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ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

静かに安らう都市︒ひそやかに街路には︵燈火と月影の︶光が満ち︑
して松明に飾られて騒然と馬車は疾駆し過ぎ去る︒

して収支得失を慮る思慮深い家長は

満ち足りて家路へと︑昼間の歓びに別れを告げ︑安らぎを求め歩みゆく人々︒

悠然と和やかにわが家にくつろぐ︒︵黄昏の今は︶葡萄も花束もなく︑
して手仕事の品々もなく安らう︑︵昼間は︶忙しき広場の市場︒
だが他方︑竪琴の音が彼方の庭園から響いて来る︒恐らくは
そこで恋人が奏で︑或いは孤独な者が

洞々と湧き︑清冽な水しぶきをあげ迢り︑芳香に匂う花壇を居している︒

彼方の友を想いつつ︑また若き日を偲びつつ︒して噴泉が

ひそやかに黄昏の夜気に響き渡る晩鐘の音
して時刻を想い︑その数を夜警は声高に呼ばわる︒
今や又ある息吹きが到来し︑林苑の樹頭を︵天上へと︶揺り動かす︒
見よ！・ して我らの大地の影像たる月も
また秘蔵の荘厳より解き放たれ︑霊気溢れる夜が到来する︒
星辰に輝きみち︵清澄な︶夜は︑恐らく私達などまず配慮もせず︑

恋都市の諸相︵くｅｒｓｃｈｉｅｄｅｎｅｓ in ｄｅｒ Ｓｔａｄｔ︶

祠商人と詩人︵Ｄｅｒ Ｋａｕｆｍａｎｎ ｕｎｄ ｄｅｒ Ｄｉｃｈｔｅｒ︶
ｒＬ

第一句で窓辺の光にともされ古典悲劇を読み耽ると想像される詩人は︑

第二句より背景に退き第六句まで隠れている︒その後それに呼応する姿は
第七句以下で現われる︒

安らう忙しき広場の市場︒

そこで恋人が奏で︑或いは孤独な者が

だが他方︑竪琴の音が彼方の庭園から響いて来る︒恐らくは

彼方の友を想いつつ︑また若き日を偲びつつ︒

第八句の﹁恋人︵のぎにの宸乱の・︶﹂や﹁孤独な者﹁ｅｉｎ ｅｉｎｓａｍｅｒ Ｍａｎ己﹂︑

殊に後者に詩人の姿はまず投影され易い︒実際ヘルダーリンの伝記が何よ

り孤独な者の生涯を告げる︒また第八句の五歩格で盛り上がる所も﹁孤独

︵ｅｉｎｓam︶﹂の語頭で︑その前の冠詞︿のドＶに畳重ねられて一層と際立つ︒

第七句頭の﹁だが他方︵ｙヴ・こ︶を機に︑これまで具象化され客観性を

場﹂など︑これらは決して単なる記述描写でなく︑現実の諸相と詩魂の往

してゆく︒これまでの﹁都市﹂や﹁街路﹂︑それに﹁馬車﹂や﹁広場の市

帯びた都市生活の諸相から︑詩想は次第に主観性に彩られた心象へと転調

山頂の上高く︑悲槍かつ壮麗に立ち現われる︒

いて来る︵芯ぽま〜︶﹂において悠然としたなだらかな峰を形造り︑この

する瞑想への動静が明らかとなる︒まず第七句で旋律曲線は﹁彼方から響

ない︒ところが次に来る第七句以下は事情が異なり︑正にこの内省し深沈

の鏡に素直に映じ造形化されており︑未だ詩想が内観に沈みゆくとは読め

き交う想念である︒しかしながら︑この都市像では当時の外界が詩人の心

︵﹃パンと葡萄酒﹄一八〇〇年１一八〇一年︑第一節︑第一句−第十八句︶

彼方で光明を放ち︑驚嘆させ︑人間では異邦の者として
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てこの新たな呻吟により﹃パンと葡萄酒﹄では︑第六句まで歌われた都市

ともなき﹁彼方︵才〜︶﹂から響き渡ってくる咽喉音と考えられる︒そし

うち﹁響いて来る︵乱ぽ︶﹂の箇所が最高潮となる︒これは文字通り何処

ト︶﹂が来臨する点に眼目がある︒

リシア﹂から﹁至高者の息子︵ｄｅｓ Ｈｏｃｈｓｔｅｎ Ｓｏｈｎ︶︑シリア人︵キリス

には変わりがない︒但し﹃パンと葡萄酒﹄終結部の招魂は︑﹁至福なるギ

後の冥界へ赴くという基調︑すなわち生者の圏内から彼岸の死圏への動静

﹂五八

息子︑かのシリア人が︑︵闇夜における︶幽魂︵キリスト者︶

たちの下へと降りて来る︒

はなお潤む︒

魂︵？・に︶から輝き９回ぼ器︶︑その光︵にのぼ︶に賢者の目

われし

一五七 至福の賢者たちにはそれが見え︑一沫の微笑みが︑︵現世に︶捕

一五六

一五五 だが︑かくするうちに︑松明をかざす者︑至高者の

像の外観に映し出された内観が︑次第に一層と心の中へと重心を移し︑か
この内面世界への転調は第八句で歴然とする︒すなわち﹁恋人﹂とか

くして心に移りゆく情緒の流れへと音調が転移するのである︒
﹁孤独な者﹂が歌われ︑人の心の動きを抜きにしては考えられない﹁恋
︵エロース︶﹂とか﹁孤独﹂という詩歌象徴に彩られ︑詩想は主情の色合い
を濃くする︒そして第九句では更に﹁彼方の友を想いつつ︑また若き日を
偲びつつ﹂と︑意識は時空を過去への追想へと向かい︑第七句以下におけ
る瞑想への傾斜は決定的となる︒ここでなら古代ギリシア神話の知識を活
用することも許されよう︒例えば﹁恋﹂と﹁孤独﹂の両者を彩る古代神話
なら︑第一に歌人オルペウスとその妻エウリュディケーの物語を念頭に置

萄酒﹄第一句における月影と燈火の光明︵甲︶〜３ 才品︶を想わせ︑いつ

﹁幽魂たち︵？ぼま〜︶﹂の夕闇をともす﹁光﹂の﹁輝き﹂は︑﹃パンと葡

句にいう﹁竪琴︵賢富回心邑︶﹂の名手として古来称えられた﹁恋人﹂で

くことができる︒実にこの歌人オルペウスこそは︑﹃パンと葡萄酒﹄第七
あり︑この﹁竪琴﹂のみを頼りに亡き妻エウリュディケーを慕い乞い求め︑

めである︒これは﹁至福なるギリシア﹂︵第五五句︶に牛リスト像が見い

圏が冥界に他ならない幽魂の国︵節目はｃ〜聡３ ︶である点を確認するた

第一六〇句︶において冥府ハーデースが附加されるのは︑現世キリスト教

節は﹁至福﹂を﹁ギリシア﹂に求め内省する︒先の終結二句︵第一五九句−

終結部は魂め古里ギリシアより光明が降臨する︒これとは正反対に第一

とはなしに終結部は冒頭へと回帰してゆくことになる︒

単身あえて冥府︵ハーデース︶へと招魂すべく降りていったのである︒
その様は﹃パンと葡萄酒﹄終結部︵第九節︶で歌われている詩歌象徴に

和やかに夢みて大地の腕で︑かの巨人が眠る︑

通じる︵ＳｔＡ ｎ.９５︶︒

二八〇

一五九

それどころか﹁幽魂の国︵︷︸ａｓ Ｒｅｉｃｈ 四回節丁に〜︶﹂と言えば︑むしろ

出されて後に明らかとなる︒いまだ第一節﹁夜﹂には︑この確認がない︒

として歌ったシラーの﹃理想︵ぽ・巴︶と人生﹁にぼ已﹂二八〇四年︶の

いる︒

かの嫉み深い︵冥府の番犬︶ケルペルスさえもが甘露に眠って

ここでは酒神ディオニューソスの葡萄酒に酔い猛犬ケルペルスが眠るのに

かも先輩シラーの場合︑重心は明らかに人生の方にあり︑理想界ギリシア

初稿表題が︑この﹃幽魂の国﹄二七九五年︶であった︵Ｚｙに≒︶︒し

古代ギリシア神話世界を当時十八世紀末は意味した︒実際ギリシアを理想

対し︑他方オルペウス神話では冥府の渡し守カローンが歌人の竪琴の音に

︵３︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 ︵一九九五年︶ 人文科学

聞きほれ眠ることになる︒たとえ双方の情景は異なろうとも︑現世から死
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一

あたかも谷川が岩壁より

時より別の︵時︶へと︑

先師シラーが﹃幽魂の国﹄第十八節の第一七五句以下で言う﹁現世の重き

幾年も空漠の彼方へと︒

また岩壁へと投げ出される如く︑

幻像︵ｄｅｓ Ｅｒｄｅｎｌｅｂｅｎｓ ／ Ｓｃｈwｅｒｅｓ Ｔｒａｕｍｂｉｌｄ︶﹂︵ＮＡにＪ↑︶は︑こ

魂は言わば孤独を窓として﹁空漠の彼方へ ︵ｉｎｓ Ｕｎｇｅwｉｓｓｅ︶﹂と自己を

シアに徹する力はシラーになく︑その躍動する理念の古典界に背を向けて

放下する︒

こで古典ギリシア悲劇の雄オイディプースを鏡に一層と研ぎ澄まされ︑詩

と葡萄酒﹄は事情を異にし︑その冒頭で生成する光明は実に控え目ながら

イマル文化圏の先達も頼りにならない︒確かに現状は厳しい︒﹃ハンと葡

ない︒政治上シュヴァーペン共和国実現も挫折し︑文学上シラーたちヴァ

でと同様︑そこに﹁一八〇〇年頃の悲哀と空想﹂しか見ないでは済まされ

える試金石となる︒この本筋から眺めると︑話題の第七句以下も第六句ま

役をつとめる希望が︑その人目でダンテの﹃神曲﹄こ四七二年︶﹁地獄篇﹂

の歌劇﹃オルフェオ﹄︵一六〇七年︶第三幕冒頭において︑冥府への案内

連して言及した歌人オルペウスの場合でも︑例えばモンテヴェルディ作曲

なきこと︵ｙ乱ｋｅｉｎｅｒ Ｓｔiiｔｔｅ ｚｕ ｒｕｈｎ︶﹂に礎かおる︒先に恋と孤独に関

Ｙと好対称なして︑第七句より第九句にかけての詩想は﹁何処にも安らぎ

第六句までの安らぎ︵欠字の︶の動機Ａ・：ｒｕｈｅｔ ･： ｒｕｈｅｎ⁝〜ぼ・：

萄酒﹄第七節で﹁乏しき時代の詩人︵回ｃｈｔｅｒ ｉｎ ｄｉｉｒｆｔｉｇｅｒ Ｚｅｉｔ︶﹂︵第一

第三歌の第九句を引用し︑要点を指摘する︒

もここにある︵ＳｔＡ １１.７３︶︒
基調は陰影に豊んでおり︑第七句の﹁竪琴の音﹂も第八句の﹁孤独な者﹂
も明朗快活からは遠い所にある︒すでに﹃ヒュペーリオンの運命の歌﹄
こ七九九年︶終結の第三節が響いてくる︵叩ｙ↑︷に品︸︒

