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言語文化研究紀要SCRI短SIn`UＳＮＵ５，１９９６

ゲーテのカタルシス解釈とその周辺

田村康夫

アリストテレスの『詩学』によると、悲劇は六つの要素から成る。扮装、書

割などの演出に関わる視覚的効果、俳優とコロスが話し歌う韻律をもつことば、

そして音楽、この三つは悲劇を成立させる手段・方式に関わる。一方、悲劇が

ミメーシス（模倣／描写）の対象とするのは、出来事の組立としてのミュート

ス（物語／筋)、登場人物のエートス（性格)、そしてディアノイア（知性／思

想）と呼ばれる、「登場人物があることを論証したり、自分の見解を表明したり

するために口で語るかぎりの、すべてのことがらの中に示されるものり1450ａ

である。悲劇がこれらの対象をこれらの手段・方式で描写することによって果

たす目的は、「あわれみと恐れをひきおこすことによって、その種の諸感情の

浄化（カタルシス）を達成する2」1449匹とである。

この有名にして、困惑の種でもある悲劇の定義については、今なお議論に決

着を見た様子はない。困惑の種の核は「カタルシス」で、この単語は定義の要

に用いられながら、『詩学』に二度とふたたび現れず、しかも他方『政治学』

において、このことばが何を意味するかについては「「詩学』において再び取

り上げ、もっと詳細に述べることにしようＵ１３４１ｂと予告されているのであ

る。そこで、『詩学』の失われた部分が想定されることにもなるようだ。

カタルシスについては、ルネサンスの昔から注釈と解釈が重ねられてきた。

しかし、この多様・広大な解釈の歴史の中にゲーテもまた足跡を残しているこ

とは余り知られていないように思う。それは、あるいは、ゲーテのものを挟ん

で二つの強力な解釈が提出されており、ゲーテのものはいわば二本の大樹の蔭

に隠れてしまったからであろうか。しかも、ゲーテのものはこのどちらとも、

またそれ以前のものとも異なる第三の解釈であった。ゲーテの前にはレッシン

グが倫理的コンテキストにおいて、ゲーテの後にはベルナイスが医学的コンテ

キストにおいてカタルシスを解釈した。そしてこの二筋の解釈の流れこそ、例

えばジャンメールによれば、現代なお議論を分ける二つの流派なのである`。
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ゲーテはレヅシングに対してどのような議論を立てているのか。ベルナイスは

