢好意｣を表した｡ minneはその概念において,人の心を深く揺り動かす力を有す
ることから,中世初期の詩人たちはこれを魔術や魔力として描き,またminnesiech (恋の

病)のように心の病として扱った｡しかし中世盛期には, minneの力は肯定的な評価を受け
ることになり,その頂点においてほ, minneは｢本能的生活や感情に任せた生活を慎み深く
制御する精神的な態度｣ (eine seelische Haltung, die gerade auf zuchtvolle Beherrschung

des Trieb‑ und Gef山llslebens gerichtet ist)を表すようになる2)｡以下に中世盛期の宮廷文

学における｢愛｣を表すminneとliebeについて,この時代の代表的作品における用例から
その特徴を見る｡

2.1.1 『Das Nibelungenlied』3)

『Das Nibelungenlied』においてminneは, ｢結婚｣ (Eheverbindung),もしくは｢結婚
生活,婚姻関係｣ (eheliche Gemeinschaft)を意味する｡
sie sc6z nit snellen degenen umbe minne den scaft. 326, 4

(彼女は勇往な勇士たちを相手に愛(結婚)をかけて槍を投げた)
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D6 rang er mach ir minne unt zerfuort'ir diu kleitl

636, 1

(そこで彼は妻の愛(肉体的契り)を得ようと彼女の着衣を乱した)
それに対してliebeは, ｢一族郎党の親愛の情｣ (verwandtschaftliche Vertrautheit)を

示す｡
wie rehte minnecl†che si d8 bT im lac nit vriuntlTcher liebe unz an den liehten tac!

683,1f.

(彼女は一妻として抱かれ一夜が明けるまで,どんなに優しく縁者(夫婦)となった

親密な情を湛えて彼の隣に横たわっていたことか)
diu liebe wart sit gescheiden: daz frumte groezl†cher nTt･ 812, 4

(その後‑クリ‑ムヒルトとプリュソヒルトの一身内の好意(愛)は消え失せた｡恐

ろしい憎悪がそうしたのだ)

2.2. Hartmann Yon Åue: 『Erec』4), 『Iwein』5)

Hartmann Yon Aueにおいてminneは, ｢結婚と結びついた恋愛｣あるいは｢夫婦間の愛
の結び付き｣ (eheliche Liebesgemeinschaft)を表す｡
d6 kerte er allen sinen list an vrouwen EnTten minne. Erec

2929 f.

(それから彼(エーレク)は彼の全ての思いを‑ベッドでの一妻ユニーテ夫人‑の愛
へと向けた)
Wer hat under uns zwein gevtleget dise minne? Iwein

2342 f･

(誰が私たち二人(ラウディ‑ネとイ‑ヴェイン)に,このような(仇であるはずのイ
‑ヴェインと結婚しようとする)愛情を起こさせたのか)
それに対して, liebeは｢男女の精神的な愛｣ (seelische Liebe)を表す｡
Wie machte diu geselleschaft ham deheiner liebe kraft under manne und wTbe, Erec

9510ff.

(‑肉体でのみ親しくし,お互いの心が離れている一男と女の間の結び付きは,どう

して心豊かな愛を持ちえようか)
da treip in diu liebe darzuo, Iwein

2210

(一彼女を一慕う気持ちが,彼をそれほどまでに(こんな早く到着するように)駈り
たてた)

2.3. Wolfram von Eschenbach : 『Parzival』6)

wolfram Yon Eschenbachでは, minneは｢結婚と結びついた恋愛｣とともに｢官能的
な愛｣ (sinnliche Liebe)を表す｡
d6 pflac diu ktlneginne einer werden stlezer minne, und Gahmuret ir herzen tratl

44,

27ff.

(そこで女王と彼女の最愛の人ガ/､ムレトは,立派で甘美なミソネ(愛の行為)を行っ
た‑これによって女王は彼の妻となった‑)
ez waere wTb oder magt, swaz er da minne hatbejagt. die nan er gar in noetenl

27ff.

343,
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(人妻であれ,生娘であれ,彼が彼女らとミソネに及んだ場合,いずれも彼はひたすら
暴力に訴えた)
それに対してliebeは, minneとは対照的な｢男女の精神的な愛｣を表す｡
si waren mit ein ander s8, daz si durch liebe waren vr8, 202, 29 f.

(一二人は相手の肌にも触れずに身を横たえていた一彼らは純潔な愛を楽しむことで
共に過ごした)
Swem wariu liebe ie erholte daz er herzeminne dolte, 365, 1 f.

(かつて本物の愛情によって心のミソネを得ることができた人)

2.4. Gottfried von StraBburg : 『Tristan』7)

minneは, Gottfriedで初めて｢結婚｣という形式から離れた｢男女の精神的･官能的な
愛の結び付き｣ (seelisch‑sinnliche Liebesgemeinschaft)を表す｡すなわちminneは, ｢異

性との完全な心身の合一を願う感情もしくはその行為｣を意味し,ここにおいてminneと
liebeは一つの概念に融合する｡
da wider lac ouch der sine an ir und an ir minnen. si haeten in ir sinnen beide eine

liebe und eine ger. 1354ff.

(それに対して彼の思いも彼女と彼女へのミンネにあった｡彼らは二人とも彼らの心の
中に一つの愛と一つの渇望を持っていた)
daz was diu reine triuwe ; diu gebalsemete minne, diu libe unde sinne als innecliche

sanfte tuot, 16830ff.

(それは清い誠実であり,肉体と心を奥底から気持ち良くしてくれる香り高いミンネで
あった)
またGottfriedにおいてはliebeも, minneと同様に｢異性との完全な心身の合一を願う

感情,もしくはその行為｣を表す｡特にminneとliebeの併記は, ｢完全なる愛｣の概念を

強調する効果を持つ｡
die gelieben dahten beide ein ander schoenervil dan a. deist liebe reht, deist minnen
e. 11856f.

(愛する二人は,お互いが以前よりもずっと美しくなったように思われた｡これが愛の
捉であり,ミソネの原則である)
er tete diu geliche wol, daz minne ane ougen wesen sol und liebe keine vorhte hat,

da sT von erneste gat. 15165ff.

(彼は,ミンネほ盲目であり,愛は真剣な気持ちから生まれたなら何ら恐れるものもな
いという言葉そのままに振舞った)

2.5. Walther von der Vogelweide : Gedichte8)
Minnesangにおける高きミソネ(hohiu minne)の理念を守りながら,これを克服した

Waltherでは,身分の高い貴婦人のみならず全ての女性たちを対象とした愛minneとliebe
は, Gottfriedと同様, ｢精神と官能の一致した愛｣を意味する｡
Eines vriundes minne diust niht guot, da ens† ein ander bi. Minne entouc niht eine,
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si sol s千n gemeine, S6 gemeine daz si ge durch zwei herze und durch dekeinez me. L･

51,7ff.

(恋人の一方の愛だけで,もう一方がなければ,良くない｡愛は片方だけでは何の役に
も立たない｡愛は双方のものでなくてほいけない｡愛がほかならぬ二人だけの心に浸透
するように)
da sihst b‡ mir him und tiber mich. Daz soltG vermTden. ich enmac niht erl†den solhe

liebe an gr6zen schaden. L. 50, 22ff.

(あなたは私の方を向いても,私に目をやるのでなく無視してしまう｡そんなことはし

ないでいただきたい｡このような愛を大きな痛手を受けることなく耐えることは私には
できない)
bring si desinne, daz diu minne twingen kan. waz ob minnecITchiu liebe ouch si
bestat? sa mahte si ouch gelouben mir daz ich si gar Yon herzen meine･ Ll 98, 32, 1

ff.

