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アリストテレス『詩学』における叙事詩論について 

― 特に mūthos と epeisodion をめぐって ― 

 

佐 野 好 則 

 

 

１．はじめに 

 

 アリストテレス『詩学』の全体的な主題は悲劇論であるが、その中に叙事詩への言及も

極めて多く見いだされる。第 1－5 章ではディテュラムボスや喜劇など他のジャンルの詩へ

の言及もあるが、現存の『詩学』において実質的な検討の対象となっているジャンルは悲

劇と叙事詩のみということができる。 

 『詩学』第 6 章で悲劇の定義と構成要素（筋mūthos、性格、語法、思想、視覚的要素、

歌曲）が示され、それ以後第 22 章までは悲劇論が続く。その大半は筋mūthos 論である。

この長い悲劇論の後、第 23 章と第 24 章のみが叙事詩論となっている。そして第 26 章の叙

事詩と悲劇の優劣の論述によって現存部分の著作が終わる(1)。叙事詩が中心的に扱われる

第 23 章と第 24 章ばかりではなく、それ以外の部分においてもしばしば叙事詩が悲劇の比

較対象として取り上げられていることから、『詩学』における叙事詩論はこの著作全体に

おいて展開されていると見なすべきである。 

 『詩学』における叙事詩論を検討する際には、この著作において叙事詩と悲劇との間の

関係が強調されていることを把握することが肝要である。『詩学』には例えば、叙事詩が

優れた人々や高貴な事柄を再現の対象とする点で悲劇と共通であることは、『詩学』の前

半部で繰り返し述べられている(2 )。また叙事詩を構成する要素(筋、性格、語法、思想)が

すべて悲劇に含まれることも繰り返し述べられている(3)。さらに第 26 章では、叙事詩は悲

劇と共通のよろこびをもたらすべきだとされる（1462b13-14）。この（「すでに述べられ

た（tēn eirēmenēn）」）よろこびが、第 14 章で言及される悲劇に固有のよろこび（1453b11）、

すなわち「あわれみとおそれから生じるよろこび（tēn apo eleou kai phobou dia mīmēseōs . . . 

                                                        
(1) 第 1 章から第 5 章は序。そのうち第 5 章の前半は喜劇についての考察、後半は悲劇と叙事詩
の比較。第 6 章から第 22 章の悲劇論のうち、第 6 章から第 18 章は悲劇の筋についてであり、
そのうち第 17 章と第 18 章は特に悲劇制作の立場から論じられている。第 19 章は思想の考察
から語法の考察に移り、語法の考察は第 22 章まで続く。語法の考察には叙事詩からの実例が
多いので、第 23 章と第 24 章の叙事詩の考察への橋渡しにもなっているということができる。
第 25 章における詩句の難点についての考察においても、考察の対象となる実例はほとんど叙
事詩から取られていることから、第 25 章も叙事詩に焦点を当てた論述とみなすことができる
かもしれない。 
(2) 第 2 章 1448a11-12、第 3 章 1448a25-27、第 5 章 1449b9-10。 
(3) 第 5 章 1449b18-20、第 26 章 1462a14-15。 
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hēdonēn）」（1453b12）を指すとすれば、叙事詩にも第 6 章の悲劇の定義があてはまるこ

