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RyudaiReviewofEuro-AmericanStudiesＮｏ．１，１９９４ (翻訳）

恐れと憐れみ？

アリストテレスによる悲劇の定義「…エレオスとポポスを通じて，そ

のようなパテーマタのカタルシスを成しとげるところのものである｡」

（『詩学」６，１４４９b26）の解釈のために（その４）“':］

ヴォルフガング・シャーデヴァル卜

田村康夫／浜崎盛康訳

６

到達した結論から，本論文の枠を越えた事柄と脈絡とが現れるが，ここでは

もはやこれらを論じることはできない。とはいえ，述べきたったところをこれ

らによってさらに補強できるので，おしまいに二三のことだけでも手短に指摘

しておきたい。

そこで，これまでは悲劇の定義をもっぱら考察してきたが，この定義がその

後に続く「悲劇の諸部分」の論述に一貫していることを，まずは詳らかにしな

ければならないであろう。アリストテレスは，ここにおいて初めて悲劇的なも

のの十全な本質を展開するのであって，「本質の規定」一一これは特徴づけ，

｢杭をめぐらす」だけのものである1石－においてすでにそれを果たしたわけ

ではない。ポポスとエレオスは，アリストテレスにとってひき続き一貫して，

悲劇における正しく良いものに対する内的尺度と指導的観点である。
トゥラギコン

Tpαγz兀6〃〔悲劇にふさわしいもの〕という概念が，一種の尺度としてくり

返し登場し１２５，ポポスとエレオスを徹底して指向していることについてはすで

に述べた。これらのケースのひとっぴとっをつぶさに調べると，とりわけ11章，

13章，１４章においてアリストテレスが心に描いているのは，つねに驚怖と感動

のエレメンタルな激情であって，けっして「恐れ」，ましてや「憐れみ」では

ないことが結論される。カタルシスの語は，この著作全体を通して二度とふた
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たび現れることはない'２７゜これは，かりにカタルシスが倫理的浄化，激情ある

いは情熱の浄化として悲劇の頂点であり最終の目標であるとするならば，理解

しがたいことである。しかし，もしもカタルシスが新規で特別の本質的契機な

のではなく，「恐怖と感動からの軽減」としてこれら双方の激情に関係を保ち
ヘードネ－

つつ，くり返し言及される悲劇の力６０レウ〔快楽〕を特徴づけるためだけのも

のであるならば，それは充分に納得がいく四。

次には，アリストテレスが彼の当面するソフィスト的文芸理論に対して占め

る位置を，とりわけ再三にわたり言及したポーレンツの基本的な論文『詩学の

発端について（UberdieAnfiingederPoetik）』に従い，より厳密に規定し

なければならないであろう。アリストテレスが，ポポスとエレオスというエレ

メンタルな激情をゴルギアスに見出したことについては，私たちも確かめた。

しかしカタルシスを導入したことに関して言えば，ゴルギアスからは刺激すら

も受けていない噸。そのうえ，詩人は「成人の教師」であり，「人間を改善す

る」必要がある'鋤とする一般的でソフィスト的な観念までもアリストテレスが

採用したであろうと考えることは，これまで述べきたったポポス，エレオス，

カタルシスについての解釈からしてまったく問題にならない。アリストテレス

は，プラトンと同じく，教育的効果を当て込むこの理論を拒否する。ただし，

プラトンがこの理論を既定のものとして受け取り，理論ともども詩歌のほとん

ど全てをうち捨てる13'のに対して，アリストテレスは．理論は捨てるが，詩歌
ピニシコン

ヘーデー

はduoC/C6シ〔自然的なもの〕として自然本来のウヴ、〔快いもの〕のうえに

基礎づけて復権させることにより，詩歌をこの理論から解放したのだった。ア

リストテレスは，その際とくに国家生活における悲劇の使いみちに関しては，

いかにもプラトン主義者である。ただしここでも，プラトンが彼の教育国家の

全般から悲劇を追放するのに対して，アリストテレスは，悲劇を彼の国家の教

育からは追放するが，魂の衛生の領域にその占めるべき場所を残したのだった。

アリストテレスは，本来的にはプラトンの根本的な立場を放棄することはない

が，しかし事物と実在の自然を凝視しつつ，プラトンのいわば絶えず「上へ」

と志向する存在論のなかでいまだ混在不分明なものを，鋭い識別力によって階

層づけ区分する。これが，ここに限らずしばしば示される，アリストテレスの
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プラトンを越える「進歩」である。総じて言えば，アリストテレスは『詩学』

