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de r Esprit≫1807:
s'aneantit

un

tout

acharnement

de r Orient

occidentale.･On

Frankfurt

et continue

avec

a partir

l'Asie

de la negative≫:≪C'est
…C'est

marche

chercher

marche

histoire,

de sa propre

devastation,

ne remporte

le vif pour

se debarrasse

le triomphe

universelle

en rEurope

1832‑1845.

europeen

de la

dans

fin de cette

se leve

r intelligence,

nettement

l'histoire

universelle

et il se couche

qui

l'elitisme

Socrate≫dans

faible

tranche

sqq.:Werke

d'un

que

≪L'histoire

et physique,

conscience

le point

27

dont

Dieu

de Jerusalem.

ａ
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p.1693).
L'

：

apocatastase

des

origenienne,

Pricipes≫Tome

Cerf

Tome

restitutio.

et les

enim

dei

Cet

attire

III.

＆1a

secundum

5

. 7

)

≪Une

ne

mesure

propre

est

son

≪C'est

la

justement

vie

116 ＆ｕｎ

de

poete

sa

la

troisieme

a

II

du
le

PHASEN

DER

KLOPSTOCKS
WEIN

37‑54),

secret

≪grand

lui

nuit

der

Reformator
(1667)

de

dans
a

l'ame

ainsi
pour

chacun

ce

joie

sur

la

≪voix

l'autre

un

passion

qui

j'ai

la

ｐＵ斑卵
deja

Thesenanschlag

｡Uranias

mit gutem

47

aussi

48)

ou

d6ia

qui

de

55)

62),

sa

(1800‑

Delire

suite

(vers

(Heine:
bien

que

cette

dans
les

les
heros

remarque

op.cit.

Bd.l6.

Heinse.

DICHTUNG

一一‑ VON
。BROD

Katsumi

UND
TAKAHASHI

｡｡
und

der puritanische
Orthodoxieパｎ

origenistische｡Apokatastasis

(1720) und Klopstocks｡Messias
Beispiel voran.

de

Vin≫

esprit

Goethe≫

。万

l'annee

normale

vers

avons

deja

I'intelligence

et

(vers

HOLDERLINS

･･

/

est

ｕ戒ｅｓ.≫

jusqu'a

sq.).Å1a

nous
aucun

tache,

der intoleranten
Diese

comme
faufile

ZU

1807
moitie

p.809

etre

avons

ou

a≪Pain

Destin・

DEUTSCHEN
BIS

Nous

bienheureuse≫

compare

ト

zu.

甲

sans

DER

depuis

(vers

grand

jamais

intｅｇｒａｌｅｍｅｎt

vide

laﾚpremiere

≪Grece
du

romantique

IN

tard

en

opposes:

particulier

p.687).
pens§e

citees.

peut

vivant,

la

triomphant

recoit

ｅtｅｍｅｌｌｅｍｅｎt

ｐｏりｍりpareil

ｍｏｎｄｅ≫,

sa

(1748‑1773)

vom

ｐ毎S

Holderlin:

des

objet

citees.

les

1.8.3).

de

cependant

ne

≪fin

tous

finem.

coincidence

ensemble

dans

il balance
faire

sinon

vers
que

stimmen

Damonen

Meister Eckhart

seul

au

‥･･。

pietistischen Epen, Petersens
mystische

et
d'une

la

Benignitas

et ｖin≫

particulier

CEiivres

raison

et

invite

beatum

que･chaque

qu'un

HintergriJnde

Paradies

｡Wiederbringung

du

sainte?≫(Qiluvres

delire

Jupiter,

concilier

la

g6nie;

″(1800‑1801)

｡Verlorenen

convient,

ad

tous,

tout,

1798:

son

APOKATASTASIS

Der protestantische

A

il s'agit

part
le

deux

troubler

chemin
doiite

。MESSIAS"

(DGeschichtliche

lui

uniuersae

Christ

Iﾌﾟet II. p.229/p.228:

adtrahit

se rencontrent

ａ que

la
il

en
de

de

la

deux

solennelles。de

hors

45)

tient

le mSpris,

dans

panique

est

a

II n'y

mepriser

(vers

ｃ:ｅ qui

et

plutot

decembre

lui

≪Trait6
Paris.

dia

vis←良一ｖisﾄde≪Pain

44/vers

tons

les

(Origene

perfecta

Passion

I. Livres

omnia

produit

font

1･a

selon

Tome

Mais

qｕ'y

24

par

confine

soudain

l'≪酎ａｎ

Void

le
Tous

fini

folie

pourrait

mephistophelique
S.142).

Sinclair,

a

ne

creation≫

ｐａｒｔieｓ a l(l foiｓ ａｕtｏｎｏｍｅｓ ｅt Intｉｍｅｍ印t,

epouvantablement

au‑devant.

(vers
p.809).

qu'ils

resteイou.

chanteurs
strophe

≪formes
cedent

Sa

et le
qui

les

a

passion

mort.

1770‑1807

1801):≪Et

et

la

Ill et IVンか.233/う.232:

Dieu,

prouocat

part

t6乱石

eレnunc

uniformisation

un

la

et le romantique.

dont

de

tout

Holderlin

est,
aucune

dans

de

de

(op.cit.

citees･
que

Livres
hie

bonte

commune

constituもｄｅ

Heinse

saisit

toujours,

parce

indiｖidｕaliｓｅ.et

1843

dire

distinguee

intimement

oppose

dignum

pas

destin.≫(CEuvres

completement

(Lettre

se

vent

III.

bienheureiise≫

de

Chｒ6tｉｅｎｎｅsﾝＮ°252/253/268/269/312.

synchronise
la

fin

quod

origenisme

parfaite

Sources

bienheureuse≫eschatologique:≪Car
etres

…………

1a≪restauration

i/ii/m/iv/v.

1978/1978/1980/1980/1984.

creaturae

du

＼
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｡Apokatastasis

(Apg

Jiingsten Tag, wo
Im

。Gottesstaat

Damonen,

3

｡21). Darunter

die Damonen

(21. 23) lebt Augustinus

denen Milton

offenkundig

sind dariiber Ansicht, daB
und allerletzt 。zegote

Der

der

und

stimmt

Leibniz

，namlich

von Nyssa.

Aufs
der

und

(3)Lessing,

ｅtＣ｡

Hamann

Im Interessenbereich
Praefatio

von

Lessings

als eine GutheiBung

stratio theologica
injustitiam

(1654):。Beweis
denkt

quod

wenige

Origenisten in der Wiederbringungstheorie
Lessing Eberhards
(1772). Nach

｡Neue

Apologie

der Orthodoxie

(Beatitudo)

Weise Holle und Himmel
kurz dennoch

einmal

ewigen

von wo

im

nach

zu ｋｏｍｍｅｎ.

Norden,

。Messias
in der Mitte

(1773) steht 。Leibnitii
zu Soners

. In der toleranten Aufkla‑
nicht mit dem

radikalen

iiberein. Auf diese Streitfrage bezieht
von der Seligkeit der Heiden

aus Christus die Gerechten

Dante),

。bessernde

。Damon

den

Holle

Stein

，

,,da6 auf diese

trosten konne, iiberlang

der 。Sokratischen
,

（｡Inferno

der Bibel zur

Sokratische

schreibt Lessing,

tjbrigensinteressiert der 。Damon

den

｡Demon‑

Dei justitiam sed

Weisen im hollischen 。Ｌｉｍｂｏ

den Verfasser

der

sind. Diese Unverbesser‑
in Klopstocks

Strafen

tJber Eberhards

(Purgatoriums

den rationalistischen Lessing, sondern

(1759). Es ist dieser Magus

der 。Th60dic6e

er stimmt

in eines flieBen und sich jeder Siinder sonach
in Himmel

(1696), der ihre

Strafen

Oder Untersuchung

die griechischen

habe.

er ist kein

freut. Nach

im Gegensatz

aber

der Apokatastasis

wiedergebracht

1711｡

supplicia non arguant

der ewigen

Verdammte,

(1319) wohnen,

eine Art des 。Fegefeuers

bezieht

die gefallenen

zu, aber

der ｡Empfindsamkeit

der Verdammten

des Sokarates

1郎t Dante

4.86ff.) der 。Divina Commedia

den

aeterna impiorum

der Ungerechtigkeit

Leibniz sich wohl

Epos

et critique

Abbadonaa
Zeit

Buch

des gefallenen Abbadonaa.

。Leibniz, Von

der Bestrafung

et philosophica

sogar

der
。Das

hexametrische

wonach

(impenitents)

Teufels namens

die origenistische Rettung

das

zur ｡Uranias

historique

weil sie｡unverbesserlich

schreibt Wilhelm

Origenismus

sich auf ihre totale Vernichtung

Fall des reuevollen

Geheimnis

(1720). Die ersten beiden

radikalem

。Dictionnaire

das

(1699), das dreibandige

des Origenes,

selbst den Plan

nicht Petersens

wie Bayle im

streng ablehnt

nicht im

und macht

ihrerti EinfluB

celebrantur

begriiBt jene ｡reine und unschuldige

kaum

vertilget

selbst

Sauberungsaktion

1680. Ihr wird

（1700‑1710）ｕnd

des 18. Jahrhunderts

namlich

des Bosen

aller Creaturen

(1748‑1773). Freudig

｡Seligkeit

schreibt。.niemer

(383ff.) des Gregor

Petersen

auf den Ausspruch

wohl

Gott die Verworfenen,

lichkeit paBt

Wilhelm

ad apokatastasin

(1710)

der Verworfenen,

Apokatastasis

rungszeit

Eckhart

folgt die Zeit der orthodoxen

aller Wesen

zuletzt heilig und selig werden,
Grunde

verdammt

Strafe der hollischen

(1.508) zuzahlt. Die Origenisten

den 。Urheber

1685 offenbart. Unter

qua opera Dei magna

Todfeind

Sogar

Wiederbringung

Apokatastasis

Leibniz in der 。Th6odicee

Im

Substanzen.wie

am

ｓ０１１ｅｎ｡

und Origenes.

traut Johanna

der allgemeinen

。Mysterium

Engel

Pelagios

an die ewige

die 。Ionischen Gotter

werden.

Gregor

(Wiederbringung)

Evangelium

｡Uranias,

festen Glauben

werden

und Klopstock

｡Apokatastasis

vom

im

die vollige Erneuerung

(1529)。vertilget

der 。Grofien Katechese

des toleranten

Pietist Spener

ewige

die Orthodoxen

。Catechismus

alle erschaffenen

von Nestorios,

(2)Petersen

auch

wiedergebracht

Satan heilt Gottes Benignitat nach
vierte Jahrhundert
Anathemata

verstehen

nach Luthers

oder

des Sokrates

Denkwiirdigkeiten

des AnstoBes

陥ｒ die
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Augustinischen
land

Orthodoxen,

Holderlins

(4)Goethes
Nach

die Bahn

mit der seligen Reinheit Maria
geebnet hat.

Sage,

in die Holle, da er den Bund

supplicia) stimmt
｡Apokatastasis

＼
der Marlowes

ｈａt:。No end is limited to damned
er mit dem

souls.'

(Wiederbringung)

und

gute

Erlosung

ihres

belehren.

(V. 12092) Hier geht es um

錨ｒden Schopfer iSt しDe
wie es seinem
Goethes

Wesen

von

Principiis

（｡Die

Besserung

Goethes

。Faust

lektualismus

Dramaturgie

。Erquickung

568fよGoethes
Griechentums

ir

sein,

mehr

。Wer

m

e r 1 OS en.

i

m

welches

/ Wenn

Bildhauerkunst
ist weder

: NA

……

(12. Apr.

noch ist es Wiirde, was aus dem

der Gretchen‑

1759) gemein.

menschliche

Verstand

Bei

selbst

aufklarerischen

Intel‑

。Faust l （1808）

das

Erlebnis

fordert den
i c h

des idealisierten

。immer

strebenden

bemiiht,

1787) ｈａtダzwar keine

/Den

begreift der letzte schneller als der erste: 。Bs

ein bedeutender

(1922)

befuhr―war

Seele vor allem,

diese immer

stiirmische Forderung,

Himmel

Ludovisi

Kopf

gipfelt, und

ein:………｡Bis
vor kurzem
Goethe

1795.

auf der Suche nach dem
nimmt
noch,

eine

als das

mit uns. Er bleibt zuriick, wie

Mai fiihlenwir ihn als Romer.

die in ｕｎｓしaufstむht?
Seine Visionen
irgendwo:auf

so stark war, verkorpert

asthetischen Blitz aus griechischem

Juno

（ﾉ｡Ａｓ:thetische
Erziehung

。seeligem Ｇｒlむchenland

nicht Schillers kiihne und groBe

die zu erfassen sein inneres Auge

im

des ｡kolossalen

steht" ( 6………Jan.
1787), in die marmorne

hむrrlichen Antlitz einer

hinter uns zuriickbleibt. Mit einem

sich wiederholende

Entsprechung

Beispiel eines Gipsabgusses

。Griechenland

Schiff sizilisches, ≫groBgriechisches≪Gewasser

Vom

durch

weil es beydes zugleich ist.

das in Holderlins

Stellung in Hofmannsthals

der italische Strand

von

(ca.

＝

20. 359). Auf diese Weise "wird dieser Denker

bevorzugte

2 .4) ermuntert,

eigene Kraft sich emporarbei

strebend･s

das Original in der Villa Ludovisi

idealisierten Griechentum,

zu

(V.11936f.)

zu uns spricht; es ist keines von beyden,
XV

mir, ihn

sie dir nicht aus eigner Seele quillt （Ｖ.

wird

einigefiihrthat, aber in der Ideenwelt

Anmuth

durch

purifiziert und

e r

sizilianisches 。Neugriechenland

wovon

der

zwar

die

1.8.3)

sich effekt心日狛ｒ Goethes

hellenischen Eriebnis Schillers, den hochstens lener am
Junokopfes,

hangt

um

。nichts unheilbar

(ibd.

1780. §:65).Diesem

reinen Pathos

(1832) noch

。Vergonne

nach dem

seligen Ende.

reinen Pathos。,die

{5)Schillers 。Idee des Schbnen
Goethes

(1832)ﾌbetet:

(1787)

Gottes

die Giite Gottes (Vgl. Rom.

19. 4 .1968) und

。lebendige Quelle
in 。Faust II

w

Licht

(aeterna

auf Tauris

zur Mutter

mit Lessings｡Faust

hast du nicht gewonnen,

in seiner Beseligung:

k 6 n n e n

das

fehlt die 。lebendige Quelle

（｡Hamburgische

auswirkt:

gen:annt

Origenismus,

des Menschengeschlechts

dieser

geschlossen

。ewigen Strafen

Goethむ吋｡Iphigenie

sonst Gretchen

3 ｡6.5):。Denn

nur durch

Erziehung

Mephistopheles

,↓:ＧφΓgias
525C‑E) iiberein, dessen

(ca. 1773‑1775) der Sturm‑und‑Drang‑Zeit

。sollte es auch

hineintrug.

(Platon

den ｐ記agogischen

ヶ

(1604) folgt, kommt

Teufel namむns

Sz. 2. V.172)ｹlnﾄden

ab, aber hat zugleich den Wissensdurst

Lessing

Doktor

Ende

し

。seeligen Griechen‑

＼

entspricht, und lockt alles hin zu dem

。Urfaust

Tragodie

am

mit dem

。Tantalos

wiinscht, wie 。Una Poenitentium,

ノ

。Doctor Ｆａｕ斗叩

(Akt5.

verdammten

brennend

Geliebten

vereinigt und dem
…………=

。Faust' und 。Iphigenie

der volkstiimlichen

deutsche Doktor

tｅt
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als 。heiligerBarbar
iiberwinden:

im

christlichen Abendland

。Dessen Stralen mich

darnieder

und versucht seinen eigenen Intellektualismus

schlagen,

Werk

die ernste strenge Gottin wieder, die den Spiegel blendend
nieder, spare
Hollenqual

jene fur die andere

um

des 。heiligen Barbaren

origenistische
zum

Apokatastasis

Ziel. Denn

Gedicht

genauer

Weg

hoh'ren

｡hoh're Kunst

entsteht.

。Die Kiinstler

nehme

(6)Holderlins

Wilhelm
auch

Heinse(1749‑1803),

selbst und nahm

im

gehe

ist die Aufgabe

vom

Schonen

Magna

386‑387).

fehlt, zeigt uns aber

es um

die Geburt

von Himmel

die nach

seine

meiner

und Erde.
Lesart dem

der
Diese

Inhalt

Ia‑ass6t （Ｇｏttschuf,

der 。Kiinstler nach dem

Ideal der

Schillers.

(1800‑1801)
(V.55‑108: Str.4‑6 vom

dem

neun

Frage

er dieses gedankenlyrische

des Menschen

Fest.

…sooft etwa

(2.3) entspricht: 。Bara Elohim

Schopfung

strophigen

Gedicht

。Brod und

an die Lesser, u.a. seinen Freund,

Gedicht

gewidmet

hat: 。Oder er kam

Gestalt an （Ｖ.107／Ｖ.108）Ｕｎｄvollendet' und schloB trostend

In einer Ober‑Schicht

Biihne erscheinen, aber in verborgensten
Gottmensch

Geistesgeschichtlich

Schillers

willen geht

der hollische Urgrund

der Dichter sich mit einer bescheidenen

das himmische

heraus,

sende

。Idee des Schonen

。Oratio Catechetica

der 。ersten Schopfung

。Genesis

。seeligen Griechenland

) wendet

.

nach

wohl

und der Endzweck

。Brod und Wein

Mitten im
Wein

von Nyssa

schon die 。seligeｖｏｎｅｎｄｕｎｇ
vorweg,

。hoh'ren Kunst

1788). Von

。Schopfers des Verstandes

(1789), dem

der Griechen

zu vollenden). Die zu vollendende

griechischen

Griechenlandes

aus und setzt jene griechische

(Gregor

zur 。seligen Vollendung
Kunst

des letzten Satzes der habraischen
um

Getter

namlich

…nimm

vor mir halt; Ihre sanft're Schwester

。irgendwie wachst das Bose (xax加）Ｖｏｎinnen

Sein anderes
den

（｡Die

(Wiederbringung)

(xaλ加) der Seele Entfernung

｡zweyten

Welt.

und Schopfer des Verstandes!

zu

kann

der Weingott

als Deus

Tiefen des menschlichen

Sinn: 。Jhesus Christus …(Phil

ex machina

auf offener

Herzens liegt uns der gekreuzigte

2 . 5 / 6 ) Welcher

／ ob er ｗ01 in gottlicher gestalt

war ／ hielt ers nicht fur einen Raub

／ Gotte gleich sein ／（2.6／7）Ｓｏｎｄｅｒｎ
eussert sich selbs ／

vnd nam

gleich wie ein ander Mensch

Knechts

gestalt an ／ ward

erfunden ／ (2.7/8)
Creutz.

Ernidriget sich selbs ／ vnd ward

(Luther‑Bibel

Brentano(1778‑1842)

1545. 11.364). Schon
Holderlins

(Brief vom ２!｡1.1810), und traumt

Herzen,

mit keinem

Schmerz,

als dem

Stuttgarter Holderlin‑Ausgabe.
Heinses

。klares Auge

｡Ａ１１
mein

Wesen

der Bilder und bezaubernder
ersten ganz

Aussichten,

freien Liebestaumel.
364). Dieser
Fest

Griechentum
diesen

Fest

ahnend,

an die Nacht

des Lebens iiberhaupt

und Wirksamkeit;

Reclam‑Ardinghello

｡Hymnen

SchooBe

／ ja zum

ahnt

tode am

der romantische

。wunderbar

riihrend

der Mutter unter ihrem

(Tagebuchbrief

vom

Dezember

1816 :

des Romantikers

Gegenpol:

voll heller Gedanken,

reizen‑

und das Herz schlagt mir wie einer jungen Bacchantin

（｡Ardinghello
heidnische

der Gekreuzigte

und

Geist wird

die gliickseeligen Inseln

mit dem

，wahrend

Brentano,

Titel 。Die Nacht

kennt, der in der funften Hymne

eingehend

uberwunden

1787. Teil

ins 。seelige Griechenland

。trostend schloB

nur die erste Strophe

（1800）ｄｅＳ
N ovalis

Hymnen

Zusammenhang
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ａｐｏＵｉｎｉｓｃｈｅｎ Ｃｕｌｔｕｒの対極に置かれた

︐

空無を孕んだ知性ヌースにおいて息吹いている点を︑彼ハインゼも認識するに至る
のである︒
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ｗ

Ｈａｌｌｅｒｓ Ｇｅｄｉｃｈｔｅ. Ｆｒａｕｅｎｆｅｌｄ. Ｈｕｂｅｒ １８８２. Ｓ.５０: Ｖ.１４３‑１４６.
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Ｈｏｌｄｅｒｌｉｎｓ Ｆｒａｎｋｆｕｒｔｅｒ Ａｕｓｇａｂｅ １９７５ｆｆ. Ｂｄ.６. １９７６. Ｓ.２０３‑２６２.

ら６
ｗ

註
ハ
７
心

１

パ
８

Ｓｅｎｄｕｎｇ Ｍｏｓｅｓ ︵同呂︶・︵一九九九年12月27日刊・高知大学学
︒

研究紹介︵一九九九年の高橋克己の個人発表︶

学術論文59〜６１

９Ｓｃｈｉｌｌｅｒｓ
５

術研究報告︑第48巻︑人文科学篇︑横組１頁−20頁︶・：近世ドイツ文学の関心圏を

西欧精神史の諸相へと開く一環として︑当論はシラーのモーセ論︵一七九〇年︶を

取り上げた︒まず同時代十八世紀のフランスのヴォルテールやイギリスのウォーバ

トンの成果を踏まえて彼が︑親しいイエズス会士ラインボルトの学識に助けられ︑

通説の保守派ユダヤ教徒モーセを敢て啓蒙家として掴み直した点に筆者は注目し︑

この際ヴォルテールの﹃歴史哲学﹄を彼が直接参照し︑第一の批判の対象とした事

実を重視した︒

0．≪Ｐａｉｎ ｅｔ Ｖｉｎ≫ (１８００‑１８０１) ｄｅ Ｈｏｌｄｅｒｌｉｎ ｅｔ ｌａ ｒｅｓｔａｕｒａｔｉｏｎ ｏｒｉｇｅｎｉｅｎｎｅ
6

︒

Ａｕｓｅｒｌｅｓｅｎｅ Ｇｅｓｐｒａｃｈｅ ｄｅｓ Ｐｌａｔｏｎ

(１７９８‑１７９６)

︱︸︶ａｒ ６ｇ‑ａｒｄ ｐｏｕｒ Ｈｅｉｎｓｅ (１７４９‑１８０３) ｅｔ leｓ ｒｏｍａｎｔｉｑｕｅｓ｡ Ｎｏｖａｌｉｓ (１７７２‑

１８０１) ｅｔ Ｂｒｅｎｔａｎｏ︷︸コ？ぶｇ︶・︵一九九九年12月27日刊・高知大学学術研究報告︑

一方キリスト教中世へと沈潜するロマン派の詩魂に異教圏ギリシアを見直す道を示

第48巻︑人文科学篇︑横組21頁−64頁︶・：復帰の問題は﹃パンと葡萄酒﹄を回り︑

ギリシア蚤由でキリストヘ至る心の軌跡を描く︑この両面で考えられる︒そこで筆

すと共に︑他方ハインゼのような異教圏にむしろ親しむ啓蒙時代の知識人に新たに

者は当詩歌が古典悲劇と救世主受難を眼目とし︑世俗化した異教神話や教会宗教の

Ｆｒ. Ｓｔ０ｌｂｅｒｇｓ

贅肉を削ぎつつ︑話題の双方に異質な世界への突破口を開いた点を指摘した︒

61■

Zｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇ miｔ Ｇｏｅｔｈｅ｡ Ｓｃｈｉｌｌｅｒ ｕｎｄ Ｈｏｌｄｅｒｌｉｎ. ( 1九九九年12月27日刊・

高知大学学術研究報告︑第48巻︑人文科学篇︑横組65頁−78頁︶・：実際シュトルベ

ルクは相当な学識と教養を備えた才人であり︑例えば彼の残したプラトーン訳はゲー

テも活用したはずである︒だが︑いざ反シュトルベルクで論陣を張ると︑ゲーテは

この訳業の欠点に専ら焦点をあて︑何ら長所を認めようとしなかった︒当論は︑確

かに否定できないその欠点を︑ヘルダーリン達ギリシア通との対比で明示しつつも︑

あくまで彼の業績として︑古典ギリシアをキリスト教西欧に橋渡しした点を高く評

価した︒

︱

Im

公刊された直後︑早速これと取り組んだ労作ペツォルド註︵一八九六年一一八九七
年刊︑復刻一九六七年︶において︑当該の第一〇七句以下は︑そのように専ら古代
ギリシア本位に読み取られたのである︒その碩学の註解一一九頁から引用してみよ
う︒﹁第一〇五句から第一〇八句にかけて︑ヘルダーリンの念頭にあったと思われ
るのは︑就んずくエウリーピデースである︒このエウリーピデースが︑耐の悲劇詩
人よりも頻繁に神々を舞台に登場させ︑このｄｅｕｓ ｅｘ ｍａｃｈｉｎａ︵機械仕掛けの神︶
を類なく不断に活用したことは周知のことであるＳ︶﹂と説明され︑あくまで古代ギ
リシア悲劇の時空は︑その異教圏それ自体で閉じ完結し丸く収まったものと了解さ
れている︒本来ハインゼの古代ギリシア観も︑こうした自己完結形であったのでは
なかろうか︒