(彼女に気付かせてください,本当の愛は耐えることができることを｡もし優しい愛が
彼女の心をとらえたらどうでしょう?そしたら彼女は信じてくれるでしょう,私が彼女
のことを心から思っていることを)
weindiu ougen ‑ stlezer vrouwen kus! sus kunden s† da vlehten ir munde, ir bruste,

ir arme, ir blankiu bein. Swelch schiltaer entwurfe daz, gesellecl†che als si lagen, des

waere ouch dem genuoc. ir beider liebe doch vil sorgen truoc, si pflagen minne an

allen haz. MF S. 4379)

(涙を流した瞳,婦人の甘美な口づげ｡このように彼らは,お互いの唇,胸,腕,白い

脚を絡み合わせた｡どのような絵師であれ,彼らが親密に寄り添っている様を描こうと
試みるなら,彼にはそれだけで至難の技であろう｡二人の愛(喜び)は
いうことで

夜明け近いと

多くの不安を抱えているが,二人は親密に愛(の行為)に没頭していた)

男女間における愛を表すminneとliebeの概念は, Waltherにおいてさらに"herzeliebe"

(心からの愛)の理念へと深化する｡つまりherzeliebeはminne, liebeが内包する高き愛,

低き愛,精神的愛,官能的愛をSyntheseとして止揚することになる｡
Aller werdekeit ein ftlegZerinne, daz sit ir zewa.re, Vrouwe Maze ; er saelic man, der
iuwer lere hat!... durch daz s6 suoche ich, vrouwe, iuwern rat‥‥ Nideriu minne heizet
diu sa swachet daz der lip mach kranker liebe ringet ; … H6hiu minne reizet unde

machet daz der muot mach h8herwirde Qf swinget ; diu winket mir nQ, daz ich mit
ir ge. Mich wundert wes diu maze beitet. kumt diu herzeliebe, ich bin iedoch verleitet･
し. 46, 32 ff.

(気品のあるあらゆるものをお創りになられるお方,節度の女神よ,それはまさにあな

たです｡あなたの教えをうける男は幸せです｡女神様,それゆえわたしはあなたのお助
けを求めるのです｡低きミソネとは,身体が卑しい愛を求めて止まない人を堕落させる
愛のこと｡高きミソネは心が高き品位を求め飛糊するよう人を鼓舞するのです｡この愛

が今,一緒に来るようわたしに手招きします｡なぜ節度が蹟曙うのか不思議です｡心か
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らの愛が来れば,心が動いてしまいます)
Halsen, triuten, bT gelegen. von solher herzeliebe muostQ vreuden pflegen. L. 92, 1 f.

(抱きしめなさい,愛撫しなさい,添い寝しなさい,このような心からの愛によってあ

なたは喜びを享受できよう)
swer ouch die stlezen arebeit dur si ze rehte kan getragen, der mac von herzeliebe

sagen. L.92, 30ff.

(あの方のために甘美な労苦を正しく担おうとするものが,心からの愛を口にすること
ができるのです)

｢心からの愛｣を表すherzeliebeの用例は, HartmannやWolframでは見られず,
Gottfriedで2例見られるにすぎない｡

nein, edeliu knniginne, nemet in iuwer sinne,wie ez umbe die gotes a und umbe
herzeliebe ste. Tristan 8185ff.

(いけません,気高きお妃様｡神が決められた婚姻や‑夫婦間の一心からの愛がどん

なものか良くお考え下さい)
一方, HartmannとWolframでは｢心からの愛｣を表すherzeminneの用例が数例見ら
れるのに対して, GottfriedとWaltherではherzeminneの用例は見られない｡

このように,中世宮廷文学の二つの愛, minneとliebeに関しては, minneからliebe‑

の内容的発展を見ることができる｡その後, 13世紀から14世紀にかけて, minneは,最盛期
における,優美で高尚な概念を失い,短絡的な｢欲望の充足｣ (Triebbefriedigung)や露骨
な｢性的享楽｣ (sexuelle Lust)の概念に転落し, minneの単語そのものの使用が敬遠され

るようになり, 15, 16世紀にはこれに代わってliebeが今日のような｢愛｣全般の概念を確

立する｡
3. Mechthildにおける｢神と人間(魂)に関わる愛｣を表す名詞minneとliebeに関して

は,単に個々の用例を比較しても,両者の概念上の相違を把握することは容易でない｡そこ
で,ここでは主として,名詞の内容を形容し,その概念をより明確にする形容詞と結びつい
たminneとliebeの用例を分析することで, Mechthildにおける二つの愛の相違と特徴を考

察する｡
Mechthildは,当時としては想像を超えた独特の表現形式を用いた10)｡形容詞に関しても,
Mechthildでは,従来の,名詞を類型化する機能から,これを個別化する機能への展開に加

えて,現代と同様の多様な用法も見られる11)｡ここでは,名詞概念は形容詞によって,彼女
の世界観の独特な色彩を帯び,これによって読者は,幻視を通して彼女の主観的な体験世界
‑と導かれる｡ Mechthildの形容詞の機能の特徴は,名詞の表象内容を情緒化および鮮明
化12)すること,神を愛する魂(minnende sale)と神との激情的関係(Affektbeziehung)を

客観化することにある13)｡以下に｢神と人間(魂)に関わる愛｣を表す名詞minneおよび
liebeと結び付く形容詞のうち,特に特徴的な用例14)について,そこにおける形容詞の特徴
と,それによって強調され,鮮明にされたminneおよびliebeの表象内容,意味概念の解明
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を試みる｡
3.1.主としてliebeと結び付く形容詞
1) endlos (限りない) :liebe l例

Do sprach du sele unsers herren zuo der snoeden also : " Siest willekommen, min
gelichnisse, wan ich bin ovch ein sele als du bist, und ich ham aller selen burdin
getragen mit minem unschuldigen lichammen. Dis ist min ambaht : Ich ruere aれe

underlas dise grundlosen gotheit, da mitte manen ich den himmelschen vatter siner
endelosen liebin, die er zuo des menschen sele treit. Ich gruesse ovch mine gotlichen
menscheit und danken ime miner selekeit und manen in siner geselleschaft, wan er
selber ein irdensch mensche was, das er gedenke, Yon wannan er si komen, wie gros

und wie edel der mensche sibbe an im si, und lasse den menschen nit werden verlorn.

VI. 16,21ff.

(そこで主の魂は惨めな私にこう言った｡ ｢ようこそ私の似姿,なぜなら私もあなたと

同じ魂であり,私の罪のない体で全ての魂の重荷を背負ってきた｡私の使命は,たえず
この無底の神性に働きかけ,それによって天の父に,彼が人間の魂に抱かれる限りなき

萱を忘れることのないようお願いすることだ｡また神の人性にも挨拶を送り,私の至福
に感謝するとともに,彼に人との関わりを忘れないようお願いしたい｡なぜなら彼自身
も以前はこの世の人であったのだから｡そして彼がどこから来たのか,さらに彼の人間

との近しい関係がいかに偉大で高貴なものか考え,人間を決して滅ぼすことがないよう
お願いしたい)
2) ewig (永遠の) :liebe 2例

Hie meldet sich die sele in geistlichem armuete und in ewtger liebi ze gotte und
unruowiger gerunge, ze gotte him ze varende. ⅤⅠⅠ. 46, 2 f.

(ここで霊的清貧,秤‑の永遠の愛,そして神のところ‑行きたいという抑えがたい希

望の中に魂があらわれた)
Die eu)tge liebi zuo gotte wonot in der sele, die vergenglich liebi ze irdenischen dingen
die wonot in den vleische; Ⅶ. 46, 16

(秤‑の永遠の愛は魂の中に住み,この世のもの‑のはかない愛は肉体の中に住んでい
る)
3) herzeklich (心からの) : liebe 13例/minne l例

Do gab got Ade von herzeklicher liebi ein gezogene, edel, kleinliche jungfrovwen, das
wasEva, ⅠⅠⅠ. 9, 40f.

(それから神はアダムに心からの愛から,一人の礼儀正しく,気品のある,愛らしい乙

女を与えられた｡これがイヴであった)
Minne, du hast alles das wunder getan, das got hat mit uns begangen in herzeklicher
liebi. V.30,26f.