において，あのソフィスト的綱領製作者の意図する詩歌のあるべき姿を越えて，

ギリシア人にとってホメロス以来の主流であったものへと立ち返る煙。それは，

倫理において類似の立ち返りを果たしたのと同様である。アリストテレスはこ

れによって，近世における文芸の綱領製作者を悉く敵に回すことになった。もっ

とも彼らは－これはスコラ主義の奇妙な遺物であるが－この哲学者の権威

を自らの目的のために確保せんと熱心に努めたのではあるが。アリストテレス

がさぐり求めたのはむしろ，真正の本能からあるいは自らの詩作経験からいま

だに（あるいはふたたび）芸術と詩歌の単純で活力あるものに通暁した精神だっ

た。例えばゲーテは，レッシングの過激な裁断１画に惑わされることなく，「い

つでも対象を指示するやり方」のアリストテレスが，カタルシスの語によって

｢遠い効果」を視野に置いたとは考えなかった。ゲーテは，沈着なリアリズム

をもってたっぷりユーモアを利かせながら，明快な真実を述べた。つまり悲劇

の観客は，「寸分も改善されることなく家路に就き」，「家にあってふたたび

頑固でもあれば軽率でもあり，気弱でもあれば澗癩持ちでもあり，愛情に薄く

もあれば厚くもあるわが身を知る｣㈱と。ニーチェもまた，「アリストテレス

の誤解」（アリストテレスの解説者の誤解と言わねばなるまいが）に反論した。

芸術は「生を最大級に刺激するもの」であるのに，アリストテレスは，悲劇は

驚怖と同情によって「意気阻喪させる二つの激情」を喚起すべきである，と誤

解したのだと。ニーチェは，「これらの激情を喚起することにより，これらか

ら浄められるということは，およそ真実ではない｣噸と簡潔，明快，断固言い

切ったのだった。－アリストテレスが実際には快に結びつくカタルシスによっ

て，まさしく最大級に「生を刺激するもの」のひとつを思い描いていたことに，

ニーチェは当時まだ気がつかなかった。例えばシラーのような劇作家たちも，

ほかならぬこの点に帰着した。シラーは，根本においては劇場を「道徳的施設」

と理解したが，それにかかわりなく劇詩人として実際にことを進めるところで

は，レッシングの《Mitleid憐れみ》をもってしてはほとんど為す術がなかっ

た。シラーは，《RUhrung感動／情動》の語を優先して用いるし，また彼の

悲劇をとりわけ《Furcht恐れ》のうえに基礎づける場合には，これまた
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《Schrecken驚怖》の語を優先して使用したのだった畷。

悲劇の直接的な倫理的効果は，それがいかなるものであれ，曇りない経験と

矛盾する。この点を明らかにしうるようなものを，ここになおいくつか付け加

えることも可能であろう、。

さらに次に，悲劇はその本質において道徳を目指すことはないにせよ，道徳

的影響はもたらしうるのではなかろうか，というすでに触れた問題1麹について

考えてみなければならないであろう。この点についてもゲーテが，アリストテ

レスのやり方を想起させる的確さをもって区別している。「よい芸術作品は，

確かに道徳的な結果をもつことがあるし，もつことになろう。だからと言って

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。」!”

－むろんアリストテレスは，悲劇がもたらしうる道徳的な結果について，『詩

学』においては－この著作の根本的な性格に照応して－－考慮していない。
エーティカイ

しかし『政治学」においては，私たちが見てきたように，ある種の力ec灯αｉ
、ハルモニアイ

aplzoソjα‘〔倫理的な曲調〕とまた恐らくはそれに属するたぐいの詩歌にた

いしても，自分みずから奏することに性格形成的な機能を認めているのである。

それゆえにアリストテレスは，ペリパトス派の伝統に由来するホラティウスの

｢詩人は益することか，あるいは喜ばせることを望む｣叩が対応する形で，文

芸の全領域を区分したのであろう。事実，教訓詩や筬言詩があるのであるから。

しかし悲劇に関して言えば，アリストテレスは部分的にすら，例えばその
’ﾚァセイスディアノイア
uo77oEz9〔台詞〕あるいはその思考の道具である６(｡〃o(α〔知性〕の領域に

