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専修大学文学部創立50周年記念企画 「ゴシック・ファンタジーHarry Potterの正しい読み解き方教えます」資料 

『ハリー・ポッター』シリーズと初期近代イギリス演劇 
専修大学文学部英語英米文学科教授 末廣 幹 

 
Ⅰ ハーマイオニーとは何者か？ 

１ ウィリアム・シェイクスピアのロマンス劇『冬物語』におけるハーマイオニーの彫像の場 
PAULINA       Either forbear, 
Quit presently the chapel, or resolve you 
For more amazement. If you can behold it, 
I’ll make the statue move indeed, descend 
And take you by the hand. But then you’ll think,  
Which I protest against―I am assisted 
By wicked powers. 
LEONTES       What you can make her do 
I am content to look on; what to speak, 
I am content to hear; for ’tis as easy 
To make her speak as move. 
PAULINA                 It is required 
You do awake your faith. Then all stand still. 
Or those that think it is unlawful business 
I am about, let them depart. 
LEONTES                Proceed. 
No foot shall stir. 
PAULINA       Music, awake her; strike!          [Music] 
[To Hermione] ’Tis time; descend; be stone no more; approach. 
Strike all that look upon with marvel. Come, 
I’ll fill your grave up. Stir ― nay, come away; 
Bequeath to death your numbness, for from him 
Dear life redeems you. You perceive she stirs. 
[Hermione descends] 
Start not. Her actions shall be holy as 
You hear my spell is lawful. [to Leontes] Do not shun her 
Until you see her die again, for then 
You kill her double. Nay, present your hand. 
When she was young you wooed her; now in age 
Is she become the suitor? 
LEONTES             O, she’s warm! 
If this be magic, let it be an art 
Lawful as eating. 
POLIXENES    She embraces him. 
CAMILLO  She hangs about his neck; 
If she pertain to life, let her speak too!  (5.3.85-113, underlines mine.) 
ポーライナ お二人とも、今すぐこの礼拝堂

れいはいどう

からお引取りいただかねば、ご覚悟
か く ご

が要
い

ります、もっと不思議なことが起こりま

すので。目を逸
そ

らさずにおいでになれるなら、私はあの像を本当に動かし、降りてこさせ、お手を取らせましょう。そうなれ

ば陛下は私が――そうではないと断言しますが――悪魔に力を借りたとお思いになるでしょうけれど。 
レオンティーズ あの像に何をさせても私は喜んで見る。何をしゃべらせても喜んで聴く。動かせるならしゃべらせるのも簡

単だろう。 
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ポーライナ それにはまず、信じる力を目覚めさせていただかねばなりません。では、どなたもお動きになりませんよう、私

がこれからすることが法に触れるとお考えの方はご退席
たいせき

願
ねが

います。 
レオンティーズ 始めろ。誰も動いてはならない。 
ポーライナ 楽師

が く し

たち、目覚めの音楽を！（音楽）時が来ました、お降りください、もう石ではない、こちらへ。並
な

み居
い

る皆

様を驚かせて差し上げて。どうぞ、お墓は私がふさぎます。動いて、さ、こちらへおいでください。無感覚
むかんかく

は死
し

にお譲りなさ

い、貴
とうと

い命が死の手からあなたを取り戻したのですから。ご覧ください、お動きになります。（ハーマイオニは台から降り

る）あとずさりなさってはいけません、像のなさることは神聖です、私の呪文
じゅもん

が法に触れないのと同じように。お逃げになっ

てはいけません、今度お妃様が亡くなるまでは。お逃げになればお妃様を二度までも殺すことになる。さあ、お手を。お若い

ころのお妃様には陛下から愛を求められた、お年を召し、お妃様に求めさせるのですか? 
レオンティーズ ああ、温かい！これが魔法なら、魔法も食事と同じく罪ではないと認めよう。 
ポリクシニーズ 像が王を抱きしめる。 
カミロー 陛下のお首にとりすがって。生きていらっしゃるなら、お声も聞かせていただきたい。 