た美意識も︑そうしたものであったと考えられる︒例えば後に﹃理想と

なく

一八

否ハインゼのみならず︑当時ヴァイマル古典主義のギリシア像︑およびそれに倣っ

○四年﹄と改題されたシラーの名詩﹃幽魂の国﹄︵一七九五年〜︶
スが晴やかに天界に迎えられる明朗な天国に︑それは代表される︒または一七八八年
の初稿における﹁神聖な野蛮人﹂︵第一一四句︶とか﹁知性の創造主﹂︵第一九四句︶
と言った既成宗教の神への挑戦︵㈲註︵31︶︶を控え︑シラーが無難で当り障りなき
姿へと改めた再稿﹃ギリシアの神々﹄︵一七九三年筆︑一八〇〇年刊〜︶にも︑そう
した自己完結形ギリシア像は見事に形造られている︒やがて十九世紀に﹃ロマン派﹄
二八三三年︶で俊才ハイネが︑こうした﹁ゲーテ風の芸術時代﹂(ｇｏｅｔｈｅｓｃｈｅ
Ｋｕｎｓｔｐｅｒｉｏｄｅ'"')を批判する中で︑こう記している︒﹁ゲーテが書いたものは全

前述の﹃プロメーテウス﹄︵註︵６︶︶における姿勢もさることながら︑結局ゲー

て︑ｅｉｎ ａｂｇｅｒｕｎｄｅｔｅｓ Ｋｕｎｓｔwｅｒｋ︵丸く収まった芸術作品︶となったら︶﹂︒

テこそ当時文壇で﹁ドイツのゼウス〜﹂と緯名されるに相応しいＡｕｇｅｎｍｅｎｓｃｈ
︵眼の人︶であり︑Ｖｅｒｓｔａ乱ｅｓｍｅｎｓｃｈ ︵分別知に長けた人物︶と考えられる︒
この点は彼の化身メフィストーフェレスにおいて十全に証明され得る︒他方ハイン

ヘルダーリンの友として恥ずかしくない古代ギリシア通の彼が︑就く﹃パンと葡萄

ゼに悪魔の分別知を自分自身に自覚する程の反省力は期待できないけれども︑詩人

酒﹄で対話の相手に選ばれていることは確かである︒この際ハインゼの教養が先に
触れた﹁ゲーテ風の芸術時代﹂を代表するものであったと考えるなら︑その対極に
置かれる﹁ソークラテースのような人物の空無を孕んだ知性ヌース﹂が目指す﹁至

三四 ︵34︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄﹁一八呂年﹂八〇一年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

﹁正にそれ故！ 聖なる夜に︑ｆｒｏｈｌｏｋｋｅｎｄｅｒ Ｗａｈｎｓｉｎｎ︵歓呼する狂気Ma‑

福なるギリシア﹂が︑一層と悲劇の狂気を孕んで際立ってくる︒

三節の第四七句以下で歌われ︑文字通りＳｐｏｔｔ︵嘲り︶を被り︑狂気の後半生へと

ｖｉａ)が不意に襲うと︑歌人は世人の嘲りを嘲り返し得る﹂と︑﹃パンと葡萄酒﹄第

転落してゆく詩人と︑分別知に長けた眼の人ハインゼとの間に︑明瞭な対峙が成さ

れる︒そして悲劇の古代ギリシアにおける空無を孕んだ至福へといざなう詩人の筆

力に心動かされ︑次第に既成の﹁丸く収まった芸術作品﹂に自己閉塞し得ぬ新たな

精神界ギリシアに向かうハインゼが︑くり返し例の第六節をしめくくる第一〇七句

以下を読み直す時︑その一瞥の折には察知しなかった﹁彼﹂における転調に恐らく

気付いたことであろう︒すなわち後にニーチェが槍玉に挙げた﹁ギリシア風明朗性﹂

無ケノーシスを本質とした﹁悲劇の誕生﹂︵︷︸ｅｂｕｒｔ ｄｅｒ Ｔｒａｇｏｄｉｅ'"︶︶する﹁至福

(ｇｒｉｅｃｈｉｓｃｈｅ Ｈｅｉｔｅｒｋｅｉｔ'"︶︶では至り得なかった究極の﹁神自身﹂へ︑むしろ空

そして引き続く﹃パンと葡萄酒﹄第七節の第一〇九句から終結部︵第九節の第一

なるギリシヤ﹂を道として︑異教徒ハインゼも友に手を引かれて辿り着くと言える︒

六〇句︶まで︑詩人は異教徒が西欧キリスト教と相互浸透する局面を切り開きつつ

歌い継ぐ︒ここで大筋の詩想は︑万物復帰オーリゲネース主義の壮大な構図を西欧

精神史の上に繰り広げながら︑失楽園の悲哀を浮上させたり︑復楽園の希望を抱か

に豊んだ多彩な魂の世界を形造る︒恐らく純朴なキリスト教徒と︑その対極にある

せたり︑微妙な音調の転移を織り成し︑ヘルダーリンならではの陰影︵Ｚμ呂〜︶

明敏な教養人ハインゼを結び得る有効な絆︑それが空無ケノーシスを孕んだ﹃パッ

てこそ︑教会の神に親しめぬ異教徒の心にも︑いつとはなしに十字架の神の空無ケ

と葡萄酒﹄の詩魂であり︑この狂気すれすれをゆく魂の人ヘルダーリンを前提とし

ノーシスが芽生えると言える︒その上で﹁乏しき時代﹂︵第七節の第二Ｉニ句︶と

句︶と掴み直され得る可能性が開ける︒﹁見よ！ 私達がそれなのだ︒私達が︑

負の側から眺められる現実も︑反対の正の面で﹁西欧の果実﹂︵第九節の第一五〇

ある所を︑詩人は別稿で﹁〇降回︵冥府︶で︑Ｅｌｙｓｉｕm︵至福の島︶なのだ︒﹂と

Ｆｒｕｃｈｔ ｖｏｎ Ｈｅｓｐｅｒｉｅｎ︵西欧の果実︶なのだ︒﹂と︑今日の底本の第一五〇句に

も歌っている︒どちらとも決め難い両義性の中で︑至福はギリシアなのかキリスト

の至福へと至る道が︑異教徒に固有なギリシア風明朗性にではなく︑むしろ悲劇の

なのか？ 異教徒ハインゼの心は揺れ動く︒と同時に反復して味読する過程で︑こ

誕生する空無ケノーシスの方に伸びており︑ソークラテースのダイモーンも︑その
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明朗な彼には︑その第一節で歌われた﹁噴泉﹂などが︑ブレンターノの洞察した深

くる︒確かに︑啓蒙主義の大きな特色は︑教会離れであり︑その神キリストから人

の内実が︑その十字架の神へと結びあわされ︑思いがけぬ復帰の可能性が開かれて

ハインゼの心に十字架の神への思いが点る︒すると教会の神には無縁と思われた心

のの彼ほどの感受生豊かな才人が︑表層の理解に留まったままであったとは考え難

の﹁至福﹂︵曽に賢・邑を現世の心垢で覆ってしまい︑結局は﹁幸福﹂︵臼片ぼ多発艮︶

心が疎遠となってゆく︒そのような過程の中で﹃アルディングロ﹄の著者も︑究極

層においてではなく︑まずは表層の次元で受け取られたことであろう︒とは言うも

い︒勿論ロマン派と異なり彼は啓蒙家に近い︒しかしながら明朗な分別人間にも︑

題から人と成りし十字架の神を予想していた読者の脳裏にはキリストが浮上する︒

かすると彼もまた来臨した︑神自身しかも人の姿をとり﹂と続く所から︑久しく表

性の単数形という共通性を有して呼応する︒と同時に第一〇七句が︑﹁或いはもし

文法上で第一〇七句の﹁彼﹂は︑それに先行する第一〇五句の﹁或る神﹂と︑男

両義性の中を揺れ動く︒

代ギリシアの神であり︑一応これを踏まえ︑第一〇七句の代名詞﹁彼﹂は︑微妙な

撃つと歌われている﹁或る神﹂(ｅｉｎ Ｇｏ芭は︑ポイボス神アポローンのような古

人との断絶および相互浸透が関心の的となっている︒従って︑第一〇五句で悲雄を

句︶は︑焦点を悲劇にあて︑オイディプースやアンティゴネーを念頭に置いて神と

来︑全ヱハ○句の﹃パンと葡萄酒﹄中央部︵第四節５第六節︑第五五句〜第一〇八

一〇六句に至るまで︑第五五句における﹁至福なるギリシアー﹂と言う呼びかけ以

キリスト教西欧への転調の只中に生動している︒この脈絡を詳しく見てみると︑第

でに触れた第一〇七句の﹁彼﹂︵〜︶に戻ると︑この代名詞こそ古代ギリシアから

友を︑例の空無ケノーシスの方面へと案内してゆく︒その道は長いのであるが︑す

ヘルダーリンは説教せず︑いわんや叱責などせず︑いつとはなしに理知本位の親

の深層へ十全な眼指を向けることができなかったと言える︒

しか俎上に乗せることの出来ない心の貧困へと転倒してしまい︑古代ギリシア神話

どことなく割り切れない不思議な心の動きを思わず喚起するのが︑ヘルダーリン特
有の詩想展開である︒
かくして﹃パンと葡萄酒﹄第一節の十八句を前提にして︑第二節冒頭の第十九句
で︑﹁不可思議なのだ⁝﹂︵Ｗｕｎｄｅｒｂａｒ iｓｔ ･･･)と歌い継がれる時︑この﹁不可思
議﹂という言葉は唐突でもなく︑また押しつけがましくなく︑詩人の友ハインゼに
素直に受容されたに違いない︒ここで即ち啓蒙家に近い彼と︑その対極にいるロマ
ン派ノヴァーリス達の仲間ヘルダーリンとの間に︑対立し緊張を孕みながらも心と
心の通う対話が成立していると見受けられる︒そこで﹃夜﹄の詩人は︑対話の相手
ハインゼに親密な表象を第二節で繰り広げつつ︑表層のギリシア神話世界から︑そ
の深層へと徐々にいざなってゆく︒﹁不可思議なのだ︑その崇高な夜の恵みは︒誰
一人知らない︒⁝ そのように夜は動かす︑世界を︑そして希望を抱く魂をも⁝
即ち︑そのように事を望むのが︑ｄｅｒ ｏｂｅｒｓｔｅ Ｇｏｔｔ︵至上の神︶︑とても汝を慈し
む神なのだ︒それゆえ夜より汝には︑思慮分別の昼が好ましい︒だが時折また
ｋｉａｒｅｓ Ａｕｇｅ︵明澄な目︶もＳｃｈａｔｔｅｎ︵陰影︶を好み︑・： ﹂︵第一九句以下︶
﹁明澄な目﹂は︑ゲーテ同様ハインゼに相応しい形容であり︑それに対しロマン
派好みの﹁陰影﹂が﹃夜﹄の詩人に固有な要素として浮かび上がる︒こうした明暗

しかし反対に教会の神とは別の霊威を期待する異教徒ハインゼの場合︑それほど素

の中にあって︑ハインゼを格別に慈しむ﹁至上の神﹂は︑﹁思慮分別の昼﹂に似合
うオリュムポス神界の長ゼウスと読み取れる︒或いはプラトーン風に︑その対話篇

のこうした心の動きを十分尊重して︑決して押しつけがましく︑これ見よがしに自

直にキリストヘの道は伸びていない︒そして﹃パンと葡萄酒﹄の詩人は自らの親友

﹃ティーマイオス﹄四一Ａで登場するｎａｘｖＱ︵父︶なる造物主デーミウールゴス
{ｄｎtｕｏｖｇｙｏｓ'^ }'例の範例イデアーを眺めつつ世界構築を成し遂げた神を考えて

分自身の﹁唯一者﹂を表立てて提示しない︒すると話題の第一〇七句以下の転調に

も良いだろう︒いずれにしても理知の明かるい面と協和する古代ギリシアの神格で
あり︑こうした意昧での吝〜︵知性︶の人ハインゼが﹁汝﹂として呼びかけられ︑

気を留めず︑あくまで古代ギリシア関係のこととして﹁彼﹂をも解し︑ハインゼな

実際一八九四年から一八九六年にかけて初めて﹃パンと葡萄酒﹄の全一六〇句が

い浮かべたかも知れない︒

神の姿と取り︑普通は隠れて現われない﹁神自身﹂が目に見える形となる上演を思

ら場合によっては︑ここの﹁人の姿﹂を悲劇の舞台に直接登場する古代ギリシアの

次第次第に﹃パンと葡萄酒﹄の詩人により︑このＶｅｒｓｔａｎｄ︵分別︶の人が例の新

肝要なのは︑前述の﹁空無を孕んだ知性ヌース﹂(ｄｅｒ ｌｅｅｒｅ Ｖｅｒｓｔａ乱︶へと︑

約の﹁キリストの心{ｖｏｖｇ ＸｇｉｆｆＴＯｖ}﹂へといざなわれてゆく︵㈲の註︵10︶︶︒

オリュムポス風の明朗なハインゼの知性が転ずる点である︒この空無の零点が︑先
程言及した﹃パンと葡萄酒﹄第一〇七句の﹁彼﹂︵回︶と考えられ︑ここで異教徒

ありながら ・：ｅａｕｒ≪Jｖ ｉｘｅｖｃｏｆｆｅ︵自身を空しくし︶ｌｌＯＱ(ｐｒj V ｄｏｖＸｏｖ Ｘａ３︵ｂｖ︵僕
たる人の姿をとり︶︑・： ｔｒａｍｅｉｖａａｅｖ ｅａｖｒｄｖ︵低く自身を下げた︶ ⁝ ｌな
タナトゥー・タナトユー・デ・スタウルー
ｖａｖａｒｏｖ｡ ｖａｖamｖ ｄｅ ａｒｒａｖｇｏｖ︵死に︑十字架の死に至るまで５︶︶﹂と︑パウロ達
は記している︒ここの﹁僕の姿をとり﹂が何より﹃パンと葡萄酒﹄第一〇七句の

﹁人の姿をとり﹂の内実をなす︑と言うのが筆者の読みである︒そして中心に︑空
無︵ケノーシス︶の思想があり︑実は﹁至福なるギリシア﹂のイデアー界をも︑こ
うした空無を孕んだ詩想で掴むのが適正と考えられる︒
すでに﹃ソークラテース追憶録﹄︵一七五九年︶において逆説の妙を示したハー

そして詩想は︑現実の生の諸相に開かれていながらも︑同時に遁世の方向を目指

秘めた力を宿している︒

す反俗の読者︑例えば十九世紀初頭のロマン派詩人ブレンターノの心の琴線にも触

れ得た︒実際一八一六年十二月の日記書簡で彼は︑﹃パンと葡萄酒﹄第九句以下に

言及する︒もっとも彼は本来の表題も知らず︑ただ都市の諸相が歌われた第一節の

十八句のみを﹃夜﹄の表題の下に知っていただけであった︒﹁泗々と湧く噴泉は︑

正しき義人たちが飲んで元気となるｅwｉｇｅｒ Ｑｕｅｌｌ ｄｅｒ ＶｅｒｈｅｉＢｕｎｇ︵約束の永遠

の泉︶について語っているのではないでしょうか？〜﹂とあり︑無限への憧憬に駆

られたロマン派詩人は︑すでに詩想の深層へ眼指を向け︑情景と心底で響き合う魂

の根元でキリストヘの問いを発している︒これは但し︑あくまで鋭く繊細な魂を有

マンが︑﹁ソークラテースのような人物のｄｅこｅｅｒｅ Ｖｅｒｓｔａｎｄ ︵空無を孕んだ知
性ヌース︶は︑清浄な処女マリアの懐と同じく︵神性を宿し︶実り豊かとなること

した詩人ブレンターノの場合である︒そうした人物を﹃パンと葡萄酒﹄は念頭に置

Ｇｌｕｃｋｓｅｌｉｇｋｅｉｔ︵幸福︶の殻を突き破り︑何らかの﹁至福なるギリシア﹂(Ｓｅｌｉｇｅｓ

限界を設け︑愚かなファウスト博士の理想主義に道を開いた時︑悪魔にも縁がある

先に検討したゲーテが自らの皮肉がましい分別知の化身メフィストーフェレスに

暗は生と死︑ないしは昼と夜のそれである︒

派の﹃青い花﹄の作者ノヴァーリス︵一七七二年−一八〇一年︶達がいる︒この明

ダーリンの塔で送った﹁パンと葡萄酒﹂の詩人や︑三十歳に満たず夭折したロマン

の対極に︑狂気の後半生︵一八〇七年︱一八四三年︶をテュービングンの史跡ヘル

風の明朗な性格の詩人である︒こうしたＶｅｒｓｔａｎｄｅｓｍｅｎｓｃｈｅｎ︵分別ある人々︶

年生まれで︑ゲーテ同様Ａｕｇｅｎｍｅｎｓｃｈ︵眼の人︶と言い得る所謂オリュムポス

七〇年生まれのヘルダーリンより二十歳以上も年上の彼は︑ゲーテと同じ一七四九

アの詩人アリオストの大作﹁狂えるオルランド﹂を独訳した碩学でもあった︒一七

ングロと幸福の群島﹄︵一七八七年︶で名高い文筆家で︑またルネサンス期イタリ

を示して﹁ハインゼに﹂と明記されている︒文学史上この人物は長編小説﹃アルディ

さて当の詩人の友に捧げられた﹃パンと葡萄酒﹄の表題の傍には︑この献呈の旨

は当詩歌で語りかけているのである︒

頃キリスト教よりは異教圏ギリシアに理想を見ていた親友に向かい︑ヘルダーリン

いていなかった︒むしろ表題を知っても尚キリストを直ちに思い浮かべない人︑日

ができる﹂︵圓の註︵10︶︶と書いた点は見た︒この空無ケノーシスを孕んだ吝忿

ハーマンは据えている︒恐らく﹃プロメーテウス﹄の天神ゼウス達には望み得ぬ当

︵知性や精神︶の根底に︑Ｄａｍｏｎ ｄｅｓ Ｓｏｋｒａｔｅｓ (ソークラテースのダイモーン︶を︑

固有な本質とみなされ得る︒そして空無ケノーシスを孕んだ神人キリストに倣い
(ｉｍｉｔａｔｉｏ Ｃｈｒｉｓｔi)︑表面上ゼウス遠のように晴やかなヴィンケルマン著﹁ギリシ
ア模倣論﹂の深層に︑﹁何か新しいものを発見するｄｅｓｉｒｅ︵欲望︶よりは︑むしろ
喪失した何かを再獲得したいwｉｓｔｆｕｌ ｓｅｎｓｅ (物思わしげな感性７︶︶﹂を︑敏感に察
知することが肝要である︒
﹃パンと葡萄酒﹄でも︑こうした表層の神界オリュムポスの明朗さから︑古代ギ
リシア神話の深層へと︑心を向けることが詩想展開の要となる︒それは哲学から神

ゼウス遂に対する大地の復権に他ならない︒まず思想詩冒頭は︑夕暮の薄明に安ら

話へ︑合理性の権化から﹁ソークラテースのダイモーン﹂への道であり︑天上の神

う都市の動静から始まり︑例えば前述︵㈲の註︵５︶︶のｌｅｂｅｎｄｉｇｅ Ｑｕｅｌｌｅ︵生け
る泉︶が大地から沸く姿を︑ヘルダーリンは第九句から第一〇句にかけて次のよう
に歌っている︒﹁そして圃２コｇロ︵噴泉︶が︑浩々と湧き︑清冽な水しぶきをあげ

葡萄酒﹄と題して︑なかんずく彼ハインゼに捧げられた詩歌と考えられる︒恐らく

(ｇｌｉｉｃｋｓｅｌｉｇｅ Inｓｅｌｎ)が至福︵∽匹賢耳︶へ転ずる場が︑彼の友により﹃パンと

○ｒｉｅｃｈｅｎｌａｎｄ)を目指した点を留意すべきである︒他方ハインゼの﹁幸福な群島﹂

の歌いぶりは︑レオナルドの﹃最後の晩餐(Ｆｕｌｔｉｍａ Ｃｅｎａ︶﹄︵一四九五年一一四

その在り来たりの表象の中に不可思議な生命の躍動を見い出している︒但し︑詩人

辺り︑芳香に匂う花壇をうるおしている﹂とあり︑何気ない市井の日常ではあるが︑

九七年︶を思わせる黄昏の情緒に包まれ︑この噴泉の躍動も表立たず︑静謐の中に

三六 ︵36︶ ヘルダーリンの﹁パンと葡萄酒﹂︵一八呂年と八〇一年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

説いている︒未だ﹃救世主﹄には望めなかった古典古代との絆︑即ち﹁パンと葡萄

命ある者ら︶のためのｅｉｎ Ｌｅｂｅ乱ｉｇｅｓ︵生命︶として・：書かれたのである︒﹂と

sｅｌｂｓｔ)と呼び︑﹁かくして私達に残された彼の遺産は全て︑ｄｉｅ Ｌｅｂｅ乱ｉｇｅｎ︵生

と第一〇八句が直接キリストを語るのではなく︑むしろ代名詞で密やかに暗示する

五五句１第一〇六句︶に︑言わば付け足しのごとき二句が加わり︑この第一〇七句

ギリシア悲劇の誕生する場に他ならない︒しかも悲劇の時空を踏まえた中央部︵第

し神キリストが深く結びつく︒この結び目をなすのが﹃パンと葡萄酒﹄では︑古代

三七 ︵37︶ 高知大学学術研究報告 第四十八巻 二九九九年︶ 人文科学

酒﹂の﹁至福なるギリシア﹂︵第五五句︶へと伸びる新たな生命線が︑﹃ギリシア模

﹁或いはもしかすると彼もまた来臨した︵〇ｄｅｒ ｅｒ ｋａｍ ａｕｃｈ︶︑神自身(ｓｅｌｂｓｔ)

点が︑ヘルダーリン特有の歌い方である︒

におけるゲーテも﹁ギリシア人達の国を魂で探しつつ﹂︵㈲註︵14︶︶︑オリュムポス

倣論﹄と共に生育し始めたと言え︑この線上で﹃イフィゲーニエ﹄︵一七八七年︶

いかけるように︑押しつけがましくなく歌われていることが絶妙である︒すなわち

しかも人の姿をとり︵μ乱ｎａｈｍ ｄｅｓ Ｍｅｎｓｃｈｅｎ Ｇｅｓｔａｌｔ ａｎ︶⁝﹂と︑何より問

の人格と考えられ︑これをいかに控え目に出すかが詩人の課題であった︒他方ヘル

万物復帰の可能性を狭めるのが︑この﹁神自身﹂の圧倒的な魅力であり︑唯一無比

﹁詩人たちは歌っています︒Ｕｂｅｒmｕｔ ︵傲慢ｖ０ｍ５)とＵｎｔｒｅｕ︵不誠実

神域より追放されたタンタロスの復帰アポカタスタシスを祈願する︒

damnｌａ︶がタンタロスを︑ゼウスの食卓から︑古き牢獄タルタロスの屈辱へと突

ダーリン自身は﹁唯一者﹂︵初稿一八〇一年７︶︶と題する讃歌の第四八句から第五

き落した︑と︒ああ︑彼の一族全体がゼウス達オリュムポス神族の︸︷︱︵憎悪︶を

○句にかけての三旬でこう告白している︒﹁だが私は知っている︒ｅｉｇｅｎｅ Ｓｃｈｕld
︵固有の罪︶なのだ！ つまり余りに︑おおキリストよ！ 私は汝に愛着を抱きす

背負ったのです︒﹂︵第三二三句−第三二五句︵︒︶︶と︑イフィゲーニエは物語る︒こ

ターン族にあり︑彼らをギガントマキアー︵巨神戦︶で打倒し牢獄タルタロスに幽

を得ぬＤｅｒ Ｅｉｎｚｉｇｅ︵唯一者︶︑これが﹃聖書﹄の語る﹁一なる神﹂︵ルター訳で

ぎているのだ﹂とあり︑詩人の赤裸な心情が吐露されている︒この他を排斥せざる

こで聖なる源は︑古代ギリシア神話プロメーテウス物語に似て︑むしろ巨神ティー

閉した天神オリュムポス族の側にない︒同様ヘルダーリンの場合でも︑パンの大地

すなわち詩人自身一七九九年の詩﹃あらゆる悪の根源﹄でこう歌っている︒﹁

ｄｅｒ ｅｉｎｉｇｅ Ｇｏｔｔ'"'︶と異なると︑ヘルダーリンは考えた︒

母神デーメーテールや葡萄酒のバッコス神ディオニューソスの方に聖性は宿り︑キ
リストに結びつく︒つまり言わば正義の味方ゼウス達がペルガモン遺跡の如く︑巨

⁝﹂と語る一方︑他方プロメーテウスは第六句で﹁わが大地﹂︵ｍｅｉｎｅ Ｅｒｄｅ)を

に深い結びつきを覚える︒実際この詩歌の第一句で﹁ゼウスよ︑汝の天(Ｈｉｍｍｅｌ︶

巨神は魅力を抱かず︑むしろ内から沸き逡る生ける泉の源たるＥｒｄｅ︵大地︶の方

族に対し︑ゲーテの疾風怒濤期に成る詩歌﹃プロメーテウス﹄︵一七七四年〜︶の

くまで隠れて現われ︑いつとはなしに異教圏ギリシアの天界復帰を許容するに至る︒

とき雄姿を取らず︑あたかも夕暮の薄明にいずこともなく点る白き月影に似て︑あ

た﹃神曲﹄や﹃救世主﹄における無比の唯一者キリストは︑今や晴やかな日輪のご

その神自身が問い求められている︒つまり昔日ギリシアを異教圏として地獄に据え

ら﹃パンと葡萄酒﹄では﹁至福なるギリシア﹂︵第五五句︶と協和一致する方向で︑

欲望はいずこより？︵︒︶﹂とある︒成程キリストは神自身と言えようが︑しかしなが

たのか？ ただＥｉｎｅｒ︵唯一の人格︶︑Ｅrneｓ︵唯一の存在︶のみ有れＩ・ という

ｉｉｉｎｉｇ︵協和一致︶が神々しく善である︒全体いずこより人々の下に例の欲望は来

神戦の英雄としてローマ帝国さながらに称えられる観点は︑啓蒙と革命の時代十八
世紀ゲーテ達が組するものではない︒

自らの礎としている︒そして雷神ゼウスに向かい第三八句以下で︑﹁汝を敬う？

帝国ローマの政治権力に似て︑あくまで外から規定するゼウス達オリュムポス神

何のために？ 汝は重荷を負った者の苦痛を和らげたことがあるのか？ 不安に戦

かくして竟に異教圏も﹁至福なるギリシア﹂と成る︒
厳然とヘルダーリンの心に﹁唯一者﹂として宿る﹁ただ唯一の人格︑唯一の存在

く者の涙を静めたことが汝にはあるのか？﹂と︑巨神は語る︒

のみ有れ！・ という例のＳｕｃｈｔ︵欲望︶﹂︑これを﹁固有の罪﹂と自覚する詩人は︑

﹃プロメーテウス﹄におけるゼウスヘの不満の背後に︑十字架を背負った慈みの
神キリストヘの思いを読み取ることは︑不自然であるまい︒同様ヘルダーリンの

空無︶を孕んだ神白身の姿が︑﹁新約聖書﹂ではこれ
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これを十字架にかけたと言い得る︒即ち﹁ピリピ人への書簡﹂二・六一八で話題の