盲目に︵回︷ぼきり︸或る

苦悩する人間︵回ｅ ｌｅｉｄｅ乱ｅｎ Ｍｅｎｓｃｈｅｎ︶は

消えゆき落ちゆく︑

一六 だが私達に叶えられしは︑

一

にある︒この一節をルター訳ドイツ語聖書に拠るバッハ作﹃マタイ受難曲﹄

イ福音書﹄第二七章の第四六節﹁エーリー︵まご・エーリー︶以下︵百︶

で待ち望む︒﹂︵台ごという信仰の問題なのである︒すでに先例は﹃マタ

がない︒むしろ眼前にないものを私達が希望する時︑始めて竪忍不抜の心

にある希望︵に〜り︶は希望でない︒つまり眼前のものが希望されるわけ

聖書﹄に収められた﹃ローマ人への書簡﹄でパウロが説くように︑﹁眼前

これは虚無へと絶望して自暴自棄となれ！ ということではなく︑﹃新約

ここより入る者は︑あらゆる希望︵召の口回已を捨てよ︵28︶ｏ

号一句︶が﹁盟友なく︵ｏ回の︵り〜ｏ・・〜︶﹂︵第二一〇句︶と語られる理由

シアは﹁影なす幽魂の国﹂どころか︑むしろ現実の革命を精神史の源で支

も﹁至福なるギリシア﹂に躍動する理念を孕んでいる︒すると理想界ギリ

しまう︒この証左が﹃散策﹄二﹄二八〇〇年︶の初稿﹃悲歌︵回の征の︶﹄二

ろが目下フランス革命勃発後の現実を睨み合わせるとなると︑理想界ギリ

一

一
一
一

七九五年︶にすでにある︒同じ︑
同じ二行連句詩型︵囚の胚の︶の作品でも﹃パン

一

四

単に一般化した理想としてなら︑幽魂の国ギリシアは有効である︒とこ

○

一
一
一
一

一
一
四

た
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二七二九年︶第七一番︵叙唱︶より引用してみよう︒

﹁エーリー・エーリー・ラーマー・アザブターニー？﹂

福音史家 ﹁・：して第九時︵昼三時頃︶にイエスは声高く叫び言った︒﹂

イエス

﹁待て︑エリアが来臨し︑イエスを救うかどうか見ていよ

在るのか？﹄ということである︒ ⁝﹂

福音史家 ﹁これはっまり︑﹃わが神︑わが神︑なぜ汝は私を離れて

合唱
う︒﹂
福音史家 ﹁だがイエスは再び大声で叫び︑そして事切れた︵29︶︒﹂

﹁わが神︵煮し二は﹃詩篇﹄第二二歌の第二節︵↑↑回︶にも見られ︑
その中で鍵となる﹁ぼ作匯﹂の﹁離在︵Ｄｎ︶﹂に︑﹃マタイ受難曲﹄の底本

の修道士エックハルト ︵一三二八年没︶ も ﹁純粋な離在

すなわち﹁至福﹂の探求と﹁離在﹂は表裏一体である︒この故にこそ中世

︵ａｂｅｇｅｓｃｈｅｉｄｅｎｈｅ匠が︑あらゆることを凌ぐ︶と言いいこの離在

ない︵31︶︒

︵β冨ｅｓｃｈｉｅｄ ｅｎｈｅ言に﹁至高かつ最善の美徳︵〜回ぽ︶﹂を認めたに違い

こう言った﹁離在﹂へと﹃パンと葡萄酒﹄第八句の恋︵エロース︶や孤

独はつながり︑この詩想は﹁淋しい﹂とか﹁一人ぼっちだ﹂などという心

理上の感傷や感慨で量るには︑余りに慎ましい謹厳さに満ちている︒つま

り直接そのような心の動きが表立たず︑情念は目立たず意識の水底を悠然

と力強く流れている︒この｀
言わば生け・
る静・
謐●
を●
い・
ざなうのが︑第七句にあ

る﹁竪琴の音︵臣屎回心回︶﹂と考えられる︒これについては﹃気むずか

しい人々﹄二七九九年︶冒頭で︑ヘルダーリン自身がこう歌っている
︵Ｗｙに函︶︒

一 彼方から耳にするだけで︑たとえ嘆き悲しんだ折とて︑

ルター訳一五四五年版聖書では﹁捨﹂とか﹁見捨﹂とも解せる動詞Ａ
ｖｅｒｌａｓｓｅｎＶをあてている︵︵︶・コ︶︒更に啓蒙期十八世紀ヘルダーリンが愛

二

竪琴の音︵添応〜召回︶と歌声は︑私の心を直ちに黙させる︒

読したクロプシュトックの叙事風詩歌﹃救世主﹄︵一七四八年−七三年︶
第一〇歌の第一〇三〇句︵一七八〇年アルトナ版︶でも︑﹁わが神︵くのＦ

﹁竪琴の音︵測 右え︶﹂とは文字通り﹃詩篇﹄の聖歌︵汐巴日︶に通じ︑

この謹厳な﹃旧約聖書﹄の慎ましくも力強い調べが苦難の民の心を支える

︵いｏ萍︶⁝離在︵ぷ工回呂巳︵ごと︑伝統あるルター訳が踏襲されている︒
﹁離在﹂が﹁捨﹂とか﹁見捨﹂より相応しい理由は︑ここで﹃パンと葡

内にこもり魂の水底へと沈潜し︑この深沈の﹁彼方卜に﹁至福なるギリシ

酒﹄第八切の恋や孤独とても敢て外に心情吐露されるのではなく︑むしろ

ように︑歌心に静かに働きかける楽音と考えられる︒従って﹃パンと葡萄
この占Ｊは
・●・

萄酒﹄の神観を鑑みて︑まず﹁隠れた神︵口の回呂呂ｏ乱に回︶﹂︵﹃イザヤ

書﹄第四五章・第十五節︶が留意されるからである︵︷に↑麓︸︒
第一句の月影に関し第二一九句のキリスト像に言及した折に︑その隠れて
働きかける姿に注目したことを想い起こせば解かる︒そして神自身たる安

合いを異にすることは確かで︑ここには市民生活の安らぎが欠けている︒

以上の第七切から第九句にかけての詩想が︑それまでの第六句までと色

ア﹂も始めて問われ得るのである︒

せる﹃パンと葡萄酒﹄第八句の﹁孤独な者﹂にも希望は離れて在る︒こう

但し日常性に離反して﹁孤独な者﹂が詩想の核心へと自己閉塞してゆくの

らぎが救世主キリストに﹁離在﹂であるように︑目下ヘルダーリンを想わ

して﹁何処にも安らぎなきこと﹂が基調をなすが︑しかし決してこれは無

では決してない︒成程この第七切以下は次第に内観に沈みゆき︑ここで

︵５︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 二九九五年︶ 人文科学

いとは
っなしに求めているか
一ら
・︑
一そうなのである︒
頼を意味せず︑むしろ何時

岑岑

︵６︶ ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

生活の価値領域が︑だが崇高な精神的瞑想の生活のそれには踏みこめない

とは事実である︒ところが﹃パンと葡萄酒﹄冒頭六句に見られる﹁忙しい

ら〜﹂とされる︒更には一般化して︑﹁人間の活動︵ｍａｎ'ｓ ａｃｔｉｖｉｔｙ︶を

での営業が儲かった︵ｄｉｅ Ｐｒａｘｉｓ

を考える論者もおり︑この場合の根拠づけは第六句を睨み合わせ︑﹁市場

る︵33︶︒また同様の読み方で︑﹁家長﹂に搾取階級ブルジョワ︵ごｏ回ｌｏ邑

﹁抜かりのない商人はその日の損益を思いはかる﹂と和訳されたこともあ

ものとして限定づけられている︵32︶﹂とまでは言えない︒むしろ第六句ま

言われる︒すると第七句以下に﹁ひき続く詩行では︑もはや﹃昼間の歓び

ｈａｔ

でと第七句以下との間には︑両者の明暗もさることながら︑双方の親密な

で︑例えば﹃忙しき﹄︑﹃手仕事の品々﹄︑﹃収支得失﹄とある︵曹︶とまで

描くすべての言葉が︑ここでは潜在的に軽蔑的︵ｔｏ芯ぽ副耳ｐｅｊｏｒａｔiｖｅ︶

︵Ｆｒｅｕｄｅｎ ｄｅｓ Ｔａｇ巴︶︵第三句︶について語られず︑それとは全く別種の

Ｍａｒｋｔｓ

つながりが認められる︒まず第八句の﹁恋人﹂や﹁孤独な者﹂に詩人の投

のところ詩人は目立たず然り気なくで討あるが︑すでに第一句で月影と燈

もの︑すなわち夜の時代における酒神ディオニューソスの歓びについて語
られる︵36︶﹂と評されるに至る︒

看倣されたのは︑実のところ古い︒すでに十九世紀初頭一八一六年十二月︑

活動﹂を示す冒頭六句が︑このように次の第七句以下に不似合いな異物と

ｓｉｃｈ ｇｅｌｏｈｎｔ︶か

﹁収支得失︵︵Ｊｅwｉｎｎ ｕ乱くｅｒｌｕｓｔ︶﹂︵第四句︶に象徴される﹁人間の

車﹂が﹁過ぎ去る﹂と歌われ︑民会による共和国建設を拒む門閥の社交会

ロマン派ブレンターノの日記書簡には︑明白・な遁世風想念に駆られて︑

解されている︵ＳｔＡ ＶＩＩ.ＩＩ. ４３４︶︒

﹃パンと葡萄酒﹄冒頭六句が﹁病労︵甲日比自巴 へと至る世の営み︶と

冒頭六句は︑現実へ向けての世の営み︵ｄａｓ wｅｌｔｌｉｃｈ のＴｒｅｉｂｅｎ ｉｎｓ

して収支得失を慮る思慮深い家長は

四

の表題の下︑ゼッケンドルフ編﹃詩神年鑑︵Ｍｕｓｅｎａｌｍａｎａｃ言︶︵一八〇

ロマン派詩人は第二節以下を知らず︑第一節のみを﹃夜︵回のツー詫匹︶﹄

れた無垢への回顧︵Ｒｉｉｃｋｂｌｉｃｋ ｚｕｒ ｖｅｒｌｏｒｅｎｅｎ Ｕｎｓｃｈｕｌｄ︶であり︑⁝

Ｖｅｒｌｏｒｅｎｈｅｉｔ︶ではないでしょうか︒第七句に登場するのは︑失なわ

への憧れ︵Ｓｅｈｎｓｕｃｈｔ ｄｅｒ Ｚｅｉｔ︶であり︑喪失の感情︵Ｇｅｆｉｉｈｌ ｄｅｒ

しょうか︒ひき続く六句︵第七句１第十二句︶は︑︵失なわれた︶時

Ｒｅａ邑が︑疲労へと︵ゴｒｓ回甲〜回に品︶いたるものではないで

して手仕事の品々もなく安らう︑︵昼間は︶忙しき広場の市場︒

おもんばか
●一・
Ｖｅｒｌｕｓｔ
︶
を
慮
る
﹂
と
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れ
て
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あ
る
︒
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・縁遠いとして︑﹁収支得失を慮る思慮深い家長﹂
おが
も︑
んばか
おおよそ歌心に

注目したいのは︑その﹁思慮深い家長﹂が﹁収支得失︵︵いのま呂に乱

︵詞ｏ巨〜印︷乱〜︸わが家にくっろぐ﹂にある点は既に指摘した︒ここで

最高潮が第四句より第五句にかけて︑﹁思慮深い家長は／悠然と和やかに

六

五 悠然と和やかにわが家にくっろぐ︒︵黄昏の今は︶葡萄も花束もなく︑

人々︒

三 満ち足りて家路を︑昼間の歓びに別れを告げ︑安らぎを求め歩みゆく

の安らぎが高唱される︒

が消滅の相にて黙殺された後︑ひき続く第三句以下は第六句まで市民生活

投影されると読める︒その間に第二句では﹁松明﹂とともに﹁︵宮廷︶馬

眼下にあり︑その第七句以下に至ってようやく都市像の中にも詩人の姿が

従って﹃パンと葡萄酒﹄第六句までの都市像は︑いつとはなしに詩人の

火の光明に浴していると想像される︒

ｄｅｓ

影を見るのは自然なことである︒しかしながら本論が指摘したように︑実

﹁より深層の生か響きわたる︵ｅｉｎ Ａｕｆｋｌｉｎｇｅｎ ｄｅｓ ｔｉｅｆｅｒｅｎ Ｌｅｂｅｎｓ︶﹂こ

六

四句の﹁失︵Ｖｅｒｌｕｓｔ︶Ｊに濃淡細やかな喪失感情を抱いたとは考え難い︒

感情は︑あくまで遠離機上の厭世観に支配されており︑ブレンターノが第

眺められている︒しかも十九世紀当初この失楽園︵Ｐａｒａｄｉｅｓｖｅｒｌｕｓｔ︶の

念頭にないので︑専ら﹃聖書﹄本位の西欧キリスト者の関心から第一節は

七年︶で見たに過ぎない︒そのため第四節以下の﹁至福なるギリシア﹂が

リ描写﹂の詩句なら︑例えば﹃黄昏﹄で﹁夕暮は共犯者のように獲物を狙

るを得ない︒もし﹃悪の華﹄︵一八五七年︶にボードレールが収めた﹁パ

業をおさえて﹂おり︑正に﹁農業の優位﹂は揺らがず留まっているとせざ

り︑十九世紀中頃に至ってもなお﹁ドイツでは農村が都市を︑農業が商工

ど産業上成熟しておらず︑すでに言及の論文でエングルスが認めている通

う狼の足どりで密やかに忍び寄る﹂︵第二句︶が矛盾する市民社会の扉と

なり︑やがて﹁疎外された労働﹂も︑﹁労働者︵ｏ９に零︶は︵疲れて︶背

他方ブレンターノが失楽園にも通じる﹁喪失の感情﹂を確信したのは第
七句以下に他ならず︑その前六句にある﹁世の営み﹂は結局のところ味気

において証拠立てられる︵ＢＰ Ｉ. １９７５. ９４‑９５︶︒ところが他方ドイツの場

を曲げ︑わが家の床へ戻る﹂︵第一〇句︶とか︑﹁病的な悪魔らは・：／目覚

合この種の詩句は︑今世紀初頭リルケ作﹃ドゥイーノの悲歌﹄︵一九こ一

める︑さながら実業家︵ｇｅｎｓ ｄ'ａｆｆａｉｒｅ︶の如く﹂︵第十一句−第十二句︶

裂を認める見解は主張され続けているのである︒ところが本論のように︑

年−二二年︶第一〇歌の第二節における﹁苦悩の都市﹁ににＩ叩乱ご﹂︵第

ソスの歓び︵万の比の︶﹂に代っても︑今日に至るまで第六句と第七句に亀

詩人の心が第一句で既に人間に開かれている点を留意すれば︑むしろ解釈

十六句︶の描写まで待たねばならない︵39︶ｏ

なき俗事として片付けられる︒そして﹁喪失の感情﹂が﹁酒神ディオニュー

は異なる方向をとる︒この際とりわけ決め手となるのが︑﹁収支得失を慮

確かに孤高の詩人と緯名されるヘルダーリンを念頭に置くと︑﹃パンと

る思慮深い家長﹂︵第四句︶の理解と思われる︒確かに﹁家長﹂はブルジョ
ワとして間違いない︒但し前述の十七世紀の喜劇にある﹁町人︵回かＩ
ジｏ
ョに
ワ︶﹂︑つまり城砦都
・市
一︵
●り
Ｉ自巴の
ブ市
ル民
クＣＢｉｉ
・ｒ
・ｇｅしを︑それは本来意味
ｌ

