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詩作術の正当性と詩学の位置 

 

藤 田 一 美 

 

 

序 正当性の概念 

 

  本稿は、『詩学』25 章において「詩作術の正当性 ὀρθότης は政治術のそれと同じではなく、

またむろん他のあらゆる技術 τέχνη のそれとも同じではない」(60b13-5)と言われる「詩作術の

正当性」の概念と、それに密接に連関する学としての詩学の位置について考察する。 

 この「詩作術の正当性」は、描写の「誤り」(cf.b23:ἡμάρτηται)を衝く詩作批判(cf.b23:ἀδύνατα)

に対抗するために持ち込まれた概念である。この概念はおそらく、「文藝音楽の正当性
、、、

は一般に

それが人の心に喜びをもたらす
、、、、、、、、、、、

能力にあると考えられている」(Lg.655c8-d2. cf.700e1-4) と言わ

れるような「正当性」の概念を前提とするものであろう。もっとも「模倣のὀρθότηςは模倣対

象τὸ μιμηθένが量的・質的にそのように仕上げられるかどうかにかかる」(668b6-7)という用例

もあり、4 章における「最高度に正確に仕上げられたεἰκόνες」が、その「何であるかτί」を示

す＜正確性＞との関連も念頭に置く必要がある(1)。 

 詩作術のὀρθότηςと政治術あるいは技術のそれとを比較する場合、その手がかりの一つは、

詩作術への言及はないが、『ニコマコス倫理学』で言われる、「学問ἐπιστήμη」や「判断δόξα」

から区別された「良き思案εὐβουλία」の「正当性」の概念であろう(cf.42a31-b9)(2)。アリストテ

レスの場合、「正しさ
、、、

や有益性、良さ、そして美しさを与えるのは真理ἀλήθειαである」

(Lg.667c6-7)というふうに、あえて「真理」(42b11)を根拠として学問の正当性が語られることは

なく、他方プラトンの認識論においては、アリストテレスにおけるような思案の正当性が語ら

れる余地はない。良き思案の正当性の概念については、『メノン』において「知識」ではなく「思

い」によってもたらされるという「行為の正当性」(97b9)の概念が参考になる。「正しき思いὀρθὴ 

δόξα」は「原因の推理」(98a3-4)によって「知識」(a6)とならなくとも、少なくとも一時的には

「真実ἀληθῆ」(97b6)に当たるからである。ただしこの「思い」は良き思案のように「推論」(41b14)

はしない。良き思案は学問的な「原因の推理」は為し得ないが、「思慮φρόνησις」に随い、思慮

が把捉する「目的」に従って思い巡らす能力である(cf.42b32-3)。なおソクラテスは「知識によ

                                                        
註 遺憾ながら参考文献は、相当数に上るため、紙数の都合上割愛せざるを得なかった。 
(1)「正確性」という概念は、あえて εἰκόνας を規定する ἀκριβόω の分詞形 ἠκριβωμένας から抽出

したものである(60b18 の ὀρθῶς は「正確に」と訳せる)。ここに現れる"ὀρθότης"という語について

であるが、「～の ὀ.」と に限ると『法律』に多い。 いう語法は文藝音楽
(2)「悪しき思案の人が当を得ることはない

、、、、、、、、、
ἁμαρτάνει が、良き思案の人は正しく思案するから、明

らかに良き思案とはある種の正当性である
、、、、、、、、、、、、、、、、

」(42b7-9)。cf.b10: ἁμαρτία. 



詩作術の正当性と詩学の位置  63

らず」「政治家達は良き思い
、、

εὐδοξίαを用いて国を正しくする
、、、

ὀρθοῦσιν」(99c1-2)と述べているが、

この「良き思い」も「良き思案」に繋がってゆく概念であろう。 

、、 、、

 『詩学』は詩作術が「誤り」を犯す可能性を認めている。その意味で詩作術と比較される政

治術も、「思慮」の系列に属するのではないかと予想される。また両者の正当性が学問や判断の

真理性には関わらないとすると、両者の正当性は「技術」のそれとは異なる。 

 

 

１．技術性と非技術性 

 

1・1 詩作術の非技術性 

 

 アリストテレスは「経験」との対比からこの技術について、「さて、技術が成立するのは、経

験する多くの心象から、同様の事柄について普遍的にκαθόλου一つの判断が生じるときである」

(Metaph.981a5-7)と述べている。技術的知識の正しさは、何よりも「何故にそうであるか」すな

わち「その原因」を「知る」ところにあるとされるが(cf.981a29-30)、これによって技術は結果

に至る過程を説明することができ、「教授可能となる」(b7-8)。ちなみにこの「教授可能性」は、

プラトンが『メノン』や『国家』で政治家や詩人の技術性を批判した核心的論点であった。な

おこの文脈においては、知の系列における智慧 σοφία、学問、技術の位階、また理論学の制作

学に対する「優越」(cf.b31:σοφώτερος)が語られる。 

  さて、知の体系では触れられていない詩作術は、「普遍的判断」の呈示を目的とするものでは

なく、その正当性は、目的に向かって思いを巡らす「良き思案」のそれに近づくと予想された。

さらに知のあり方としては「快く時を過ごす διαγωγή」ためのものが有用なものに勝り、その

何れでもない「理論学」が最上位に立つとすると、教授可能性の点では技術から区別されるが、

端的には有用性を主張できない詩作術は、知の体系においていかなる位置をもつことになるの

か。また正当性概念を介して詩作術と思案は接近すると見えるが、良き思案や思慮に照応する

詩作術の能力ははたしてどのように語られるのだろうか。 

 個個の詩句を吟味する方法で、ソクラテスが神がみや英雄の描写を批判したのは（『国家』2、

3 巻）、結局「人（ホメロス）が真理よりも尊重されることは許されない」(595c2-3)という信念

からであった。10 巻ではさらに詩人が「教育の指導者」として成果を挙げたことはなかったと

いう事実が指摘され(cf.600a9-e3)、イデア論的立場から詩人の知が「真理そのものには決して触

れていない」(e4-6)ことが確認されて、いわば教育論と存在論的知識論を包括する全体的観点か

ら、その技術的知識性そのものが否定されたのであった。 

 『形而上学』で技術的判断の普遍性が語られたとき、おそらく詩作術の技術性という問題自

体はまったく念頭になかったと思われる。しかるに詩作術が他の技術と正当性の概念を異にす

ると言わざるを得なかったのは、一つには、詩作術が依然として「人間の徳」について何か普
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遍的な知識を呈示しうるという常識が根強かったからであろう。というのも『弁論術』には、

否定的にもせよ、「『オデュッセイア』のことを『人生の美しい鏡』と語った」(1406b12-3)とい

うアルキダマスの引用もあるからである(3)。しかしアリストテレスの本来の標的はやはり『国

家』の詩人批判である。アリストテレスが技術性を否定された詩作術の正当性を立てる道筋は、

弁論術の場合と良く似ている。ソクラテスは、「説得を作り出す」技術としての弁論術とその原

理（「真実らしく見えることτὸ εἰκός」、「多数のものにそう思われること」）を批判し(cf. 