底を支えていることは否定できない︒表面上ギリシアが表立ち︑その天界オリュム

﹁パンと葡萄酒﹂でも︑直接あからさまに名指しされない十字架の神が︑詩想の根

ポスより︑むしろ大地の神や巨神に重心がかかる︒だが心の奥で大地と︑人と成り

レースの体系も︑共にその基本性格は合理性に置かれていた︒それは人知や理性の
力を拠り所として制覇する欲望を暗黙のうちに正当化する強者の論理を骨子として
おり︑もし政治軍事上これが野放しとなれば︑正に諸悪の根源と化するのであった︒
そして本来キリストはこうした人間の知性に歯止めをかける側で十字架を背負い︑
あえて弱者の立場で覇権を挫く神聖な拠り所であろう︒つまり﹃聖書﹄の救世主の

﹁黄金時代の英雄たちはやがて︑幾多の勝利の後に︑策略と追従により天界オリュ

敵側にいるのは︑異教圏の巨神らよりむしろ天神ゼウス達と考えられる︒

ムポスヘと推参した︒世は必死に崇拝した︑生きて世を荒廃せし者を︒そしてバベ
ル︵バビュローン︶の天神ゼウスは・：エ﹂と歌ったのは︑ヘルダーリンの思想詩上
の先輩ハラーで︑右引用の典拠は﹃理性︑迷信︑不信仰にっいての考え﹄︵一七二
九年︶第一四三句以下である︒以下これから﹃パンと葡萄酒﹄をめぐる復帰アポカ
タスタシスを扱う場合も︑こうした脈絡を十分留意しておきたい︒すなわち大地や
自然の側の霊性に宿る酒神ディオニューソス達は︑﹃パンと葡萄酒﹄において︑そ
の対極オリュムポス神界の天神ゼウス達ほどは︑聖なる源キリストから遠く離れて
いないと言える︒そこで詩人が配慮する点は︑当詩歌を捧げた親友ハインゼ︑この
言わばゼウスの寵児における聖なる源への復帰アポカタスタシスの可能性に他なら

詩歌﹃パンと葡萄酒﹄は︑ゲーテの﹃イフィゲーニエ﹄のように仕上げられ完成

ない︒以上の点を念頭に置いた上で︑まずは当詩歌の特色に注目してみよう︒

した韻文と違い︑実作者により公刊された決定稿がない︒大胆な比喩で語れば︑そ
れはソークラテースの先人︵く〇ｒｓｏｋｒａｔｉｋｅｒ)ヘーラクレイトス達が残した諸断
片に似た面があり︑プラトーンの対話篇のように出来上った作品には無い魅力を有
している︒例えば残存する数篇の草稿の中から︑読者が各々自由に校本を作り上げ
ることも可能である︒以前フランクフルト版全集︵一九七五年以降刊行︶が出る迄
ドイツ語圏外で草稿段階を問題にすることは困難であった︒しかし今日では﹃パン

も吟味できるようになった７︶︒勿論すでに一応の目安は出来ていた︒草稿執筆の一

と葡萄酒﹄の草稿類は︑手稿の写真とその読みも印刷した重宝な形で世界中どこで

八〇〇年頃から九〇年以上たった一八九四年と一八九六年に初めて﹃パンと葡萄酒﹄
全一六〇句が公刊される︒これが整えられ︑一九一六年に歴史批判版で印刷された
後︑今日の底本シュトゥットガルト版全集︵一九四六年−一九八五年ｉ︶︶に収めら

勿論この底本の﹃パンと葡萄酒﹄︵一八〇〇年一一八〇一年︶を念頭に置いて考

れ︑﹃パンと葡萄酒﹄はここから引用される︒

三八 ︵38︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵一八呂年一一八兄年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

えるのであるが︑しかし同時に底本の決定稿と異なる別稿も留意しつつ︑唯一の形

にのみ固定してゆくのでなく︑言わば生成過程にある開かれた創作段階の諸相を含

みながら考察する方が興味深い︒さて本題の万物復帰アポカタスタシスに関連した

キリストが︑ギリシア神話世界に直結された点である︒昔日キリストは﹃救世主﹄

﹃パンと葡萄酒﹄の創意として挙げられるのは︑この詩歌で始めて﹃聖書﹄の核心

二七四八年一一七七三年︶において歌人クロプシュトックの心情から送り出た言

葉に包まれ高唱され︑この折アバドナも地獄から天国へと復聖することが出来た︒

の古典芸術遺産から幾多の恩恵を受けていた︒例えば﹃パンと葡萄酒﹄も﹃救世主﹄

彼もミルトン同様ギリシア古典に造詣の深い人文教養を身につけた詩人として︑そ

出される︒そのほか修辞上の形式面でギリシアは最良の範例だったのであるが︑こ

も︑ホメーロスが﹃イーリアス﹄で始めた六歩格ヘクサメトロンの律動に乗り歌い

の諸形式を満たす内実の神話世界観となると︑ダンテ以来それを敬して遠ざけ︑

﹃神曲﹄同様﹃救世主﹄でも結局ギリシア世界は︑キリストと関係が薄い ︵㈹レッ

一八七一年トロイアー発掘をシュリーマンが始める百年以上前一七五五年ヴィン

シング︑ハーマン等々53頁の註︵４︶から註︵６︶にかけて参照︶︒

ケルマン著﹃ギリシア模倣論﹄︵圓註︵９︶︶が︑﹃救世主﹄に代表される﹁純粋かつ

無垢な時代﹂︵閃註︵12︶︶に相応しい清浄な古典精神を目指し産声をあげる︒彼の

栄光は生誕地Ｓｔｅｎｄａｌが︑隣国フランスの﹃イタリア絵画史﹄二八一七年︶や﹃赤

ターの傑作﹃ルネサンス﹄二八七三年︶終章を飾るヴィンケルマン頌など︑影響

と黒﹄︵一八三〇年︶の文豪の筆名Ｓｔｅｎｄｈａｌに選ばれたことや︑また批評家ペイ

の甚大さ︑および数多くの礼讃者により伺い知られる︒奇しくも批判家は書いてい

る︒﹁彼の心⁝そこには恒に︑何か新しいものを発見する欲望よりは︑むしろ喪

熱狂︶−﹃パイドロス﹄︵二四五Ａ﹁女神ムーサの狂気﹂・㈲註︵28︶︶の広義なプラ

失した何かを再獲得したい物思わしげな感性があるようだ︒・：Ｅｎｔｈｕｓiaｓm︵霊感・

トーン風意味でのそれが︑ギリシア世界に君臨する彼の巳ｖmaｔｏｒｙ ｐｏwｅｒ︵予見

し見抜く洞察力︶の秘訣だった︒﹂と﹃ヴィンケルマン﹄二八六七年︵！︶にあり︑久遠

ヴィンケルマンの理念追求が一種アポカタスタシスに通じる復帰を目指す失楽園

の理念イデアーに憧れる彼のエロース︵止み難い心の動き︶に焦点が当てられている︒

の意識から出ている点の指摘が興味深い︒それは忘却した理想イデアー界へ駆り立

五年︶の﹁企画された諸著作〜﹂においてゲーテは﹁生命そのもの﹂(ｅｉｎ Ｌｅｄｅｎ

てるプラトーン風工ロースに呼応するもので︑これを﹃ヴィンケルマン﹄︵一八〇
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古代ヘレニズム文化が紀元前後ローマにおいて人文教養の糧となって以来︑その

㈲ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵エＯｌｄｅｒlinｓ

がて異教圏ローマ帝国が四世紀にキリスト教化する時︑この世界宗教が特別ギリシ

神話と哲学の中心は天上界オリユムポス風の明朗な理知が君臨する所であった︒や

アから護教用に取り入れたプラトーン哲学も︑また聖戦の十字軍遠征に続く中世十

三世紀トーマースーアクィーナース達がスコラ哲学に役立てた形而上学者アリストテ

ｅｔ

教の啓示の友プラトーン﹄と題した論文︵印刷はフリードリヒ没年一八一九年の後︑
その全集が公刊された一八二四年−一八二五年のあと一八二六年ｓ︶︶を執筆し︑当
フリードリヒの訳業﹃精選プラトーン対話篇﹄︵一七九五年−一七九六年刊︵ごを

理な面でなく︑むしろ︵究明idｖwcgimｓ)と教説︵︱一１ ︶﹂に相応しい合理性に

酷評する︒つまり霊感︵Ｅｎｔｈｕｓｉａｓmｕｓ︶とか﹁女神ムーサの狂気﹂の類の非合

おいて﹁私達は批判(Ｋｒｉｔik)を要求する︵26︶﹂と言うのがゲーテの立場である︒

る讃

獄に

その

︵第一九四句︶が第一一四句で﹁神聖な野蛮人﹂(ｈｅｉｌｉｇｅｒ Ｂａｒｂａこと呼ばれ︑古

のネメシス︵必然︶の回りでも遊び戯れ︑また厳粛なるモイラ︵運命︶の眼指も︑

典美のギリシア神話世界に対置された点であろう︒﹁麗しく明朗な形姿が︑不可避

審間宮のように︶裁きを下すぼｉｌｉｇａｒ Ｂａｒｂａｒ︵神聖な野蛮人︶は居なかった︒﹂

柔和な人性の薄絹の面紗により和らいだのだ︒聖霊たちの恐ろしい立法により︵大

つまり北欧プロテスタント文化圏の理知派シラー自身が︑古典の明鏡の法廷へと召

︵第一〇九句１第一一四句︶と歌われ︑感性美の古里を否定せざるを得ない野蛮人︑

ラー

註

ラー達の成果も色槌せるのである︒

のであるが︑目下ヘルダーリンを発掘した今日︑彼のみならずヴァイマル古典派シ

降︶でアンティゴネーの姿を理念追求したヘーゲルの影響が当時は群を抜いていた

な展開を遂げる︒その中で﹃精神現象学﹄︵一八〇七年︶や﹃美学﹄︵一八一七年以

﹁美の理念﹂に他ならず︑これをめぐってドイツ観念論哲学・理想主義文学が多彩

のである︒そして彼に続く世代のヘーゲルやヘルダーリン達が信じたのも︑この

︵内なる目︶は︑この美の理念(ｄｉｅ Ｉｄｅｅ ｄｅｓ Ｓｃｈｏｎｅ己を掴むほど逞しかった〜︶

﹃ギリシア﹄でホーフマンスタールが語ったように︑﹁実際シラーのｍｎｅｒｅｓ Ａｕｇｅ

んでくる︒この時はじめて﹁美の理念﹂と言えるものが心眼に宿る︒すでに触れた

Bｅｇ‑eiｓｔｅｒｕｎｇ'/*') ｍ‑
まれ自己陶酔して

る︒

︷ｄｖａｘgimg︸する

真理の明鏡に映えるのは西欧キリスト者シラー白身の鋭い知性に根を張る創造主
である﹁汝の光輝が私を打ちひしぐ︑知性の業にして︑知性の創造主(Ｓｃｈｏｐｆｅｒ
ｄｅｓ Ｖｅｒｓｔａｎｄｅｓ)よ！ 汝を求め格闘せんため私に翼を与えよ︑秤を︵も与えよ︶
汝を量るためＩあるいは私から除いてくれ︑厳そかで過酷な女神を再び除いてく
れ︑︵明︶鏡(Ｓｐｉｅｇｅｌ)を眩むばかりに私の︵眼︶前に突きつける︵この叡知の︶
女神の優しき妹︵たる感性美の女神︶を︵むしろ︶降臨させ︑姉は別世界に取って
おいてくれ﹂︵第一九三句−第二〇〇句〜︶と︑懇願する調子で﹃ギリシアの神々﹄
終結部は締め括られている︒こうした苦悩に疎遠なシユトルペルクが︑たとえ原典
ギリシア語をシラー以上に熟知していようとも︑伝承された神話世界観に反逆した
プラトーン哲学の究明と教説を十分理解できたとは考え難い︒正にゲーテが彼を批
判している点もここにある︒従って﹃芸術家﹄なら彼を憤慨させる批判精神を持た
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ず︑丸く納まって無難なギリシア讃歌なのであろうが︑他方これと対をなす﹃ギリ
シアの神々﹄の方は彼に激語を発せしめ︑その心に地獄を切り開くことのできた画

Ｓ.１５４. ＡｕｓｇｕＢ ｄｅｓ ｋｏｌｏｓｓａｌｅｎ Ｊｕｎｏｋｏｐｆｅｓ (６.１.１７８７. Ｒｏｍ︶

︵２︶ ︵ｊｏｅｔｈｅｓ Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ Ａｕｓｇａｂｅ. Ｍｕｎｃｈｅｎ︵Ｂｅｃｋ／ｄｔｖ) １９８２. Ｂｄ.ｌｌ.

とりわけ当時の保守派に衝撃を与えたと思われる点は︑例の﹁知性の創造主﹂

期的な意欲作なのである︒

四〇 ︵40︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵一八呂年︲一八〇一年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

の意向が正当化されたと︑西方ラテン教会は考えた︒この結果ダンテが﹃神曲﹄

を望む︵23︶︒﹂とあり︑この後リヨンにおける第十四回公会議︵一二七四年︶で法王
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心魂の弛緩した地獄を想わせる︒しかしながら詩人は闇夜の冥界にまごう現存に住

︵一三一九年︶の中央部で︑喜劇に相応しい楽天思想の橋として﹁煉獄﹂を堂々と

ダンテ同様シラーの詩篇も︑悲劇と言うより喜劇の名に値する楽天思想を表明し

歌い上げることが出来たのである︒

ているものの︑その礎にＩｎｆｅｒｎｏ︵地獄︶が欠落している点が特色である︒何と言っ

ても﹃神曲﹄の心臓部とも言うべき﹁地獄﹂は格別に生彩を放っており︑量的には

全体の三分の一ながら︑他の﹁煉獄﹂と﹁天国﹂を併せた分と釣り合う内実を備え

ている︒そこで﹃芸術家﹄の考察に際しても︑この作品と対をなすシラーの別の思

想詩﹃ギリシアの神々﹄︵一七八八年︶を留意し︑この詩篇を機因としてキリスト

者の心に聞かれた地獄を思い併せることにより︑一層と﹁シラーの果敢で偉大な魂﹂

に迫ってみたい︒つまり﹃芸術家﹄と﹃ギリシアの神々﹄の複眼でもって﹁美の

理念﹂を問う時︑やがて﹃パンと葡萄酒﹄に結実する詩想の全体が巾広く見渡せる

と思われるからである︒そして後輩ヘルダーリンが先輩シラーに大いに依存してい

発表当時すでに物議を醸し出した点において︑﹃ギリシアの神々﹄は﹃芸術家﹄

た実情もここから見えてくることであろう︒

のみならず︑他の思想詩を這かに凌ぐ逸品である︒その様を良く物語るのが︑ノヴァー

リス著﹁フリードリヒーシラーの弁明︵ ︶﹄であり︑これによると︑﹁ほぼ至る所で

人々は︑卓越した詩Ｉ﹃ギリシアの神々﹄に関し悲鳴をあげ︑シラーを無神論者

︸︷巳の︵地獄︶へと真逆に投げ落とした︒⁝⁝だが﹃独逸メルクール﹄で︵その編

だとか︑何か知らぬ或る主義者との宣告を下し︑神聖なる熱意に燃えて︑シラーを

者︶ヴィーラントが一瞥の批評文を書いた外は︑誰も公然と自己︵の立場︶を主張

し︑信心家やその他の熱気に逸る人々が︑恐らくは神聖なＥｎｔｈｕｓｉａｓm

注目すべき筆頭は今日の保養地シュトルベルクを姓とした封建貴族で︑その妹ア

に性急に浮かされているのを恥ようとしないのだ︒﹂とある︒

ウグステに昔日ゲーテは﹁純粋性の精神﹂︵一七七五年九月十九日書簡ｓ︶︶を︑当

フリードリヒに﹁無限の諸感情﹂︵一七七五年十月二十六日付書簡︵ごを告白する

ほど親密な関係にあった︒ところが一七九四年七月以来シラーとの交友の深まりは

事態を急変させ︑ゲーテは︑︸七八八年三月に﹃独逸メルクール﹄に発表された

陳されたシュトルベルクの﹁神聖な信者熱﹂を念頭に置き︑一七九六年﹃キリスト

﹃ギリシアの神々﹄に対し一七八八年八月﹃独逸ムゼーウム﹄で憤りをまじえて開

ｕｓ︵信者熱︶

まいながらも︑自らの近代プロテスタント精神を敢て﹁西欧の果実﹂︵第一五〇
句︵ざ︶と︑一抹の希望を込めて掴み直す︑この複眼がシラーには欠けており︑それ
故アポカタスタシスは﹃芸術家﹄の場合︑やや晴れがましい啓蒙主義一色の彩りを
帯びている︒すなわち﹃芸術家﹄における﹁光明への復帰﹂︵第六八句︵こは礎と
して︑地獄にも紛う﹁乏しき時代﹂の意識を持たず︑結局シラーが﹁後の光明への
復帰︵Ｗｉｅｄｅｒｋｅｈｒ ｚｕmに９芯︶は︵第六八句／第六九句︶感性の難路を辿り﹂
と歌う際︑この復帰アポカタスタシスは︑大審間宮の時代ならぬ光の世紀の出来事
となる︒従って︑むしろ地獄と天国の中間地帯︑つまり煉獄︵Ｐｕｒｇａｔｏｒｉｕm︶が
現世の只中に開かれると言うべきであろう︒
ところで既に︵圓註︵15︶︶ソーナー著﹃諸罰の永遠性を反駁する証明﹄︵ニ八五
四年︶を俎上に載せたレッシングが﹃ライプニッツ︑かの永遠の諸罰について﹄

著で更に﹃ソークラテースの新たな弁明︑或いは異教徒たちの至福に関する考察﹄

︵一七七三年︶の中で批判した点︵圓註︵２︶︶がここで思い併される︒即ち彼は当

二七七二年︶の作者エーバーハルトの説く﹁善導するソークラテース的地獄﹂を
扱い︑﹁この調子で地獄と天国が一つに融合して︑どの罪人も結果として早晩とに
かく︑いつか天界入りする慰めを獲る︒﹂と論じ︑結局これは﹁カトリックが信じ
教える中間状態﹂たる煉獄に他ならないと指摘していた︒さて浄罪界とも言われる
煉獄は︑新教プロテスタントの宗教改革者ルターが例えば﹃奴隷意志論﹄︵一五二
五年亘︶の中で︑﹁さて神の国と聖霊に無関係なものは︑必然的に悪魔サタンの国
と悪霊の支配下にあるものに帰着する︒なぜなら神の国とサタンの国の間にme‑
ｄｉｕm ｒｅｇｎｕm︵中間の国︶は無いのであるから︒﹂と明言している通り︑厳しく
彼により拒否されたものであるが︑それもそのはず︑この煉獄こそ免罪符販売に勤
しんだ教皇庁の理論的支柱だったからである︒即ち免罪符も有効な煉獄の道であり︑
この当の浄罪界を公認したのもカトリック教会だった︒
煉獄公認の原資料はコー五四年三月六日付ローマ教皇の書簡で︑こう記されてい
る︒﹁即ち︵東方教会の︶ギリシア人たちは︑このようなｐｕｒｇａｔｉｏ︵浄罪︶の場
が︑自分たちの博士たちの著作において︑明白な固有名詞で述べられていないと言
うけれども︑しかし私達はこれを︑聖なる教父たちの伝統と権威︵例えばアウグスティー
ヌスの﹃提要﹄六九に言うｉｇｎｉｓ ｐｕｒｇａｔｏｒｉｕｓを典拠︶に基づいて︑Ｐｕｒｇａｔｏｒｉｕm
︵浄罪の煉獄︶と名付け︑将来ギリシア人たちの下でも︑この名称で呼ばれること

なく探究し続けることであって︑近代科学の理論理性がもたらす飽くことなき知識
欲の増大とは趣を異にする︒すなわち﹁至福なる完成﹂とは︑恒に一意専心に問い

従って︑古典文化遺産の意味を心の底で探りつつ︑常に既成の自己の殻を破り︑

求められるべきものであって︑自己の手元に積み重ねられるものではない︒

無限の彼方へと越え出てゆく︒この様な魂の動きを示すのが︑﹃芸術家﹄で好んで
用いられている比較級と考えられる︒例えば第四一三何以下︑﹁ますます広汎に思
想と感情がひとしお豊かな調和の流れとなり︑より満ちた美の大河へと開かれる︵ご
とか︑第四二六句以下︑﹁恒に一層と純粋な形式と︑一層と純粋な音調により恒に
一層と高き高みを通り︑そして恒に一層と麗しき美を貫き︑詩歌の花の諧は静かに
立ち昇りゆく︵ごとかがそれである︒
ひとたび創造の根源から乖離したにも拘らず︑死すべき﹁人間﹂は﹁芸術家﹂と
して新たな創造へと向かう道を保証されている︒その様は﹃芸術家﹄の場合二段構
えとなっており︑シラーは﹁最初の創造﹂︵第一三八句︵ざが﹁︵直接︶自然から誕
生した最初の芸術﹂︵第一五三句〜︶として芽生えた後︑更にギリシア古典が﹁よ
り高き第二の芸術﹂︵第一五九何〜︶として開花し︑客観造形見事な様式美へと円
熟する旨を述べる︒もしヘブライ語﹃創世記﹄二こ二を締め括る﹁創造した神は︑
ラーアソート︵仕上げるために︵ピ︶という言葉を︑ここで話題の﹁第二の芸術﹂
に関連させれば︑問題の仕上げの内実は既に古典ギリシア芸術における﹁至福なる
完成﹂︵茫澱作図ｏ↑↑・乱呂〜︶︶が余型として先取りし︑近代の芸術家シラー達に

確かに︑綱領としては良く出来ている︒しかし頭で構想した﹃芸術家﹄の﹁至福

理想形態の範例を示していると解せる︒

なる完成﹂︵第二九二何〜︶を︑心の底で﹁至福なるギリシアゴと掴み︑この失楽園
をキリストが完成︵Ｖｏｌｌｅｎｄｕｎｇ)していると見直すには︑﹃パンと葡萄酒﹄ の詩
想展開を待たねばならない︒とは言うものの︑先輩シラーの大胆な問題提起と目の
付け所の良さが︑後輩ヘルダーリンに狂うことなき指針を与えていることも事実で
ある︒双方とも理想界ギリシアに焦点が当てられ︑この範例に倣い仕上げるために
こそ芸術家が美を目指す教育(ａｓｔｈｅｔiｓｃｈｅ Ｅｒｚｉｅｈｕｎｇ)の先頭に立つ︒なぜなら
古代ニュッサの教父グレーゴリオスが﹃大教理講話﹄︵三八六年−三八七年︶第五
章で説くように︑﹁悪﹂は﹁美から魂の遠く離れること〜﹂に外ならないから︑そ