ゲーテをどのように受けいれているのか。ゲーテのカタルシス解釈とその周辺

の問題を、「アリストテレスの『詩学』拾遺5」を中心に探ってみた。

１

アリストテレスの定義で「その種の諸感情の浄化（カタルシス）」と訳され

る場合の「その種の諸感情」とは誰が抱くどのような感情であり、懸案の「浄

化（カタルシス）」とはどのように理解されているのであろうか。

レッシングの場合、「諸感情」にあたる用語はLeidenschaften（諸）情熱で

あるが、諸情熱とは決して演出家や舞台上の役者に関わるものではなく、舞台

を注視する観客が抱き、観客の心に生起する情熱である（77号)`。「この種の」

は、「これらおよびこれらと同種の」と訳され、悲劇が本来喚起すべき憐れみ

と恐れ－これは、Affekt激情とも呼ばれるが（76号）－およびこれらと親

縁の諸感情・諸情熱が名指されている（77号)。そして「浄化（カタルシス）」

とは、観客の心に生起し喚起されるかかる感情・情熱・激情を倫理と人倫への

意志に方向づけることである、と言えよう。つまり、レッシングは浄化につい

て「諸情熱を徳性の能力へと変化させること」と概括し、続いて説明している。

｢悲劇の憐れみは、（憐れみに関して）あまりに憐れみを感じすぎる者の魂ばか

りでなく、感じることの少なすぎる者の魂をも浄化しなければならない。悲劇

の恐れは、（恐れに関して）不幸というものにまったく恐れを知らない者の魂

ばかりでなく、ありとある不幸に、それが遙かに遠くのものであれ、ありそう

にないものであれ、不安を抱く者の魂を浄化しなければならない。．…．」

(78号)。要するに、浄化とは、情熱を両極端から矯正・純化して中庸という徳

性に変化させることであり、これが、悲劇の「道徳的な最終目的」（77号）と

いうことになる。

ゲーテは、悲劇が倫理的目的をもつとするレヅシングや彼に類する見解に真

向から対立する。ゲーテは、レッシングの中庸の説を当て擦っているのであろ

うか、ユーモアたつぶりに書いている。「ところが観客は、微塵も改善されず

－１６－



に家路につくことになろう。注意深く節度のある観客であれば、むしろわれと

わが身をいぶかりもしよう、出かけたときと寸分たがわず軽率でもあれば頑固

でもあり、滴癩もちでもあれば内気でもあり、愛情に厚くもあれば薄くもある

もとのわが身にわが家で再会して」（Ｇ,3457)。

悲劇が観客に与える効果は、ゲーテの見るところでは、情熱を矯めたり鎮め

る倫理的な働きではなく、むしろ、心の平静を脅かし動揺させるばかりか我な

らぬ状態に拉致する力である。つまりゲーテによると、悲劇は「情緒とそして

心と呼ばれるものとを不安に陥らしめ、定かならぬ模糊とした状態に連れて行

く」（Ｇ345）のである。ゲーテがここに述べる効果、つまり自己が平静にと

どまりえず、動揺して、自己の埒外に、定かならぬ状態へと連れ出されるとい

う効果には、字義どおりに解するek-stasis（自己の外へ出る）の構造が潜んで

いる。勿論ここでは忘我と晄惚のエクスタシーについて直接言及されているわ

けではないが、それでもゲーテが音楽について語る「若者をひとり残らずバッ

コス的な狂気に拉し去る」（Ｇ､344）作用と同じ構造ではある。ゲーテが悲劇

にこのような効果を認めていることは、後にベルナイスが、エクスタシーの概

念を中心にして悲劇のカタルシスと観劇客の心理を解釈したことを思い合わせ

ると、注目に値しよう。

観客の心に「憐れみと恐れ」の激情を生ぜしめること、これを第一段階の効

果とすれば、喚起された激情を倫理的に変化せしめる浄化（カタルシス)、レッ

シングが解釈するこの浄化はいわば第二段階目の効果である。不安と動揺によっ

て「定かならぬ模糊とした状態」に連れ出す効果に較べれば、この第二の効果

の間接性を見紛うことはない。第二のそれは、「遠い効果」なのである。そこ

でゲーテは、カタルシスの倫理的な解釈を次のように否定している。「アリス

トテレスは、彼一流のいつも対象を指示するやり方で、そもそも一方で悲劇の

構成を語りつつ、どうして効果を、そしてそれも悲劇がことによったら観客に

あたえるかもしれない遠い効果を考えることができたでしょうか」（Ｇ343)。

｢遠い効果」とは、それが倫理的であれ何であれ、「悲劇がことによったらあた

えるかもしれない」－ということは、あたえないかもしれない、不確かで偶

然的で必然性のない、それ故非本質的な－効果なのであり、これを芸術作品
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に意図するならば、それはとりもなおさず、芸術の本質に関わりのない目的を

作品に強要することになる。「遠い効果」を意図する芸術観や最終目的を意図

する芸術理論は、ゲーテの受け入れるところではなかった。「よい芸術作品は、

道徳的な結果をもつことがあるし、もつであろう。だからといって芸術家に道

徳的な目的を強要すれば、彼の仕事をだいなしにしてしまう｡8」とも言うよう

に、ゲーテにとっては「そのような成果を芸術に求めるのであれば、それはい

つでも間違っている」（Ｇ344）のである。倫理性に直接働きかける力をもち、

あるいは敬慶の念を喚起しあるいは義務の意識を奮い立たせる要請に応えねば

ならないのは、「哲学と宗教」（0.344）だけであり、「芸術がそのようなもの

を覚醒する誘因になるのは、偶然にすぎない」（Ｇ､344)。それ故ゲーテが悲劇

に期待する効果は、出来事の紛糾とその解消という悲劇作品の構成に即した範

囲を越えることはない。「詩人が結び目を意味深長に結び合わせ、ふさわしい

形で解きほぐす彼本来の義務を本来の場所で果たすならば、同じことが観客の

精神にも生じる。紛糾は観客を動揺させ、解消は晴れやかにする」（Ｇ345)。

ところで、ゲーテがレッシング的な「最終目的」を悲劇論から締め出すとき、

ゲーテの立論は決して悲劇という－ジャンルに限定されてはいない。作品が

｢最終目的」をもつか否かの問は、そもそも悲劇に限らずどのジャンルの芸術

作品にも妥当しよう。しかも芸術そのものの理解に深く関わる問題である。

｢最終目的」を悲劇作品から排除するゲーテの議論は、それ故同時に、芸術に

何らかの「効果」と「目的」を担わせる目的論的な芸術理論から芸術を解放し、

芸術の自立を回復する思想でもある。ゲーテはツェルターに宛てて書いている、

｢芸術作品をそのものの内部において完結すること、これは永遠不可欠の要請

なのです。完壁このうえないものを目にしていたアリストテレスが、効果のこ

とを考えていたはずだというのでしょうか。なんと嘆かわしいことでしょう，｣。

ゲーテは、芸術作品の自己完結性という思想によって効果を意図する芸術論を

厳しく否定するが、ここには、芸術のあり様が、人間の抱く意図や目的には納

まりえない生の深みと広がりに根を張るものとして洞察されているのであろう。

と言うのは、ゲーテは、芸術を自然の別形態と理解しているからである。「私

たちは、芸術作品そのものとその内部における完全性のために闘っているので
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す。あの人々は芸術作品の外部への効果を考えているのであって、真の芸術家

がそのようなことに心を煩わせることは全くありません。自然は、ライオンと

か蜂鳥を生みだすときに効果を考えるでしょうか｡１０」

効果を芸術作品の外部に意図する理論、ゲーテの否定するこの考え方は、古

代は措くとしても、古代に範を見出したルネサンス以来の長い伝統をもつ。フー

アマンによればu、アリストテレスの『詩学」が受容された16世紀のイタリア

では、キリスト教的な霊肉の二世界観に基づく厳格なモラリズムが、悲劇の解

釈における支配的な原理だった。「芸術は人生に直に影響するという信仰」を

もつこのモラリズムにより、悲劇は、「楽しみ」であるよりも「有益」でなけ

ればならなかった。カタルシスもこの理解に対応して、あるいはキリスト教的・

ストア的なアタラクシアの理想と結ぶ効果として、あるいは舞台で演じられる

悪徳や情熱から観客を解放する効果として解釈された。続く世紀の理論家たち

にもこの前提は支配的であり、悲劇の目的を、あるいは「激情の鍛練場｣、あ

るいは「道徳の学校」として規定する様々な試みが継続したのだった。

近世の『詩学』受容史において独自の位置を占めるとも、頂点に立つとも評

価される瞳レッシングは、悲劇というジャンルとその効果の関係を不可分・－

如のものと考えた。レッシングは、「悲劇とは、ひとことにして言うならば憐

れみを喚起する文芸である」（77号）と定義するが、「憐れみを喚起する文芸」

というこの定義そのものがまさしく、観客への効果を第一の「意図」に掲げて

いる。しかもこの「意図」に最も適した文芸の形式が演劇だとも言われるよう

に（80号)、演劇形式のもつ手段と能力をあげて、いちずに「憐れみの喚起」

が図られることになる。そして、憐れみを観客の心に激しく生起せしめること

によって達成すべき最終の目標、それが、先に見たように、「諸情熱を徳I性の

能力へと変化させること」という「道徳的な最終目的」としての浄化（カタル

シス）であった。

レッシングとゴットシェート、またレッシングの批判するコルネイユも、作

品の外部に効果と目的とを意図する点においては同列だった。彼らには、人生

を鏡に映し出すそのことが完結した最終の目標となることはなかった。人間と

世界を描き、現実を形象化するそのことを第一の芸術意図とする主張がドイツ
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文学に起こるには、イギリス文学、とりわけシェイクスピアの受容を待たねば