Phdr.273a6-b1)、争論的にいわば＜真の技術＞としての弁論術のありかたを呈示した(4)。それを

アリストテレスは積極的に展開するかたちで「技術」としての弁論術を立てたと見えるからで

ある。『国家』においてソクラテスは「古くからの詩作と哲学の対立」(607b5-6)を述べた後、「も

しかりに、快楽を目指す詩作すなわちミメーシス
、、、、、、、、、、、、、、、、、

が、よく統治された国家において存在しなく

てはならないという、なにか理由を語ることができると言うのであれば、われわれは喜んでそ

れを受け容れるだろう」(c4-6)と語っていた。アリストテレスはまさに「行為のミメーシス」を

悲劇の定義に導入し、更に「悲劇に相応しい快」を語って、詩作術の論理を立てたと解釈され

る。 

 

1・2 政治術との対比 

 

 さて、いかなる理由で「政治術」との対比において詩作術の正当性が語られるのであろうか。

『政治学』には「制作」と対比して「生は行為である」(1254a7)と言われていることや、「最善

の国制について適切な探求を為そうとする者は、まず最も望ましい生が何であるかを定義しな

くてはならない」(1323a14-6)とされていることなどから見て、生、行為、目的などの概念が主

要な役割を果たしているように思われる。その意味で、『詩学』における「行為」や「生」ある

いは「目的」などの概念と、『政治学』のそれとの異同が問題になることは確かであろう。しか

し、そのことともむろん関連はするが、アリストテレスの念頭にあったのは、「名のある人びと

の嘆きや悲しみを（作品から）削除すべきだろうか」(R.387d1-2. cf.605c10-d5)と問いかけ、国
、

家における教育論的観点からパ
、、、、、、、、、、、、、、

トスに傾斜した叙事詩や悲劇を批判したソクラテス的方法
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

では

                                                        
(3) リュクルゴス(c.390-c.325)は、「詩人は人間の生き方τὸν ἀνθρώπινον βίονを模倣している」と言
い、「彼らは多様な功業から最も優れた部分を取り出し、筋道を立てて証明しつつ、人びとの説得に
役立てた」(Or. in Leocr.102.8-103.1)と言う。詩人の代表はホメロスであり、祖国の危機を前に死を
賭して防戦せよと人びとを督励するヘクトルの言葉(Ilias15.494-9)が引かれている(ibid.103.4-9)。プ
ロタゴラスは「人間にとって教育上最大のことは詩句を理解すること」(Prt.338e7-9a1)であり、それ
を、「詩人が語ったことが正しくὀρθῶς作られているか否か知ることができ、そしてそのように判別
して、その意味を説明できること」(339a1-3)と定義する。というのも「人間の徳」について「詩に
は多くの教訓、昔日の善き人びとの詳細な記述、称讃や讃歌があり」(326a1-3)、「子供達に基礎とし
て善き詩人の作品を与えそれを徹底して学ぶ

、、、、、、
ようにさせる」(325e4-6a1)ことによって(cf. Ion 530b 

10-c1: τὴν τούτου (sc. Ὁμήρου) διάνοιαν ἐκμανθάνειν)、「子供が善き人に憧れて模倣し、そのよう
な人になろうと望む」(326a3-4)ことが期待されるからである。 
(4) ソクラテスは「言論の機能は人の心を説得によって導くことにある」(271c10)とし、「立派で完璧
な」(cf.272a7)技術、ペリクレスが到達したような理想的な弁論術を想定して(cf.269e1-2)、その要件
を挙げる(cf.271d1-2a8)。『弁論術』2 巻 1 章を参照されたい。 
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なかったか。この方法においては詩作は政治に吸収され、詩作術独自の存在理由
、、、、、、、、、、

が奪われるか

らである。ちなみに、『弁明』においてソクラテスが訪れた知者たち
、、、、

の順序は、まさに国家にお

いてそれぞれの役目を果たすべき政治家、悲劇作家などの詩人、そして専門的技術者であり、

問わるべきは究極には「人として国家として持つべき徳」(Ap.20b4-5)の知であった。『国家』で

直接の標的とされたのは知の指導者として敬愛された詩人とくにホメロスであったが、この「ホ

メロスを始めとする全ての詩人達」に与えられた決定的な言葉は、「徳
、
そして詩に語られたその

他の事柄の影像の模倣者
、、、、、、

μιμηταὶ εἰδώλων」(600e5-6)であった。「影像の模倣者」は「知ること

も正しく思いなすこともなく模倣する」(2a8-9)という意味でただ「遊び」(b8)をなし、「われわ

れの内で思慮から離れた部分と交わり」(3a12-b1)、「それぞれの心の内に悪しき国制 πολιτεία

を作り込む」(5b7-8)と決めつけられている。詩作の問題はかくして政治に直結することになる。

これに対してアリストテレスは、詩作術を政治術の領域から切り離しその固有の正当性を確保

し、体系における固有の位置を示唆しようとしたように思われる。 

 

1・3 実践学と制作学 

 

 『形而上学』6 巻では「実践学」と「制作学」が「自然学」そして「理論学」から区別され

る。両者は存在論的には対象を実体や本質を問うことなく前提とする学、原因論的には、その

存在の原因が制作物の場合は理性 νοῦς、技術、ある種の能力、実践的行為の場合は行為者の選

択意志 προαίρεσις にあるもの(cf.25b22-4)、さらに様相においては、「ただ多くの場合にそうあ

るもの」(26b30)、「他様にも在りうるもの」(cf.26b29, EN40a1)として規定されるからである。『ニ

コマコス倫理学』は「制作と行為は互いに異なる」(40a2)とし、「技術」を「真なる論理 λόγος

を伴う制作的な力 ἕξις である」(a10)とする。 

 ところが、『ニコマコス倫理学』では、「知識の内最も厳密である」(41a16)智慧 σοφία と

πολιτική とは「同じではない」(a29)と言われる。その理由は「智慧が本性上最も尊ばれるもの

についての知識 ἐπιστήμη であり直観 νοῦς であって」(b2-3)、「人間的な善を求めない」(b8)か

らである。「人間的な善」に関わるのは πολιτική の役割である。ただアリストテレスはこの

πολιτική については多くを語らず、「πολιτική も φρόνησις も同一の力である」(41b23-4)から

であろう、むしろ「思慮 φρόνησις」を説明してゆくのである。 

 思慮は「人間的なこと、すなわちあれこれ思案するものに関わる」(b8-9)力であるが、「一向

に良き思案を為す人とは、推論に従って、為されるべきことの内人にとって最善のものを探し

当てる人」(b12-4)と言われる(cf.Pol.89a11-3)。また「思慮は実践的であり、実践的行為は個別

に関わる」から、「思慮は普遍的なものτὰ καθόλουに関わるのみならず、個別的なものを認識

しなくてはならない」(b14-5)。かかる思慮が「国事に関わる」場合「統括的思慮」としては「立

法術」と呼ばれ(cf.b24-5)、「個別」(b15, 26)の認識に関わるときには「政治術」と言われる(5)。

                                                        
(5) 政治術は「実務を遂行し国策の審議をする思慮である」(41b27)。これが一般に「政治行為をなす
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というのも、思慮は一般には「自分一人に関わる」(b30)力であり「自身にとって善を求める」

