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若 林 雅 哉 

 

 

はじめに 『詩学』のアダプテーション／『詩学』とアダプテーション 

 

小論の目標は二つある。ひとつ目は、アリストテレス『詩学』をとりあげながら、『詩

学』自体が歴史的に被ったアダプテーションについて 1950 年代の動向を示すことである。

具体的な話題は、それまで断片的な利用の行われていた『詩学』の理解に（批判的校訂と

解釈の方法論の点で）決定的な変革のおこった 1950 年代に主流であった「ニュークリティ

シズム」の潮流と、それと支え合う関係にあった『詩学』の解釈（エルスのThe Arguement）

である（このとき、環境とアダプテーションの相互関係が、『詩学』自体を主題として見え

てくるだろう）。ふたつ目の目標は、こんにちアダプテーション現象を考察するにあたって、

『詩学』の議論からなにを受けとめることができるのか考察することである。つまり、こ

んにちのアダプテーション研究上の問題点にむけて糸口を見いだすべく『詩学』を利用し

たいと考えている(1)。急いで付け加えるが、ここでは『詩学』の解釈を提案したいわけで

はない。古典主義の昔から解釈者たちによって様々な彩り（歴史的性格、あるはバイアス）

が添えられてきたとはいえ、『詩学』はあくまでもギリシア悲劇という歴史的なジャンルの

制作術であって、一般に妥当する議論をこんにち（のみならずいつでも）求めることは無

い物ねだりともいえよう。さらにいえば、歴史的なバイアスやイデオロギーを免れた解釈

などあり得ない以上、適応としてのアダプテーションの事例として、『詩学』の解釈史ばか

りを取りたてて注目する必要もないだろう。しかし、である。われわれがテクストの解釈

に巻き込まれて生成しているのと同じように、1950 年代にアダプテーションを被った『詩

学』が、ニュークリティシズムという方法論に巻き込まれるかたちで、われわれのなかの

“マイナスイメージ”のアダプテーション理解を作りあげているとすれば、事態はやや特

殊な様相を帯びるのではないだろうか。どういうことか。 

                                                        
(1)（作品に前提されがちな「全体」という身体性格に関連して）「ありふれた部分」の可能性や、
（「似ている」ことがアダプテーションの枢要であるという理解に対して）「似ていないアダプ
テーション」について、また（マドンナ裁判など権利問題にかかわる）「協同的な制作者＝権
利所有者のイメージ」といった問題系が想定される。今回は、発表時間と紙幅の都合によりア
ダプテーションの貶めと『詩学』解釈における観客項の排除について述べている。「ありふれ
た部分」の可能性については、若林「テレビアニメーションにおける翻案行為とパロディの諸
相─“ありふれた表現”の再編成から、“大人の事情”のアプロプリエーションへ」（平成 17-19
年度科研報告書（課題番号 17202004）『＜醜＞と＜排除＞の感性論』）、pp.169-180、平成 20 年
3 月を参照されたい。また「協同的な制作者」と権利問題については Coombes, R. (1994) 
‘Author/izing the Celebrity: Publicity Rights, Postmodern Politics, and Unauthorized Genders’, in 
Woodmansee, M. & Jaszi, P. (eds), The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and 
Literature, Durham, NC: Duke University Press. とくに pp.107-108 を参照。 
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『詩学』が論じていた歴史的に固有なギリシア悲劇ジャンルにはアダプテーションの性

格が認められる。『詩学』はその制作を論じる一方で、1950 年代にアダプテーションを貶

める議論の強化に巻き込まれていたのである。1957 年のエルスによる『詩学』解釈を用意

した、作品の「自律性」と「有機的身体」性格（部分の総和を超えた「全体」の有機性）

という文芸理論は、『詩学』の権威によってさらに強められ、われわれのアダプテーション

理解に大きく影響しているように思われるのである。その引き金となった経緯を検討する

ことでアダプテーション一般の復権をはかるとして、それほど過大な負担を『詩学』に負

わせることにはならないだろう。もちろん、いうまでもなく小論もまた、『詩学』をこんに

ちの欲望から搾取しようとしているのであるが。 

『詩学』は、それが論じるギリシア悲劇の特殊性（よく知っている題材に繰り返し取材

するという性格）により、アダプテーションの原理論となる可能性をもちながら、他方で

アダプテーションを（事後的な修飾として）貶める議論の前提を提供してもいる。その分

岐点は、「全体」（holon）の議論（のちの有機体論）と観客の位置づけにかかわるだろう。 

 

 

１. 環境適応としてのアダプテーション：生き残る、乗っ取る、あるいは打倒する 

 

なお、上のふたつの目標に向かうにあたって常に念頭にあるのは、作品（『詩学』も例

外ではない）は生き残るために「われわれの歴史的な経験のなかで」変貌するという発想

である。じつに、これこそアダプテーションの重要な特徴の一つなのである。アダプテー

ション（adaptation）は日本語ではふつう「翻案」と訳されるが、この用語（法）には補足

が必要である。エウリピデス『ヒッポリュトス』を 17 世紀フランスのラシーヌが『フェー

ドル』に作りかえたような、またシェイクスピア『ヴェニスの商人』「法廷の場」を明治期

の川上音二郎が『人肉質置裁判』へと作りかえたような活動それ自体を、ふつう「翻案」

と呼んでいる。しかし、いわゆる“オリジナル”との二項関係を強く打ち出すこのような

用例には、マイナスのイメージがうまれやすい。つまり、“オリジナル”からの派生物、悪

くすれば「二番煎じ」、ひいては「剽窃」というように。しかし、かつての作品としてのま

とまり、“オリジナル”の頸木を離れるときには、─明確な“オリジナル”をもたず、観

客のいだく伝承の知識との駆け引きというかたちでアダプテーションの様相のみられるギ

リシア悲劇は（民話のアダプテーション同様）、この点で特別な注目に値するはずである

─、つまり制作当時の環境と受容経験を考慮に入れるときには、アダプテーションには

（つかの間ではあれ）生き残りをかけた適応（adaptation）の戦略がみてとれる。知られる

ところでは二作目のエウリピデスの作例が、多神教の世界のなかでアルテミスとアプロデ

ィーテーという二柱の女神の代理戦争という形で愛憎を展開させるのに対し、ラシーヌは

17 世紀フランスの制作術にみあうようにギリシア悲劇をアダプテーションしたといえよ

う（ラシーヌ自身、序文のなかでエウリピデスにもとづいていることを表明している。し
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かし、“現代では”この作例をアダプテーションと呼ぶことはまず無い。この点は後述）。