ならなかった。Ｅ・シュタイガーは、情熱を喚起する芸術としての古い悲劇理解

からこの新しい理解へと移行する里程標を1766年のゲルステンベルクの書簡に

見ている'3。

しかし、伝統的な悲劇理解は続く。シラーは、1792年から翌年にかけて悲劇

に関する理論的論文を三編発表しているが、ここでもなお、観客を激しく感動

せしめることが悲劇の目的であるＭ･シラーの場合、「ある一定のやり方で聴衆

の感情を篭絡し激情という効果を達成する意志が、人物を栫えなんらかの問題

を発展させようとする願望に較べて、はるかに強力蝿」だった、という。

２

ゲーテは、問題の個所について彼自身の考えと確信を伝えるには翻訳によっ

て示すのが最善であろうと前置きして、自家の翻訳を示しているが、カタルシ

スを含む懸案の部分を日本語に移すと次のようになろう。悲劇（としての行為

の模倣）は、「憐れみと恐れの経過のあとで、そのような情熱のとりなしによっ

てその働きを完了する１５」（Ｇ343)。さらに、この翻訳をいくぶん敷桁して、

｢それ（悲劇）は、憐れみと恐れを喚起する手段を通りぬけたならば、そのよ

うな情熱のとりなし、和解によって舞台で最終的にその仕事を完了しなければ

ならない」（Ｇ343）とも書き換えている。ゲーテはこの翻訳によって、「従来

あいまいに考えられていた個所がはっきり見えるようになったと思う」(Ｇ343）

と言っているが、どこがどのようにはっきりしたのであろうか。

｢アリストテレスは悲劇の構成について語っている」（0345）ということばが、

ゲーテのカタルシス解釈のキーワードとなろう。ゲーテは、「芸術作品をその

ものの内部において完結すること」が詩人に課せられた「永遠不可欠の要請」

だと言ったが、アリストテレスもまた、全体と部分とが呼応し合う「緊密な構

成」をもつ物語の統一性について次のように教える。「出来事の諸部分を組み

立てるにあたっては、そのどれ一つを他の場所に移したり取り去ったりしても、

たちまち全体が動かされてばらばらに解体してしまうような、そのような緊密
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な構成を物語にあたえなければならない17」1451a・

構成への要請を負う詩人は、「結び目を意味深長に結び合わせ、ふさわしい

形で解きほぐす彼本来の義務を本来の場所で」果たさなければならない。前に

引用したこの個所は、「紛糾」の組み立てとその「解消」というごく一般的な

要請とも受け取れるが、実はゲーテのカタルシス解釈をすでに含んでいる。つ

まり、詩人が出来事の「結び目を意味深長に結び合わせ」て「紛糾」を組み立

てるならば、「紛糾は観客を動揺させる」というのが、いわば定義の懸案部分

の前半に言う「憐れみと恐れの経過」である。しかる経過ののちに紛糾を「ふ

さわしい形で解きほぐす」ことによって、悲劇は「その働きを完了する｣、と

いうのが後半に当たる。要するにカタルシスの語は、紛糾の組み立てとその解

消という作品の結構の中で「Ausgleichungとりなし」と訳されている。「悲劇

が完全な詩作品たらんとするならば、結末において、折り合い、解決が不可欠

である」（Ｇ343）と明言されるように、不和・紛糾・葛藤等の悲劇的な出来

事が経過したのちには、終結部分において解消・和解・解決をもって作品を完

結することが、ゲーテにとっての鉄則なのである。構成上のこの鉄則が破られ

るところでは、全体が「ばらばらに解体」しかねない、少なくとも作品は未完

成である。従って、「とりなし」としてのカタルシスは、事件を完結すること

によって作品を完成する「仕上げ」の役割も負うている。この二重の意味をゲー

テは、「アリストテレスがカタルシスによって理解するのは、このような和解

的な仕上げである」（Ｇ343）と表現している。

レッシングが観客の心理現象に関わる浄化の概念によってカタルシスを解釈

したのに対して、ゲーテは作品栂造の統一性の観点からこれを理解した。レッ

シング的な浄化の説では、悲劇的出来事の結末が話題になることはない。他方、

結末を欠いては作品の首尾結構が整わない、とするのがゲーテの説である。ま

た、作品に完結性を要請することは、ゲーテの場合それと表裏して、激情の浄

化という「遠い効果｣、舞台と劇場の外にまでもちこす「最終目的」を追放す

ることでもあった。悲劇は「…和解によって舞台で最終的にその仕事を完了

しなければならない｣、と舞台上での｢完了｣を言い切るゲーテは、「遠い効果」

の説を念頭に置きつつ、これを厳しく退けているのであろう。
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ゲーテのカタルシス解釈の大筋は以上のように考えられるが、これでは辻棲

