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『Perihypsus』：テクネーの自己否定と

エクスタシーとしての崇高

田村康夫

１

ホラーテイウスは、良い詩歌をつくるには才能と技術のどちらが役に立つの

か、という問に極めて調和的な答えを提出している。「称賛に値する歌ができ

るのは、生まれついた才能によるのか、それとも技術によるのか－これはよ

く尋ねられることだ。だが、いくら努力しても豊かな鉱脈がなければなんの役

に立つのか、あるいは、いくら才能があっても磨かなければ何ができるのか、

わたしには分からない。このように才能と努力は、互いに相手の助力を求め、

友好と契りをむすぶ'｣。才能と技術、あるいは自然2と技術の関係は、古代の

修辞学に好んで取り上げられるテーマだったと言われるが３，崇高についての

ロンギノスィの議論は、この自然と技術の弁証法を骨格にしているように思え

る。

ロンギノスにおいては、ホラーテイウスの「称賛に値する歌」とは異なり、

崇高が著作全体の主題であるから、崇高に役立つのは才能と技術のどちらか、

あるいは、才能と技術はそれぞれどのように崇高に貢献するか、という問にな

る。要するに、生得の才能と学習可能な技術が崇高の観点から論じられる。ロ

ンギノスは、８章において、崇高にもっとも役立ち、稔りあるものとして五つ

の源泉を挙げている。そして、１番目の「大きな思考を構想する能力｣、２番

目の「霊感を得た強いパトス」について、「この二つの崇高の源泉は、大部分

が自然の素質に起因する5」（8,1)と説明し、生まれついての天分が崇高に果た

す役割を挙げている。続いて、「残りの源泉は、技術によって学ぶことができ

る」（8,1)と、技術の役割を挙げる。第１と第２の源泉は、思考する能力と感

情の能力の中でそれぞれに傑出する部分である、と考えられる。人間に生得の
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才能、天分、天性、あるいは「自然の素質」は、崇高に資するものという観点

から、この二つの能力に特定されたことになる6。ちなみに、技術の部に属す

る源泉は、３番目が、文彩（思考の文彩、ことばの文彩）であり、４番目が、

気品ある表現法で、ここには単語の選択、転義の使用、語法の洗練が含まれる。

５番目は、上の４つを完結するものとして、格調ある高い文構成、となってい

る。著作の９章以降は、大小の余論（余論とはいえ、著者の言いたいことはか

えってここに込められる）をまじえながらではあるが、５つの源泉の順序に従っ

て崇高の文体が観察され、またそのような文体を創造するためのヒントが論じ

られる。１章から７章までには、著作全体の前提、崇高の主題の提示、崇高の

技術の可能性と必然性、崇高を実現することの難しさ、真の崇高の試金石など

が扱われており、いわば本論に対する序を成している。著作全体の構成を概観

すると、生得の才能と技術のテーマが、崇高という第一主題を支える第二主題

を構成していることがわかる。

ロンギノスは、崇高に役立つ５つの源泉を挙げるに先だって、この５つに共

通する基盤として「言語で表現する能力」（8,1)を前提にしている。ことばは、

修辞学の前提ではあるが、ことばとことばの習得、使用の能力は、古代におい

ては才能とならんで自然の賜物であり、人間に固有の生得の能力と考えられて

いた7．

ロンギノスは、彫刻と比較してロゴスに特別なランクを与えている。「私た

ちの感嘆を呼ぶのは、彫刻の技術においては、精綴を極めた仕上げであるが、

自然がつくるものにおいては、偉大さである。ところで、人間の思考と弁論と

は自然の賜物である8」（36,3)。ロゴスに属するもの（logikon)、弁論や思考

は人間に生まれつき備わる自然である。自然であるロゴスが実現すべきは、偉

大さであって、彫刻におけるように、人間の模写としてのミメーシスではない。

｢ひとは、彫刻に人間との類似を求めるが、弁論には人間を超えるものを求め

る」（36,3)。そもそもの始めからロゴスには、模写としてのミメーシスとは異

なり人間を超えるものが要請されることになる。

音楽との比較においても、ロゴスに属するものが勝っている。笛は、リズム

の動きやメロディーによって、聴衆を激しく昂らせて悦惚と陶酔のめまいに誘

－２２－



う。キタラは、音の高低、音の響き合い、音の調和によって、聴衆を魔法にか

けてうっとりさせる（39,2)。後に見るように、エクスタシーの効果は崇高が

喚起する決定的な特徴であるにもかかわらず、音楽によるこの効果については、

著者はしごく冷淡である。つまり、音楽は自然の人間を表わすものではなく、

ロゴスを用いて行う「説得を影のごとくに、また本物まがいに模倣するものに

すぎない」（39,3)。他方、ロゴスを組み合わせ組み立てたもの、つまり、「人

間に生得のことばを響き合わせたものは、耳にとどくばかりでなく、魂の奥底

に染み入る。ことばのこの構造物は、名称、思考、事物についての、美しさや

美しい音調についての、私たちの内部に青つもの生まれついているものの全て

についての多彩なイメージを生動させる。これは、さらに、その饗を編み合わ

せた多様な姿によって、弁論家を衝き動かすパトスを聴衆の魂の中へと流し込

んで、このパトスに関与せしめる。．.…ことばの構造物は、まさしくこれら

の特質によって私たちを魅惑し、さらには品位ある偉大さと崇高と崇高が内蔵

する全てとに私たちを唱和せしめて、私たちの思考を完全に支配するのではな

かろうか」（39,3)。彫刻でも音楽でもなく、多層多様な作用を編み合わせるロ

ゴスとロゴスの構造物によって、崇高は達成できるのである。

２

ところで、修辞の技術と自然とはどのような関係にあるのだろうか。ロンギ

ノスは、修辞の技術の起源を自然そのものに求めている。技術は自然を模倣す

るという考えが、三個所に示される。ひとつは、思考の文彩に属する問と答え

である。著者は、デモステネスを例に引いて、この文彩が弁論にスピードを与

え緊張と密度を高めていると解説したあとで、問と答えの文彩は、そのように

切迫した自問自答、あるいは対話においてそのように緊迫、集中して行われる

問と答え、つまり「自ずと生じるパトスを模倣」（18,2）したものである、と

言う。第二の例は、挿分法（Hyperbaton）と呼ばれることばの文彩である。

挿分法とは、「表現や思考を自然な順序から逸脱させる配列」（22,1）のことで、

激しいパトスはこの技法にそっくり写し取られている、と言われる。なぜなら

ば、怒り、不安に駆られ、あるいは憤慨、嫉妬する人は、激情のままに現にこ
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とばの自然な順序を乱して話すが、そのように「よい著述家は挿分法によって

