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RyudalReviewofLaTlgUage&Literature No.37,1992 (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 ボ 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
[駅ttl

ものであ る｡｣(r詩学J6,1449b26)の解釈 のため に (その 2 )

ヴ オル フガ■ング シ ヤーデ ヴ ァル ト

田村 康夫 ･浜崎 盛康 訳

3
エ レオ ス エ レ工イ ン

これまで述べてきたことから､それではエレオス (i′)EOS)､e'leEry､
エ レ T イ し イ ン エ レ エ イ ノ ス

e'lEαE'pEEy､e'leEEL/ds(前から順に､名詞､動詞､動詞､形容詞一訳者)

の本来の意味はなにか､という問いが起こる｡ひとことで言うならば､それは

人間愛という高い徳や醇化 した意味における憐れみではなく､先のポボス
ポ ポ ス

(¢o'Pos)に対応して､ここでもまた自然直裁にしてエレメンタルな激情で

ある｡他人の苦杜を日にした人間を自ら襲い- 自分も似通ったことに遭遇す

るかもしれないという危快を伴わないわけではないが- 心を軟化させて､目
オイ ク トス

を涙で満たす悲嘆 と感動の敵情である｡ したがってこの語は､oF斤TOS､
オイクテイルモス オアユ)L,モス ゴ オ ス ペ ン ト ス オ ロ ビ ュ ル モ ス

oE'KTEPFLO'S､J∂up〟o'S､r6os､ 7cc'yoos､blo如 pFLds(嘆 き､悲 しみ

などを意味する語一訳者)と同じ観念の領域に属するが､ただしこれらに較ベ
エレエイン

てより包括的な根本感情を表している｡エレオスはとりわけ動詞形ileETJ'､
エ レ 7 イ レ イ ン
e',tEαE'peE〝において､自ら湧きあがる衝動的激情を表す語として､ホメロス

以来一貢してたどることができる｡ホメロスの英雄は､仲間が戦いに倒れある
23

いは苦しむのを見て｢嘆く｣､オデッセウスは黄泉の国で仲間に会って｢嘆き｣､
21

また ｢泣く｣｡最高神といえども最展の男が苦しむとき､それを ｢見つつ｣嘆
25 かしこ
く｡プリアモスがアキレウスを陣所に訪ねて､｢されば何とぞ神々を畏 み､ア

26
キレウスよ､この身に不欄をお懸け下さい-｣と嘆願し､そしてアキレウスに
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老いた父親をおもい起こさせたとき､アキレウスの心のうちに父親を痛む愛惜

の念払 JpUo7Sが起こり､二人はさめざめと泣く｡アキレウスは父親のために､

プリアモスは息子のために｡突する声が陣屋に満ちる｡しかしアキレウスは嘆

き(rloloAs)を享受しつくして (!)､悲嘆-の欲求が横隔膜と五体から (!)

抜け出ていくと-･等々｡これがエレオスの自然で激しい力というものである｡
プ ヲ ビ ナ ス

いかにエレオスは白と立ち現れて身体をくまなく捉えることか(7rPα7rE'6es

〔心/横隔膜〕 も肉体的に考えられている)､ここにはその様子が個々の特徴
27

にわたって印象深く描かれており､また悲嘆がつねづね呼び起こす ｢愉悦｣も

際立っている｡ところでエレオスというこの激情は､ホメロスでは人間性にとっ
7*

てもたいへん重みのあることに注目していただきたい｡この詩人が彼の描く勇

者に ｢やさしさ｣を要求するように､勇者とは海と岩から生まれたかのごとく
t9

に ｢無慈悲｣ではいけないのであって､自分より弱い者にたいして心を動かす

ことが､とりわけこの者が降服するのであれば､勇者たる者の一種の義務であ

る｡しかしホメロス世界の ｢倫理｣は､神の命令と習俗と伝承とが人間に負わ
ナユ-モス

せるもののほかは､おおむね衝動の倫理であって､OuFLO'S〔生気/気概/欲求〕
エレエイン

の行う反応と性質によって人間の評価がくだる｡ホメロスのilEETyもそれゆ

えにどこまでも激情と理解されるべきであり､この点についての判断を誤らな
エ レ エ イ ン 丁 イ ナ イ ス タ イ

いでいただきたい｡ホメロスに時折現れるE'lEeFyと αE'6EToeqE 〔恥を知
丁イドース

る/尊重する〕またエレオスとqE'鐘S〔慎み/いたわり深い配慮〕の結びつ
30

きのなかに､この事情をとりわけはっきりと聞きとることができる｡つまりこ

こでは､アイドースがエレオスというエレメンタルな激情に補足的に付け加わ

ることによってはじめて- アイド-スも起源的には ｢ものおじ/畏怖｣とい

う激情に類するものであるが､はや完全に宗教的 ･倫理的な不動の義務になっ

ている- エレオスというあの純然たる激情を倫理的要請の方向に修正してい

るのである｡
エ レ エ イ ン

私たちは､目下の目的のために､i)ECÊリ､エレオスいう概念がたどる単語
31

の歴史全体を追う必要はない｡しかしながら､この観念がのちのちアリストテ

レスにいたるまで遂げる発展に関して､二つのことをはっきりさせておこう｡

ひとつは､この概念がアッテイカでの訴訟審理において占める大きな意味に
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32
ついてである｡それも､裁判官は厳正な法に則って厳格に､あるいはその上さ