（第５幕第３場 85-113行、下線末廣） 
 
３ 「ハリー・ポッター」シリーズにおけるハーマイオニーの変容 
① ハーマイオニーの第一印象 

The toadless boy was back, but this time he had a girl with him. She was already wearing her new Hogwarts robes.    
‘Has anyone seen a toad? Neville’s lost one,’ she said. She had a bossy sort of voice, lots of bushy brown hair and rather 

large front teeth. (Harry Potter and the Philosopher’s Stone , 112) 
カエルに逃げられた子が、今度は女の子を連れて現れた。女の子はもう新調のホグワーツ・ローブに着替えている。 

「誰かヒキガエルを見なかった？ネビルのがいなくなったの」なんとなく威張った話し方をする女の子だ。栗色の髪がフサフ

サして、前歯がちょっと大きかった。（『ハリー・ポッターと賢者の石』、157頁） 
 

② ハーマイオニーの石化 
 ‘Hermione!’ Ron groaned.       
Hermione lay utterly still, her eyes open and glassy.       
‘They were found near the library,’ said Professor McGonagall. ‘I don’t suppose either of you can explain this? It was on 

the floor next to them…’       
She was holding up a small, circular mirror. (Harry Potter and the Chamber of Secrets, 271) 
「ハーマイオニー！」ロンがうめき声をあげた。ハーマイオニーは身動きもせず、見開いた目はガラス玉のようだった。 
「二人は図書館の近くで発見されました」マクゴナガル先生が言った。 
「二人ともこれがなんだか説明できないでしょうね？二人のそばの床に落ちていたのですが…」 
先生は小さな丸い鏡を手にしていた。（『ハリー・ポッターと秘密の部屋』、381頁） 

 

③ ハリーによる石化の謎の解明 
It was a page torn from a very old library book. Harry smoothed it out eagerly and Ron leaned close to read it too. 

 
Of the many fearsome beasts and monsters that roam our land, there is none more curious or more deadly than the 
Basilisk, known also as the King of Serpents. This snake, which may reach gigantic size, and live many hundreds of 
years, is born from a chicken’s egg, hatched beneath a toad. Its methods of killing are most wondrous, for aside from 
its deadly and venomous fangs, the Basilisk has a murderous stare, and all who are fixed with the beam of its eye 
shall suffer instant death. Spiders flee before the Basilisk, for it is their mortal enemy, and the Basilisk flees only 
from the crowing of the rooster, which is fatal to it.  

 
And beneath this, a single word had been written, in a hand Harry recognised as Hermione’s. Pipes. 
It was as though somebody had just flicked a light on in his brain.    
‘Ron,’ he breathed, ‘this is it. This is the answer. The monster in the Chamber’s a Basilisk ―a giant serpent! That’s why 
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I've been hearing that voice all over the place, and nobody else has heard it. It’s because I understand Parseltongue    
Harry looked up at the beds around him.    
‘The Basilisk kills people by looking at them. But no one’s died— because no one looked it straight in the eye. Cohn saw 

it through his camera. The Basilisk burned up all the film inside it, but Colin just got Petrified. Justin ... Justin must’ve 
seen the Basilisk through Nearly Headless Nick! Nick got the full blast of it, but he couldn’t die again ... and Hermione 
and that Ravenclaw Prefect were found with a mirror next to them. Hermione had just realised the monster was a 
Basilisk. I bet you anything she warned the first person she met to look round corners with a mirror first! And that girl 
pulled out her mirror—and—’ (Harry Potter and the Chamber of Secrets, 306) 
 図書館の、とても古い本のページがちぎり取られていた。ハリーは皺を伸ばすのももどかしく、ロンもかがみ込んで一緒に

読んだ。 
 

我らが世界を徘徊する多くの怪獣、怪物の中でも、最も珍しく、最も破壊的であるという点で、バジリスクの右に出るも

のはない。『毒蛇の王』とも呼ばれる。この蛇は巨大に成長することがあり、何百年も生き長らえることがある。鶏の卵

から生まれ、ヒキガエルの腹の下で孵化される。殺しの方法は非常に珍しく、毒牙による殺傷とは別に、バジリスクの一

にらみは致命的である。その眼からの光線に捕われた者は即死する。蜘蛛が逃げ出すのはバジリスクが来る前触れである。

なぜならバジリスクは蜘蛛の宿命の天敵だからである。バジリスクにとって致命的なのは雄鶏が時をつくる声で、唯一そ

れからは逃げ出す。 
 
この下に、ハリーには見覚えのあるハーマイオニーの筆跡で、一言だけ書かれていた。 

「パイプ」 
まるでハリーの頭の中で、誰かが電灯をパチンと点けたようだった。 
「ロン」ハリーが声をひそめて言った。「これだ。これが答えだ。『秘密の部屋』の怪物はバジリスク――巨大な毒蛇だ！