自然を模倣し、同じ効果を達成するからである」（2211)。第三の例では、自然

の模倣はことばの選択に関して、その起源としてではなく、要請として現われ

ている。卑俗なことばが壮大な場面の描写をだいなしにした失敗例は、対象の

尊厳に調和することばの選択を教えている。自然は人間の肉体を美しくつくっ

た、だから全体の美を損なわないようにと排泄器官や恥部を正面に据えなかっ

た。「自然が人間をつくったそのように、自然を模倣するのがふさわしいやり

方である」（43,5）と言われる。

模倣の対象になっているのは、はじめの二つの例では、人間の内的心理的な

もの、つまりパトスの動的な様態であり、またそれに伴う言語表現である。最

後の例では、調和ある肉体を生みだす自然、つまり自然が産出するやり方その

ものが模倣すべき対象となっている，。技術が模倣する自然は、この三つの例

の示すものに限っても、人間に生まれつき備わる感情、思考、言語の能力を含

む生動する自然である。技術は、そのような自然を上手に模倣するとき優れた

ものとなり、自然は、技術の助けを借りるとき生起する目標を達成する。ロン

ギノスは、技術と自然が相互補完の関係にあることを次のように言う。「技術

は、これは自然だと思われるときに完壁であり、自然の方は、目立たぬよう

に技術を内包するときにその目標に達する」（22.1)。技術は「自然を助けるも

の」（36,4）であり、「拍車と手綱」（2,2）の役割を担って自然に働きかける。

そして「おそらく、相方が協力するところから完全なものが生まれる」（36,4）

のである。ロンギノスは、結論においてはホラーティウス同様に、自然と技術

が調和的に働くことを理想にしていると言えよう。

修辞の技巧技術は、自然の中に根拠を置いているが故に、その起源に呼応し

て、自然と「同じ効果を達成する」（22,1）と言われる。しかし、そのような

効果を発揮するためには、技術が自己の立脚する自然を離れることなく、自然

の装いをまとって使用されることが前提となる。先の例にあった、緊迫と密度

とを集中する問と答えの文彩についても、この文彩が自然の装いを採るときパ

トスの効果がもっとも大きい、と言われる。「なぜならば、弁論家自身にはそ

の意図はないが、今のこの時が生みだしたというふうに見えるときほど、パト
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スが興奮を強く惹き起こすことはないからである」（18,2)。しかし、ひとたび

自然の装いが破綻して、技巧が目立ち技術が際立つと所期の目的は達成できな

い。「技巧に農む文彩を使うと疑惑を招きがちである。策略はあるまいか、ご

まかざれだまされていないか、と怪しませるのである」（17,1)。いちど疑惑を

招いたら、弁論の説得力は失われてしまう。「というわけで、文彩はそれが文

彩であることが隠れているときに最善の輝きを放つ」（17,2)。自然を装う技術、

隠れた技術というモチーフは、繰り返し強調される。誇張法（Hyperbel）に

ついても、「誇張がごく自然に出来事から生じること」（38,5）が推奨され、

｢最善の誇張法は、それが誇張であることを隠す」（38,3）ことである。

しかしながら、技術の人為性が不信と疑惑の種となることを強調せざるをえ

ないとことでは、すでにして自然との調和を逸脱する技術のあり様が強く意識

されているものと推測される'0。

３

崇高についての議論は、おおよそ以上のような自然と技術の関係を枠組みに

して展開する。その際、崇高とパトスの関係が前景に立ち、「パトスをもたな

い崇高の現象形態」（8,2）は背景に退いていると思えるのでu、ここではパト

ス的な崇高を主に取り上げる。

「平静な叙述が快いものに関与するのと同じほどに、パトスは崇高なものに

関与する」（29,2）とあるが、文体分離の伝統的な考えによると、中間の文体

はエートスを叙述し、崇高（壮重）の文体は激しい感情、パトスを喚起するの

にふさわしいものと分類される'2。さらに著者は、崇高とパトスの間に分類の

内実に関わる親密な絆を見ている。「現に弁論においては、パトスと崇高は私

たちの魂に近い関係にあり、自然な親縁性と輝きによって必ず文彩に先だって

私たちの注意をひきつける。それらは文彩の人為的な性質を緑陰によって被い、

いわばベールの下に隠すのである」（17,3)。両者はともに魂と近いつながりを

もち、その故に、技巧技術の人為性をとびこえて直に魂に訴えると言う。相方

のこの親縁性を前提にすれば、自然と技術の関係について述べられた結論が、

崇高と技術の関係について繰り返されても不思議はないかもしれない。「文彩
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は自ずと崇高を支え、崇高は驚くほど文彩の助けになる」（17,1)。自然と技