(42a7)ものと思われているが、「自身のことも家政や国政なしにはありえない」(a9-10)以上、結

局、国事に関わらざるを得なくなるからである。思慮はかくして「最終的なものに関わる」(a24)

がゆえに、「学問ではない」(a23-4)。 

 従って πολιτική が学問としての「政治学」(1094a26-7)である場合、思慮と πολιτική は同じ

ではない。しかるに πολιτική が人間や国家について一般的及び個別的なことの双方に関わる場

合、その πολιτική は「政治学」から区別された「思慮」である。すでに「思慮」は「人間の善

に関わる、論理を伴う真なる実践的な力」(40b20)として、技術すなわち「真なる論理を伴う制

作的な力」(a10)と対比されていたが、かかる思慮としての πολιτική が、「制作」に関わる「他

のあらゆる技術」とそのありようを異にするのは明らかである。 

 『ニコマコス倫理学』1 巻 2 章において、「人によって為されることの目的としてわれわれが

それ自体として希求し、残余のものをそのものの故に望むある目的があるとしたら」(1094a18-9)、

「この目的こそ明らかに善であり最高善 ἄριστον あろう」 (a22)と言われていた (cf. 

R.505d11-e1)。「この目的が一体何であるか」を考察する学問は、「最も主宰的であり最も統括的

な知識」(1094a26-7)としての"πολιτική"(a27)である。文脈上、このπολιτικήは明らかに実践的

領域を対象とする最高度の学問である。この最高の学を、思慮と区別するために、＜国家学＞

と呼ぶことにしたい(

で

                                                                                                                                                                            

6)。「国家学には、統帥術や家政術や弁論術のような一般に最も尊重されて

いる種類の能力が属する」(94b2-3)ように、その他の学術はそれぞれの目的も含めて統括的学

問としての国家学に「用いられる」(b4-5)ことになる。以上の考察からわれわれは、πολιτική

と言われる場合、学問としての国家学と立法術と政治術を含む「思慮」としての＜（広義の）

政治術＞を明確に区別することにする。 

 

 

２. 詩作術、政治術、国家学 

 

２・１ 弁論術と詩作術 

 

  それでは、理論学から区別された制作学にはいかなる学が帰属するのか。技術としては医術

や建築術があげられているが、制作学関係のものは、偽書とされるものを除けば、学問として

 
πολιτεύεσθαι」(b28)とされ、「職人」(b29)の手仕事に喩えられている。『政治学』では「良き立法家

と真の政治家」は絶対・相対両方の意味における「最善の国制」を知るべきとされ(cf.88b24-7)、そ

れに連関して「思慮」が要請されている(cf.89a11-3)。 
(6) ソクラテスは精神の技術として政治術（立法術と司法術）と身体のそれとして医術と体育術をあ

げる(cf.Grg.464b2-c3)。彼は自負をもって「国家のこと τὰ πολιτικά を実践する」と述べ、「真の意

味での政治術 πολιτικὴ τέχνη」を語る(cf.521d6-8)。われわれはこれをプラトンにおける＜国家学＞

と呼んだが、アリストテレスでは、学問としての国家学から、いわば立法術と狭義の政治術から成

る広義の政治術としての思慮が分かたれる。 
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は弁論術と詩学のみである。しかるに『形而上学』においても『ニコマコス倫理学』において

も、『詩学』の書名はもとより「詩作術」にさえ言及されていない。 

 『弁論術』1 巻 2 章における弁論術のさしあたっての定義、「弁論術とはそれぞれの対象に即

して信じられることを考察する能力であるとしておこう。事実これこそ他のいかなる技術の本

分τέχνης ἔργονでもないからである」(1355b25-7)を見ると、この「信じられること」に注目す

れば、弁論術は、「可能ではあっても信じられないことよりは、不可能ではあっても納得される

ことεἰκόταを選ばなくてはならない」(60a26-7)と言われる詩作術と接近する。弁論の目的が「（立

証πίστιςに対する肯定的な）判定」を得ることにあるとすると(cf.77b20-1)(7)、この「納得され

ること」＝「信じられること」を語り、聴衆の「判定」を仰ぐという点においては、ソクラテ

スが詩作を「一種の大衆に向けられた演説」(Grg.502c12)、「弁論術的大衆演説」(d2)と言うの

も有意味に見える。しかるに両者は、弁論家がなんらかの問題について「立証」するのに対し

て、詩人はその物語によって何かを立証するのではない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という点において、決定的に異なると

言わなくてはならない。 

、、、

                                                       

 さてわれわれの言う「国家学」の目的は、「個人にも国家にも」(EN94b7-8)共通するが、「国

家」に関わる、「それを把捉し保持することがより重大でより最終的なものとなる」「目的」と

しての「人間的善」である(b7)。「人間的」と言うのは、「国家学が考察する美なるものや正な

るものは多くの差異や変化を有する」(b14-6)し、また「善」の概念もまたプラトンの善のイデ

アとは異なって相対的なものでしかないからである(cf.b16-8)。 

 『詩学』25 章で詩作術と対比される πολιτική が国家学であるのか、広義の政治術であるの

かはひとまず措いて、その両方の目的とされた「善」を取り上げてみたい。明示的ではないが、

『詩学』には善それ自体を究極目的としそれを判断の絶対的基準としたプラトンへの批判を匂

わせるくだりがある。「登場人物の誰かによって語られたり為されたりしたことが、良いこと τὸ 

καλῶς か否かを問う場合には、ただ単にその言葉や行為自体に着目してその真剣さや低劣さを
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

検証すべきではない
、、、、、、、、、

。それを語ったり行ったりする人に目を向け、その言動が誰に対してのも

のか、いかなる時のことか、手段は何か、目的は何かといったことまでも追究しなければなら

ない。例えばその言動は、より大きな善の出来を目的としたものかどうか、あるいはより大き

な悪を回避するためのものであるかというように」(61a4-9)。事実、「詩人がミュートスを語る

ための規範 τύποι」(cf.379a2-3)の一つ、「神は善きことの原因である」(380c8-9)という神学的命

題に従ってのみ、神がみが描写されるわけでは決してない。あくまでも出来事の連鎖それ自体、

一つの統一されたミュートスのなかで、その統一性に相応しくさまざまに神がみが語られるに

過ぎないからである。 

 悲劇における登場人物とその運命の範型を語る 13 章においては、「まったくの善人が幸福か

ら不幸に転じる」ことや、「この上もない悪人が不幸から幸福になる」こと、またその逆の場合

 
(7) 従来の弁論術の批判として、アリストテレスは「立証 πίστεις のみが技術的なもの ἔντεχνον で
ある」(1354a13)と言う。cf.54b21: περὶ δὲ τῶν ἐντέχνων πίστεων. 
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が「恐れと憐れみ」の情には無縁のこととして却けられる。選ばれるのは、「大いなる名声と幸