だから僕があちこちでその声を聞いたんだ。他の人には聞こえなかったのに。僕は蛇語がわかるからなんだ……」 
ハリーは周りのベッドを見回した。 
「バジリスクは視線で人を殺す。でも誰も死んではいないそれは、誰も直接目を見ていないからなんだ。コリンはカメラを

通して見た。バジリスクが中のフィルムを焼き切ったけど、コリンは石になっただけだ。ジャスティン――ジャスティンは『ほ

とんど首無しニック』を通して見たに違いない！ニックはまともに光線を浴びたけど、二回は死ねない……。ハーマイオニー

とレイブンクローの監督生が見つかったとき、そばに鏡が落ちていた。ハーマイオニーは、怪物がバジリスクだってきっと気

づいたんだ。絶対まちがいないと思うけど、最初に出会った女子学生に、どこか角を曲がるときには、まず最初に鏡を見るよ

うにって、きっと忠告したんだ！そしてその学生が鏡を取り出して――そしたら――」（『ハリー・ポッターと秘密の部屋』、

427-28頁） 
 

④ クリスマス・ダンス・パーティーにおけるハーマイオニーの変貌 
It was Hermione.    
But she didn’t look like Hermione at all. She had done something with her hair; it was no longer bushy, but sleek and 

shiny, and twisted up into an elegant knot at the back of her head. She was wearing robes made of a floaty, 
periwinkle-blue material, and she was holding herself differently, somehow—or maybe it was merely the absence of the 
twenty or so books she usually had slung over her back. She was also smiling — rather nervously, it was true — but the 
reduction in the size of her front teeth was more noticeable than ever. Harry couldn’t understand how he hadn’t spotted it 
before.   

‘Hi, Harry!’ she said. ‘Hi, Parvati!’    
Parvati was gazing at Hermione in unflattering disbelief. She wasn’t the only one, either; when the doors to the Great 

Hall opened, Krum’s fan club from the library stalked past, throwing Hermione looks of deepest loathing. Pansy 
Parkinson gaped at her as she walked by with Malfoy, and even he didn't seem to be able to find an insult to throw at her. 
Ron, however, walked right past Hermione without looking at her.  

 (Harry Potter and the Goblet of Fire, 349-50) 
ハーマイオニーだった。 
しかしまったくハーマイオニーには見えない。髪をどうにかしたらしく、ボサボサと広がった髪ではなく、ツヤツヤと滑ら

かな髪だ。頭の後ろで捻り、優雅なシニョンに結い上げてある。フンワリした薄青色の布地のローブで、立ち居振舞いもどこ
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か違っていた――たぶん、いつも背負っている二十冊くらいの本がないので違って見えるだけかもしれない。それに、微笑ん

で緊張気味の微笑み方なのは確かだが――しかし、前歯が小さくなっているのがますますはっきりわかった。どうしていまま

で気づかなかったのか、ハリーはわからなかった。 
「こんばんは、ハリー！こんばんは、パーバティ!」ハーマイオニーが挨拶した。 
パーバティはあからさまに信じられないという顔で、ハーマイオニーを見つめていた。パーバティだけではない。大広間の

扉が開くと、図書館でクラムをつけ回していたファンたちは、ハーマイオニーを恨みがましい目で見ながら、ツンツンして前

を通り過ぎた。パンジー・パーキンソンは、マルフォイと一緒に前を通り過ぎるとき、ハーマイオニーを穴の開くほど見つめ

たし、マルフォイでさえ、ハーマイオニーを侮辱する言葉が一言も見つからないようだった。しかし、ロンは、ハーマイオニ

ーの顔も見ずに前を通り過ぎた。（『ハリー・ポッターと炎のゴブレット 下巻』、85頁） 
 

Ⅱ 『ハリー・ポッター』シリーズに見られるシェイクスピアの悲劇『マクベス』の影響 

１ 魔女たちがマクベスに授ける第二の予言 
ALL THE WITCHES  Come, high or low: 
Thyself and office deftly show. 