大筋で悪(Ｋａｋｏ已の対極に善美(Ｋａｌｏｋａｇａｔｈｉａ<＝')という古代ギリシアの

の逆を行く至福なる完成への道こそアポカタスタシスの回帰に相応しいからである︒

理想を掲げ︑この︵善かっ美たるものから魂の遠離〜︶﹂(ａｎｉｍａｅ ｒｅｃｅｓｓｕｓ ａｂ ｅｏ

ｑｕ乱ｂｏｎｕm ｅｓｔ ｅｔ ｈｏｎｅｓｔｕm︵Ｊに言わば地獄を見る観点は︑﹃芸術家﹄にも

史を振り返ると︑シラーの史劇﹃カルロス﹄︵一七八七年︶を印象深く締め括る大

﹃パンと葡萄酒﹄にも共通している︒当面十八世紀啓蒙期という寛容の時代から歴

これとの対比で古代ギリシアに関し︑﹁そこでは神聖なる殺意が︑炎を掻き起こす

審問官︵︵いＳＲｊ９會ｏｌ︶︶が暗躍した宗教裁判の盛時一七世紀が念頭に浮かび︑

こともなく︑そこでは如何なる無垢の血も︑祭壇で煙ることがなかった﹂と︑﹃芸

術家﹄第八〇句以下で歌われている︵21︶ｏそして啓蒙時代とは︑この暗い前世紀につ

づき︑曙光なす光の世紀(Ｓｉｅｃｌｅ ｄｅｓ Ｌｕｍｉｅｒｅｓ)に他ならず︑美の花咲いた古典

古代を魂や心の古里とし︑﹃芸術家﹄の場合は︑﹁夜の黒い面紗に被われた不可測の

ここで古典ギリシア芸術時代について︑シラーは明るい面にのみ注目せず︑それ

世界﹂︵第一〇五句口︶から︑造形見事な芸術時代が誕生した歴史への回顧となる︒

が夜から誕生したのみならず︑﹁更に弧線を︑未来の夜を貰い﹂︵第二四五句〜︶で

引き伸ばし︑広く生死の両圏にまたがる点をも物語っている︒このように﹃パンと

葡萄酒﹄に似て光明界ギリシアが︑夜から生まれ夜へと延びる筋で表象されている

点は注目に値する︒そして更に﹃芸術家﹄でシラーは︑自らの直面していた西欧十

が孕む﹁謎﹂の深みを︑古典ギリシア伝来の﹁高貴な形式﹂と洵遥させ︑﹁︱高

八世紀を留意しつつ筆を運ぶ第三部︵第三五一句Ｉ第四八一句︶において︑﹁夜﹂

貴な形式をそこで完成し︑一層と美しい謎が夜から立ち現れ︑弥々世界は豊かにな

り︑﹂︵第四一八句−第四二〇句亘︶と歌い継ぐ︒つまり﹁形式がそこで完成し﹂だ

としても︑なお汲み尽くし難い﹁夜﹂の深淵に受容されれば︑コ層と美しい謎﹂

る︒しかし﹃芸術家﹄において意味深長に解された﹁夜﹂を︑実際の詩歌象徴の調

として継承され得ると言うことである︒ここでも綱領は実に立派な出来栄えと言え

べに乗せ歌い上げたのは︑まず﹃夜の讃歌﹄︵一八〇〇年刊︶におけるノヴァーリ

スであり︑ここで﹁一層と美しい謎が夜から立ち現れ﹂て︑西欧キリスト者の意識

の根を﹁夜﹂の大地においてしかと掴む︒そして讃歌刊行の直後ヘルダーリンが

昼﹂︵第二部︶をへて﹁西欧の夜﹂︵第三部︶へと張られた心の琴線に触れ︑西欧意

﹃パンと葡萄酒﹄︵一八〇〇年¶一八〇一年︶で﹁夜﹂︵第一部︶から﹁ギリシアの

近世キリスト教西欧は﹃パンと葡萄酒﹄の中で︑まず古典ギリシアの﹁美か
ヵら
ロ魂
ッ

識の﹁弧線を更に未来の夜を貰い﹂て引き延ばすのである︵４︶ｏ

の遠く離れ︵Ｅ︶だ﹁乏しき時代﹂︵第コーニ句︵！︶と暗い面から眺められ︑言わば

四二 ︵怒 ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵一八呂年と全年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

るのを見い出すこと︒実際シラーの内なる目は︑この美の理念を掴むほど逞しかっ

も多様で明澄な彩り成しつつ遊び戯れ︑陶然とした眼指を囲み魔笛のごとく︑かく

るように︑あたかも七色の虹の光が︑白色光へと溶け入るように︑そのように幾千に
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た︒−︵︒︶﹂︒やがて彼の心眼に宿る﹁美の理念﹂を︑自らの深いギリシア体験と結

せないであろうし︑シラー自身の作品においても他の時期のものには前にせよ後ろに

﹃芸術家﹄は示しており︑これだけ瑞々しい抒情の息吹きは他の思想詩にまず見い出

生き生きと若々しい自己認識が︑新鮮な清水さながらに送る爽やかな出来栄えを︑

泗々と唯一の真理の盟約の中へと︑ただ一条の光の流れへと回帰するのだし︒︸﹂︒

で歌うのが彼の後輩ヘルダーリンである︒

びつけ︑﹁至福なるギリシア︵︒︶﹂を﹃パンと葡萄酒﹄︵一八〇〇年〜一八〇一年︵と︶

さて理想世界ギリシアに詩人が画竜点晴なすキリスト像を象眼するのが﹃パンと

程前一八〇五年五月に没するまで肺病と闘いつつも四児の父となった彼が婚約二

せよ期待できないと思われる︒実に時期も時期であった︒満四十六歳に達する半年

葡萄酒﹄であるが︵︒︶︑他方シラーの場合は﹁美の理念﹂(ｄｉｅ Ｉｄｅｅ ｄｅｓ Ｓｃｈｏｎｅｎ)
があくまで精神史の過去となってしまった彼方の異文化圏ギリシア古典古代に留まっ

実際バーゼルの史家ブルクハルトも著名な﹃シラー記念講演﹄二八五九年︶で

家﹄︵一七八九年︶を措いて他にないであろう︒

﹃芸術家﹄に触れ︑﹁これは多分これまでに編まれたｄａｓ ｈｂｃｈｓｔｅ Ｆｒｏｇｒamm︵最
高の綱領︶です﹂と称えている︒そこで後輩ヘーゲル達のＳｙｓｔｅｍｐｒｏｇｒamm
︵体系草稿︶の礎と看倣せる当詩歌から析出される異端オーリゲネース主義に着目
してみょう︒まず洞々と沸くシラーの想念が﹁至高の美の輝く座をしかと見据え︵︒︶﹂
︵第四五九句以下︶︑﹁唯一の真理の盟約の中へと︑ただ一条の光の流れへと回帰する﹂
︵第四八〇句以下︶と歌われている﹃芸術家﹄終結部︵第四六四句１第四八一句︶
に耳を傾けたい︒﹁美しき魂︵の人々︶が美を感じたものは︑卓越し完璧であるに違
いない︒果敢な雄飛なして高く︑汝らの時空を越え飛翔せよ︒彼方には既に︑汝ら
︵芸術家︶の心を鏡として︑来るべき世紀の曙光が白み始めている︒幾千にも絡み合
い交錯し︑豊かで多彩な道また道を辿りついに到来し︑今や汝らを腕に抱き出迎える︑
崇高なる永遠の玉座において︒あたかも七色の柔和な光線なして︑白色光が屈折す

し︑無限の進歩とは﹃芸術家﹄の場合︑古典ギリシア芸術に倣い崇高美を倦むこと

﹁芸術家よ︑汝らの創造圏を拡大してゆく﹂︵第二六九句︵ごとある通りである︒但

﹁人間の心は︑諸々の新たな衝動に突き動かされ﹂︵第二六七句〜︶︑この衝動が︑

シラーの﹃芸術家﹄もこの進歩的思想を唱導した成果と見ることができる︒つまり

魂の不滅への意志は啓蒙期十八世紀には︑限りなき進歩を頼む思想として躍進し︑

いる筋が注目に値する︒

る︒﹁永世への祈念が︑諸人の魂の盟約を告げた﹂︵第二〇八句以下〜︶と歌われて

ことになる︒すると一回限り生きた魂が︑﹁至福なる完成﹂︵第二九二句〜︶へと至

して復楽園を徹すれば当然オーリゲネースの万物復帰アポカタスタシスに帰着する

リシア喪失と結びつけ自らの時代の課題を復楽園に見ていると言うことである︒そ

−ｓ︶﹂と歌われる場合に確かめられる︒つまり失楽園の内実を詩人は︑美の古里ギ

自らの面前から︑人間を死すべき身へと追放し︑︱神々が面を人間から背けた時１

ている点が重要である︒その双方の相互浸透は第六六句以下で例えば︑﹁創造主が

の時シラーがキリスト教や﹃聖書﹄を気に懸けながら美の古里ギリシアを話題にし

れるａ︶﹂との目標が立てられ︑既に見た第四五九句以下の終結部が高唱される︒こ

第四〇四句以下において︑﹁学知︵認識︶が美へと円熟し︑芸術作品へと高貴化さ

他方この﹃芸術家﹄第三部︵第三五一句︱第四八一句〜︶では還相を示し︑その

﹁美﹂から﹁認識﹂へと至る往相の第一部︵第一句−第九〇句︵Ｊの基調を表明する︒

なす門を通りてのみ︑汝は踏み入る︑認識の国土へ﹂︵第三四句︑第三五句５︶︶と︑

︵第六句︵ごと積極的に肯定し︑声高らかに歌い出された雄弁な詩句は︑﹁美の曙光

﹃芸術家﹄では︑十八世紀啓蒙期における西欧人を始めから﹁時の完熟せし息子﹂

フランス革命勃発︵一七八九年七月一四日︶の頃でもあった︒この上昇気流に乗り

七八九年︶し結婚︵一七九〇年︶した当時︑それは啓蒙と革命の息吹く特筆すべき

たままで︑西欧キリスト者の実存に深く根づいていない︒とは言うものの理念追求
の敢為はヘルダーリンをして︑シラー宛書簡︵一七九七年六月二十日付︶において︑

iibeｒwｉｎｄｌｉｃｈ'"')と告白させる迄に至っている︒確かに︑彼の﹁美の理念﹂こそ

﹁先生に私は依存しており︑越えられません﹂(ｖｏｎ Ｉｈｎｅｎ ｄｅｐｅ乱ｉｒ'ｉｃｈ ｕｎ‑

は︑ヘーゲルとシェリングがヘルダーリン先導の下に著した﹃ドイツ観念論体系草
稿そのこ︵一七九六年︶の主題ともなり︑﹁最後に一切を統一するのは︑プラトー

教養人が指摘したシラーのｉｎｎｅｒｅｓ Ａｕｇｅ 'つまり

ン哲学の高次な意味におけるＩｄｅｅ ｄｅｒ Ｓｃｈｏｎｈｅｉｔ︵美の理念︶である７︶﹂と表明

されている︒そして︑後世の

理念﹂︑これを追求するシラーの観念論︑すなわち

︑生動する詩歌象徴の調べとなり︑そこに万物復帰を目指すオーリゲネー

だとされる﹁美の

主が
リ

ス神学と協和する要素が見い出される作品︑それを例示するとすれば恐らく﹃芸術
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﹃聖書﹄に通暁した古典ギリシアの友として︑ヘルダーリンに次いで名が挙がる

ｓｏｎｄｅｒｎ

㈲ シラーの﹁美の理念﹂(Ｓｃｈｉｌｌｅｒｓ Ｉｄｅｅ ｄｅｓ .Ｓｃｈｂｎｅｎ )

のは大抵の場合ゲーテであり︑普通シラーはそのゲーテの二番煎と看倣され易い︒

例えばゲーテと親交を結んだ一七九四年夏七月の翌一七九五年に公刊した﹃美を目

ａｕｃｈ

指す人間教育書簡﹄(ａｓｔｈｅｔiｓｃｈｅ Ｅｒｚｉｅｈｕｎｇ︶第十五で彼が︑優美︵Ａｎｍｕｔｈ)

かつ尊厳︵Ｗｕｒｄｅ)の化身として絶賛しているユーノー女神像︵〜コｏｒ乱ｏｖi‑

よりの書信において︑﹁その原物がルドヴィシ邸にある女神ユーノーの巨頭の模

ｓi︵ふ︶にしても︑実の所ゲーテが﹃イタリア旅行﹄で一七八七年一月六日付ローマ

像〜﹂と言っている複製のことであり︑この大理石ならぬ石膏の塑像をヴァイマル

に持ち帰ったゲーテに見せてもらっただけなのである︒ところが模写を通してでは

あっても︑本来ギリシア芸術が目指した理念を掴む段になると︑彼は旅行をした友

より一層と真相に肉迫する言葉を探し出してしまう︒その第十五書簡でシラーはこ

う説く︒﹁それは優美でも尊厳でもありません︒ルドヴィシ邸のユーノー女神像の

ような素晴らしい顔から私達に語りかけてくるもの︑それはそのどちらでもありま

成程ギリシア体験とか︑経験された古典古代と言うことになれば︑時代を超えて

せん︒なぜなら︑それは同時に両者だからですエ︒﹂

原典を深く読んだヘルダーリンとか︑シチリア島で﹁新たなギリシア﹂︵㈲註︵14︶︶

に漫遁したゲーテに匹敵するものをシラーは持たない︒それにもかかわらず彼は︑

敦養人ホーフマンスタールによりゲーテ以上の地位を﹃ギリシア﹄︵一九二二年︶

いた限りはゲーテが私達と一緒だった︒彼をもイタリアの海岸をも私達はあとにす

で与えられる︒﹁つい今しがたまで船がシチリアの﹃大ギリシア﹄の水上を走って

る︒不意に私達は彼をローマ人と感じる︒ルドヴィシ邸にあった女神ユーノーの巨

頭が私達と彼の間にはある︒私達は覚えているのだ︒彼が決して本当の古典古代を︑

前五世紀の彫刻作品を見なかったことを︒−そしてシラーの果敢で偉大な魂が何

より︑私達の心に立ち現れてくるのではなかろうか？ 彼の古典古代観︑絶えず再

三まるで嵐のように到来する要請︑それは地上のどこかに美の理念が体現されてい

四四 ︵44︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵一八呂年︲一八〇一年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

四五 ︵45︶ 高知大学学術研究報告 第四十八巻 二九九九年︶ 人文科学

太古の至福の岸辺へと／私をつなぎ止めるのは︑⁝⁝そこではアポローンが歩んで

タールは︑甦る古典文化遺産アクロポリスの丘の上に立ち︑その紀行文﹃ギリシア﹄

初稿︵一八〇一年−○二年︶の冒頭で問う︒これより一世紀以上の後ホーフマンス

主義﹂の名の下にこの異端を斥けることになる︒﹁例えば︑オーリゲネース︑ニュッ

教の本質﹄︵一八四一年︶の著書フォイェルバッハのように︑例えば﹁プラトーン

これに対し正統派のキリスト教を擁護する立場に留まる者は︑次に引く﹃キリスト

下に寛容となり︑ついには万物復帰のオーリゲネース主義を承認する方向にある︒

結局ゲーテ及びシラー達のキリスト教は︑つまる所ギリシア精神との協和一致の

能性に開かれたことになる︒

二九二二年︶を物し︑﹁充ち溢れる光の神秘﹂︵Ｍｙｓｔｅｒｉｕm im ｖｏｌｌｅｎ Ｌｉｃｈｔ)と

サのグレーゴリオスのよウな若干の教父たちの教え︑即ちＳｔｒａｆｅｎ ｄｅｒ Ｖｅｒdammｔｅｎ

いた⁝⁝︵16︶﹂と︑この﹁中空﹂の不可思議を素直にヘルダーリンも讃歌﹃唯一者﹄

れてくる︒この光に通暁すると︑これ以上に自然なものは何一つ現象しなくなる﹂

リックのみならず︑新教プロテスタントの教会︵一五三〇年アウクスブルク信仰告

た明白に︑そのＨｏｌｌｅｎｓｔｒａｆｅｎ︵地獄の刑罰︶の有限性を説く教えは︑旧教カト

Ｐｏｅｍｓ Ｅｖｅｒｙｍａｎ'ｓ

してこれをつかみ︑﹁ホメーロスの神々は男女ともども常に明るい大気から立ち現

︵劫罰へと定められた者達の受ける刑罰︶がいつか終わるだろうという説は︑キリ

植物﹂︵一七八七年四月十七日５︶︶を眼の当にしたゲーテにとり︑この極めて自然

白の第十七条︑剛歴史上の背景63頁下段〜62頁上段の註︵13︶に引用︶によっても

スト教ないし教会の説ではなく︑プラトーン主義に由来するものである︒それ故ま

と述べている〜︒

な現象が﹁新たなギリシア﹂における﹁充ち溢れる光の神秘﹂の下で直観されたこ

排斥された︒﹂︵第二七章︑脚註14︵22︶︶とある︒だがプラトーン主義を話題とする著

﹁根源現象﹂(Ｕｒｐｈａｎｏｍｅｎ'"︶︶として︑シチリアのパレルモにおいて﹁根源

とは想像に難くない︒それ故シラーが彼の描くこの﹁象徴的植物をその眼前﹂に思

者が︑十分ギリシア体験を踏まえているかどうかは︑疑問とせざるを得ない︒

ａｎｄ

い浮かべた時︑﹁それはＫｒｌａｈｒｕｎｇ︵経験︶ではありません︒それは呟〜︵理念︶

Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｐｌａｙｓ

Ｓ.５８‑６０また

︵ｊｏｅｔｈｅｓ Ｗｅｒｋｅ. Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ Ａｕｓｇａｂｅ︵閲註︵12︶︶ Ｂｄ.３. Ｓ. ４７４ｆ.

︵２︶ Ｌｅｓｓｉｎｇｓ Ｗｅｒｋｅ. Ｌｅｉｐｚｉｇ １９２５‑３５ ︵閣註︵５︶︶ Ｔｅｉｌ ４.

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

Ｌｉｂｒａｒｙ. Ｌｏｎｄｏｎ︵︷︸ｅｎｔ)１９７６. Ｐ.２７４‑Ｐ.３２６日ｒ. Ｆａｕｓｔｕｓ).ｐ.２７７／ｐ.３２４ｆ.

︵１︶ Ｍａｒlowｅ:

註

です︒﹂と主張して譲らなかったのにも一理ある︵20︶ｏ これが少なくとも一種の精神
現象であることは確かだが︑至って自然に体験されるギリシア風の光の神秘とも言
い得る︒そして﹃イフィゲーニェ﹄にせよ︑﹃ファウスト﹄第二部にせよ︑その主
人公が息吹くのは以上の﹁充ち溢れる光の神秘﹂の下なのであり︑これこそ古典期
ゲーテの魂に生気を与える﹁生ける泉﹂に他ならないと考えられる︒
そして第一部のマルガレーテ悲劇では暗躍できた悪魔メフィストーフェレスも︑

︵３︶ Ｌｅｓｓｉｎｇｓ Ｗｅｒｋｅ ｉｎ ２５ Ｔｅｉｌｅｎ. Ｌｅｉｐｚｉｇ １９２５‑３５. Ｔｅｉｌ ２３. Ｓ.５８ｆ.

第二部のギリシア世界では分が悪くなり︑とんと奮わなくなる︒例えば第八七三六
句以下でスパルタの合唱は︑ポルキュースの娘に化けたメフィストーフェレスに向

︵４︶ ︵Ｊｏｅ陛ｅｓ Ｈａｍｂｕｒｇ‑ｅｒ Ａｕｓｇａｂｅ. Ｍｕｎｃｈｅｎ︵Ｂｅｃｋ／ｄｔ乙１９８２. Ｂｄ.３ Ｓ.１８.

目にしてないように︵︒︶︒﹂とあり︑ここでホーフマンスタールが﹃ギリシア﹄で語っ

なら醜悪な者は神の目に入らぬのだ／あたかも彼の聖なる眼が未だ／決して影など

︵８︶ ︵Ｊｏｅｔｈｅｓ Ｈａｍｂｕｒｇ‑ｅｒ Ａｕｓｇａｂｅ. Ｂｄ.３. Ｓ.４２０ ／ Ｓ.１４５ ／ Ｓ.３６３.

︵７︶ ︵ｉｏｅｔｈｅｓ Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ Ａｕｓｇａｂｅ. Ｂｄ.３. Ｓ.２６ ／ Ｓ.４７ ／ Ｓ.２０ ／ Ｓ.１４６.

︵６︶ Ｌｅｓｓｉｎｇｓ Ｗｅｒｋｅ １９２５‑３５. Ｔｅｉｌ ４. Ｓ.２７５‑４２５.

︵５︶ Ｌｅｓｓｉｎｇｓ Ｗｅｒｋｅ １９２５‑３５. Ｔｅｉｌ ４｡ Ｓ.４０７.

⁝ ｅｒ ｓｔｒｅｂｔ. ／ Ｓ.３５９. ｡｡｡ ｓｔｒｅｂｅｎｄ ｓｉｃｈ bemiihｔ .｡｡

かいこう歌う︒﹁怪物よ︑敢えて汝は／美と肩を並べ／汝を識者／ポイボス︵神ア

た﹁充ち溢れる光の神秘﹂が踏まえられていることは確かである︒もはや悪とか罪

ポローン︶の眼前で示そうとするつもりか？／とにかくどんどん出ておいで／なぜ

責意識から屈折してくる善など寄せつけぬ純粋な光明界ギリシアにあっては︑新教

︵９︶ ︵３ｏｅｔｈｅｓ Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ Ａｕｓｇａｂｅ. Ｂｄ.５. Ｓ.８: ＩＰ巴︵＾ＥＮＩＥ ＡＵＦ ＴＡtにＩＲＩＳ

訳においても流布している呼称に従う︒

アは︑ドイツ語圏ならイフィゲーニェ︑仏語圏ならイフィジェニーとして︑和

＼ＥＩＮ ＳＣＨＡＵＳＰＩＥＬ︵劇︶⁝miｔ ｄｅｒ Ｓｅｅｌｅ ｓｕｃｈｅ乱・原語イーピネゲイ

プロテスタントや旧教カトリックが重視する﹁地獄﹂は空洞化し︑三世紀オーリゲ

ポカタスタシスの諸相が展開してくる︒かくして北方の博士ファウストも古典ギリ

ネースが説き︑ 四世紀ギリシア教父グレーゴリオス達により支持された万物復帰ア

シアの光明に浴することにより︑恋人マルガレーテの祈りに重ねて新たな救済の可

効を奏し︑博士は恋人により︑弟は姉により︑地獄落ちから免れる︑と解釈するの

るに至る︑とゲーテは構想している︒そして先程の﹁救い﹂(Ｒｅｔｔｕｎｇ)の祈りが

い︒すでに﹃若きヴェルテルの悩み﹄において︑古典ギリシアの光明界は︑主人公

より自ら甦るのを深く体験した詩人ゲーテ自身の魂の足跡が未だ汲み取られていな

は的外れではない︒但し︑そう読み取る限りでは︑一七八六年以降イタリア旅行に

ら︑自分の昔日の恋人ファウストの救われてゆく姿を描かせ︵第一二〇八四句以下︶
確かに︑祈りが救済へと橋渡しする点では︑﹃ファウスト﹄同様ゲーテの別の劇

ている〜︒
﹃タウリスのイフィゲーニエ﹄︵一七八七年︶〜も注目に値する︒しかも万物復帰ア

の﹁わがホメーロス﹂︵一七七一年五月十三日付︶たる﹃オデユセイア﹄を介して

ポカタスタシスには︑このギリシア劇も深く係わっている︒それは娘イフィゲーニエ
が︑父アガメムノーンを殺した母クリュタイメーストラーと叔父アイギストス︑こ

﹁死に至る病︵Ｋｒａｎｋｈｅｉｔ ｚｕm Ｔｏｄｅ︶﹂︵一七七一年八月十二日付︶に治癒力を及

ロスを押し退けてしまった︒﹂︵一七七二年十月十二日付︶と語られる頃から破局へ

ぼしていた︒ところが﹁︵北欧の暗い︶オシアンが︑わが心の中で︵南欧の︶ホメー

の叔父の父テュエステースヘの復讐としてその実の子らを料理してこの父に食せし

の道は避け難くなり︑﹃僕は死のう﹄(Ｉｃｈ will ｓｔｅｒｂｅｎ)という決意は︑﹁現われ

めたアトレウス︵イフィゲーニエの祖父︶︑これらの元祖にして神々に呪われた所
業である名高いタンタロス等々の魂を気遣って展開する神話劇である︒そして究極

よ︑汝︑オシアンの魂の壮麗な︵闇の︶光よ！﹂︵終結部︶と暗い感激に酔う中で

一層と切実な自己形成︵宍屁〜哨︶の願望が捨て難く︑彼は﹃イフィゲーニェ﹄第

ストーフェレス風の分別知へと鞍替えするだけで満足できる程の俗人ではなかった︒

いわゆる疾風怒濤の危機を乗り切るため︑詩人ゲーテは世間の例に倣ってメフィ

セネカが残した実子を食らう陰惨な劇﹃テュエステース﹄など︑この呪わ

一二句の言葉に従えば︑﹁ギリシア人達の国をmiｔ ｄｅｒ Ｓｅｅｌｅ ｓｕｃｈｅ乱︵魂で探し

なり︑むしろ﹃ファウスト﹄悲劇の第一部を想わせる躍動に満ちている︒その悲劇

の劇的葛藤が中心を成しており︑その響きは古典ギリシア悲劇の典雅沈静の美と異

八七年四月十二日パレルモで︑﹁実に悲しいことに我らの青春は︑ｄａｓ ｇｅｓｔａｌｔloｓｅ

えるＷｉｅｄｅｒｇｅｂｕｒｔ ︵再生︶が絶えず働き続けている︒﹂と述べており︑更に一七

十日付でローマにてゲーテは︑﹁私をｖｏｎ ｉｎｎｅｎ ｈｅｒａｕｓ︵内面の底から︶作り変

つつ〜︶﹂︑自己の教養の根源体験を求めて南欧へと旅立った︒一七八六年十二月二

の第一部︵第三五八七句以下︵ごでＭａｔｅｒ ｄｏｌｏｒｏｓａ︵苦しみの聖母︶像にすが

はなかったかＩ シチリアとＮｅｕｇｒｉｅｃｈｅｎｌａ乱︵新たなギリシア︶が私に今や再

書﹄の﹁形なきパレスティナ﹂︵偶像破壊のエルサレム︶にも︑古典古代の正当な

く﹃イフィゲーニェ﹄にも決定的な﹁形﹂︵︵ｉｅｓｔalｔ)が叶えられる︒これは﹃聖

普通イタリア旅行として知られる﹁新たなギリシア﹂への巡礼において︑ようや

び新鮮な生命を希望させてくれる︒﹂と告白している︵14︶ｏ

こうした箇所が劇中いわば﹁深淵より我は叫んだ︷︸︶のｌｏＦ乱iｓ ｃｌａｍａ巴﹂︵旧

継続者を自認する﹁形が乱れたローマ﹂︵西欧の人文教養の発祥地︶にも望めぬも

シア以外には求め難い︒一七九八年五月十二日︑ヴァイマルより盟友シラーに宛て

約聖書﹃詩篇﹄ コー九・一〜︶︶と言うに相応しい切実な局面であろうが︑ここで鑑

た書簡の冒頭で彼は早速ホメーロスの﹃イーリアス﹄に触れ︑﹁神々があちこち逍

ので︑究極の所で魂を癒し甦らせる光明界は詩人にとり︑やはり造形美の古里ギリ

しかも救済が清らかな処女のｓｃｈｏｎｅ Ｓｅｅｌｅ︵美しき魂︵Ｊにのみ留まるもので

這していたＺwiｓｃｈｅｎｒａｕm ︵中空︶﹂を話題としている︵15︶ｏ﹁何なのだこれは︑／

賞力のある読者なら同時に︑神が﹁わが魂を深い地獄から︵ａｙ？〜ｏ︶救い出

なく︑このｒｅｉｎｅ Ｓｅｅｌｅ︵純粋な魂︵Ｊの援助により︑一層と罪深いファウストや︑

四六 ︵46︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵一八合年し八〇一年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