古典主義の 17 世紀において女神たちは神話的な相貌を削除され、エウリピデスが描いた

“神の操り人形”としての登場人物ではなく、自らの抑えきれない情念によって行動する

ヒロインが描かれている。アプロディーテーによって恋をふきこまれるというオカルトは、

かねてからの不倫の愛情をついに抑えきれなくなった近代のヒロインへと、合理主義の精

神によって変換されたのである。また、共同体の利益と個人の感情の相克という近代演劇

のトポスにみあうように、政治的要素が導入され、近代のヒロイン＝フェードルは恋と政

治の二つの土俵で敗北することにもなるだろう。ここには、近代西洋演劇という文脈と合

理主義への適応＝アダプテーション過程を認めることができる。明治期の西洋事情をしら

ない観客受容にむけて、ヴェニスのシャイロックを北海道の才六へと日本化した川上によ

るアダプテーションについても同様である。だが川上の作例は、ひとときとはいえ、単な

る生き残りのための適応以上の経験を観客に与えていた。明治期の観客は、川上の作例（実

際には歌舞伎式なのだが）を、初めて日本に導入された西洋演劇、“シェイクスピアの正劇”

として受け入れたのである。フランス古典主義の潮流のなかで明確にギリシアの“オリジ

ナル”を意識させる『フェードル』はむしろ稀な例であり、アダプテーションは、まさに

産み出された当初はアダプテーションされたものとしては意識されない。いわば作品は、

“生き残り”をかけてアダプテーションの仮面を被る（観客の受容・嗜好のうつろいやす

い変化によって、その仮面の賞味期限はひとときのものではあるが）。やや長く生き残った

のは、たとえばネイアム・テイト（1652-1715）改作による『リア王』（改作、1681 年）で

あった。すでに流血劇が時代遅れとなったエリザベス朝も過ぎ去って久しく『リア王』（初

演、1606 年）はハッピーエンドに改作され、その仮面を被り続けて受容されていた。1950

年代のシェイクスピア・リヴァイヴァル（そう、作品もしばしば死ぬ）まで、一般の観客

にはテイト版が「シェイクスピアの『リア王』」として通用していたのである。テイトによ

るアダプテーションは、ひととき、たしかに『リア王』を“乗っ取って”いたのである。

オーセンティックであることに敏感となる時代まで、ときどきの嗜好にあわせて作品は、

アダプテーションという面を必要とするのである(2)。 

もちろん、われわれは初期近代のイングランドでも明治でもない現在に生きている。か

つてとは比較にならないほど自由に“オリジナル”にアクセスし、その傍らにアダプテー

ションを見ることができるようになった。そうして迎えた原典主義の時代をへて、われわ

                                                        
(2) アダプテーション同士が連鎖していく経緯からも、“オリジナル”が確固として傍らにあっ
て常にアダプテーションを支配し続けているわけではないことがわかる。メンデルスゾーンを
含め、シェイクスピアのドイツでの普及にあたっては、ティークによる自由な翻訳（異なる環
境での生き残りという意味では、まさにアダプテーションに相当する）が、シェイクスピア原
典よりも影響力を持ったことが知られている。付随音楽に関してはイギリス本土でも、マシュ
ー・ロック（1622-1677）やパーセルによって自由なアダプテーションの連鎖が見られ、シェイ
クスピアへの忠実には無頓着であった。またジャズの領域においてもシェイクスピア・アダプ
テーションは生産され続けているが、そこでも実際に参照されるのはエリントンによる組曲
『サッチ・スウィート・サンダー』であり、アダプテーション制作は必ずしも“オリジナル”
に縛られはしない。以上については次が詳しい。Sanders, J., Shakespeare and Music, Polity, 2007. 

 