おいてさえ，悲劇における教訓的な効果を考慮していない。それＩこもかかわら
ミメーシス

ずアリストテレスが，（全ての詩歌／創作が依拠する）“/z"OCS〔模倣／まね
マテーシス

び〕に似dt6刀OCS〔学習／まなび〕の要素のあることを明示する場合，それは，

学ぶことが芸術の目標であるからではなく，学ぶことが，人間に自然にそなわ
ミノーシス

る“cju刀DLS〔模倣〕のよろこびの－要素だからである。要するに人間は，模
マテーシス

倣されたものを見ると、luciO万○４９〔学習〕に支えられて，よろこびを感じる
シニンピニトン

し，また模倣する行為は，子供のときから人間にそなわるＣＤ似のUTolノ〔自然
アイティアイ

本来のもの〕なのであるM1・詩歌の二つのα(て(αＬ〔原因〕であるこの
ミメーシス

リ`似"｡`,〔模倣〕とまた他方に沈iili8s〔律動〕と。p似叫iα〔曲調〕とは，
ハルモニアー
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人間に侭総統ん〔自然な〕ものである。このように詩歌の自然を考察す
ることから出発して，アリストテレスの道は，はたせるかなあの「よろこび」

に帰着したのだった。それは，彼の著作の冒頭部分で芸術の全ての類に対して
エルゴン

論じようとしている詩歌の§ICγoシ〔効果〕としてのあの「よろこび」であり，

それはまた，悲劇に関しては，悲劇に固有の型の快，つまりポポスとエレオス

に由来して主にこれら二つの激情を除去することにより最後に生じる，あのカ

タルシス的な軽減の快のうちにアリストテレスが認めるあの「よろこび」なの

である。

さらに周囲を見回すとその都度あらたに，アリストテレスは詩歌を包括的で

自然な生命現象として，エレメンタルな自然的・精神的生命力として考えてい

た，という結論に逢着するように思える。この点で直ちにアリストテレスと歩

みをともにするのは，ふたたびゲーテである。ゲーテは，生涯にわたって再々

｢美しいもの」についての考えを述べているが，彼の周囲の擬古典主義とはまっ

たく異なり，「美」のなかに絶えず高まり行く自然の最高の力を認識していた

のだった|似。こうしてみるとアリストテレスは，詩歌が根源の深みにおいて
ピニクコン

のUOL/[の〔自然的なもの〕であると解する彼の考え方によって，芸術や詩歌

は自己の外部に「目的」も「使命」も有しないとする芸術観を遠くに指し示し

ている。芸術と詩歌が，なにかあるものに「仕える」ことはない。それらは，

存在し，出来し，生起する。芸術のための芸術の意味において自己を孤立させ

るのではなく，広がり行く生の諸力としてそうなのである。悲劇は，そのよう

な生の諸力のひとつとして，その起源の領域である祭祀のなかに現れた。祭祀

もまた，改善する，教育する，徳化する，醇化する必要に関係しない。それは，

生起し，執行され，そのようなやり方でな'こものかを（詳しく記す必要はある

まいが）人間の生のなかに開示する。真正の悲劇は祭祀劇であり，かかるもの

として悲劇もまた改善，醇化，教育するにはあたらない。要は，悲劇も生起す

るのであり，人間の生のなかに生じ来て，生のなかになＩこものかを開示すると

いうことである（そしてこの点が，あまりに狭く「教えること」として誤解さ

れるのである)噸。悲劇は，人生の目標や慣習に取り囲まれた人間を，実在の

真理へと手引きする。悲劇はゆさぶる。悲劇は，かの真理のかんばせである怖
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気立つものにたいする根源の快と嘆きにたいする快とによって，最終的には軽