Thunder.  
First Apparition, an armed head 

MACBETH  Tell me, thou unknown power ― 
FIRST WITCH                                 He knows thy thought: 
Hear his speech, but say thou nought. 
FIRST APPARITION  Macbeth, Macbeth, Macbeth: beware Macduff; 
Beware the thane of Fife. Dismiss me; enough. 

Descends 
MACBETH  Whate’er thou art, for thy good caution, thanks; 
Thou hast harped my fear aright. But one word more ― 
FIRST WITCH  He will not be commanded: here’s another 
More potent than the first. 

Thunder.  
 Second Apparition, a bloody child 
SECOND APPARITION  Macbeth, Macbeth, Macbeth. 
MACBETH  Had I three ears, I’d hear thee. 
SECOND APPARITION  Be bloody, bold, and resolute: laugh to scorn 
The power of man; for none of woman born 
Shall harm Macbeth.                     Descends 
MACBETH  Then live Macduff ― what need I fear of thee? 
But yet I’ll make assurance double sure, 
And take a bond of fate: thou shalt not live, 
That I may tell pale-hearted fear it lies, 
And sleep in spite of thunder. 

Thunder.  
Third Apparition, a child crowned, with a tree in his  
hand 

What is this 
That rises like the issue of a king, 
And wears upon his baby-brow the round 
And top of sovereignty? 
ALL THE WITCHES  Listen, but speak not to’t. 
THIRD APPARITION  Be lion-mettled, proud, and take no care 
Who chafes, who frets, or where conspirers are: 
Macbeth shall never vanquished be, until 
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Great Birnam Wood to high Dunsinane Hill 
Shall come against him.                   Descends 
MACBETH            That will never be: 
Who can impress the forest, bid the tree 
Unfix his earthbound root? Sweet bodements, good ― 
Rebellious dead, rise never till the Wood 
Of Birnam rise, and our high-placed Macbeth 
Shall live the lease of nature, pay his breath 
To time, and mortal custom. Yet my heart 
Throbs to know one thing: tell me, if your art 
Can tell so much ― shall Banquo’s issue ever 
Reign in this kingdom? 
ALL THE WITCHES  Seek to know no more. 
MACBETH  I will be satisfied. Deny me this, 
And an eternal curse fall on you ― let me know. 
                                  [Cauldron descends] 
Why sinks that cauldron? (Hautboys) And what noise is this? 
FIRST WITCH  Show. 
SECOND WITCH  Show. 
THIRD WITCH  Show. 
ALL THE WITCHES  Show his eyes, and grieve his heart; 
Come like shadows, so depart! 

A show of eight kings, the last with a glass in his  
hand, and Banquo 

MACBETH  Thou art too like the spirit of Banquo: down ― 
Thy crown does sear mine eye-balls. And thy hair, 
Thou other gold-bound brow, is like the first;. 
A third, is like the former. Filthy hags, 
Why do you show me this? ― A fourth? Start, eyes! 
What, will the line stretch out to th’ crack of doom? 
Another yet? A seventh? I’ll see no more ― 
And yet the eighth appears, who bears a glass 
Which shows me many more; and some I see 
That two-fold balls and treble scepters carry: 
Horrible sight ― now I see, ’tis true, 
For the blood-boltered Banquo smiles upon me, 
And points at them for his. What, is this so?  [Exeunt kings and Banquo] 
[HECATE]  Ay, sir, all this is so. But why 
Stands Macbeth thus amazèdly? 
Come, sisters, cheer we up his sprites, 
And show the best of our delights. 
I’ll charm the air to give a sound, 
While you perform your antic round: 
That this great king may kindly say, 
Our duties did his welcome pay. 

Music. The witches dance, and then vanish [with  
HECATE]  (4.1.82-147.) 