母と叔父を殺害し︑父アガメムノーンの復讐を遂げたオレステースも魂を浄化され

した﹂︵﹃詩篇﹄八五∴三〜︶と表明するに至る契機をもつかむであろう︒

(ｒｅｔｔｅｔ ｅｕｅｒ Bild in ｍｅｉｎｅｒ Ｓｅｅｌｅ.︶﹂︵第一七一七句︵ごと︑心の底から叫ぶ︒

高潮でオリュムポスの神々に向かい︑﹁わが魂に宿る汝らの似姿を救いたまえ

︵第三六ヱハ句︶と請い願うマルガレーテに似て︑イフィゲーニエもその祈りの最

ｐ巴ａｓｔｉｎａ ︵形なきパレスティナ︶と︑形が乱れたローマに限定されていたので

ど一応はギリシアにあやかっている︒ところが内実は西欧キリスト者の魂

︵前四一〇年頃︶を踏まえた傑作である︒

に取材した芸術作品は多く︑ゲーテの﹃イフィゲーニエ﹄もエウリーピデー

ユロスの悲劇﹃アガメムノーン﹄︵前四五八年︶︑紀元一世紀ネロに殺された

揺らがぬものとなり︑ヴェルテルは自殺への破局へ突進してゆく〜︒

は呪いの源タンタロスと︑神々の父ゼウスとの和解が︑その末裔イフィゲーニエが
リシア悲劇の素材として抜きん出ており︑クリュタイメーストラーが輝くア

祈りにより希求する所に他ならない︒古来オイディプースー族と共にタンタロスー

れた
スの

■■

･■■

り︑﹁お助け下さい！私を恥辱と死からお救い下さい！(ｒｅｔｔｅ mich⁝⁝一︶﹂

な

る･前アマ，キ……ギ

ほ＝
例 族1人●

ロ:イ族
「スづは

やヘルダーリンに至っては物の数ではない︒他方これら天才時代の詩人達には︑レッ

ントどころか北方の博士ハーマンをすら寄せつけないものがある︒ましてやゲーテ

分伺い知ることができる︵︒︶︒歴代の文献から縦横無尽に引用する彼の学力には︑カ

レッシングの博識の物凄さは︑名著﹃ラオコーン﹄︵一七六六年︶ 一冊からも十

当時一七七四年に公刊して多くの読者を獲た小説﹃若きヴェルテルの悩み﹄で︑現

！︵︒︶﹂と言う悪魔メフィストーフェレスの声のみが終曲を奏で︑暗い雰囲気を残す︒

六一一句︶という﹁天上からの声﹂が初稿には無く︑ただ単に﹁彼女は裁かれた

後の﹃悲劇の第一部﹄︵一八〇八年刊︶で加筆された﹁彼女は救われた！︵旦︶︵第四

七七三年〜七五年頃︶では︑この娘の死でもって悲劇が締め括られていた︒しかも

期を迎えた娘マルガレーテの物語を扱っており︑もともと初稿﹃ファウスト﹄二

四七 ︵47︶ 高知大学学術研究報告 第四十八巻 ︵一九九九年︶ 人文科学

シング自身が欠いていると告白した﹁生ける泉﹂が﹁固有の力﹂として備わってい

実に物議を醸し出した青年の自殺に取材したゲーテが︑また﹁ファウスト﹂初稿

る︒特にベートーヴェンの交響曲に通じる響きを持つヘルダーリンの思想詩

己ｒｆａｕｓｔ)でも不倫の娘による嬰児殺しと言う︑実際あの頃に社会の注目の的と

翌十九世紀にパリでベルリオーズが﹃ファウストの劫罰︵Ｌａ Ｄａｍｎａｔｉｏｎ ｄｅ

濤期を彩ったのである︒

なった事件を拾い上げ︑こうした人生の破滅劇でもって当時一七七〇年代の疾風怒

︵︵ｊｅｄａｎｋｅｎｌｙｒｉｋ)類の場合︑これこそが創作力の源となり︑メフィストーフェレ

この点ゲーテは巧みな自己分析から︑その分別知を有効な本節としつつも︑やは

ス風の白けた分別知が入り込む余地など無い︒

り悪魔の踏み込めない神聖な領域から目を逸さぬ知恵を有し︑どう考えても愚かな

楽家の趣向が古典期のゲーテ︵初回イタリア旅行一七八六年以降︶より︑むしろ疾

Ｆａｕｓｔ
)Ｊ︵一八四六年︶においてゲーテのマルガレーテ悲劇を作曲した時︑この音

博士ファウストを︑通説なら地獄落ちとすべき所であるが︑これに反して逆に﹁救
済﹂の方向に位置づけた︒その根拠は分別知の科学者ヴァーグナーに対し︑その師

風怒濤期の彼に近かったことは確かである︒これに対しドイツ語圏のリストが一八

ファウスト博士が語る第五六八句以下︑﹁生気を君は獲ずに終わる︑／もしそれが
君にａｕｓ ｅｉｇｎｅｒ Ｓｅｅｌｅ ｑｕｉ 日︵固有な魂から沸く︶のでないなら︵︱︒︶という発言

ストーフェレスの三者の性格像を並べ︑この最終楽章にはファウスト救済の大団円

五七年に﹃ファウスト交響曲﹄を発表した時は︑ファウスト︑マルガレーテ︑メフィ

引用の﹃ハムブルク演劇論﹄︵一七六八年四月十九日︶において理知本位の啓蒙

に見い出される︒

と呼べる大団円の方に比重は移る︒そして今世紀マーラーが第八交響曲︵一九〇七

﹃山岳の渓谷﹄から歌詞を選び高唱させた︒もはや破局の悲劇よりは︑敢えて喜劇

年︶の後半・第二部で﹃ファウスト﹄終結部のドイツ語に無類の旋律をつけ歌い奏

家が自己批判から取り上げた契機︑あの﹁固有の力﹂による﹁生ける泉﹂が︑ここ

グナーには︑この送り出る詩魂が全く疎遠で不可解なものに留まり続け︑こうした

フェレスの手から奪い去るのを︑不当な魂のだまし討ちと理解し︑不満を表明した

でた時︑かつて地獄落ち必定と思われたマゴスの魂を︑天使群が悪魔メフィストー

では新たな魂により命を吹き込まれる︒しかし他方メフィストーフェレスやヴァー

分別知の領域には愚かな博士ファウストの情熱など︑せいぜい茶番劇の種として片

まう不幸な娘こそ︑最も鋭く悪魔メフィストーフェレスと対立している︒そして敢

物である︒結局ファウストゆえ︑母や兄も死なせ︑ついに自分の赤子まで殺してし

さて不倫の娘マルガレーテも︑メフィストーフェレスに劣らぬ見事な作者の創作

聴衆は少なかったに違いない︒

付けられる︒こうして悪魔の理知と博士の情熱は平行線を辿ってゆくことになるが︑
但し︑メフィストーフェレス自身ファウストヘの自己紹介で告白しているように︑

一三三五句以下︶に過ぎない︑とゲーテは考えている︒そして﹃ファウスト﹄の劇

えて悲劇と言える厳粛な調べを﹃ファウスト﹄が奏でるのも︑まずはこの娘の死ゆ

実は﹁あの力の一部︑いつも悪を意欲し︑いつも善をもたらす︵力の一部︶？︶﹂︵第

展開は︑この悪魔の本性を裏書きして︑大団円は﹁努力する限り迷う﹂と言われる

えであろう︒従って︑ファウスト救済に疑問を抱く者でも︑マルガレーテ救済に異

議をさしはさむことは稀である︒そこで﹃ファウスト﹄終曲の救済劇の立役者とし

に相応しい者の﹁救済﹂に終わり︑メフィストーフェレスはまんまと主なる神にし

以上ゲーテの﹃ファウスト﹄は全体の筋立てからすれば︑ダンテが地獄から浄罪

なのである︒実際ゲーテも﹃山岳の渓谷﹄に﹁かつてグレートヘンと呼ばれた悔悛

て好んで取り上げられるのが︑愛称グレートヘンで知られる不倫の娘マルガレーテ

てやられるに至る︒

界をへて天国へと昇る自らの詩篇をそう呼んだように︑コメディア︵喜劇︶に他な

の女性﹂を登場させ︑まず聖母マリアに向かい祈らせ︵第コー○六九句以下︶てか

らない︒しかし作者自身は自作を︵悲劇の第一部７︶﹂︵前半︶と︵悲劇の第二部７︶﹂
︵後半︑第四六一三句５第一二一一句︶に分け︑前半ではファウストゆえ惨めな最

本はゲーテの生誕地マイン河畔フランクフルトで一五八七年に公刊されるが︑早速

らせ︑怠惰にし︑高慢にする︒１もし神がその右手にalle Ｗａｈｒｈｅｉｔ︵全き真理︶

Ｖｏｌｌｋｏｍｍｅｎｈｅｉｔ︵常に生育する完全性︶は存するのであり︑他方その所有は滞

探究︶により︑その人の諸力は増し︑この点にのみ︑その人のimmeｒ wａｃｈｓｅｎｄｅ

を︑その左手には︑唯一いつも止むことなきＴｒｉｅｂ ｎａｃｈ Ｗａｈｒｈｅｉｔ︵真理を求め

これが一五九二年にイギリスで訳され︑この英語訳に影響された劇作家Ｍａｒlowｅ

る衝動︶をＩ但し︑常に永遠に思い違いをするという付録つきでＩその掌中に

︵マーロウ︶が︑﹃ファウスト博士日〇ｃｔｏｒ Ｆａｕｓｔｕｓ﹄﹄︵初版一六〇四年︶を創作
する︒このファウストが冒頭の第一幕・第一場で︑﹁健全な魔術師︵Ｓに乱ヨ呻咀︲

で﹁ファウストの不滅︵の魂︶﹂将ａｕｓｔｅｎｓ Ｕｎｓｔｅｒｂｌｉｃｈｅｓ)を担う天使たちがこ

ｓｔｒｅｂｔＪＪ︵第三一七句︶と︑格言風名文句を吐く︒そして終結部の﹁山岳の峡谷﹂

トーフェレスに向かい︑﹁人は努力する限り迷う(Ｅｓ iｒｒｔ ｄｅｒ Ｍｅｎｓｃｈ｡ ｓｏｌａｎｇ'ｅｒ

自らの﹁ファウスト﹂で受け継ぐ︒まず﹃天上の序曲﹄で主なる神が悪魔メフィス

探究﹂である︒ここに十八世紀ドイツ理想主義の基調があり︑これを後にゲーテも

のファウスト博士に固有なもの︑それは﹁止むことなき衝動﹂に力を獲た﹁真理の

引き続くどの瞬間においても一層とますます自己完成へと近付き﹂ゆくレッシング

等々51頁以下︶のラザロを見上げる金持ちに似て︑﹁常時︑自己完成へと向き直り︑

﹁常に生育する完全性﹂を礎に︑場合によっては前述︵㈹レッシング︑ハーマン

のですから！﹄と言うであろう〜︒﹂

方のものを︶下さいＩ・︵右手の︶純粋な︵全き︶真理は実に汝一人のためのものな

持ち︑私に﹃選べ¶・﹄と言うなら︑私は謙虚に神の左手にすがり︑﹃父よ︑︵左手の

ｏ政己は︑ａ ｄｅｍｉ‑ｇｏｄ︵一種の半神︶だ﹂︵第六二句︶と独白する時︑一応キリ
スト教以外にも善なる霊性が存在することを認めていることになる︒但し︑その終
結なす地獄落ちの場︵第五幕・第二場︶を締めくくる独白において︑主人公みずか
ら﹁ファウストはぽヨロぷ︵劫罰を受け︶る必然にある﹂︵第一四五句︶と述べ︑
結局キリスト教の関心圏へとマーロウは読者を誘ってゆき︑﹁劫罰を受けた魂
こ仙ヨコ乱ＱＯ巴已に有限な終わりは無い﹂︵第一七二句︶とまで発言する︒しかし
ながら同時に︑この第二場の独白には︑﹁何らかの終わりを︑わが止むことなき苦
しみに与えよ﹂︵第ニ八九句︶という神への祈りもあり︑実際マーロウの﹃ファウ
スト博士﹄は勧善懲悪の説教に収まってしまわないものを持っている︵︱︶ｏ
この点十八世紀ドイツのファウスト像は︑既成宗教の教訓から更に大きく離れる︒
まず啓蒙の旗手レッシングの悲劇﹃ファウスト﹄断片は︑彼の一七五九年二月十六
日付の﹃最新文学書簡﹄︵閲ぺ１ターゼンとクロプシュトック58頁下段の註︵５︶

れに応じ︑﹁常にｓｔｒｅｂｅ乱ｓｉｃｈ bemiihｔ︵努力し労苦する︶者︑／その者を我ら

にペーターゼンの﹁ウーラニアース﹂との関連で既出︶その十七に引用された第二
幕・第三場など︑僅かな創作成果しか残っていないが︑その目指す所は明確と言え

はｅｒｌｏｓｅｎ︵救済する︶ことができる﹂︵第一一九三句以下︶と歌う︵ざ︒

近視眼的となったことであろう︒﹂︵一七六八年四月十九日〜︶︶︒

を温め︑眼鏡で私の視力を強めることができなかったなら︑私は実に貧しく冷たく

もし私に幾分か学識がなく︑他人の宝を謙虚に借り︑他人の哨〜ｇ︵焔︶で自ら

他方すべてを私は圧力機と配管により︑自分自身の中から押し出さねばならない︒

ゆき︑固有の力により実に豊かで新鮮で純粋な光明に浴して勢いよく芽吹くものだ︒

が感じられない︒その泉とは︑ｅｉｇｅｎｅ Ｋｒａｆｔ︵固有の力︶により自らを仕上げて

俳優でもないし︑詩人でもない︒私には自らの中にｌｅｂｅ乱ｉｇｅ Ｑｕｅｌｌｅ︵生ける泉︶

﹃ハムブルク演劇論﹄︵一七六七年〜六八年︶の中には︑こんな文面がある︒﹁私は

がある︒そして啓蒙家自身このことを十分意識していたようである︒例えば彼の

ングと︑その後の新たな天才時代を担う世代には︑﹁生育﹂の内容面で大きな違い

であり︑併せて﹁生育する完全性﹂に係わっている︒だが理知本位の啓蒙家レッシ

ここで﹁努力﹂(Ｓｔｒｅｂｅｎ)と﹁止むことなき衝動﹂(ｒｅｇｅｒ Ｔｒｉｅｄ)は表裏一体

るｉ︶︒すなわち先に﹃人類の教育﹄︵一七八〇年︶を中心として要約した﹁善導﹂
の﹁教育﹂というオーリゲネースの万物復帰アポカタスタシスに結びつく思想が︑
﹃ファウスト﹄の場合もレッシングにあっては重要となる︵朗レッシング︑ハーマ
ン等50頁上段の註︵17︶参照︶︒その﹃人類の教育﹄第九二節にある通り﹁人類を
その完成へと近づける悠然たる大車輪﹂が眼目であり︑何よりも各人各様の﹁わが
Ｖｅｒｖｏｌｉｋｏｍｍｎｕｎｇ︵完成化︶の歩み全体﹂︵第九六節︶に焦点があてられる︒
すると理知本位の啓蒙家レッシングにあっては︑﹁人間のＶｅｒｓｔａ乱︵分別知性︶
そのものが持ち込んだ光明﹂︵第六五節︶こそが︑﹁わが完成化の歩み全体﹂の全面
に出てくる︒そして知性の光明に照らされた彼の﹃ファウスト﹄の取る道は︑例の
名高い彼の﹃一つの答弁(Ｅｉｎｅ Ｄｕplik︶﹄︵一七七八年︶の言葉へと的が絞られ
てゆく︒つまり﹁或る人が所有する真理︑あるいは所有していると思っている真理
ではなく︑その人が真理に至るために骨折った誠実な労苦が︑その人の価値をなす︒
即ち︑真理のＢｅｓiｔｚ︵所有︶ではなく︑Ｎａｃｈｆｏｒｓｃｈｕｎｇ ｄｅｒ Ｗａｈｒｈｅｉｔ︵真理の
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︵

︵

︵

︵一

８３.

㈲ゲーテの﹃ファウスト﹄や﹃イフィゲーニェ﹄
︵Ｇｏｅｔｈｅｓ .Ｆａｕｓｔ" ｕｎｄ ＾Ｉｐｈｉｇｅｎｉｅ )
十八世紀ドイツ啓蒙期に主流であったレッシング風の理知本位の思潮に満足でき
ず︑敢えてカントの論敵ハーマンの逆説思考に軍配を挙げた詩人が︑﹃ファウスト﹄
︵初稿一七七三年〜七五年頃︑前半一八〇八年刊︑後半絶筆一八三二年︶の作者ゲー
テである︒つまり問題を単刀直入に述べると︑言わばＶｅｒｓｔａ乱︵分別知︶の化身
メフィストーフェレスが悪魔の力をもってしても︑結局その対極にいる愚かな博士
ファウストのＦａｓｓｉｏ ｐｕｒａ ︵純粋な情熱︶には勝てなかったと言える︒興味深い
ことは︑当時十八世紀ｄｅ Ｖｏｌｔａｉｒｅ︵ヴォルテール︶に負けずとも劣らぬ如才なき
Ｐａｒｖｅｎｕ ︵成り上がり︶ｖｏｎ Ｇｏｅｔｈｅ︵ゲーテ︶が︑結局メフィストーフェレス流

の世聞知に限界を設け︑この点ではカント批判哲学と共に︑啓蒙主義の理知の彼方

に信仰の領域を確保したことである︒そしてギリシアに疎いカントと異なり︑正に

当時としては破格の古典教義を身につけていた逆説家ハーマンの方に︑ゲーテは組

勿論メフィストーフェレスの方が︑﹃ファウスト﹄では︑主人公の博士より生彩

した︒

を放っており︑ゲーテ自身は深く悪魔の分別知に根を張っている︒それ故ヘルダー

が︑それだけ広汎に世聞知を包みこんだ詩才には︑英雄交響曲︵一八〇四年︶のよ

リンのようなギリシアに対する無垢な情熱と比較すると︑その純度は低いのである

うな研ぎ澄まされた悲壮美は望めぬものの︑一種オペラ﹃ドンージョヴァンニ﹄

か︶に十二分に応えるものを持っている︒そこで万物復帰アポカタスタシスに関し

︵一七八七年︶に通じる聖か俗か︑即ちキルケゴールのＥｎｔｅｎ elleｒ︵あれか︑これ

ても︑この﹃ファウスト﹄の場合は︑何より世俗の分別知を睨み合わせて考えてゆ

くのが穏当であろう︒例えば当時の世聞知に君臨していた宗教上の通念からすれば︑

悪魔と血の盟約を結び︑キリストの﹁パンと葡萄酒﹂︵体と血︶の盟約を無視した

もともとゲーテが子供の時に親しんだ民衆本の魔術師ファウスト博士の物語も︑

ファウスト博士が︑地獄に落ち永遠の劫罰を受けることは当然であったと言える︒

教会や聖職者の意向を汲み︑勧善懲悪の観点から︑﹁悪魔に抵抗せよ︵Ｗｉｄｅｒｓｔｅｈｅｔ

一五四五年ルター訳︑後半三九四頁左段︶という教訓を垂れるものであった︒これ

ｄｅｎ Ｔｅｕｆｆｅｌ)然らば悪魔は汝から逃げ去る﹂︵新約聖書﹃ヤコブの書簡﹄四・七︒

に関する考察﹄︵一七七二年︶に関連して述べた点︑すなわち︑﹁︵キリスト教徒以

は既にエーバーハルト著﹃ソークラテースの新たな弁明︑或いは異教徒たちの至福

外の︶異教徒たちの美徳は何であれ皆︑輝かしい悪徳に過ぎなかった︑と言う

を柱として考えると︑﹃使徒行伝﹄八・九圭一四で異端視されたサマリアの弐以１｀

︵﹃神の国﹄五・一二以下の︶アウグスティーヌスの理論︵Ｔｈｅｏｒie Ａｕｇｕｓｔinｓ)Ｊ

ン風のこうした霊界とのかかわりは︑画一的に悪の方向でばかり解釈しない方が実

︵魔術師あるいは博士︶シモーンに先例がある︒しかし見方を変えれば一種ダイモー

特にルターと同時代に生きたＰａｒａｃｅｌｓｕｓ︵パラケルスス︶やＦａｕｓｔｕｓ︵ファウ

り豊かとなる︵㈲レッシング︑ハーマン等々53頁上段の﹁輝かしい悪徳﹂参照︶︒

スト︶と言った錬金術に結びつき異才を放つ博士︵マゴス︶が︑その後ドイツ等の

文人や芸術家を魅了した事実は︑詩人らがマゴス達のに品ｔ︵魔術︶を単なる悪

徳として片付けなかったことを物語っている︒例えば︑﹃ファウスト博士﹄の民衆

要は﹁善導﹂の﹁教育﹂に重点があり︑この点レッシングの﹃人類の教育﹄二

正され復帰せらる﹂のである︵16︶ｏ

七八〇年︶〜︶も︑たとえダイモーン達を度外視した人間本位のものではあるが︑や
はり一層の完成を目指す点で注目に値する︒その第九二節では︑﹁人類をその

の一人レッシング自身の﹁わがＶ

ｅｒｖollkommnｕｎｇ︵完成化︶の歩み全体﹂が語

Ｖｏｌｌｋｏｍｍｅｎｈｅｉｔ︵完成︶へと近づける悠然たる大車輪﹂が︑第九六節では人類

られる︒この際も﹁教育﹂は﹁善導﹂である︒但し﹁善﹂の源は他ならぬ﹁心の内
なる純粋さ﹂(Ｅｉｎｅ ｉｎｎｅｒｅ Ｒｅｉｎｉｇｋｅｉｔ ｄｅｓ Ｈｅｒｚｅｎｓ) にあり︑これを﹁来世を
鑑み﹂て教えたのが︑レッシングによればキリストであった︵第六一節︶︒そして
第四節にあるとおり︑﹁Jiｒｚｉｅｈｕｎｇ ︵教育︶は︑ａｕｓ ｓｉｃｈ ｓｅｌｂｓｔ︵自己自身の内
から︶獲得し得ぬようなものを何一つ人間に与えない︒﹂のであるから︑教育の目
標は何より﹁内なる自己の充実﹂と考えられる︒この場合レッシングのように﹁人
間のＶｅｒｓｔａｎｄ︵知性︶そのものが待ち込んだ光明﹂︵第六五節︶に主眼を置く理

た﹁空無を孕んだ知性﹂より︑むしろ﹁充実した知性﹂を尊び︑おおよそ合理性に

知本位の啓蒙家なら︑ハーマンが﹁ソークラテースのダイモーン﹂に関連して説い

反する﹁人類の教育﹂に組みしなかったことであろう︒
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ちに金持ちと同じ歩調で︑より一層と高次な完成へとにわかに赴いたと言える︒﹂
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とあり︑まず第一に注目に値するのは︑ダンテが地獄に据えた﹁アブラーハームの

五一 ︵51︶

スは肉体ならざるものを︑肉体の住居の中に宿さんと努める者であり︑このパラド

て︑どの罪人も結果として早晩とにかく︑いつか天界入りする慰めを獲る︒﹂とあ

次に要点に移ると︑引き続く文面にも︑﹁この調子で地獄と天国が一つに融合し

ての﹁至福﹂をここで享受しているからである︒

懐﹂が︑むしろ天国の一つの場とされている点である︒なぜなら既にラザロが初め

クソン︵背理︶を実現せんとする者である﹂などに︑矛盾語法が生きているのを確
かめることができるからである〜︒確かに﹃聖書﹄に︑こうした逆説の妙の源があ
る︒この点に関しては﹃ソークラテース追憶録﹄でハーマンが︑イエスについてこ