(神のミソネ(餐)よ,あなたは神が私たちに心からの愛で準備された奇跡をことごと
く成就されました)
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Man sol rehte vroemelich hin tretten mit creftiger gerungeundmit schuldiger
schemungeundmit vliessender liebiundmit demuetiger vorhte, so verswindet der
unvlat der sun°en vor den goetlichen ovgen unsers herren; und so begimet er

minneklich ze luhtende gegen der sele,und si beginnet ze vliessende von he77eklicher

liebi, da verluret du sele alle ir schulde und allen iren jamer ; und so beginnet er si

ze lerende allen sinenwillen, so beginnet si ze smekende sine suessekeit ;und so

beginnet er si ze gruessendemit siner gotheit, das die kraft der heligen drivaltekeit
ir seleund iren lip al durgat, und da enpfat si die warenwisheit; VI. i, 134ff.
(敬厘に,強い願望を抱き,罪の恥じらいを持ち,流れる愛と謙虚な畏れで一主の前
へ一歩み寄るがよい｡そうすれば,私たちの主の神の目の前で罪の汚れは消え去る｡
そして主が愛情をこめ魂に向かって輝き出すと,魂は一理二里一心からの愛によって

輝き出す｡すると魂は全ての罪と全ての悲しみをなくすことができる｡主が魂に自分の
ありのままの気持ちを教えると,魂は主の甘美‑な愛‑を味わうことができる｡主が

魂に主の神性によって主の御心を伝え,それによって聖三位一体の力が魂の身も心も貫
けば,魂は真の叡智を得ることができる)
Der gottes sunJhesus Christus hat ovch sin werk gewurketinhe77eklicher liebi durch
not in armuete,inpme, ln arbeite, in smacheit untz an sinen heligen tot. VI. 31, 17
ff.

(神の子イエス

キリストも,清貧,苦痛,労苦,屈辱の苦しみを味わいながら,聖な

る死に至るまで,心からの愛で彼の御業を成し遂げられた)
Jhesus,vil lieber buole min, la mich in warerruweund in he77elicher liebi zuo dir und
la mich niemer erkuolen, also das ich diner herzeklicher minne in minem herzen und
in miner sele und in minen funf simen und in allen minen geliden aane underlas
enp丘nde; so mag ich nit erkuolen. Ⅶ. 38, 10 ff.

(私の愛するお方イエスよ,真心からの悔悟と

一あなた‑の一心からの愛で,あなた

のもと‑行くことをお認め下さい｡そして私の心,私の魂,私の五感,私の全身にあな
たの心からの愛(ミンネ)をたえず感じていられるように,私を冷やさないでください｡
そうすれば私‑の愛‑が冷えることは決してありませんから)
4)

nuwe (新しい) : liebe l例

wan der himelsch vatter beschimde dine kintheit nit der vordahtekeit siner alten
erwelunge und der helig geist bant dinjugent nit der erfullede siner nuwen liebiund
Jhesus gieng dur dinen lip als der tovwe dur die bluomen, also das dhu kuscheit nie
wart berueret, III. 4, llff.

(なぜなら天の父は,彼があなたを選ばれるという以前からの宿命によって,あなたの

幼少時代を加護され,聖霊は,彼の新しい愛を実らせることで,あなたの青春時代を支
配され,イエスは花に降りる露のようにあなたの体に渉透し,そのためあなたの純潔に
触れられることは決してなかった)
5) verborgen (秘めた) : liebe l例

Warheit ane valsch, offenbare mirmeunder einander, vorchte in den worten, verbor‑

2()

gen lieb ze gotteindeme herzen, offenbar vlis zuo allen guoten dingen : disu funf ding
haltent gesunt geistlich lebin. Ⅶ. 44, 4ff.

(偽りのない真理,お互いの率直な愛,控えめなことば遣い,心に秘めた神‑の愛,良
いこと全てに明確に熱意を示すこと,これらの五つによって健全な心の生活が保たれ
る)
6) vereinet (一つになった) : liebe l例

Do vragetemin sele in der uereineten liebiunsernherren, wie es darumbe were･‑･ In
disen worten sach ich in der heligen drivaltekeit disc glosen: W. 8, 5 ff.

(そこでわたしの魂は,一つになった愛に包まれた私たちの主に,それはどうしてなの
か尋ねた｡ ….このことばは三位一体の中で語られたので,ここに私は次のような解釈

を見出すことができた)
3.2.主としてmirlneと結び付く形容詞
1) (un‑) gebunden (拘束された(されない)) : minne 4例
Herre himelscher vatter, zwuschent dirund mir gat aneunderlas einunbegri伽ch
atem, da ich ∀il wunders und unsprechlicher dingen ime bekenne und sihe…. Du

ungebunden minne wonetinden sirmen, wan si ist noch gemenget mit irdenschen
dingen,.... Die gebunden minne wonetinder seleund stiget uber menscliche sirme

und gestattet dem lichamen enkeines sineswillen. II. 24, 65ff.
(主なる天の父よ,あなたと私の間には想像を絶する息吹が絶えることなく流れ,その

中で私は神秘や表現できないものを認識し,見ることができます…｡拘束されない愛は
感覚の中に住んでいます｡なぜならこの愛はまだこの世のものと混じりあっています‥.｡

拘束された愛は魂の中に住んで,人間の感覚を超越し,肉体が欲望のままになることを
許しません)
2) gewaltig (強烈な) : minne 4例

Sweme du sele nit der mime zuge und nit maniger girikeit irs jagenden herzen mach
gotte uf den hohen berg der gewal砲 en minneund der schoenen bekantnisse komen

ist, so tuot si als der bilgeri, der berge uf gestigen hatmit grosser gerunge, so stiget

er anderhalp nidermit grosser vorhte, das er sichmit uberwerfe. Das ist, das die sele
so sere durschinen ist in der hitze der langen minne und also …ehtig worden ist in

der umbehalsunge der heligen drivaltekeit, so beginnet si ze sinkendeund ze kuolen‑

de, als die sunne von der hochsten stat hemider gat und sinketuntzindie naht. V.
4,24ff.

(魂が愛に引き寄せられ,神を追い求める心の強い願望から,強烈な変と優れた認識の

高い山にやって来ると,魂は巡礼者のように,大きな憧れを抱いて山を登りきり,その
後は反対に,転がり落ちることを非常に恐れながら降りる｡つまり,魂は長いこと愛の
熱にしっかりと焼かれ,三位一体に抱かれてくたくたになると,魂は降りて来て熱を冷
ます｡太陽が真上から降り始め,沈んで夜になるように)
3) kreftig (強大な) : mime 6例
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Swelch mensche alsust gebunden wirt mit der gruntruerunge der kylejiなen minne,

dem kan ich enkeinen val zuo den hovbtsunden vinden, wan du sele ist gebunden, si
muos ie minnen. Got muesse uns alle alsust binden! ⅠⅠ. 24, 84 ff.

(このように強大な愛に最も奥深いところで触れることで拘束される者が,大罪に陥る
ことはありえないと私は思う｡なぜなら魂は拘束されると,常に愛し続けねばならない
から｡神よ,私たち全てをこのように拘束してください)
Die crone sol ovch geverwet sin nit des lambes bluote und erluhtet und verguldet nit
der cyleftなen minne, die Jhesu brach sin suesses herze enbinnen. Ⅶ. 1, 43ff.

(この冠は子羊の血で塗られ,イエスの優しい心を真っ二つに裂いた強大な愛によって
黄金に彩色を施され,輝いていた)
4) suesse (甘美な) : minne 6例

Do schrei du sele in grosser vinsternisse manig jar mach irem liebe nit ellender

stimme und rief : " 0 herre liep, war ist komen din ubersuessu minne? Wie sere hastu
verkebset din elich kuneginne! Dis ist der propheten sin. 0 grosser herre, wie ma血t

du erliden dise lange not, das du nit toetest unsern tot? Jo wiltu doch werden
geboren ; mer, herre, allu dinu getat ist doch vollekomen, also ist ovch din zorn". ⅠⅠⅠ.