の合わない個所が残る。というのは、定義のゲーテ訳とそれを敷桁した文中に

は「そのような情熱のとりなし」とあって、紛糾や葛藤のとりなしとは書かれ

ていないし、注釈もないからである。しかし、この問題には直に入らず、そも

そも悲劇としての紛糾や葛藤とはどのような出来事なのか、という点について

のゲーテの考えをたどることにする。この遠まわりは、この問題の理解を側面

から助けるであろう。

レッシングによると、悲劇における出来事はパトス（苦難・苦しみ）を含ま

ねばならない。なぜならば、「これ（パトス）は、悲劇の意図である恐れと憐

れみの喚起に直接関係するからである」（38号)。シラーにとっても、レッシン

グ説を受けて、悲劇の目的は憐れみの喚起であり、その手段はパトスを描写す

ることである囮。しかし、ゲーテが悲劇的な出来事の中心に据えるのは、必ず

しもパトスという主人公の苦難物語ではない。ゲーテがカタルシスの訳語に当

てる「とりなし」の語が、その間の事情を明らかにしている。

Ausgleichungは、動詞形で説明すると'9、等しくないものを等しくする、つ

まり「なら（均）す」の意味を基盤にしている。高低・凸凹を除いて平らにす

る意味での均すとか、また差異・食い違いを均す、つまり平均・均衡をとった

り調整・調節するとか、あるいは間違いや不利なものを別のもので埋め合わせ

る、償う、正すとかの意味をもつ語である。そしてここでのゲーテの用語法で

は、不和や反目を仲裁によって取り除き均すこと、つまり調停・和解・仲直り

の意味が前面に出ているものと思われる。それは、この用語をゲーテは、

Vers6hnung（和解、宥和)、auss6hnend（和解的な)、S6hnung（折り合い)、

L6sung（解決）のような同義語で補強していることからも窺える。『エッカー

マンとの対話』でも、『コロノスのオイディプス』と『ピロクテテス』の類似

点が話題になったおりに、この二作品に共通する「和解的な結末」についての

指摘がある鋤。ゲーテのどの用語をとっても、語義自体からして、結末に先立

つ不和、紛糾、葛藤のごとき対立関係が前提されているわけだが、エッカーマ

ンの同日の記事にそのような悲劇的対立についての議論が見られる瓢。ゲーテ

は、「家族と国家、およびそこから生じうる悲劇的対立」というヒンリックス
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の理念を、またその背後にあるヘーゲルの『アンティゴネー』解釈を合わせ批

判して、およそ次のように言っている。この理念はいかにも示唆に富むもので

はあるが、だからと言って、悲劇にとっての最善の理念でも唯一正当な理念で

もない。家族の一員、国家の一員というだけのことでも悲劇的人物になりうる。

また、アイアスは段損された自尊心のダイモーンによって、ヘラクレスは嫉妬

のダイモーンによって破滅したのであって、ここには「家族への敬愛と国家的

徳性との衝突」というがごとき範鴫のものは一切存在しない、と。ゲーテは、

家族と国家の衝突といったすでに個別化した対立ではなく、対立そのものの

性質の中に「悲劇にたいして最善、もしくは唯一正当な理念」を見出していく

ことになる。つまりゲーテによれば、悲劇の「根本において問題になるのは、

解消を許さぬ対立である」。対立は、自尊心（アイアスの場合)、嫉妬（ヘラ

クレスの場合)、憎悪（『アンティゴネー』のクレオンの場合麹）に由来するこ

ともある。しかし、対立がどのような個別の形態を採ろうとも、対立が悲劇に

まで登りつめるのは、その対立が「解消を許さぬ｣、和解・調停の不可能なそ

の性質ゆえである、ということになろう。ゲーテは次のようにも言っている。

｢悲劇的なものは全てとりなしの利かぬ対立に起因する。とりなしが行われる

と、もしくは可能になると、悲劇的なものは消える｡鰯」

以上のように、カタルシスの訳語である「とりなしAusgleichung」および

同義的な「和解｣、「折り合い｣、「解消Aufl6sung」は、これらの否定形である

｢とりなしの利かぬunausgleichbar｣、「解消不可能なunaufkjsbar」において、

悲劇的対立の本質を特徴づけるゲーテの用語である。「とりなし」としてのカ

タルシスはそれ故、「とりなしの利かぬ対立」をとりなし、「解消を許さぬ対立」

を和解させるという矛盾した働きをすることになる。ここでは「とりなし」が

専ら、対立という出来事、事件に関係してのみ用いられており、情熱・激情な

ど観客の心理には関係していないことを確かめておきたい。

しかしゲーテは、悲劇的なものを「解消を許さぬ対立」あるいは「とりなし

の利かぬ対立」とする規定に、必ずしも満足していなかったようである。ゲー

テは『シェイクスピア、そして終わりなし』において、悲劇的な対立の実質を

｢各人に内在する当為Sollenと意志Wollenの間の不調和制」という人間の内的
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な在り方にまで堀下げている。Ｐ・スツォンディは、これに関して次のように指