減しつつ解放するカタルシスの快に到達するが，このことによって悲劇は，そ

の本質とともに方向を一転して，あの可能性を－段と帯びることにもなる。つ

まり，悲劇が時にあの震憾をもって人間の中心部分を撃打すると，当の人間は

実在の真理に触れられたことによって，その後に，事によると，変貌を遂げて

立ち現れるかもしれないのである。

悲劇のこの震憾こそ，アリストテレスが彼の主要概念であるポポス，エレオ

ス，カタルシスの三幅対のなかに包摂するものである。これらは，まことに汲

めども尽きぬ意味をもつ概念である－アリストテレスの見かけは経験的にし

かすぎない規則の多くが，「高い根拠を静かに前提して｣I郷構想されており，

したがってそれらを「補足する」ことは可能でもあり必要でもあるのだが，こ

の三つの概念についても同様である。これらの概念は，私たちが見てきたよう

に，人間的自然のエレメンタルな生命の根源を指し示す一方，まさしくそのゆ

えに他方では出来事の最大の「リアリティ」に属するものである。ファウスト

は，グレートヘンの居る牢獄の扉の前に立って「久しく忘れていた戦き」に襲

われ，「人間のあるかぎりの悲嘆に捕らわれる」ことになるが，ゲーテがファ

ウストをしてかくあらしめたとき，しかもドラマの第二部において「戦懐する
卜タポス

こと」に言及して，これを「硬直すること」（ｒ６Ｔｄｄｏ９〔驚嘆〕）から区別

しているのであってみれば，このときゲーテは，「人間の最善の部分」を知っ

ていたのであり，これを「底知れぬものの深い感情」と解釈する。原恐怖とし

てのポポスには，威嚇し，抗し難く迫り来るもの，運命（ダイモーン）の「底

知れぬもの」が最大の「リアリティ」として属しているように思える。また心

をかき乱すエレメンタルな悲嘆としてのエレオスに属するものには，「破滅を
プクルティコン

もたらす」（d0aIoTL兀6〃〔破壊的なもの〕）抗し難い苦難とならんで同時に
アナクシオス

ーこの苦難がｃiしci像Ｃｓ､〔ふさわしくないもの〕にふりかかるかぎりは－

｢禍のダイモーンに捕らえられること／不運｣'燗という悲劇に必要不可欠のあ

のアンバランスがあるように思えるが，世界存在の悲劇的な多義性，「悲劇的

対立」－「神自身以外神に対するはなし」－は，このアンバランスにおい

てこそはじめて本来の姿を現すのである。しかしながら，戦傑と悲嘆のなかか
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らカタルシスによって，生の最高級の刺激剤として立ち現れるあの快に究極に

おいて属するものは，一切の破滅のさなかに，また一切の破滅を通して顕わに

なる存続，神的なものの揺るぎない地平の存続である。「そしてこのなかには，

ゼウスでないものは何もない！」とソフォクレスの言うところのものである。

－最後に述べたことにより，ある種の尺度もあたえられたように思える。真正

の悲劇と戦燥劇とのあいだには，厳格な一線が引かれる。後者については，そ

れが昔のあからさまな戦傑劇であろうと，昨今のいわゆる「実存的」を標袴す

るものであろうとも。また舞台で破滅の作業を果たしおえると，観客までもあ

る種の破滅に追いやって，つまりひたすら「意気阻喪させて」劇場を立ち去ら

せる，あのただ悪魔的なばかりの妄想や『地獄の機械」であろうとも。

しかしながら，こうしたことについてここでは指摘するだけにとどめておこ

う。ここで問題にしたのは，根本的なところを解き明かすことだったのである

から。それでもこれらの指摘によって，私たちの間にいるレッシングと私たち

の内なるレッシングの犯す誤りは防げるかもしれない。私たちは，粗野で原始

的なものあるいは「凡俗なもの」への後戻りを，むりやりアリストテレスに押

し付けることになったりM`，あるいは私たち自身が，芸術鑑賞のあの倫理主義

を拒絶することによって，まったくの審美主義に後戻りしたこともあったのだっ

た。再三にわたってアリストテレスに仮託された倫理・道徳の概念体系では，

たとい倫理・道徳をいかに広く解するにせよまだまだ狭すぎるのであって，悲

劇という現象と悲劇の作用力を捉えることはできない。これをあらためて示す

ことが,私たちの関心事であった｡むしろアリストテレスは，詩歌を施溢ｄ
ピュシン

ddC山〔自然のもとに〕考察すること|こよって，これを純粋な生命現象とし

て全的に人間的なものに基礎づけ，かくしてひとに先んじて次の点に注意を喚

起することとなった。それはつまり，なんらかの意味で二元的に分裂した美学，

例えば人道主義的・道徳的なもの，趣味によるもの（「無関心の享受」），思

弁的に精神的なものあるいは感覚論的なものは,芸術と詩歌の本質を金輪際けっ

して射当てることはないということであり，不思議にも芸術とは，エレメンタ

ルなものを包摂しつつ，そこに根をおろしつつ，生の底知れぬ力として人間の

全構造である肉体・魂・精神の全体を一時に捕らえて襲うあの精神的なものな
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のだ，ということである。私たちはこれでようやく，ギリシア人にとって芸術