とを暗示することとなると思われる。これらの諸点は叙事詩と悲劇がジャンルとして親近

性を持つことを際立たせる。他方、『詩学』における悲劇の扱い方に見いだされるいくつ

かの特徴も、叙事詩との接点を強調することに役立っていることにも注目すべきである。

すなわち『詩学』においては、悲劇の演技の要素が軽視され、読むだけでもその悲劇がど

のようなものか明らかとなるとされる(4)。そして視覚的要素も軽視される(5)。さらには、

音曲的要素およびコロスの役割について、具体的な論述が欠如している(6)。『詩学』にお

ける悲劇論のこのような傾向性は、俳優による演技と視覚的要素とコロスを持たない叙事

詩を悲劇の比較対象とすることを容易にすることに役立っている。 

 さらに叙事詩一般ではなく、特にホメロスの作品である『イリアス』と『オデュッセイ

ア』と悲劇の接点がしばしば言及されている。例えば、第 3 章において再現の方法が区分

される場合に、作者が叙述者となって再現する方法が、作者が作中人物になって再現する

というホメロスの再現の方法と、作者自身が他の人物になりかわらずに再現するというホ

メロス以外の叙事詩人一般の再現の方法が区別されている。この区別には誇張があること

も注意すべきであろう。『イリアス』、『オデュッセイア』以外の叙事詩に登場人物の科

白が全くなかったのではなく、時にはある程度長い科白を語った痕跡がある(7)。そして第

24 章では、詩人たちのうちで唯一ホメロスが、詩人が為すべきこと、すなわち詩人として

の地の文を少なくし、登場人物の科白を多くすべきことを心得ている点で賞讃に値すると

される（1460a5-6）。続く箇所（1460a9-11）で、ホメロスは短く序を述べた後で男か女か、

何らかの性格（を持つ人物）を登場させる（eisagei）とされる(8)。また第 4 章では、悲劇

および喜劇に至る詩の発展の経路の検討の中で、高貴な事柄を対象とする再現の系統と、

滑稽な事柄を対象とする再現の系統の二つに分けられるが、その両方においてホメロスが、

後の悲劇と喜劇の形式を先取りしたとされる（1448b28-1449a2）。ここでは、ホメロスの

みが演劇的な再現（mīmēseis drāmatikās）を行ったこと（1448b35-36）、そして『イリアス』

と『オデュッセイア』が悲劇の先駆となったこと（1449a1）が示される。他方第 4 章では

ディテュラムボスの音頭取りから悲劇に、phallika（陽物崇拝歌）の音頭取りから喜劇に至

る発展にも言及される（1449a9-14）。ディテュラムボスと悲劇とは同じ大ディオニュシア

祭の中で演じられたものであり、ディテュラムボスの合唱抒情詩と悲劇の合唱隊歌のジャ

ンルの上での共通性を考慮すると、一般にはディテュラムボスから悲劇への発展過程は理

                                                        
(4) 第 6 章 1450b18-20、第 26 章 1462a5-6、1462a11-13。 
(5) 第 14 章 1453b1-3。 
(6) 當津 (2000), 29 参照。 
(7) 例えばプロクロスの梗概によれば、『キュプリア』においてネストールはエポペウスの物語、
オイディプスの物語、ヘラクレスの狂気の物語、テセウスとアリアドネの物語を語ったとされ
（Davies, EGF, p.31, ll.36-39）、『アイティオピス』の中で女神テティスは息子アキレウスに対
して、メムノーンに関わることごとを予言した（Davies, EGF, p.47, l.16）。 
(8) ここで演劇において登場人物を登場させる際にも用いられる eisagō と言う動詞を用いるこ
とによってホメロスにおける作中人物と悲劇の登場人物の共通性が強調されるということが
できる。Hogan (1973), p. 102 参照。 
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解しやすいものであったに違いない。このわかりやすい発展過程との整合性をある程度犠

牲にしても、悲劇の先駆者としてのホメロスの重要性を強調する価値があるという判断が

第 4 章の叙述の背後にあると思われる。第 24 章では叙事詩には悲劇と同じだけの種類（単

一的haplē、複合的peplegmenē、性格的ēthikē、苦難的pathētikē）がなければならないとした

上で（第 24 章 1459b7-9）、『イリアス』は単一的で苦難的な叙事詩であり、『オデュッ

セイア』は複合的で性格的な叙事詩であるとすることにより（1459b12-15）、これら二つ

のホメロスの作品が悲劇の４つの種類すべてを先取りしたこととなる。 

 叙事詩、特にホメロスの叙事詩は『詩学』において悲劇と密接に結びつけられているが、

叙事詩と悲劇の共通項となる項目が、『詩学』の中の別々の箇所で異なった強調点を持っ

て用いられる場合があることも注意すべきである。例えば、韻律を用いることは第 5 章

（1449b9-10）では悲劇と叙事詩の共通点とされるが、叙事詩論の部分に属する第 24 章

（1459b31-37）では叙事詩の韻律であるヘクサメトロスの独自の性質が検討される。他方、

第 26 章（1462a15）では、悲劇が叙事詩の韻律をも使うことができると述べられる。ここ

では叙事詩は韻律の点で悲劇に包含される、いわば悲劇に対して従属的な位置にあること

が強調されるということができるであろう。 

 以上のように叙事詩が悲劇と密接に関連づけられていることと、他方では『詩学』の中

のそれぞれの文脈により、ある文脈では叙事詩の特性を叙述し、別の文脈では叙事詩が悲

劇に従属することを示すという異なった観点から両ジャンルの接点となる項目が扱われて

いることを考慮する必要がある。 

 これをふまえて、本論考ではまず叙事詩の筋 mūthos の統一性が『詩学』の中でどのよう

に扱われているかを検討する。筋は『詩学』の悲劇論の中でも中核的な位置を占めるもの

であることに対応して、叙事詩論においても筋は最も重要な観点であると思われるからで

ある。次に筋 mūthos と密接に関係する epeisodion について検討する。『詩学』における

epeisodion の意味は議論の的となっており、この議論を『詩学』における叙事詩の mūthos

と epeisodion の検討を踏まえて検証することを試みたい。 

 

 

２．mūthos 

 

 筋mūthos（「出来事の構成（sustasis tōn prāgmatōn）」とも言い換えられる(9)）は第 6 章

で示される悲劇の六つの要素のひとつであり、第 7 章冒頭では筋は第一にして最大の

（prōton kai megiston）要素といわれる。第 8 章では、他の叙事詩人と対比してホメロスの

叙事詩の筋についてつぎのように述べられている。 

 

                                                        
(9) 1450a15, 1450b22. 
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（ホメロスは）むしろ１つの行為を中心に（peri miān prāxin）『オデュッセイア』を

組み立てた。『イリアス』も同様である。他の再現の技術においても１つの再現は１

つのものを対象とするように、筋（mūthos）もまた、行為の再現であるのだから、１

つの行為全体を対象としなければならない。そして出来事の部分部分はある１部分が

置き換えられたり取り去られたりすると全体が混乱し動揺するように構成されなけれ

ばならない。あってもなくても何の差異をも為さないものは、全体の一部分ではない。

（1451a30-36）(10) 

 

ここでは『オデュッセイア』と『イリアス』の筋が、統一的な筋の模範として位置づけら

れている。 

 さらに第 23 章では叙事詩の筋について次のように述べられている。 

 

叙述的で韻律を用いた再現の技術（叙事詩）に関しては、次のことが明らかである。

その筋は悲劇におけるように劇的なものとして、ひとつの全体的で、初めと中間と終

わりを持つ完結した行為を中心にして構成されなければならない。（1459a17-20） 

 