福のうちにある」けれども、「徳と正義において際立つわけではない人物」が「何らかの過ち

ἁμαρτία によって」(cf. EN42b8: ἁμαρτάνει)「不幸に陥る」かたちである(cf. 53a7-10)。かかる

人物は、本来「名声に値する」「善き人」(EN24a25)でもまた「思慮の人」(42b31)でもなく、ま

たむろん「模倣すべき」人格(cf.DK68B39)でもない。 

  

２・２ 詩作の目的 ― ミュートス  

 

 『詩学』冒頭に「詩作が優れたものと καλῶς なるためには、ミュートスをどのように組み立

てるべきか」という問いが立てられている。詩作が美 τὸ καλόν を目的とするか否かについては、

この καλῶς のみならず、「美は一定の大きさと秩序に拠って存立する」(50b36-7)と言われてい

ることとの連関もあって、つとにさまざまな解釈が展開されている。われわれはしかし美が詩

作を規制する重要な理念であるとしても、詩作の直接の目的であるという立場はとらない。も

しそうであれば、6 章における悲劇の二つの定義を含む文脈において、あるいはなんらかのか

たちで美が触れられる余地はあったように思われるからである。 

 ただし、「悲劇にとって第一義のそして最大のものである」「諸行為の結合」を問う 7 章では、

「美が一定の大きさと秩序に拠って存立する」かぎり、「およそ動物にせよ部分から構成された

ものにせよ美しいものは、その諸部分が秩序を与えられるのみならず、また偶然ではない大き

さのものでなくてはならない」(b34-7)とされている。それゆえ、明示的ではないにせよ、詩作

品もまた「部分から構成される事物πρᾶγμα」の一つとして(8)、美という目的理念に従うべきも

のであること自体は疑いがない(cf.PA645a21-6)。 

 さて、われわれは 9 章における次の言葉に＜詩作術の本質＞を見ることができる。「実際に生

起した出来事を語ることではなく、納得される仕方でもしくは必然的に生起しうること
、、、、、、、

、可能
、、

的事象
、、、

を語り出すことが、詩人の本分 ἔργον である」(51a36-8)がそれである。 

「生起しうること」、「可能的事象」は複数形であるが、一つの物語を構成するのは複数の出来

事ではなく、一つの「可能的事象」であると見るべきである。ところが悲劇の定義が現れる 6

                                                        
(8) ここで注目すべきことは、詩作品が πρᾶγμα の概念に組込まれていることと、あらゆる構成物に
ついて自然的存在がつねに他でもあり得る存在の範型として機能する

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ことである。前者は詩作術と

他の制作術一般がまさしく何らか存在をつくり出すという意味において同類であることを語ってい
る(cf.Smp.205b8-c2)。およそロゴスの全体的秩序、成立の「必然 ἀνάγκη」が語られる場合、「生物
体」の比喩にはすでに先例がある(cf.Phdr.264b3-c5)。ただし構成の必然のみを考えるプラトンには、
「大きさ」の概念が欠けている。アリストテレスが「大きさ」の概念を附加したのは、まさしく一
個の作品が一個の生物体のようにそれとして同定され、「統一性をもった全体」(51a1-2)として「看
取 θεωρία」(50b38, 51a1-2)されるためである。この一つの全体がそれとして明らかに看取されるこ

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

と
、
をアリストテレスは εὐσύνοπτον(51a4)と呼び、ミュートスの場合にはそれを記憶の概念によって

εὐμνημόνευτον(a5)としている(cf.59a20: ὥσπερ ζῷον ἓν ὅλον)。なお「大きさ」の概念は、『形而上
学』の「美の最も主要な概念は秩序と均斉と被限定性である」(1078a36-b1)における「被限定性」を
承けると見なされる。また「大きさ」はそれが増量するほど「より美しい」(51a11)と言われるのは、
『ニコマコス倫理学』で「美しさ κάλλος が大きな身体において在るように、高邁の精神は大きさ
において在る」(23b6-7)の思想に符合する。 
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章には「生起しうること」や「可能的事象」という語はない。この言葉に応ずると見なされる

のは、「行為の模倣」というかたちで、悲劇の定義(49b24-5, 50a16-7)に現れる「行為」(49b24, 50a16:  

πράξεων)や「諸行為」(50a22: πράγματα)である。ただしこの「諸行為」は「諸行為すなわちミ

ュートス」とも語られているが、「ミュートスとは諸行為の結合である」(50a4-5.cf.a32-3)、「ミ

ュートスもまた、それが行為の模倣である以上、統一性をもった全体的な行為の模倣でなくて

はならない」(51a31-2)と言われていることから、ここには「の結合」を補完することができる。

また「生起しうること」は「生起したこと」に対する概念であり、「行為」概念を存在論的に説

明したものである。かくして、一つの行為の模倣、一つのミュートス、一つの可能的事象の呈

示が同等となる。 

 その意味で、「諸行為（の結合）すなわちミュートスは悲劇の目的である」(50a22-3)は、悲劇
、、

の目的は一つの行為の模倣
、、、、、、、、、、、、

、すなわちミュートスまたは一つの可能的事象の呈示である
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、と読

むことができる。ただし、ミュートスを悲劇の目的であるとした場合、喜劇についても「ミュ

ートスの構成」(cf.51b12-3)と言われていることは考慮すべきであるし、「悲劇作家がなすべき

ことは、憐れみと恐れの感情に関わるよろこびを出来事の描写によって備えることであるから、

このような運びとなるような関係を出来事のうちに作り込んでおかなくてはならない」

(53b11-4)という言葉に拠って、語そのものはないが、「目的」を「悲劇に相応しい快」(b11. cf. 

62b13-4)であるとする解釈も等閑には出来ない。ただし、この場合も 6 章の定義を優先すれば、

この文脈で言及されて然るべきであると考える。 

 

２・３ 詩人の本分 

 

 『弁論術』1 巻 1 章の「弁論術の本分」(1355b10)と『詩学』9 章の「詩人の本分」(51a37)と

いう表現は、これら二つの術の相違を端的に示している。『詩学』6 章において悲劇の要素のう

ち第 3 に位置づけられる「知性」について、「語りうることや語るに相応しいことを語る」(50b5. 

cf.b11-2, a7)能力であり、このような知性の働きは、「弁論という点では、政治術と弁論術の本

分に相当する」(b6)と言われているが、この知性の働き自体はむろん物語に現れる人物に属す

るものであって、詩人自身が「何かをその是非について証明したりなにか普遍的なこと καθόλου 

τι を表明したりする」(50b11-2)わけではない。むろん詩作術はかかる弁論術のあり方を前提と

することができる。ただし『弁論術』では、「（聴衆を）説得すると言うよりは、個個の事柄に

即して存在する信じられることを見いだす」(55b10-11, 25-6)と言われるように、歴史的地平に

位置する問題に即して「信じられること」を考察しその論理を展開する「技術的立証」(54b21)