摘する。「対立は、悲劇の主人公と外界との間にはじめて生じるものでも、神

的なものや運命の優位のうちに起因するものでもない、ということが本質的で

ある。…悲劇の弁証法は、SollenとWollenが離反して、自我の統一が破裂せ

んばかりの人間を舞台に据える葛｣。従って「とりなしの利かぬ対立」において

真に悲劇的なのは、なによりも調和のある、統一した、ひとつたるものの分裂・

背離・仲違いである。確かに、ひとつたるべきものの仲違いがとりなしの利か

ぬ対立であることこそ、真に痛ましく恐ろしいに違いない。アリストテレスの

議論にあるように、不和・対立が、敵対する者の間で、あるいは敵でも味方で

もない無関係な者の間で争われるのであれば、それはむごく悲惨であっても悲

劇にふさわしいものとはいえない。「むごたらしい出来事が近親関係のうちに

起るばあい麓」1453bのみ、それは痛ましく恐ろしいものになるのである。「近

親関係」という具体性のなかに、「ひとつのもの」という抽象がすでに潜んで

いるように思える。

さて、定義後半の「そのような情熱のとりなし」に戻ることにしよう。「そ

のような情熱」とは、前半で示された「憐れみと恐れ」を受けることになろう。

従って「そのような（憐れみと恐れという）情熱のとりなし」が、ここでの問

題となるわけだが、「とりなし」とは、これまで繰り返し指摘してきたように、

同義的な表現も合わせて、もっぱら不和や反目の出来事に関係して使用されて

おり、情熱や激情に関わることはなかった。このゲーテの用語法からすれば、

｢とりなし」の対象は「そのような（痛ましく恐ろしい）出来事」となるはず

だが、「そのような情熱」となっている。

ゲーテは、「紛糾は観客を動揺させ、解消は晴れやかにする」と、作品の構

成に即した範囲での効果については語っていた。その限りではゲーテにとって

も、「憐れみと恐れ」は観客の心に喚起される「情熱」であろう。しかし、「遠

い効果」が厳しく否定されていたことを考え合わせるならば、「そのような情

熱のとりなし」の訳文によって、観客に生起した心的現象としての「情熱」に

なんらかの変化を及ぼすことが意味されているとは考えられない。言い換えれ

ば、定義の前半に言う「憐れみと恐れ」が観客に生じる情熱であっても、後半
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の「そのような情熱」は必ずしも観客の感情に関係づける必要はなく、むしろ、

｢とりなし」の用語法どおりに、出来事に関係させて読むのが妥当な理解であ

ろう、ということである。

アリストテレスは、「物語を構成するにあたっては.．…そこに起こる出来事

におののいたり、あわれみを感じたりするようにつくらなければならないZU

1453bと、憐れみ（あるいは痛ましさ）と恐れが出来事そのものから生まれる

効果でなければならないことを教える。観客は恐ろしい出来事だから恐ろしい

と、痛ましい出来事だからあわれと感じる、要するに出来事そのもののもつ

｢痛ましさと恐れ」を感じるのである。これを参考に先の個所を読むならば、

｢そのような情熱」とは、観客の感受する「憐れみと恐れ」ではなく、出来事

そのものとしての「痛ましさと恐れ」である、とする解釈も可能になる麹。

ゲーテ訳の懸案の個所にこれを補って挿入すれば、次のようになろう。悲劇

は、「憐れみと恐れを（喚起する出来事の組み立てを）経過したあとで、（出来

事そのもののもつ）そのような（痛ましさと恐ろしさという）情熱のとりなし

によってその働きを完了する」。そして、出来事そのもののもつ「痛ましさと

恐ろしさ」をとりなすためには、出来事そのものをとりなさなければならない、

ということになる。ところで、そのような痛ましく恐ろしい出来事の「とりな

し」を行う者は、誰であろうか。それは、詩人であり、悲劇作家である四・カ

タルシスは、悲劇の享受者の心的現象ではなく、ゲーテの解釈では、詩人自身

が行う「事件」の浄化である。

現代なおカタルシスの解釈を分ける主要な議論は、レッシング的・倫理的な

ものとベルナイス的．医学的・祭祀的なものだと言われる。一方では激情の

｢浄化／純化」が、他方では激情の「放出／演出／除去」が問題となる｡しか

し、双方とも、「パテーマタ（諸感情）」という観客の心的なものにカタルシ

スを関係させる点においては共通する。ところがゲーテの解釈は、この二つの

議論の枠外にあり、これらとは全く別個の第三の道ということになる鋤･

詩人が、痛ましく恐ろしい出来事を放置し、「とりなしの利かぬ対立」をと

りなしのないままに終えるならば、詩人は素材を提供したにすぎず作品は未完

成である。詩人は紛糾を解きほぐし、「とりなしの利かぬ対立」をとりなすこ
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とによって作品を完成しなければならない。ゲーテがカタルシスに解釈した

｢和解的な仕上げ」は、詩人自身の負う「義務」（Ｇ､345）であった。それでは

｢とりなしの利かぬ対立」を「とりなす」という撞着する働きは、どのように

して成就するのであろうか。それは何よりも、この痛ましく恐ろしい出来事に

見舞われた人物の生命によって購われる。「和解的な仕上げ」が成就するには

｢ある種の人身御供（人間犠牲）」（Ｇ､343）が必要なのである。主人公の没落

と死によって事件の全体がとりなされ、調和が回復し、ひとつに復する。ゲー

テは、その典型を『コロノスのオイディプス』に見る。オイディプスこそ、不

可解にも貫徹する究め難い力に翻弄されながら、なお「最後には、和解に応じ

つつ和解を果たし、その犠牲にふさわしく国を祝別する守護神として、神々の

縁者にまで高められた」（Ｇ､344）人物だった。

しかし「とりなしの利かぬ対立」を「とりなす」という矛盾した関係はどこ

までも続く。なぜならば「とりなしが行われると、もしくは可能になると、悲

劇的なものは消える」からである。ゲーテはこの問題を作品のジャンルに絡め

て考えている。

オレステスは、アトレウス家にまつわる復讐露の大団円において、母親殺し

の汚れをアテナ女神によって浄められろ。事件のとりなしは、苦難の主人公を

犠牲に供することによってではなく、好意ある神の介入をうけた「代用物」

(0.343）によって成就される。ゲーテは、このオレステスの例をなお悲劇の

ジャンルに数えていると思える。しかし「望ましく好都合な結末」（Ｇ､343）

によって事件をとりなす作品、例えば、夫の身代わりになって死んだ妻が、再

び黄泉の国から連れ戻されて生き返る『アルケステス』のような作品は、悲劇

と喜劇の「中間のジャンル」（Ｇ､343）である。

３

「レッシングは、私たちの悲劇の始まりにおいてあらゆる点で命令者として

立つ瓢｣。レッシングがドイツにおける近代悲劇の成立に占める位置を、コメ

レルはこう評している。そのレッシングの倫理的カタルシス解釈を真向から否

定するゲーテの美的解釈は、その後に反響を呼ばずにはいかなかった。カタル
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シスをめぐる議論は、ゲーテの立論自体がすでに示していたように、悲劇とい