が芸術，詩歌が詩歌，悲劇が悲劇であった領域に進み出るように思える。－

恐らくこれは，私たちにとってもようやくまた，芸術が芸術，詩歌が詩歌，悲

劇が悲劇である（あるいは，となる）領域なのである。地上のさまざまな地域

において，また多種多様な芸術の部門において，いろいろな徴がこのことを教

えているように思える。そして今こそこれらのことを，ふたたび認識し，承認

し，できることならそのうえ追究すべき時なのかもしれない。

注

【訳注】本稿はWolfgangSchadewaldt：FURCHTUNDMITLEID？Zur

DeutungdesAristotelischenTrag6diensatzes，,…＆’６ｽ６０ｕ凡αＭｄβＣｕ

汀qoamoUOaてカツ面lノてo6oum)ｗｍｅ)nudmルパdOaloo山“Aristoteles，

Poetik6,l449b26（,,HellasundHesperienl“GesammelteSchriftenzur

AntikeundneuenLiteraturinzweiBiinden：ArtemisVerlag，ZUrichund

Stuttgart，1960.1970,ｓ194-236所収）の全訳であるが，今回はその最後の

節である第六節とその注を訳出した。この節は，琉球大学語学文学論集第36号，

37号，３８号に掲載の，序に当たる部分，第一，二，三，四，五節（およびそれ

らの箇所の注）の続きである。なお，著者シャーデヴアルトは，序に当たる部

分で本稿が「ポポス（の6βCs）とエレオス（ビスＥＯＳ，）という二つの概念の持

つ根本的なギリシア語の意味」を問うものであるということを述べ，第一節で

はポポスは単なるFurcht〔恐れ〕というよりもSchauder〔戦懐〕，Schrecken

〔驚怖〕であるということ，第二節ではエレオスがキリスト教的・人道的意味

内容をもつ従来の訳語Mitleid〔憐れみ〕とは全く関わりのないこと，第三節

ではエレオスもポポスに対応して自然直裁にしてエレメンタルな激情であり，

MitleidではなくＪａｍｍｅｒ〔悲嘆〕，Riihrung〔感動〕であるということ，そ

して第四節では悲劇における戦傑と悲嘆を，ソフィストや悲劇作家，セネカ，

シェイクスピア等で検証し，第五節ではカタルシスが，排出・除去を意味する

｢医療上の浄め／滴下」としての原義から検討され，悲劇に固有の効果は，あ

らかじめ喚起された激情を除去するカタルシス作用に随伴する快のうちに本質
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が規定されていること，続いて悲劇の効果は多層的であることが論じられる。

訳に際しては，アリストテレスやプラトン等の著作の場合のようにすでに翻

訳のあるものについては，原則としてそれを引用し利用させていただいたが，

文脈の都合上多少変更を加えたものもある。また，紙数の都合で本文中の引用

箇所のギリシア語原文は原則として省略し，訳のみを示したが，論述上必要と

思われる場合には適宜残した。なお，アリストテレスのこの有名な悲劇の定義

にたいする邦訳を，参考までに二三あげておきたい。「同情と恐怖を惹き起

こすところの経過を介して，この種の-聯の行為における灘のｉ徴鹿果たそ

うとするところのものである」（『詩学』アリストテレス全集１７岩波書店1972年

今道友信訳)。「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）を達成するところのものである」）（『詩学(創作論)』

世界古典文学全集１６「アリストテレス」筑摩書房昭和41年藤沢令夫訳)。

｢いたましさと恐れを通じて，そのような諸感情の浄めを達成していくもので

ある」（『詩学』，世界の名著８中央公論社昭和54年藤沢令夫訳）。

125．TopikL5,１０ｌｂ39,「定義は本質を示す説明方式である（ｇｏＴｚ６Ⅲ

oposWさヅス6γ･s’６てdTn励匿『しα‘。"“ん､".）」。
９Ｊ

126．Poetikl3，1453a27,29；18,1456a23.