らに分け隔てのない怒 りをもって臨むべし､というにとどまらず､｢心を動か

される｣べきであるというポジティブな意味においてのことである｡やがては､

裁判官のなさけ心に- まったくの私情絡みに- 訴えることが､熟練 した弁
33

護手段となり､弁論術は､この手段をたちまちに涙を誘う演説という正真正銘
エ レオ イ

の技術に仕上げたのだったO したがって､ トラシュマコスはi'lEOE､つまり

感動の形態と手段とを論 じて教授 した｡すなわち ｢老齢､貧困､子供およびそ

れに類するものを嘆き悲 しんで裁判官の心を打ち (!)､エレオスを誘わなけ
31

ればならないO｣まったく同様に､アリス トテレスも彼の r弁論術Jにおいて､

感動がもっとも生起しやすい条件を､どのような性状の人々が感動を受けるの

か､どのような対象が感動を生みだすのか､またどのような人々にたいして感

動が向けられるのかに従い研究した｡この場合アリス トテレスは､あきらかに
I(ト ス クレ- ス トン エートス 35

エレオスをひとつの7[&Oos〔激情〕､ただしxp叩 COty如 os 〔善い性質〕に

属するパ トスと見なしている｡さてより重要なのは､もうひとつのことである｡
テユーモス

つまり､おおむねβU〃J∫〔生気/気概/欲求〕の上に立つホメロスの人間像

においては､エレオスにきわめて高いランクがあたえられており､また自然的

なものの上にしっかりと立つデモクリトスの倫理においてもひき続いて､エレ
オ t) ピ ュ レ ス タ イ

オスは Jlo¢L;pEqOαE〔悲嘆すること〕の形において､特に人たるにふさわ
36

しい徳として現れるのだが､このようなエレオスがソクラテス-プラトン的思

考の圏内においては､はっきりと評価を乾められることである｡本来の意味で

の ｢倫理｣がはじめて成立 して､｢自由｣な人間が､｢立派｣で ｢自分自身だけ
37

でこと足りる｣ものとして､とりわけ ｢理性的部分｣のうえに基礎づけられる

ここ､この思考の圏内においては､衝動の世界全体ともども悲嘆と感動の衝動

もまた､分別をもって行動する克己的な人間を打ち立てるためにはなはだ望ま

しからぬパ トスと見なされたのである.だからソクラテスは､法廷でわが身を
3S

弁護するために､妻子を使って裁判官のまえに愁嘆場を演 じさせることを拒否

する｡臨終に際して､ひとは悲しみ嘆 くべきでないので､彼は獄内にいる女た
39

ちを遠ざける｡だからパイドンは､師の臨終に際して不思議なことにエレオス

が彼を襲わなかった､と述べているのである.またそれゆえにプラトンは､
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- これについてはのちに詳述することになるが- 悲劇の場合とおなじよう
オアユルモ イ オイ ク トイ トレー /イ エ レオ イ

に､JSup〃oi〔悲嘆〕､oE'斤TOE〔愁嘆〕､Cp有川 E〔働笑〕とE'lEO'〔悲嘆

/いたましき〕を人々に典型的な形で努常させて､まさにそのことによって涙
10

もろく益体 もなくさせてしまう詩歌の類を､彼の国家から追放するのである｡
ll

アリス トテレス自身が､プラトンやその他の初期ギリシアの世界全体がそうし

たのとおなじように､エレオスをひとつのパ トス､つまり激情と呼んでいるこ

とについてはすでに触れた｡もっともアリス トテレスがエレオスを｢善い性質｣

に属するパ トスと呼ぶ場合､彼は彼の流儀に従って､この敵情に関してもプラ

トンの倫理的T)ゴ.)ズムから､ふたたび自然な人間的評価の方向に戻っている｡

要するに､正 しい人は心を動かされうるべきであり､非情であったり､苦難に

たいして無感覚であってはいけないのである｡それにもかかわらずアリス トテ
･1.i-べ-

レスにとってエレオスは､全体 としてはス占叩 〔苦痛〕一一 ｢乱れ/障 り｣､
12

｢胸苦 しい感情の襲来｣- である｡r弁論術Jのなかのエレオスを論 じる箇

所の冒頭であたえている定義においても､それは､破壊的なもしくは痛ましい

悪が､これを不釣 り合いに被る人に現れるのを目にしてひき起こされる (｢そ

んな日に遭うことのふさわしくない人が蒙る破滅的な､あるいは苦痛な､誰の

日にも明らかな悪に基づく｣)｢苦痛｣である｡アリス トテレスはすこしうしろ
43 I)ユ-ベーラ オ ア ユ ネ ー ラ カ イ

の箇所で､ ()U7叩Pa'〔苦痛をもたらす もの〕に類似の)d∂U叩Pふ xLrEt
プ タ ル テ ヤ カ

¢OapTE応i 〔苦痛をあたえる破壊的なもの〕とは､｢死｣､｢肉体を虐げること｣､

｢虐待｣､｢老い｣､｢痛い｣､｢食物の不足｣､｢友のないこと｣､｢友のす くないこ

と｣(とりわけ血縁の者や友人から引き裂かれている場合)､｢醜さ｣､｢弱き｣

と ｢不具｣- つまり生存を損なうありとある悪のことであると詳細に示 して
カ コ ン プ タ ル テ イ コン

いる.情動をひき起こす原因である応αだ∂レ卵apTEKby 〔破壊的な悪〕は､

ある人にあるいはその人の身近の者に､それも近い将来においてふりかかるこ

とを､その人自身も予期できる性質のものでなければならない (｢それはまた

自分自身なり自分に属する者の誰かなりが蒙ることの予期されうるもので､し

かもそれが 〔自分たちの〕近 くにあるように見えるときのもの｣)｡ -林メロ

ス以降悲嘆と感動のなかに真に内在していた考えが､ここにそのまま定義の姿

を得ている｡
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それゆえアリストテレスによると､三つの要素がエレオスの構造を成 してい

ることになる｡ひとつは､破壊的で苦痛をあたえる悪が､他の人に現にふりか

かっていること｡次に､これに応 じて現れる自分の側の危機意識｡自分も悪に

見舞われたかの人とおなじ境遇におり､危樺は間近に迫っている､ということ
丁 ナ タ シ オ ス

がこの意識の前提を成 している.三つ目は､この他人が､悪をiy&fEOS 〔ふ

さわしくないもの〕として被っていることである｡アリス トテレスは､r弁論術J
▲1

におけるエレオスの定義ばかりでなく､r詩学Jにおいてもはっきりと､この

最後の要素をエレオスの特徴づけのために提出している｡そしてこの第三の要

素によって､エレオスは､人道的な普遍的感覚としての私たちの憐れみや端的
T ナ ク シ寸 ス

な共感から､画然と区別される.というのは､&L,ifEos 〔ふさわしくないも

の〕は､苦しむ者が当然の報いを受けているのか､それとも不相応な報いなの

か､ということに従って倫理的に評価することを意味するばかりでなく､ひと

りの人間の客観的境遇と､その人にふりかかる苦牡との間のあのアンバランス

をも意味するからである｡ -たとえば今日でも ｢まさか､よりによってこの

ように立派で有能な若者が､かくも惨めに死なざるをえなかったとは !｣と心

を打たれて言うであろうように｡これは､直ちにわかるように､ただただ悲嘆

と感動のことばであって､あのアンバランスのことは少しも問わずに､同胞や

共なる被造物を見舞う苦 しみばかりを問う憐れみのことばでは絶対にない｡

私たちは､エレオスの訳語である くMitleid憐れみ)を､少なくともアリス

トテレスの悲劇の定義にたいしては排除するにしくはないと考えるのだが､以

上のことから､これがたんに特殊用語の問題につきるものではないことを認め

ていただけると思う｡｢ことばのひとつひとつに､生まれ来たった起源のひび

さが残る｣とは､ゲーテの rファウス トJのなかの言葉であるが､実際､私た

ちの くMitleid)にひそむキリス ト教的で人道的 ･博愛的な起源の余韻は､あ

の悲劇の定義全体の解釈をも間違った音色に合わせてしまうOアリス トテレス

のエレオスを扱うときに､人間の自然的本性に内在する素朴でエレメンタルな

激情そのものをはっきりと視野 (そしてまた感情)に持 しているのか､それと

も くMitleid)と口にすると､高貴高遇にして宗教的人道的に普遍な義務の観

念が- 意識するとしないとにかかわらず- 私たちのうちに立ちあがってく
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るのか､この相違はその後の事柄に大きな差異を帰結する｡くMitleid)という