う－ジャンルをこえて芸術そのものの意義に関係しており、それだけにこの二

人の人文主義者がこの重要な問題において衝突したことは、のちのちまで課題

を残すことになった。その後この件について発言する者は、二人の巨匠の傍を

素通りすることはできなかった、と言われる認。

ラウマーは、『政治学』１３，１４章を拠り所にして観客への効果を肯定し、「情

熱の浄化」に関してもレッシングに与した。シュタールは、倫理的効果の思想

によって「理想美とその感性的描写に捧げられた芸術の聖堂麺」が道徳施設に

変えられてしまったことに異議を申し立てた。彼は、ゲーテの解釈がギリシア

語のテキストと一致するように釈義を施した、と言われる。

ベルナイスの有名な論文もまたレッシングとゲーテから出発する。アリストテ

レスの定義に関するレッシングの解釈を、ベルナイスは「最善の成果」(Ｅ３製）

を収めた試みであると称賛する。ただし、カタルシスを含む定義の最後の六語

についてだけは除外するのだが。ベルナイスは、カタルシスの倫理的解釈につ

いて終始批判することになるからである。ベルナイスによると、劇場を「教会

の支部施設かライヴァル施設」（Ｂ８）まがいの倫理的教育施設に変えてしまう

レッシングの思想は、いわば「いまだゲーテによる解放を受けていない世紀に

彼が支払う年貢」（Ｂ40）であったにしても、アリストテレスからは遠く離れ

ている。アリストテレスは、劇場をむしろ「様々な階級の観客のための娯楽場」

(B､8）と考えていたのであって、アリストテレスもゲーテと同様に、倫理的改

善や知的啓蒙を目的とする手段は、劇場にではなく、哲学と宗教に求めたであ

ろう（Ｂ52)。詰まる所、アリストテレスが悲劇に割り当てた課題は、人間に

｢宇宙との関係」（B､52）を描き出すことであった、とベルナイスは結論してい

る。

ベルナイスは、カタルシスの倫理的解釈を批判する点においてゲーテと軌を

－にする。それだけに懸案の個所についてのゲーテ訳が、語学的に全くの誤り

であったがために露容易に退けられてしまい、レッシングの残した弊害を一掃

するに至らなかったことを残念がる（B5139ff)。ベルナイスによると、ゲー

テが悲劇の構成の観点から不可欠だと考えた「和解的な仕上げ」への要求は、
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アリストテレスも定義全体の始めの部分で認めているところである鰯（Ｂ43)．