ここでは叙事詩の筋の構成の仕方を、悲劇のように統一性のあるものにすべきであること

が主張されている。そして出来事と出来事との間に必ずしも必然的、蓋然的な関連性があ

るとは限らない歴史との対比において、詩は統一性のある筋を持つべきであること、そし

てそれにも関わらずほとんどの詩人たちは統一性のある筋を作っていないことが述べられ

る（1459a21-30）。その後で、ホメロスはトロイア戦争の全体を詩にすることを試みず、

その一部分のみを詩に取り上げた点において、神的な（thespesios）な詩人であるとされる

（1459a30-37）。さらに『イリアス』と『オデュッセイア』からは一つか二つの悲劇のみ

（mia tragōdiā . . . ē duo monai）が作られるのに対して、『キュプリア』と『小イリアス』

からは多くの悲劇ができるとの指摘が続く（1459a37-b7）。以上のように第 8 章と第 23 章

では、叙事詩の筋は、統一性を持つものであるべきだとされ、ホメロスの叙事詩『イリア

ス』と『オデュッセイア』の筋が模範的なものだとされている。 

 それに対して、第 18 章での叙事詩の筋についての論述は異なっている。 

 

既にしばしば述べられたことを忘れず、叙事詩的な構造を悲劇として制作してはなら

ない。─私が「叙事詩的」というのは polumūthos なもののことである。─例えば

『イリアス』の筋の全体を（悲劇として）制作するように。（1456a10-13） 

 

ここで叙事詩的な筋についてpolumūthosという形容詞が用いられ、その例として『イリア

                                                        
(10) アリストテレース『詩学』の日本語訳については基本的に松本・岡（1997）のものを用い
た。必要に応じて変更を加えた場合がある。 
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ス』が挙げられている。もしこの形容詞が「多くの筋mūthosを含む」という意味だとすれ

ば、第 23 章の先ほどの引用箇所において、『イリアス』と『オデュッセイア』を例として、

叙事詩の理想的な筋は統一性を持つと述べられていたことと矛盾することになる。ここで

のpolumūthosはLucasが考えるように「多くのepeisodionを含む」という意味だと考えること

がひとつの解決方法であろう(11)。あるいは第 24 章では叙事詩においては、同時に行われ

る多くの事柄を取り入れることができるとされているが（1459b26-30）、第 18 章の

polumūthosはこのことを指しているとも考えうる。 

 polumūthos という形容詞自体が矛盾でないとしても、第 23 章では『イリアス』（および

『オデュッセイア』）の筋が悲劇におけるように劇的なものであるとされ、その統一性に

おいて賞讃されるのに対して、第 18 章では悲劇詩人にとって避けるべき例とされていると

いう違いは依然として残る。第 18 章は第 17 章に引き続いて、悲劇の制作に焦点をしぼっ

た論述となっている。そのため、叙事詩そのものを中心的に扱う第 23 章とは異なった扱い

となっていると思われる。『イリアス』（と『オデュッセイア』）は他の叙事詩作品と比

較すると悲劇の理想的な統一的な筋に近いが、やはり叙事詩は悲劇とは違い、実践的には

悲劇詩人が悲劇を作る際に直接『イリアス』を手本とすることができないという判断が働

いていると考えられる。 

 さらに第 26 章（1462b3-11）では、叙事詩は筋の統一性が少ない点で悲劇に劣るとされ

ている。さらに叙事詩のどのような（叙事詩の）再現からでも複数の悲劇（pleious tragōdiai）

が作られると述べられる（1462b4-5）。そしてもし統一性のある筋を叙事詩人たちが作る

ならそれは短く舌足らずなものとみられ、もし叙事詩の大きさにふさわしいものを作るな

ら、水増しされたものとみられるであろう、とされる（1462a5-7）。さらに叙事詩の筋の

統一性が少ないことについては、『イリアス』と『オデュッセイア』を例として挙げて、

次のように述べられる。 

 

私が述べているのは、それが複数の行為から（ek pleionōn prāxeōn）組み立てられてい

ることである。ちょうど『イリアス』と『オデュッセイア』がそのような多くの部分

（polla toiauta merē）を持っており、それらの部分はそれら自体に従った大きさを持っ

ているように。但しそれらの詩は可能な限り最も優れたものであり、できるかぎり一

つの行為を対象とする再現となっている。（1462b7-11） 

 

ここで、叙事詩の筋の統一性が少ないことの例として『イリアス』と『オデュッセイア』

が挙げられたことは、第 8 章と第 23 章で叙事詩の筋が完結した統一性を持つものであるべ

きだとされ、ホメロスがこの理想的な筋を実現しているものとして扱われていたこととの

                                                        
(11) Lucas (1968), ad 56a12, pp.190-191: “muthoi here must be the episodes which swell a basically 
short and simple plot.” Janko (1987), ad 56a12, p. 122 も同様の見解を示している。epeisodion の意
味合いについては次節で検討する。 
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間に視点の違いがあるとの印象を与える。第 23 章では『イリアス』と『オデュッセイア』

のそれぞれから１つか２つの悲劇のみが作られるとされていたのに対して、第 26 章では

『イリアス』、『オデュッセイア』も含む「どのような（叙事詩の）再現からでも（ek . . . 