心して詩歌冒頭を読み進んでみると︑実は一見疎遠なこのような現実が︑

いう筋が一見した所︑疎遠な詩歌象徴と映るのも不自然ではない︒しかし

見事に格調高い詩歌の響きに乗り歌い上げられているのに︑思わず読者は

葡萄酒﹄第四句で﹁収支得失を慮る︵︵ｊrｅwmn ｕｎｄ Ｖｅｒｌｕｓｔ wａｇｅｔ︶﹂と

貴族﹂に対決する﹁市民階級︵曾目回ｏ回・︶﹂を物語る時も︑この都市民

驚く︒なぜ驚くかと言えば︑俗人ならぬ生粋の詩人ヘルダーリン︑あの古

する︒また引用した﹃ドイツの現状﹄で十九世紀中葉エングルスが﹁封建

芯汗ＱｒＱ乱ｂｅｈ ｅｒｒｓｃｎ 〜︶﹂ことが︑階級闘争においても目下肝心な点

︵０旨ｏ罵巳がまず念頭にあり︑ゆえに﹁都市が農村を支配する︵硝の叩麗︲

典ギリシアの崇高美へと目差を向けて逸らすことなき稀有な魂が︑然り気

従って︑﹁事象世界︵Ｓａｃｈ ｅｎwｅｌｔ︶の価値増大に直接比例して︑人間世

と考えられる︒

魂同志がふと出会っている︒故に﹁収支得失﹂と言っても金銭勘定の収支

では現実の生において遠く疎ったもの︑全く異なる方向へと自己実現する

ない有り来たりの日常性を温かく見守りつつ静かに歌うからである︒ここ

なわち﹃経済学・哲学草稿﹄︵一八四四年︶第一草稿にある﹁疎外された

界︵Ｍｅｎｓｃｈ ｅｎwｅｌｔ︶の価値下落が加速する︒﹂というマルクスの理論︑す

にあてはめ︑この疎外ゆえに人間存在が被る ﹁離反体験

労働︵回ｃｅｎｔｆｒｅｍｄｅｔｅ Ａｒｂｅｉｔ︶︵37︶﹂を︑﹃パンと葡萄酒﹄冒頭の都市像

みると︑ここにも第一句に確かめられた頭韻が目に留まる︒

文脈に即して﹃パンと葡萄酒﹄を第四句から第五句へと更に読み進んで

決算のみならず︑日々の自己反省など倫理道徳上の利害関心をも含む︑人
かん
●・●・
間の内外にわたる心の揺れなのである︒

︵げ目〜凛Ｓ既斗〜凛〜︶︵38︶﹂を説くのは見当はずれである︒なぜなら未

︵７︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 二九九五年︶ 人文科学

だ市民階級は当時一八〇〇年頃ドイツにおいて︑疎外理論の対象となるほ

七
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ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

して収支得失をおもんばかる思慮深い家長は︵ｅｉｎ ｓｉｎｎｉｇｅｓ Ｈａｕｐｔ︶
悠然と和やかにわが家にくつろぐ︵Ｗｏｈｌｚｕｆｒｉｅｄ 目ｚｕ Ｈａｕｓ;︶⁝

この人々は大変親切なのです︒

﹁安らぎ﹂と共に﹁寛ぎトが第五句頭における﹁悠然と和やかにくつろぐ

は詩人にとても良かったようで︑このことは更に詩歌﹃ランダウェル君に﹄

︵だｏ才↑〜ｙ乱回︶﹂とも協和している︒実際ランダウェル家での住み心地

館にあると指摘した︒更に﹁思慮深い家長﹂を考える際には︑この豪商ラ

で歌われた模様である︒

を祝して創作され︑同月の聖夜ランダウェル邸に集った客人皆が知る旋律

実際この作品は︑詩人の友の三十一歳の誕生日︵一八〇〇年十二月十一日︶

君のように︑また慈みと充足を︑更に安らぎ︵Ｒｕｈ︶をも見い出す人は︒

そして至福︵留巳巴なのだ︑わが家に平和︵甲︷乱〜︸を︑

が十分に物語っている︵ＳｔＡ Ｉにに︶︒

読点が第四句末になく︑第五句頭へと休止を置かず流れゆく律動において︑

なる︒但し詩人が単なる空想上の観念として﹁思慮深い家長﹂を歌ったと
するならば︑それは伝記上の考証を怠ったことになろう︒反して探求され
た歴史事実は︑虚構を凌ぐ真迫力をもち詩想を充実させる︒既に本論では

ンダウェルの姿をこそ筆頭に想い起こすべきである︒すると通常は相互に

魂の歌声を挙げんと古典詩文味読に余念なき思索家である︒この精神の内

み自らの経営に手腕を発揮する商人であり︑他方は内省する心の奥底から

に期待したことが︑これから解かる︒目下一八〇〇年頃は旧体制シュトッ

リンと同様に豪商も民主共和制を望み︑共に前述のシュヴァーベン共和国

主義者︵︷︸の〜ｏ町政︶であった︵恕︒︶と述べている︒つまり詩人ヘルダー

は︑﹁政治上ランダウェルもまた共和主義者︵Ｒｅｐｕｂｌｉｋａｎｅｒ︶であり民主

伝記につきヘルダーリン協会刊﹃ヘルダーリン年代記﹄︵一九七〇年︶

と外との両極が︑とかく日常の現実に有りがちな芸術家と市民との相克を

とはならない︒﹃パンと葡萄酒﹄冒頭二句に関すれば︑﹁排他的で︑惨めに

クマイヤー派の巻き返しにより︑政治上領邦民会が民主共和制に反旗を翻

も少数の人々を暗い洞穴に閉じこめ︑心の中だけでわくわくはらはらさせ﹂

乗り越え︑﹃パンと葡萄酒﹄第一節では異質な魂同志の稀有な出会いと七

何より冒頭六句における安らぎの律動︵⁝Ｊ冨寸：〜ぼロ⁝〜ぼ⁝︶

る宮廷オペラ文化の演・
劇Ｉ
︵ｓｐス
ｅペ
ｃク
ｔタ
ａク
ｃル
ｌｅ︶は黙殺され︑正︒
反対の共和精神が

している点はすでに見た︒かと言って共和制の理想が何もかも実現不可能

を︑史実の側から裏付けるのが詩人のランダウェル邸滞在である︒例えば

具現された古代ギリシア風の祝祭が遠望された︒当面ランダウェルを扱う

て成就している︒この結果もはや第六句と第七句との間に差異ばかりを強

その商館に居を構えた翌月︑つまり一八〇〇年七月にヘルダーリンは母宛

寛ぎ︵Ｚｕｆｒｉｅｄｅｎｈｅｉｔ︶と安らぎ︵Ｒｕｈｅ︶を心に抱いております︒こ

当地にまいりましてから私は︑ ⁝ 久しく見失なわれておりました

れないことが考証される︒更に経済上ドイツ全体の発展において﹁思慮深

次に豪商自身の経営において労働者との関係に﹁疎外された労働﹂が見ら

場合に留意されるのは︑まず市民と芸術家の双方が共和する明暗である︒

書簡で近況報告のついでに︑自らの心中を次のように語る︵ＳｔＡ ＶＩ.７４︶︒

調する読解は成り立たなくなると言えるのである︒

が︑微妙な明暗を織りなして漫遁する︒一方は実生活の上で経済活動に励

遠く隔たっている﹁孤独な者﹂︵第八句︶と﹁思慮深い家長﹂︵第四句︶と

第一句の﹁窓辺の光﹂に関連し︑詩人の部屋がその親友ランダウェルの商

五
ｌ、
ノヘ

値する︒このように﹁家長﹂は第四句末に重く控え︑市民生活の代表者と

頭韻なして﹁家長︵Ｍ﹇麗警﹈⁝わが家︵巾﹇自巳﹈と呼応する響きが注目に

五

ンザ都市貴族との利害対立にあることも指摘される︒こうして産業革命に

い家長﹂の占める位置が︑旧封建制下における農業の優位を温床としたハ

務に携る公務員の中にも︑詩人の学識に敬意を払い︑あえて﹁哲学の講義﹂

ンダウェルの二人にのみ限られた孤立したものでなかった︒更に行政の実

ところで﹁思索家と実務家﹂の実りある相互対話は︑ヘルダーリンとラ

まず﹃パンと葡萄酒﹄で第六句までと第七句以下をつなぎ︑﹁思慮深い

またもや一件新たな講義︵ｒ・・にｏ回巳の申し込みを︑ラーシュタッ

た︒一八〇〇年七月二〇日頃に母に宛てた書簡にはこうある︵ＳｔＡ ＶＩ.３９７︶︒

には更に後日︑数歳以上年長の公務員からも﹁講義の申し込み﹂が二件あっ

これはランダウェル邸に転居してまもない頃であるが︑当時三十歳の詩人

をして欲しいとのことで︑これに対して毎月一カロリンが支払われます︒

し出かおり︑その人は私に哲学の講義︵Ｓｔｕ乱ｅｎ m ｄｅｒ Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈ邑

すでに幸運にも官庁に勤める若い人から︑然かるべく願ってもない申

ての書簡に記されている︵ｍジベに呂︶︒

を依頼する人も現われた︒このことは母宛一八〇〇年六月から七月にかけ

おいて共和精神を話題とするのが以下の論述である︒

家長﹂︵第四句︶と﹁孤独な者﹂︵第八句︶とが︑言わば市民と芸術家との
異質な魂の出会いを形造る筋を考えてみよう︒この礎には日頃ヘルダーリ
ン自身が抱いた希望が︑いつとはなしに働きかけていると思われる︒すな
わち詩人は誰より自らの異父弟カールーゴックに︑﹁思索家︵口回ｒごと
実務家︵﹁ｊrｅｓｃｈａｆｆｔｓｍａｎ己﹂の相互浸透を願った︒このことを告げる書簡
はすでに折にふれ言及したもので︑﹁一台の油燈と油﹂それに﹁哲学﹂に
ついて語る一七九六年一〇月十三日付書簡であるＣＳｔＡ Ｖに芯︶︒