である。『弁論術』において言われるようにそれは、「分析的な学とエートスに関わる国家学か

ら合成された」(59b9-11)「能力」(b13)であり、「ソフィスト的弁論に似たもの」である反面、「弁

証術に似たもの」であり(b11-2) 、技術的立証のために「普遍的なもの」に傾斜することは確か

である。 
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 これに対して詩人は、いかなる意味においても「立証」そのものを目指すわけではない。詩

人は、歴史的地平にそれ
、、、、、、、、

として指示されない
、、、、、、、、、

「可能的事象」(9)をあたかも歴史的事象のように

「眼前に置きつつ」(55a23)語り出す力、「普遍的なもの」を包越する具象化の能力を有してい

なくてはならない。それゆえに、「詩人は出来る限り、さまざまな
、、、、、

（パトスを示す言葉の
、、、、、、、、、

）かた
、、

ちをもって
、、、、、

ミュートスを仕上げなくてはならない。というのも詩人としての「資質」が同じで

あるならば、パトスの内に在る者
、、、、、、、、、

（の言葉
、、、

）がもっとも信じられる
、、、、、、、、、、

からである」(a30-31)。しか

るにかかるパトスの先取
、、、、、、

は、「恵まれた素質εὐφυήςや熱狂的性向μανικόςの者」(a32-3)にのみ可

能である。恵まれた素質は詩人を「可塑性に富む心の者εὔπλαστοι」(a33)にし、そして後者は

容易に「自己を超え出る（他に同化する）者ἐκστατικοί」(a34)とするからである。しかるにこ

のような心のありようは教授されない
、、、、、

。それゆえに詩作術は本来「教授可能性」をもつ「技術」

ではないのである。22 章でも、「語法」において最も重要な「他人から学び得ない」「比喩能力

τὸ μεταφορικόν」は「恵まれた素質の証」と言われている(cf.59a5-8)。因みに「良く比喩を為す

とは（人が思い及ばない）類似を見いだすθεωρεῖν」ことであるが(a7-8)、ここに『パイドロス』

の「狂気μανία」の思想(cf.244a6-8, 5a5-8)が想起される。「詩作術の本分」とは決して言われな

い所以である。 

、

                                                       

 

 

３. 詩作術の正当性 

 

３・１ 普遍的なるもの 

 

 詩作術は「技術」ではない。9 章における歴史記述との対比において、「詩作はむしろ
、、、

μᾶλλον

普遍的なるもの τὰ καθόλου を語る。他方歴史は個別的な出来事 τὰ καθ᾽ ἕκαστον を語る」と言

われ、さらに「普遍的というのは、どのような
、、、、、

人間にとって
、、、、、、

τῷ ποίῳ、どのような事柄 τὰ ποῖα

を、蓋然的な成り行きあるいは必然性に従って、語ったり行為したりすることになるのかとい

うことである」(51b8-9)と説明されていることを検証したい。 

 まず注目すべきは「どのような人間にとって」であり、ここに登場人物の「性格」を読むか

否かという問題がある。むろんそれぞれの「性格」は「行為の意図がいかなるものかを示すも

 
(9)「可能的事象」は歴史的事実の裏付けを有さないという意味において、実質的には『国家』の「虚

構 ψεῦδος」(R.377a5)と同義である。「虚構」は直ちに＜偽＞を意味しはしないし、また教育におい

て現実的意味を持ちうる。さらに言えば、虚構にも＜真偽＞(cf.Sph.262e5)があり、無知(cf.382b2-3, 
8-9)に起因する偽としての虚構を「真なる虚構」(a4)と言う。この「虚構」の概念はアリストテレス

には知られていただろうが、この ψεῦδος という語はとくに「誤謬推理 παραλογισμός」(60a20)に
ついてのみ言われており(a22, 23)、とくにホメロスの名が挙げられている(a18-9)。25 章では、本来

望ましいものではないが「他の技術」に属するものについてのものとして許容される「附帯的な誤

り」は、詩作術があらゆる技術的知識を含むとする見解を批判するプラトンでは＜偽＞そのもので

あり、全体としての虚構そして詩作の正しさそのものを否定する＜本質的な誤り＞となる。 
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のである」(50b8-9)が、「悲劇は行為なくしては成り立たないだろうが、性格（の描写）がなく

ても成立する」(a23-5)と言われている限り、"τῷ ποίῳ"にあえて「性格」を読み込む必要はな

い。性格と言動の関係についての一般的な見解が詩作における一つの基礎であることはむろん

言うまでもないが(cf.Horatius, Po.309)、だからといってその呈示が目的となるわけではない。

そもそも悲劇に相応しい型は 13 章で設定されている。 

 その意味で上に言う「むしろ」という語にさらに注意すべきである。すなわち詩作と歴史は

ある特定の人物をめぐる出来事について語るが、その記述のかたちや(cf.R.392d3: διήγησις)、そ

してその記述から人物や行為の類型や教訓を得る仕方が、ある意味では似ているように見える。

それゆえにこそ、あえて両者の差異を説明する必要が生じたのである。 

 歴史的記述はそれが個別的存在についての記述である限り、原理上は徹底して＜個別的記述

＞である。他方、可能的事象を語ることはそれとして指示され得ない非歴史的存在
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

について語

ることであり、非歴史的・非個別的存在についての記述は、いかにそれが歴史記述のような個

別的記述に見えるとしても、原理的に＜非個別的記述＞である。さらに、詩作の対象とする非

歴史的・非個別的存在はまた歴史的個別的存在にとっての類種的存在ではなく、それを存在と

言って良ければ別系列に属する存在
、、、、、、、、、

である。このような存在を積極的に呼ぶ言葉がないからこ

そ、「むしろ」という控えた表現となったのであり、またそのために"καθόλου"という範疇論的
、、、、

命題論的用語法を転用することになった
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

のではあるまいか。『命題論』において「ここに私が普

遍的なもの καθόλου と言うのは、本来的に一つより多くのものについて述語として賦与される

もののことである」(17a39-40. cf.Men.77a6: κατὰ ὅλου)と言われるが、もとより非歴史的存在は

ここに言う「事物」の範疇には属さない。この意味において歴史的存在は本来 καθόλου によっ

て述定さるべきものであるが、非歴史的存在は、本来的に καθόλου による述定とは無縁のもの

である。従って非歴史的存在は、あたかもそれが歴史的個別的存在であるかのように述定され
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ている
、、、

に過ぎない。 

 それゆえに、歴史記述におけるように述定されたとしても、当の可能的存在にはその記述に
、、、、、、、、、、、、、、

先行する何の現実的基盤もない
、、、、、、、、、、、、、、

。記述における確かさの基盤はそれゆえその＜存在＞そのもの

にではなく、いわば存在に述語として賦与される καθόλου、諸概念が明確に＜結合＞されて全

体としては一つの καθόλου となることにある。歴史記述における言葉は先行する特定の歴史的

存在に＜従う＞ことにおいてのみ有意味であるが、これに対して詩作における言葉は、相互に
、、、

結合しつつある種の存在を確かに語り得たと受容されるときにのみ初めて意味を持つことが出
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