語によって､私たちははやくも倫理的 ･道徳的な領域に足を踏み入れているの

であって､このことによって長い間の懸案､つまり悲劇の道徳的な ｢最終日的｣

に関することと､カタルシスは ｢浄化｣や ｢排出｣として､倫理的意味をもつ

のかもたないのかということに関する決着とはとりわけて､かならずLも事前

に決定づけられるのではないまでも､ハンディを背負うことになる｡

確かに､エレオスの場合もポボスの場合とおなじように､ギリシア的観念を

ぴったり射当てるドイツ語にうまく訳出できそうにない､という事情がある｡

エレオスの方も､それが用いられる意味の様相に応じてそのつど､激しい ｢悲

嘆｣と痛く ｢心を打たれること｣から単なる ｢感動｣にいたるまで､幾段にも

分かたれるその激しさと明らかさの階梯の上をうごくのである｡エレオスが､
シュングノー}- 45 ビ ヲ ン ト ロ ー ピ 716
ourrリ(ん叩 〔寛大さ〕(大目にみること)あるいはQEjαyOpw7日'q〔人間愛〕

エレエ-千-ン17
とならんで現れる場合､なかんずく形容詞形のilE毎 Wリで は､特にこの最

後の単なる感動の意味において用いられる｡しかし他方エレオスは､すでに引
オイ 1 トス オイクテイルモス4& オアユルモス J オ ス ペ ン ト ス

用 したように､oTだrOS､OZKTEPJLds､86upFLO'S､γ00S､7cc'veos､
′

タク リュエイ ン 寸 t)ビ 1 t'ス ケ イ

8αxpbEEリ､b}0両pEOeαE (嘆き､悲しみなどを意味する語一訳者)等々

と頻繁に結びつくが､この結びつきによって､この語が､アキレウスのエレオ

スを叙するホメロスの描写にたいへん特徴的である､魂と身体を捕捉する分割

できないエレメンタルな激情というあの包括的意味を､のちのちの時代にいた

るまでいかに色濃 く保持 しているか､ということが証される｡エレオスは､

くJammer悲嘆/いたましき)､くErgriffenheit心を打たれること/感動)と訳
19

せようし､また くRohrung感動/情動)とも訳せよう.これらいずれの場合も､
50

この語本来の意味の領域からはずれることはないであろう｡

エレオスとポボスの狭義の語義を論 じおわるにあたって､ここでヴィラモ

ヴイッツに栄誉があたえられてしかるべきであろう｡この二つの単語の本義を

確かな本能をもって捉えたのは､ヴィラモヴイッツその人であったからだ｡た

だし彼みずからはそれを利用することなく､また今日にいたるまで､あまり知
Sl

られていないのではあるが｡彼は次のように述べている｡ ｢ギリシア語の言葉

の値うちの分かる者には､Furcht〔恐れ〕とMitleid〔憐れみ〕ではアリストテ
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レスの意図するところが伝わってこない､と確信できる｡Mitleidは､あるい

はどうにか伝わるかもしれないが (?)､しかし充分ではない｡私たちは､私

たちが問題にしている感情をRtlhrung〔感動/情動〕と呼んだほうが適切であ

ろう｡Furchtはまったくの間違いだ｡レッシングの言があるにせよ､Schrek-

ken〔驚怖/驚博〕がより適切に語義に対応する｡なぜならば､ポボスはひと

つのダイモーンであって､敵を戦懐によって萎えさせんがために楯に描 くゴル

∫-ンの頭に相当するからである-事実アリストテレスその人も一度､私たち

は戦懐を感 じる (1453b)､と言っている｡それゆえ悲劇は､こういう激情を

観客にひき起こす-｣

4

私たちはここでいったん手を休めてくりかえせば､アリストテレスは､悲劇

の効果をまず第-に､悲劇が観客に戦傑 (驚怖)と悲畷 (感動)というエレメ

ンタルな感情を喚起する点に見ている｡しかしながら定義のこの部分は､その

かぎりではなんら新規なものを提出しておらず､アリストテレスは､しばしば
ド ク サ

民衆の意見､66Eqに依拠するが､ここでもこれによってさしあたり昔からの

民衆の間の定義 をひき継いでいるにすぎない｡悲劇 とは､｢恐ろしいこと
ポ ペ ? エ レ エ イ ナ

(Qoβep&)といたましいこと (ilfeEyi)の模倣 (あるいは組み立て)｣

である､という単純な形をもっていたと推定さjtるこの定義は､プラトンを越
52

えてすくなくとも5世紀のソフィストたちの時代にまで遡ることができる｡吟

遊詩人イオンにとって､彼の吟唱する叙事詩が作用する仕方は (叙事詩と悲劇

とをア1)ストテレスは r詩学Jにおいて､主要な事柄の範囲で同等に扱ってい
ポベロン エ-

る)､｢いたましいこと｣が吟唱する詩人の日を涙で満たし､QoPEP∂Vぢ
デ イ ノ ン
8ElyO'y 〔恐ろしいことあるいは怖いこと〕が詩人の心をわななかせ､頭髪を

プ リ ケ -
逆立てること (如 E'G7 減 便〕)である､とプラトンに見える.イオンは､

吟唱する舞台の上から､これに対応しそのつどの吟唱の調べに従い､聴衆がいっ
53

せいに嘆きもすれば､｢恐ろしげな目つきにもなる｣ことを認めている｡プラ

トンがさらに r国家J第三巻において､大方の詩歌を市民の教育から遠ざけて

おこうとする場合､厳粛な詩歌のうちでまず第一に｢怖いことと恐ろしいこと｣
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の ｢類｣に取 り組み､ついで ｢悲嘆｣､｢愁嘆｣および ｢働笑｣によって描写さ
51