hopoiāsoun mīmēseōs）」複数の悲劇が作られるとされることは、顕著な強調点の変化であ

る。また第 8 章では『イリアス』と『オデュッセイア』の筋が１つの行為を中心に作られ

ているとされたのに対し、第 26 章では叙事詩は全般的に複数の行為から組み立てられてい

るとされることも、大きな強調点の変化といえるであろう。それを意識して『イリアス』

と『オデュッセイア』については、叙事詩としてのジャンルの要請上許されるかぎりにお

いて筋の統一性が最もよく実現されていることが付記されたと考えられる(12)。このことか

ら、悲劇と叙事詩の間には、筋の統一性を実現できる程度に差があること、そして神的な

詩人であるホメロスでさえ、悲劇作品において可能な程度に、叙事詩において筋の統一性

を実現することはできないとみなされていると考えることができるであろう。 

 以上叙事詩、特にホメロスの作品の筋（mūthos）の統一性をめぐって傾向の異なる判断

が見いだされることが明らかとなった。第 8 章では統一的な筋を持つ作品の模範例として

『イリアス』と『オデュッセイア』が挙げられる。また第 23 章では叙事詩を主題とする文

脈の中で、それ以外の叙事詩と対比してホメロスの作品の筋の統一性が強調されている。

それに対して第 18 章と第 26 章では、ホメロスの叙事詩の筋が統一性の点で劣るものとさ

れている。第 18 章が実践的に悲劇の制作を論じる文脈であること、第 26 章が叙事詩と悲

劇を直接比較して悲劇の優位性を主張する文脈であることが、ホメロスの作品の筋の統一

性を低く評価する背景となっているのである。悲劇の先駆者としてのホメロスの叙事詩の

位置づけはアムビヴァレントである。すなわち、第 4 章で示されるように悲劇に至る詩の

ジャンルの発展の過程に位置づけられ、他の叙事詩と比較して、悲劇に近いものとしてホ

メロスの叙事詩が賞讃されるが、他方この発展史の観点では悲劇の方が完成の段階に置か

れるので、ホメロスの叙事詩が悲劇と比較して劣ったものとみなしうるであろう。 

 ホメロスの叙事詩の筋（mūthos）の統一性が悲劇より劣ったものとされる場合には、逆

にその多様性が意識され、そのような意識が第 18 章の polumūthos という表現や第 26 章の

polla toiauta merē等の表現がホメロスの叙事詩について用いられる際にあらわれると考え

ることができる。 

 

 

３．epeisodion 

 

 『詩学』において epeisodion の用法は二つに分けることができる。一つは第 12 章で次の

ように定義されている用法である。 

 
                                                        
(12) Lucas (1968), ad 62b7, pp. 256-257. 



アリストテレス『詩学』における叙事詩論について  7

エペイソディオンとは悲劇のなかでコロスのまとまった歌唱全体と（次の）コロスの

まとまった歌唱全体との間にある部分全体のことである。（1452b21） 

 

演劇の形式的構成要素としてのepeisodionのこの意味は明確であり、特に議論の余地はない。

(13)（以下この意味で用いられる場合にはカタカナで「エペイソディオン」と表記する。） 

 『詩学』の中では以上の悲劇の量的な構成部分としての意味とは別の意味で、悲劇と叙

事詩の両方にepeisodionが用いられている場合がある。（以下この意味で用いられる場合に

はアルファベットでepeisodionと表記する。） Elseはこちらの意味でのepeisodionを“a 

non-essential added scene”とした( 14 )。これが 20 世紀半ばすぎまでの『詩学』における

epeisodionの意味合いについてのほぼ共通した見解であったとみなしてよいであろう。それ

に対して、Nickauはこの伝統的な解釈に疑問を呈し、『詩学』においてこの語は筋の必要

不可欠な一部分との意味合いで用いられていると主張する。彼は第 17 章での悲劇の普遍的

筋書の説明の箇所が、『詩学』におけるこの語の意味を解釈する上で重要であると指摘す

る(15)。 

 17 章では普遍的筋書（logos katholou）をまず作り、それから作品制作へいたる作業が次

のように述べられる。 

 

既に作られたものであれ、自分が作るのであれ、筋書（logous）を普遍的（katholou）

にすべきである。そのようにしてから epeisodion を作り、のばすことを（epeisodioun kai 

parateinein）しなければならない。（1455a34-b2） 

 

ここでepeisodionと同語源の動詞epeisodioōは、次のparateineinによって言い換えられている

と思われる(16)。個人名の入らない普遍的な筋書（logos）に個人名等詳細部分を付け加えて

筋（mūthos）に仕上げていく過程がepeisodiounと表現されていることになる。 

 

この作業が終わってからはじめて名前をつけて、epeisodia を作ら（epeisodioun）なけ

ればならない。これらの epeisodia は、oikeia なものとなるように注意すべきである。

オレステスに関しては、捕えられる原因となった狂気や、浄めによる救いである。

（1455b12-15） 

 

ここで epeisodion の例として挙げられる、オレステスが捕えられる原因となった狂気や、

                                                        
(13) 他にこの意味で epeisodion という語が用いられている箇所は第 4 章 1449a28 と第 18 章
1456a30-31 にある。 
(14) Else (1957), p.182. 同様に Lucas (1968), p. 180 は epeisodion を“a more or less coherent section 
of a play or epic which is inessential and may be entirely superfluous”と定義した。 
(15) Nickau (1966), pp. 161-162. 
(16) Janko (1987)は epeisodioun kai parateinein を‘introduce episodes , i.e. extend them’と訳してい
る。 
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オレステスらが解放されるための口実である浄めによる救いは、登場人物の科白の中で語