三人 出ておいで、地獄の大物小物たち、姿を見せて務めを果たせ。 
雷鳴。第一の幻影、兜をかぶった首。 

マクベス 教えてくれ、どんな霊力を持っているのか知らないが―― 
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魔女１ お前が何を考えてるのか、向こうは承知だ、黙ってお聞き。 
幻影１ マクベス！マクベス！マクベス！マクダフに用心しろ。ファイフの領主に用心しろ。戻らせてくれ。もういいだろう。                  

（消える） 
マクベス お前が何者であれ、その警告は有難い。俺の不安を見事言い当てた。だが、もう一言―― 
魔女１ 命令したって聞かないよ。そうれ、お次、今のより力は上が。 

雷鳴。第二の幻影、血まみれの子供。 
幻影２ マクベス！マクベス！マクベス！ 
マクベス 聴こう、耳が三つ欲しいくらいだ。 
幻影２ 流血を怖れず、大胆不敵になれ。人間の力など笑いとばせ。女から生まれた者は誰一人マクベスを倒せはしない。 
マクベス それなら生きていろ、マクダフ。貴様など怖れることはない。だが念には念を入れ、運命から証文を取っておく。

貴様には死んでもらう。そうすれば蒼
あお

ざめた恐怖心を叱りとばし、雷鳴の中でもぐっすり眠れる。 
雷鳴。第三の幻影、手に木の枝を持ち、王冠を戴

いただ

いた子供 
 何だ、これは？王子の姿で出てきたな、幼い額

ひたい

に王冠を戴いているではないか？ 
三人 お聴き、話し掛けるんじゃない。 
幻影３ 獅子の心を持ち、誇り高くあれ、誰が怒ろうと、誰が苛立

い ら だ

とうと、どこで謀反
む ほ ん

が起きようと、一顧
い っ こ

だにするな。マク

ベスは決して敗れない、バーナムの大森林がダンシネインの丘に向かって攻め上って来ないかぎり。               

（消える） 
マクベス そんなことはあり得ない。誰が森に召 集

しょうしゅう

をかけ、大地に張った根を抜けと 木々に命令できる？嬉しい予言だ！

いいぞ！武装した反乱軍もで、バーナムの森が立ち上がらないかぎり蜂起
ほ う き

するな。このマクベスは玉座
ぎょくざ

の高みにあって天寿
てんじゅ

を

まっとうし、安らかに息を引き取るのだ。だが、この胸がうずくほど知りたいことがひとつある。お前らの魔力
まりょく

でここまで分

かるなら教えてくれ、やがてバンクォーの子孫がこの王国を支配するのか？ 
三人 これ以上訊くんじゃない。 
マクベス 聞くまでは引き下がらない。嫌だと言えばお前たちに永遠の呪いをかけてやる。教えてくれ。――釜が沈む、なぜ

だ？この音はなんだ？        （オーボエの音） 
魔女１ 見せてやれ！ 
魔女２ 見せてやれ！  
魔女３ 見せてやれ！  
三人 目に突きつけろ、心を沈ませろ。影のように現れ、影のように消えろ。 

八人の王の幻影とバンクォー、八人目の王は手に鏡を持っている。 
マクベス 貴様、バンクォーの亡霊にそっくりだ、退

さ

がれ！その王冠は俺の目玉を焼き焦がす。貴様の頭にもやはり金の冠、

最初のやつと同じだ。三人目もそっくりだ。――薄汚い婆ア――なぜこんなものを見せる？――四人めも？目が、潰れる！は

っ、この行列は最後の審判の日まで続くのか？まだ次がいるのか？ 七人目？――もうたくさんだ。――だが八人目が、鏡を

待って、もっともっと増やして見せるつもりだな。王玉
おうぎょく

をふたつ、笏
しゃく

を三つ待ったやつもいる。恐ろしい光景だ！ああ、そ

うか、あれは本当だったのか、髪が血でごわごわになった、バンクォーが、笑いながらこれみよがしに自分の子孫だと行列を

指さしている。――                      （幻影たち消える） 
おい、こういうことなのか？ 
魔女１ そうとも、こういうことさ、何もかも。それにしてもマクベスはどうしてそんなに肝をつぶす？ねえ、みんな、こち