 若林 雅哉 20

れは、“二次的”であることをおそれない編集の時代、ポストモダニズムを迎えることとな

ったのであり、生き残るためではなく、制作の面でも受容の面でも、むしろ比較を促す新

しい関係を意識するようになった。アダプテーション／アプロプリエーションの二様相が、

“オリジナル”というよりも、文化的な「正典」（canon）を巡って展開するようになった

のである。アダプテーションは「類似」を特徴とし「正典」への敬意をあからさまにしな

がら制作される。もちろん「正典」のもつ文化的な地位に与るためである（映画化（film 

adaptation）が「完全」映画化を謳うのはこのためである）。このとき、その価値と知名度

が（さしあたっては）疑われない「正典」の生き残りはアダプテーションの任務ではない。

みずから、二次的であることを自任するアダプテーションにとっては、「類似」したまた

別のヴァージョンの提供が課題となる。しかし、「類似」しているぶん、それだけ「正典」

の比較がすすみ、すでに述べたような過小評価を自ら呼び込んでしまう。これに対して、

アプロプリエーションの様相は「正典」への敵意を隠さない。それは、「正典」が前提とす

る政治性や差別─たとえばブロンテ『ジェイン・エア』（1847 年）ならば植民地主義や

女性への抑圧）を暴き、周縁に追いやられたモチーフの復権を目論むものである。ブロン

テに対しては、ジーン・リース『サルガッソーの広い海』（1966 年）がアプロプリエーシ

ョンにあたる。いわば、「正典」を打倒し、取って代わろうとするものといってもよい。い

や、それどころか、われわれの受容のなかで『ジェイン・エア』は変化を遂げたのである。

植民地主義によって声を奪われたカリブの女に止めどないおしゃべりを与えた『サルガッ

ソーの広い海』に触れた後、われわれは、植民地主義を意識することなく『ジェイン・エ

ア』を読むことはできない。 

異同を嗅ぎつけようとするわれわれの参画によって、受容経験のなかで、そもそものま

とまり（『詩学』に寄り添うなら、何かの視点から得られる“統一”といっても良いだろう）

は新しいまとまりと比較され、ときに新たなまとまりへと組み替えられ更新される。『詩

学』があつかったギリシア悲劇にはそのような性質がなかっただろうか。たとえばアイス

キュロス『アガメムノン』である。ホメロスによれば将軍は帰国してすぐに殺されてしま

う。観客が持ち合わせている知識のなかの物語は、この劇ではどのようなまとまりを持つ

のか。冒頭の見張りの男のモチーフは『オデュッセイア』（4.524ff.）と共通し、以後、観

客はたびたびアガメムノンの死を予感させられながら、たびたび、その青写真の更新を求

められるだろう。観客の期待におあずけを喰らわすようにアガメムノンの死は宙づりにさ

れ続ける。劇半ばまで本人は登場せず、クリュタイメストラと共に退場（舞台での死を避

けるギリシア悲劇の場合、直後の不祥事を強く予感させる）した後も、ひょっこりと舞台

に戻るクリュタイメストラのシーンにサスペンス（宙づり）の感覚が募る。当時の観客た

ちには、そもそも持っていた伝承の知識が、舞台の展開に応じてアダプトされていくさま

を実感したのではないだろうか。そして、当日、アダプテーションを施された物語の「新

しいかたち」（「新しい物語」ではない）を手に入れたのではないか。 

『詩学』は、様々に集積された神話・伝説上の出来事を組み立てる方策を述べていた。
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パーツとしての出来事を組み立てて緊密な統一を得ようと哲学者が述べるとき、それは機

械（mechanism）をつくるのではなく、身体（body, organism）を手に入れようとしていた

ということもできるだろう。続いて検討するエルスは、その身体を独りでに動く自律的な

身体（automaton）としてしまった。しかし、それはサイボーグ的なもの（cybernetic organism）、

つまり「身体のように（もちろん、観客によって）見える」ものではなかったのだろうか。

次の章の課題は、エルスによる『詩学』のアダプテーションを検討しつつ、観客受容の可

能性をエルスとニュー・クリティシズムから取り戻すことである。なぜか。「アダプテーシ

ョン」というレッテルも「オリジナル」という称号も、制作そのものには張り付いていな

いからである。それは、受容者の認識そのものにかかわるはずである。 

 

 

２. １９５７年のアリストテレス 

 

検討対象は、『詩学』が論じた観客項の可能性と、エルスによる観客項の排除について

である。ここでは、作品構造に要請される「統一性」あるいは「自律性」からとりあげね

ばならない。悲劇作品に求められる「統一性」の解釈こそが、観客が伝承について持つ知

識を過小評価させ、その介入を『詩学』の議論から排除することにつながったからである。

まずエルスが「観客」項をテクストもろとも抹殺した経緯を考察し、その上で、エルスが

隠蔽しようとした（『詩学』の説く）観客の統御を明らかにしたい。『詩学』における制作

論は、詩人の絶対的な優位を失わないままに観客受容をその中に取り込んでいる。いやむ

しろ観客項は、制作の理論の中心に組み込まれているはずだ─、と、受容美学を経過し

たわれわれは、たとえばこのように論じることもできるはずである。 

『詩学』冒頭で、アリストテレスは「筋をいかにして構成するか」を論じると宣言して

いた（1447a9）。それは、悲劇の定義の表現を用いれば、「一定の大きさをそなえ完結した

高貴な行為、そのミーメーシス」（6.1449b24-25）を達成する方法を論じるということであ

る。その方法の実際的・技術的な方途が、「筋」つまり因果連関の構築なのである。どうい

うことか。定義に見られた「完結した行為」は、やがて「全体としての行為」といいかえ

られる（7.1450b24）。この「全体」（holon）とは、その一部分でも抜き取られたり加えら

れたりするだけでバラバラになってしまうものでなくてはならない。「あってもなくても

何の目立った差異を示さないものは、全体の部分ではない」（8.1451a34-35）からである。

そのような緊密な結合を達成するために、第 10 章に至り、緊密な因果連関（「いかにもあ

りそうなあるいは必然的な仕方での」（kata to eikos ê anankaion）結合）が要請されるので

ある。『詩学』のこの議論が、のちのニュークリティシズムによって自律的作品概念へと拡

張され、われわれの作品概念、ひいてはアダプテーションに対する貶め（不必要な修飾）

へと繋がることになる。作品というまとまり、古い身体性に固執し、観客によるその更新

＝アダプテーションを認めないときには、新しい作品の姿は逸脱にしか見えないからであ
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る。必要不可欠な要素が緊密に結合しているという、そもそもの身体性に対して、アダプ