哲学をおまえは学ばなくてはいけない︒たとえ一台の油燈と油を買う

な折でも兄さんが繰り返し言っていることで︑おまえの考えでもある

トで知り合いました登記史ダッチャー氏から受けました︒

だけに必要なお金しか残っていないとしても︑⁝ このことは︑どん

のだ︒⁝ もし将来おまえに︑思索家と実務家が然るべく一体化して

いる﹇﹈⁚︶のｎｋｅｒ ｕ乱Ｇｅｓｃｈａｆｆｔｓｍａｎｎ｡ wｉｅ ｅｓ ｓｉｃｈ ｅｅｈｏｒｔ｡ ｖｅｒｅｉｎｔ︶

この母宛書簡では︑話題のラーシュタット会議︵一七九八年十一月︶に領

まで詩人と同じくランダウェル邸に居を構え世話になっていた教会長老会

のを認めることが出来れば︑兄さんは全体どんなに嬉しいことだろう︒

兄弟二人共通の母は一八こ一年九月二〇日付の遺書ＣＴｅｓｔam回︷︸におい

の記帳係フリュシュも︑詩人から講義を受けている公務員として名が挙げ

邦民会議員代表として出席したダッチャーとともに︑一八〇〇年十一月末
て︑カールの父ヨハンーゴックの﹁活動的精神︵ｄｅｒ ｔｈｉｉｔｉｇｅ ｇｅｉｓご︶

﹁私は目下三人から講義の申し出を受け︑どれも皆楽しいものです︒﹂

られている︒以上の結果から︑同﹂八〇〇年七月の別の母宛書簡において︑

父の﹁活動的精神﹂より譲り受けたに違いない︒︒ゆえに詩人自身一人では

︵ＳｔＡ ＶＩＩ.１.３９１︶について記している︒恐らく詩人には欠けた持味を弟は

実現し得ないことが︑弟との交わりにおいて可能となる期待が生じる︒丁

当時の実務家たちの教養の巾がうかがえる﹁講義の申し出﹂を︑実はラ

︵ＳｔＡ Ｖこ宙︶と︑待人は語ることができたのである︒

ンダウェルが色々と斡旋していた模様である︒このことを詩人は妹に宛て

度そのように豪商ランダウェルとの親睦においてこそ︑この心の内と外と
に大きく拡がる現存の豊かで多彩な色合いが生じ︑これが﹃パンと葡萄酒﹄

た書簡︵一八〇〇年一〇月上旬︶で伝えている︵ＳｔＡ ＶＩ.台↑︶︒

︵９︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 ︵一丸九五年︶ 人文科学

第四句の﹁思慮深い家長﹂を史実で支えていると思われる︒

九

てみると︑詩人と格別に親しい間柄となった女性ズゼッテーゴンタルト婦

されたと告白していた︒この昔日の﹁寛ぎと安らぎ﹂を伝記において探し

Ξ ︵10︶ ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

ランダウェルは私か︵当地シュトゥットガルトに︶留まることを強く

れておりました寛ぎと安らぎ﹂が︑親友ランダウェルのもとで再び見い出

望んでいるらしく︑私がなお二件か三件ほどは申し出を受け︑月に約

人が浮上してくる︒すなわち婦人の子弟の家庭教師をヘルダーリンが勤め

フルト滞在期の初期こそ︑正に﹁至福なる神々﹂のごとき﹁寛ぎと安らぎ﹂

ていた頃︑つまり一七九六年一月から一七九八年九月にかけてのフランク

三ルイドール収入を増すようにと取り計らってくれた︒

を詩人が享受できた時と看倣される︒当時一七九六年三月に親友ノイファー

長﹂︵第四句︶の下ランダウェル邸で﹁寛ぎと安らぎ﹂が見い出される︒

が前提としてあり︑その後﹁孤独な者﹂︵第八句︶には再び﹁思慮深い家

心通う女性との間で獲られた﹁至福﹂な充ち足りた恋︵エロース︶の季節

︵ｄｉｅ ｓｅｅｌｉｇｅｎ Ｇｏｔｔｅｒ︶もこんな生活だろう︒

僕はこの上なく元気だ︒屈託なく暮している︒きっと至福なる神々

に宛てた詩人の書簡が︑このことを良く伝えてくれる︵Ｗｙくに呂︶︒

﹁思慮深い家長﹂ランダウェルの﹁慮る収支得失﹂︵第四句︶には︑単に
ダーリンを心から敬し︑この才気溢れ世渡りの下手な親友の生計をも苦慮

自らの商会経営にまつわる営業のみならず︑更に広くこのように詩人ヘル
せんとする巾の広さが認められる︒他方フリッシュたち公務員が帰宅する
姿は︑﹃パンと葡萄酒﹄第三句に投影されていると読める︒
満ち足りて家路を︑昼間の歓びに別れを告げ︑安らぎを求め歩みゅく
人々︒
その他ラシダウェル商会に関係する雇用職人︵の呂匹の︶も親方のもとか

然と大路を遊興へと自家用馬車で疾駆し過ぎ去る華麗な出で立ちと対にな

な勤労者の家路を歩みゆく姿が第三句で街路上にあり︑これが第二句で騒

ぐ詩人自身も時には﹁満ち足りて昼間の歓びに別れを告げ﹂る︒この地味

見の華やかさにおいて恋愛体験を凌ぐものは無かろう︒ゆえに伝記上とか

すでに引用の﹃ヒュペーリオンの運命の歌﹄と美しく協和する︒確かに外

マヘと昇華され︑その死の悲劇もその第二巻︵一七九九年︶に収められ︑

一巻二七九七年︶において︑詩人の筆力により気高い恋人ディオティー

ことになる︒敬慕する女性ズゼッテは︑すでに長編﹃ヒュペーリオン﹄第

かくして稀有な﹁寛ぎと安らぎ﹂は︑人生で二度ヘルダーリンに訪れた

る点は︑すでに指摘した通りである︒ここでランダウェル邸も前述の﹃ド

ら歩み︵回〜︶つつ家路︵冨〜︶を自宅へと︑また一種の家庭教師で稼

イツ史跡都市案内﹄で確かめておくと︑それは旧市街︵一七九四年頃︶の

空無を孕み充実した次元で﹁孤独な者﹂となり︑これが第四句の﹁思慮深

が﹃パンと葡萄酒﹄第八句に至ると事情が変わり︑その﹁恋人﹂は一層と

い家長﹂と見事な明暗を織りなす︒成程この家長ランダウェルは詩人にと

く取り上げられるのは女性ディオティーマ＝ズゼッテ体験である︒ところ

早ｏｎ縮ｓｔｒａＢｅ︶﹂と交差する地点から︑少し西へと入った路上脇にある︒

り全く別世界の住人であり︑反して女性ディオティーマ＝ズゼッテこそ正

西に聳える﹁ホスピタール教会呉﹇ｏ召屎巴配き回﹈﹂南西側を走る﹁学院

そして詩人がここから夕暮時に憩う首都の動静に耳を傾けていると想像さ

に詩人の心に適う別かち難き同居人に他ならない︒しかしながら逆に無縁

大路︵︵ｊｙｍｎａｓｉｕmｓｔｒａＢｅ︶﹂が︑第二句の馬車で騒然たる︵国王大路

翻って前掲の母宛書簡︵一八〇〇年七月︶で詩人は︑﹁久しく見失なわ

れる︒︵註︵14︶﹃ドイツ史跡都市案内﹄第六巻に掲載の地図を参照︶

だからこそ﹁思慮深い家長﹂が詩想の上で霊妙に隠れて働きかけると言え

において︑より明確に表出され得るのである︒

よく考えれば成程と思われるが︑しかし恐らく詩人は意図して﹃パンと葡

づいた逆説思考は︑何ら腐心することなく歌う行為に自然と伴ったに違い

萄酒﹄に﹁疎遠な形姿﹂を配置したわけでなかろう︒むしろ心の奥深く根

そもそも﹃パンと葡萄酒﹄で月影やキリスト像が隠れて働きかけるのも︑

る︒
事情は﹁思慮深い家長﹂の場合に似ている︒もし太陽の晴やかさで神人キ

はなく︑むしろ異質な魂と互いに際立ちつつ織りなす鋭い明暗が︑﹃パン

自身の謙虚な姿が否定されてしまう︒つまり心に適う別かち難き同居人で

かることなく表明すれば︑古典ギリシアの神々と微妙に譲歩し折れ合う神

てきても︑せいぜい喜劇作家モリエールの﹃守銭奴﹄︵一六六八年︶に見

い︒まず抒情表現に商人の収支得失は出てこない︒たとえ文学上それが出

かこれかと問う土俵は同じと言える︒但し案外この土俵は気付かれていな

言いかえた場合もそうで︑両者並び立ち双方が際立つのであるから︑あれ

る︒先に燈火の光明と松明の輝きを︑大胆な類比ルソー対ヴォルテールで

一応ここに﹁疎遠﹂とあるが︑やはり相互に対立する者の間での話であ

ない︒

リストが現われたなら︑濃淡細やかな詩想展開は台なしとなる︒また﹃聖
書﹄のみを専らとする教会内でのように﹁わが救い主キリスト／﹂などと

と葡萄酒﹄においては求められている︒但し明暗が︑どきっく現われても

られる笑いと皮肉の対象となる程度で︑それが﹃パンと葡萄酒﹄第四句以

神自身の名を濫りに唱えたり︑﹁天にましますわれらの父よ／﹂などと憚

の対比は︑十分この要請に叶うものであり︑また更に﹁思慮深い家長﹂

失敗となる︒この点その第二句に輝く﹁松明﹂と︑第一句に充ちる光明と

に﹄冒頭である︵ＨＷに呂︶︒

わが周囲に︑わが内に︑安らぎ︵Ｒｕｈｅ︶が住まう︒
たちの

倦むことなき憂慮は眠り︑安らぎを自由が与え︑

そして閑暇が私に︵与える︶− 汝に感謝する︑汝︑わが

解放者︑おお夜︵Ｚ回ぼ︶よ／ 白霧の絹紗につつまれ

月︻︼く﹇ｏ乱﹈が覆うのは︑・：

している︒だがヘーゲルの場合︑市民生活の日常は否定されるのみで︑

﹁安らぎ﹂を始め﹁夜﹂や﹁月﹂と詩想は﹃パンと葡萄酒﹄第一節に類似

忙しき人間

の友ヘーゲルが一七九六年に創作した詩歌﹃エレウシース︑ヘルダーリン

に前提としている︑通常の抒情表現をも一つ留意してみたい︒それは詩人

下のように高唱されることは稀であろう︒そこで稀有な詩想が暗黙のうち

れる︒

︵第四句︶と﹁孤独な者﹂︵第八句︶の相互関係もそのようなものと考えら
意外なことに思われ易いけれども︑古典期ギリシア彫刻の傑作が示すよ
うに︑芸術の奥義は表わすことより︑むしろ隠すことにある︒但し隠すと
は︑隠蔽して有耶無耶にするのでなく︑あくまで然り気なぐ隠して表わす
ことを意味する︒このために敢て﹁疎遠な形姿﹂が作品に登場することに
ついて︑ヘルダーリンは論文﹃エムペドクレースの基底﹄︵一七九七年︶
で次のように語る︵ＳｔＡ ＩＶ.１５１︶︒

疎遠な形姿︵回ｅ ｆｒｅｍｄｅｎ Ｆｏｒｍｅｎ︶は︑疎遠であればある程︑より
生き生きと働きかけるに違いない︒すなわち詩歌作品中の目に見える
素材が︑その基底にある素材たる詩人の心情︵９日善言や世界に対
して︑似ても似っかぬものであればある程︑精神︵の・耳︶︑すなわち
詩人が自らの世界で感得した神性が︑詩歌に現われる疎遠な素材の中
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一二 ︵12︶

ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

﹁忙しき人間たちの︵ｄｅｒ ｇｅｓｃｈａｆｔ'ｇｅｎ Ｍｅｎｓｃｈ ｅｎ︶／倦むことなき憂慮
︵弓の日比の臣品の︶﹂に︑高邁な精神の﹁安らぎ﹂など存在しないと言い
たげである︒従って俗界は詩想から疎外されているだけで︑それが高次の
﹁疎遠な形姿﹂として詩魂に迫り﹁より生き生きと働きかける﹂にまでは
到底至っていない︒
﹁あの偉大なる言葉︑﹃私は人間なのだ︵回〜〇自〜︶︒人間に関し私に

を考え併せるのが穏当であろう︒この小説でヴェルナーは﹁真の商魂﹂と

関連させ︑﹁複式簿記﹂を﹁人間精神の最もすばらしい発明の一つ﹂と褒

る︒﹁実務を整え︑金を儲け︑家族の者と楽しくやり︑世間のことで役に

め称え︑別の箇所で﹁わが愉快な信条﹁回目回品冨即〜ぱ邑﹂を告白す

立たないことには何一つ関心を払わないことなのだ︒﹂呈Ａ ＶＩＩ.３７／２８７︶

恐らく現実主義者ゴンタルトの思惑もこんな所として大過あるまい︒

Ｉ.に５: ＲＵＢ ７６８３. Ｓ. １４︶を︑全き真心をこめ全く厳粛に受け取ろう﹂

を始める︒例えばシラーとその親友ケルナーの交誼も特筆すべき例であっ

しくない︒むしろ稀な場合に﹁思索家と実務家﹂の両者が実り豊かな対話

詩人のように深く物思いに沈み静かに思索に耽る姿が縁遠いことは世に珍

とかく世聞知に長け経済活動に励む通例の実務家の人生観に︑そもそも

と︑一応ヘルダーリンは一七九九年一月一日に弟宛書簡で表明している

た︒但しケルナトは法律関係の実務家︑つまり前述の登記史ダッチャーや

無縁なものは何一つないと私は思う﹄口ｅｒｅｎｔiｕｓ ｡ Ｈｅａｕｔｏｎｔim〇〜〜〜〇ｓ

︵ＳｔＡ Ｖこ５︶︒ところが実情は難く現に一七九八年十一月十二日付ノイ

動に励み﹁収支得失を慮る﹂と言った商人や銀行家とは趣を異にしている︒

関係の実務家は職責上すでに公益を代弁するのであるから︑民間で経済活

記帳係フリッシュのような公務員ないしは官僚であった︒当然これら法律

ファー宛書簡では本音を吐き︑﹁僕は実生活における凡俗を余りに厭いす

ｚｕ ｓｅｈｒ.︶﹂と告白している︵叩ｙべに函︶︒もし日常の俗界が詩人に罵言

これに対し民間の実業家は︑もし銀行家ゴンタルトのように実益上の﹁収

ぎる︵ｉｃｈ ｓｃｈｅｕｅ ｄａｓ Ｇｅｍｅｉｎｅ ｕｎｄ Ｇｅwc

笹言を浴びせれば︑両者の亀裂は避け難い︒正に好例が伝記にあるズゼッ

書簡は︑このことを良く物語っている︵ＳｔＡ ＶＩＩ. Ｉ. １６９︶︒

を俗の側から寛く包容できた︒次に引く一八〇一年八月二十二日付詩人宛

であり︑稀有の詩才が凡俗ならぬ故にこそ︑その非凡な親友ヘルダーリン

一つ関心を払わない﹂のが普通である︒ところが豪商ランダウェルは異例

支得失﹂に余念がなければ︑抒情詩歌のごとく﹁役に立たないことには何

テの配偶者ヤーコブーゴンタルトとの関係に見い出せる︒この﹁仕事第一
︵Ｌｅｓ ａｆｆａｉｒｅｓ ａｖａｎｔ ｔｏｕｔ︶を旨とした生粋の実務家︵ｒｅｉｎｅｒ Ｇｅｓｃｈａｆｔｓ‑