術の相互補完の考えがそっくりそのままここに横滑りしている。拡充法

(Amplifikation）についても同様に言われる。「拡充法のどの形態からであれ

崇高を取り去るならば、それはいわば肉体から魂を引き抜くようなものである。

崇高なものの中に後ろ楯をもたないとなると、拡充法の張りはたちまちに弛緩

して消えうせてしまう」（11,2)。さらに、崇高とパトスの親縁性の故であろう、

相方が並立して用いられることもある。「従って、崇高とパトスとは、文彩の

使用に対して抱く不信を和らげる抗毒剤であり、驚くべき援助手段なのである」

(17,2)。隠噛の重畳についての善し悪しを論じた個所では、崇高とパトスの性

質に触れながら次のように言う。「正しい瞬間における強いパトスと真の崇高

とは、隠噛を重ねたり大胆に使用する際の本来の特効薬である。つまり、残る

ものの一切合財を嵐のような躍動のうちに拉し去り、前へ前へと衝き動かすの

がパトスと崇高の本性なのである。．.…聴衆は弁論家の熱狂に拉し去られてし

まうから、隠楡の数を調べる余裕など残っていない」（32,4)。崇高は、最後の

引用文では、聴衆を襲う心理的効果によって特徴を得ている。しかし崇高の概

念には、心理的効果に尽きない重層性が見られるが、神的なものとの関わりは、

この概念の核心部分を成すように思われる。

崇高とパトスとは、相互の間に親縁性が認められているとはいえ、ひとつの

ものではない。パトスのない崇高なものもある。それでも、「正しい瞬間に発

揮されるのであれば、真のパトスによる表現ほど大いなるものはない、私は

こう主張してはばからないだろう」（8,4）と言うように、ロンギノスの関心は

パトス的な崇高にある。さらに、全てのパトスが崇高に役立つわけではない

(8,2)、という条件をつけて、ロンギノスは真のパトスを定義する。真の「パ

トスは、いわば怯惚の息吹のもとにあるかのように霊感を流出させ、アポロン

の力をもってことばを満たす」（8,4)。この定義は、崇高に役立つ第二の源泉

を「霊感を得た強いパトス」と表現していることにも呼応して、真のパトスが、

霊感（Enthusiasmus）と関わることを明示している。ここに言う霊感は、詩

歌がムーサイの贈り物である、という詩的前提をめぐる古来の議論を引き継ぐ

語彙と考えられている'3。さらに著者は、「霊感を得たパトス」が崇高なものを
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産出する過程を、ファンタシア（phantasia）と呼ばれる技法のなかに定義す

る。「ファンタシアとは、言語表現を生みだす想念が立ち現われることをいう。

しかし、この語がとりわけて使用されるのは、ひとが霊感とパトスとのうちに

あって、描くものを見ていると思い、それを聴衆にありありと繰り広げる場合

である」（15,1)。ファンタシアとは、定義に言うように、「霊感とパトスのう

ちに」見たものを形象とことばとに転換、具象化するまでの全体を意味する脚。

｢霊感とパトスのうちに」見ているもの体験しているものとは、インスピレー

ションを得たある種のイメージであり、想念、思考であろう。そして、そのよ

うな想念や観念に導かれて具象となった言語表現が、どのような効果をもつの

かということについて、弁論家の立証の例ではこう言われる。霊感を受けた想

念をもって立証する弁論家は、単なる立証の域を越えでる。私たちはそのよう

な個所にであうと自ずと強力な調子を聞き取るものだ。つまり、「論理的な立

証によって引かれて行く先には、想念において私たちを打ち負かすものがあり、

その光によって立証の事態をくまなく照らしだすものがある」（15,11)。

上の議論の骨組みだけを取り出せば、「霊感を得た強いパトス」は、ファン

タシアによって「霊感とパトスにおいて」見たものを具象化する、そのように

具象化された言語表現には崇高なものがある、ということになろう。崇高は、

とくにファンタシアの定義に明らかなように、具象化を導く、つまり言語表現

の全体を決定づける全体的なあり方として現象する。その故にであろう、崇高

は、先に見たように、つねに個別的である技巧技術を被い隠すものであった。

またその故に、筋道をたどる醒めた立証は、言語と論理をこえたその先にこれ

を被う想念の大きさ高さをもつときに始めて、心底「私たちを打ち負かすもの」

となる。

また、ロンギノスのこの議論は、インスピレーションによって抱懐する想念

から言語表現にいたる一連の過程を分析的に示すことによって、内なる想念と

外なる言語表現の間に深い対応関係のあることを印象づける。弁論家の内なる

もの、言語表現を決定づける内なる全体性は、個々の言語表現ではなく、表現

の調子や全体`性、要するに文体に強く関与することが示唆されていると言えよ

う。具体的に言い換えれば、弁論家の資質、性格、精神の高低が弁論の文体を
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決定する。文は人なり、という思想である'`。従って、崇高の文体には、なに

よりも文体の高さ大きさに見合う精神の高さ大きさが不可欠となる。「力強い

考えをもつ人々の言論だけが大きいことは自明である」（9,3）とも、「通常を

超えたものは、誇りある広いこころに胚胎する」（9,4）とも言われる所以であ

る。崇高は、言語表現の以前に表現する者の魂の中に偉大さを前提とし、この

原因があって始めて響きだす。「崇高は、大きな魂の反響である。これが単な

る観念だけのものであり、語られぬままのものであっても、まさしく魂の大き

さによって私たちの感嘆を要求するのだ'`」（9,2)。

４

ロンギノスは、文体論の域をはるかに越える彼の自然観によって、このよう

な精神の偉大さが、自然によって人間に割り当てられた役割に対応することを

基礎づけようとする.ロンギノスによると、自然は人間を大きな生の祝祭と広

大なコスモスの中に導き入れることによって、全体を観察するようにと定めた。

また「自然は、私たちよりつねに大きいものや神的なものを求める抑えようの

ない欲求を私たちの魂の中に植えつけた」（352）ので、私たちの観察は、全

世界にさえ満足せず、ときに「私たちを取り囲む境界を超え出ていく」（35,3)。

従って人間が「並みはずれたもの、大きいもの、美しいもの」（35,3）を渇望

するのは、いわば自然の要請に対する人間の側からの応答なのである。だから

｢私たちは、小川が水澄み役に立つものであってもこれには感嘆せず、ナイル

河、ドナウ河あるいはライン河、さらにそれよりも大洋に感嘆するのである。

私たちのともす地上の灯火は、その輝きが清く保つとも、ときに輝きを曇ら

せるあの天体の炎ほどには驚嘆を呼ばない。エトナの噴火口も驚異である'7」

(35,4)。ロンギノスの求めるものは、「役に立つものや必要なもの」（35,4)、

人間的領域にあるもの、悟性や目的に適うものではなく、それらを超えて驚異

を惹き起こすものである。

「大きいもの神的なもの」を求める欲求は、万人に植え付けられている。し

かし、自然から与えられたそのような分け前を自ら果たすべき課題として引き

受けて、自然の要請に適う高みに登りえた人々、就中、文芸において偉大なも
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のを実現した人々は、ロンギノスにとって、「神々のごとき人々」（35,2）であ