らさんの気を引き立てるため余興の極めつけをお目にかけよう。あたしは風に魔法をかけて、いい音楽を奏
かな

でさす。二人は阿

呆踊りでも踊ってお見せ。大王様が満足なさりよくやった、来た甲斐あったとおっしやるように。 
音楽。魔女たちは踊り、そして消える。 （第４幕第１場 82-147行） 
 
２ ヴォルデモート卿を打ち破る者についての予言 
A figure rose out of it, draped in shawls, her eyes magnified to enormous size behind her glasses, and she resolved slowly, 
her feet in the basin. But when Sybill Trelawney spoke, it was not in her usual ethereal, mystic voice, but in the harsh, 
hoarse tones Harry had heard her use once before. 

‘The one with the power to vanquish the Dark Lord approaches... born to those who have thrice defied him, born as the 
seventh month dies... and the Dark Lord will mark him as his equal, but he will have power the Dark Lord knows not... 
and either must die at the hand of the other for neither can live while the other survives... the one with the power to 
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vanquish the Dark Lord will be born as the seventh month dies....’ 
The slowly revolving Professor Trelawney sank back into the silver mass below and vanished. 

 (Harry Potter and the Order of the Phoenix, 774) 
中から一つの姿が立ち上がった。ショールを何枚も巻きつけ、メガネの奥で拡大された巨大な目のその女性は、盆の中に両

足を入れたまま、ゆっくりと回転した。しかし、シビル・トレローニーが話しはじめると、いつもの謎めいた心霊界の声では

なく、嗄れた荒々しい声だった。ハリーはその声を一度聞いたことがあった。 
 

闇の帝王を打ち破るカを持った者が近づいている……七つ目の月が死ぬとき、帝王に三度抗った者たちに生まれる……そ

して闇の帝王は、その者を自分に比肩する者として印すであろう。しかし彼は、闇の帝王の知らぬ力を持つであろう……

一方が他方の手にかかって死なねばならぬ。なんとなれば、一方が生きるかぎり、他方は生きられぬ……闇の帝王を打ち

破る力を持った港が、七つ目の月が死ぬときに生まれるであろう……。 
 
ゆっくりと回転するトレローニー先生は、再び足下の銀色の物質に沈み、消えた。 

（『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 下巻』、652頁） 
 
３ 人の望みを映し出す「みぞの鏡」 

It was a magnificent mirror, as high as the ceiling, with an ornate gold frame, standing on two clawed feet. There was 
an inscription carved around the top: Erised stra ebru oyt ube cafru oyt on wobsi.    

His panic fading now that there was no sound of Filch and Snape, Harry moved nearer to the mirror, wanting to look at 
himself but see no reflection again. He stepped in front of it.    

He had to clap his hands to his mouth to stop himself screaming. He whirled around. His heart was pounding far more 
furiously than when the book had screamed— for he had seen not only himself in the mirror, but a whole crowd of people 
standing right behind him.    

But the room was empty. Breathing very fast, he turned slowly back to the mirror.    
There he was, reflected in it, white and scared-looking, and there, reflected behind him, were at least ten others. Harry 

looked over his shoulder — but, still, no one was there. Or were they all invisible, too? Was he in fact in a room full of 
invisible people and this mirror’s trick was that it reflected them, invisible or not?    

He looked in the mirror again. A woman standing right behind his reflection was smiling at him and waving. He 
reached out a hand and felt the air behind him. If she was really there, he’d touch her, their reflections were so close 
together, but he felt only air — she and the others existed only in the mirror.    

She was a very pretty woman. She had dark red hair and her eyes — her eyes are just like mine, Harry thought, edging 
a little closer to the glass. Bright green — exactly the same shape, but then he noticed that she was crying; smiling, but 
crying at the same time. The tall, thin, black-haired man standing next to her put his arm around her. He wore glasses, 
and his hair was very untidy. It stuck up at the back, just like Harry’s did. 

Harry was so close to the mirror now that his nose was nearly touching that of his reflection.    
‘Mum?’ he whispered. ‘Dad?’    
They just looked at him, smiling. And slowly, Harry looked into the faces of the other people in the mirror and saw other 

pairs of green eyes like his, other noses like his, even a little old man who looked as though he had Harry’s knobbly knees 
— Harry was looking at his family, for the first time in his life.    