127．Poetikl7,1455bl5では，冗ｄＯａｌｏＯＣ９は祭祀における浄化（聴罪）を意

味している。

128．Poetik4,l448bl8。「悲劇からの快（ウｃｉ汀ＯｒＰａ７９Ｐ６ｉａＳオヴClノウ）」
（つまり，０J兀巫α〔本来のもの〕）l31453a36。「エレオスとポポスに由

来する快を，ミメーシスを通じて（てカツＣｉ刀６６入６０Ｕ応ａｊｄ６βｏＵ６Ｕｄ

似z以刃oEcd9ウヴClﾉｳｯ）」14,1453bllf，ここでもまた直前に「本来の快

（ウヴoリオ〃てオレｏﾉﾊﾟEJα")｣力滉らね23,1459a21でも同様であり，また同じ

意床で26,1462bl3「偶然的な快ではない（ＣＤＴウリTUXomルウヴoﾂｵﾂ)｣ｂ

さらに,24,1460al8｢驚きは快である（て６６Ｅ８ａＵｌｕα◎て6ツガ6.)｣。

129．アリストテレスの冗deaPoUSDをGorgias，Helenel4から導き出そうと

するWilhelmSijB，Ethos，Leipzig-Ber]ｉｎ1910,84の試みに対しては，

すでにPohlenz，ＮＧＧ、1920,172が制約を加えているが，それにしても
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Poblenzはアリストテレスがその箇所から「刺激を受けた」（Ｓ177）と

考えている。しかし，ゴルギアスがその箇所で，あるｄｃｉｐ“だα〔薬〕は

身体からある液汁を外に出し（厳｡γｃｃ），別の薬は別の液汁を外に出す

と語る場合，彼が考えているのは，すぐ次に示されているように，特に滴

下作用のある薬というわけではなく，薬にあわせて毒をも考えているので

ある（「あるものは病気を終わらせ，別のものは生を終わらせる（て６ｔ

座〃し6CCUトＴｄ６さβjoumu)Ｅｚ）」）。彼が示したいこと，それは

スoγCsの全能さであり，そのために彼は癒す力があると同時に死をももた

らす毒をアナロジーとして利用しているのである。

130．Aristophanes，FroschelO54，1009。特に教育的なこの文芸理論が，ゴ

ルギアスに由来するということは確定できない。というのは，よく知られ

ているようにプロタゴラスもまた，古い時代の詩人は偽装したソフィスト

であったという見解を擁護しているからである（Platon，Protagoras316d)。

131．すでにしばしば引用した『国家』と『イオン」の箇所以外に，特に『ゴ

ルギアス』501eも参照。そこでは，プラトンは詩歌によって引き起こされ

るオ6ルウ〔快〕から出発しているが，論を追求する途上でこの快を解釈

し直して，zap姓｡Oα［てｏＣ９ｅｅａｒａｎｓ'〔観衆を喜ばせること〕，〃０入α‐

歴jα〔迎合〕としている。－次のことを言い添えておくのも，おそらく

無駄ではないだろう。つまり，プラトン自身後には（Phaidros，特に254

におけるように，前世にあって見た原型の，戦傑一のICJに刀一を伴う想

起としての）エロスにおける美の体験に関する教説において芸術解釈の士

台を打ち立てたのであるが，それによれば，芸術は決しててｐｉＴｏソ。汀６

て７７Ｍｽ刀Ｂｅｍｓ〔真理から三段階離れたもの〕ではなく，むしろ根源的な

存在へ向かう創造的な〃、〃oz9〔模倣〕という道によって，実在を回復す

ることを意味する。イギリスから影響を受けたヴィンケルマンとその賛同

者達の美学は，よく知られているようにとりわけここで始まったのである。

132．初期ギリシアの詩人達がどのくらい自らを教師，教育者として感じてい

たかという問に関しては，現在，思慮に富んだ慎重な考察がなされている

WaltherKraus：DieAuffassungdesDichterberufsimfrijhen
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Griechentum，WienerStudien68，1955,65-87を参照。－ホメロスにお