年︶では︑豪商ランダウェルと対比させつつ次のように述べている︒

ｍａｎ己︵41︶﹂について︑ホイシェレ著﹃ヘルダーリンの友人圏﹄︵一九七五

銀行家ゴンタルトと商人ランダウェルほど大きく食い違う人物像はま

君は全くの四面楚歌だ︵︷⁚︸のｉｎ Ｓｃｈｉｒm ｉｓｔ ｄｕｒｃｈａｕｓ ｎｉｒｇｅｎｄｓ ｚｕ ｆｉｎ‑

ず考え難い︒当然ながら前者は冷徹な現世主義者 ︵ｋｉｉｈｌｅｒ

ｄｅｎ.︶︒だが僕は諸手を拡げて君を待つ ︵白９ ｅｒwａｒｔｔｅｔ

miｔ

Ｗｅｌｔｍａｎ巳であったが︑後者は実務上の人生の課題と或る高次な美

﹁思慮深い家長﹂は﹃パンと葡萄酒﹄第一節で﹁孤独な者﹂たる詩人によ

君のクリスティアンーランダウェル

ｏｆｆｅｎｅｎ Ａｒｍｅｎ︶

意識とを結びあわせる心術を心得ていたのである︵42︶ｏ
こう書くと︑いかにも銀行家ゴンタルトが異常な精神の持ち主であるかの
マイスターの修業時代﹄︵一七九六年︶に登場する平均的実務家ヴェルナー

印象を与える︒しかし実際には類例として︑ゲーテの長編﹃ヴィルヘルムー

り人魂され︑ドイツ抒情詩史上たぐい稀な詩歌象徴として後世に残る︒こ
ある︒

いて実現される︒当然ここで詩歌芸術をまず念頭に置くべきことは確かで

き︑まずヴォルフ学派バウムガルテンが﹃詩歌に関する哲学的省察

だが当時十八世紀啓蒙期は︑それ以前に増して学知が芸術に親しみを抱

の通常は望み得ない出来事が空想の所産などではなく︑しかと現実に根ざ
が常に﹁諸手を拡げて待つ﹂﹁寛ぎと安らぎ﹂の場があり︑これを礎とし

つく﹇ｅｄｉｔａｔｉｏｎｅｓ ｐｈｉｌｏｓｏｐｈ ︷〜の︸﹄︵一七三五年︶に加え更に大著﹃美学

した史実の裏付けを獲ていることに留意したい︒つまり豪商ランダウェル
て始めて内省する魂も日常へと心開き︑普段は何気ない市民生活空間を敢

︵ｙの匹回に〜︶﹄︵一七五〇年／五八年︶を物す︒その後に本論でも引いた

カントの﹃判断力批判﹄︵一七九〇年︶が世に問われる︒いずれも真理の

て﹁至福なるギリシア﹂への窓とすることが出来たということである︒
以上の実務家ランダウェルが思索家ヘルダーリンを庇護できた脈絡は︑

ものである︒当然これには人倫社会における個人の尊厳を︑今までの旧封

普遍一般性が同時に個別一回性と微妙に触れる精神の問題を真摯に扱った

建体制には望めぬ高次な視点から擁護する政治学や国家論も無縁でない︒

異質な魂同志が相互の違いを認めっっも歩み寄り対話し得た現実を物語る︒
和を目指す︒このことを﹃パンと葡萄酒﹄は冒頭の都市像にのみならず︑

ルソーの﹃社会契約論﹄︵一七六二年︶第一書︑第六章で民主共和制国家

すると﹃パンと葡萄酒﹄第三節の第四四句にある﹁規矩﹂は場合により︑

このように並の次元では対立しているものが︑稀有な遜遁の幸運により調
更に古典ギリシアの昼とキリスト教西欧の夜など精神上の難問にまで繰り

とか︑カント著﹃人倫の形而上学﹄︵一七九七年︶﹁法論﹂第四六章にいう

を目指す﹁晋遍意志︵べｏ↑ｏｎｔｅ ｇｅｎｅｒａｌｅ︶の至高の指導﹂︵圃﹃目臨↑﹄

広げてゆく︒但し対立が解消されて一元化され統一されるのではなく︑正
に対立が形造る見事な明暗が調和を志向し︑究極の平衡は丁度キリスト像

﹁万人の心を合わせて一致した意志 ︵ｄｅｒ

の如く実在ならぬ仮象により決定される︒ここでは決して或る唯一の原理
が全体を丸く収め大団円をなさない︒言わば中央集権ならぬ共和精神を体

告ぐ﹄第十三講︵一八〇八年︶で説く﹁精神界のあの最高法則︵ｊｅｎｅｓ

ｖｅｒｅｉｎｉｇｔｅ Ｗｉｌｌｅ︶﹂︵ＡＴ Ｖこ↑３‑３１４︶とか︑フィヒテが﹃ドイツ国民に

ｕ乱

現し︑敢て専制を厭う﹃パンと葡萄酒﹄の詩想は︑幾重にも対立する微妙

精神の本性は人類の本質を︑偏に最高度の多様な諸段階をなし︑各々

回ｃｈｓｔｅ Ｇｅｓｅｔｚ ｄｅｒ Ｇｅｉｓｔｅｒwｅ日︶などに遡及できる︵ＦＷ ＶＩＩ.４６７︶︒

ｉｉｂｅｒｅｉｎｓｔｉｍｍｅｎｄｅ

な心の竪を織り成しつつ︑次第に複雑な西欧キリスト者の意識の淵に深ま
り沈みゆく︒この専制ならぬ共和精神を表現している具体的な詩節は︑例
えば第三節の第四四句以下に見い出される︵叩ｙ︷︷・β︸︒

個人においても︑また大きな全体としての個体︑つまり諸国民におい

ても表現し得た︒あたかも各国民が自己を頼みとし︑自らの固有性

永遠に存続する規矩︵Ｍａａｓ︶︑

万人に普遍で︑しかも各人固有︵の規矩︶が定められ︑

︵肉片〜冨富︶に従い︑また更にこの国民に属する個人が︑国民共通の

四四
四五

何処に往き来しようとも自由なのだ︒

有の鏡に自己を映し出すのである︒

丁度そのように︑神性の現象︵Ｅｒｓｃｈｅｉ〜ｎｇ ｄｅｒ Ｇｏｔｔｈｅｉｔ︶は自ら固

固有性とともに自らの特殊な固有性に従い︑自己展開し自己形成する

四六

﹁万人に普遍︵ヒｌｅｎ ｇｅｍｅｉｎ︶﹂とは︑形而上の哲学知が有する何処でも
妥当する一般性ではなく︑他にまたとない一回限りの唯一性︵図ドヨ回叩
汀芯︶にあたり︑これが﹁各人固有︵才芸９ のヨー・一 ・片回巳の規矩︶にお
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その暗い詩節が明かるい都市像と︑あくまで対立しながら協和している全

一四 ︵14︶ ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

政治上これらは旧体制下ラテン中世風欧州統合を破り諸国民の分立を支え

体が把えられることであろう︒

る﹁ヘーラクレイトスの多様の一者︵￡ｖ ５Ｌａｄ＞￡Ｐｏｖ

これを更に換言すれば︑長編﹃ヒュペーリオン﹄第一部の第三〇書簡にあ

﹁啓き示された者たち﹁巳の〇は回冨諮巳﹂︵第八三句︶の本性にも宿る︒

るギリシア﹂の神々︑つまり﹁隠れなき真性に包まれ﹂︵第八一句︶て

﹁一にして全︵Ｅｉｎｅｓ ｕ乱と↑謡︶﹂︵ＳｔＡ １１.９２︶とあり︑前述の﹁至福な

こうした共和精神の観点は︑別に﹃パンと葡萄酒﹄第五節の第八四句に

る西欧近世市民社会の形成原理と考えられる︒この脈絡をヘーゲルの論文
﹃フィヒテ哲学体系とシェリング哲学体系の差異﹄︵一八〇一年︶では︑そ
の﹁フィヒテの体系の叙述﹂において︑﹁最高の共同︵︵ｊｅｍｅｉｎｓｃｈａｆｔ︶が
最高の自由︵涼の日の屎︶である﹂會だ︻胞︼と要約している︒
●︵
・︵
●ｉｉｅ
ゲｍ
マｅ
イｉ
ンｎ
シｓ
ャｃ
フｈ
トａｆｔ︶であった︒
ちなみに封建制ラテン中世も一種の共同体

８１︶とか︑﹃詩歌精神の方法論﹄︵一七九九年︶で話題の﹁生きた統一にお

すると歓呼する双手により
調律さながら触れらるれば︑一弦が

レーア宛書簡の次の一節を挙げることができる︵ＳｔＡ ＶＩ.３０１︶︒

かくしてまたそれ故に次のことが明らかである︒各個が全体と親密に

︵ＳｔＡヨ゜

がこの全体は徹底して個別化︵ｄｕｒｃｈ ｕ乱ｄｕｒｃｈ ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｓｉｒｔ︶さ

結びつき︑この各個と全体との両者が唯一の生きた全体を形遣る︒だ

れ︑この個別の全く独立した諸部分から成り立ち︑しかもこの諸部分

は正にかく親密︵︷〜耐︸に永遠︵回片︶に結びついているのである︒

いしは市町村など公共体を意味する︒いずれにおいても前述の拓９ ︵芯︲

﹁共同体﹂は場合により宗教上の︑あるいは文芸上ないしは学術上の︑な

の各個物は皆︵匹↑謡回〜の↑罵︶それ自身に固有の規則の下に立ち︑それ

収まるものは皆︵と↑の・︶︑全体に関連させられて然るべきですが︑その中

が﹁各個の自由︵甲・日の屎︶の成果﹂たるべきことを説き︑﹁或る風景に

十三日付ケルナー宛書簡︑所謂カリアース書簡における風景論で︑﹁全体﹂

殊に芸術の領域で話題の観点は留意され︑先輩シラーも一七九三年二月二

芯︶のごとく開かれ︵ｏ次〜︶ていなくてはならない︒この点ランダウェ

自身に固有の意志に従う風でなくてはなりません︒﹂と述べる︵43︶︒また

スブルク大聖堂について︑﹁あたかも永遠な自然の業のごとく︑極めて些

﹃ドイツ建築術について﹄︵一七七二年︶でゲーテも眼前に聳えるシュトラー

ルが﹁諸手を拡げて待つ︵ｅｒwａｒｔｔｅｔ miｔ ｏｆｆ〜〜ｙり目〜︶﹂と言われた

但し﹁思慮深い家長﹂︵第四句︶との明暗を本論のように読み取るならば︑

﹃パンと葡萄酒﹄第一節は第八句の﹁孤独な者﹂に焦点をあてる限り暗い︒

詩人との交友圏も︑一種この﹁開かれた共同体﹂に他ならない︒確かに

始まりを奏する︒ ⁝

ＥａｕＴｃ＾︶﹈

の抑圧︵Ｚｕｎｆｔｚwａｎｇ︶など︑営業の自由︵Ｐwｅｒｂｅｆｒｅｉｈｅｉｔ︶なき旧体制

しかしながら本論が指摘した耕作強制︵Ｆｌｕｒｚwａｎｇ︶とか同業組合ギルド

は︑言わば閉じられた共同体と言うべきであろう︒実際その白鳥の歌と評

ける調和ある対立︵ｄａｓ Ｈａｒｍｏｎｉｓｃｈｅｎｔｇｅｇｅｎｇｅｓｅｚｔｅ ｉｎ ｄｅｒ ｌｅｂｅｎｄｉｇｅｎ

一

Ｅｉｎｈｅｉｔ︶﹂︵ＳｔＡ ＩＶ.２６０︶とか︑また一七九八年十二月二十四日付シンク

した啓蒙期十八世紀の宮廷オペラ文化にこそ︑この閉鎖的で排他的
︷の肖︸自己な性格が具現されていた︒他方ヘルダーリンが讃歌﹃母なる
大地に︵口ｅｒ Ｍｕ燐ｅｒ Ｅｒｄｅ︶﹄二八〇〇年︶冒頭を始める時︑こう言っ

一
一
一

聞かれた共同体︵ｏに・諾︵いのヨのドの︶にかわり︑私は詩歌を歌う︒

た排他的閉鎖性は打ち破られる︵叩ｙ︷に函︸︒

一
一

四

細な筋一本にいたるまで︑すべて形姿︵ａｌｌｅｓ Ｇｅｓｔａｌｔ︶であり︑すべて

あろう︒実際このように在来の手仕事職人と新興の資産家とが手を結んで

名﹂としては︑織物職人の親方︵Ｗｅｂｅｒｍｅｉｓｔｅｒ︶を想定するのが適切で

いた当時一八〇〇年頃の経営形態を︑社会経済史の上では﹁問屋制度

が全体を目指している﹂︵ＨＡ ＸＩＩ.１２︶と驚嘆し︑同様のことを語ってい
・●●・一
●・●●●●
る︒一応ヘルダーリンも以上の各個と全体の調和ある対立を創作で実現し