テーションを被った作例は、必要では（かつて）なかった付加や修飾を施したものと評価

されることになるのである。かつての有機的身体に固執するときには、アダプテーション

された作例は、額縁にあうように裁断された美術作品、誰かが髭を書き加えた肖像写真と

のあいだに程度の差しかもたないことになる。 

ともあれアメリカの古典学者エルスの言う「詩作の偉大な規則」(3)、すなわち因果連関

による統一が、こうして要請されることになった。だがこの「統一性」が、なぜ観客の関

与を拒むことになるのか。その＜功績＞もまたエルスにある。『詩学』に一般芸術理論を見

いだそうとした 19 世紀の拡大解釈への反省から、彼は『詩学』をもっともまっとうな形で

整理して見せた。つまり、異本校合と構成論争の時代を経てあらわれた彼の著作Aristotle’s 

Poetics: The Argument（1957）は、『詩学』をはじめて包括的かつ精力的なクロスリファレ

ンスによって考察し、アリストテレスの「制作の理論」の各部分を、「因果連関による統一

性の要請」という根本主張から把握し直したのである。このとき、『詩学』が全体として因

果連関を説く制作の理論であるということには、もちろん異論はない。だが彼のクロスリ

ファレンスと、「『詩学』の各部分で述べられていることは詩人による「統一」形成との関

係で理解されなければならないという」彼の信念には、自律的な作品構造を前提する当時

のニュークリティシズム（1930-50 年代）との関係が窺われる点にも注意すべきである。

まず、文脈を無視したテクスト利用に対抗して彼は、『詩学』全体の根本主張から切り放せ

ないものとして各部分の議論の意味を探ろうとした。こうして逆転（11 章）、筋の類型論

（13 章）、パトスの構成（14 章）などの諸議論が「因果連関による統一」という規則との

関係で把握されていく。これはまさに、クロスリファレンスを旨とするニュークリティシ

ズムの手法であったのである。そしてまた、この潮流は、（対立していながら実は支えあう）

「構造のアイロニー」や「表現のパラドックス」といった各部分の衝突を、精読によって

「統一」（unity）や「一貫性」（coherence）へと解消することを目的としていた。そうして

作品が持つ「論理」（logic）を明らかにしていくのである(4)。また同時にニュークリティシ

ズムには、「文学作品を『客観的に』扱うことに関心を持ち、作品を自己充足的で自律的で

それ自体のために存在するためのもの」(5)として捉える傾向があった。作品が自律的であ

る以上、作家の伝記や作家の意図などは外在的要因にすぎない。また客観性を目指す研究

の成果は、「解釈」といった派生物などではなく、作品と一対一に対応する科学的な「批評」

（criticism）でなくてはならない。従って、読者の読みの経験や読者がたまたま持ち合わ

せている知識（ギリシア悲劇ならば観客がそなえている伝承の知識）などもまた、偶然的

要因として捨象されることになるのである。このニュークリティシズムとの興味深い一致

                                                        
(3) Else, G.F. (1957) Aristotle’s Poetics: The Argument. Cambridge, p.282. 
(4) Crane, R. S. (1952) “Introduction”, in: Crane,(ed.), Critics and Criticism, Ancient and Modern 
(pp.1-24) Chicago UP. 
(5) “NEW CRITICISM”, in: Childers, J. & Hentzi, G. ed. The Columbia Dictionary of Modern Literary 
and Cultural Criticism. 1995, Columbia UP. 
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を、エルスの用語法は示している。『詩学』の要請する「筋の因果結合」を英語で表現する

にあたり、エルスは「論理的」（logical）という表現を好んで用いている。たとえば、「逆

転」（peripeteia）の解釈である。「逆転」においては、それまでの期待に反するかのように

出来事は転換するが、その出来事はなお因果的に結合している。これをエルスは、

unexpected yet logicalと表現していた(6)。『詩学』のギリシア悲劇把握のなかでは、そのつど

の期待に背くようにみえても、そのかげには因果結合が機能していなくてならない。一見

発見し難いが、必ず見出されねばならない作品テクストの「論理」として、エルスは、悲

劇作品の持つ「因果結合」に「logic」の称号を与えるのである。 

エルスは、「因果結合による統一」というテーゼ自体を『詩学』テクストの「論理」に

見定めた。そして彼はこの「論理」を、全体のなかで初めて意味を付与される部分という

ニュークリティシズム的な解釈姿勢にしたがい、今度はアリストテレスのテクストにも適

用していったのである。このとき、詩人の樹立するべき「因果連関」に抵触すると見えた

観客の知識など外的要因や、そのような要因の関与を窺わせる『詩学』中のテクストは捨

象されねばならない。こうして彼は「完結した行為」のミーメーシスを達成するための因

果連関構築を、1950 年代の思潮の欲求そのままに、観客ぬきの「自律的な」作品構造へと

強化していく。ここに至っては、『詩学』各部分がそこへと収斂するようにエルスが努力し

た「統一性」いや「自律性」の主張は、『詩学』というテクストの全体が訴えていたのか、

当時の批評理念からエルスが導入しているのか、もはや明らかではない。なんといっても

ニュークリティシズムが自分たちの元祖として仰いだのが、『詩学』だったからである

（Crane（1952））。こうしてギリシア悲劇という“文学作品”（上演に関わる“作品外”の

事情は全く閑却されている）、『詩学』の唱える「統一」のドグマ、『詩学』解釈の支配的傾

向のそれぞれについて、＜自律性＞の強調が三重にかけられた。わりを喰うのはいつでも、

「非本質的な観客の知識」（Else p.346）である。 

だが、そもそも「詩作の偉大な規則」のなかに、観客の参画する余地は本当になかった

のか。エルスはその余地をいかに剥奪したのか。まず『詩学』18 章のテクストを見てみよ

う。この章は、悲劇の新区画「紛糾」（desis）と「解決」（lysis）を唐突に導入したり、悲

劇の四種類を述べてみたり、はたまた『詩学』が他の箇所で全く顧みない「コロス」を俳

優の一人として扱うべきと主張したりするなど、話題の一貫性や他の箇所との連続性が問

題となっている。その＜問題児＞ぶりは、次のテクストにもあらわれている。 

 