る。それは、とりわけホメロスであり、デモステネス、プラトン、ツキジデス

である。ロンギノスは、このような古典作家に代表される真に偉大な文芸を、

とりわけ技術と形式の厳格さ、美しさにおいて優れた文芸10に対比させること

によって彼自身の文芸プログラムを鮮明にする。ロンギノスは、良い作品を

判定する基準を「長所の堂か、それとも長所の質か」（33,1）という問に集約

する。つまり、「疵が散見する偉大なものか、それともうまく運んだ個所で中

程度だが、全体にわたって障りと失敗のないものだろうか」（33,1)、と。一方

に形式と技術とに優れた作家が強調される。アポロニオス、テオクリトス、エ

ラストテネスは、「非の打ちどころのない｣、「全てに出来映えがみごとな」、

｢ひとつとして答めるところのない」（33,4-5）作品を残している。ヘレニズム

時代の学者作家ばかりでなく、古典の作家バッキュリデス、イオンも、「優美

な文体において欠点なく洗練されている」（33,5)。他方、著者の推奨する作家

には欠点が強調される。彼らには等閑にされたものがあり、失敗があり、滑ら

かさに欠けるものがある。著者は、デモステネスと－時は彼の協力者でもあっ

たヒュペレイデースの文体を比較している。ヒュペレイデースは、神話を語り

弔辞を読むときには、淀みなく流麗に、またしなやかに表現するすべを心得て

いる。「快いものをあっさりすっきり描くこと」（34,2）もできる。潮笑は研ぎ

澄まされ、アイロニーは機微をつく。必要とあらば、「簡素な文体で語ること」

(3412）もできる。彼は、五種競技の勝者に楡えられている。他方デモステネ

スには、ヒュペレイデースに挙げた長所がほとんど見当たらない。「彼がむり

やり快活と機知を装えば、沸かせるどころか失笑を買う。優美に近ずこうとす

れば、ますます遠ざかる」（34,3)。それ故、「長所の最」で計ればヒュペレイ

デースが勝ることは明らかである。しかしロンギノスは、勝者が敗者となり、

敗者が勝者となるどんでん返しの一点を用意している。ヒュペレイデースのも

のには「偉大さがない。これは、醒めた者のつまらなさだ。これでは聴衆は昂

ぶらない（彼を読んでも誰ひとり不安を感じることはない)」（34,4)。他方、

デモステネスには文体の多様さ優美さはなくとも、「崇高な弁論の緊張、霊感

を得たパトス、充溢、沈着な態度」（34,4）がある。偉大な人々は、「時にただ
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ひとつの完全で高い表現によって、全ての欠点を帳消しにする」（36,2)。ここ

では、「長所の質」が唯一評価の尺度となる。なぜならば、「ほかの特`性はみな

彼らが人間であることを証している、崇高は彼らを神の至大の魂の近みに高め

る。誤りのないものは非難されることはない。しかし、大きなものはその上に

感嘆を呼ぶ」（36,1）からである。

ところで、文芸において崇高を達成できたのは、この稀有な人々だけだった

のだろうか。崇高にいたる道は限られた人々にのみ開かれているのだろうか。

｢エウリピデスは、偉大なものへの天分をまったく持ちあわせていないのだが、

自分の才能を強要してしばしば悲劇的偉大さに登った」（15,3ルエウリピデス

が高い天分によってではなく、「自分の才能を強要して」偉大さに登ることが

できたように、ここには特別な天分に恵まれていない人々、従って原理的には

万人に開かれたひとつの道が用意されている、と言えよう。その道とは、「先

立つ時代の偉大な著述家や詩人を模倣し、彼らに負けまいと努力することであ

る」（13,2)。これは、模倣と競い合いの道である。

「力強い天性は天賦の事柄であって、これを獲得することは不可能だが、そ

うではあっても私たちはできうるかぎり魂を偉大へと教育し、つれひごろから

魂に高い思考をいわば孕ませねばならない。いかなる方法で？」（9,,)。神的

なものに精神的なつながりをもつ「力強い天`性」は生得のものであって後天的

には動かしょうがないが、「魂の偉大さ」は努力と教育とによって獲得するこ

とができる。それ故、魂の偉大さを通して崇高へいたる道は誰にでも開かれて

いる。神的なものに精神的に直結する天才たちを模倣するならば、デルポイに

おいてはアポロンの巫女ピュテイアが地の割れ目から霊気を受けて予言するが、

その霊気にも似て「神聖な深みから立ちのぼるかのどと〈に、昔の人の霊から

力が流れきて、熱望する者たちの魂を満たす」（1312)。ロンギノスの説く模倣

の核心には、精神的な行為としてのインスピレーションの授受とでも言うべき

ものがある。自らの天分によって霊感をうることのできない者であっても、霊

感をえて著述する偉人の息吹に感応して霊感を追体験することは可能である。

｢ふだんは容易に’1光惚に陥らない者であっても、偉人の息吹によって霊感に拉

し去られるものである」（13,2)。ロンギノスは、このように受容した精神の高
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みにおいて、次の３点を念頭において表現し著述するよう勧める。偉人たちな

らば、どのように表現したか？偉人たちならば、私の表現をどのように評価す

るか？同時代をこえた後世全体は、私の書き物をどのように受け取るか？偉人

たちと競い合う表現や著述は、偉人たちの模範に従いながらも詰まるところは、

自らの天性による創意工夫に懸かると言えよう。

５

崇高は、作家の側においては、インスピレーションの中に胚胎し、言語表現

を始動させ、文体を決定づける全体性として現われた。その全体性には、すで

に作家の精神の高さ大きさが前提されていた。崇高が聴衆に狙う効果も、作家

の霊感に対応して、最終的にはエクスタシーに行き着くようである1,．エクス

タシーとは、忘我悦惚の境を意味するが、このことばの内部には、ギリシア語

の語の組み立てそのままに、ek-［～の中から（外へ）］＋stasis［立っている

(こと）場所／立場]、つまり「在り場所から外れること｣、「自己の外に出るこ

と」あるいは「我を忘れる」という構造が含意されていることも理解しておく

必要がある。そして驚きは、「自己の外に出る」特別な契機を成すと思える。

忘我は自失と表裏である。もし、美的興奮も一種の「自己の外に出た状態」と

考えることが許されるならば、美的効果にも驚きは欠かせない要素である。

例えば、ロンギノスは、単数形と複数形の効果的な使用例を観察してきたま

とめとして、次のように評言する。「というのは、本来単数形で使用される語

を複数形に書き換えると、思いもよらぬ興奮が手にはいるし、また多数が懸案

になっている場合に、複数が溶け合って饗のよい単一体になると、この反対物

への転換によって、私たちの驚きが惹き起こされる」（24,2)。ありきたりのも

のを思いがけいものに転じて新鮮な驚きを与え、聴衆の注意を喚起する、美的

効果はそういう一瞬に生起する、とここには読み取れる。同時に、驚きが何に

よって喚起されるのかについて、確かな示唆を与えている。つまり、これを一

般化して言えば、驚きは、慣れ親しんだ領域を外れるもの、新規なもの、日常・

通常を超えるもの、予期に反するもの、思いがけいもの、ひとことで言って他

者性との出会いによってもたらされる、と考えられる20。
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しかし、美的効果は美的効果に終わるものではなく、崇高に貢献する。デモ