制手工業︵Ｍａｎｕｆａｋｔｕことの間に位置する資本主義の発展段階︵46︶﹂と

︵Ｖｅｒｌａｇｓｓｙｓｔｅヨ︶﹂と呼び︑﹁個々の独立した手工業︵コＱ乱１のみ︶と工場

究極は﹁威厳ある悲劇形式︵ｄｉｅ ｅｈｒwiiｒｄｉｇｅ ｔｒａｇｉｓｃｈｅ Ｆｏｒm︶﹂にあり︑

ようとする︒だが﹃パンと葡萄酒﹄の﹁至福なるギリシア﹂が示すように︑

詩人は一七九九年七月三日付ノイファー宛書簡で︑この点を次のように論

ルクなど西南ドイツで見受けられた経営形態であり︑決して大規模な工場

看倣している︒つまり資本主義勃興期に︑これは殊に話題のヴュルテムペ

従って世紀の変わり目一七九七年に新たに創設された﹁ランダウェル商

への集中形態ではない︒

じている︒﹁かくして詩歌諸形式のうち最も厳格な︵悲劇︶形式があり︑
これが焦眉の急として目指す点は︑いかなる飾り気もなく︑各個が固有の

全体︵のｉｎ ｅｉｇｎｅｓ Ｇａｎｚｅ︶をなす濁りなき偉大な諸音調が十中八九︑諧調

こうして後には﹁至福なるギリシア﹂の悲劇祝祭において共和精神も研

有の在り方を保持しながら︑更に雇用職人との関係をも含めて︑相互に調

対し八名の手工業職人が全き従属関係に立たず︑各々個人が親方として固

会﹂においては︑資産家であった経営主クリスティアンーランダウェルに

ぎ澄まされる︒目下ランダウェルとの関連でそれは詩人との親睦にまず確

和ある対立の様を呈していた可能性が高いと想像される︒少くとも﹃パン

なして転移しつつ進展することなのだ︒﹂︵ＳｔＡ Ｖこ留︶

かめられた︒次は詩人の友ランダウェルの商会経営を考えあわせ︑ここに

と葡萄酒﹄第三切に映る労働者の姿が︑このことを保証している︒

人々︒

満ち足りて家路を︑昼間の歓びに別れを告げ︑安らぎを求め歩みゆく

も一種の共和精神を探ってみよう︒この分析のための資料としては︑一八

二〇年に始めて設立された統計・地誌局︵Ｓｔａｔｉｓｔｉｓｃｈ ‑Ｔｏｐｏｇｒａｐｈｉｓｃｈｅｓ
Ｂｕｒｅａｕ︶が一八三二年に刊行した﹃ヴュルテムペルク年鑑︵Ｗｉｉｒｔｔem‑
ぼｒｇｉｓｃｈｅｓ Ｊａｈｒｂｕｃｈ ︶﹂に収められた﹁ヴュルテムベルク王国内工場目録

︵ＶｅｒｚｅｉｃｈｎｉＣ ｄｅｒ lm Ｋｏｎｉｇｒｅｉｃｈ Ｗｉｉｒｔｔｅｍｂｅｒｇ ｂｅｆｉ乱↑ｌｃｈ ｅｎ Ｆａｂｒｉｋｅｎ
ｕ乱Ｍａ〜にぼ回〜︶﹂が有効と考えられる︒この﹁工場目録﹂からは︑

と労働集中管理を旨とする中央集権型の ﹁集合工場﹂より︑それはむしろ

更に﹁ランダウェル商会﹂を︑工場制手工業の中で分類してみよう︒する

Ｓ回回目乱に品︶﹂に関して次のことが解かる︒

﹁ランダウェル絨毯毛織物商会︵Ｌａｎｄａｕｅｒｓｃｈｅ ＦｕＢｔｅｐｐｉｃｈｅ‑ ｕ乱ＷｏＵＩ

られる︒この分類はマルクス著﹃資本論﹄第一巻︵一八六七年︶第七篇

﹁多数の労働者が結構に暮らしてゆける﹂と言われる﹁分散工場﹂と考え

﹁資本の蓄積過程﹂の第二四章﹁いわゆる本源的蓄積﹂にある︒

︵ｖｅｒｅｉｎｉｇｔｅ Ｍａ〜にｋｔｕｒｅｎ︶と呼んでいる︒⁝ この集合工場︵回ｅ

製品は絨毯︒工場内労働者なく︑工場外労働者八名︒商会設立一七九

ここに言う商会の製品である﹁絨毯︵﹃巨応召寸回﹄﹂の製作には︑確かに

ｖｅｒｅｉｎｉｇｔｅ Ｆａｂｒｉｋ︶は一人あるいは二人の企業家に巨万の富をもた

幾百の人々が一人の経営主の下で働く大規模工場を︑通常は集合工場

相当な高度の技術が必要であったと考えられる︒すると﹁工場外労働者八

一五 ︵15︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 二九九五年︶ 人文科学

一六 ︵16︶

ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

イツ三月革命へと︑市民社会形成は既成の封建制中央集権に丸く収まった

専制の殻を破り︑新たな調和ある対立を実現すべく議会制民主主義共和国

らす︒⁝ 他方︑分散工場︵ｄｉｅ ｇｅｔｒｅｎｎｔｅ Ｆａｂｒｉｋ︶では誰か一人が富む
のではなくて︑多数の労働者が結構に暮らしてゆけるのである︵46︶︒

これに先駆けドイツでは本論が述べたように︑バッハやカントたち才人の

を被る︒

努力も加わり︑フランス語と王朝ブルボン風の専制が十八世紀末に大打撃

ドイツ︵Ｒｅｐｕｂｌｉｋ Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ︶を目指し実質あるものとなってゆく︒
確かに﹃資本論﹄での精緻な分析を待つまでもなく︑すでに﹃百科全書
︵図回回↑ｏ趾聴・︶﹄第一〇巻︵一七六五年︶の﹁工場制手工業﹂の項で︑ほ
ぼ百年前に﹁集合工場︻︼く﹇ａｎｕｆａｃｔ ｕｒｅ ｒｅｕｎｉｅ﹈﹂に関して︑﹁この大工場

偉大なる収穫の日が始まり︑

︵間〜乱のｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ︶では︑鐘を叩く一撃の下に全てが執り行なわれ

九八

暴君の奴隷︵づぷ目ｏ沁目２ 芯︶が徽ると︑

︵ｔｏｕｔ ｓｅ ｆａｉｔ ａｕ ｃｏｕｐ ｄｅ ｃｌｏｃｈｅ︶︑職人は一層と拘束され手荒く扱われ

わが同胞は英雄の如く集い︒

暴君の座︵がぶ〜の目〜にの︶は朽ち︑
一〇〇

九九

一〇一

ドイツの血と祖国愛が燃える︒

ている︒﹂と︑巧みな比喩で叙述されており︑他方また﹁分散工場

では︑職人が親方の仲間︵〜目旨乱の︶であり︑親方とは同僚︵・〜貪匹︶

一〇二

︵Ｍａｎ氏ａｃｔｕｒｅ ｄｉｓｐｅｒｓｅｅ︶トにっいても︑﹁この小工場︵ｔ・嘩に窟片〜ぽ︶

との如く生活する﹂と物語られている︵47︶ｏ このように﹁集合工場﹂の中

１４２︶︒やがてベートーヴェンの﹃英雄交響曲﹄︵一八〇四年︶も高らかに

一七九二年ヘルダーリンは﹃自由への讃歌﹄終結部でこう歌う︵ＳｔＡ １.