られるとはいえこの作品の筋の展開において必要不可欠な部分である。これらは「筋にと

って非本質的（non-essential）な付加」とはいえない。 

 このNickauの指摘は『詩学』解釈に大きな影響を与えている(17)。第 17 章での『タウリ

スのイピゲネイア』におけるepeisodionを考える限り、Nickauの主張は正しいと思われる。

これは『詩学』においてアリストテレスが悲劇の筋を緊密で何一つ取り去っても作品全体

がぐらつくような緊密なものであることを要求していること（第 8 章 1451a30-36）とも符

合する。アリストテレスは、悲劇のepeisodionを筋の必要不可欠な一部であるべきものとし

て捉えていると考えるべきである。 

 他方Nickauの説の難点は、第 23 章で『イリアス』におけるepeisodionの例として「軍船

のカタログ」が挙げられていることである。『イリアス』第 2 巻 484 行から 760 行までの

270 行あまりにわたって、ムーサ女神たちへの祈願から始まるギリシア方の将軍たちそれ

ぞれが率いる軍勢の膨大な列挙は、筋の上での機能が皆無ではないにせよ、『タウリスの

イピゲネイア』における狂気や浄めと比較しうるような筋の必要不可欠な要素とは見なし

がたいからである。Nickauは『詩学』のアラビア語訳に「軍船のカタログ」への言及の部

分が欠落していることから、これを欄外注が本文に紛れ込んだものとして削除すべきであ

るとする(18)。 

 また『詩学』におけるepeisodionのすべて用例が、特に叙事詩に関してこの語が用いられ

る場合も筋に必要不可欠な部分という意味において用いられているかと言う点について

Nickau以後の研究において疑問が呈せられている。Friedrichは叙事詩には統一性と多様性

の両方が要求されることを指摘し、『詩学』の中で、この語が悲劇に用いられる場合には

筋の必要不可欠な一部という意味合いで用いられるが、それが叙事詩に用いられるときに

は、筋から離れた挿話的な部分という意味合いが含まれると主張する( 19 )。このように

epeisodionが叙事詩に用いられたときには内容的に筋から離れた部分をも指しうるとすれ

ば、第 17 章で「軍船のカタログ」がepeisodionの例として挙げられていることも理解でき

る。 

 この議論を検討するために、まずepeisodionの語義について考えたい。アリストテレス以

                                                        
(17) 例えば松本・岡（1997）においては epeisodion の訳語として一貫して「場面」が用いられて
いる。それ以前の訳、例えば今道（1972）と藤沢（1979）では「挿話」という訳語が用いられ
ていた。松本・岡 (1997), p. 187f. , 注 8:「ここでアリストテレースのいう場面は、しばしば「挿
話」と訳されている。しかしアリストテレースは、普遍的な筋書を場面につくること
（epeisodioun）の例証として、『タウリケーのイーピゲネイア』の二つの場面をあげている。・・・
ここから二つの場面はいずれも、普遍的な筋書そのものにもとづくことが明らかである。普遍
的な筋書の作成が詩作の第一段階とするなら、この普遍的な筋書そのものにもとづく場面は、
（中途にはさみ込まれる、筋とは関係のない部分という意味での）「挿話」ではありえない。」
また Schmitt (2008) では epeisodion の訳に‘Szene’、‘Einzelszene’を用いており、Nickau 説を受
けいれている。 
(18) Nickau (1966), pp. 167-8. 
(19) Friedrich (1983), p.49. Heath (1989), p. 54 および戸高 (1991), p. 11 は Friedrich の見解に賛同す
る。 
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前の用例からは、epeisodionという語には、演劇における新しい人物の「（付加的な）登場」

という意味合いがあったことが推測される(20)。演劇の形式的要素としての合唱隊の歌の間

の部分がエペイソディオンと呼ばれるのは、合唱歌が終わり既に登場している合唱隊や他

の役者に加えて、新たな役者が登場することによるのであろう。 

 Nickauは筋の必要不可欠な部分としてのepeisodionの用例として、『イリアス』第 21 巻

240 行への古注のパピルス断片に記されたプロタゴラスの言葉を引用する(21)。 

 

Prōtagorās phēsi to dialabein tēn machēn to epeisodion gegonenai to hexēs tēs Xanthou kai 

thnētou machēs, hin’ eis tēn theomachiān metabēi. 

戦闘を区分し、神々の戦闘へと移っていくようにと、続くクサントスと死すべき人間

の戦闘の epeisodion が生じると、プロタゴラスは述べる。 

 

人間同士の戦闘場面から神々の戦闘場面への橋渡しをする働きを持つ河神クサントスと死

すべき人間のアキレウスの戦闘に epeisodion という語を用いるこの断片は、筋の中での積

極的な働きを持つ要素にこの語を用いる場合の例となっている。但し、もしこの断片が実

際にアリストテレス以前に遡るものだとしても、その時代にこの語が使われたとき必ずし

も常に、筋の必要不可欠な一部という意味で解されたことの証拠にはならないであろう。

筋の中では唐突に起こることにもこの語は用いられ得たと思われる。 

 Friedrichは先に引用した『詩学』第 17 章の 1455b13-14 において、epeisodionがhopōsに導

かれるhopōs estai oikeia ta epeisodiaという節の中で用いられているため、epeisodiaがoikeia

であることはアリストテレスの要請であると指摘する(22)。 

 また形容詞形 epeisodiōdēs は『詩学』第 9 章で用いられている。 

 

単一な筋を持つ（悲劇）のうちでは、epeisodiōdeis なものが最も劣っている。私が

epeisodiōdēな筋というのは、epeisodia のつながりが蓋然的でもなく必然的でもないも

のである。（1451b33-35） 

 

ここでは明らかに形容詞epeisodiōdēsは「挿話的な」、「前後の部分との密接なつながりの

ない」という意味である。-ōdēsは「〜のような」という意味で多用される形容詞語尾であ

                                                        
(20) epeisodion のアリストテレス以前の用例は前 423 年上演のクラティノスの喜劇『ピュティネ』
の断片（fr. 208 Kassel-Austin）および前 5 世紀末のメタゲネスの喜劇『ピロテュテス』の断片
（fr. 15 Kassel-Austin）がある。それ以外にアリストテレス以前のこの語の用例は『イリアス』
第 21 巻への注釈のパピルス断片がある。これについては本文で触れる。またアリストテレス
以前の epeisodos の用例はソポクレスの『コロノスのオイディプス』730 行と『イナコス』の断
片（fr. 273 Radt）にある。 
(21) Nickau (1966), p.159. プロタゴラス 80A30 D.-K.=Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, vol. 
5, Berolini, 1977, p. 101. 
(22) Friedlich (1983), p. 41. 
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るため(23)、この形容詞の用例からは名詞形epeisodionはそのままでは『詩学』においても