ステネスから引用された誓いの文彩あるいは頓呼法（Apostrophe）の例では、

技術の達成する美的効果が崇高なものと一体になっている。デモステネスは、

ギリシア人の自由を守るためにマケドニアのフイリップに対抗してきたが、カ

イロネイアの敗北後、自己の政策の正しさを弁明して言う。「決して！あなた

がたの行動は決して間違っていなかった。私はそれを誓う、マラトンの前線で

危険を賭して戦った戦士たちにかけて」（1612入神々にかけて誓うのが通例で

あるところを、デモステネスは人間を証人にして、つまり遠い祖先であるマ

ラトン、サラミス、プラタイアの戦士たちを招喚して誓う。この誓いの文彩

ひとつの使い方がいかに絶大な効果を生み、「聴衆は、フイリップに対抗した

この戦闘に対してマラトンやサラミスの勝利に劣らぬ自負心を抱くに至った」

(16,2）か、ロンギノスはひとつの文彩の喚起する崇高の効果をつぶさに解説

している。そして、評言する。「デモステネスは、通常の立証形式を変形する。

しかして、馴染みのない、目を見張る誓い、それゆえに信じうる誓いを用いる

ことによって、この形式に圧倒的な高みと情熱とを付与する」（16,2)。ロンギ

ノスは、馴染みないもの、通例でない新規なもの、予期せぬもののもつ美的効

果が、崇高なものと－体であることをここに示していると言えよう。

ロンギノスの論じる崇高の効果には、鷲きが構造的に含まれている2'・崇高

は、他者性として現われて鷲きを惹き起こし、聴衆の平静心を震,憾させて「自

己の外へ」と連れ出す。崇高には、この一連の効果が働いている。

他者`性は、ときに人間的な領域にある有益有用なものを外れるものとして現

われる。「役に立つもの、あるいは必要なものも、容易に手にはいる。感嘆を

喚起するものはしかしながらつねに予期せぬものである22」（35,5)。他者性と

の出会いは、人間的領域を超えるもの、神々のことがらにおいて著しいであろ

う。ロンギノスはホメロスの描く神々のそこここに崇高を観察している。「そ

して、物見台に坐った人が、葡萄色をした海原を眺めやって、はるかにかすん

でその両眼に見えるかぎりの、そのくらいの距離を、一跳びにして、神々の、

高くいななく馬どもは、駆っていった23」（9,5)。この場面についてロンギノス

は、「ホメロスは神々の馬の跳躍を宇宙の広がりによって計る」（9,5）と評言
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する。言い換えれば、ロンギノスは人間の尺度を超えて宇宙的広大さを想念さ

せる点に、この描写の崇高さを見ているのである。

続いて、神々の戦いによって惹き起こされる混乱と鳴動の広大さを描写する

ために、大地が割れ、冥界が陽の眼に晒されると比瞼する例が取り上げられる

(9,6)。この比楡のもつ超自然的で壮大なダイナミズムが、この例では崇高を

喚起する要素と言えよう。他者性の極まるところに神的なものがあるとすれば、

神的なものを神的に描くこと、つまり「神的なものをあるがままに、曇りなく、

偉大に、純粋に描く」（9,8）ことこそ、崇高表現の極致であろう。ロンギノス

は、神的なものをあるがままに描写した例として二つ挙げているが、その一方

は創世記からの二個所を合成したもので、「神が言われた。光あれ、すると光

があった。地が現われよ、すると地が現われた２１とある。

ロンギノスが個々の描写について評言する「宇宙的広大さ｣、「超自然的なも

の｣、「あるがままの神的なもの｣、「英雄的な偉大さ」（9,10）等は、個々の描

写のもつモチーフ、テーマあるいはイメージと理解される。これらの例では、

他者性は人間と自然の通常を超えて現われ、それをもって驚きを呼び、感嘆と

崇高の感情を喚起する、と考えてよいであろう。

驚きを構造的に内在させる崇高は、以上のように、他者性との出会いにより

喚起されるが、その現われ方を特徴づけているのは、驚きがそうであるように、

突然'性、瞬間`性、スピードである。崇高の出現は「雷光のごとく一切を粉砕す

る」（1,4）とあるように、出現の突然性、瞬間性はときに稲妻や雷によって比

嶮される。とりわけ、「神から贈られた才能（というのは、それを人間のもの

と呼ぶのは畏敬の念が禁じるからである)」（34,4）の持ち主であるデモステネ

スについては、この比楡が繰り返し使用されている25.

聴衆は弁論の中に他者性と出会い一瞬驚きあるいはたじろいで、その打ち勝

ち難い力に圧倒される。魂が震憾する。崇高は、聴衆が自ら理解し納得し、自

らを律しつつ進む過程に現われるのではなく、むしろ、聴衆の,悟性を凌駕する

ところに魅惑しＩ光`惚たらしめる力として、あるいはまた激しく心を揺さ振り熱

狂させる力として現われる。「すなわち、大いなるものは聴衆を納得させるの

ではなく、エクスタシーへと連れ行くのであって、いたるところに私たちを鷲
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かし揺さ振るものが作用し、つねに説得するもの`快いものより力強い。という