れる別の ｢類｣に移るのである｡ り†イドロスJにおいてはもっとはっきり述
オイクトラース

べられているO嘆きに満ちた (oE'NTPis)と同時に恐れを呼び威嚇的でもあ
ポ ベ ラ ー ス

る台詞 (QoPep&S)を制作することにかけては熟達の士でもあろう誰かある

人が､ソポクレスとエウリピアスのもとにやって来て､悲劇の創作を教授 しま

しよう､と申し出るとするならば､二人はこの男を笑いとばして､悲劇とは､

｢そういったせりふを相互の関係においても全体の関係においても､ぴったり
55

適合するように構成し組み立てたもの｣以外のなにものでもない､と言うであ

ろう｡この表現の背後には､｢恐ろしいことといたましいことの組み立て｣と

いうあの定義が､はっきり覗いているように思える｡この定義は､ついにアリ

ス トテレスその人においてもう一度､紛うかたなくはっきり現れる｡すなわち､

｢悲劇に於ける再現の対象は､単に完結した行為ばかりでなく､恐ろしいこと
ポ ペ ヲ エ レ エ イ ナ

(QoJgEP&)といたましいこと (e'jEEELJ&)を誘う出来事でもなければなら
56

ないが-｣Oさてここに､ゴルギアスの rヘレネ-Jにおけるかの有名なロゴ

ス賛美が加わる｡ロゴスは､｢偉大な有力者｣として､｢恐怖を止めさせ､苦痛

を取,b除き､快楽を作 り出し､エレオスを増さしめる｣力を持つとされるが､

ひき続きすこしうしろで､詩歌について次のように言われる｡詩歌に耳を傾け
プ リケ - ペ リ ポ ポ ス

る者には､驚価にとりまかれた戦懐 (如 ('叩 7TePE'QoPos)と涙に満ちた悲
エ レオ ス ポ リ 1 タ′タ リ ュ ス パ ト ス

咲(g]EOS 7m]J6qkPUS)､ ま た 悲 嘆 を切 望 す る気 持 (7Tioos
tZt=ペ ン ナ- ス

QElo7rEJ/07'S)とが湧き出るOかくして開く者の魂は､ことばの力によって､

他人と他人の出来事が順境と逆境に浮沈するときどきに､わが身に (その順境
57

と逆境とを)被ることを経験する｡ゴルギアスのこの重要な箇所は､ポボスが

戦懐に近 く､エレオスが藻花の涙と悲嘆に近いことをあらためて力強く証拠だ

てるにとどまるものではない｡この箇所は､誇張したソフィスト的修辞に閉ざ

されてはいても､核心において､プラトンとアリストテレスにも前提されるあ

の昔からの悲劇の定義､｢恐ろしいことといたましいことの模倣 (組み立て)｣

を含んでいる｡これがゴルギアスその人に由来する定義であるにせよ､あるい

は彼の周辺からのものであるにせよ｡

さて､分かりやすく簡潔で具体的になったこの定義は､アイスキュロス､ソ
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ポクレス､エウリピアスの生きた悲劇が､民衆を前にしての悲劇の競演におい

て勝利をさらおうとする場合に､アッテイカの観衆にたいして目覚ましい効果

をあげるために行ったこと､また行わなければならなかったことにぴったり適

合する｡そこで､伝承された悲劇作品をつぶさに調べるならば､まさしくあの

｢恐ろしいこと｣と ｢いたましいこと｣が､相前後してきれいに分かたれたり､

また情緒の曲線が巧みに誘導される場合には､交互に入れ代わりあるいは絡み

合うその様子が､三人の悲劇作家のス トーリーによってなんの苦もなく見えて

くる｡たとえば､アリス トテレスが代表的モデルとしてくりかえし援用する『オ

イディプス王Jでは､導入部の ｢感動的なJ保護嘆願ののち､第-の主要部に

おいて､はじめにポボスが喚起されて高まり､ついに大詰めの大々的なパ トス

の場が深い悲嘆に向かって収蝕する｡その筆致は､実に明快である｡おなじく､

rアイアースム rアンティゴネ-J､rトラキアの女たちJについても､驚怖と

悲嘆が､配置だけは異なるものの､ス トーリーの運びを決めている｡他方､ソ

ポクレスの後期の作品､なかでも rエレクトラJと rピロクテテスJは､主に

感動を狙って構成されている｡エウリピデスの rメディアJでは､ポボスとエ

レオスは､子殺しの行為をまえにして語るメディアの長いモノローグのなかに

組み込まれている｡rヘラクレスJでは､ポボスが狂乱の場面とともに突然に

始まり､ ドラマの大詰めにおいてエレオスに広 く場を譲る｡エレオスを狙って

構成されるあの大々的なパ トスの場面は､悲劇の大詰めにやって来るのが自然

の流れであるが､rヒッポリエトスJ もそのような場両で終わっている｡エウ

リビデスは､晩年になるととりわけて､ポボスとエレオスの配合を長びかせて

おいたり､双方の情緒をすばやく交替させるやり方を､効果の特に著 しいもの

として愛好したように思える.rトロイアの女たちJと rフェニキアの女たち』

が､その証左 となろうOそれにひきかえ､F)†ッコスの信女Jにおいてはふた

たび､迫り来る災厄にたいする軌陳が先行 して長い上昇線を描き､大詰めでは

エレオスが圧倒的に勝る｡悲劇作品を支配する､このポボスとエレオスに従う

情緒の曲線を広範た馴二わたって描 き出すことは､必ずや労苦に値するであろ
58

う｡ここでは､次のことに限って付言 しておきたい｡つまり､ポボスとエレオ

スの内容､強度､描写形式は､アイスキュロスからソポクレス､エウリピデス
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にいたる悲劇の発展のなかで､それと指摘できる変遷を遂げているということ