「挿話」という意味であることが前提となると思われる。 

 以上のことから、通常 epeisodion は前後の部分と必然的・蓋然的なつながりを欠いてい

るが、『詩学』第 17 章ではそれらが筋の必要不可欠な構成要素として用いられるようアリ

ストテレスが要請していると解すべきである。 

 第 17 章では叙事詩の epeisodion にも言及がなされている。『タウリスのイピゲネイア』

の普遍的筋書が示された後で次のように述べられる。 

 

劇では epeisodia は短い。これに対して、叙事詩はそれらのゆえに長くなる。

（1455b15-16） 

 

これに続いて『オデュッセイア』の普遍的筋書が示された後で、次のように述べられる。 

 

固有なこと（to idion）は以上であり、それ以外はすべて epeisodia である。（1455b23） 

 

第 17 章は全体として悲劇の制作が主題である。『タウリスのイピゲネイア』の普遍的筋書

が示された後で、悲劇の場合と叙事詩の場合のepeisodionの長さの違いが述べられ

（1455b15-16）、その後で『オデュッセイア』の普遍的筋書が示される。全体的には普遍

的筋書きを作ってから個人名を伴った詳細をepeisodionとして加えるという手順は悲劇と

叙事詩とに共通であることが強調されている。しかし、その文脈の中で悲劇と叙事詩の長

さの違いは意識されている。そしてその長さの違いが、それぞれのepeisodionと結びつけら

れていることに注目すべきであろう。具体的には悲劇の場合と比べて叙事詩のepeisodion

の数が多いことと一つ一つが長いことが考えられていると思われる。悲劇のepeisodionと叙

事詩のepeisodionとの、少なくとも量的な違いが意識されているのである。『オデュッセイ

ア』の普遍的筋書きの後ではto idionとepeisodiaが対比されている。ここでidionが何にとっ

て固有なものであるのかが明示されていない。もしここでのidionの意味合いが「（『オデ

ュッセイア』にとって、または筋にとって）固有なもの」であればepeisodiaの方は『オデ

ュッセイア』の筋から離れた逸脱的挿話ということになる(24)。それに対してidionの意味合

いが「（普遍的筋書きにとって）固有なもの」であればepeisodionの方は普遍的筋書きには

入らないが筋の必要不可欠な部分として理解することが可能となる(25)。全体的には悲劇の

筋の制作過程と叙事詩の筋の制作過程の類似性を強調する第 17 章の叙述の中であるため、

                                                        
(23) -ōdēs という語尾は、ozō, odmē等と同語源で原義的には「〜の匂いがする」、転じて「〜のよ
うである」という-eidēs と似た意味合いを持つ。Cf. P. Chantraine, Dictionnaire Étymologique de la 
Langue Grecque, Paris, 1984, p. 777, s.v. ‘ozō’. 
(24) Janko は 1455b23 の文章を‘This is what is proper [to the Odyssey]; its other [parts] are episodes.’
と訳している。 
(25) 松本・岡 (1997), p.191, 注 17 参照。 
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アリストテレスが要請する理想的な悲劇のepeisodionと実際上の叙事詩のepeisodionの筋の

中での位置づけの違いは明瞭には示されないが、その違いが章の最後の曖昧な表現によっ

て暗示されていると考えることができるのではないか。 

 第 23 章ではホメロスがトロイア戦争の全体からその一部分だけを取り出して『イリア

ス』の筋としたことについて次のように述べられている。 

 

実際にはホメロスは、一部分だけを取りあげ、その多くの出来事を epeisodia として用

いた。たとえば「軍船のカタログ」やその他の epeisodia であるが、彼はこれらによっ

て詩を区分けしたのである。（1459a35-36） 

 

ホメロスが神のごとき（thespesios）詩人であるのは、トロイア戦争の一部分のみをその筋

として取りあげ、例として挙げられる「軍船のカタログ」のような題材を筋の一部ではな

く、叙事詩的な、筋からは離れた epeisodion としたことであるとみなすことができる。こ

の引用の後には具体的に『キュプリア』と『小イリアス』を例に挙げて、ホメロス以外の

叙事詩人たちの劣っている点は、彼らの作品の筋が統一性のないものであり、そこから複

数の悲劇の筋を取り出しうることだとされる。 

 従って第 23 章では第 17 章とは違う意味でepeisodionが用いられていることになる(26)。

第 23 章は叙事詩論の文脈の中で、ホメロスの叙事詩と他の叙事詩の筋の統一性が比較され

ている。この章では第 17 章と違い、悲劇の場合との関連を考慮せず、ホメロスの叙事詩と

他の叙事詩におけるepeisodionと筋との関係を論述するために、epeisodionを通常の「挿話」

の意味で用いていると見なすことができる。 

 第 24 章では、叙事詩の特徴として次のことが述べられる。 

 

したがって、叙事詩は次の利点を持っている。すなわち壮大さ（を得させること）と

聞き手の気分を転換させること、つまり様々な異なった（anomoia）epeisodia を作り

出すこと（epeisodioun）である。というのは、単調さ（homoion）は観客をすぐに飽き

させ、これが悲劇を失敗に終わらせる原因となるからである。（1459b28-31） 

 