のは、私たちが説得を受けるか否かは、私たち自らに依存することであるが、

かの大いなるものは抗い難い威力と支配力とを聴衆におよぼして完全に支配す

るからである」（1,4)。

,悟性的なもの、学習と修練によって習得しうる諸規則、技術、技法、つまり

テクネーに属するものは、崇高の現われるところでは一瞬にして効力を失う。

｢正しい思考を見いだす練達ざと素材の配列や上手な使用は、二三の文に観察

されるのではなく、弁論が織り成す全体にゆきわたっており、目を凝らして見

渡さないと現れてこない。ところが崇高は、正しい瞬間に出現するのであれば、

雷光のごとくに一切を粉砕し、たちまちに弁論家の凝集した力量を示す」（1,4)。

崇高は、修練の精華を細心に配材した弁論のもつ説得力を一瞬のうちに失効さ

せ、しかも説得力に勝って強力に聴衆を支配する力なのである。

魂を「驚かし揺さ振る」崇高の作用は、魂の全体に関わり、魂が自己の居所

を揺さ振られて安定を失い動揺、興奮することを含意しよう。この流動的な状

態に次いで、魂は自己の境界を外れ、浮遊し、拉し去られる。それゆえロンギ

ノスの論述には、崇高の効果は震`憾としてばかりでなく、抗い難い威力、支

配力、また自己の枠から漂い出た魂をひき椋い拉し去る力として現われる。

動揺する魂の不安や恐れ（22,4／34,4)、魅惑された魂の浮遊感、高揚感

(7,2／1211）も特徴づけられている。このような「自己の外に出る」意味での

ek-stasisの帰結として、聴衆は自己を弁論者と重ね合わせた一体感、我と非

我との区別を廃止するエクスタシーを体験する。「私たちの魂は、真に崇高な

るものによって自然と高められ、よろこばしく浮揚して喜びと誇りとによって

満たきれる、聞いたことをまるで自らが創造したかのごとくに」（7,2ルロン

ギノスの言うこのエクスタシーは、音楽やその他の手段によるのではなく、言

語表現によって喚起されるという点において、プラトンの論じる、ミメーシス

のもたらすエクスタシーに通じるものであろう26゜
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注

1．ホラーテイウス「詩論」408ff、253頁。

2．人間に生来そなわる精神的能力としての才能、あるいは天分、天性は、

「自然の素質」（2,1）と呼ばれるように自然physisに属するものである。

3．HLausberg，§37～§41,s､45f、

４．Ｍ．Fuhrmann，S162f／Ｒ・Brandt,Einleitung,Ｓ､11.によると、「崇高

について（Perihypsus)」が大きな影響力をもった17,18世紀には、著者は

紀元後３世紀の学者CassiusLonginusに帰せられていたが、１９世紀以降の

議論の末今では著者を特定するのが不可能とされている。また、著作の成立

は、紀元後１世紀と考えられている。本論では便宜上ロンギノスの名を踏襲

する。

５．ロンギノスからの翻訳は、原則としてRBrandtの対訳本のドイツ語訳

から重訳したものであるが、０．Sch6nbergerのものも参照した。

６．Ｍ．Fuhrmann，Ｓ１６４．によると、この著作には、６個所に大きな落丁

がある。全ての手稿本の現存原本CodexParisinusにより、落丁は、３６頁２５

行、著作全体の約８分の３と正確に数えることができる。第１の源泉は、５

つのうちでも「影響力の最も大きいもの」（9,1）とされるが、これを直接取

り扱う部分は、数節を残し、１２頁の落丁が続く。

７．HLausberg，Ｓ､25．脚注２は、アリストテレスから「人間は、生まれつ

き（自然において）政治的な生物である」と引用して、理性を備える人間が

共同生活を営むうえで不可欠な言語もまた人間に固有の自然であることを説

明している。

８．訳の最後の文は、原文ではphyseidelogikonhoanthroposである。

logikonは、思考、弁論、理性、論理等、ロゴスに属するものを広く意味す

るようである。

９．Ｍ．Fuhrmann,Ｓ１８２は、「ミメーシス概念は、この三個所の全てにおい

て派生的な、すでに比嶮的に近い意味で使用されている」と言っている。つ

まり、模倣される対象は、「真実らしいこと｣、「可能なこと」を軸とするア
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リストテレスのミメーシス理論とは異なり、「産出する自然」そのものに関

係する。これは、「芸術を模倣としてではなく、世界の産出として解釈しよ

うとする教説」（O-Sch6nberger,NachwortS152）を孕むであろう。

10.Ｍ．Fuhrmann，Ｓ181.は、修辞の技術が「表面的で外面的に使用される

危険に晒されているという認識」のあったことを指摘している。また、E

Auerbach，8.141ff＿特にＳ１４３ｆは、「修辞学の過剰」によって危険に晒さ

れた崇高なもの、パトス的なものを擁護、保守する流れの中でロンギノスを

捉えている。詩学と修辞学とは、アリストテレスにおいては、二つの対時す

る技術の体系であったが、言語表現の技術としての親縁性の故にやがて独立

性を失っていく。二つの技術体系の融合は、主に詩学の修辞学化としてすで

にローマの古典期に始まり、古代末期にその過程をほぼ完了した、と言われ

る。紀元後１世紀にその成立が推定されている本書も、この融合の帰結の一

例であり、近代では修辞学の伝統に立つ詩論として受け取られてきた。E

Auerbachは、崇高の文体もこの流れの中で紀元後の初めの世紀を経る間に

完全に修辞学化されたと言い、ロンギノスについて先のような位置を示して

いる。「文学（詩学）の修辞学化」については、Ｍ、Fuhrmann，S185ff.／

ロラン・バルト「１日修辞学」２４頁以下も参照した。

11．パトスをもたない崇高を論じた個所としては、（12,2～13,1)、（28)、（30)、

（40）などがある。

12.Ｈ・Lausberg，§1079.2)，ｃ､および３)，ｃ､S､519ff.また、Ｅ、Auerbach，

Ｓ,141ｆおよびＳ､144.によると、genusgrandeにはpathosが、genusmedium

にはethosが分類される。本文引用の「平静な叙述diegelasseneSchilderung」

の原語は、ethosである（Reclam版の訳は､gelasseneCharakterschilderung

平静な性格叙述)。「快いもの。asAngenehme」の原語は、ｈｅdo､e喜ばしい

もの、気にいるもの、であって、「快い文体ｄｅｒａｎｇｅｍｅｈｍｅＳｔｉｌ（Reclam

版訳)」とも言われるgenusmediumを意味している。

13.Ｍ．Fuhrmann，Ｓ,178.なお、第二の源泉とパトスの定義に用いられてい

るギリシア語は、enthousiasmosの形容詞形と副詞形である。古来の議論に

ついてはＭ・Fuhrmann，S77ffにまとまった論述がある。ごく限られた
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要点のみアレンジして紹介する。詩歌の創造が神的な力によるのか、それと