ける詩歌の主要目的および主要効果としてのてちＩｏｗｓ〔楽しみ〕について

は，ＶｏｎＨｏｍｅｒｓＷｅｌｔｕｎｄＷｅｒｋ，Stuttgart2195L83ff参照。

133．ハンブルク演劇論77号の終わりで，「あらゆる種類の詩は，我々を改善

すべきものである。このことをまず初めに証明しなければならないとすれ

ば，それは嘆かわしいことである。しかし，このことを自ら疑う詩人がい

るとすれば，それはさらに嘆かわしいことである。」－ゲーテはそのよ

うな詩人の一人であった。

134．NachlesezurPoetikdesAristoteles,ＪＡ38,84.さらに加えて，1830年

１月29日付のZelter宛の手紙。－ついでながら，ゲーテは灯CtOapDfs＝

事象を客観的なストーリーの経過へ移し換えているが－最終的に到達さ

れる均衡としての灯ctOaIoo6sD-，その点において誤っていたということ

はよく知られたことである。それは，たとえば色彩論にも見られるような

彼の若干の誤りと同様に，健全な前提に基づく誤りであった。

135．WillezurMacht851

136、現在では，FlorianPrader,SchillerundSophokles，ZiircherBeitrage

７，ZUrichl954，ｌ６ｆｆ参照。

137．この点に関しては，とりわけJacobBernaysとIngramBywaterを参照

する必要があるだろう。私はこの二人に負うところが最も多いと感じてい

る。私がBernaysに賛成する点は，特に，彼とHeinlichWeilが，医療上

の浄め（潟下）とのアナロジーにおいてカタルシスは医療から悲劇の効果

に適用された概念であることを，確たるものとして発見したこと，次いで，

Bernaysが，ゲーテと共に，悲劇の直接的な倫理的効果を一切否定するこ

とである。－私が，Bernaysと相違する点は，次の通りである。

Bernaysは，汀α0〃αｒαを恐れと憐れみという激情への「性向（DZd8e-

oc9）」ととらえているということ。彼はカタルシスをｄｏβ〃可兀6〃〔怖

がり〕とちｽE刀江兀卯〔憐れみがち〕というこの性向に関係させており，

激情そのものにまでは及ばしめていないということ。彼にとってカタルシ

スは病理学的（Ｓ１０）なものであり，かの性向が前もって刺激・興奮
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（sollicitation）させられた後で，《Entladung放出》（Ausbruch〔噴出〕

Ｓ２１，５７，６２，６４）が行われるひとつの事象であるということ。カタルシ

スは「放出」として，彼においてさえ，結局のところ「標準化する」内実

をもつとされる（S、６３）ということ。アリストテレスのカタルシスは，

PorphyriosとJamblichにおいて新プラトン主義的な展開を受けるが，

Bernaysはこの展開した形態をあまりに直接に遡ってアリストテレスに当

てはめているということ－これらの展開した形態のひとつは，再び

mZ6eJaに後戻りしさえするが（Bernays，ａ、０．４７），これについて

彼は気にもとめていないということ。彼は総じて，Furcbt（恐れ）とMitleid

(憐れみ）の概念を離れることはなく，この二つの激情を，レッシングと全

く同じように，「内的に絡み合っている」とさえしており（S72ff．），

再びまたレッシングと全く同じく，憐れみに，意味合いは多少異なるもの

の，中心的な意義を認めてさえいるということ（アリストテレスがこの二

つの概念にはっきりと与えている同等の権利は，これによって維持されな

くなる）。そして最後に，Bernaysは悲劇の恐れを，アリストテレスが迫

り来る悪を思い描くこととして一義的に規定しているのに反して，度を越

えて，ある種の世界＝不安にまで拡大する（「万象に対する忘我的戦|粟」…

…「万象の側から彼に圧し来る感情」，特に８７４と78）ということ。－

Bywaterは，ゆるぎのない現実感覚をもって，視線を常に「事実」と「経

験」に据えつつ，その注釈書において（特にＳ151-161）この問題を論じ

ているが，彼は倫理的・道徳的な解釈を一切退け，悲劇詩人が“β０９と

ﾋﾞｽＢＯＳの二つの激情を喚起することによって達成に努める目標として，特

にウ６０ツオ〔快〕を認めたのだった。しかしながら彼は，ｄ６βCsとﾋﾞｽEOS

による興奮曲線が軽減の几dOaUooCsへと至る全体的経過の統一を見誤っ

ている。彼の見解によると恐れと憐れみ（pityとfear）を喚起することが，

詩人に関する限りは，悲劇の目標であり，人々が魂の健康と調和のために

時折必要とするﾉWi“IoOL9は，政治家の管轄領域に属する（S､152,161）。

。dβoSgｽEoaにdo[zpozs､の三つの概念はアリストテレスの『詩学』に

おいて，しかもそこの６po9r59o6ojas'〔本質規定〕の内部においてさ
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え，統一的なものとして登場している。彼は，この事実に矛盾する。