（A） 「（勇気はあるが不正な者が敗北することなどは、）アガトンが言うように、起

こりそうなことである。起こりそうもないことがしばしば起こるというのも、

起こりそうなことである」（18.1456a-25）。 

 

                                                        
(6) Else p.344. 
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「詩作の偉大な規則」たるべき因果結合が、アリストテレス自身の手によって骨抜きにさ

れようとしている。エルスは、この句を「真剣な内容」（serious content）として取り合う

ほどのことはないと切って捨てる。エルスによれば、これはアリストテレスのお気に入り

の言い回しにすぎないという（Else p.551）。確かにこのアガトンからの引用は、『詩学』25

章および『弁論術』二巻 24 章にも見られる（25.61b15、Rhet. 2.24.1402a10）。 

 

（A1） 『詩学』25 章 「不合理も時には不合理でないときもある。なぜなら、起こり

そうもないのに起こるというのも、起こりそうなことであるから」

（25.1461b14-15）。 

（A2） 『弁論術』 「なにかにとっての蓋然性（ti eikos）とは普遍的に当てはまるも

のではない。これはアガトンが述べているとおり、“死すべき人間には多くの

起こりそうもないことが起こるということ、まさしくこのことこそ、おそらく、

起こりそうなことと言えよう”」（Rhet. 2.24.1402a7-12）。 

 

『弁論術』第二巻では「見せかけの説得推論」について語られており、端的な蓋然性

（haplôs eikos）という状況的蓋然性ではなく、「何かにとっての蓋然性」（ti eikos）の例と

して引用文は挙げられていた。だが『弁論術』は、もとより『詩学』というテクストの部

分ではない。エルスのニュークリティシズムは、『詩学』テクストの解釈に他のテクストを

持ち込むことはない(7)。それならば『詩学』25 章はどうか。 

この章はまるごと、エルス自身によって写本の信憑性を疑われ、彼は訳出すら拒むので

ある。「詩作への批判に対する応答の仕方」を教え諭すこの章は、エルスによれば「比較的

独立していて、アリストテレスの著作の残りの部分の解釈に重大な影響を与えそうにもな

い」（Else p.632）ゆえに、『詩学』の考察から省くことができるという。既に引用した『詩

学』8 章の表現を借りるなら、「あってもなくても何の目立った差異を示さないものは、

『詩学』全体の部分ではないのである」。こうしてエルスは、「何かにとっての蓋然性」と

いう可能性を、文字どおり抹殺するのである。しかし信憑性のない写本ゆえにこの章は独

立しているのか、この章は独立している（ように見えた）ため写本の信憑性が疑わしいの

か。卵と鶏の何れが先だったのだろうか。そして、それは何にとっての蓋然性だったのか。

抹殺された 25 章の響きが聞こえる次のテクストに注目しよう。「作家としては、信じられ

ない可能事よりもむしろ、もっともらしい不可能事の方を選ぶべきである。そして「筋」

は不合理なものから構成されてはならない。不合理なものはなるべく持たないようにすべ

きである。だが、それができないときは、筋の外におくべきである。オイディプスが、ラ

                                                        
(7) Else は、カタルシス句（6.1449b28）の解釈についても、他のテクストとの照合を拒んでいた。
『政治学』八巻七章の音楽論を参照する「生理学的カタルシス（寫出）解釈」に対抗して、Else
や Otte は『詩学』は『詩学』テクスト内で理解するべきとの立場（『詩学』アウトノミー）か
ら、カタルシスを劇中での紛糾が合理的に解決されることであると解釈した（「構成論的カタ
ルシス解釈」）。 
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イオスがどのようにして死んだのかを知らなかったことのように」（24.1460a26-30）。先王

の死に様を、その未亡人と生活を共にしながら知らないという『オイディプス王』に見ら

れるような不合理・不可能。そのあとに何かが因果的に生起するはずもないこのような出

来事から、確かに「筋」は構成されてはならない。しかし、それが（もちろん観客にとっ

て）もっともらしく見えるときには、不可能事こそを選ぶべきである。つまり『詩学』が

要請した因果性は、観客の目が判定する限りの因果性ということになる。エルスの判断に

も関わらず 25 章の議論は、いやエルスの抹殺にも関わらず観客項は『詩学』の根本に関わ

りうる契機なのである。さて、そうすると作品構造の完結性は観客の印象一つで決められ

るのだろうか。もちろんそうではない。アリストテレスの制作論は、そのような判定をく

だす機関に観客を想定し、これをコントロールして詩人の思い通りの判定＝因果性を引き

出す権利と方策を詩人に用意しているのである。どういうことか。やはり 25 章の議論(8)

との一致を示す次の引用（24.1460a14-17）を見よう。 

 

（B） 「悲劇においても驚きをつくり出さなければならないが、その 大の原因とな

る不合理は、むしろ叙事詩にとって受け入れやすい。なぜならそこでは行為す

る者を目の当たりに見ることはないからである。事実ヘクトルの追跡のくだり

は、舞台の上で演じられるなら、明らかに滑稽なものとなろう。」 

 