も学習できる技術によるのか、という詩的創造の前提をめぐる議論は、すで

にホメロスに見られる。そこには「わたしは誰にも習わず、神が心にありと

ある種類の歌をお植えつけくださった」（「オデユセウス」２２歌、347行以

下）とあり、詩歌が神々から贈られたものであることを言っている。が同時

に、習いうる詩歌という対立物もここには前提されている。詩歌を送りつけ

る神は、詩歌文芸の司神ムーサイであった。詩人は、神から送られた霊感を

得て、畷依の人のごとくに神に満たきれて、つまりEnthusiasmusの状態に

おいて詩作する、という理解もここに登場する。霊感やマニアに対立する合

理性や技術という構図は、プラトンに繰り返し現われるが、「パイドロス」

にはこうある。「ムーサイのマニアを持たずに詩の門にいたり、技術によっ

て詩人になったという意見の者は嘉されない。理知の者の作品は、霊感によ

る作品によって暗くされる」（｢パイドロスj244a-245a)。アリストテレスも

「それゆえ、詩作は、恵まれた天分か、それとも狂気か、そのどちらかを持

つ人がすることである」（｢詩学」１７章）と言ってはいるが、アリストテレス

の「狂気」は、プラトンのマニアが色槌せて反響しているにすぎず、「詩学」

はむしろ「詩が本質的には、技術の産物である」（Ｍ・Fuhrmann，Ｓ81）こ

とを前提にしている、と言われる。

14.Ｊ、Villwock，Ｓ,40.脚注２は、phantasiaについてのロンギノスの考えは、

Poseidoniosを経て伝えられたとする研究を引用して次のように言う。

「Poseidoniosの説によると、人間的なものに生き生きと品位を保って関与

することは、神的なものへの精神的なつながりを前提にしてのみ可能である。

なぜならば、起源との関連を失えば魂の硬直化は避けられないからである。

これによれば、崇高の文体は、それが成功するところでは、つねに神の啓示

の－形式であろう｡」

15．ロラン・バルトは、この観点から次のように言う。「sublimitas［崇高］

とは、要するに、文体の《高さ》である。それは文体そのものである（《文

体をもっている》という場合の文体）それは文学性である」（36頁し

16．「大きい魂」の原語はmegalophrosyneoJ・Villwock特にＳ､48ｆｆは、「大
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きい魂」の思想をアリストテレスに遡って解き明かしている。

17．CarstenZelle,Ｓ６６ｆｆは、二つのタイプの風景についてのこの議論が、１８

世紀の美学に受け継がれた様子を跡づけている。

18．主にKallimachosによってまとめられた、厳格な形式を追及する文学理

論は、ヘレニズム期を通して支配的であった。この転倒を計るのがロンギノ

スの議論だと言われる。（Ｍ・Fuhrmann，S159f．およびS199ff）

19．近代における「美と崇高」の美学は、主に受容の美学として展開した。し

かし、ロンギノスの崇高論、特に制作者の側からの美学が、アリストテレス

のミメーシス理論とは異なり、創造者としての詩人という思想を孕んでいたこ

とは、Ｅ,Ｒ､クルツイウス577頁以下にも指摘されている。また、JSchmidt、

特にＳ54～59は、天才概念の史的展開の中でその具体的な影響関係を示して

いる。注９も参照。

20．ルードルフ・オットーは、「秘義自身、すなわち宗教的に神秘的なもの、

純粋に驚異的なものは、絶対他者と呼ぶのが、多分もっとも適当であろう｡」

と言い、絶対他者について、「それは..…,慣れているもの、理解ができるも

の、親しめるもの、従って精通しているものの領域から脱出していて、それ

らに対立しており、そのゆえに人間の心情を全く驚きをもって満たすもので

ある｡」（オットー『聖なるものｊ４４，４５頁）と言っている。崇高の感情が聖

俗双方の領域を貫いて観察されることはパークも言っているが（第二編の５。

特に77頁)、驚きが他者性との出会いによってもたらさせるという構造もま

た聖俗の区別なく保たれるであろう。

21．大きいものには「いたるところに私たちを驚かし揺ぎ振るものが作用」

（1,4）している、と言われる。エドマンド・パークの場合も、崇高を特徴づ

ける第一の要素は驚きastonishmentである。「自然界の偉大で崇高なもの

が生み出す情念は、もしもこれらの原因が最も強力に作用する場合には驚惇

となる。．….驚儂は崇高の最高度の効果でありそれの弱い効果が嘆賞、尊敬、

敬意などである｡」（第二編の１．６２頁）

22．この一文は、パークによって敷行されている。「力がひたすら有用であっ

てそれが我々の利益もしくは快のために役立てられる場合には、それには如
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何なる崇高さも存在しない。何となれば我々の意志に添うて作用しない物事

は決して我々に快とは感ぜられないが、我々の意志に添うた作用をするため

には我々の支配下になけれあならず、従って、それが威風堂々たる概念の原

因であることはない」（第二編の５．７３頁)。また、本文におけるロンギノス

からの引用では、予期せぬものが喚起するのは感嘆であるが、鷲0膳、感嘆、

尊敬、あるいは戦･際、畏れなどが一群の感情であることは、すでにパークか

ら引用した注20に述べられており、同書第二編の２にも論じられている。オッ

トーは上掲書「第四章戦`際すべき秘義」において宗教感･情におけるそれらの

相違を詳細に分析している。ちなみに、ギリシア語のekstasisは驚樗の意

味ももつようだが、この場合「自己の外に出ること」は、自失であり、やが

て忘我に通じる、と言えようか。

23．「イーリアス」第５巻、770-772行。

24．「創世記」１－３と1-9．ＢＲ・クルツイウスは、「この人は神の権能について

正しい観念をもっていた。それゆえに「神、光あれと言いたまいければ、

光ありき」と録することができたのである」（579頁）と言っている。聖書の

章句の文学論的評価が惹き起こした聖職者の側からの反発については、K

Borinski,Ｓ､196ｆに報告されている。他方の引用例は『イーリアス」の三

個所を合成した文である。この合成文については、nAuerbach,8.169ｆｆに

詳しい分析がある。

25.例えば（12,4)、また（34,4）には二度用いられている。崇高の瞬間性が

デモステネスに強調されるのは、政治的・法廷的弁論の場合、弁論家と聴衆

のあいだに前提される「ここと今」の重みに由来すると考えられる。しかし、

崇高が驚きを構造的に内在させるかぎり、瞬間性も同時に含まれるであろう。

Hans-ThiesLehmannは、崇高をめぐる現代の美学理論が場面性と瞬間性へ

傾斜していることを問題視しているが（S760ff)、この議論では崇高に内在

する「ここと今」の意義が検討されている。

26．プラトンは「国家』において次のように言う。「ホメロスやその他の悲劇

作家の誰かが、ある英雄が悲嘆にくれて悲しみのうちに長い台詞を延々との

べるありさまとか、あるいは胸をたたいて不幸をうたうありさまを模倣する
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とき、君も知っていようが、われわれのうちの最もすぐれた人々でさえそれ