来る
、、

のである。そもそも「言葉は蠟やその他の塑像の素材となるものに比べて一層可塑性に富

む」(R.588d1-2)から、「諸形相の結合」(cf. Sph.259e5-6)はそれだけですでになんらかのイメージ

を与えうる。詩作における「普遍的なるもの」とは、むろん単なる一般的類型などに留まるも

のではなく、歴史記述に準ずるごとき卓越した概念結合を意味し、逆説的に言えば、それによ

って語り出される「可能的事象」の＜本質＞を示すものである。『オイディプス王』の出来事の

本質はある特定の＜諸形相の結合＞としての καθόλου であるが、もとよりかかる καθόλου が＜
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存在＞そのものを可能にするわけではないからである。しかし事実上は、まさしくこの καθόλου

によってこそ、『オイディプス王』の出来事があたかも一つの出来事として受容されることにな

るのである。 

 このような意味において、歴史記述と詩作の対比は、対比と言うには均衡を欠くとしてもい

わば先行するものの対比
、、、、、、、、、

、すなわち主語となる「歴史的個別的なるもの」と、先行する主語を

もたない「普遍的なるもの」との対比に他ならない。「どのような人間にとって、どのような事

柄を、蓋然的な成り行きあるいは必然性に従って、語ったり行ったりすることになるのか」と

いうアリストテレスの言葉は、結局のところ、蓋然的な成り行きあるいは必然性に従った諸形

相の結合としての καθόλου を言うものであると考えられる。明示的ではないが、13 章における

悲劇の基本型はその最も一般的な καθόλου となるであろう。 

 従ってわれわれは、ここに言う καθόλου を、まずは「生起しうる出来事としての可能的事象」

を規定する＜本質＞(cf. 48b16: τί )即ち＜普遍的意味＞と考えることが出来よう。歴史記述と詩

的記述の対比は、いわば＜個別的存在＞を規定する＜歴史的意味群＞とある特定の物語群を規

定する＜物語的意味＞の対比である。ここで歴史的意味群と言うのは歴史記述が一つの統一的

意味に収斂しないとされているからであり、＜物語的意味＞とはそ
、
の種の物語を規定する一つ
、、、、、、、、、、、、

の本質的な意味
、、、、、、、

、例えば、オイディプスのような人物をめぐって、いったい如何なる事が、ま

た如何にして出来したのか、を言うものである。 

 このように考えてくると、9 章の καθόλου と 17 章の καθόλου を、あえて位相の異なるもの

とする必要はない。ここに言う＜本質的意味＞とはある種の物語がそれなくしてはそれとして
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

成立し得ない意味
、、、、、、、、

であり、その意味で 17 章の末尾において『オデュッセイア』を引き合いに出

して言われる＜固有の部分 τὸ ἴδιον＞(55b23)の概念と異なるところはないからである。アリス

トテレスは、物語の全体は「固有の部分」と「挿話的部分」とから成り立つとしているが、い

わば附帯的に語られる挿話的部分はこの「固有の部分」に「相応しいもの οἰκεῖα」(b13)として

物語のさらなる＜差異化＞に資するものではあろう。ところがアリストテレスが試みに語る『オ

デュッセイア』12110 行の καθόλου は 6 行と驚くほど短く、挿話的部分をこの固有の部分に相

応しいものとして「織り込んでゆく ἐπεισοδιοῦν」(b13)という方法は『オデュッセイア』では

採るべくもないのではあるまいか。その意味で「劇作においては挿話的部分は短くされるが、

叙事詩はそれらによって長くされる」(b15-6)と言われている。ここでは悲劇と叙事詩がただ比

較されているのではなく、むしろ悲劇を優位とする観点から、大部分を占める挿話的な描写に

よってその物語の「何であるか τί」(48b16)が見え難くなる、その叙事詩的なありようが批判さ

れていると考えるべきである。 

  

３・２ 詩作の存在理由 ― 普遍的意味の呈示と新たな同一性 

 

 さてわれわれは、25 章においてある種の能力としての「詩作術」と対比されるものは、高度
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の学問性を有する統括的「国家学」あるいは「人間の哲学」(EN81b15)ではないと考える。知の

ありようが違いすぎて比較に耐えないからである。その意味において、「行為と生の模倣」

(50a16-7)が真摯な哲学的精神
、、、、、、、、

(cf.51b5-6)と卓越した素質
、、、、、、

（cf.55a32-4, 59a7）を有する詩作術によ

って可能となるのであれば、かかる詩作術と対比されるのは、「普遍的なこと」のみならず「個

別的なこと」についても(cf.EN41b15)「一向に良き思案を為す人」、「推論に従って、為されるべ

きことのうち人にとって最善のものを探し当てる人」(41b12-4)の「思慮」としての「（広義の）

政治術」と考えるべきではなかろうか。 

 前節においてわれわれは、「行為と生の模倣」としての一つのミュートスによって一つの普遍

的・本質的意味（物語的意味）が呈示されると考えた。ここにおいてわれわれは、4 章におい

て言われていた「最高度に正確に仕上げられたエイコーン」がもたらす「学ぶこと、即ち個個

のものが何であるか
、、、、、

τί を推論すること」(48b16-7)の詩作における意味と、歴史との対比におい

て詩作が「より哲学的でありより真剣な努力を要する」(51b5-6)と言われていることとを考え

併せつつ、あらためて詩作の存在理由を考えたい。 

 4 章の「学び」すなわち「個個のものが何であるかの推論」は、現実に存在しその同定が予

定されている個個の存在の絵画的エイコーンを例にとって語られているため、技術的正確性が

新たに＜同一性の推論＞を喚起し、知の喜びをもたらすという構造は極めて分かり易い。その

意味ではこの 4 章との類比から、可能的事象としてのミュートスを語ることを本分とする詩作

においても、例えば、かくのごとき人物が伝え聞くオイディプスであったのかというごとき同

定を考えることも可能であろう。しかし、9 章の「悲劇の題材として是が非でも伝承された物

語を取り上げようとしてしてはならない」(b23-5)とされていることから、このような個個の登

場人物に関わる同定は第一義的な問題とはならないのである。問題は 9 章における一つのミュ

ートスを本質的に規定する意味の呈示が、この 4 章における正確なエイコーンの概念とそのエ

イコーンを介した学びとどのように連関するのかということであり、とくに 4 章、6 章、9 章そ

して 25 章の関連が問われてくるのである。 

 ところで詩作術の正当性の問題が現れる 25 章では、「詩人は、肖像画家もしくはその他の似

像作家 εἰκονοποιός と同様に模倣するものである以上、必ず次の三つのうちのどれか一つを模

倣しなくてはならない。すなわちその三つとは、かつてそうであり、あるいは今もそうである

ような事柄、人びとがそのように言いもし思ってもいるような事柄、またそのようにあるべき

事柄である」(60b8-11)と言われているが、この三つの事柄は、模倣された「行為」が「生起し

うる事柄」として受容される、いわば＜同定の許容範囲＞を述べたものと考えられる。その意

味ではすでに 4 章に言う現実的存在の模倣における正確性の概念からは逸脱しているであろう

が、「肖像画家もしくはその他の似像作家と同様に」という言葉が 4 章と 25 章を結び、また「模

倣」の用例から 4、6、8、9 そして 25 章が連関する。 

 そうすると、とくに 4 章と 6 章そして 9 章を関係づけて、ここで次の二つの命題を立てるこ

とが可能となるように思われる。即ち、(x) 悲劇の創作は、行為と生の模倣として一つの意味
、、、、、、、、、、、、、、、

 
 