9,61ff.

(その時魂は,深い闇の中で,何年も恋人を捜し求めていたが,哀れな声で叫び,次の
ように呼びかけた｡ ｢愛する主よ,あなたのこの上なく甘美な変はどこ‑行ってしまっ
たのでしょう?あなたの正室である王妃を何とひどいことに妾扱いなさって｡これは預

言者の予言通りですね｡ああ,大いなる主よ,あなたは私たちに死を与えることもせず,

この長い苦しみをどうして絶えることができるのですか?本当に,あなたは(人間とし
て)生まれ変わろうと思われているのですね｡でも,主よ,あなたの御業は本当に完壁
ですが,あなたのお怒りもまたそうなのですね｣)
5) vollekomen (完全な) : minne 3例

Do sprach der mensche : " Lieber herre, ich mag mine gerunge nit gesturen ; ich were
y)

bi dir also gerne. "Do sprach unser herre : " Ich babe din begert e der welte beginne.

Ich gere din und du begerest min. Wa zwoei heisse begerunge zesamen koment, da
ist die minne a,Ollekomen." Ⅶ. 16, 3ff.

(そこでこの人は言った｡ ｢愛する主よ,私は私の願望を抑えることができません｡あ

なたのそばにいたいのです｡｣すると私たちの主は言った｢私はこの世が作られる前か
らあなたを求めていました｡私があなたを求め,あなたが私を求める｡二つの熱い憧れ

が重なり合う時,愛は完全なものとなるのです｣)
6) furig (炎の) :minne 6例

" 0 herre, du schonest alze sere mines pfuoligen kerkers, do ich inne trinke der welte
wasser und isse nit grosser jamerkeit den eschekuochen miner bloedekeit, und ich
bin gewundet uf den tot mit diner straユe. Nu lastu mich, herre, ligen in not, ungesalbet

in grosser qwale." II. 25, 61ff.

(｢ああ,主よ,あなたは私の朽ちた牢獄をあまりにもいたわりすぎます｡この中で私
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はこの世の水を飲み,私のもろさという灰の菓子を惨めに食べているのに｡私はあなた
の炎のような愛の光に貫かれ,致命傷を負っています｡だから主よ,激しい苦痛にも塗
り薬を塗ることなく,私を苦しみの中に捨て置いてください｣)
" Wir loben dich, herre, umb dinen heligen tot und umbe din erlich leben mach dinem
tode und umb dinen grossen usvlus aller gabe und aller guete, da du uns, herre, mitte
gehoehet und loblich geordenet hast ; wir loben dich, herre, mit diner uu疲en minne,

da du uns inne vereinet hast." Ⅶ. 1, 74ff.

(｢主よ,私たちは,あなたの聖なる死と,あなたの死後の崇高な生ゆえに,そして主

よ,あなたが全ての慈悲と全ての善意を惜しげもなく流出してくださり,それによって
私たちが高められ,称賛されるところまで上り詰めることができたことで,あなたを称
えます｡主よ,私たちは,私たちを一つにしてくださったあなたの登聖堂で,あなたを
称えます｣)
3.3. minneおよびliebeと結び付く形容詞
1) brennend (燃える) : minne 2例/liebe l例

Dirre orden was in den ersten ziten reine, einvaltig und dar zuo vol der brennenden

gottes liebi. Die reine einvaltekeit, die got einigen menschengit, die wirt also
underwilen gespottet Yon etlichen luten, das er die gabe verluret, da man die gottes

wisheit inne vindet und kuset ; das verloeschet ovch die brennende gottes minne.
Ⅴ.24, 52ff.

(この教団は,最初のうちは純粋で純真で,それに加えて神‑の燃える愛に溢れていた.

神が何人かの人に授けた純粋な純真さは,時に,何某かの人々の噛りを買うことになり,
そのため,神の叡智を見出し認識することのできる,神からの賜物である能力を失い,
それによってまた神の燃える愛も消えうせてしまうことになる)
2) goetlich (神々しい) : minne17例/liebe 3例

" Eya herre, moehte mir das ze einer stunt geschehen, das ich dich mach mines herzen
wunsche moehte angesehen und nit armen umbevahen und din goetlichen minneluste
muesten dur mine sele gaれ, als es doch menschen in ertrich mag geschehen…" ⅠⅠ1. 23,

15ff.

(｢ああ,主よ,この地上の人間にとって可能なら,たとえ一瞬でも,私があなたを私

の心の望むままに見て,あなたを両腕で抱きしめることができればと思います｡そした
ら,あなたとの神々しい愛の喜びが私の魂を貫くことができるのですが‑｣)
" Ja Maria vrowe, gottes muoter, wie solte es dir ergan, eb du begondest mit dinem
sune ze kundende der ewigen gotheit die liebi, die ein vereinitu sele ane valsch in

disem libe in der ewigen gotheit hat, und das rueren, da mit er si trutet ; vrowe, du
moehtist muede werden und din sun mueste amehtig werden, wan der goetlichen

minne vurigu kraft Eat uber alle menschliche maht." V. 31, 26ff.

(｢本当に,神の母マリア様,永遠の神性の愛,この愛はこの世の人生で過ちを犯すこ
となく,神と一体になった魂だけが永遠の神性の中で受けることができるのですが,こ
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の愛と,神が魂を愛撫する時の抱擁をあなたがあなたの御子とご一緒にお示しになるな
ら,その時あなたはどのような具合になられるのでしょうか?マリア様,あなたは惟博
され,御子もぐったりお疲れになられることでしょう｡というのも,墾旦変の燃えるよ

うな力は人間の持ち合わせるあらゆる能力を超越しているからです｣)
Do sprach unser herre : " Selig sint, die disen roten win trinkent ; wand alleine ich

bede schenke von gotlicher liebi, so ist doch derwisse winedelerinim selber ;und
alleredlest sint die, die beide trinkent, wissenund roten." II. 7, 12ff.

(そこで私たちの主は言った｡ ｢この赤ぶどう酒を飲む者は幸いである｡なぜなら私は

埋聖霊から二つのぶどう酒をつぐが,白ぶどう酒の方がそれ自体高貴である｡しかし最
も高貴な者は,赤と白の両方のぶどう酒を飲む者である｣)
Do gmoste sie der engel und kundete ir gottes willen. Sinu wort du warent bekeme

irme herzen und ir sinne wurdent volund ir sele wart furig. Iedoch vragete si mach
dem underscheide, da brahte si maegdelichu schaemede zuound goetlichu liebi. Do si

berihtet wart, do tet si ir herze ufinguotemwillenmit aller mal1t. Do knuwete si
nlderund sprach: " Ichgibe mich gotte ze dienste mach dinen worten." V. 23, 23ff･

(そこで天使は彼女(聖母マリア)に挨拶をし,神の御意を伝えた｡その吉葉は彼女に
は悦ばしいものであり,そのため彼女の感性は満ち溢れ,魂は炎のように燃え上がった｡

それでも彼女はどうにかその理由を尋ねることができた｡乙女の恥じらいと神‑の愛が
そうさせたのだ｡理由が告げられると,彼女は心を開き,精一杯自ら進んで御意に従う

気持ちを伝えた｡そこで彼女は脆き, ｢あなたのお言葉に従い,神にお仕えします｣と
言った)
3) gross (大いなる) :minne 5例/liebe 5例

In dirre crone lit ein drivaltig horn, da muessent die starken inne wesen, die der

grossen minne pnegent ; die muessent schutzenund wartman wesen, soellent die
nidersten genesen. W. 3, 59ff.