である｡アイスキュロスの場合､とくにコロスは､いまだ驚怖と悲嘆をきわめ

て原初的情熱的に噴出させる道具にとどまっており､驚価はコロスから発動し､

なおまったくダイモーン的と呼ばれてしかるべき威力を備えて､いわば雰囲気

を醜 しながら対話の長い道程のうえに広がっている｡それにたいしてソポクレ

スでは､とりわけ劇的な出来事がひとつの場となって､そこから驚価と悲嘆と

が､コロスによって呼び起こされる情緒に充分はどよく均衡を保ちつつ､高まっ
59

ていく.エウリビデスについてはすでにアリストテレスが､彼はストーリーの

運びを必ずしも上手にまとめてはいないけれども ｢もっとも悲劇的な詩人｣で
60

ある､と述べている｡アリストテレスがこれによって念頭に置いていたのは､

この三人の大悲劇作家のうちの第三の者が､晩年になるととりわけて､純粋に

身体的でエレメンタルな激情を喚起することにもっとも精力的に努めていた､

という事実である｡またアリス トテレスは､この表現を採ることによって､彼

の悲劇的なものの概念が､いかに強固に戦懐と悲嘆というほかでもないあの二
61

つのエレメンタルな効果に基づくものであるかを証明している｡

セネカにおける恐ろしく不気味なもの､また悲惨なものについても､今日ふ

たたびおもい起こすことが許されよう｡ ドイツにおいても､セネカのけっして

｢修辞的｣にのみ終わることのない病跡学と少なからず重要な構成技術につい
62

てさえ､今やより正当な再評価を受ける道が拓かれたのであるから｡セネカに

おける恐ろしいものは､彼の時代の性格に見合って､強勢と誇張という特徴を

もち､それは､｢恐ろしいこと｣と ｢いたましいこと｣は出来事そのものから

生まれる効果でなければならない､とするアリストテレスの要請を守らずに､

ことばと形象の手段を用いて､ときに充分に不気味であるばかりでなく､不気

味を越えて身の気のよだつものとなる｡これはこれで真実ではある｡とは言え､

しかしながらこの恐ろしいものは､実際古代の真正な存在基盤に由来するもの
63

なのであって､そこからセネカただひとり､近代ヨーロッパにたいして悲劇的

なものの仲介者になることができたのだった｡

セネカの影響下に立つヨーロッパのルネサンス演劇と､あるいはセネカの特

徴を過度に推し進めているかに思える､マ一口ウ､キッド､ピール､ウエブス
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タ-そしてついにシェイクスピアにいたるエリザベス朝演劇のこともおもい起61
こす必要があろう｡シェイクスピアはすでに rリチャード三世Jと rジュリア

ス ･シーザーJにおいて､しかしなかんずく1600年の前後およびその後の悲劇

の大作時代では､rハムレットJ､rリア王J､rオセロJ､rマクベス｣において､

驚怖と悲嘆の効果の曲線に大きな､かつ同時に精神的に醇化 したヴァリエー

ションをあたえる大家として吃立する｡シェイクスピアは､そしてシェイクス

ピアのみ､このことによってルネサンス演劇とセネカを越えて､ギリシア悲劇

の高みと尊厳に到達する｡人間をエレメンタルな深みの底において捉えるこの

効果によって､健全直裁の悲劇性､とりわけ宮廷世界あるいは市民世界に限定

されることなく､アッテイカのものやさらにはエリザベス朝のもののように､
65

民衆のさまざまな層に向かうたぐいの悲劇性が訴えかけてくるのである｡だか
66

らこそハムレットは､有名な箇所において､ ｢舞台を涙に滴らせて､大方の耳

を恐ろしいせりふで震えあがらせること_Jを願うのであるOいかなる美学理論

によっても歪められていない素朴なひとは､今日なお悲劇をそのように体験す

る｡彼は､劇場から出ると私たちに言うであろう｡｢恐ろしいほど美事な｣も

のでした (彼はこのことばによって､それと知らずに､美の深い根底であるあ

の恐ろしいものを指し示しているのである)､背筋を氷のように冷たいものが

走り､鳥肌が立ち､そしてハンカチの乾く間もありませんでした､と｡鳥肌と

ぐしょぐしょのハンカチという､このみずみずと感受された二つのものこそ､

事実あの古い方の悲劇の定義が ｢恐ろしいこと｣と ｢いたましいこと｣によっ

て目論んでいたものに､ほほ匹敵するのである｡アリストテレスは､この古い

定義を彼の技術論にひき継いだのだが､そこでは､効果的で成功をおさめる悲

劇はいかに創作されるべきかの問題に､技術論としての充分な配慮を怠ってい

ない｡ただしアリストテレスは､この定義に本質的な変更を加える｡彼は､似

通ってはいても別の領域から､カタルシス､つまり ｢浄化｣という概念を彼の

｢本質の規定｣に導入することによって､この定義を変更するのである｡
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注

(訳注】本稿はWolfgangSchadewaldt‥FURCIiTUNDMITLEID?ZurDeutung

desAristotelischenTragbdiensatzes".･･6L'ile'oukαE¢0'βou7repqE'vou-
ヽ

oa T77y T丘ル TOEObr(uリ 7rα07/(iTWレ kieapけEy:̀Aristoteles,Poetik6,

1449b26("HellasundHesperien㍗GesammelteSchriftemzurAntikeundzur

neuenLiteraturinzweiBanden:ArtemisVerlag,ZurichundStuttgart,19606)

1970.S,194-236所収)の全訳であるが､今回はそのうちの第三節と第四節､お

よびそれらの箇所の注を訳出した｡この間節は､本誌前号に掲載の序の部分､

第一節､第二節 (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､序の部分で本稿が ｢ポボス (Qo'POS) とエレオス (glEOS)

という二つの概念のも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､第一節ではポボスは単なるFurcht恐れというよりもSchauder〔戟

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

とを論 じている｡

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
パ トス カタルンス

こす ところの経過を介 して､この種の-聯の行為における苦牡の 浄化 を果た

そうとするところのものである｣(r詩学J,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｣(r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)0
.=t上

｢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｣(r詩学』､世界の名著8 中央公論社 昭和54年 藤沢令夫訳)0

23.Ilias5,561.610;17,346.352;15,44.
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24.Odysseell,55.395.

25.Ilias15,12;16,431;24,332.

26.Ilias24,503LL.

27.Ilias23,10.98.Odyssee4,102;ll,212;19,213.251.-MaxPohlenz,Die

AnfangedergriechischenPoetik,NGG1920,168を､エウリピデスの啓発的

な二つの断片､つまり､断片563と573N 〔KleineSchriften.Hildesheim1965,

Ⅲ,4361472中に複写翻刻〕の指 摘と共に参照.

28･FranzDirlmeier,KiOqpTES 7rα0叩 iTWリ, Hermes75,1940,85Anm.2

も同様で正 しい｡

29.Ilias 16,33ff.

30.Ilias21,74;22.82.123;24,207.503.そして､ホメロスがglEOSという

名詞形を用いている唯一の箇所､24,44｢アキレウスはエレオスをなくして
つつ

おり､また慶 しみも彼にはないのです (as'AxllEbsg)EOリFEきL/&7rd')-

EOEV,OU∂io;aE'∂dsrE'rvETaE)｣においてもO詳細は､CarlEduard

vonErffa.AidosundverwandteBegrlffeinihrerEntwicklumgYonHomerbis

Demokrit.Philologus.Suppl.30.28,Leipzig1937を参照.ただし彼は､i')-

EOS,i)EETレ を単に一般的に｢憐れみ｣としてとらえている｡- rオデュッ

セイア-1に二度現われている E')E7TJs 〔Liddell&Scott.Greek-English

Lexiconによれば､この語はEp.andIon.=gjEOS一訳者〕は､明らかに ｢憐

れみ｣とは全 く掛け離れている｡ijE77TJsは b'7TES 〔仕置き〕(Od.14,82)

および i7rEloxEOES 〔障 り〕(17,451f.)と並んで用いられており､事物に関

連して ｢大事にすること｣といった意味である｡つまり､求婚者たちは他人

の財産を浪費しており､財産は彼 らの ｢心を動かさ｣ない｡

31.ヘ レニズ ム に至 まで の憐 れみ (Mltleid)の歴 史 の概 要 は､Hendrik

Bolkestein,WohltatigkeitundArmenpflegeim vorchristliehenAltertum.