 藤田 一美 74

に貫かれる一つのミュートスを呈示する
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、(y) ミュートスは、行為と生のエイコーンとして
、、、、、、、、、、、、、

、

新たに同一性の推論を喚起し
、、、、、、、、、、、、、

、知の喜びをもたらす
、、、、、、、、、

。 

 6、8 章で「行為」とか「行為と生」の用語法を見ると、歴史的地平と詩的地平が区別されて

いないようにも見えるが、9 章の「われわれは生起した出来事ではないものを可能なこととは

まだ信じていない」(51b16-7)という言葉からすると、地平の区別はやはり厳然としてある。そ

れゆえに「可能なこととは信じられることである」(b16)という理由から、「悲劇詩人たちがな

お実際に存在した人物の名に固執している」のは本末転倒となるのである。なぜなら、詩人が

「ミュートスの作り手」(b27)である以上、逆に歴史的な出来事を取り上げた場合においても、

「生起する成り行きが納得される εἰκός」(b31)ように作ってゆき、「そのような出来事の作り手」

(b32)とならなくてはならないからである。 

 しかし、まさに詩作の領域にこの「信じられること」、「納得されること」という認識論的原

理が持ち込まれることによって、あるいはまた 17 章におけるように「あたかも事件の現場に居

合わせるかのように明確に見る」という方法が重要な意味を有することによって、伝承の名や

物語を用いようと用いまいと、詩作の世界は否応なしに歴史的世界に接続してくるように思わ

れる。国家学的詩人批判においては、まさしく「虚構 ψεῦδος」(R.377a5)の物語が歴史世界に接

続してくることが前提であった。またそれゆえにこそ、悲劇の定義においても断りなく「行為」

や「生」という言葉が使用されたのであろう。『法律』はさらに積極的に「すべての若者達が強

制によらず進んで、あらゆる正しいことを為すように導く」「虚構（のミュートス）」を呈示す

る有効性について語っている(cf.663d6-e2)。 

 

 

 

結 詩作術の正当性と受容の論理 

 

 「詩作術の正当性」の観点からすれば、両者は存在論的に明確に区別されなくてはならなか

った。プラトンが国家学的視点から恐れをもって認めそれゆえにこそ批判せざるを得なかった

詩作の＜教育性＞について、『詩学』においてはほとんど触れられていないのが訝しい程である。

この無視とも言える事実がむしろ、「詩作術の正当性」の論理がなによりも国家学的詩論への批

判の論理として機能していることを証明している。もっともアリストテレスは、また独自の仕

方で詩作の現実世界への影響を認めている。それが悲劇の定義に現れた「カタルシス」の概念、

あるいは「悲劇に相応しい快」の概念、さらにはこの「詩作の正当性」を語る文脈に現れる＜

受容の論理＞である。受容の論理は、「詩作術そのものに対して、不可能なことが描かれている、

これは不当である
、、、、、

ἡμάρτηται と言われる場合、（そのことを用いることによって―筆者補い）

詩作術の目的（目的はすでに述べられた）に叶い、もし当該の出来事なり他の出来事なりがよ
、

りいっそう驚きを与える
、、、、、、、、、、、

ἐκπληκτικώτερον ことになれば、それはなお正当なのである
、、、、、、、

ὀρθῶς 
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ἔχει」(60b23-6)と主張する。受容の論理はかくして当該の記述が可能か不可能かの議論自体に

は立ち入らない。 

 「正当である」とは、端的に言えばその記述
、、、、、、、、、、

がそれとして受容されること
、、、、、、、、、、、、、

に他ならない。も

ともと「生起しうることとしての可能的事象」を語るのが「詩人の本分」なのであるから、「不

可能なことが描かれている」という指摘は作品全体にとって致命的となりかねない。しかるに、

その不可能とも思われる場面（『イリアス』におけるヘクトル追跡の場面の例示）が逆に「驚き

を与える」という仕方で、詩作全体の受容により大きな役割を果たし詩作術の正当性が保たれ

るとすると、その場面の表象の正否も含めて、総じて「正当性」を保証するものは、対象の存

在の論理ではなくて、まさしく認識の論理なのである。 

  端的に言えば、命題(y)を成立させるのは、ミュートスが享受者の意に正当すること
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

であり、

この意味において正当性の概念は「良き思案とはある種の正当性である
、、、、、、、、、、、、、、、、

」(EN42b8-9)と言われ

る正当性に近づく。興味深いことに、国家学的詩人批判の立場から非難さるべきは、誤った学

びをもたらす「真の虚構」(R.382a4)そのものに違いなかったが、さらに、それをも称讃してや

まない善き人びとの共感と喜びに満ちた受容の現実
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

(cf.605c10-d5)であった。25 章の観点よりす

れば、詩作が正当性を獲得した格好の例ということになろう。 

 「人間の生」の意味はつねに問い続けられる。詩作がそのつど新たに生を例示することにお

いて、生はその意味を新たに問い直されることになるのではないか。それが即ち「人間の生」

に関わる「学び即ち同一性の推論」と「喜び」を喚起することなのである。「思慮」とは異なっ

て、生の意味を「探し当て」(cf.EN41b13)、一つの出来事において具象化する詩作術の能力を、

φαντασίαの用例から示唆を得て(10)、あらためて＜想像力＞ と呼んでおきたい。ここに言う想

像力は、直接には 17 章における「自らが描こうとする事件を眼前に置く」、すなわち「恰も出

                                                        
(10) 出来事を「眼前に置く」詩的想像力と対比されるのは、弁論家に誘導されて聴衆が「眼前につ
くり出す」力であるが、これ自体は際だった力ではない。その意味で「恐れとは、破滅あるいは苦
痛をもたらす来たるべき禍の想像φαντασίαから生じるある種の心の痛み、混乱であるとしよう」
(Rh.1382a21-2)にある想像は、まだわれわれの言う想像力には遠い。これに比べて「想像という心の
様態πάθοςは望めばわれわれの自由になるものである（なぜならそれは、ちょうど人が記憶の場に
何かを置いてその像をつくるように、眼前に何かを作り出せるから）」(De an. 427b17-20)や、「時に
心の内なる像や想念によって、あたかも見ているかのように推量し