24 章では、必要な不合理を悲劇の中に取り入れるために、叙事詩の表現方式（語り方式、

apangelia）を利用することが提案されている。アリストテレスが引いている例は『イリア

ス』22.205 のものである。他のものたちは逃げるヘクトルを傍観しているのに、アキレウ

スが必死に制している様の不合理のことをいっている。俳優が演じる形式ではなく、叙事

詩の語り方式によって観客の目をむけないようにすること。それによって筋の因果連関を

そこなう不合理性を観客から隠蔽することができるという緊急措置を、アリストテレスは

詩人に教唆しているのである(9)。どうしても必要な不合理は、観客を統御すること＝「気

づかせないこと」で導入することができる。つまり「詩作の偉大な規則」の判定は、その

情況的因果性ではなく、観客の判定に委ねられているのである。 

観客受容を主要な対象としない『詩学』ではあったが、「観客に気づかせない」という、

詩人による観客の統御を窺うことができた。また、観客というパラメーターは、「詩作の偉

大な規則」それ自体に関わっていたのである。観客項の関与あってこそ、要請された必然

性と蓋然性は内実を持つというべきであろう。もちろん、だからといって、『詩学』の制作

                                                        
(8)「（不可能なこと）によって詩作そのものの目的が・・達成されるなら、すなわちもしもそれ
によって当の部分または別の部分がいっそう人を驚かせるものとなるなら。その一例は『イリ
アス』におけるヘクトルの追跡のくだりである」（25.1460b24-26）。 
(9) オレステスをめぐる不合理も同様に隠蔽されることが述べられている（24.1460a30-32）。『詩
学』後半の技法論に見られる「観客の統御」についての詳細は、拙論“内と対立しない「外」
─アリストテレス『詩学』における「悲劇」の限界について─（2）”、（京都大学文学部美
学美術史学研究室『研究紀要』19 号、1998 年、223-254 頁）を参照されたい。 
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論に現代の受容美学の関心すべてを読み込むとすれば、アナクロニズムを免れないだろう。

だが、観客たちが伝承のヴァリアントに通じているという古代ギリシアの特別な受容環境

および制作環境を無視してまで、「自律性」を求めるとき、それは、後世のアリストテレス

主義からのまた別のアナクロニズム─自律的作品を前提し、歴史的コンテクストを捨象

するニュークリティシズムからのアナクロニズムに陥ることになるだろう(10)。いや、われ

われだけが自らの前提から自由であるはずもない。アダプテーションの復権という目的を

意識しつつ、身体としての作品概念と観客の参画についてもう少しだけ述べておこう。 

 

 

３. 受容の場におけるアダプテーション 

 

われわれは歴史的に媒介されている。エルスの立場について検討し、その身体に与えら

れた「有機性」が事後的な構築であるとしながらも、いま「生き残る」という比喩を用い

ること自体、作品なりアダプテーションを受けた作例なりを生き物のように（有機体のよ

うに）把握しているという点で、われわれもまた近代以降の作品概念にとらわれていると

いわねばならない（その上、そこから自由になれるとも思えない）。アダプテーションを過

小評価から救うために、それを貶めている有機的身体としての作品概念から脱却するので

はなく、むしろ、そこに観客、一般には受容者を接ぎ木してみたい(11)。 

エルスのみならず、おそらく一般には、作品とアダプテーション作例は別のものである

と考えられている。存在のあり方、それを所有する権利の行方については確かにそうだろ

う。制作者の死後 50 年を経ていなければ（ミッキーマウスは例外としても）、それぞれの

権利がそれぞれの所有者に与えられるだろう。しかし、受容の現場においては、双方は確

固としたものとして現れるとは限らない。 初に述べた「正典」、すなわち、たまたま現在

の文化がその価値を認める作品の受容において、作品とアダプテーションに関するわれわ

れの判断はとりわけ恣意性に晒されてしまう。かつての有機的身体と、その“派生物”と

して貶められるべきアダプテーションを区別しようとする視線は、皮肉なことに、どちら

が「かつての」有機的身体であったのかをしばしば取り違えてしまう。 

たとえばブラームスの『ピアノ五重奏曲』（作品 34）。この作例もまた不朽の“作品”と

して流通しているが、本来これは、弦楽五重奏の形態（未完成、のち散逸）から出発した

『二台のピアノのためのソナタ』（作品 34b）からアダプテーションされたものであった。

しかし、わたしたちのコンサートホール＝受容環境（“室内楽の夕べ”といった催しでピア

                                                        
(10) 歴史的コンテクストの捨象によって、ニュークリティシズムが陥った批評の恣意性につい
ては次を参照。Keast, W.R., “The ‘New Criticism’ and ‘King Lear’ ”, in: Crane pp.108-137. 
(11) 小論の第二節は、もとは『美学』誌に掲載の論文の第一節にアダプテーションへの関心を
接続したものである。若林「観客の統御─エルス、アリストテレス、アイスキュロス─」
（美学会編『美学』、209 号、pp.1-14、2002）。小論でアイスキュロスを例に簡単に述べた、当
時の観客のギリシア悲劇受容の再構成についても、その論文で述べておいた。 
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ノ二台編成と五重奏形態のいずれが優勢かを想像していただきたい）に優れて適応したた

めに、そのアダプテーションの経緯は忘れ去られてしまった。「テイト改作によるシェイク

スピア『リア王』」がアダプテーションの結果と理解されなかった事情と同様である。しか

し、われわれはエリザベス朝とは異なり、さまざまなメディアの助けにより双方の形態を

受容することができる。しかし、ピアノ五重奏形態に慣れてしまった（馴らされてしまっ

た）われわれの耳の経験にとっては、オリジナル編成を聞くときにこそ“新鮮な”あるい

は“新参者の”印象が与えられるだろう。つまり、聞き慣れた作品からの、二台ピアノ用

の（あるいは教育用・研究用の）アダプテーションであろうかと感じてしまうのである。

その印象は「作品 34b」という派生番号によっても強化されるかもしれない。もちろんブ

ラームス全集の編者たちは、どちらが歴史的に古く、「かつて」編成された身体であるかは

十分に承知している。しかしながら、より現在の文化状況に適応した作例に“オリジナル”