Utrecht1939,14ff.参照およびまた 112ff.参照｡この論述は､著作の意図

に応じて､ただ全 く憐れみのありようを念頭においているのであり､特徴的

な観念に迫ろうとしているのではない｡周知のようにストア学派では憐れみ

の評価は低いが､ここでその点を詳細に見る必要はないOこれに関しては､
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なによ りもまず G.∫.tenVeldhuys,Demisericordiaeetclementiaeapud

Senecamusuatqueratione,Groningen1935参照｡同様に､MaxPohlenz.Die

Stoa,Cottingen1948,152,310およびその他｡-Bolkesteinの著作を指摘 し

てくれたのは､友人の JosephVogtである0

32.次の著作 を参照｡RudolfHirzel,Themis,DikeundVerwandtes,Leipzig

1907,272L.;RobertJ.Bonner.LawyersandLitigantsinAncientAthens,

Chicago1927,78;FriedrichSolmsen,Antiphonstudien.Berlin1931,61ff.-

E'ACOSに反対する掛 ､は裁判の領域 においても見 られるが､Lykurg150,

HypereidesFr.209Sauppe:Hirzel.a.0.417.参照｡

33.ileeEyOlorE'αE 〔あわれを誘う話 し方/感傷的話法〕,platon,Phaid-

ros272a.

34.Diels,Vorsokratiker78B,Fragment6.

35.RlletOrik2.9,1386b12 ｢そしてこれらの感情 (いたましく思 うことと憤

ること)は両方とも善い性格に属 している｡というのは不当に不幸である人

たちには苦を共にしいたましく思わなければならないが､しかし不当に幸福

である人たちには憤 らなければならないからである (kαEtGLL¢W(e'leETu

と,ノEFLEOay)T& Tr&07b'eousxpqoTOÛ.8E?rip E'7rEt/LElリ TOTs

iyqfE'Q)S 7rP&TTOUOEXαkaSOUレ&XOeoOα= αlilEEFリ,TOTsSET

EU''〃EPEo釦 .)｣

36.Demokrit.FragmentlO7a(Diels).Fragment255 (oE'応rE'pEEJ/)も参照0

37.Platon,Staat3,387d.

38.8'leEyd 6pdJLqTa〔哀れっぽい芝居〕,Apologie35b.

39.Platon.Phaidon58e.ソクラテスは泣 く友人たちにKaPTEPE'α 〔忍耐〕を

強 く勧告 しているが (117de)､その際女たちを遠ざけたということ (116b)

を引き合いに出している｡

40.Staat3,387d;10,604d.-i′lEOE606C.

41.人はとうの昔に時代遅れとなった主張､つまりアテナイ人は- 前五世紀

に !- '′ElEOSの祭壇をもっており､ したがって ｢憐れみを袖にまで高め

た｣のであるという主張にいぜんとして出あう｡それはたとえば､最近では
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RudolfSchottlaender,EineFesselderTragOdiendeutung,Hermes81,1953,

26.しかし､このエレオスの祭壇は､紀元前二世紀の後半よりも以前にあっ

たという証言はない (最 も早い証言は KarneadesbeiSextusEmpiricus,

adv.math.9,1870次いで Diodor13,22;Pausanias1,17,1;Apollodor,

bibl.3,7.1と 2,8,1)｡つ い で な が ら､ す で に Ulrich von

Wilamowitz-Moellendorff.AusKydathen,PhilologischeUntersuchungen1,

Berlin1880,201f.およびDerGlaubederHellenen,I,Berlin1931,329が正

しく次のように述べている｡つまり､ベイシス トラトスはアゴラに十二神の

祭壇を設け､それを駆け込み寺として承認していたが､大衆はそれをe'liou

βwFLds ｢ェレオスの祭壇｣と呼んでおり､だいぶ後になってようやくそ

こから〝EIEOUの祭式が起こったのである. Timokles,Fragmente31Rock

｢死者にはエレオスが正当な神､他方生者には (機を窺う､Mein.版)最も

不敬な妬み (TotsFL～リ TEeリEaqEリ gleos i7日HKか Oe6S/Tors

(aoES'l'TEPOZ/(g如 SposMein.)iL'OqEdTαTOS卯 ん os)｣は､と

りわけペシミスティックでアイロニカルな調子をもち､glEOSの祭祀的崇

拝を証拠だてるとは言い難 く､それはEuripides,Helene560がrErJ,dor方EW

¢llous 〔愛する者を知ること〕を祭祀的に崇拝することの証拠にならな

いのと同様である｡Dittenberger,SyllogehscriptionumGraecarumII1,1149

で述べられているエビダウロスのPaJLL∂S'E)E'ou 〔エレオスの祭壇〕は帝

政期のものである｡問題全体に関 しては､現在では､R.E.Wycherley,

TheAltarofEleos,ClassicalQuarterly4,1954,143-150｡お よび Eleos

GottinderKaiserzeit:MartinP.Nilsson,CeschichtedergriechischenReli-

gionII.Monchen1950,321. 〔21961､337.〕 さ らに WaltherJudeich,

TopographieYonAthen,Mnnchen21931,356f.;Waser,RE5,1905,2320 0

42.Rhetorik2,8,1385b13.

43.Rhetorik2.8,1386a7.

44.Poetik13.1453a4.

45.Aristoteles,NikomachischeEthik3.1,1109b32:Demosthenes22.57.S.

200Ann.18参照｡
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46.たとえば､その著HeplipETaJ/ Hal KaKE∂J/5,1250b33では､｢そし