るように︑天国と地獄は相対化されて絶対値を失い︑至福なる者も罪人も各人各様

う述べている箇所を引用するのが相応しかろう︒﹁彼らの健全な理性(ｇｅｓｕｎｄｅ
Ｖｅｒｎｕｎｆｔ)が蹟くのは次の点だ︒人の子らの中で最美の者が彼らに救世主として

に自己完成を目指し上昇することが肝心となる︒こうなると問題の中心はレッシン

と︑清浄無垢でこの世のものと思えぬ﹁天国﹂︷︸︶〜乱にｏ︶との中間において高唱

る︒さて﹃神曲﹄でダンテが︑恐怖の戦標をさそうおぞましい﹁地獄﹂︵ぎ︷ｏｇｏ︸

(ｄｉｅ ｂｅｓｓｅｒ乱ｅ Ｓｏｋｒａｔｉｓｃｈｅ Ｈｏｌｌｅ)もこの﹁煉獄﹂(Ｆｅｇｅｆｅｕｅｒ)という事にな

︵かの中間状態︶﹂であり︑エーバーハルトの説く﹁善導するソークラテース的地獄﹂

グの指摘するように︑﹁旧教カトリックが信じ教えるＪｅｎｅｒ miｔｔleｒｅ Ｚｕｓｔａ乱

約束された︒そして︵受難により︶傷だらけで︑みみずばれで一杯の苦痛の男が︑

かつては異教徒として︑キリスト教の霊性には無縁とされたソークラテースが︑

彼らの待望の英雄たるべきだったのだ︵Ｊ︒

ハーマン独自の背理思考により東方ギリシア教父の関心圏へと引き込まれ︑その

この際ダイモーンの声(Ｓｔimme)が導き手となって︑意味深長なソークラテース

した﹁煉獄﹂令〜智︷ｏふｏ︸は︑文字通り﹁浄罪界﹂とも和訳される︒もしソー

﹁空無を孕んだ知性﹂が無知を﹁実感﹂する所に﹁至福﹂への道が切り開かれる︒

の死を目指し悲劇が展開する︒この脈絡はギリシア風に︑ヘルダーリンの詩歌﹃敢

専ら関心を注げば︑結局オーリゲネースに倣い万物復帰︵アポカタスタシス︶を主

とになる︒そして実の所このように﹁地獄﹂を有名無実と為し︑敢えて﹁煉獄﹂に

けであるから︑﹁地獄﹂に代わり﹁煉獄﹂が浄罪の場として重要な位置を占めるこ

ナー著﹃諸罰の永遠性を反駁する証明﹄の主旨を汲めば︑地獄の劫罰は無くなるわ

為の守護霊に﹄︵一七九三年︶の言葉ならば︑﹁厳かにも汝はｄｅｒ Ｉい﹁ｎｓｃｈｕld ｌｅｉｓｅ
Ｓｔimme︵無垢の小声︶に耳を傾け︑神聖なるネメシスに犠牲を捧げた︒﹂︵第三句

なき天上の姿﹂︵ｍａｋｅｌｌｏｓｅ ｈｉｍｍｌｉｓｃｈｅ Ｇｅｓｔａｌｔｅ已の象徴と見た﹁ソポクレー

以下︶と表現できる︵13︶︒やがて﹃精神現象学﹄︵一八〇七年︶でヘーゲルが﹁汚れ

スのアンティゴネー﹂など︑悲雄オイディプース達が哲人ソークラテース以上に重

張することになるのである︵15︶︒

に限定したり︑或いは悪魔とされたダイモーンをも話題とするなど様々であるけれ

オーリゲネースの復帰につき︑その内容に関しては諸説が成り立ち︑問題を人間

視される時代が来る〜︒しかし未だハーマンやレッシングの頃には︑せいぜいプラ

ども︑そもそも復帰︵アポカタスタシス︶を目指す過程が﹁善導﹂の道であること

トーンの師が﹁至福﹂を享受する程度なのであった︒
再びレッシング著﹃かの永遠の諸罰について﹄の中でエーバーハルト著﹃ソーク

る金持ちは常に善を目指し得よう︒彼は罰を感受した初めの瞬間から常時︑自己の

おいて十字架上のイエスが隣の罪人と共に赴くと語った﹁楽園﹂(ｐａｒａｄｉｓｕｓ)を︑

を話題としたように︑﹃諸原理論﹄二二Ｉ・六でも﹃ルカ福音書﹄二三・四三に

ハームの懐にいるラザロに言及した箇所で︑﹁至福﹂の﹁より一層と高次な完成﹂

﹁教育﹂︵パイデイア士が﹁善導﹂をなすとしている︒先にレッシングがアブラー

育により矯正され復帰せらる﹂(ｒｅｐａｒａｔｉ ｅｔ ｒｅｓｔｉｔｕｔｉ ｅｒ乱Ｅｏ呂回︶と述べ︑

に変わりはない︒そしてオーリゲネース自身は﹃諸原理論﹄ 一・六・三で︑﹁諸教

ラテースの新たな弁明﹄が論じられている箇所に目をやると︑すでに本論で触れた

ルトの説く﹁善導する諸罰の体系﹂(Ｓｙｓｔem ｄｅｒ ｂｅｓｓｅｒ乱ｅｎ Ｓｔｒａｆｅｎ)で︑結局

﹁アブラーハームの懐﹂に関する記述にゆきあたる︒ここで話題なのはエーバーハ

は﹁諸罰﹂も﹁善導﹂に他ならぬとするこの考えに拠ると︑万物復帰︵アポカタス

Ｖｏｌｌｋｏｍｍｅｎｈｅｉｔ︵完成︶へと向き直り︑引き続くどの瞬間においても一層とま

なし︑聖化された者たちの一層の自己完成を物語っている︒他方サタンのような重

﹁教育の場﹂︵・〜Ｅにｏ吼乙ｏ・回︶である﹁魂の学校﹂(ｓｃｈｏｌａ ａｎｉｍａｒｕm︶とみ

タシス︶が保証されると言うものである︒とにかく文面にはこうある︒﹁地獄にい

すます自己の完成へと近付き得たであろう︒この故に彼は︑︵アブラーハームの懐

罪人も﹁最後の時に︑しかも他より重く過酷な諸罰を介して︑−諸教育により矯

にいた︶ラザロを念頭に置けば居たはずの地獄に留まることを止めるのか？ 他方
ラザロはＳｅｌｉｇｋｅｉｔ︵至福︶を自ら感受した初めの瞬間を起点とし︑とかくするう

一種として断罪すればするほど︑彼らはソークラテースのダイモーン︵守護霊︶が

る︒すなわち教父たちが﹁ダイモーン﹂を︑神や神々から遠ざけ︑専ら﹁悪霊﹂の

(ｄａｅｍｏｎ Ｓｏｃｒａｔｉｓ)も︑それに劣らず正統派教父の蹟きの石と考えられ重要であ

以下に着目すると︑ここで論じられている﹁ソークラテースのダイモーン﹂

基底にまで目配りすることが出来なかった︒この頃は丁度クロプシュトックの﹃救

に焦点をあてたために︑結局ソークラテースのダイモーンに認められる神話世界の

は︑言わば天使のごとき画家ラファエロに協和する﹁ソークラテース学派の諸著作﹂

ケルマンの名高い﹃絵画と彫刻におけるギリシア芸術作品模倣論﹄︵一七五五年︶

標は結局ダイモーンをも含んだ神話世界全体が蘇る点に据えられる︒この点ヴィン

才も………ン
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ｻﾞ
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lｏｖ︶という表現︑

イディプースやアンティゴネーを念頭に置くと︑神とダイモーンは︑丁度十三世紀

︑ｔｔ巳と定義させている︒この点ギリシア悲劇の白眉とされるソポクレースの才

そこで十八世紀ドイツで古典ギリシアがその根底から掘り起こされる時︑その目

言える︒

ら自説に都合の良い点のみを取り上げ︑ダイモーン等の不都合な点は切り捨てたと

にあり全体としてギリシア古典を形造る︒だが西方ラテン教父は︑この古典世界か

世界とイデアー︵理念︶は親密な絆で結ばれ︑詩歌など芸術と哲学思想は競合関係

﹁ダイモー

スの﹃神々の

iｑitｘ
Ｘａ
ｉｔ
ａ
ａ／iSc＆ｓ︶を断ち難いと告白している︵五九五Ｂ︶︒つまり伝承された神話

五九五Ａ一六〇八Ｂの作者は︑むしろ詩歌芸術の祖ホメーロスに対する﹁敬愛の念﹂

のであろう︒他方︑アウグスティーヌスが詩人を追放する点で高く評価する﹃国家﹄

る識者に追ってくる︒恐らく﹃神の国﹄の著者には︑こうした審美眼が欠けていた

︵ウーシアー︶は神秘の中にあるが︑その美の力︵エネルゲイア︶は︑鑑賞力のあ

力をダイモーンの声︵１ゑ︶により伝える︒当然ギリシア芸術も︑その美の本質

をふるうと読み取れる︒丁度そのように﹁ソークラテースの神﹂も隠れつつ︑その

おいて隠れており︑それは言わばダイモーン︵神の于不ルゲイア︶として現実の力

方﹂{ｋｎｉｘeiｖ
ｒａ
m ｏｉａｉａｇ}に位置づけさせたように︑根源の神は先の古典悲劇に

﹃国家﹄五〇九Ｂでプラトーンがソークラテースに︑究極の最高善を﹁存在の彼

Ｕｖｉｇｙｓｉａ)﹈とのように区別されると解り易い︵旦︒

あ拓珈如体質﹂よ■ｂｎｅｇｏｖｆｆｉｏｇ ｏｂａｉａ ｒｏｖ Ｏｅｏｖ︶と﹁啓き示された︵神の︶諸力

の東方ギリシア教父パラマースが﹃三部作﹄三・二・七で析出した﹁存在の彼方に

Ａ
で

五二 ︵52︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵一八〇〇年と八里年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

て︑正に﹁ソークラテー

・︱ＩＩ

酬︱

・取り上げる︵９︶Ｑ

ス著﹃楽園の梯子﹄(Ｓｃａｌａ Ｐａｒａｄｉｓｉ︶の第二七段目の名言︑﹁ヘーシュカステー

れる︒実際パラマースも﹃三部作﹄ 一・一丁六で言及している六世紀のクリーマコ

要の所で活用し︑逆説の妙を示す︒この点もまた東方ギリシア語圏の特色とみなさ

ろう︒だが敢えて西方の伝統を破る疾風怒濤の闘士は︑パラドクサ︵背理︶を肝心

もし理知本位の西方ラテン語圏の伝統なら︑こうした矛盾語法を斥けることであ

とされているｓ︶︒

感としての無知が根本に据えられ︑その﹁実り豊かな懐﹂が﹁空無を孕んだ知性﹂

リアの懐と同じく︵神性を宿し︶実り豊かとなることができる﹂とあり︑無垢な実

Ｓｏｋｒａｔｅｓ︵ソークラテースのような人物の空無を孕んだ知性︶は︑清浄な処女マ

知︶を凌ぎ︑その声を彼は信じ︑その息吹きにより︑ｄｅｒ ｌｅｅｒｅ Ｖｅｒｓｔａ乱ｅｉｎｅｓ

護霊から来る平安は彼にとり︑エジプト人やギリシア人のあらゆるＶｅｒｎｕｎｆｔ︵理

あり︑この知己を彼は信頼し得て︑これを自らの神として敬愛し畏怖した︒この守

イモーン﹂に関してハーマンは︑こう述べる︒﹁彼には或る︵Ｊｅｎｉｕｓ︵守護霊︶が

を理知分別よりも重視しているように見受けられる︒そして﹁ソークラテースのダ

であった﹂という表現がある︒ハーマンもバラマース同梼︑一ラ
魂マ
伺ー
候ス
感同
剖様
ハ︑
刀﹁
茫魂
漠の
沼情
﹂感部分の清澄﹂

知でなく︶︑Ｅｍｐｆｉｎｄｕｎｇ ︵実感︶

Ｉ ＦＩ Ｍ

感じ易い読者

世主﹄冒頭五歌章︵一七五一年刊︶やその続編︵第六歌−第一〇歌︑一七五六年刊︶

息吹くギリシア神話世界に疎遠となってゆくばかりだったからである︒

ノの＞1:

プラトーンの手になる﹃ソークラテースの弁明﹄三一Ｄにある﹁何か神々しくダ

ン﹂と

:ン……イ

ンは﹃饗宴﹄二〇二Ｄでディオティーマーに一偉冰なるタイそＩン﹂ｉｎｍｕcoｖ

ノ風……==モ
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リンのように心底から﹁神々しきソークラテース﹂(ｄｅｒ ｇｏｔｔｌｉｃｈｅ Ｓｏｋｒａｔｅｓ)と

るより︑むしろ︑﹁至福﹂に近い所にいることは確かなようである︒勿論ヘルダー

トのみならず︑レッシングにおいても︑異教徒ソークラテースが地獄で劫罰を受け

出来ない︒と言うのがダンテの見解であった︒おおよそ﹃失楽園﹄︵再版ニ八七四

では考えられている︒だが異教徒ソークラテース達は︑復帰して至福となることが

は地獄に来て︑ここから言わば天界へ復帰︵アポカタスタシス︶すると︑﹃神曲﹄

明確な唯一キリストヘの﹁信仰﹂に支えられていないため︑モーセもノアも一旦

五三 ︵53︶ 高知大学学術研究報告 第四十八巻 ︵一九九九年︶ 人文科学

表明するほど深く古典ギリシアが体験されているわけではない︒しかしながら賢者

年︑独訳再版一七四二年︶の第三吉でミルトンも︑そのように彼ら賢者を扱ってい

神話世界および旧教カトリック世界の愚者や聖人に︑この﹁愚者たちの楽園

︵第四七一句以下︶が︑﹁隠者や修道士﹂︵第四七四句︶と共にいる︒すなわち古代

そしてプラトーンの言うElｙｓｉｕm︵至福の島︶を憧れて海中に身を投じた者﹂

︵にｍｂｏ ｏｆ Ｖａｎｉｔｙ)と呼ばれている所がそれで︑ここに﹁エムベドクレース︑

るように見受けられる︒その再版に附された﹁内容梗概﹂で即ち﹁虚栄の辺獄﹂

の代表として︑この非キリスト教徒が啓蒙期十八世紀の開明的な人たちに尊敬され
ていたことは明らかである〜︒
古代ギリシアのアテーナイ市において﹃ソークラテースの弁明﹄は︑神話世界の
保守派を説得するために為された︒目下十八世紀のドイツにおいて︑その﹃新たな
弁明﹄︵Ｎｅｕｅ Ａｐｏｌｏｇｉｅ)は︑非寛容な正統派キリスト者を論敵として繰り広げら

(Ｐａｒａｄｉｓｅ〇︷吻ＯＯに︸﹂︵第四九六句︶があてがわれており︑彼らに﹁至福﹂は拒

れる︒この論争の問題点は︑ハルナック著﹃ソークラテースと古代教会﹄︵一九〇
四年︶を参照した注解︵註︵２︶にｓｓｉｎｇｓ Ｗｅｒｋｅ. ２１. ８７２)によると︑﹁エーバー

否されていると判断できる︵︒︶︒

は︑自然を越えた信仰に由来せぬゆえ︑︵﹃ローマ人への書簡﹄ 一四・二三で言われ

ヌスやミヌキウスーフェーリクス︵二〇〇年頃︶よりこのかた西方ラテン教会筋で

代の賢者は︑Elｙｓｉｕm︵至福の島︶は存在せず︑また冥界の河畔における裁き手

たちのことを物語る重要な役目を果たす︵第四〇四句−第四四七句︶︒だが古典古

が︑イエスを裁くピラトの妻ポルテイアの夢枕に立ち︑受難する救世主および聖徒

ても︑その基本線に変わりは無さそうである︒その第七歌では一応ソークラテース

こうした事情は︑クロプシュトックの﹃救世主﹄︵一七四八年一七三年︶に至っ

ハルトのソークラテース弁明の意味は︑古代キリスト教にとり︵就く東方ギリシア

ている﹁信仰に由来せぬものはすべて罪である﹂との観点から︑︶異教徒たちの美

たちも存在しない︒それらは脆弱で不確かな姿の幻影に過ぎなかった︒そこで裁い

語圏内で︶自明であったソークラテース尊重への回帰である︒他方テルトゥリアー

徳は何であれ皆︑輝かしい悪徳に過ぎなかった︑と言う︵﹃神の国﹄五・コー以下

ているのは別の裁き手なのだ︒﹂と告げ︑自らの伝承世界ギリシアを否定してしま

の︶アウグステイーヌスの理論が培われた︒﹂と説明されている︒

う︒その理由は︑古典古代の神々を凌ぐ﹁或る一層と優れた高次の霊﹂(ｅｉｎ ｂｅＢ‑

こうした西方ラテン教父たちの意向は︑ダンテの﹃神曲﹄︵こ二九年︶の﹃地
獄﹄︵四・八六以下︶に良く反映している︒もっとも地獄とは言え︑ソークラテー

ｒｅｒ｡／Ｈｏｈｅｒｅｒ Ｇｅｉｓｔ)が現われ︑世界が全く新たな変貌を遂げるからである︒

らの受難は崇高であった︒彼らは︑私たちの周囲の人々より一層と優れた人々だっ

上に見て︑こう語る︒﹁私は受難する者たちが苦悩する姿を見たのだ！ 実際︑彼

更に﹃救世主﹄のソークラテースは︑自分たちの賢者よりキリスト教の聖徒の方を

ス達が住んでいるのは︑その最良の場で︑﹃地獄﹄四・四五において︑﹁辺獄﹂

達が居り︑この中にはヘルダーリンが悲劇作品の主人公に選んだエムペドクレース

︵に日びｏ︶と呼ばれている︒ここには詩人ホメーロスを初めとし︑ギリシアの賢者

も名指しされている︒成程ダンテが辺獄を﹁劫罰﹂の場として描いているようには

た︵︒︶︒﹂

ないからであった︒成程この点は確かに要点であるが︑しかし﹃神の国﹄八・一四

の賢者一般にあてはまるもので︑そもそも彼らがキリスト教の﹁信仰﹂に触れてい

ヌスの﹃神の国﹄など西方ラテン教父の思想に宿る点は既に見た︒理由は古典古代

﹁異教徒たちの至福﹂を見直す︒その﹁至福﹂を否定する伝統が︑アウグステイー

住人に加われなかった︒そこで敢えてエーバーハルトが﹃新たな弁明﹄を物し︑

以上キリスト教圏を中心とした世界観において︑結局ソークラテースは光明界の

見受けられない︒しかし﹁至福﹂はここで享受され得ない︒この点に関しては︑

ら天上へと連れ出され︑﹁至福﹂︵ぼぼごとされた旨の記述がある︒すると辺獄は︑

﹃地獄﹄四・五二以下に︑キリストの地獄下りへの言及があり︑アダム達がここか

﹃ルカ福音書﹄ 一六・二二で言及された﹁アブラーハームの懐﹂と考えて良さそう
である︒もはや﹃聖書﹄の義人たちは救済されて︑ここに居ない︒そのかわりに言
わば異教圏の義人ソークラテース達を︑ダンテは辺獄に住まわせ︑この賢人たちに
敬意を表したと言える︵き︒

二派が理性偏重ゆえ︑この責苦に限界を設けた﹂︵Ｌｅｓ ｓｏｃｉｎｉｅｎｓ｡ ｄｅｆｅｒａｎｔ
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序文﹄(Ｌｅｉｂｎｉｔii Ｐｒａｅｆａｔｉｏ)を初めて公刊する︒本来この序文はソーナー著﹃

ａｅｔｅｒａ ｉｍｐｉｏｒｕm ｓｕｐｐｌｉｃｉａ︵不敬な者たちの永遠の諸罰︶は神の正義でなく不

当を証する旨の神学上および哲学上の証明﹄︵ニ八五四年︶に付されたものである

が︑その印刷はライプニッツ存命中︵ニ八四六年−一七一六年没︶にはなされず︑

一度一七二五年にモスハイムが企図したけれども果たされず︑結局一七七三年にま

で引き伸ばされた︒一応ライプニッツは﹃弁神論﹄の本論二六六でソーナー︵一五

七二年１ヱハコー年︶に触れ︑その話題の書を﹃諸罰の永遠性を反駁する証明﹄

︵︷︸ｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ ｃｏｎｔｒｅ ｌ'ｅｔｅｒｎｉｔｅ ｄｅｓ ｐｅｉｎｅｓ)と題して紹介し︑こう解説して

いる︒﹁この証明が依拠しているのは︑かなり言い古された原理で︑つまり無限の

罰には︵存命中︶有限な罪が不釣合との旨である︒出版はオランダだと思われる当

著を手渡された時︑私か答えた点は︑罪の持続が罰の持続の原因だと言えば十分で

あり︑故ソーナー氏が失念していたこの考察がなされるべきだと言うことである︒﹂

﹁罪の持続﹂︵了旨〜ｌｇ了のｏ已１︶を﹃弁神論﹄の本論八一の言葉で換言す

れば︑﹁神に見放された者たちが地獄での劫罰へと定められている理由はlmpe‑

ｎｉｔｅｎｔｓ︵悔い改めない︶と認められるからである︒﹂となる︒すなわち︑何度その

←

機会があっても︑悔い改めない限り﹁罪の持続﹂は不可避と見倣される︒そして

(ｎｏｎ ｃｅｓｓａｎｔｅ ｐｅｃｃａｔｏ｡ ｎｏｎ ｐｏｔｅｓｔ ｃｅｓｓａｒｅ ｐｏｅｎａ)という線で考えているよ

﹃弁神論﹄の著者は本論二六七で引く論旨︑つまり﹁罪が止まぬゆえ罰も止み得ぬ﹂

悪魔たちと︸謡皿叫ヨぽａ︵劫罰を受けた者たち︶が罪を犯し︑神自身が最善を選

うで︑その本論二八二には︑コｅｓ ｂｉｅｎｈｅｕｒｅｕｘ︵至福なる者たち︶が罪を犯さず︑

ぶことは必然である﹂という意見が見られる︒この際ライプニッツが﹁悪魔たち﹂
と並べて︑その仲間に算入している﹁劫罰を受けた者たち﹂で︑まず念頭に置くべ
きは異教圏のダイモーン︵神霊︶達であろう︒それと言うのも﹃弁神論﹄の本論一

従って︑ライプニッツはソーナーの主張︑つまり﹁不敬な者たちの永遠め諸罰は不

当﹂との説に尽く賛成しているわけではない︒但し︑この寛容の時代において彼が︑

の範囲は狭くなっており︑かなりの数の非キリスト者にも︑﹁至福なる者たち﹂ へ

厳格な正統派と歩調を合わせているはずはない︒すなわち﹁劫罰を受けた者たち﹂

の道が開かれていると思われる︒この点では﹃ライプニッツの序文﹄を一七七三年

に紹介したレッシングの場合︑この至福へと至る異教圏の道は更に一層と多岐にわ

たると見受けられる︒例えば﹃救世主﹄︵一七四八年一七三年︶の悪魔アバドナの

楽園復帰を彼が容認したことは十分肯けるし︑実際﹃かの永遠の諸罰について﹄の

中には︑﹁Ｗｉｅｄｅｒｂｒmgｕｎｇ︵アポカタスタシス︶の友﹂にとり﹁自分たちの考え

を公言すること﹂が︑当一七七三年の地点では﹁困難でなく﹂なってきているとも

ところで﹃かの永遠の諸罰について﹄において論者レッシングが話題としている

述べられている〜︒

書物の中にエーバーハルト著﹃ソークラテースの新たな弁明︑或いは異教徒たちの

狭いながらも認めるライプニッツの説に反論する当著を吟味している︒但し︑一般

Ｓｅｌｉｇｋｅｉｔ︵至福︶に関する考察﹄こ七七二年︶があり︑論者は﹁永遠の諸罰﹂を

徒ソークラテースのことは話題の中心にない︒だが興味深いことに︑エーバーハル

論で普遍化された問題が扱われているので︑異教圏内の一人の特殊な非キリスト教

五四 ︵54︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵ス呂年一一八兄年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶
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心に委ねられる︒そして堕天使の運命は漸く先述の第十九歌の第九一句以下におい
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は本論で話題の書に言及なし．

て決定される︒とは言うものの第二歌では既に堕天使アバドナの﹁悔い改め﹂が見
事に描かれているので︑この点ライプニッツの﹃弁神論﹄本論八一の主旨を汲めば︑
この悔悛により﹁復聖﹂への突破口は開かれたことになる︒そこでアバドナ悔悛の

まず第二歌を︑アバドナの天使時代︵堕落以前︶回想︵第六二八句−第六六〇句︶

道を﹃救世主﹄第二歌において辿ってみよう︒

と︑それに続くサタン駁論︵第六六〇句！第六九五句︶から読み進んでゆくと︑こ
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の回想と駁論に巧みに堕天使悔悛が織りこまれていることを認めざるを得ない︒但
し︑本来の悔悛は未だ実現しておらず︑それは結局サタンたちの地獄の諸霊からも
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見捨てられ︑天涯孤独で孤立無縁となった悪魔アバドナの魂に兆す︒この姿は第二

いる︒ふと門に目をやると彼の天使時代における竹馬の友アブディエルが神界を仰

歌の第七四三句に見られ︑ここでは地獄の門にＩ人とり残されたアバドナが立って
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住人ゆえ︑旧友からＩ瞥だにされず︑いよいよ堕天使は孤独の淵へと落ちてゆく︒

０ｈｉｌｉａｓmi ｐｒｏｐｕｆrｎａｔｉｏｎｅｍ

dimiｓｓｕｓ｡

ｄｏｃｔｒｉｎａｍ

ｐｕｂｌｉｃａｍ

だが孤独を窓として︑この悲嘆の只中で始めて︑久しく眼中に無かった﹁世界と神

で〇ｓｔｅａ ｅｔiam ｄｏｃｔｒｉｎａｍ Ｏｒｉｅrｅｎｉｓ：゜ｔう〇りぐ四口陶乱ｒＱ印コΦ〜μ９診Ｑｐりヨのコ

ｅｒｏＢｅ

ｐｒｏｐｕｇｎａｔｉｏｎｅｍ

のいる天界とが︑アバドナに見えた﹂︵第七七七句︶とあり︑これを詩人は第七七

同ゴのｏ↑〇ｇｉｃｕm ｐａｒａｔ ｔｉｔｕｌｏ Ｕｒａｎｉａｄｏｓ｡ in ｑｕｏ ｓｕａｅ Ｔｈｅｏｌｏｇｉａｅ ｓａｔiｓ

ｄａｓ

ｄｅｒ

Ｏｒｉｇｅｎｉｓ⁝

九句で﹁数世紀ぶり﹂(Ｓｅｉｔ Ｊａｈｒｈｕ乱ｅｒｔｅｎ)と記している︒こうして心眼に聖

ｐａｒａｄｏｘａｅ ｓｙｓｔｅｍａ ｃｏｍｐｌｅｃｔｅｔｕｒ. Ｅｓｔ ｃｅｒｔｅ Ｐ０ｅｔａ ｓｐｉｒｉｔｕｓ：｀

１６８５

ｖｏｎ

ｏｆｆｅｎｂａｒｔ wｏｒｄｅｎ.