ここで述べられていることのうち壮大さは叙事詩が悲劇より長く大きな規模のものである

ことと関係すると思われる。それに加えて、叙事詩の epeisodion が果たす機能が、悲劇の

短所と対照的に述べられている。叙事詩の epeisodiaにつけられた anomoiaという形容詞は、

悲劇が陥りがちな弊害である単調さ（homoion）との対照を意図して用いられている。この

                                                        
(26) Heath (1996), p.lxxx, n.23 は第 23 章と第 17 章での epeisodion の意味合いが違うと考える。 
“The usage here, in which episodes may be derived from events outside the plot, seems to be different 
from the one noted in chapter 17, in which episodes are parts of the tragic plot in their most concrete 
realization (55b1f.).” 
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単調さは、悲劇の筋には統一性が高く、悲劇の epeisodion が筋からは離れることが少ない

ことに由来するとみなすことは自然な推測であろう。 

 第 24 章では叙事詩の規模の大きさと並んで、その多様性が積極的に評価されていること

が注目に値する。第 17 章では普遍的筋書に epeisodion を付け加えることによって筋を制作

するという悲劇と叙事詩の制作の過程の共通性を強調する文脈の中で、アリストテレスが

理想とする悲劇の epeisodion のあり方と異なる叙事詩の epeisodion のあり方は、少なくと

も積極的には示されていかなった。第 23 章では epeisodion はホメロスの叙事詩が多様な内

容を作品内に含みつつも筋（mūthos）の統一性を維持する手段として位置づけられている。

そして第 24 章で、統一性の高い悲劇が陥りやすい単調さという欠点との対比において、多

様性を叙事詩の利点とみなし、epeisodion をこの利点を実現するための手段として位置づ

けている。 

 

 

４．まとめ 

 

 以上の考察を全体的に振り返り、その範囲内でアリストテレスの『詩学』における叙事

詩論、特にホメロス論の特徴の一端をまとめてみたい。 

 『イリアス』、『オデュッセイア』がそれぞれの仕方で極めて多様な題材を含む長大な

作品でありながら、中心的なテーマへ向けて収斂していく方向性も同時に持っていること

は共通の特徴となっている。『イリアス』はトロイア戦争全体を示唆するような多様な叙

述を各所に配置しつつ、メインプロットとしては十年にも亘る戦争のうちの僅かな期間の

みを取りあげ、しかもアキレウスの怒りという序歌に示されたテーマに結びつくようにま

とめあげている(27)。『オデュッセイア』の場合にも、十年にも亘る期間のオデュッセウス

の漂流中の経験のみではなく、その家族や、トロイア戦争での戦友の経験をも包含しつつ、

メインプロットとしては、漂流の最後の段階から求婚者退治にいたる僅かな期間のみを取

り上げ、序歌冒頭に掲げられたオデュッセウスという男が、どのような人物であるのかと

いうテーマに巧みに結びつけられている。現代のホメロス研究においては、登場人物が語

る物語や比喩や繰り返される典型的場面などの細部が、いかに巧みに互いに共鳴し合い、

作品全体の統一性に寄与しているかが、様々な観点から注目されている。 

 アリストテレスも、ニュアンスは異なるがホメロスの叙事詩の統一性と多様性の両方に

注目していたということができるであろう。彼は『詩学』において、統一的な筋（mūthos）

論を中心にすえた悲劇論を展開しつつ、その先駆者としてのホメロスの叙事詩を讃える文

脈においてはその統一性を強調する。他方別の文脈では、悲劇の統一性との対比において

ホメロスの叙事詩の統一性が低いことが強調されるのみではなく、叙事詩を中心的に考察

                                                        
(27) Friedrich (1983), p. 50 は epeisodion によって『イリアス』は『アキレウスの歌』Achilleis では
なく『イリオン(トロイア)の歌』Ilias になると指摘する。 
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対象とする文脈では、積極的にその多様性が評価される。悲劇の mūthos および作品全体の

統一性を強く肯定的に評価する『詩学』において、ホメロスの叙事詩の多様性が否定的に

扱われるばかりではなく、mūthos 論の枠組みから一時離れたと見えるほどに、この多様性

を肯定的に評価するされる場合もある点には、アリストテレスが『詩学』のホメロス叙事

詩の多様性にも大いに注目していたことの痕跡が見出されるのではないであろうか。 
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後記 

 