て席揚に付随するものは､性格の柔軟と従順､人間愛 (親切､慈善的性向)､

および心を動かしやすいこと-･である (&mloueeTSgT5ilEUeEp-
′ /

EOTqT,rOÛ卵 uusbγpoT75 にαJEL;αra･rE'α Kal¢E)LWePQHrE'a

斤qEtTOE'̀リα,i}叩 'Xdv-･)｣と述べられているが､その際､感動とい

うg)EOSの性格にとっては､Jrp∂r7S ｢湿 り気/柔軟｣との結びつきがと

りわけ特徴的である｡

47.たとえば､Odyssee5,191では､カリュプソ-は自分が胸の中に鉄のeuLL6S

〔心〕を持っているのではなく､｢感動しうる｣心を持っていると述べている｡

イメージはoE84pEOS 〔鉄の〕との対比によって一種の柔和さとして規定

されており､何か くMit-Leiden共に-苦しむこと)といったことが､関連

しているのではないo E}e毎 LVレ についてはその他 にた とえば､

DemostlleneS21,101.においても｡

48.l'lEOSとoE'んTEPJL6Sが非常に近いものであるということ､またしたがっ

てl'lEOSが嘆きと悲 しみの意味領域に属するものであるということは､

Epicharm,Fragment34(Diels)とPindar,Pythien1,85を比較することによっ

て､きわめて明瞭に読み取れる｡ビンダロスとエビカルモスの両者において､

同じ古い格言である ｢嘆かれるよりも､むしろうらやまれる｣が見られるが､

その際ピンダロスにおいてはoE'KIT'P〝6Sが､またエビカルモスにおいては

りEETリが用いられているのであるO- さらに次の示唆に富む箇所も指摘し

ておこうOつまり､Aristoteles,Rhetorik2.13,1390a19では､老人たちは

･･-･･弱きのゆえに感動しがち (i)E7TEW E')であり､彼らはあらゆること

が自分達の身にふりかかり､それが間近に迫っていると考えるが､｢そのこ

とが哀れを催させることであった (定義上)｡そこから､彼らは嘆きやすい

のである(roûTO3'芽レ i}叩 T Eにdy･BCEレdSupT'm E'CE'oEU).｣お

よび､Tierkunde608b8では､女は男より ｢心を動かしやすく涙もろい (il-

叩〟0リE'oTEPOVXαltipE'6αkPU〃∂)lov)｣､女性は容易に心を動かし､

容易に涙を流す｡また､Physiogl101nik808a33では､色艶がよく､色白で､

輝 く日等々のタイプの人は､感動しがち (ilE77'FLOJ/ES)であり､｢そして
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いつも涙を流 している (xαi&Ef∂αKPbouoE)｣｡そして最後に､｢知者

と帳病者 (!)と謹直な者は心を動かしやすい (il巧 〃wJ,∂00¢bs xαi

∂ellbs (!)Kαl kdofLEOS )｣ (808bl) という風変 りな結合を､人は

どのようにしてMitleid〔憐れみ〕と一緒にすることを望めようか｡

49.WilhelmEggerking,DeGraecaal~tistragicaedoctrina,imprimisdeaffectト

bustragicis,Diss.Berlin1912,31は､アリストテレスのE'lEOSをこれまで

正 し く (Ruhrung感 動 / 情 動) と して と ら え て い るo Karl-Heinz

Volkmann-Schluck, Die Lehre von der Katharsis in der Poetik des

Aristoteles,in:VariaVariorum.FestgabeftlrKarlReinhardt,Munster-K61n

1952,105は､くJammer悲嘆) としてとらえてはいるが､しかしその際それ

以上に くMitleld)に固執 している｡

50.ilEETリ,E'lEOS のその後の歴史について簡単に注記 しておこうOこの

語もまた､oup7ricrxEW と同様に廃れることなく生 き続け我々の言葉にま

で至っている｡この語は､大部分が古いラテン語ですでに翻訳語である

lniseror,commiseror,miseresco,misericors,misericordia,commiseratio喜

経由し､次いで古高 ドイツ語 と中高 ドイツ語における直訳借用語 armherzi､

また中高 ドイツ語の barmen,barmecheit.barmheit,barmherze,barmherzec,

erbarmen,erbarmherze,-herzec,-herzeclich,erbarmherzekeit,erbarmunge,

erbarme.erbermde,erbermnisseおよび mitebarmen(commiseratio)を経由し

て､現代語に erbarmen.barmherzlg,Barlnherzigkeitの形をとって現われる

(ErnouトMeillet∵1951,Walde-IIIofmann.31954,の見出し語 maereoの項を参

照O また､MatthiasLexer,MittelhochdeutschesWorterbuch,251949,10,43,

142参照)｡このような変遷に際 してその語義が本質的な変更を受けたため

に､(Erbarmen慈悲)､くBarmherzigkeit慈善)等々の語において､我々は今

では､感動 という激情よりもむしろ貧 しい 者や弱い者にたいしてすすんで

行なう助力､もしくはそうするための心の用意という意味を認めるように

なったのである｡Erbarmenはこの意味において､固有の権利をもって､純

然たる心情 と感情 とが優勢 を占める我々の (Mitleld) と併存する (pity,

pieta,r)itieが compassion.compassione,compassionと併存するのと同様であ
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る)｡この変化はとりわけヘブライ語のhesedに影響された結果である｡70人

訳ギリシア語旧約聖書は､このヘブライ語をglEOS(まれに∂【xLrE00ん7)

をもって訳しており､また新約聖書の E')EeTzJと名詞TJgleosの背後に

あるのもおおよそこの語である｡ところで､besedは､(KittelschesTheolo-

gischesWOrterbuchzum NT,Band2,Stuttgart1935,474ff.における Rudolf

Bultmannのその項目のす ぐれた説明によると)まず第-に ｢親族､友人､

客と主人､盟友等々の間の信義関係に由来する助力の行為｣であった｡次い

で､すでに旧約聖書において､｢助力の行為｣､｢愛顧｣､｢恩恵｣､人間にたい

して示される ｢神の好意と愛｣となり､引き続いて新約聖春においても ｢積

極的になされる神の恩寵｣というこの意味を保持する｡そのため新約空曹に

おいては､glEOS7rOEeTv ､}αpPん = リ ,ebpe?y 〔il)EOSを行なう､

受け取る､見出す〕等のそれ自体としては非ギリシア的な結合が可能になる

(Bultmannの当該箇所)0 misericordiaもまた初期の教父たちにおいては､

神がいつも積極的に示す好意という宗教的な意味をもつが (H.Petreの好論

文､ Misericordia. Histoire du not et de 1.id6e du paganisme au

christianisme,RevuedesEtudesLatines12,1934,376-389が示 しているよう

に)､この意味とならんで､やがて広範囲に広まり､(Erbarmen)の形で生

き続けて我々にまで至っている意味､つまり､とりわけ弱い者と貧しい者に

たいしてすすんで行なう兄弟愛という意味を合わせもつ｡ところで後者の意

味は (e'lEqPOOd叩 からの)ヨーロッパ的な借用語 (Almosen施し物)に

おいてよりリアルに具体化される.一以上のことによって､呈′lEOSのもつ

純然たる激情 としての根本的な意味が､この語の後喬たる ドイツ語の

くErbarmen)において隠蔽されている度合いは､ou/L7ric'xEEレの根本的な

意味が我々の くMitleid)において隠 蔽されている以上に強固であるという

事情が十分に認識されようOこれが;I)EOSの観念をおおよそ正 しく翻訳す

るために､くJammer悲嘆/いたましき)と くRtlhrung感動/情動)のよう

な系統のまったく異なる言い換えを採らざるをえない歴史的な理由である｡

51.GriechischeTragodien,Band14,Berlin1923,61f.