、、、
、現在に照らして将来を思案す

、、、

る
、
」(cf.431b6-8)という言葉は参考になる。次を予測する能動的なφαντασίαは、受動的な「感覚的」

表象 と区別されて「推量的λογιστική」(433b29)と呼ばれ、「推量的」なものは「思案的βουλευτική」
(434a7)とも言われている。推量的・思案的想像は次なる行動のために、「多くの心象をまとめて一
つのものをつくり出すことができる」力でなくてはならないから、「推論による想像」(a11)である
とも言える。もとより詩人の想像力は物語の展開に関わるので、各主体の行為に関わるφαντασία
を詩的想像力に直結させるわけにはゆかないが、この推量や思案の想像力を 17 章の＜詩的想像力＞
に転用したい。おそらくこの概念の前提となるのは、「およそ物語作者や詩人によって語られること
のすべては、すでに生起したこと、現在的なこと、将来的なことの叙述ではないか」(R.392d1-3)で
あるが、9 章の「生起しうること即ち可能的事象を語る」に比べるとまだ未成熟であり、「虚構」の
概念との関係も不明である。また『ピレボス』の「心中の二人の職人」の概念(39a1-c2)は、『霊魂論』
の想像力論の先駆と言えるが、注目すべきは「われわれは将来的なことについて

、、、、、、、、、、
、先立って喜んだ

り苦しんだりする」(d3-5)将来のパトス
、、、、、、

(cf.39c11)を語っていることである。『詩学』を直接読んでは
いないホラティウスの " Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi "(Po.102-3)は、詩人の「パトス」
(55a31)の解釈にとって参考になる（２・３参照）。 
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来事の場に居合わせるかのようにできるだけ明らかにἐναργέστατα見る」(55a24-5)能力を中核

に据えるが、思慮概念との関連から、とくに『霊魂論』における「推量的」ないし「思案的」

な「想像φαντασία」の用例を重く見ている。 

 

 

後記 

 

発表後、真方先生、岩田先生をはじめ 12 名の皆様方から、それぞれ的確なご質問をいただき

ました。私にとりましてはまことに実りある楽しい質疑応答でした。発表を命じられた委員会

の皆様にも心から感謝いたします（なお事務局からは質疑応答を録音した CD を頂き、大へん

助かりました）。 

まずは私の用いた＜受容の論理＞に関してその尺度を問われたことについて、アリストテレ

スが実践・制作学の対象について言う「他様にも在りうるもの」の概念は、原理上はともかく

事実上は、直ちに個的偏差が際立つ判断の多数性や多様性に繋がるわけではないと考えます。

おそらく詩人も聴衆も詩作について大方の反応
、、、、、

その意味での事実上の一般性
、、、、、、、

を前提としている

と思われます。ただし、ことが原理上「多くの場合」あるいは「多数にとって」受容される領

域で動いている限り、そこになんらかの客観的尺度を言うのはやはり背理と思われます。また

正当性の概念は個個の記述について詩作術、詩的記述の正当性が言われるに留まり、その記述

を含む「作品」そのものについては明示的に用いられてはいません。むろん「作品」の概念は

明確ですので、個個の作品の正当性も語りうるとは思います。言うまでもなくその場合は「良

き思案」のように成功した場合に限られます。また ὀρθότης を真理性とも訳すのはどうかとの

ご指摘については、文脈を考慮するとしても直接の訳語としては避けた方がよいと考えますの

で、訂正いたしました。さらに『国家』に典拠をもつ「虚構 ψεῦδος」の語は、『詩学』では「誤

謬推理」の文脈においてのみ語られており、また『詩学』ではそれに代わって存在論的により

明確にされた「可能的事象」の概念が用いられていますので、提出原稿においては現代的なイ

メージの強い虚構という語の使用を控えました。さらにまた詩人における知の問題については、

知の不在を争論的に
、、、、

批判する『弁明』に触れましたが、ここで否定されている知は端的に「技

術的専門的知識」ですから、本発表では、EN における「思慮」の概念を参考にしつつ、学術
、、

的ではない
、、、、、

詩作術の知
、、、、、

を想定しています。ご質問のように「学び」を喚起する知は、その意味

では学術的な説明や証明を為す知とは区別されます。従って自らの詩作過程もそれが受容され

る道筋も合理的に説明されることはありません。この限りでは『弁明』の批判の論理に近づき

ます。しかしだからといって、そこに人間の生のありようについての深い洞察や見識
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

がないと

いうわけではなく、それが中核にあるからこそ、プラトンがその影響力を恐れずにはいられな

いほどに、生の悲劇な意味
、、、、、、、

καθόλου が具象化され生き生きと描写されることになります（なお

正当性の文脈における「より心を打つ」という訳語については、御教示のあった「心を揺さぶ
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られる」と言う方が、「学び」を同一性の破綻と回復
、、、、、、、、、

と考える立場からしても適訳かもしれませ

ん。ただこの言葉はミュートス全体については言われていません）。さらにここで言う詩作術の

知は、卓越した「比喩」や＜想像＞を可能にする個人的に恵まれた素質
、、、、、、、、、、

に支えられていますか

ら、その意味でもやはり技術知のように教授されるものではないと言えます。ご指摘のあった

καθόλου は、『形而上学』で想定された知の体系からは外れたと見える『詩学』において、本来

論理学的用語であったものが非技術的・可能的領域に転用されたものと考えています。『弁論術』

にも 9 章の説明と似た表現はありますが、この転用の経緯は私にも問題として遺っています。

またミュートスを悲劇の詩作の「目的」とするという点で、恐れや憐れみの感情を介してもた

らされる「快」をそれと見る可能性についてのご質問がありましたが、この快は悲劇的な出来

事がたしかに生起すれば自ずともたらされるものであり、9 章の「可能的事象」を語ることが

「詩人の本分」であるとされることからも、あえて快を特化して悲劇の目的とするというふう

に考えない方が良いように思われます。事実、このような意味での快に関わると見える「目的」

という語は、明示的には悲劇と叙事詩の比較の文脈で双方に共通するかたちで現れる 26 章

62b15 のみですし、また「悲劇に固有の快」という表現もこの文脈を考えればあまり厳密には

とれないように思います。4 章との関係を重視する立場としては、やはり快そのものというよ

りは知を伴う快
、、、、、

を考えたいと思います。またなお、6 章における πρᾶξις は、訳語としての「行

為」も落ち着きがありませんが、個個の人間のありよう ποιότης のミメーシスを否定する独特

な用語だと考えています。その用語の典拠はいまだに明らかにできていません。最後に本発表

では論じなかったカタルシスについてのご質問ですが、悲劇的行為の模倣を介して人間の運命

についての恐れや憐れみが強い情動と共により深く知られることになり、われわれに知的な変

化が生ずるという方向で捉えています。決して恐れや憐れみの情そのものから解放されるとい

うわけではありません。その意味でカタルシスを考える場合、まずは『パイドン』のカタルシ

ス概念(cf.67c5-d2, 69b8-c3 etc.)と対比すべきであろうと考えます。知的変化は、これもご質問の

あった同一性という用語と結びつけてお答えすれば、一つの卓越した悲劇的意味が人間の生を

めぐって新たに同一性の推論、学びを喚起するということになります。この際同一性はまず人

間の「生」のありようについて新たに成立するものですが、その新たな同定を介して判断主体

に生ずる同一性に及ぶと考えています（登場人物と聴衆の関係はここでは考えていません）。む

ろんテクストはそこまで明らかに語ってはいませんが。 

 当日においてもまたこの後書きにおいても必ずしも十分にお応えすることになりませんでし

たが、他日を期したいと存じます。 