●精
・神
・と
・好対称をなす︒そして
央集権型画一的専制が︑﹁分散工場﹂の共和

の一形態と看倣されるのである︒

本論の関心は当面ランダウェルを念頭に置き︑近世ドイツ産業革命にお

響き︑皇帝ナポレオンが俗物として見下されるのも間近である︒

取りも直さず﹁ランダウェル絨毯毛織物商会﹂が︑正にこの﹁分散工場﹂

前掲の﹃ヴュルテムペルク年鑑﹄所収の﹁工場目録﹂から︑﹁ランダウ

ける経済面へと向けられる︒すでに文化面では一八〇〇年頃に統一がドイ

ェル商会﹂の設立が﹁一七九七年﹂であると確かめられた︒この設立時期

ツにあり︑母国語による哲学や詩歌︑それに古典派ドイツ音楽などの成果

の面では︑小邦分立︵Ｋ回ｎｓｔａａｔｅｒｅｉ︶ゆえに現実上まとまりの悪い情勢

は当該の西南ドイツの領邦シュヴァーベン地方においては決して遅いもの

を示していた︒辛くも政治上の小ドイツ統一は一八七〇年に軍事力により

でない︒むしろ当地方の資本主義勃興期を代表する先駆的企業として︑

えば話題の﹁工場目録﹂によると︑この一七九七年よりも早く設立された

漸く達成されるのであるが︑それに対して経済上のまとまりは一八三三年

が︑何ら異国文化に依存せぬ固有の充実を示していた︒しかし経済や政治

企業が︑首都シュトゥットガルトに見い出されないことからも︑﹁ランダ

﹁ランダウェル商会﹂が﹁一七九七年﹂に創設されたと見受けられる︒例

ウェル商会﹂が手工業から工場制手工業へと進展する産業革命に先駆けて

に成立した関税同盟︵ＺｏＵｖｅｒｅｉｎ︶が翌一八三四年から一八六七年にかけ

ツと一言で云っても小邦分立の時代であり︑今日ドイツと称する国土は凡

て実効を増してゆく経過を目安にすることができる︒すなわち当時はドイ

そ三百程にも亙る政治単位に分かれ︑このうち五十程の帝国自由都市を除

フランス革命の余波を受けた政治革命シュヴァーベン共和国実現が企図さ
れた頃でもある︒やがて産業革命は十九世紀となると政治革命と歩調を合

創設されたことが肯ける︒実はこの産業革命の初期は︑一七八九年勃発の

わせ︑一八三〇年の七月革命︑更には一八四八年のフランス二月革命とド

にかけていた模様である︒従ってドイツの中を商品が流通するとなると︑

く二百五十程が領邦国家であり︑合計この三百程が各々独自の関税を物品

を差す障壁となっていたことが解かる︒

け︑これら諸外国とドイツとの経済面における調和ある対立への努力に水

自の工業発展を阻み︑仏英など産業先進国に対するドイツの後進性を裏付

この脈絡で興味深く思われるのが︑﹃パンと葡萄酒﹄冒頭の都市像が形

幾重にも亙る関税の網の目に捕われることになり︑各小邦を経る毎に商品

この現状で得をしていたのが︑北海に面していたハンザ都市の富豪と考

が割高となり経済流通が悪くなるのが実情であった︒

きた︒そして織物工業製品に対しては︑東欧にかけての内陸穀倉地帯から

何よりまず先進工業国イギリスの織物製品がハンザ都市には容易に入手で

年︶し︑海外植民地争奪戦に勝ちどきを挙げていた大英帝国の高度経済成

を論述した著作を思わせる︒確かに当時アイルランドをも併合︵一八〇一

の書名﹁鎖国﹂は﹁開国﹂と比べる時︑自由な通商を拒む時代後れの考え

テ著﹃封鎖商業国家︵Ｄｅｒ ｇｅｓｃｈｌｏｓｓｅｎｅ Ｈａｎｄｅｌｓｓｔａａｔ︶﹄である︒一見こ

造られつつあった一八〇〇年秋十一月初旬に公刊された政治論文︑フィヒ

農奴制や大農地主︵け沁宍︶支配の下での安価な農作物や畜産製品を交

長を積極的に評価するならば︑通商の自由へと開国を促進しない政治論は

えられる︒すなわち海上では内陸でのように関税がかからずに商品が運べ︑

易のため運んで来れば良く︑この後進農業地帯と先進工業国との間を仲介

第二章︶て︑巧妙に繰られていると思われる自由放任︵昨回零︲にｉ︶の

反動と映じる以外に術はない︒なぜなら﹁或る見えざる手により導かれ

て中継ハンザ海外貿易を軸とした経済活動は︑一方で工業先進国の繁栄を

経済活動こそ﹁諸国民の富︵弓回詞・９ ｔｈ ｏｆ Ｎａｔｉｏｎｓ︶︵恕︶の源泉と考

する中継貿易で︑北海ハンザ都市の富豪は栄えていた︒すでに言及した

一層と助長し︑飛躍的産業発展を大英帝国に専ら約束するとともに︑他方

えられたからである︒同旨をカントも﹃永遠平和のために﹄︵一七九五年︶

︵↑亀邱自昨乱ｓｉｂｌｅ ｈａ乱︶﹂︵スミス﹃国家論﹄ 一七七六年︑第四書︑

では内陸部での旧封建体制の温床たる農業優位を決定ならしめ︑内陸ドイ

補遺第一 ﹁永遠平和保証について﹂において主張する︵ｙＨベコこ品︶︒

﹃ブデンブローク家の人々﹄に登場する都市貴族もこの類である︒かくし

ツ独自の産業革命の進展を阻むものとなる︒この点は前述の﹃ドイツの現

それは商業精神令﹇ａ乱ｅｌｓｇｅｉｓｔ﹈であり︑この精神は戦争と共存し得

状﹄︵一八四七年︶でエングルスが批判した﹁農業の優位﹂を考え併せれ
ば一層と納得できる︒繰り返すとこうなる︒﹁イギリスは農産物を全く輸

ず︑そして早晩どの国民をも支配するのである︒

所有者たる封建貴族であり︑この貴族の専制支配に適う政治形態が封建制

る︒⁝ 農業の政治上の代表は︑他の欧州諸国と同様ドイツでも︑大土地

業製品をほとんど輸出しておらず︑夥しい穀物︑羊毛︑家畜を輸出してい

の領邦ザクセンの寒村に貧しい職工の子として生まれたフィヒテは︑﹁商

業精神﹂を肯定したのも不思議とは思われない︒これに反して内陸ドイツ

いた海港都市ケーニヒスベルク在住のカントが︑﹁永遠平和のために﹂﹁商

なるほど内陸東欧の穀倉地帯と大英帝国産工業製品との中継貿易で栄えて

国の富の源泉は就んずく工業製品の輸出である︒これに対してドイツは工

出しておらず︑絶えず外国から輸入しなければならない︒⁝ この仏英両

である︒﹂ここでエングルスは封建貴族︵Ｐａｔｒｉｃｉａｔｕｓ ｆｅ乱匹・︶にのみ言

業精神﹂による資本主義が正に帝国主義へとつながり︑﹁永遠平和のため

に﹁偏く見受けられる密やかな商業戦争 ︵巴貧ｅｍｅｉｎｅｒ

ｇｅｈｅｉｍｅｒ

に﹂なるどころか︑むしろ﹁この精神が戦争と共存﹂すると指摘し︑ここ

及しているが︑更に只今話題としたハンザ都市の富豪たち都市貴族
︵Ｐａｔｒｉｃｉａｔｕｓ ｃｉｖ日巳をも含み置くと︑封建制の温床たる﹁農業の優位﹂
とともに︑中継ハンザ海外貿易に根ざした両貴族の勢力が︑内陸ドイツ独
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てゆくことになる︒この十九世紀ドイツ資本主義の展開にともなう産業革

促進され︑やがてドイツも仏英に追いつかんばかりの先進工業国に成長し

換えに流入し︑ドイツは言わば大英帝国の植民地たる工業後進国に甘んぜ

ドイツには産業先進国から織物など工業製品が内陸からの農畜産物と引き

会﹂を設立したと考えられる︒久しく中継ハンザ海外貿易を主軸として︑

新たな時代に先がけ一七九七年に︑﹁思慮深い家長﹂が﹁ランダウェル商

てゆき︑これとともに内陸ドイツ独自の工業発展の時代が到来する︒この

命の躍進につれ︑旧来の中継ハンザ海外貿易を動脈とした経済構造が崩れ

コＱ乱・↑かた詣︶﹂を見る︒これは﹃商業封鎖国家﹄︵一八〇〇年︶第二書の

Ｊと言っても抽象的だが︑ここ

第六章である︵ＦＷ １１１.４６８︶︒

この密やかな商戦は暴力行為へとつながる︒⁝ 相争う商業利害関係

がしばしば諸々の戦争の真の原因である︒

で先程から話題とした大英帝国の経済発展に軍事拡張が伴なっていた点を

単に﹁商業利害関係︵Ｈａｎｄｅｌｓｉｎｔｅｒｅｓｓｅ︶

の原動力となってゆく︒本論が﹃パ

の力が︑先にエングルスのいう﹁貴族の専制支配﹂たる﹁封建制が解体﹂

る対立を目指し︑ドイツ国内産業が育成されてゆく︒そしてこの産業革命

ねばならなかった︒ところが新たなドイツ産業革命の進展ずる時代には︑

の批判した﹁農業の優位﹂が内陸ドイツに封建制の残存する温床となり︑

家長ランダウェルの姿は︑このよう

経済上のこの専制を砕き︑仏英など工業先進国との経済面における調和あ

しかもドイツが言わば大英帝国の商業資本の植民地として後進地域に甘ん

ンと葡萄酒﹄第四句に読んだ思慮深い

する母胎となり︑同時に市民社会形成

顧慮するならば︑無制限の自由放任な商業精神を否定的に見直し︑あえて

じねばならなかった当時としては︑﹃ドイツ国民に告ぐ﹄第十三講︵一八

﹁鎖国﹂を説くフィヒテの主張に一理あることが解かる︒殊にエングルス

〇八年︶でフィヒテが︑﹁ドイツ人相互の一致とともに︑国内の独自性と

じてくる︒実際ドイツ文学史上の稀有の詩才をも温かく包容できた実務家

な十九世紀資本主義西欧市民社会形成への展望の下に︑一層と意義深く映

ランダウェルの力量は︑恐らく経済活動において十分巾広い視野と遠い将

国内商業の自立︵ｉｎｎｅｒｅ Ｓｅｌｂｓｔａｎｄｉｇｋｅｉｔ ｕｎｄ Ｈａ乱のｌｓｕｎａｂｈａｎｇｉｇｋ ｅｉｔ︶
かそれに次ぐ繁栄への道なのである︒﹂︵ＦＷ ＶＩＩ.４６７︶と力説したのも︑

来への見通しの下に発揮された事と思われる︒すでに留意した﹁政治上ラ

ンダウェルもまた共和主義者であり民主主義者であった﹂という点に関し

ドイツとの対立から考えると︑﹁Ｉイツ国内の独自性と国内商業の自立﹂

ては︑ここで宮廷と結託せず市民層とともに未来を指した豪商を想定して

観念でなく現実であったと看倣される︒すなわち前述の北海ハンザと内陸

こそが︑ドイツ産業発展を約束する具体策として思い浮かぶからである︒

を生み出す母胎として︑ドイツ内部での関税の撤廃と内地工業の保護育成

ムベルクでの出来事である︒すなわち豪商ヨゼフージュスーオッペンハイ

ヤ人︷︸︷ｏと乱・︸の悲劇が対比される︒それはしかも話題の領邦ヴュルテ

マーは宮廷ユダヤ人として重用され︑枢密財政顧問官︵Ｇｅｈ ｅｉｍｅｒ

みよう︒すると未だ経済成長なき封建制下十八世紀前半における宮廷ユダ

毛織物商会﹂の発展にとり︑取りもなおさずドイツ内部での関税の撤廃と

正にこの連関において︑内陸ドイツの新興企業家ランダウェルの姿が浮

内地工業の保護育成こそが鍵となるからである︒果して実際十九世紀ドイ

は政権交代を機に一七三八年二月四日に︑公衆の面前で絞首刑にされてし

Ｆｉｎａｎｚｉｅｎｒａｔ︶にまで出世する︒だが人々の羨望の的となり︑挙げ句の末

かび上がってくる︒なぜなら一七九七年に創設された﹁ランダウェル絨毯

ツ史の現実はこの方向をとり︑次第にハンザ都市の中継貿易の意義は失な

まう︒当時は恐らく宮廷に取り入るのが︑豪商の実力を発揮する最も有効

われてゆき︑その都市貴族は﹃フデンブローク家の人々﹄に描かれた当家
のように没落してゆく︒そしてこの際十九世紀を通じ︑ドイツ関税同盟が

生育し発展する市民社会と歩みをともにしながら︑稀有の詩才をも庇護し

イツ産業革命草創期には事情が異なり︑毛織物商人ランダウェルのように

な道だったのであろう︒しかし一七八九年フランス革命が勃発した後のド

︵ｖａｔｅｒｌａｎｄｉｓｃｈｅ Ｒｅｇｉｅｒｕｎｇ︶﹂が︑ここに誕生したと見ることができる︒

の内からの必然により︑何ら﹁家父長﹂の命令に依存しない﹁祖国的統治

のフランス人民は祖国︵写寸邑のために自ら進んで抗戦した︒つまり心

するのも︑この︵祖国的統治會ｎｐｅｒｉｕm ｐａｔｒｉｏｔｉｃｕm︶﹂である︵ｙＨ

﹁家父長的統治﹂を専制と断じたカントが︑﹃俗説について﹄の論文で称揚

家父長的ならざる祖国的統治︵ｉｍｐｅｒｉｕm

だ︷にβ︸︒

ｐａｔｒｉｏｔｉｃｕm︶のみが正に︑諸権利の資格ある市民のため︑同時に統

Ｃｉｍｐｅｒｉｕm ｐａｔｅｒｎａｌｅ︶では︑従って臣民が︑自らにとり真に何か有

︵ＷｏｈｌwｏＵｅ已の原理に基づくが如き統治︑すなわち家父長的統治

言わば子供たちに対する家父長権のような︑国民に対する好意

統治者の無制限な︵絶対︶恣意に従属する事態を正当とは看倣さない

利を公共体の︵普遍︶意志に拠る立法により守るためであり︑決して

に残さねばならないと言える︒それは取りも直さず各人が自らの諸権

り︑この生まれ育った祖国を誰もがまた言わば貴重な遺産として後世

公共体を母なる懐と︑あるいは国土を父なる大地と看倣す考え方であ

ｓ乱

得た豪商が出現したのである︵49︶ｏ
●深
・い
・家
●長
●ラ
・ンダウェルが︑在来の啓蒙期における封建的専制支
故に思慮
配︑いわゆる啓蒙専制の︵家父長的統治Ｃｖａｔｅｒｌｉｃｈｅ Ｒｅｇｉｅｒｕｎｇ︶﹂に組

立たぬ﹂という俗説について﹄︵一七九三年︶と題した論文で述べている

するとは考え難い︒なぜならカントが﹃﹁理論上は正しくとも実践で役に

ように︑これこそ正に﹁考えられる限り最大の専制支配﹂に他ならぬから

治者の好意を顧慮して考え出され得る唯一のものである︒祖国的

益か有害かを判断できぬ未成年の子供同然で︑全く受動的に振舞わざ

のである︒

︵ｔぽにｏ訃９ ︶とは︑つまり国民の誰もが︵国家元首も例外とせず︶

ｎ〜ｐａｔｅｒｎａｌｅ｡

である︵ｙ司だ同胞？諮↑︶︒

るを得ず︑いかに幸福たるべきかに関しては専ら国家元首の判断を︑

ここで力説されている﹁家父長的ならざる祖国的統治︵冨ｏ耳彫目乱︲

またこの元首が何を欲しようとも専らその親切を期待するのみであり︑
このような家父長的統治は︑考えられる限り最大の専制支配︵ｄｅｒ
回富ｔｅ ｄｅｎｋｂａｒｅ Ｄｅｓｐｏｔｉｓmｕｓ︶ である︒

係の深い政治面においては︑フランス共和国︷に邨呂︸片目︶の誕生とそ

う作品全体の基調と協和しうる指導理念であろう︒殊に冒頭の都市像に関

の詩歌象徴﹁思慮深い家長﹂︵第四句︶のみならず︑﹃パンと葡萄酒﹄とい

芯ふ・高しｏ乱ｅｒｎ ｅrne ｖａｔｅｒｉａｎｄｉｓｃＪｉｅ Ｋｅｇｉ の〜品︶﹂の原理は︑正に冒頭

り得た﹁思慮深い家長﹂は︑旧体制下での啓蒙専制に具現された﹁家父長

政治上のみならず経済面においても﹁共和主義者であり民主主義者﹂であ

的統治﹂に代わる新たな人倫統治のあり方を求めていたに違いない︒この

︵Ｍｉｓｂｒａｕｃｈ ︷町ｓｔｌｉｃｈ ｅｒ Ｇｅwａｌこが甚しく手に負えなくなるだろう︒お

ストリアの軍隊が勝利を占めると︑悪く酷い時代になる︒王侯の権力乱用

合い︑新旧交代の明暗を織りなす︒﹁もし︵神聖ローマ帝国の首長︶オー

の余波が︑それと正反対に解体へと向かう神聖ローマ帝国の断末魔と睨み

ギロチッ

要請に応える政治上の特筆すべき出来事が︑フランス革命下での王制廃止︒
すなわち共・
和・
制一
樹立︵一七九二年九月︶と旧ブルボン王ルイ斬首︵一七九
三年一月︶であった︒殊に諸外国の﹁家父長的統治﹂が皆この共和国フラ
ンスを敵視し︑反動勢力として結託し王政復古を目指した結果︑四面楚歌

一九 ︵19︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 ︵一九九五年︶ 人文科学
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兄さんの言うことを信じなさい／ そして人権の擁護者︵Ｖｅｒｆｅｃｈｔｅｒ ｄｅｒ