しかし、カタルシスその語については、決して悲劇の構成に関わる意味はなく、

『政治学』８巻からして「聴衆や観衆の心のなかの出来事」（Ｂ５）を表してい

ることは明らかである。それ故、カタルシスは観客の心に与える効果である、

という点だけに関して言えば、レッシングとベルナイスは同じ基盤に立つこと

になるが、ベルナイスの見解によると、レッシングの説く効果は、ゲーテの批

判にあるように「遠い効果」であり、「道徳的な効果が必然的にそうあらざる

をえないように、間接的で偶然の効果であることを免れられない」（Ｂ42)。従っ

て、そのような非本質的な効果を悲劇の「最終目的」に据えることは、「気紛

れで悪意的な目的論」（Ｂ42）ということになる。他方、「正しく理解したカタ

ルシス」は、悲劇の定義に「内在する目的性と不可分に結び合う効果」（Ｂ42）

であって、目的論的な芸術論を否定するゲーテもこの「内在的目的論」（Ｂ42）

には反対しなかったであろう。むしろこれは、ゲーテの根本的な洞察と「望ま

しい協調関係にある」（841)、とベルナイスは主張する。

ベルナイスは、『政治学』８巻の分析によりカタルシスの具体的な意味を、

医学療法における場合と祭祀における場合との二つの層に分ける（B・'0)。医

療の領域におけるカタルシスは、薬剤の投与により体内の病的な物質を外部へ

排除・除去することである。病人はこれによって軽くなり健康の回復がはから

れる。カタルシスは、この医療上の原義をもとに、「身体的なものから心的な

ものに転用された名称で、欝屈した者の治療を表す。この治療は認欝屈させる

因子の変形や抑圧に努めるのではなく、この因子を掻き立てて駆り出し、その

ことによって欝屈した者を軽くせんとする」（Ｂ12)。実際、祭祀において懸依・

陶酔状態にある者は、狂躁的な歌唱の作用を受けてさらに晄惚の快に没頭する

が、ちょうど医学的治療を受けたかのごとくに、やがて軽くなり失われた均衡

を回復するのである（B11,43ff)。要するにここでは、「運動を運動により、

騒ぐ心を騒がしい歌唱によって鎮める」（B､43)、いわゆる同種療法が行われる。

アリストテレスは、カタルシスをこのような「病理学的な観点」（Ｂ９）におい

て理解しており、悲劇におけるカタルシスもこの同じ意味において使用してい

る、とベルナイスは結論するので（B,11)、懸案の個所を次のように訳してい

－２８－



る。「悲劇は、憐れみと恐れ［を喚起すること］によって、そのような［あわ

れがり怖がる］感情的心性を放出し軽くすることを達成する駒」（Ｂ16)。

さてベルナイスによると、障害になるものを排出・除去することによって軽

くすることが、医学的・身体的と祭祀的・心的（エクスタシー的）双方のカタ

ルシスに共通する事象であり、さらにこれに対応する事象が悲劇にも想定され

た。その際ベルナイスは、祭祀と悲劇を結ぶ説明のためにAuBersichSein（自

己の外にでること）としてのek-stasis、つまり脱自とも呼ぶべき心的な構造に

光を当てる。愚依状態における晄惚脱魂は、エクスタシス（脱自）の最も激し

くかつ最も純粋な現れであるが、激情と呼ばれるものは全て本質的にこの構造

を備えており（B,44)、とりわけ普遍的な性質をもつ憐れみと恐れには、この

構造が純粋に現れる（B47ff.)。それ故詩人が、この二つの激情を観客の心に

張り詰めておくことができるならば、その作品は自ずとカタルシス的な昂奮を

惹き起こすことができる（Ｂ50)、とされる。

祭祀におけるエクスタシスは、本来、神の近寄りが人間を胱惚たらしめる神

懸かり、懸依である。他方、憐れみと恐れという激情によるエクスタシスにお

いては、神ではなく「外界が個たる人間に侵入する」（B48f）と言われる。憐

れみと恐れの激情が噴出するところでは、通常の自己である「個たる人間」は

打ち破られ、「共感する人間とともに苦しみ、渦巻く威嚇的な他者性に震憾す

る」（B､49）ことになるからである。つまり、アッティカ悲劇の観客は、憐れ

みにおいて自己を脱しつつ主人公の苦難と一体になった後、主人公を「罰しあ

るいは報いる不可思議な宇宙の法」（Ｂ52)、運命と向かい合い、宇宙と宇宙の

法に対する人間の立場をまざまざと観照するに及んで桃惚然たる戦懐に襲われ

るのである（B､50,52)。悲劇はかくして、「［あわれがり怖がる］感情的心性

を放出し軽くすることを達成する｣。

ゲーテは、先に触れたように、悲劇の効果について「情緒とそして心と呼ば

れるものとを不安に陥らしめ、定かならぬ模糊とした状態に連れて行く」と述

べた。ベルナイスは、ゲーテの芸術的印象に内在するエクスタシス（脱自）の

構造を古代の祭祀に見出し、この構造によって祭祀と悲劇のカタルシスを連絡

すると同時に、観客に生起する効果を説明したのだった。
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注

１.アリストテレス『詩学（創作論）』藤沢令夫訳、世界古典文学全集１６「ア

リストテレス」所収、筑摩書房1966.17ページ。

２.アリストテレス前掲書、１６ページ。

３.アリストテレス『政治学」山本光雄訳、アリストテレス全集15巻所収、岩

波書店1977年．345ページ。

４.アンリ・ジャンメール『ディオニュソス』小林真紀子・福田素子他訳、言

叢社199Ｌ443ページ。シャーデヴアルトの場合もこの二つの流れを前提

として、レッシングとその流れを批判し、ベルナイスの流れを徹底しよう

とするものである。Schadewaldt，Wolfgang：FurchtundMitleid？’､：

”HellasundHesperienI,,GesammelteSchriftenzurAntikeundzur

neuenLiteraturinzweiBanden，Artemis，Zijrich・Stuttgart1970.

5.GoetheⅢＪ、Ｗ、ｖｏｎ：NachlesezuAristoteles，Ｐｏｅｔｉｋｌｎ：GoethesWerke1

HamburgerAusgabe，Beck1MUnchenBd､１２．

６.ＬｅssingoG．Ｅ､：HamburgischeDramaturgie・Ｉ、：LessingsWerkein

f【ｉｎｆＢﾖnden，Aufbau，Berlin・Weimarl965Bd､４７５StUck・以下レッ

シング『ハンブルグ演劇論』からの引用は、本文中に（75号）の形式で号

数を示す。

７.GoethesWerke,ａ.ａＯＳ､345.以下ゲーテ「アリストテレスの『詩学』

拾遺」からの引用は、本文中に（Ｇ345）の形式でページ数を示す。

８.GoethesWerke，Ｂｄ９．s､539.

9.GoethesBriefeoHamburgerAusgabeｉｎ４Ｂ且ndeniBd､４．ｓ221,

10.Ebenda，ａ.a,０．Ｓ､369．コメレルは、芸術を自然によって比IWIiするここで

のやり方を、ゲーテの「形態学的なやり方」のひとつに数え、「人間の最高

の活動」が比哺されているとする。Kommerell,Max:LessingundAristo-

teles，UntersuchungUberdieTheoriederTrag6dieoVittorioKloster‐

man､,FrankfurtaM､1984,8.62シャーデヴアルトも、ゲーテは美のな

かに「絶えず高まりゆく自然の最高の力を認識していた」と言い、この点で、
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「詩歌を包括的で自然な生命現象として、エレメンタルな自然的・精神的生

命力と考えていた」アリストテレスと歩みをともにする、とも言っている。

Schadewaldt：ａ・ａ､０．s.234.

11.Fuhrmann，Manfred：DieRezeptionderaristotelischenTrag6dienpoetik

inDeutschland・Ｉ、：HandbuchdesdeutschenDramasHrs９，Ｖ，Walter

Hink］Bagel，Ddisseldorfl980S,94ff

l2Ebenda，ａ､ａ､0.8.99,105.

13,Staiger，Ｅｍｉｌ：DieKunstderlnterpretation，Atlantis，Ｚｉirich1955.

8133.

14.SchillersWerkeINationalausgabe，HermannB6hlausNachfolgerIWei-

marl943ffBd2０．s,168,

15.Staiger：ａ.a０．s135.

16.ゲーテの翻訳は次のようになっている。（DieTrag6dieistdieNachah‐

mungeiner…Handlung,die..…）nacheinemVerlaufabervonMitleid

undFurchtmitAusgleichungsolcherLeidenschaftenihrGeschijftab‐

schlieKt、

17.アリストテレス『詩学（創作論）』上掲書、２０ページ。

18.SchillersWerke，ａ.ａ０．s､168ｆ

19.W6rterbuchderdeutschenGegenwartssprachaHrs９．V．Ｒ・Klappenbach

undWSteinitz，Akademie,Berlinl977．及びDeutschesW6rterbuch

vonMoritzHeyne)Sansyusya（ReprografischerNachdruckder2Auf‐

lagaLeipzigl905）の当該の項目。

20.EckermannⅡＪ，Ｐ.：GespriichmitGoethe，Insel，Wiesbadenl955．Ｓ､545.

21Ebenda，Ｓ､540f

22Ebenda，Ｓ,542.

23.GoethesWerke，Ｂｄ､12.8.717,

24.Goethe：ShakespeareundkeinEnde、Ｉ､：GoethesWerke，Ｂｄ､12.s､292.