ｄｅｒ

圏が宿った時︑悪魔アバドナの悔悛は本格化したと言える︒あとは必ずしも﹁平和

ｅｒｓｔ

Ｕｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇ'

Ｇｅｈｅｉｍｎｉｓ

バドナの﹁神のいる天界﹂へのアポカタスタシス︵復帰︶を︑この﹁悔い改め﹂に

Ｊｅｄｏｃｈ ｓｅｉ ｉｈｒ

ｒ コ？： ｄｉｅ

ｖｏｎ

の虹﹂が表現されなくとも︑あの純粋かつ無垢な感傷の時代なら︑読者は堕天使ア

より容認したことであろう︒

註︵﹃聖書﹄の原典と翻訳は剛で既出︶

︵１︶ Ｈｅｉｎｅ:Ｓａｋｕｌａｒａｕｓｅａｂｅ. Ｂｅｒｌｉｎ ／ Ｉ︶ａｔ︵Ａｋａｄｅｍｉｅ ／ ＣＮＲＳ)Ｂｄ.８.

１９７２. Ｓ.１６８ (Ｍｙｓｔｉｋｅｒ ｏｈｎｅ Ｐｈａｎｔａｓｉｅ) ／ Ｓ.１７９ (Ｓｃｏｔｕｓ Ｅｒｉｇｅｎａ).

１３０. ⁝

︵２︶ Ｓｃｈｍｉｄｔ｡ Ｍａｒｔin: Ｐｉｅｔiｓmｕｓ. Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ采ｏｈｌｈａｍｍｅｒ︶１９７２. Ｓ.１２７‑

Ｗｉｅｄｅｒｂｒｉｎｇｕｎｇ alleｒ Ｄｉｎｇｅ... (Ｓ.１２７ ／ Ｓ.１２８) ...

ｙｒ の艮の 凶〜コに口吻

ｅｔｉａｍ

文学史上︑﹁感傷﹂︵Ｅｍｐｆｉ乱ｓａｍｋｅ巴の時代とされる当十八世紀中葉を︑﹁純粋

天分に負うと共に︑他面﹃救世主﹄が息吹いた時代の雰囲気にも拠る︒通例ドイツ

確であったと考えられる︒まず公刊された第二歌で問題とすべき詩節を追ってみよ

﹃救世主﹄冒頭三歌章でアバドナを知った者には︑クロプシュトックの本音は不明

の第八二三句以下八句が注目に値する︒﹁今やアバドナは疲弊し︑或る気高き日輪

して漂い︑最後イエスのいる微攬山︵９ ＦＲ︶へと向かう箇所で︑とりわけ結び

バドナが︑大気圏を﹁絶望﹂︵第七五九句︶と﹁希望﹂︵第八一二句︶との間を傷悴

ｕｎｓｃｈｕｌｄｉｇ)と評し︑その後半十歌︵第十一歌Ｉ第二〇歌︑一七六八年一七三年

の上に立ち︑そこから深淵を覗きこんだ︒そこにひしめくのは星また星で︑あたか

う︒それは第七八一句で言及される﹁復帰！﹂︵Ｗｉｅｄｅｒｋｅｈｒｅｎ!)を願う堕天使ア

刊︶は前半十歌に及ばないとしている︒そして﹃詩と真実﹄第二部︵一八コー年︶

も灼熱する海原のようであった︒或る惑星が接近してきた︒はやそれは気炎を吐き︑

かつ無垢な時代﹂とゲーテは﹃詩と真実﹄第三部︵一八一三年︶の第十二章で呼び︑

の第一〇書でゲーテは︑﹁万事がクロプシュトックにおいて合致し︑そのような時

すでにそのＷｅｌｔｇｅｒｉｃｈｔ︵世界の審判︶は近付いていた︒そこヘアバドナは突進し︑

﹃救世主﹄前半十歌︵一七四八年一五六年刊︶を正に﹁純粋かつ無垢﹂(ｒｅｉｎ ｕ乱

代を築くことになる︒この人物は心身両面においてｅｉｎ ｒｅｉｎｅｒ Ｊｉｉｎｇｌｉｎｇ ︵純粋

んでいった︒それは言わばｇｅｂｅｉｎｖolleｒ Ｂｅｒｇ︵骸骨だらけの山︶︑そこで人間ら

共にＶｅｒｇｅｈｅｎ︵滅び︶んとした︒だが彼は滅びず︑永遠の心痛で気を失い︑沈

な若者︶であった︒﹂と述べている︵ａ︶ｏ
さて﹁純粋かっ無垢な時代﹂に﹁純粋な若者﹂が︑オーリゲネースの説く復帰の

が殺戮し合ったその山が︑地震で陥没するごとく次第にアバドナは大地へと下降し

思想を造形化しようとする︒勿論クロプシュトックは﹃弁神論﹄も﹃ウーラニアー
ス﹄も手にしている︒だが正統派キリスト者の意向はなお常識に君臨し︑結局ペー

ていった︒﹂

三五旬︶で漸く衆目に触れるに至る︒しかし実際この大団円一四五旬は既に︑冒頭

終部︵第ヱハ歌−第二〇歌︶が公刊された時︑その中の第一九歌︵第九一旬−第二

い改めさせ︑天界へ復帰させる︒その楽園帰還は一応︑一七七三年に﹃救世主﹄最

ず︑取りかたによっては﹁無に帰される﹂ことなく﹁彼は劫罰を受け続けた﹂とも

は滅びず﹂︵ｅｒ ｖｅｒｇｉｎｇ ｎｉｃｈｔ)という表現は︑必ずしも救済への方向を指し示さ

wｅｉＢ ｖｏｎ Ｇｅｂｅｉｎ︶と言い換えられているに過ぎない︒そして第八二八句の﹁彼

ルトナ版一七八〇年と決定稿ゲッシェン版一七九九年︶で﹁白骨の山﹂︵︵ｊｅｂｉｒｇｅ

所となった﹃救世主﹄を見る限り変わりなく︑せいぜい字句だけが後の改訂版︵ア

第八二九句の﹁骸骨だらけの山﹂をめぐる暗い雰囲気は︑印刷され衆目の触れる

ターゼンのような徹底した万物復帰は歌っても少数の関心をひくに過ぎない︒そこ

五歌章が発表された一七五一年に執筆されていたことが︑今日でも残存する草稿の

解せる︒ところが︸七四七年の自筆草稿では第八二八句より第八三〇句にかけて︑

で﹃救世主﹄の詩人は︑魔王サタンの圏内から︑最も天使に近い悪魔一人のみを悔

ていない︒とは言うものの肝要な点は︑一七七三年に印刷されたものと︑一七五一

と下降していった︒﹂とあり︑とりわけ第八二九句より第八三〇句にかけて跨がる

それは言わば怒り猛る雷雨の後に︑平和の虹が取り巻くごとく︑アバドナは大地へ

﹁だが彼は滅びず︑その長い絶望の後︑Ｗｉｅｄｅｒ ｂｅｓａｎｉｔigｔ︵再び心安らかとなり︶︑

筆写︵h34︶により確認できる︒この筆写の元となる詩人自身の自筆草稿は伝わっ

年の筆写とが大同小異であり︑その基本線に何ら変わりがないことである︒
取りあえず一七五一年の筆写で︑話題の堕天使アバドナの天界復帰に関する詩節

﹁平和の虹﹂(ｅｉｎ Ｒｅｇｅｎ／Ｍｉｔ ｄｅｍ Ｂｏｇｅｎ ｄｅｓ Ｆｒｉｅｄｅｎｓ)に︑天界への復帰の

に触れてみよう︒その要点は第二二九旬¶第二三一句にかけて記された言葉にあり︑
﹁永遠に死んだ者らの一人﹂(ｅｉｎｅｒ ｄｅｒ ｅwｉｇ Ｔｏｄｔｅｎ︶であるアバドナ〜孚乱ｏ︲

希望が垣間見られる︒

だが詩人は公刊された﹃救世主﹄第二歌では読者に︑堕天使アバドナ救済を匂わ

ロ〜︶が︑﹁再び永遠なる至福へ﹂︵Ｗｉｅｄｅｒ ｚｕm ｅwｉｇｅｎ Heil︶と至り︑正に感

せる表現を控えた︒しかし敢て﹁平和の虹﹂が示されなくとも︑その第八二八句で

傷の時代が求めた終曲が奏でられる︒成程これが大団円であることに間違いはない︒
しかしながら全二〇歌中︑その第五歌章しか公刊されぬ地点一七五一年に︑草稿段

考えられる︒先程ゲーテが﹁純粋かつ無垢﹂と呼んだ感傷の時代における﹃救世主﹄

﹁彼は滅びず﹂とあるのを︑一方的に劫罰への筋で解した読者は当時稀であったと

からである︒それほど時代は寛容であったし︑それにも増して何よりも詩人クロプ

受容は︑むしろ反対に正統派よりもオーリゲネースの方を支持したと見受けられる

かれる前に密かに詩人の心では︑アバドナ救済が方向づけられていたようで︑この

階では大団円が訪れていたのが興味深い︒また更に咬目すべきは︑只今の終曲が書

勿論この自筆草稿は当時の読者の手の届かぬ所にあったので︑一七四八年初版の

点を物語るのが︑一七四七年の詩人自筆の草稿︵Ｈ２︶である︒

五六 ︵56︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵一合ｏ年一一八三年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

五七 ︵57︶ 高知大学学術研究報告 第四十八巻 二九九九年︶ 人文科学

系﹂(ｓｙｓｔｅｍａ)に求めるライプニッツの場合︑﹁相当に逆説を含む神学﹂

さを示し︑悪い者たちが﹁救われる﹂より﹁無に帰される﹂ことを望んでいるよう

結局ライプニッツは︑厳格なベールと寛容なペーターゼンとのいずれにも従わず︑

に見受けられる︵︒︶︒

いてどこまでも信頼し続ける哲学者が︑どちらかと言えば後者の寛容な面を育んだ

言わばその中道をいく︒但し︑﹁神の無限の善意﹂︵本論一三四︶を﹃弁神論﹄にお

恐らく﹁悔い改め﹂など無縁だからこそ︑悪魔︵ディアボロス︶なのであろう︒

(Ｔｈｅｏｌｏｇｉａ ｓａｔｉｓ ｐａｒａｄｏｘａ)は他人事に思われたと考えられる︵︒︶︒

数学の明証性と﹁至純の宗教﹂を理想とする哲学者は︑結局のところ逆説思考を背

その生年一七二四年はカントと同じであるが︑この哲学者が﹃純粋理性批判﹄︵初

により︑ピンダロスと並び称された﹃救世主﹄の歌人クロプシュトック〜である︒

ことは確かである︒この方向において浮上するのが︑ドイツ文学史上ヘルダーリン

理として斥けざるを得ない︒つまり悪の根源サタンの類は地獄止めとなる︒とは言
うものの寛容なライプニッツは一七一一年すでに︑自らの死後刊行されることにな

ａｐｏｃａｔａｓｔａｓin︵アポカタスタシスに至るまで︶−英雄叙事詩風の︵六歩格ヘク

に代表されるクロプシュトックの成果は出揃っており︑その仕事は既に終焉を迎え

版一七八一年︶で漸く活躍し始めるとき︑すでに﹃救世主﹄︵一七四八年一七三年︶

る﹃ウーラニアース︑ここではｏｌぶ口器〜高〜︵神の大業︶が︑−ｕｓｑｕｅ ａｄ

サメトロンの︶詩で賛美される︒﹄︵一七二〇年︶への構想を提示している︒﹁しば

ていた︒実際ドイツ文学に通じた英国ロマン派の俊才コールリッジも明けすけに︑

しば私はこんな着想を抱きました︒即ちウェルギリウス︵の英雄詩﹃アエネーイス﹄︶
の様式で︑﹃ウーラニアース﹄と題した大叙事詩が書かれ︑その歌の内容は神の国

﹁僕は﹃救世主﹄を読んだＩ冒頭四歌章だけ︒﹂と︑﹃サティレーンの書簡﹄︵一八

本論で話題の悪魔の﹁復聖﹂との関連では︑何より﹃救世主﹄第二歌が注目に価

八年︶刊行と︑その冒頭五歌章︵一七五一年︶刊行が重要と考えられる︵ｎ︶ｏ

〇九年︶その三で告白している︵10︶︒と言うことは︑﹃救世主﹄冒頭三歌章︵一七四

と永遠の生命というものです︒詩人は天地創造と地上楽園で歌い始めることになり
ましょう︒第三と第四と第五の書は︑言わばアダムの堕落とキリストによる人類の
救済︑そして短い教会史を含み得ましょう︒−第八書で審判の日と罪人らの劫罰︑

するけれども︑この宗教叙事詩の基本性格は第一歌を彩る﹁変容せし神気の大河﹂

第九と第一〇と第一一の書で至福となった者たちの歓喜︑−第コー書はこんな描
写で締め括られます︒即ち万物が復帰し︑悪しき者すら善へと導かれ︑幸福と神へ

︵第二〇五句︶と︑この神気圏を往き交う﹁無数の熾天使たち﹂︵第一三〇句︶に象

例の﹃詩篇﹄に協和するアウグスティーヌス風の魂の闇夜が二義的なものとなる点

し︑可視の美で表現した成果とみなせる︒そして﹁純粋な光明﹂を重視する故に︑

徴されている︒これは﹃弁神論﹄の序文で説かれた﹁純粋な光明﹂をいわば感性化

と引き戻されると言うものです︒︱こんな大叙事詩を創作すれば詩人は不滅とな
るでしょうし︑結果として素晴らしい効果が生じ︑人々の魂は改善の希望により感
動し︑真正の敬虔さも養われ得ましょうユ︒﹂

は︑﹃救世主﹄第四歌の第七一三句以下におけるタボル山頌により裏付けられる︒

﹃弁神論﹄の著者は︑一応ぺ１ターゼンのような徹底したオーリゲネース主義者
と一線を画し︑魔王サタンもを含む全面的な万物復帰に組しようとはしない︒だが

﹁成程シオンは神の前で甘美に憩い︑なるほどあの楸攬山は偉大な救世主を包容し︑

トックはペーターゼンを這かに凌駕したと言える︒これは一面で詩人自身の資質や

ンダロスと並び称される理由もここにあり︑この溢れる抒情性においてクロプシュ

立ち︑清澄なる神気の銀河さながらに︑純粋な抒情の流れが詩想を貫く︒敢えてピ

こうして﹃救世主﹄では︑罪意識よりも変容が︑闇よりも光が︑悪よりも善が表

れている︒

している︒﹂と歌われ︑楸攬山のゲッセマネの園よりもタボル山が高次のものとさ

神の前に広がるタボル山︑それは崇高な︵キリストの︶変容︵Ｖｅｒｋｌａｒｕｎｇ)を証

その下で戦いている︒だがユダヤのどこの山岳にも増して︑タボル山は壮麗である︒

その時イエスは祈りつつ苦闘していた︒成程モリアの峰は高々と神の至聖所を担い︑

他方ライプニッツは︑﹃弁神論﹄で万物復帰論者と正反対の所にいる論敵ベールを
も反駁せねばならなかった︒例えば﹃歴史批評辞典﹄︵初版ニ八九六年︑第一一版
一八二〇年−二四年︑独訳一七四一年−四四年︶における﹁オーリゲネース﹂の項
でベールは︑﹁Ｌｅｓ ｒｆｅｐｒｏｕｖｅｓ︵神に見放された者たち︶がいつかｓａｕｖｅｓ︵救わ
れる︶だろうと言うのは︑その者たちがａｎＳａｎｔｉｓ︵無に帰される︶だろうと言う
よりも︑道徳にとっては一層と危険である︵曹︶︒﹂とする牧師の意見を引き︑これを
﹁オーリゲネースの教義のうちの一つに関するｕｎｅ ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ ｔｒｅｓ‑ｓｏｌｉｄｅ︵実
に堅実な所見︶﹂として評している︒この﹁神に見放された者﹂の救済に対する

心が懸かっていた︒この点ベールはライプニッツより︑むしろ正統派に通ずる厳し

﹃弁神論﹄の考えは︑その本論八一で既に示した通り︑あくまで﹁悔い改め﹂に重

き天使︑つまり堕天使たち︶に至るまで︑皆が究極は神聖かつ至福となるであろう﹂
という﹁オーリゲネースの見解﹂(ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ ｄ'Ｏｒｉｇｅｎｅ)に結びつく︒そして
﹃全被造物の遍き復帰の永遠の福音﹄に言う﹁永遠の福音﹂{ｅｉａｙｙｅＸｉｏｖ ａｉ＆ｖioｖ}
を話題とする︒﹃ヨハネ黙示録﹄ 一四・六に述べられた先の﹁審判﹂も︑結局は
﹁皆が究極は神聖かつ至福となるであろう﹂という線で理解されることになる︒
更に﹃弁神論﹄の本論一八では︑その﹁予定調和﹂(ｈａｒｍｏｎｉｅ ｐｒｅｅｔａｂｌｉｅ) の
原理を活用した﹁才気ある人物﹂が︑ライプニッツ自身は承服できない﹁神学﹂を
樹立したとあり︑その説によると﹁ｃｅｔ ａｎｇｅ ｒｅｃｏｎｃｉｌｉｅ︵当の復聖された天使︶

堕
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ろう〜︒

意識から屈折して出てくる﹁復聖﹂はやはり二義的なものとならざるを得ないであ

﹁至純の宗教﹂︵la ｒｅｌｉｇｉｏｎ ｌａ plｕｓ ｐｕｒｅ)という無垢な面を第一とすれば︑罪責

が﹃弁神論﹄序文の冒頭で話題とされる﹁純粋な光明﹂︵la ｐｕｒｅ lｕｍｉｅｒｅ)とか︑

従って︑一応ライプニッツの場合でも︑﹁復聖された天使﹂は存在可能となる︒だ

められるからである︒﹂と記されている︒肝心な点は﹁悔い改め﹂と考えられる︒

罰へ︶と定められている︒その理由は彼らが︑ｉｍｐ６ｎｉｔｅｎｔｓ︵悔い改めない︶と認

において﹁にｓ ｒｅｐｒｏｕｖｅｓ ︵神に見放された者たち︶は︑ａヨぽａ︵地獄での劫

や神々の方は余り正面切って扱われない︒ただし︑基本線は﹃弁神論﹄の本論八一

︵本論一三四︶という点に問題を絞ってゆく︒つまり人間に焦点があてられ︑天使

結局その主張は︑﹁神が全ての人間︵ｔｏｕｓ leｓ ｈｏｍｍｅｓ︶を救おうと望んでいる︒﹂

ところで﹃弁神論﹄の著者は︑﹁神の無限の善意﹂︵本論一三四︶を重視しながら︑

例関係を読み取ることも可能であろう︒

ことも考え併せうる︒すなわち罪深さと恵み深さは相関しており︑ここに一種の比

﹁わが魂を深い地獄から︵輿51︷・ｇｏ︸救い出した﹂︵﹃詩篇﹄八五二三︶という

一

この点ペーターゼンの師シュペーナーは︑そのニ八七五年の著﹃敬虔なる願望﹄

司ｉａ Ｄｅｓｉｄｅｒｉａ)において︑﹁生きることにより︑そして正に死ぬことにより︑そ

の﹃詩篇へのｏｐｅｒａｔｉｏｎｅｓ﹄二五一九年一二一年︶の一節︵﹃詩篇﹄五・ロー︶

して劫罰を受けることにより(ｄａｍｎａ乱ｏ︶︑神学者が誕生する７︶︒﹂と︑ルター

を引用しており︑正統派アウグステイーヌスにつながる魂の闇夜を︑救済への有効

な道としている︒こうした敬虔主義の意向を汲めば︑ペーターゼンが説く﹁全被造

物の遍き復帰﹂は︑至純の光明界そのものの充溢からと言うより︑むしろ光と対峙

ｊ ︑ｒｕ １り１ｊ″｀ ｒ｀ ｀〜 ｀ Ｌてｉゞｉノ.itmin

する罪意識の側から構想される︒すると﹁復聖された天使﹂こそ復帰の精華となろ
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ターゼンは博識かつ聡明な人物であり︑人並みでないｐｏｅｔｉｓｃｈｅｓ Ｇｅｎｉｅ︵詩才の

die ｎｅｕｅｓｔｅにｔｅｒａｔｕｒ ｂｅｔｒｅｆｆｅ乱︶その八でレッシングがこう語っている︒一ペー

持主︶だ︒その﹃ウーラニアース﹄Ξ﹁ｒａｎｉａｓ｣は︑卓越しか箇所に満ちており︑

この作品を褒めるのに次の点を指摘するにしくはない︒すなわち当詩歌のコ呂

︵構想︶はライプニッツが自ら立てたのであり︑その後この叙事詩を改良する労を

文人レッシングと同様︑哲学者ライプニッツもペーターゼンに関し︑﹁確かに才

厭わなかったのも彼な︑のだから︵︒︶﹂︒

において︑その略歴をも紹介しつつ︑話題の﹃ウーラニアース﹄にまで言及してい

気ある詩人だ﹂︵Ｅｓｔ ｃｅｒｔｅ Ｐｏｅｔａ ｓｐｉｒｉｔｕ巴と認め︑一七口一年一月六日付書簡

る︒﹁ペーターゼンは︑かつてリューネブルク教区監督官でしたが︑公然と

ｏｈｉｌｉａｓmｕｓ︵千年王国説︶を擁護したため解任されました︒その後︑その大著

教説までも擁護した彼は︑実際学識豊かな企てとして︑神学に関する﹃ウーラニアー

﹃万物のアポカタスタシス﹄︵全三巻︑一七〇〇年−一〇年︶で︑オーリゲネースの

ス﹄と題した詩を歌おうと企てています︒この中で彼は︑相当に逆説を含む自らの

神学を体系立てて物語ることになりましょう﹂とあり︑数学のような明証性を﹁体

3︶ ＯＯＳＬ ４８. ７８８︵︷︸ｅ ciｖiｔａｔｅＤｅｉ. ２１.２３)｡
2
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4︶ 〇ｒｉｇｅｎｅｓ.｡.Ｐｒin斗5ien. Ｓ.６５６: ＳＣ ２６８.２４４.
2

４４.