(この冠の中には三位一体の角楼があり,この中には偉大な神の愛を守る屈強の兵が控
えていることになっている｡彼らはいかなる弱者でもこれを守らなければならない時は,

射手となり警護兵とならねばならない)
Die leien, die da oppfernt, die soellent sich in irem oppfer also dike bewaren vor der

boesen kargheit, als der priester sich sol bewaren vor der geswindengirekeit. Das ist
uns beidenvil not, wan der leie sol oppfernmit grosser liebi und mit einer lachenden

selegotinSinmiltenhant. W. 10, 2ff.
(寄進をする平信徒は,寄進物に悪しき物惜しみがないかよくよく注意せねばならない
が,同様に聖職者もあくどい強欲がないか注意すべきである｡このことは私たち両方に
とって,とても必要なことだ｡なぜなら平信徒は大きな‑秤‑の‑愛と笑顔の気持ち

で神の思いやり溢れる手に寄進すべきであるからだ)
4) helig (聖なる) :mime 6例/liebe 2例

Irukint solten si gewinnen in helker minne, als du sunne spilendeindas wasser
schinet und doch das wassef unzerbrochen blibet. IIl. 9, 44ff.
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(彼ら(アダムとイヴ)紘,一神の一神聖な愛に抱かれて,彼らの子供を授かること

となった｡さながら,太陽が戯れながら水に光を落としても水は何一つ乱されることな
く穏やかであるように)
Eya lieber herre, hilf uns, das unser heligu gerunge niemer muesse gruowen und unser
sinkendu diemuetekeit si°h niemer muesse ufgerihten nit dem homuote, und die

vliessende burnunge der heligen gottes minne die muesse hie unser vegfur sin, da alle
unser sunde inne getilget werde. Ⅶ. 34, 23ff.

(ああ,愛する主よ,私たちの敬度な願望が決して静まることのないよう,そして私た

ちの自身を卑下した謙虚さが高慢に舞い上がらないよう,また,聖なる埜里萱の流れる
灼熱の炎が,この世で,私たちの罪をすべて焼き尽くす煉獄の炎となりますよう,私た

ちをお助け下さい)
Do unsere heilige vettere zuo der belle fuoren, das si nit in brahten, das was waru
hoffunge in kristan･ gelovben mit heh'ger gottes liebin und vi1 manigu diemuetigu
tugent und getruwu arbeit. ⅠⅠ1. 21, 115 ff.

(私たちの敬度な祖先たちが地獄‑行った時,彼らが持っていったものは,神聖な神‑

里愛と結びついたキリスト教の信仰に基づく真の希望,多くの慎み深い美徳,そして労
苦をいとわずひたすら努力する心であった)
5) himelsch (天上の) : minne 4例/liebe l例
In der predier orden wart ein leyebruoder erslagen Yon dem tunre…‥ Do wart sin sele
dem selben menschen bewiset, der vu■r in bat. Do was er schoene in himelscher wunne

und hatte kein pine ; … " Warumbe voere du nit zehant zuo dem himmelriche?" Do

sprach er : " Ich muos aller erst hie enpfahen gotliche bekantnisse und himelsche
minne, der hette ich nit in ertriche." Ⅶ. 49, 2ff.

(ドミニコ会の一人の平修道士が雷に打たれて亡くなった｡ …

すると彼の為に祈った

人に彼の魂が現れた｡そこでは彼は天上の至福の中に輝き,苦痛は全く感じられなかっ
た｡ ｢何故あなたは直ちに天国に行かなかったのですか?｣そこで彼は言った, ｢私は,

私が地上で手に入れることができなかった神の認識と天上の愛を,先ずここで受け取ら
ねばならないのです｣)
So loben wir unsern herren got mit allen unsren werken umb allu sin werk, du er ie
gewurchte in ertrich durch unser liebin. Sus sin wir vereinet mit ime in sinen
irdenischen werken mit himeLscher liebin. Ⅶ. 7, 6ff.

(こうして私たちは,私たちの全ての行ないによって,私たちの主なる神がかつてこの

地上で私たちのためになされた卸業を礼賛すべきだ｡すると私たちは神のこの世でなさ
れた御業の中で,天上の愛によって神と一つになることができる)
6) luter (純粋な) : minne 7例/liebe l例

wan ich wil lieber sterben, moehte es mir geschehen in der luteren minne, denne ich

got in der vinsteren wisheit heisse Yon mir gan. Wenne ich nit minem lieben muos
notlichen spilen, So dart mich du wisheit enkein underscheit leren. Ill. 3, 6 ff.

(何故なら,もし一神との‑純粋な愛の中にありながら,私(神のミソネ)が神に,
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暗い知恵によって,私から出て行くように命じるようなことが起るなら,むしろ私は死

んでしまいたい｡私が私の愛する人と親密に戯れることになるなら,知恵が私に分別を
教えてくれる必要はない)
Do fuor ich dur gottes liebi in ein stat, da nieman min frunt was denne ein mensche

alleine. Vor dem selben hatte ich angest, dasmir die helige smacheit und du luter
gottes liebi wurde mitte entteilet. IV. 2, 20ff.

(そこで私は神への愛のために,一人を除いて他に誰も友人がいない町に移った｡この

人の前で私は,敬度な苦悩と,同時に純粋な神‑の愛が私から取り上げられるのでほと
不安でした)
7) vliessend (派れる) : minne 4例/liebe l例

Do sprach er : " Werlich, gast du mir vor nit demuetigem jamer und nit heligen
vorhten, so muos ich dir volgen als die hohe且uot der tieffen mulen. Cast du mir aber

gegen nit bluender gerunge der uliessender minne, So muos ich dir gemuossen und
mit miner gotlichenr nature berueren als min einige kunginne." ⅠⅠⅠ. 15, 10 ff.

(すると彼(主)は言った, ｢本当に,もしあなたが謙虚な苦しみと敬度なる畏敬の念
で私のところに来るのなら,山震深くにある水車にとうとうと水が流れ落ちるように,

私もあなたに従わねばならない｡もしあなたがさらに私の流れる愛を心底望んで,私の
ところに来るのなら,私はあなたを迎え入れ,私の唯一の王妃として私の神の本性で愛
撫してあげよう｣)
Man sol rehte vroemelich him tretten nit creftiger gerunge und nit schuldiger
schemunge und mit uliessender liebi und mit demuetiger vorhte, So verswindet der
unvlat

der

sun°en

vor

den

goetlichen

ovgen

unsers

herren;

und

so

beginnet

er

minneklich ze luhtende gegen der sele, VI. 1, 134ff.

(強い憧れを抱き,罪に恥じ入り,一神への一流れる愛と謙虚な畏敬の念を抱いて,
信心深く

一神のところへ一向かうように｡そうすれば罪の汚れは私たちの主の神眼の

前で消え失せてしまう｡すると主は魂に向かって愛情深く輝き出す)
8) war (真の) : minne12例/liebe 6例

Swelch mensche wirt ze einer stunt von wwer minne reht wunt, der wirt niemer me
wol gesunt, er enkusse れoch den selben munt, Yon den sin seュ ist worden wunt. ⅠⅠ.

15,2ff.

(一度,神の真の愛によって傷つけられた者は,魂を傷つけたその口にもう一度口づけ
しなければ,決して癒されることはない)
Swenne ein mensche in einem heiligen leben gemach sinesfleisches ane rehte notdur‑
ftekeit und an allen sinen funf sinnen suochet, so werdent si unkusche, das ist : grob

und las; und wirt verkaltet du ware gottes minne. W. 2, 89ff.

(修道生活を送っている者が全く必要もないのに肉の快楽を自分の五感に求めると,こ
のような者たちは貞節を失うことになる｡つまり鈍く,怠惰になるのだ｡すると異型狸

聖堂も冷えてしまう)
du valsche helikeit mag niemer bestan und du luter gottes minne mag niemer vergan.
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.… Wellen wir aber disen vienden irer listen und irer gewalt an uns goennen, so

berovbent si uns der siben gaben des heligen geistes und si verloeschent uns das ware

lieht der u)Men gottes lieben. Ill. 7, 6ff.