「作品」の称号を与え、そうではない作例にアダプテーションの烙印（アダプテーション

のかこつ不遇はそう呼ばれるに相応しい）を押すのである。技術的には簡単なことである。

歴史的に古く、しかし文化的に劣勢な作例は、“習作”あるいは“エスキス”とすればよい。

すでに、ラシーヌによる『ヒッポリュトス』のアダプテーション作例を翻案と呼ぶことは

殆どない、と述べた。これもまた同様の事情による。文化的な地位を疑われないこの作例

は、すでに列聖されているからである。もちろん、ラシーヌのこの事例や、また自ら多く

の“材源”をギリシア・ローマに求めたシェイクスピアの制作方法について、ロバート・

ワイマンのように述べることもできるだろう。「資本主義以前の社会では、一定のテクスト

や主題をアプロプリエーションする詩人の行為と、詩人自身による知性の産物ないし所有

物との間の隔たりは、現代よりもずっと小さかった。いいかえれば“素材”が自由になら

ない度合が、つまり“材源”・ジャンル・筋のパターン・とりあげられがちな主題などが決

まりきっている度合が、きわめて高かったのである」(12)。しかし制作状況についての抗弁

とはなったとしても、この議論は、われわれの受容経験における取り違えと、その原因と

もなった「正典」認定、そして何に派生番号を振ってしまったのかに関してほとんど何も

説明してくれない。われわれは「かつての」有機的身体としての作品に固執しながら、し

かも同時に恣意的な作品／アダプテーション認定を行っているのである（いやむしろ問題

は、アダプテーションを作例に貼りつけられるレッテルのように見なしている点にあるの

ではないか）。 

われわれは、有機的身体性の認定そのものを、従来考えられているよりも柔軟に捉える

べきだろう。つまり身体性は、認識のうちに更新されるのである。『詩学』の説く「詩作の

偉大な規則」に観客項を留保しておいたのは、当にこの点にかかわる。ここで例に出した

いのは、モーツァルトの『ピアノソナタ』ハ長調の、グリーグによるアダプテーションで

                                                        
(12) Weimann, R. (1988), p.434. Weimann, R., ‘Text, Author-Function, and Appropriation in Modern 
Narrative: Toward a Sociology of Representation’, Critical Inquiry, 14, pp.431-47. 
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ある(13)。グリーグ『第二ピアノつき、モーツァルト『ピアノソナタ』』を聞き続けるとき、

有機的身体がわたしたちの耳のなかで再編されることを体験できるだろう。はじめのうち

は冗長な付加としてしか聞こえない第二ピアノの合いの手が、やがて不可欠の要素となっ

ていく。そのときには、モーツァルトの作例に戻るとどうも何かが失われた様な気がして

しまう。つまり有機的身体の構成が、われわれの受容経験のなかで新たに編成され直した

のである（もちろん視聴環境を元に戻せば、新たに編成された身体性もまた、たちまち失

われるだろう）。かっては一度たしかに何らかの視点から統一が、そして作品の「全体」が

編成されはした。『詩学』の主眼は、その術策を様々に説くものであった。しかし、そのと

きには「観客にとっての」という限定が施されてもいた。そして受容者層や受容環境は変

化していく。その折々に、歴史的に変化してしまった環境のなかで、今度は、受容者があ

らたな身体性を見いだしていくこととなった。そのためのモデルを『詩学』から調達する

ことを『詩学』は禁じてはいないように思われる。そして「作品」に見いだされる有機性

＝緊密な要素の結合が変貌することを勘案するとき、わたしたちの受容経験のなかでは、

作品／アダプテーションの関係は、“オリジナル”作品と峻別される派生物といった対立図

式にはない。アダプテーションは、そのつどの歴史的なわたしたちの受容経験のなかで変

貌し続ける作品のつかの間の一相貌としてあらわれるのであって、両者は可逆的な関係に

あるといえよう。ランの花が環境との対話のなかで変化し続けるように、作品もまた（制

作あるいは受容）環境とのダイナミズムのなかで、生き残りを賭けて姿を変えてきたので

ある（たとえ、一つ一つの姿＝アダプテーションが、それぞれ短い命しかもたなかったと

しても）。つまり、従来の「作品が、不肖の子＝アダプテーションを産む」という派生図式

は、わたしたちの受容のなかでは十全に機能しないのである。『詩学』は、あくまでも制作

術を述べるものであって、観客受容について考察するものではなかった。しかし、『詩学』

はアダプテーションに関するわれわれの見方を窮屈なものとするばかりでなく、むしろ、

その理解を進めるための原理論になる可能性を秘めているのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
(13) 「冬の間、わたしはとりわけ興味深い課題に取りかかっていました。モーツァルトのソナ
タのいくつかに自由に第二ピアノを付加していたのです。第一には、教育目的のためですが、
偶然にもコンサートホールで演奏することが出来ました。ホールでは驚くほど全てがよく響い
ていました」（1877 年 5 月 27 日、出版社宛書簡）。後に作曲家は「センチュリー・イラストレ
イテッド・マンスリー・マガジン」に次のような談話を寄せていた。「筆者（グリーグ）は、
第二ピアノを用いることで、モーツァルトのピアノソナタに、われわれの耳に訴えかける効果
を添えようと試みました。弁解として急いで付け加えておきたいのですが、筆者はモーツァル
トの音符を一つたりとも変えたりはしていません」。まさしく、かつての身体性（第一ピアノ）
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後記 共同研究の討論をふまえて 

 