 本稿は 2009 年 9 月 25 日・26 日に京都大学において開催された第 13 回「ギリシャ哲学

セミナー」での発表原稿を基にしている。ご質問・ご意見を賜った方々、司会の労をとっ

てくださった今井正浩氏に深く感謝する。以下いただいたご質問・ご意見の概要を記し、

若干のコメントを加えることとしたい。 

 荻原理氏は、『詩学』第 8 章では悲劇論から離れて mūthos 一般について述べられており、

第 18 章および第 26 章の叙事詩の mūthosについての評価との差は筆者が考えたよりも少な

いことを指摘してくださった。この点は本稿に反映させていただいた。 

 山本巍氏より epeisodion の二面性について、悲劇において人間の目には偶然に思われる

ことが、予言者や神々の目には必然的な運命であるという二面性との関連性についてご指

摘いただいた。ホメロス叙事詩における epeisodion には mūthos から離れた出来事である面

と、作品としての統一性に寄与している面の両面があることをアリストテレスは認識して

おり、そのことと悲劇における「偶然／必然」の二面性との関連性が意識されていた可能

性は十分考慮に値すると思われる。 

 納富信留氏より、ホメロスを悲劇の祖とする発展モデルの恣意性、および epeisodion と

いう本来演劇について用いられていた用語がいわばメタファーとして叙事詩に適用されて

いることから、『詩学』における叙事詩論は悲劇論に従属するものであり、真の意味での

叙事詩論は成立していないのではないかとのご指摘をいただいた。他方神崎繁氏より、現

存の『詩学』末尾（1462b16-19）の表現等から、叙事詩は単に悲劇を論ずるためのアナロ

ジーとは言えないのではないかとのご指摘を受けた。悲劇の mūthos 論が始まる第 6 章冒頭

で、叙事詩と喜劇については後で論じる（1449b21-22）と述べられ、それと呼応して第 23・

24 章が叙事詩を中心とする論述になっていることも考慮すると、悲劇と叙事詩を同等に扱

うような形式が取られているとはいえ、内容の観点からは、全体的に悲劇論から独立した

叙事詩論の要素は希薄であることは否みがたいと思われる。但し、ホメロス叙事詩とその

他の叙事詩を様々な視点から対比する際（第 8・23・24 章）には叙事詩作品を評価する基

準が示されているとみなしうるし、また叙事詩には「驚き」を作り出す不条理な要素を入

れやすいこと（1460a11-14）、悲劇が単調さに陥りやすいのに対して、叙事詩は観衆の気

分を転換させる様々な epeisodion を用いることができる点で有利であること（1459b28-31）

には、叙事詩を単に悲劇を論じる際の引き立て役として扱っているのではない面を見いだ

すことができるといえるのではなかろうか。 

 さらに神崎氏より、悲劇と叙事詩は同様の prāxis を題材としつつ、そのプレゼンテーシ

ョンの仕方が異なっているという位置づけがあるのではないかとのご指摘をいただいた。

また三嶋輝夫氏より、第 8 章の記述から prāxis に作品の中心的な行為と、その中心的な行

為に対して蓋然的・必然的な関連の希薄な行為とを区別しうるのではないかとのご指摘を

いただいた。mūthos は行為の mīmēsis である（1451a31-2 等）ことから、これらのご指摘は
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叙事詩の mūthos と悲劇の mūthos との関係および mūthos と epeisodion の関係を検討する上

で重要な観点であると思われる。今後の課題とさせていただきたい。 

 戸高和弘氏より、従来の解釈において mūthos と第 17 章の普遍的筋書（logos katholou）

がそれほど明確に区別されていなかったのに対し、Nickau は両者を区別し、普遍的筋書に

epeisodion を加えたものが mūthos であると主張したこととの関連で、mūthos と普遍的筋書

との関係についてご質問を受けた。その際に mūthos は必然性と蓋然性を備えていなければ

ならないか否かがポイントとなるとのご指摘をいただいた。さらに第 9 章 1451b9-10 の「詩

作は人物に名前を付けつつ（onomata epitithemenē）、それ（普遍的なもの）を目指すので

ある。」の文章の解釈がポイントとなるとのご指摘をいただいた。これらの諸点は『詩学』

における mūthos と epeisodion の関係を整理する上で解決を迫られる難問であると思われる。

今後の課題とさせていただきたい。 

 浅野幸治氏より、『詩学』第 26 章での叙事詩よりも悲劇をより高く評価する結論的な表

現と、第 24 章の叙事詩の多様性の評価との整合性についてご質問をいただいた。さらに近

藤智彦氏より、理想的な悲劇作品は第 24 章で述べられているような退屈さをもたらすよう

なものではなく、統一的な mūthos の枠内で「驚き」等の適切な効果を得るものとされてい

ることから、第 24 章の悲劇の単調さ（to homoion）に対する叙事詩の多様性の肯定的な評

価はアリストテレスの見解ではなく、他者の見解が紛れ込んでいるのではないかとのご指

摘をいただいた。第 24 章の資料問題は十分検討に値する課題であると思われる。第 24 章

における叙事詩の肯定的評価をアリストテレスのものとするなら、平凡な悲劇作品が陥り

がちな単調さに対する（すぐれた）叙事詩の多様性の優位への言及と考えるべきであるか

もしれない。 

 金山弥平氏より、epeisodion を「場面」とし、形容詞形 epeisodiōdēs を「場面偏重的」と

する岩波文庫訳の訳語は、epeisodion に関する従来の解釈と Nickau の解釈の両方に適合す

る訳であること、さらにはこれら２つの解釈の立場には連続性があるとのご指摘をいただ

いた。本論考では従来説と Nickau 説の違いを強調したが、ご指摘の通りである。また「場

面」という訳は、「劇の中の、２つの合唱隊歌の間の部分」という epeisodion のもうひと

つの語義にもある程度当てはまる訳語であると思われる。 

 加藤信朗氏より、アリストテレスの『詩学』におけるプラトンの詩論、特に『国家』の

詩人批判に対する応答としての側面に注目すべきであるとのご指摘を受けた。『国家』の

第 3 巻では有害な詩句の例として恐怖心を与える箇所が列挙されるのに対して、アリスト

テレス『詩学』のカタルシス論において、悲劇における恐れは憐れみとともに肯定的な効

果を与えるものとされている点は、このような応答の一部と見なしうるかもしれない。根

本的な検討を要する重要な課題であると思われる。 

 佐藤氏（上智大学学部生）より、『詩学』第 26 章で叙事詩が悲劇と共通のよろこびを持

つべきだとされている点との関連において、悲劇に固有のよろこびと叙事詩に固有のよろ

こびの関係についてご質問を受けた。ここで言及されているよろこびに関しては、第 14
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章の悲劇に固有のよろこびではなく、第 4 章の一般に mīmēsis がもたらすよろこびを指す

ものとする解釈もありうる。第 26 章の表現の背後に、悲劇と共通のよろこび以外に、叙事

詩がもたらす別の種類のよろこびが意識されていたと考える余地はあると思われる。 

 

〔本稿は平成 19・20・21 年度科学研究費補助金基盤研究（C）「西洋古典文学における「創

造的模倣」の実証的解明を基礎とする作品論研究」（課題番号 20520295）による研究成果

報告の一部である。〕 

 