27︶ Ｅｃｋｈａｒｔｓ Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｐｒｅｄｉｆｆｔｅｎ ｕｎｄ Ｔｒａｋｔａｔｅ ｈｒｓｅ. ｕ. iibeｒｓ. ｖｏｎ Ｑｕｉｎｔ｡

ｕｎｄ ｇｌｅｎｚｅｔ.ｌｉｕｈｔｅｔ ｕｎｄ ｂｒｉｎｎｅｔ ｕｎｄ ｎｅｉｇｅｔ ｓｉｃｈ ａｎｅ ｕｎｄｅｒlaｚ ｚｏ ｇｏｔｅ：：

ｖｅｒｂｏｒｇｅｎ ｕｎｄ ｄｏｃｈ ｎｉｅｍｅｒ ｖｅｒｔｉｌｇｅｔ ｎｏｃｈ in im ｖｅｒleｓｃｈｅｔ; ｅｒ ｇ‑liiejeｔ

ｉｎｇｅｄｒｉｉｃｋｅｔ ｕｎｄ ｉｎｇｅｂ〇ｒｎ ｈａｔ｡ ｓＱ ｍａｃ ｅｒ wｏｌ ｂｅｄｅｃｋｅｔ wｅｒｄｅｎ ｕｎｄ

Ｏｒｉｇｅｎｅｓ｡ ｅｉｎ ｇｒ６ｚ ｍｅｉｓｔｅｒ: wａｎ ｇｏｔ ｓｅｌｂｅｒ ｄｉｓｅｎ ｓａｍｅｎ ｉｎｇｅｓａｅｉｅｔ ｕｎｄ

︵Ｋｏｈｌｈａｍｍｅｒ) １９６３. Ｓ.ｌｌｌ (Ｖｏｎ ｄｅｍ ｅｄｅｌｎ Ｍｅｎｓｃｈｅｎ)｡ Ｄｏｃｈ ＳＤｒｉｃｈｅｔ

6︶ Ｍｅｉｓｔｅｒ Ｅｃｋｈａｒｔ: Ｄｉｅ ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ Ｗｅｒｋｅ. Ｂｄ.５. Ｔｒａｋｔａｔｅ. Ｓｔｕｔｔｓrａｒｔ
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Ａｃｋｅｒ ｄｅｓ Ｈｅｒｒｎ.：ヨiiｓｓｅｎ Ｗｉｒ ｄｉｅ ｆreiｓｔｌｉｃｈｅ Ｐｆｌｅｇ‑ｅ ｓｏ wａｃｈｓam ｕｎｄ

ｂｅｓ〇ｎｎｅｎ ａｕｓｉｉｂｅｎ｡ ｄａｆｉ｡ wｅｎｎ ｉｒｓｅｎwａｎｎ ｅｉｎ Ｆｅｉｎｄ ａｕｆ ｉｈｍ iibeｒ ｄｅｎ

Ｓａｍｅｎ ｄｅｒ Ｗａｈｒｈｅｉｔ 1にＩｎｋｒａｕｔｅｒ ｓａｔ｡ ｓｉｅ im Ｅｎｔｓｔｅｈｅｎ ｅｒｓｔｉｃｋｔ wｅｒｄｅｎ｡

ｂｅｖ０ｒ ｓｉｅ ｚｕ ＳｃｈｏＢｌｉｎｅｅｎ ｖｅｒｄｅｒｂｌｉｃｈｅｎ Ｋｅｉｍｅｎｓ ａｕｆwａｃｈｓｅｎ｡ ｄａｍｉｔ｡

ｓｉｎｄ｡

ｎａｃｈｄｅｍ ｄｅｒ Ｓａｍｅ ｄｅｒ Ｌａｓｔｅｒ ａｂｅｅｔｏｔｅｔ ｕｎｄ ｄｉｅ Ｄ〇ｒｎｅｎ ｄｅｒ Ｉｒｒｔiimeｒ

ｈｅｒａｕｓｇｅｒiｓｓｅｎ

ａｕｆｇｅｈｅ.｡：

② ペーターゼンとクロプシュトック(Ｐｅｔｅｒｓｅｎ ｕｎｄ Ｋｌｏｐｓｔｏｃｋ)
そもそも敬虔主義といえば︑まず﹃敬虔なる願望﹄(Ｐｉａ Ｄｅｓｉｄｅｒｉａ)をニ八七
五年に公刊したシュペーナー二六三五年−一七〇五年︶が思い浮かぶ︒この立役
者を﹁新教プロテスタントのスコトスーエリウゲナ﹂と︑ハイネは﹃ドイツ宗教・
哲学史考﹄︵一八三三年上二四年︶第二書で呼んでいる︒但し︑詩人ハイネが同時
に︑﹁新教のＰｉｅｔｉｓｔｅｎ︵敬虔主義者たち︶は︑Ｍｙｓｔｉｋｅｒ ｏｈｎｅ Ｐｈａｎｔａｓｉｅ︵空
想力の欠けた神秘家︶である﹂と指摘している点も見逃せないＴ︶︒なぜなら︑﹁空
想力﹂の領域で︑クロプシュトックの﹃救世主﹄︵一七四八年一七三年︶が浮上す
るからである︒すなわち敬虔主義が思想史上︑敢て詩人の空想力の所産と言える域
にまで達するには︑﹃救世主﹄やゲーテの﹁美しき魂﹂を待たなければならない︒

ている︒ここでは話題のアポカタスタシスとの関連で︑敬虔主義のエリウゲナと称

とは言うものの逆に︑こうした古典の成立背景として敬虔主義は重要な役割を担っ

取り上げる人物ペーターゼン︵ニ八四九年一一七二七年︶は︑一六八〇年シュペー

されたシュペーナーの周辺を探ってみよう︒

ナーの司式により五歳年長のヨハンナと挙式をあげ︑﹁敬虔主義における﹃戦友結

の修得においてヨハンナが先輩格をなしており︑問題のアポカタスタシスについて

婚﹄の模範例﹂をなしたとされる︒なぜ夫妻ともに扱うかと言うと︑実は人文教養

も︑この万物の復帰の神秘にまずヨハンナが触れたと考えられるからである︒それ

は結婚後五年目のこ八八五年とされ︑ヨハンナの告白によれば︑この時に例のオー

リゲネースが説く﹁全被造物の完璧な復帰﹂が奥義として啓示された模様である︵２︶︵︶

による終末論があり︑﹃ヨハネ黙示録﹄二〇・四に描かれている﹁審判﹂︵心言 ︶

この背景には︑﹃失楽園﹄の詩人ミルトンにも関連する﹁千年王国説﹂︵ｘｄｉａｏｆwｓ)

が念頭にくる︒ここでは﹁生命の書に記名されていない者﹂︵二〇・一五︶﹂が︑

﹁悪魔﹂︵ディアボロス︶の投げ込まれた﹁火の池﹂︵二〇・一〇︶ へと投げ込まれ

ここで厳格な正統派と︑オーリゲネース支持者は︑解釈を異にする︒この点につ

ると記されている︒

いては︑すでにルターやアウグスティーヌスとの対比で万物復帰の提唱者について

述べた通りである︒さて当時の著名な﹃弁神論﹄︵一七一〇年︶の本論一七でライ

プニッツは︑この頃のオーリゲネース復活に触れ︑原題ギリシア語の﹃アポカタス

タシスーパントーンのミュステーリオン﹄全三巻︵一七〇〇年−一〇年︶と︑匿名

の書﹃全被造物の遍きＷｉｅｄｅｒｂｒmgｕｎｇ ︵復帰︶の永遠なる福音﹄︵ニ八九九年︶

ツは良く知っていたはずである︒ところが﹃弁神論﹄の哲学者はペーターゼッの名

に言及している︒著者がヴィルヘルム・ペーターゼンであることを勿論ライプニッ

前を出さないで︑軽くその著作二点に触れているのみである︒恐らく深入りして異

とにかく全三巻の﹃万物のアポカタスタシスの神秘﹄という表題にある﹁神秘﹂

端に自分自身が係わるのを︑ライプニッツは避けたのであろう︒

徒パウロは﹁異教徒たちのプレーローマ ︵︹至福︺ の完成︶﹂ (ｐｌｅｎｉｔｕｄｏ

︵ミュステーリオン︶は︑﹃ローマ人への書簡﹄ 一丁二五に典拠があり︑ここで使

と説いている︒この﹁神秘﹂が﹃弁神論﹄の哲学者ライプニッツによれば︑﹁善が

︵Ｐｅｎｔｉｕm︶の時に﹁イスラエル人は皆が救われるであろう︒﹂︵一丁二五¶二六︶

やがて万事において至る所で勝利を占め︑理性的被造物はmaｕｖａｉｓ ａｎｇｅｓ︵悪し

︵３︶ 引用のルター訳は︑各々原典複写版︵一九八二年／一九六七年︶の右記ドイ
ツ聖書協会刊に拠る︒

万物更新⁝⁝ゝ﹂ヽつした訳語の影響と思われるが︑工作舎刊ライプニッツ著作集

︵４︶ 日本聖書協会刊﹃聖書﹄︵一九五四年１五五年︶﹁新約聖書﹂ 一八五頁︑・⁝⁝
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ｒｔｔｅｍｂｅｒｇｉｓｃｈｅ Ｂｉｂｅｌｓａｎｓｔalｔ) １９０６. '"１９３０.新約の原典は当１ に拠る︒

︵１︶ Ｎｏｖｕm Ｔｅｓｔａｍｅｎｔｕm ｇｒａｅｃｅ ｅｔ laｔｉｎｅ ｅｄｉｄｉｔ Ｎｅｓｔle. Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ︵Ｗｕ

註

ｓｕｂｓｔａｎｔｉａ︵実体︶︑つまり神が創造したその実体が消滅するという風にではなく︑

する︑という風に理解すべきである﹂と説く︵誂︶ｏ確かに︑﹃創世記﹄冒頭の天地創
造において︑神は被造物を再三トーブ︵善い︶とし︑繰り返し祝福している︒この
ように本来は善い被造物の実体(ｓｕｂｓｔａｎｔｉａ)を︑あくまで﹁至福な終末へ招喚
し︑かつ誘導する﹂のが︑﹁神の善意︵ＷＩ習収ａ︶﹂に他ならないと考え︑オー
リゲネースは万物復帰︵アポカタスタシス︶を提唱する︒
すでに言及したウルガータ聖書の訳者ヒエローニュモスも当初はオーリゲネース
礼讃者であった︒だが世の趨勢に倣い︑この教父もアウグスティーヌス同様︑オー
リゲネースを弾劾することにより︑正統派の師表と仰がれるに至る︒この例から見
て取れるように︑四世紀までは教会もオーリゲネースを殊更に異端視しなかった

者と悪魔には地獄落ちと永劫の罪を宣告する﹂ことにある︒そして﹁悪魔および罪
人が︑永遠の苦悩を受けない﹂と説く﹁再洗礼派﹂は受け入れられぬものとして
﹁排斥され﹂︵13︶る︒こうした点に関してルターは既に﹃キリストの晩餐について︑
信仰告白﹄︵一五二八年︶の終結部で︑次のように述べている︒﹁最後に私は全ての
死者が︑敬虔な者も悪人も両方とも︑最後の審判の日に復活すると信ずる︒⁝⁝か
くして敬虔な者は永遠にキリストと共に生き︑悪人は永遠に悪魔とその使者たちと
ｉす
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夕の人々﹄が﹁内なる再生復活に至る﹂

は

で

アウグスティーヌスも﹃真の宗教について﹄

阿︑﹁ついに可視的な︵肉体の︶死の後︑

﹃″

ｉｒｅｔｕｒ)に至る﹂ことを話題としている︵15︶ｏ

註解﹄ 丁ヱハでオーリゲネースは︑﹁例のアポカタシス︵復帰︶における︑その
道程の究極も︑テオーレーティコン︵観想︶へと入り終結する︑と私は思う﹂と語
り︑この観想︵かｓ３ｇｔ︶の内容を︑﹁正に唯一キリストが父なる神を知るごと

く︑その神を知ることで︑全てその者たちは完璧に神の子キリストヘ変容せらる︒﹂

と説明している︵17︶ｏ つまり究極の観想とは︑いわゆる至福直観に相当するＶｉｓio

口のi ︵見神︶のことであり︑アポカタスタシスの目標がここに据えられている︒

・ｒ ︲ Ｉ ﹄ゝ ＪＩＪＪＫＩ ごＩ︸ ｆ や・ゝｓ

再び﹃諸原理論﹄ 一・六・二にもどると︑オーリゲネースは﹃だから常に終末は
ｉＩ・Ｉｉ・ｓ・ Ｉ Ｉ一 ︑ｉＩ４ ４゛Ｉ｀！ゆ﹄／

と言えば︑まず﹁更新﹂が念頭に置かれているようである︒すると文芸復興

にあるイエスの言葉を素直に取ると︑悪しき魂は神により根絶され得ると言える︒

獄︶で魂をも体をも滅ぼす力ある者を︑むしろ汝は畏れよ﹂とあり︑この﹃聖書﹄

もいっか可能であろう︒ところが﹃マタイ福音書﹄ 一〇・二八には︑﹁ゲヘナ︵地

で説くように︑﹁魂が不滅﹂︵lm ａ＆ｄｖａｒｏｓ)ならば︑﹃諸原理論﹄に言う﹁復帰﹂

て

(ｒｅｎａｓci)と言葉つきは同じでも︑正統派教父アウグスティーヌスが説く﹁再生

そもそも万物が﹁無から創造﹂︵９・印に〇輿に即︷〇︸されたのなら︑逆に再び

やはり﹃真の宗教について﹄でも︑ルターの場合と同じく︑﹁アポカタスタシス﹂

復活﹂には︑かつてキリスト教の擾頭と共に滅んだ神々の﹁復帰﹂は望めないこと

シス︶を採用する︒これを﹃諸原理論﹄三・五・七では︑﹁全被造物の完璧な復帰﹂

意﹂は︑むしろ無の正反対にある﹁至福な終末﹂を目指す万物復帰︵アポカタスタ

で破門宣告を受ける︒これは正統派の原典資料集において︑まず勅令︵五四三年︶

結局オーリゲネースは異端として︑第五回公会議︵ビュザンティオン︑五五三年︶

ｉ ｒ／114Jaコト

(ｐｅｒｆｅｃｔａ ｕｎｉｖｅｒｓａｅ ｃｒｅａｔｕｒａｅ ｒｅｓｔiｔｕｔｉｏ)と呼んでいる︵19︶ｏ

として現われる︒その中で話題の﹁復帰﹂に関する条項には︑﹁ダイモーン達や不

なわちダイモーン達︑あるいは不敬な人々のアポカタスタシス︵復帰︶があるだろ

敬な人々の刑罰が一時的であるとか︑この刑罰にいっか終極があるだろうとか︑す

スタシス﹂も︑このギリシア教父によれば正に﹁万物復帰﹂を意味する︒例えば
﹃諸原理論﹄ ∇八・三で教父は︑﹁すなわち神のＢｅｎｉｇｎｉｔａｓ︵善意︶が︑⁝⁝万

うなどと︑言ったり考えたりするものは破門されてあれ﹂︵20︶とある︒すでに正統派

六二 ︵62︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄︵一八〇〇年一一八三年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

﹁万物復帰﹂を扱っている︵16︶ｏ更にギリシア語原典が残存する﹃ヨハネ福音書への

物を至福な終末へと招喚し︑かつ誘導する﹂と述べ︑﹁至福な終末﹂へ向けての

界から眺めるキリスト教は多彩に異教圏と触れ合う︒目下ここで話題の﹁アポカタ

でない︒その好例がオーリゲネース︵一八五年上一五三年頃︶の著作群で︑この視

﹁無へと復帰﹂しても不思議ではない︒しかし他方オーリゲネースが説く﹁神の善

になる︒結局ギリシア神話世界は︑正統派キリスト教徒を基準にする限り︑今日パ
ト教は正統派に固執するならば︑時勢に乗りおくれる

ルテノーン神殿がアクロポリスに聳える様に甦らない︒ならば古典ギリシアの復興
に余念なき今日︑
ことになりはしな

ろキ
うり
かス

だが実の所キリスト教の伝承は︑正統派の資料だけに限定されるほど貧困なもの

い逆
だに

六三 ︵63︶ 高知大学学術研究報告 第四十八巻 ︵一九九九年︶ 人文科学

聳えるアクロポリスの麓の丘︑軍神アレースの岩山︵アレイオスーパゴス︶で︑

分尊重していたのであろう︒実際この使徒が古都アテーナイでパルテノーン神殿の

おそらく使徒パウロは紀元後になっても︑こうした古代ギリシア神話の風土を十

コ丁一九に好例がある︒ここでは﹁神の楽園﹂︵Ｌｕｓｔｇａｒｔｅｎ Ｇｏｔｔｅｓ)で至福を

﹁アテーナイの人々よ︑万事につけ皆さんは︑とてもダイモーンを畏み恐れておら

みな一切が根絶されることを希求することであろう︒すでに﹃エゼキエル書﹄二八・

ついには﹁滅亡し︑nimeｒ ｍｅｈｒ ａｕｆｆｋｏｍｅｎ︵もはや決して生起せず︶﹂と記さ

ｇｌｅｕｂｉｇ)もこれに近い︒ところが本来パウロは敬神の念の篤い古都の人々の心に

聖書で﹁迷信深い﹂(ｓｕｐｅｒｓｔｉｔｉｏｓｕｓ)と訳され︑大体ルターの訳語︵Ａｂｅｒ‑

れている︒この﹁デイスィーダイモーン﹂︵ｄｅｕｆｉｄａｉｉＭｏｖ)は後に︑公認ウルガータ

れるように見受けられます︒﹂と切り出したことは︑﹃使徒行伝﹄ 一七・二二に記さ

享受していた者が︑罪を侵して聖所を汚し︑楽園から追放されて地獄落ちとなり︑

れている︒もはや堕天使が至福なる天界へ復帰することは不可能であり︑その者は
﹃マタイ福音書﹄二五・四一で述べられている通り︑﹁ディアボロス︵悪魔︶とその
使者たちに用意されている永遠の火の中へ﹂と投げこまれ︑この地獄の劫火もろと

う﹁知られざる神︵︱か︶﹂への道として大切に扱っている︒勿論パウロの神はダ

宿るダイモーンを︑決して迷信として斥けず︑むしろ﹃使徒行伝﹄ 一七・一三に言

もに消え去るのみである︒
この非寛容な神観は﹃出エジプト記﹄における異教殲滅に呼応する︒この場合は

したのは︑ギリシア正教会公認の七十人訳聖書であり︑この概念を踏まえてルター

界へ復帰する道は途絶える︵６︶︵︶ このペセル︵彫像︶をエイドーロン︵偶像︶と明示

の場合なら︑ローマ教会カトリックも迷信として︑結局は悪魔の支配圏へと突き落

ここで歴史は直線をなして更新しつつ︑次から次へと異端を切り捨ててゆく︒ルター

により否定されて地獄落ちとなれば︑もはや二度と天界への復帰は叶えられない︒

他方ミルトン達にとり︑ダイモーンたる神々は悪霊に他ならず︑ひとたび唯一神

イモーンを凌駕する︒但し︑これはダイモーンを否定しさることではない︒

古代ギリシア等の﹁エローヘーヘム︵神々︶﹂︵二三・二四︶の﹁ペセル︵彫像︶﹂
︵二〇・四︶が破壊され︑こうして異教の神々︑例えばバラス女神アテーネーやポ

訳一五四五年﹃聖書﹄には︑﹁汝は○ｏｔｚｅｎ︵偶像︶を引き倒し︑破壊すべし﹂︵二

イモーン達の殿堂﹂石ａ乱ａｅｍｏｎｉｕm︶と﹃失楽園﹄第一書の第七五六句で名付

とされる︒こうして新教プロテスタントの側では︑清教徒ミルトンが﹁あらゆるダ

イボス神アポローンが断罪されて地獄落ちとなり︑もはやこれら神々が至福なる天

三・二四︶とある︵７︶ｏ こうして︑ミルトンの﹃失楽園﹄︵ニ八六七年︶第一書の第

たちダイモーンには天界へ復帰する可能性が無いとの旨である︒翻って古代ギリシ

られるに値する力を奪われ︑万事は迷信︵Ａｂｅｒｇｌａｕｂｅ)の頚木へと屈したのだ︒﹂

深い闇に被われ︑理性は下女となり︑知恵は蹟きとなった︒かくして前世は︑考え

衆の視線を捕え︑かつ︑自ら神の如く俗衆に崇拝されんことを望んだ︒⁝⁝真理は

満ち︑更に神々も集まった︒そして貴金属に飾られ︑やがて祭司(Ｐｒｉｅｓｔｅｒ)は俗

される事が黄金で飾られて祭壇に坐り︑聖なる香を享けた︒今や世は神殿や林苑に

で︑迷信の神話世界へとカトリックを直結する︒﹁貪欲︑虚言︑豪奢︑そして非難

人ハラーが﹃理性︑迷信︑不信仰についての考え﹄︵一七二九年︶と題した教訓詩

けた悪魔達の城砦で以て︑ローマの聖ペテロ教会を連想させ︑石︶カルヴァン派の詩

五〇八句でも︑﹁イオーニアーの神々﹂︵ｄｉｅ Ｉｏｎｉｓｃｈｅｎ Ｇｏｔｔｅｒ︶〜が︑魔王サタ
ン達と共にダイモーン︵悪霊︶として地獄止めとされている︒結局ギリシアの古代
には善美であった神々も︑ミルトンによれば一種の堕天使と看倣されてしまう︒
更に﹃失楽園﹄第三書で詩人は︑唯一神にこう述べさせる︒﹁だから人間は︑
︷︸〜ぼ︵神の恵み︶を見い出して然るべきだが︑堕天使たちは違う︒﹂︵第一三一

アでダイモーンとは神に他ならない︒例えば︑プラトーンの﹃パイドロス﹄二四七

︵第一四九句−第ヱハ○句罵︶とあり︑こうした﹁祭司﹂と異なるのが新教プロテ

句以下︶︵旦とあり︑﹁人間﹂のみは悪魔に唆された故に救われ得るけれども︑神々

では神の声が﹁神々しくダイモーン風のもの︵ダイモニオン︶﹂とされ︑﹃饗宴﹄二

Ａには︑﹁神々とダイモーン達の軍勢﹂が語られ︑ １ソークラテースの弁明﹄三一Ｃ

スタントの﹁牧師﹂︵Ｐａｓｔｏｒ)と言うことになる︒

結論はルター派の場合なら︑一五三〇年のアウグスブルグ信仰告白(Ｋｏｎ‑

○二Ｄで話題の恋の神エロースは﹁偉大なるダイモーン﹂︵レＱタミｔ母ａ︶と呼ば

ｆｅｓｓｉｏｎ)の第十七条でキリストの再来に関し︑こう記されている︒大切なのは

れている︒︵︒︶また両人の哲学における先輩ヘーラクレイトスは︑﹁人間にとっての
エートス︵本質︶はダイモーンである﹂︵ＤＫ一一九︶との断片を残しているｏ︵10︶

﹁最後の審判におけるキリスト﹂であり︑キリスト来臨の目的は﹁全ての死者を甦

らせ︑信仰ある選ばれし者に永遠の生命と永遠の歓喜を与え︑神を畏れぬ不信仰の

実際プラトーン自身も﹃ティーマイオス﹄九〇Ａで︑神が人に叡智ヌ
{ー
ｖス
ｏｖｃ︸をダ
イモーンとして与えた︑と語っている︒

この種の代表︑堕天使アバドナ救済を歌ったクロプシュトックの﹃救世主﹄をまず

新教プロテスタントの思潮に棹さすものであることは周知のことであろう︒そこで

扱う︒この際見逃せない先人が叙事詩﹃ウーラニアース﹄の作者ペーターゼンで︑

ヌスとルターの発言と突き合わせる︒

触れる前に︑ここではオーリゲネースの見解を︑正統派の巨頭二人︑アウグステイー

この敬虔主義者が万物復帰を提唱した書物﹃万物のアポカタスタシスの奥義﹄等に

ドイツ文学におけるアポカタスタシスの諸相

−クロプシュトックの﹃救世主﹄から

Ｐｈａｓｅｎ ｄｅｒ Ａｐｏｋａｔａｓｔａｓiｓ in ｄｅｒ ｄ ｅｕｔｓｃｈｅｎＤ１１０耳ｃコＱ

ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄までＩ
−くｏコ一︵一〇ｐｓｔｏｃｋｓ ︒Ｍｅｓｓiaｓ ︵１７４８‑１７７３︶ biｓ ｚｕ

ルターのように究極を考え︑悪魔の国である地獄が無に帰し︑悪しき者は霊も人も

厳正なキリスト者なら︑新教であれ︑カトリックであれ︑ギリシア正教であれ︑

︵全滅︶され︑罪も死も地獄もｖｅｒｔｉｌｇｅｔ︵根絶︶される﹂ことを祈願している︵５ｙｏ

は﹃大教理問答書﹄二五二九年︶で論じた時に︑﹁ついに悪魔の国がｇａｒ ｚｕｓｔｏｒｅｔ

ス﹂は︑善悪が峻別される最後の審判における世の終末を意味する︒これをルター

リストが神の国と共に到来するということである︒こう解された﹁アポカタスタシ

ノアの洪水さながら気づかぬうちに︑突然に知らぬ間の出来事として︑復活したキ

か︑﹁思いがけぬ時に人の子は来るであ・ろう﹂︵二四・四四︶と語られている︒要は

⁝⁝そのように人の子のパルーシアー︵来臨︶もあるであろう﹂︵二四・二七︶と

福音書﹄で物語られるキリストの来臨が念頭に浮かぶ︒それは﹁即ち稲妻のごとく︑

何もかもが根底より改められ︑殊更に新しくなる点に求められる︒例えば﹃マタイ

リスト教に継承された救世主メシア来臨の思想に結びつけられる︒すると眼目は︑

であろう７︶︒﹁アポカタスタシス﹂は﹁更新﹂として受け取られ︑ユダヤ教からキ

らむしろ出典箇所を﹁万物更新﹂と和訳した日本聖書協会刊﹃聖書﹄の解釈を取る

但し︑﹃使徒行伝﹄における﹁復帰﹂の意味内容となると︑正統派キリスト者な

訳している点では変わりない︒

る︷３︸ｏすなわち新教プロテスタンドでも旧教カトリック同様に︑聖書原典を素直に

一五四五年﹃聖書﹄最終決定版に至るまで︑話題の名詞に対応する訳語として︑動
詞の過去分詞で﹁復帰﹂︵ｅｒwｉｄｄｅｒ ｂｒａｃｈｔとかｅｒwｉｄｅｒｂｒａｃｈｔ)をもちいてい

書を権威と七ない宗教改革者ルター恚︑ブ五二二年﹃九月聖書﹄︵新訳のみ︶以降一
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に寛容ゆえ弾劾されたオーリゲネースの思想が︑この啓蒙の時代に支持されるのも
不思議ではない︒但し︑﹃弁神論﹄の著者ライプニッツがそうであるように︑多く
はオーリゲネースの説く万物復帰を正面に押し出すのを控えた︒この点では啓蒙期
の寛容思想の闘士レッシングも例外でない︒
ところが詩人たちの努力は︑悔悛の悪魔アバドナの楽園復帰を始めとし︑十八世
紀ドイツ文学を異端オーリゲネース主義で色濃く染める︒これにはヴィンケルマン
以降ドイツの清浄心がつかんだギリシア精神が一役買う︒もはや神々は︑ミルトン
の﹃失楽園﹄に描かれたような悪魔の仲間なのでなく︑やがてヘルダーリンの﹃パ
ンと葡萄酒﹄において﹁至福なるギリシアの神々﹂となる︒また神々の敵タンタロ
スも︑ゲーテの﹃イフィゲーニエ﹄の﹁美しき魂﹂の悲願から見ると︑万物復帰に
無縁とは言えない︒
レッシングすら地獄止めとした悪霊タンタロスをも︑啓蒙時代の徹底したオーリ
ゲネース主義は天界へ復帰させる︒このような清浄心の源を考えると︑見逃せない
のがドイツ敬虔主義︵ツ・Ｅヨ回︶である︒有名なゲーテの﹁美しき魂﹂が︑この

六四 ︵64︶ ヘルダーリンの﹃パンと葡萄酒﹄﹁ス呂年﹂八〇一年︶とオーリゲネース風アポカタスタシス ︵高橋︶