25.Szondi,Peter:VersuchijberdasTragische､In:SchriftenLsuhrkamp,

Frankfurtａ．Ｍ、1978.8177.
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26.アリストテレス『詩学（創作論）』上掲書、２８ページ。

27.同、２８ページ。

２８コメレルも、「そのような情熱」を出来事に関係させて、「…この二つの

激情は経過の性格を名指していよう。つまり、出来事がそのものとして痛

ましく怖いのだ」と言っている。Kommerell：ａ.a０．s､259.

29.GoetbesBriefe，Ｂｄ､４．ｓ367．ゲーテは、「私はアリストテレスの『詩学』

のある個所を詩人と構成とに関連させて解釈した」と証言している。

30.ゴールヂンは、カタルシス概念の解釈を分類するにあたって、倫理的と医

学的の他に、構成的と知的の二種類を加えている。カタルシスを構成的な

現象として説明する学者としてはHOtteとＧ,FElseが挙げられているが、

ゲーテの解釈もこの部類に加わろう。Golden，Leon：Ｔｈｅclarification

theoryofKatharsis、ImDieAristotelischeKatharsis,Dokumenteihrer

Deutungiml9・und20Jahrhundert，Ｏｌｍｓ,Hildesheim・ZUrich・Ｎｅｗ

Ｙｏｒｋ1991.s､386ff

3LKommerell：ａａ､０．s107.

32.Grdmder1Karlfried：ＪａｃｏｂＢｅｒｎａｙｓｕｎｄｄｅｒＳｔｒｅｉｔｕｍｄｉｅＫatharsis、

Ｉ、：DieAristotelischeKatharsisS､358.

33.EbendaリＳ､359．なお、ラウマーは、FriedrichvonRaumer、シニタール

は、AdolfStahrのこと。二人の著作については、Grimderの脚注31と38を

参照。

34.Bernays，Jacob：GrundzijgederverlorenenAbhandlungdesAristoteles

ijberWirkungderTrag6diaOlms,Hildesheim・ＮｅｗＹｏｒｋｌ９７０(Rep‐

rografischerNachdruckderAusgabeBreslaul858）Ｓ３．以下ベルナイ

スからの引用およびパラフレーズは、本文中に（B,3）の形式でページ数を

示す。

35.コメレルも「ゲーテの試行的な解釈は根本的に間違っている、と拒否する

ことにためらった文献学者は、いまだかっていない」Kommerell：ａ･a､Ｏ

Ｓ６１と言っている。

36.アリストテレス『詩学（創作論）』上掲書。アリストテレスは、定義の始
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めの部分で「…そしてひとつの大きさを持って完結している行為の描写

（模倣）であり」（1449ｂ16ページ）と述べ、これを受けて「悲劇とは、完

結したひとつの全体としての行為の描写であり、その行為は一定の大きさ

をもつ…ところで『全体」とは、始めと真中と終りをもつもののことで

ある」（1450b、１９ページ）等々敷術している。

37,ベルナイスの原文は次の通りである。DieTrag6diebewirktdurch[Erre‐

gungvon］MitleidundFurchtdieerleichterndeEntladungsolcher

[mitleidigenundfurchtsamen］Gemiitsaffectionen、医学的療法におけ

る排除・排泄・潟出の原義から出発するベルナイスのカタルシス解釈は、

｢その後に続く全てのための基礎をなしている」（Schadewaldt：ａ`a､0

3218.)とも「今日なおベルナイスの解釈を廃棄と再止揚すべき理由はない」

(竹内敏雄『アリストテレスの芸術論』弘文堂1969.311ページ。）とも評

価されている。なお、path6maのベルナイス訳Gemiitsaffectionenを私訳

では、「感情的心性」とした。ベルナイスによると、pathosは「予期せず

に突発する一過性の激情」＝Affektであり、pathemaは「刺激を受ける人

物に内属しており、いつなんどき突発するかもしれない激情」＝Affection

である（819)。それ故Gemijtsaffectionには、持続的・慢性的なJ､的傾向、

習性の意味が含まれると考えられる。
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Goethes Katharsis-Auslegung zwischen Lessing und Bernays

In "Nachlese zu Aristoteles' Poetik .. erörtert Goethe die viel umstrit

tene Katharsis-Stelle in der Tragödiendefinition des Aristoteles und legt

sie vom Gesichtspunkt der Konstruktion der Tragödie, also auch zugleich

von der Seite der Poeten, der sie konstruiert, als <aussöhnende Abrun

dung> aus. Der Poet ist folglich dazu verpflichtet, den <unausgleichbaren>

Konflikt als tragische Handlung am Ende auszugleichen, damit er sein

Werk abrunden kann. Hier handelt es sich in erster Linie um <die Voll

endung des Kunstwerkes in sich>, die für Goethe <die ewige unerläßliche

Forderung> ist. Seine ästhetische Auslegung steht dabei im schroffen

Gegensatz zu der Lessingsch-ethischen, nach der die Katharsis die Reini

gung ist, die <in nichts anders beruhet als in der Verwandlung der Lei

denschaften in tugendhafte Fertigkeiten>. Goethe lehnt diese Wirkung auf

den Zuschauer, die Lessing als <den moralischen Endzweck> der Tragödie

betrachtet, strikt ab. Er sieht vielmehr in der vom moralischen Zweck

befreiten Tragödie solche Wirkungen, die den Hörer und Zuschauer aul~er

sich selbst bringen, <in Unruhe versetzen und einem vagen, unbestimmten

Zustand entgegenführen>. Gerade diese psychische Struktur des Außersich

seins spielt bei Bernays eine entscheidende Rolle: Er versteht nämlich

unter Katharsis einerseits die medizinische Purgierung, findet aber ander

seits heraus, daß die empirischen Tatsachen, die der Katharsis-Auffassung

des Aristoteles zugrunde liegen, in den Bereich der ekstatischen Erschei

nungen gehören.
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