138.本訳５章末〔琉球大学語学文学論集第38号，６２ページ〕参照。

139．DichtungundWahrheitl2，ＪＡ２４，１１１f､，およびまたDichtungund

Wahrheitl3，ＪＡ２４，１７２参照。そこでは，「……精神的な作品は教訓的

な目的を持つに違いないとの……古くからの偏見……。しかし，真の描写

は目的というものを持たない。真の描写は是認することもないし，非難す

ることもないのであって，心情と行為を順次に展開するものなのである。

そしてそれを通して，真の描写は啓発し，教えるのである。」（｢順次に」「展

開する」はゲーテでは，「自然に即して」描写するというほどの意味であ

る。それはちょうど，「内に記された本質的法則に従って，あるものが別

のものから次々と現れ出るのと同様に」）。「真理」をその「自然」に従っ

て「示すこと」は，シェークスピアにとっても劇の「最終目的」であった。

Hamletm2，Ｖｅｒｓｌ９ｆｆにおいて，「……劇の目的，その終局は，もと

もと，いや，今日でも変わりはないが，言わば自然に向かって鏡をかかげ

ることであり，善は善なるままに，悪は悪なるままに，その真の姿を扶り

だし，時代の様相を浮かびあがらせるのだ。」

140．aut…autは決定的であって，引用の具合でｅｔ…ｅｔと変えられてはなら

ないだろう（Wilamowitz,EmleitungindiegriechischeTragodie，Berlin

l92L112）。

141．Poetik4，1448b4ff

l42、この点については,私の論文《FaustundHelenaZuGoethesAuffassung

vomSch6nenundderRealitatdesRealenimZweitenTeildesFaust》

においてより詳しく展開してある。この論文は，まもなくｄｉｅDeutschen

VierteljahrsschriftfUrLiteraturundGeistesgeschichteに掲載される

ことになっている（30,1956,1-40．Goethestudien，Ziirich-Stuttgart

l963，165-205に再録）。

143．ｏｏｄ６９〔賢者〕ピンダロスが述べているように，Ｍｏ(CalノブTpoda「αｚ

〔ムーサの使い〕であった前５世紀の詩人や悲劇作家もまた，この宗教的な

役割において，「彼らの民衆の教師，教育者」として誤って解釈される
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（MaxPohlenz，ＮＧＧ、1920,17aWilamowitz，GriechischeTragodien，

Ｂａｎｄ14,Berlinl923，６３ff．）。WernerJaegerは《Paideia》のなか

で詩人の教育者的な性格を描写しているが，そこでは，教育的なものの概

念は非常に広くとらえられており，そしてそれに加えて悲劇作家における

宗教的宣教の意義が著しく強調されている。たとえば，Paideia，Ｉ，Berlin

l954，323,346およびその他。

144．Solger，Schriften2，546の優れた表現であるが，私はこれをBernays，

ａ、０．７７によって知った。

145．これは，アリストテレスPoetik6，1450al8における概念。

146．これは，Wilamowitz，EinleitungmdiegriechischeTrag6die，Berlin

l921，１１１〔初版1907-訳者〕および同様に後年のGriechischeTrag6dien，

Ｂａｎｄ14,Berlinl923,６３に対する批判｡Wilamowitzは，彼自身ｄ６βＯＳ

とビスＥＯＳの概念を驚怖と感動として正しく認識しているが（Griechische

Trag6dienXIV，６１），しかし，おそらくそれらの概念の射程の及ぶ広範

さを十分には評価しておらず，ｍＯａｐｏｆ９に関しては，ベルナイスの

《Entladung放出》としての「病理学的な」意味にあまりに固執してい

る。《Reinigung浄化》にたいする彼の鋳跨は，明らかに感じられる。

一レッシングがどのくらい正しいところに近かった（そして，遠かった）

かということは，ハンブルク演劇論79号の彼の評言から明らかである。つ

まり，「我々が彼ら（Wei6e作のRichardⅢの犠牲者達）を心から嘆き

悲しむのは当然である，ということを否定する者が誰かあるであろうか。

しかし，私に戦傑とともに人間の運命を考えさせ，神の摂理に対する不平

に結びつき，遠く絶望の影を追うこの悲嘆，これが－私は問いたくはな

いが－憐れみであろうか。－この悲嘆を何と呼ぼうとかまわない－－し

かし，これが模倣芸術の喚起すべきものであろうか。」－ここでもまた，

我々はレッシング自身の『ラオコーン』の余韻を聞くことができる。
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