(偽りの神聖は決して長続きすることはないが,純粋な神の愛は決して朽ち果てること
はない｡ ….もし私たちがこれらの敵に私たちを支配する知恵や力をあたえるようなこ

とをすれば,彼らは私たちから聖霊の七つの賜物を奪い取り,私たちが抱く神‑の真の

塁の真の光をも消し去るであろう)
" Ich enweis, vrowe, was ich dir me sol geben, denn wiltu mine sele, die wil ich dir

alze gerne geben." Do sprach si : " Des ham ich lange an dir begert ; nu hastu mich des
jungesten gewert. Sprich ovch minen jungfrovwen zuo, das si dir vlissekliche dienen.

So mag ich bliben bi dir in u)wer gottes liebin, die ich selber bin. Deus caritas est."
Ⅶ. 48, 41 ff.

(｢奥方様(神のミソネ) ,私はあなたにこれ以上何を差し上げてよいのか分かりませ

ん｡あなたが私の魂をお望みなら,それをあなたに喜んで差し上げるつもりです｡｣そ
こで彼女は言った, ｢あなたにそのことを長い間希望していました｡あなたは今,よう

やくそれを私に与えてくれる気になりましたね｡私の乙女たちに一生懸命にあなたに仕
えるように言いなさい｡そうすれば神の真の愛によって私はあなたのもとに留まること
ができる｡この愛こそ私自身だから｡神は愛なり｣)
4.以上, Mechthildにおける｢神と人間(魂)に関わる愛｣を表す名詞minneおよび

liebeと形容詞が特徴的に結びついた用例数と,代表的な例文を見てきた｡このうちliebe15)
に関しては, endlos (限りない), ewig (永遠の), herzeklich (心からの), nuwe (新し

い), verborgen (秘めた), vereint (一つになった)の6種類の特徴的な形容詞と結びつい

ているが,特にherzeklichと結びついたものは13例で,最も多くの用例数となっている｡

ここでは,神の,あるいは神への｢愛｣の精神性が強調され,神の愛の｢恩寵｣的な性格を
うかがうことができる｡また, endlos, ewigの形容詞によって, liebeにおける神の愛の

｢不変性｣がより鮮明にされる｡
minneと結びつく形容詞は, suesse (甘美な), Vollekomen (完全な)のような,中世の

宮廷文学における男女間の愛を連想させるものの他は,特に(un‑) gebunden (拘束された
(されない)), gewaltig (強烈な), kreftig (強大な), furig (炎の)のような｢激しさ｣

｢力強さ｣を描写するものが特徴的である｡この他にもminneは,用例数は多くはないが,
gerend (切に望む), getruwe (誠実な), heis (熱い), minneklich (愛情溢れる),
offenbar (率直な), reht (誠の), schoene (美しい), suochend (求める), swebend (満

ち溢れる), ungevelschet (偽りのない), unschuldig (汚れない), verwenet (懇ろな),

vrie (自由な), vroelich (悦ばしい)などの形容詞と結びついて用いられている｡

上記2種類の形容詞が, minneもしくはliebeのいずれか一つと結びつき,その名詞固有
の属性を鮮明にする機能を持つのに対して, brennend (燃える), goetlich (神々しい),
gross (大いなる), helig (聖なる), himelsch (天上の), luter (純粋な), vliessend (疏

れる), war (真の)等16)は, minneとliebe二つの名詞と結びつくことが可能である｡すな
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27

わち,これらの形容詞は, minne, liebeいずれの名詞の属性も示すことが可能で,ここに

おける形容詞と名詞の結合から,それぞれの名詞における｢愛｣の性質･特徴,両者の相違
を解明するためには,さらにコンテクストや,この名詞の現れる環境を見ることが必要であ
る｡以下にあげた形容詞vliessendと結びついたminneとliebeの用例から,二つの名詞に

おける｢愛｣の特徴と,それぞれの相違の一つを見ることができる｡
Gast du mir aber gegen mit bluender gerunge der vliessender minne, So muos ich dir
gemuossen und mit miner gotlichenr nature berueren als min einige kunginne. ⅠⅠⅠ.

15,12ff.

(もしあなたがさらに私の流れる愛を心底望んで,私のところに来るのなら,私はあな

たを迎え入れ,私の唯一の王妃として私の神の本性で愛撫してあげよう｣)
Man sol rehte vroemelich him tretten nit creftiger gerunge und nit schuldiger

schemunge und mit vliessender liebi undmit demuetiger vorhte, so verswindet der
unvlat der sunden vor den goetlichen ovgen unsers herren VI. 1, 134ff.

(強い憧れを抱き,罪に恥じ入り,神‑の流れる愛と謙虚な畏敬の念を抱いて,信心深
く

一神のところへ一向かうように｡そうすれば罪の汚れは私たちの主の神眼の前で消

え失せてしまう)
ここではminneは｢人間(魂)に対する神の愛｣, ｢神と人間(魂)との愛｣を表すのに
対して, liebeは｢人間(魂)による神への愛｣を表す｡ ｢神‑の愛｣は,ここにおける用例
に限らず, Mechthildでは, liebeによってのみ表されている｡

これに対して｢神の愛｣は, minneに限らず, liebeによっても表される｡
Do wart sin sele den selben menschen bewiset, der ∀ur in bat‥= " Warumbe voere du

nit zehant zuo dem himmelriche?" Do sprach er : " Ich muos aller erst hie enpfahen
gotliche bekantnisse und himelsche minne, der hette ich nit in ertriche." Ⅶ. 49, 2ff.

(すると彼の為に祈った人に彼の魂が現れた｡... ｢何故あなたは直ちに天国に行かな
かったのですか?｣そこで彼は言った, ｢私は,私が地上で手に入れることができなか

った神の認識と天上の愛を,先ずここで受け取らねばならないのです｣)
So loben wir unsern herren got mit allen unsren werken umb allu sin werk, du er ie
gewurchte in ertrich durch unser liebin. Sus sin wir vereinet mit ime in sinen
irdenischen werken mit himelscher liebin. Ⅶ. 7, 6ff.

(こうして私たちは,私たちの全ての行ないによって,私たちの主なる神がかつてこの

地上で私たちのためになされた御業を礼賛すべきだ｡すると私たちは神のこの世でなさ
れた御業の中で,天上の愛によって神と一つになることができる)
Swelch mensche wirt ze einer stunt von u)arer minne reht wunt, der wirt niemer me
wol gesunt, er enkusse れoch den selben munt, Yon den sin seュ ist worden wunt. ⅠⅠ.

15,2ff.

(一度,神の其の愛によって傷つけられた者は,魂を傷つけたその口にもう一度口づけ
しなければ,決して癒されることはない)
… " Des ham ic九 lange an dir begert ; nu hastu mich des jungesten gewert･ Sprich ovch
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minen jungfrovwen zuo, das si dir vlissekliche dienen. So mag ich bliben bi dir in
warer gottes liebin, die ich selber bin. Deus caritas est." Ⅶ. 48, 41ff･

(‑あなたが私の魂をお望みなら,それをあなたに喜んで差し上げるつもりです｡‑

｢あなたにそのことを長い間希望していました｡あなたは今,ようやくそれを私に与え
てくれる気になりましたね｡私の乙女たちに一生懸命にあなたに仕えるように言いなさ
い｡そうすれば神の真の愛によって私はあなたのもとに留まることができる｡この愛こ

そ私自身だから｡神は愛なり｣)
ここではminneの｢神の愛｣は,神の地上の人間に対するより密接な関わりの中で示さ
れるのに対して, liebeの｢神の愛｣は,この世において神に仕え,神と一致した者に認め

られる愛であり,恩寵である｡この愛･恩寵によって人間(魂)は神のもとに留まることが
許され,同時に神と一つになることができる｡人間(魂)による神‑の愛liebeは,この愛

に思いを向け,恩寵を得るべく努めることである｡
二つの愛のこのような特徴は,この他,以下のminneおよびliebeの性格･特徴を表す形

容詞との結合によって,より鮮明に示される｡まず,神による万物の創造において,人間を
創造される神の愛はminneで表される｡
Do neigte si°h du helige drivaltekeit mach der schoepfunge aller dingen und mahte

uns lip und seleinunzellicher minne. III. 9, 33ff.