を聞いて甘美なものを感じ、われを忘れて同情しながら詩の導くままについ

ていき、そしてわれわれを最も強くそういう気持ちにさせる詩人を、すぐれ

た詩人であると熱心に賞讃するのだ｣。（プラトン「国家』605,.274頁)。プ

ラトンは、周知のように、このようなエクスタシーに自己を失わしめる危険

を見て、否定的に論じている。

引用文献

1．Pseudo-Longinos：VomErhabenenGriechisch／Deutsch，iibers・und

hrsgvonReinhardBrandt，WissenschaftlicheBuchgesellschaft，

Darmstadt,1983．テキストとして使用。引用は、本文中に（8,1）の形式で

章と節を示した。

２．Longinus：VomErhabenen、Griechisch／Deutsch，iibers・undhrsgvon

OttoSch6nbergerpPhilippReclamjun.，Stuttgart，１９８８

３．Lausberg，Heinrich：HandbuchderliterarischenRhetorik、２．Auflage，

MaxHueber，Miinchen，１９７３．

４．FuhrmannoManfred：DichtungstheoriederAntike；Aristoteles･Horaz・

Longin，、WissenschaftlicheBuchgesellschaft1Darmstadt，1992.

5.AuerbachErich:LiteraturspracheundPublikuminderlateinischen

SpatantikeundimMittelalter・Francke，Bern’1958.

6.BorinskLKarl:DieAntikeinPoetikundKunsttheorie・ZweiterBand,

AusdemNachlaBherausgegebenvonRichardNewald，Wissenschaftliche

Buchgesellschaft，Darmstadt，１９６５．

７．Lehmann，Hans-Thies：DasErhabeneistdasUnheimliche・ZurTheorie

einerKunstdesEreignisses・ｉｎ：Merkur，Ｎｒ、487／488,s、751-764,

Klett-Cotta，Stuttgart，１９８９．

８．Schmidt，JochemDieGeschichtedesGenie-Gedankensinderdeutschen

Literatur,PhilosophieundPolitikl750-1945・BandLWissenschaftliche

－４０－



BuchgesellschaftiDarmstadt，１９８８．

９．Villwock，J6rg：SublimeRhetorik；Zueinigennoologischen

lmplikationenderSchriftvomErhabenenin：DasErhabene；zwischen

GrenzerfahrungundGr6BenwahnHrsg・vonChristinePries，VCHActa

humaniora，Weinheim’1989

10．Zelle，Carsten：Sch6nheitundErhabenheit；derAnfangdoppelter

八sthetikbeiBoileau，Dennis，BodomerundBreitinger・ｉｎ：Das

Erhabene，zwischenGrenzerfahrungundGr6Benwahn，Hrsg・ｖｏｎ

ChristinePriesVCHActahumaniora，Weinheim，1989.

11．アリストテレース『詩学｣、ホラーテイウス「詩論』／松本仁肋・岡道男

訳、岩波書店、1997.

12．エドマンド・パーク／中野好之訳「崇高と美についての我々の観念の起

源の哲学的研究｣。「エドマンド・パーク著作集１ｊ所収、みすず書房

13.mＲ・クルツイウス／南大路振一・岸本通夫・中村善也訳『ヨーロッパ

文学とラテン中世｣、みすず書房、1971.

14．プラトン：「国家ｊ藤沢・尼ケ崎・田中・津村訳。「世界古典文学全集第

１５巻；プラトン』所収。筑摩書房、1970.

15．ホメーロス：「オデュッセイア」高津春繁訳。「イーリアス」呉茂一訳。

「世界文学体系１：ホメーロス」所収。筑摩書房、1961.

16．ルードルフ・オットー／山谷省吾訳「聖なるもの｣、岩波書店、1968.

17．ロラン・バルト／沢崎浩平訳「旧修辞学；便覧j、みすず書房、1979.

－４１－



ErhabenheitalsEkstaseundSelbstverneinungderTechnik

YasuoTamura

InmeinerArbeitwird＞LonginosⅢ＜SchriftvomErhabenenbehandelt1

einerseitsausrezeptionsgeschichtlichemlnteresseinderneuerenZeit，

anderseitsaberumdesBegriffsErhabenheitwillenⅢdessenProblematik

iml8Jahrhundertnichtausgesch6pftwordenist、DieseArbeitist

deshalbalsVorbereitungzurErforschungdiesesPloblemkreiseszu

verstehen

SeinemDenkeniiberdasErhabeneliegtdasThemaTechnikundNatur

zugrunde，dasdamalsfiirdieRhetoriksehrbeliebtgewesenseinsoll、

BesondersbeachtenswertistdabeidienachgeahmteNatur，inder

rhetorischeKunstgriffeihrenUrsprunghaben：semMimesisbegriffweist

niimlich，andersalsdervonAristoteles，ａｕｆ‘`diehervorbringendeNatur''＿

DasErhabeneberuhtproduktionsiisthetischaufderbegeisterten

LeidenschaftundderSeelengr6BedesDichtersselbst，DasPathetisch‐

ErhabenewirktdabeialsGesamthaltungdesDichterssobestimmendund

sobedingendaufdieDarstellung，da6esdiekiinstlicheAnlagejeder

Technikverschleiernk6nnte・DieTechnikspielthiernureineunterstiitzende

unddienendeRolle、DasErhabeneistaberallenMenschenzugdnglich，

ｗｅｎｎｓｉｅｖｏｎｄｅｍＨａｕｃｈｄｅｒｇｒｏＢｅｎ，klassichenAutorenelgriffenund

inspiriertwerden，indemsiesienachahmenundnacheifern

DasErhabenetrittrezeptionsAsthetischdemZuh6reralsdasAnderｅ

ａｕｆｐｄｈ、alsUnbekanntesundUnerwartetes，alsAuBergew6hnlichesund

Ubernatiirliches，ｓｏｄａＢｅｓｉｈｎｉｎＥｒｓｔａｕｎｅｎｖｅｒｓｅｔｚｔｕndihnerschiittert，

bｉｓｅｓｉｈｎaufdemH6hepunktzuEkstaseundEnthusiasmusfiihrt．

－４２－