The Potters smiled and waved at Harry and he stared hungrily back at them, his hands pressed flat against the glass 
as though he was hoping to fall right through it and reach them. He had a powerful kind of ache inside him, half joy, half 
terrible sadness.  (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 223-24) 
天井まで届くような背の高い見事な鏡だ。金の装飾豊かな枠には、二本の鈎爪状の脚がついている。枠の上の方に字が彫っ

てある。 
「すつうを みぞの のろここ のたなあ くなはで おか のたなあ はしたわ」 
フィルチやスネイプの足音も聞こえなくなり、ハリーは落ち着きを取り戻しつつあった。鏡に近寄って透明になったところ

をもう一度見たくて、真ん前に立ってみた。 
ハリーは思わず叫び声を上げそうになり、両手で口をふさいだ。急いで振り返って、あたりを見回した。本が叫んだ時より

もずっと激しく動悸がした――鏡に映ったのは自分だけではない。ハリーのすぐ後ろにたくさんの人が映っていたのだ。 
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しかし、部屋には誰もいない。あえぎながら、もう一度ソーッと鏡を振り返って見た。 
ハリーが青白いおびえた顔で映っている。その後ろに少なくとも十人くらいの人がいる。肩越しにもう一度後ろを振り返っ

て見た――誰もいない。それともみんなも透明なのだろうか？しかこの部屋には透明の人がたくさんいて、この鏡は透明でも

映る仕掛けなんだろうか？ 
もう一度鏡をのぞき込んでみた。ハリーのすぐ後ろに立っている女性が、ハリーにほほえみかけ、手を振っている。後ろに

手を伸ばしてみても、空をつかむばかりだった。もし本当に女の人がそこにいるのなら、こんなにそばにいるのだから触れる

ことができるはずなのに、何の手応えもなかった――女の人も他の人たちも、鏡の中にしかいなかった。 
とてもきれいな女性だった。深みがかった赤い髪で、目は……僕の目とそっくりだ。ハリーは鏡にもっと近づいてみた。明

るいグリーンの目だ――形も僕にそっくりだ。ハリーはその女の人が泣いているのに気づいた。ほほえみながら、泣いている。

やせて背の高い黒髪の男性がそばにいて、腕を回して女性の肩を抱いている。男の人はメガネをかけていて、髪がクシャクシ

ャだ。後ろの毛が立っている。ハリーと同じだ。 
鏡に近づき過ぎて、鼻が鏡の中のハリーの鼻とくっつきそうになった。 
「ママ？」ハリーはささやいた。「パパ？」 
二人はほほえみながらハリーを見つめるばかりだった。ハリーは鏡の中のほかの人々の顔をジッと眺めた。自分と同じよう

なグリーンの目の人、そっくりな鼻の人。小柄な老人はハリーと同じに膝小僧が飛び出しているみたいだ――生まれて初めて、

ハリーは自分の家族を見ていた。（『ハリー・ポッターと賢者の石』、303-304頁） 
 
【解説】「みぞの鏡」（The Mirror of Erised） 
‘The Mirror of Erised’は、人の心の奥底にある望みを映しだす鏡。‘Erised’は ‘desire’（望み）を逆さまに綴ったものです（邦

訳でも、「のぞみ」を逆にして「みぞの鏡」としています）。鏡の上のほうに彫られた銘‘Erised stra ebru oyt ube cafru oyt on 
wobsi.’は、‘I show not your face but your heart’s desire.’を鏡に映したように逆さにしたもの（邦訳「わたしはあなたの顔で

はなく、あなたの心の望みを映す」)。昔から、鏡には魔法の力があると考えられてきました。Snow White（『白雪姫』）、

The Arabian Nights（『千夜一夜物語』）、The Faerie Queene（『妖精の女王』、Alice’s Adventures in Wonderland （『不

思議の国のアリス』）など、世界の文学にも鏡が登場します。  
（ベルトン、『「ハリー・ポッター」Vol.1が英語で楽しく読める本』、117-8頁） 
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