(そこで聖なる三位一体は万物の創造に心を向けられ,私たち人間の身体と魂を表現竺
きないほどの‑神の人間に対する‑愛で造られた｡)
永遠の御子にならって創造されたアダムには,神のliebe ｢恩寵｣からイヴが与えられる｡
Do gab got Ade von herzeklicher liebi eingezogne, edel, kleinliche jungfrovwen, das
wasEva, ⅠⅠⅠ. 9, 40f.

(それから神はアダムに心からの愛から,一人の礼儀正しく,気品のある,愛らしい乙
女を与えられた｡これがイヴであった)

さらに神は彼らに子供を授けるが,これは神の人間に対する愛minneによるものである｡
Iru hint solten si gewinnen in heliger minne, als du sunne spilende in das wasser

schinet und doch das wasser unzerbrochen blibet. III. 9, 44ff.

(彼ら(アダムとイヴ)は,一神の‑神聖な愛に抱かれて,彼らの子供を授かること

となった｡さながら,太陽が戯れながら水に光を落としても水は何一つ乱されることな
く穏やかであるように)
地上において人間(魂)は,強烈な神のminneを求める｡
Swenne du sele mit der minne zuge und mit maniger girikeit irs jagenden herzen mach
gotte uf den hohen berg der gewal鹿en minne und der schoenen bekantnisse komen

ist, so tuot si als der bilgeri, der berge uf gestigen hat nit grosser gerunge, so stiget
er anderhalp nider nit grosser vorhte, das er si°h nit uberwerfe. Ⅴ. 4, 24ff.
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(魂が愛に引き寄せられ,神を追い求める心の強い願望から,強烈な愛と優れた認識の

高い山にやって来ると,魂は巡礼者のように,大きな憧れを抱いて山を登りきり,その
後は反対に,転がり落ちることを非常に恐れながら降りる｡)
しかし,魂はmimeの熱に焼かれ,山を降りて熟を冷まさなければならない｡また魂は,
神の炎のような愛の光に貫かれ,致命傷を負う(ich bin gewundet uf den tot mit diner
カfrigen minnestrale. II. 25,61 ff.).イエスの殉教者に対するminneは,悲しみと,怒り

によって,彼の優しい心を二つに裂くほどの強大な変である｡

Die crone sol ovch geverwet sin nit des lambes bluoteund erluhtet und verguldetmit
der crejiken minne, die Jhesu brach sinsuesses herze enbimmen. Ⅶ. 1, 43 ff.

(この冠は子羊の血で塗られ,イエスの優しい心を真っ二つに裂いた強大な変によって
黄金に彩色を施され,輝いていた)
このようなminneは天上において神のliebeで準備され,さらに地上における神の御業も,
イエスの心からのliebeによって成し遂げられる｡

Minne, du hast alles das wunder getan, das got hat mituns begangeninheyzeklicher
liebi. V.30,26f.

(神のミソネ(愛)よ,あなたは神が私たちに心からの愛で準備された奇跡をことごと
く成就されました)
Der gottes sun Jhesus Christushat ovch sin werk gewurket in he77eklicher liebi durch
not h …uete, in pine, in arbeite, in smacheit untz an shen heligen tot. Ⅵ. 31, 17

ff.

(神の子イエス

キリストも,清貧,苦痛,労苦,屈辱の苦しみを味わいながら,聖な

る死に至るまで,心からの愛で彼の御業を成し遂げられた)
minneはまた,神と人間(魂)の相互の愛も表す｡
wan ich wil lieber sterben, moehte es mir geschehen in der luieren minne, denne ich

gotinder vinsterenwisheit heisse vonmir gan. III. 3, 6ff.
(何故なら,もし神との純粋な愛の中にありながら,私が神に,暗い知恵によって,私
から出て行くように命じるようなことが起るなら,むしろ私は死んでしまいたい)
Eya herre, moehte mir das ze eher stunt ge∝hehen, das ich dich mach mines herzen

wunsche moehte angesehenund mit armenumbevahenund din goetlichen minneluste

muesten durmine sele gan, als es doch menscheninertrich mag geschehen. m. 23,
15ff.

(ああ,主よ,この地上の人間にとって可能なら,たとえ一瞬でも,私があなたを私の

心の望むままに見て,あなたを両腕で抱きしめることができればと思います｡そしたら,
あなたとの神々しい愛の喜びが私の魂を貫くことができるのですが)
MechthHdでは,神を愛する魂(mimende sele)と神のmimeは一種の激情的関係
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(Affektbeziehung)で示される17)0

Eya liebu gottes minne, behalse ie die sele min, wan es murdete mich oballem we,
solte ich wesen Yon dir vri! Eia minne, nu la mich nit erkuelen, minu werk sint allu
tot, so ichdichnitvuele. Ⅴ. 30, 3 ff.

(ああ,埜聖堂よ,私の魂を常に抱いていて欲しい.あなたから捨てられたら,あらゆ
る苦しみのため,私を殺すことになるから｡ああ,愛よ,私の熱を冷やさないで欲しい｡

私があなたを感じなくなれば,私のすることは全て死んだも同様だ)
Darnach als wir hie in minnen brennen und luhten in heligem lebenne, darnach sol
gottes minne in unsere sele und in unsern lichamen brennen ‑ Ⅶ･ 32, 13ff.

(私たちがこの地上で,愛することに燃え,敬度な生活に輝けば,狸聖堂も私たちの魂

と私たちの身体の中で燃え続ける)
Ich bitte dich, 1ieber jungeling Jhesus, der reinen megde kiれt, das du denne wellest

komen als min allerliebster brutgovm, und riche mich denne als die edelen brutgov‑

men pflegent,... und enpfahemich denne an den arem diner minne und bedekke
mich mit dem mantel diner langen gerunge. Ⅶ. 35, 36ff.

(清き乙女の御子,愛する若者イエス様,あなたにお願いします｡私の最愛の花婿とし

て来てくださることを,そして高貴な花婿がするように,私を豊かにし,私をあなたの
萱の腕で抱きしめ,それからあなたの大きな願望というマントで私を覆ってください)
このように, minneは中世宮廷文学における男女間の肉体的,官能的愛を防沸させるパト
ス的愛の色彩を帯びている18)｡一方Iiebeに関しても,魂が神と一致し,三位一体の力が魂
の心と身体全体に浸透すれば,身体においてもこのliebeを覚えることができる｡ Mecht‑

hildは高位の聖職者に対する心構えとして,強い願望と,罪を恥じ入る気持ち,流れる神‑
の愛と謙虚な畏敬の念を抱き,敬度な気持ちで神に向かえば,罪の汚れも主の神眼の前で消
え失せると説く｡
und so beginnet er minnenklich ze luhtende gegen der sele, und si beginnet ze
vliessende von herzeklicher liebi, da verluret du sele alle ir schulde und allen iren

jamer ; und so beginnet er ze lerende allen sinen willen, so beginnet si ze smekende
sine suessekeit ; und so beginnet er si ze gruessende nit siner gotheit, das die kraft
der heligen drivaltekeit ir sele und iren lip al durgat, und da enpfat si die waren

wisheit ;... und so beginnet er ir die volle bekantnisse ze gebende, und so beginnet si
denne vroeliche ze smekende an irme vleisch sine liebi ; und so beginnet er alle gabe
ze bestetgende mit heliger vuelunge in ir sele. VI. 1, 137ff.