本稿は、「第 13 回ギリシア哲学セミナー」（2009 年 9 月 12・13 日、京都大学）における

口頭発表に多少の修正を加えたものである。司会をお引き受けいただいた朴一功先生をは

じめ、門外漢の発表を真剣に聞いてくださった会員の皆様にお礼申し上げたい。また会場

からは質疑応答のかたちで貴重な示唆と助言を賜った。重ねてお礼申し上げる。萩原理先

生、永井龍男先生、浅野幸治先生、田中伸司先生、納富信留先生、金山弥平先生、岩田靖

夫先生、内山勝利先生、神崎繁先生、田坂さつき先生、一色裕先生、山本巍先生、今井知

正先生、山口義久先生の皆様である。紙幅の都合から総ての討議を再現することはできな

いが、それらをふまえたうえで、いくつかのポイントにまとめて現在の考えを述べておき

たい。 

 小論は、『詩学』にわれわれが見いだした身体性の議論と、アダプテーション受容の問題

を接続しようと試みた。ギリシア悲劇ばかりでなく、様々な時代の様々なジャンルの作例

を動員したのは、『詩学』をギリシア悲劇という守備範囲から広げて、現在の文化現象に見

合う原理論として「利用」したいと考えているからに他ならない。発表時の質議は、アダ

プテーション概念と、それに関するわたしの語用についてのものが多かった。 

サイボーグとしてのアダプテーション： 小論では、作品を有機的身体と見なす伝統的

な発想（有機体論）に従って、アダプテーションをサイボーグ（身体にみえるもの）と、

そして観客項を前提しないエルス流の自律的身体をオートマトンとよんでみた。これにつ

いて若干の補足をしておきたい。まず、アダプテーションを事後的修飾として貶める原因

となるのが、伝統的な有機体論であるのならば、なぜその喩えを継承するのか。わたしが

反対しているのは「制作＝身体」という発想そのものではなく、かつての（“オリジナル”

の）身体に固執するあまり、現在の様々なアダプテーションの試みを過小評価する動向で

ある（もとより、伝統的な「身体」の発想から小論だけが自由であることは不可能だろう）。

アダプテーションが編成する新しい身体にも、かつての身体と同等の地位を与えるべきだ

というのが、わたしの主張である。さらにいえば、“オリジナル”作品もアダプテーション

も、われわれに与えられる受容の現場においては、身体に見えるサイボーグとして同等に

見なされるべきであろう。その意味で、むしろ峻別されねばならないのがエルス流のオー

トマトンであった。ギリシア悲劇という一種のアダプテーション群を論じる『詩学』のな

かに、「観客にとっての」身体ならぬ、オートマトンがあったのか。これについては第二節

で述べたところである。 

認識のなかのアダプテーション： 上に述べたように、それが“オリジナル”なのかア

ダプテーションなのかを、存在としてのまとまり（身体）に即して呼び分けることは小論

の立場ではない。ブラームスの編曲や、モーツアルトとグリーグの例から、その認定の問

                                                                                                                                                                   
に、新しい修飾（第二ピアノ）が施された形態をとっている。 
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題を検討したのはそのためである。アダプテーションは、受容環境・制作環境の変化のな

かで生き残りをかけて仮面を被る作品の束の間の相貌であった。アダプテーションの要諦

の第一はこの「適応」プロセスにある。そして、その制作に“オリジナル”の存在を察知

して、受容者が二相の差異を比較できるときにのみ、制作はアダプテーションとして認め

られる。要諦の第二は、その「認識」にある（その意味でアダプテーションの語用は、「贋

作」のそれとよく似ている）。「アダプテーション」は作例に貼り付けられるレッテルでは

ない。シェイクスピアは明治期に『人肉質置裁判』としてアダプテーションする。しかし、

それは西洋事情に疎い観客の多くにとってアダプテーションとしては認められない。だが、

束の間の役割を終え、『ヴェニスの商人』と比較されるとき、それはアダプテーションと

認められるのである。小論は、アダプテーションを、そのような意味で、受容のダイナミ

ズムのうちに把握してきたつもりであった。発表時にうまく応答できたかどうかが自信が

ないので改めて強調しておこう。また、これに関連してたいへん考えさせられたのは、た

とえば『ロミオとジュリエット』の「結末が変わってしまっても、アダプテーションであ

るのか」という質問であった。なるべくは“相対主義者”でありたいと心がけてはいたつ

もりであるが、「アダプテーションである」と何回か応答してしまっていたことは、先の

概念規定に鑑みて反省しているところである。さて、上の質問については、改めて認識の

如何によると答えておきたい。アダプテーション認識は、制作時の適応と同様に、歴史的

に媒介されているわけであり、類似の「程度の差」に依存するものではないと考えている。

むしろ問題は、「類似の認識」にあるだろう 

類似と著作権問題： しかし、アダプテーションを受容者の認識にかかわると述べる小

論は、現行著作権法とその運用に関してははなはだ無力である（パブリック・ドメインと

なった事例のみをとりあげた一因もここにある）。文化の継承・発展のためにアダプテーシ

ョンさせる対価を作者に保障するこの制度においては、小論とは反対に、作品かアダプテ

ーション（二次的著作物）かの判断を作例に貼りつけようとする。しかし、作品の類似を

判断するために、原理的に不可能な「「程度の差」にボーダーをひく」行為を判事に強いる

その制度運用には問題が多い。加えて、こんにち創造主としての作家というよりも、卓越

した編集者・職人の様相を示してはじめた制作者たちにとっては、かつての身体性に縛り

付けられた作品概念とそれに基づく現行著作権法よりも、むしろ協同的な制作行為を適正

に評価し、経済的な収益を分配する制度が望ましいように思われる。パブリシティーの観

点からの寛容な対応や、デトリタス・ネット運動などにその萌芽が窺われるとしても、収

益の分配についてはなお技術的な困難がつきまとっている。この点に関しては、現在では

この程度のことしか述べることができない。 

以上、共同研究をふまえて改めて述べてみた。お寄せいただいた質議の総てにわたって

はいない憾み、また十分な理解のゆきとどかぬ点もあるかと思う。今後の課題とさせてい

ただきたい。 

 