52.私はここでも以下でも､当然ながら GeorgFinsler,PlatonunddieAris一
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totelischePoetik,Leipzig1900.特に S.80ff.を､また同様に¢dβos-l']EOS

の数説の源をソフィス トのゴルギアスにまで遡って､説得力をもって論 じ

てい る MaxPohlenzの論 文 DieAnfangedergriechisehenPoetik(NGG.

1920､特に170ff.,167f.,177)を引き合いに出す.-ゴルギアスがすでにアイ

スキュロスとエウリピデスの比較を行なっていたという想定はいぜん疑問で

あるが (現在では MaxKurtLienhard.ZurEntstehungundGeschichteYon

AristoLeles.Poetik,°iss.Zurich1950,60と94を参照)､それはここでは問題

ではないO私は Wilamowitz,GriechischeTragodien,Band9.Berlin1923,64

が､Pohlenzに対 して行なっている制限を当然であると考える｡

53.PlatonJon535be.

54.Platon,Staat3,387bc;388d.

55.Platon,Phaldros268cd.

56.Poetik9,1452a2.-アリス トテレスはこれとは別のヴァリエーションで､

∂EWiとoL'応TPiT6)JJOUP7rETrT6レTW〃〔生起する出来事のうち､怖い

ものといたむべきもの〕14,1453b13について語っている｡高められ瞬間的

なものに先鋭化された OoPEP∂レは gm l77E'S 〔驚精〕あるいは i- )叩 -

･EKdレ〔驚博させるもの〕であり､これは特にん αrレdpEOES〔発見的再確

認〕と結びついた場合にそうである､14,1454a4;15,1455a17.両 Posとg m 一

句 fESの関係は､Euripides,Fragment67N.ausdenzweitenAlkmaionが

よく特徴づけている｡

57.Gorgias,rrelene8f.Pohlenz,a.0.167f.-Gorgias,Helene17とAristophanes,

Frosche962とpolybiosの悲劇に関する命題 (｢最も説得力のあるロゴスでもっ

て､現に 聞 く者達を驚樗せしめ､その魂を引きつけなければならない(βET

∂̀ふT占)〃 花EOα相 TiTW〃jbrwv im 17̂EαE KαEl少uxαrur芽UαE

んαT& rb 7TLrP∂レTObsim JoyTαS)｣2,56,II)とを組合せて､Pohl｡nz

はゴ)I,ギアスにおいて gm 句 EES 〔驚信〕 も使われていたということを首

尾よく証明した.- ｢脅威と懇願､および悲嘆と祈 り (誓い) との混合(i-

yELL''orovT06i lETalsJ7rEElai … iedxa㌻s oE'FLQ'ral)｣(C｡r-

gias,Fragment27Diels(Schol.ロom.Tzullias4,450))の背後にも､;'leos
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と¢o'posの対がかいま見られる｡

58.今日までその方向で語られたものは､文献中に散在する多 くの往以外に､

たとえばEggerking,a.0.IIff.とLudwigMa°er,Oberdiehauptsachlichsten

Mittel.mitdenenEuripidesぎIEOS zuerregensucht,Diss.Erlangen1907が

ある､しかし十分と言うには程遠い｡BrunoSnellはアイスキュロスにおけ

る如Posを取 り扱ってはいるが (AischylosunddasHandelnimDrama,

PhilologusSuppl.20.Ⅰ,Leipzing1928,34ff.)､しかしス トーリーによって引

き起こされる激情について問うているというよりは､むしろ登場人物によっ

てもたらされる激情について問うている｡三人の悲劇作家の個々の悲劇にお

ける緊張曲線についての ErnstHowaldの叙述 も､客観的なス トーリーの

構造を思い浮べているのであって､観客への効果は思い浮べていない (Die

griechischeTragodie,M也nchen-Berlin1930)0

59.したがって､それによってソフォクレスは､｢出来事あるいは生起する事

柄から(iK TaレOUFLβαEレ0'LWWリあるいはovFL7TE7rTd〝raw)｣｢戦懐する

ことといたましさを感じること (QpE'TTEEyとilEEl̂レ)｣が聞き手に生じ

なければならない (Poetik,14,1453b5ff.)というアリス トテレスの要請に最

も適合している｡

60.Poetik13,1453a28.

61.IngramBywater,AristotleontheArtofPoetry,0Xford1909,217は1453a27

にたいして､正しくTPαr川 dTαTα〔最も悲劇的)とは､｢すなわち､哀れ

みと恐れという特に悲劇的な情動を最も直接的に喚起するもの｣としている｡

62.とりわけ OttoRegenbogenの論文､schmerzundTodindenTragOdien

Senecas,Vortr急gederBibliothekWarburg7.1927/28,Leipzig1930以来｡こ

の中で Regenbogenは､セネカを ｢激情告知の大家｣と評価している (S.210)

〔現在は KleineSchriften,Mnnchen1961,406-462中に､また単独で Libelli

102,Darmstadt1963〕O-セネカの悲劇の劇的統一性に関しては､WolfStei･

dle,zuSenecasTroerinnen,Philologus94,1941.266-284､お よび Bemer-

kungenzuSenecasTragOdien,Philologus,96,1944,250-264O同様に最近では､

GerhardMuller,SenecasOedipusalsDrama.Hermes81.1953,4471464o I I
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ではまた特に､rテユエステースJにおける敵情の高まりについて (Steidle

1944,257),rオイディプス王Jの第五幕における ｢高まりゆく恐ろしさの作

用｣と ｢驚怖の作用｣の強化について (Mtlller,a.0.449E.,457)も0

63.Regenbogen､特にa.0.194と210参照｡Regenbogenは､｢--･そのように (セ

ネカによって)時代に則 した形で､悲劇的戦懐の概念が新たな充足をみた｣

(S.216)等々とみごとに定式化している｡

64.エリザベス朝の悲劇の様式における恐ろしいものについては､現在 Levin

L.Schtlcking,ShakespeareundderTzTagOdienstilseinerZeit,Bern1947,

14ff.｡セネカとエリザベス朝演劇における悲 しみと嘆きについては､Wolf-

gangClemen,DieTragodievorShakespeare,ihreEntwicklungim Spiegel

derdramatischenRede,Heidelberg1955,198ff.｡

65.エ リザベス朝悲劇 にとっての ｢幅広い観客｣の意義について､LevinL

Schucking は Shakespeareim literarischenUrteilseinerZeit,Heidelberg

1908,37ff.で要約 し､そして Hamlet,Leipzig1941,XIIff.で解説 しているO

66.HamletII2終わり近 く､Vers535f.0
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