(そうすれば神は愛情豊かに魂に向かって光り輝き,魂は神‑の心からの愛によって流
れ出し,魂からその罪と悲しみも全て失せていく｡神が自分の気持ちを伝えると,魂は

神との甘美な一致を享受する｡すると神はその神性で魂に応え,そのため聖なる三位一
体の力は魂の心と身体の全てに浸透する｡そこで魂は其の叡智を得ることができる｡ …

神が魂にあらゆるものを認識する能力を授けると,魂はその身体に神の愛を覚え至福に
溢れる｡すると神は魂の心にある神からの賜物を敬度な感情を抱かせることで確かなも
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のとすることができる)

Mechthildの神に関わる二つの愛minneとIiebeについて,これを,神と人間(魂)のよ

り密接な関わりの中で示される愛と,神が,神と一致した人間(魂)に示す愛･恩寵という

関係で捉えるなら,さらにこれを,三位一体の神性および人性の愛と関連付けて考えること
も可能である.三位一体は, Mechthildでは,神性kotheit),人性(moenscheit),聖霊
(heilig geist)で示される19)｡ここでは神性とliebeの関係について,さらに人性と人間と

の関わりについて以下のように表される｡

... Ihs istmin ambaht : Ichruere aneunderlas dise grundelosen gotheit, damitte
manen ich den himmelschen vatter siner endelosen liebin, die er zuo des menschen

sele treit. Ich gruesse ovch mine gotlichen menscheitund ddnken ime miner selekeit
und manen in siner geselhZSChaji, wan er selber ein irdensch mensche was, das er

gedenke, von wannan er si komen,wie gros und wie edel der mensche sibbe an im si,
und lasse den menschen nit werden verlorn. VI. 16, 24ff.

(…私の使命は,たえずこの無底の神性に働きかけ,それによって天の父に,彼が人間

の魂に抱かれる限りなき愛を忘れることのないようお願いすることだ｡また神の人性に
も挨拶を送り,私の至福に感謝するとともに,彼に人と関わりを忘れないようお願いし
室生｡なぜなら彼自身も以前この世の人であったから｡そして彼がどこから来たのか,
さらに彼の人間との近しい関係がいかに偉大で高貴なものか考え,人間を決して滅ぼす
ことがないようお願いしたい)

さらに,この神性の愛については次のように説明される｡

."der eu)ken gotheit die liebi, die einvereinitu sele ane valschindisem libe in der

ewigen gotheit hat,.... V. 31, 28ff.
(…永遠の神性の愛,この愛はこの世の人生で過ちを犯すことなく,神と一体になった
魂だけが永遠の神性の中で受けることができる….)
Mechthildにおいて,三位一体は一つの全神(ein ganzer got)であり,一つの分劃され

ない神(ein got ungeteilet)である20)｡すなわち三位一体の神性も人性も分けがたく,区別

できないものとされる｡しかし,一つの全神における神性と人性は,同時に異なる特性を持

つ｡神性,人性,聖霊はそれぞれの特性を持ちながら重なり合い,それぞれを分離すること
はできない｡神性の愛と人性の愛も,それぞれの特性を持ちながら重なり合う｡ MechthHd
では, Deuscaritasest. (神は愛なり)におけるcaritas (餐)は,二つの愛,すなわち,鶴

を差し出すことで神と一致し,神のもとに留まることが許される1iebeと,地上で人間
(魂)を激しく愛する愛mimeに訳される｡
.…So mag ich bliben bi dirinwwer goties liebin, die ich selber bin. Deus carihzs est.

Ⅶ.48,44ff.

(･‑そうすれば神の其の愛によって私はあなたのもとに留まることができる｡この愛こ

そ私自身だから｡神は愛なり｣)

32

Eya herre, minne mich sere und minne mich dike und minne mich lange! ‑･ Ⅰ ･ 23,

3ff.
Das ich dich sere minne, das han ich von miner nature, wan ich selbe bin die minne･

I.24,2ff.

(ああ,主よ,私を激しく愛してください,私を常に愛してください,私を長く愛して

ください!….私があなたを激しく愛するのは,私の本性からであるoなぜなら主旦萱
こそ私自身だから)
5.以上, Mechthildにおける｢神と人間(魂)に関わる愛｣を表す二つの名詞minneお

よびliebeについて,それぞれの特徴と両者の相違を考察してきた｡これに先立ち,ドイツ

中世盛期の宮廷文学における｢愛｣を表すこれらの名詞の用例とその特徴,さらにその推移
と発展の過程を,詩人および作品ごとに概観した｡ Mechthildにおける,人間(魂)と神と.

の愛には,肉体的･官能的要素とともに,精神的･霊的要素も見られる｡この二つの愛の対
立･葛藤,さらにこの超越と両者の調和はミソネザソグを中心とする宮廷文学のテーマであ
った｡ Mechthildが人間(魂)と神の愛を具象的に描写するため,これに適応する宮廷ドイ

ッ語の形象を意図して使用したこと21),彼女がドイツ中世盛期の宮廷詩人における言語芸術
やその精神に触れ,これを利用できる環境にあったことは,これまでの研究によって明らか
になっている22)0 Mechthildにおけるminneには中世宮廷文学におけるそれと同様に,パ

トス的･感覚的な性格がうかがえ,これと対既約に彼女のliebeには中世宮廷文学における
それと同様に,エートス的･精神的属性がうかがえる｡一方,中世宮廷文学におけるminne

とliebeの愛に関する概念はそれぞれの宮廷詩人において変化,発展する｡二つの愛の概念
における対立関係は, Gottfriedにおいて｢肉体的･精神的な合一,完全な心身の一致を願
う愛｣にまで発展し, Walther Yon der Vogelweideでは,両者の対立概念は止揚され,釈
しい愛の理念｢心からの愛｣ (herzeliebe) ‑と深化する｡ Mechthildにおいて,年老いた

彼女は次のように,天上の神に祈りを捧げる｡
Jhesus, vil lieber buole min, la mich in warer ruwe und in herzelicher liebi zuo dir und

la mich niemer erkuolen, also das ich diner her2:eklicher minne inminem herzen und
in miner sele und in minen funf sinnen und in allen minen geliden ane underlas
enp丘nde; so mag ich nit erkuolen. Ⅶ. 38, 10 ff･

(私の愛するお方イエスよ,真心からの悔悟と‑あなた‑の一心からの愛で,あなた

のもとへ行くことをお認め下さい｡そして私の心,私の魂,私の五感,私の全身にあな
たの心からの愛(ミソネ)をたえず感じていられるように,私を冷やさないでくださいo
そうすれば私‑の愛‑が冷えることは決してありませんから)
Mechthildは, herzelichを神の愛liebeの属性を描写する形容詞として積極的に使用して
いる｡しかし,その中にあって, 1例で, herzeklichはminneと結びつく｡ここでMe‑

chthildは,彼女の心,魂,五感,全身に神の心からの愛(herzekliche minne)を感じてい

られるよう,彼女自身を冷やさないで欲しいと訴える｡ Mechthildでは,三位一体の神は魂
と,イエスは身体と,聖霊は五感と結びつく23)｡ここにおける

herzekliche minneに,

Mechthildにおける二つの愛,minnèと,liebè
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Walther Yon der Vogelweideがminneとliebeを止揚し,彼の愛の理念を深化させたher‑

zeliebeと同様, Mechthildのパトス的･感覚的愛とエートス的･精神的愛,さらには,人

性の愛と神性の愛をsynthetischに深化させた愛の理念を,そして彼女と三位一体の愛の心

髄を見ることができる｡
Mechthildにおける二つの愛minneとliebeの思想と内容については,彼女の作品におけ

る｢神と人間(魂)の神秘的合一(unio mystica)｣, ｢愛の純化の段階における苦難｣, ｢謙

虚な賛美｣の三つの相においても,その変化と発展がうかがえる｡これは,さらに,中世宮

廷文学からの変化･発展過程の連続性に位置付けられる｡中世宮廷文学における男女間の
minneとliebeの対立,統一･融合,さらにsynthetischな両者の止揚による愛の理念の深

化は, Mechthildでは,それぞれ,神と人間(魂)の生きた相互関係の中で継続的に発展し,
ここにおいて頂点に達すると言うことができよう｡
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