ｍｅｎｓｃｈ回ｈｅｎ Ｒｅｃｈ 診︶であるフランス人のために祈りなさい︵回診﹁目

で述べている︵叩ｙｊ コ︶︒従って﹁祖国﹂の範は亙解する旧封建制帝

印の﹃；回〇呂巳︒﹄と︑ヘルダーリン自身も一七九二年夏六月に妹宛書簡

国にはなく︑革命を遂行する共和国フランスにあり︑更には古典古代の民
主制都市国家アテーナイにそれが求められる︒なぜなら帝国ペルシアの侵

⁝ して噴泉が

れまでの孤独な空無の彼方を踏まえて︑その遠く深い魂の淵と鮮やかに明

ブが
ル生
ネ成
ッしてくる︒
・●
暗を織りなし﹁噴泉﹁甲自帛巳﹂
・：

﹁噴泉が︵ｄｉｅ Ｂｒｕｎｎｅ巳／洽々と湧き︵↑ヨヨのぶ９ 日乱︶︑して清冽な水

ている︒

浩々と湧き︑清冽な水しぶきをあげ送り︑芳香に匂う花壇を店し

の奴隷でもなく︑アテーナイ人は︑いかなる者の臣民でもない﹂からであ

て視覚に立ち現われる形成でなく︑空無なす魂の淵へと清聴する内耳に響

しぶきをあげ迢り︵ｕ乱ｆｒｉｓｃｈ 冨目２ 〜︶︑⁝﹂と︑この生成は映像を以

ｖａｔｅｒｌａｎｄｉｓｃｈｅｒ Ｇｅｓａｎｅｅ︶﹂ ︵ＳｔＡ Ｖこ呂︶

のだ︒⁝ ある密かならざるもの

に︑迢る噴泉が皆︒して又わが魂

類例はニーチェの﹃かくツフフトゥストラ語りき﹄第二部︵一八八四年︶

き生育してくる意識の流れである︒

第九章﹁夜の歌﹂にもある︒

夜なのだ︒今や語

︵ヨｅｉｎｅ Ｓｅｅｌｅ︶ も︑

れが声高ならんとする︵︒︶︒

(Ｕｎｇｅｓｔｉｌｌｔｅｓ︶︑潜まらぬもの︵1にInｓｔi手ａｒｅｓ︶が私の中にあり︑そ

﹁ひそやか︵昨日︶に街路⁝﹂と﹃パンと葡萄酒﹄第一句後半は始まり︑

る︒まず第八句の恋や孤独で
●は
●前述の﹁何処にも安ら
いぎ
ずな
こきこと﹂︵﹃ヒュ

かな基調に挟まれ︑﹁あ

る密かならざるもの︑潜まらぬもの﹂が詩魂に宿
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が
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︒
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﹁叩ひ
や
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︶るに
昏ひ
・
や

ていた︒﹃パン︒と葡萄酒﹄冒頭の都市像に見られる﹁・：安らう・：安らぎ・：

ペーリオンの運命の歌﹄第十七句︶が︑空無を孕む内面の飛翔を可能にす

す︒すなわち﹁噴泉﹂は︑空無へと突き抜けた心魂とともに︑悠久なる大

と湧き送り﹂︑この大自然の脈動が第九句末から第一〇句にかけ天空を指

る︒その深沈する魂の歌声に対峙し︑今度は大地の奥底から﹁噴泉が洽々

安らう﹂は︑引き続く第七句から詩想が主情の色合いを帯び一層と内面化

目指す詩想は︑第九句の繋ぎの接続詞﹁して︵に乱︶﹂を機に転調し︑こ

か孤独が深沈する魂の底である︒ところが眼前であれ永生であれ安らぎを

らぎをも︑いつとはなしに求めてい︒た︒これが第八句の恋︵エロース︶と

するに至り︑目下の生前の安らぎのみならず︑更に死後永生の至福なる安

今まで扱った第九句の﹁若き日を偲びつつ﹂まで︑詩想は安らぎに向かっ

１
叫噴泉と晩鐘︵Ｂｒｕｎｎｅｎ ｕｎｄ Ｇｌｏｃｋｅｎ︶

詩人に深くかかわる﹁共和主義者であり民主主義者﹂なのであった︒

いう点において︑﹁思慮深い家長﹂と歌われた毛織物商人ランダウェルも

︵前掲一七九七年一月一〇日付エーベル宛書簡︶に結びつき︑この祖国と

いらせる志操と思考法の来たるべき革命︵ｅｉｎｅ ｋｉｉｎｆｔｉｇｅ Ｒｅｖ０ゴに〇巳︶

分理解されうる︒そして﹁祖国の詩歌﹂こそは︑﹁在来のものを全て恥じ

というヘルダーリンの言葉︵一八〇三年十二月ヴィルマンス宛書簡︶も十

ｈｏｈｅ ｕ乱ｒｅｉｎｅ Ｆｒｏｈｌｏｋｅｎ

る︒このような脈絡から始めて︑﹁祖国の詩歌の崇高で純粋な歓呼︵ｄａｓ

略に抗したマラトーンの戦士アイスキュロスの言葉どおり︑﹁いかなる者

九
一
〇

して﹁生ける水︵μ口Ｐａ︶﹂ミ︶が﹁生ける神︵ｆｔｕＰ口︶﹂︵﹃中命

第二六章︑第一九節︑□ごは︑このようなものを意味したであろう︒そ

気に溢れた社交広間のどよめきをも混じえて宮廷オペラ文化が消滅の相に

車︵ｄｉｅ Ｗａｇｅｎ︶が疾駆し過ぎ去るＣｈｍwｅｇ︶﹂のであるから︑贅沢な俗

二句では﹁松明に飾られて騒然︵ぶ回・冨已と︵大路を幾合もの宮廷︶馬

く第二句と対比する時︑一層と内実の意味が浮き彫りにされる︒つまり第

目立たぬが力強い﹁噴泉﹂の詩句は︑同じ動詞︿ｒａｕｓｃｈｅｎＶが別様に響

大地の奥底とつながり︑そこから生成してくる︒

記﹄第五章︑第二六節︑２９６︶につながり︑苦悩する預言者には唯一なる

ある︒この言わば人工楽園を目指す第二句と対比され︑大地自然の懐から

の民にとり︑﹁生ける水の噴泉︵Ｂｒｕｎ ｌｅｂｅ乱ｉｇｅｓ wａｓｓｅｒｓ︶Ｊ︵﹃創世記﹄

地をも母胎として︑この双方の源から洞々と湧き出でてくる︒恐らく砂漠

神こそ﹁生ける永の源泉︵會・↑・ヴ・乱貧〜心自序︶﹂︵﹃エレミア書﹄第二

は﹁噴泉が／洽々と湧き︑清冽な水しぶきをあげ迢り︵ぷ回吊〜︶︑芳香

●一

これがシュヴ″Ｉベンの敬虔主義に結びつくことを留意しておきたい︒な

に匂う花壇をう
店る
しお
ている﹂︵第九句−第一〇句︶︒この際に生成する﹁噴泉﹂

章︑第一三節︑︻胞︼に他ならなかった︒目下ヘルダーリンとの関連では︑

は︑第二句の︵過ぎ去るＣｈｍwｅｇ︶﹂を睨んで︑いよいよ﹁洞々と湧き

︵︷〜〜のぶ９ ↑︸の乱︶﹂いずる︒更に双方の限定語︑﹁飾られて︵︱呂冨乱回︶﹂

ぜならラングン著﹃ドイッ敬虔主義の語彙﹄再版︵一九六八年︶に︑﹁源

︵第二句︶と﹁清冽な︵？に會︶﹂︵第一〇句︶との対比も鮮明である︒同

泉︑﹃聖書﹄では︑神が生ける源泉︷︸・ぎ乱耐・︵心自Ｆ︶とあり︑この意

されているからである〜︒

られる神言にも︑どきっくはないが鋭く現われている︵に︶︒

様の人工と自然との明暗は︑﹃マタイ福音書﹄第六章の第二八節以下で語︒

味は敬虔主義の場合も当語の原義︵のｒｕ乱ｂｅｄｅｕｔｕｎｇ‑︶をなす︒﹂と指摘

・︵
・以ミ忿
アは
ル水
ヶ︵
−廊若︶で
ｅある
ビ説
ュを
ト︑
ーイ
ルオーニアー学派タレー
万物の根源
スが主張したとアリストテレースは﹃形而上学﹄九八三Ｂで述べてい

野の百合︵君？巳を見よ︵汝ら︶︒⁝︵宮廷の︶栄華を極めたソロ

る︵52︶︒また抒情詩人ピンダロスも﹃オリュムピア祝勝歌﹄第一歌冒頭で︑
﹁この上なく貴きは水なれど︵ｋｐＬＯＴＯＶ

モーンでさえ︑正に一輪の百合ほどにも着飾っていなかったのだ︒

Ｌtｔｖ
ｕ５(i︶ｐ︶⁝﹂︵に弓に咽↑・に︶

と︑同旨を開陳している︒このように古来より貴重とされる﹁水﹂ゆえ︑

萄酒﹄第一節は始めて︑自然そのものの息吹きに直接触れる︒成程すでに

あの
ぶ如
くき虚飾に過ぎず︑﹁一輪の百合﹂に見られる真正な自然の慎し
て︑泡

神の子牛リストによれば︑絢爛豪華なソロモーンエ朝の宮廷ユダヤ文化と

話題の﹁噴泉﹂の意味は大きい︒しか淑第九句末の﹁噴泉﹂で﹃パンと葡

第一句後半は月影の光明に充ちている︒しかし実のところ詩想展開上︑

み深い荘厳な姿と比べれば︑単なる人工の産物に他ならない︒こう言った

るから︑第一句で直接に目につくのは︑﹁都市﹂とその﹁燈火のともる街

・●

﹁月も／また秘蔵の荘厳より解き放たれ﹂るのが︑第十四句以下なのであ

句で示される目立つ権勢の出で立ちと対峙することになる︒

自然の真正な姿として︑﹃パンと葡萄酒﹄第九句以下の﹁噴泉﹂も︑第二

その第二句と第一〇句における人工対自然を象徴するのが双方の前置詞

路﹂に他ならない︒それに加わり︑第二句では﹁松明﹂と﹁馬車﹂︑第三
句では﹁家路を歩みゆく人々﹂︑更に﹁家長﹂︵第四句︶や﹁広場の市場﹂

﹁噴泉﹂と共に︑目下の週日とは違う﹁祝祭の日︵吻恥器品︶﹂には︑新教

︵ａｎ ｄｕｆｔｅ乱em Ｂｅｅこ︶とある︒更に後者は﹁遜り︵ぶ回３ 〜︶﹂いでる

句で︑一方は﹁松明に︵目屎司弥・ぎ︶﹂とあり他方は﹁芳香に匂う花壇を

一節を彩って来ているのであるが︑それらは皆あくまで各々人間の生活空

︵第六句︶とか﹁庭園﹂︵第七句︶など︑ 様々な形象が﹃パンと葡萄酒﹄第
間に限定された表象に留まっている︒これらと趣を異にして︑﹁噴泉﹂は

二Ｉ ︵21︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 ︵一九九五年︶ 人文科学

︼三 ︵22︶ ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶
徒ヘルダーリンの属した﹁教区民︵９∃Ｒ乱の︶の︵神を︶畏み怖れる歌
声﹂の響き︵〜回多〜︶と協和し合ったことであろう︒実際ヘルダーリッ
もこう歌っている︒
一六 祝祭の日には︑また︵庭園の花壇の︶花もひそやかに︵Ｂｌｕｍｅｎ ｉｎ
ｄｅｒ Ｓｔ巳の︶︑
一七 恐らく常より麗しく咲き匂いし︑また明澄に湧き迢りし生ける噴泉
︵↑３ 日巳ｇｅ Ｂｒｕｎ回巳︒
一八 彼方に響きしは︵哨の〜ぷ目３ 芯︶︑教区民の︵神を︶畏み怖れる歌
声か即〜ｅｒｉｉｃｈｅｒ Ｌrｅｓａｎｇ︶︑
一丸 そこでは聖なる葡萄酒さながら︑黙示の言葉が

﹁宥和する者︵く自乱〜の乱・ごよ︑⁝︶と始まる当草稿︵ＳｔＡ Ｉに呂︶は︑
前述の讃歌﹃平和の祝祭﹄初稿にあたる︒従って眼目は聞かれた祝祭空間
にあり︑その﹁︵神を︶畏み怖れる歌声﹂の響き︵ぶ回５ 臣︶も清澄なる
蒼寫の大気を浴び︑あの閉じられた排他的特権オペラ会場に向け﹁騒然
︵ＭＳ９ 〜︶と馬車が疾駆し過ぎ去る﹂︵第二句︶のとは︑たとえ動詞
ＡｒａｕｓｃｈｅｎＹの文字面が同じであっても︑その内実が全く異なるのである︒
以上Ａｒａｕｓｃｎ ｅｎＶという動詞には三様の相が確かめられた︒そのうち
﹁噴泉﹂と﹁畏み怖れる歌声﹂との両者は︑目立つ門閥の俗界と睨み合い︑
その﹁迢り﹂と﹁響き﹂が俗界の喧噪を浄める︒引用した祝勝歌で古代詩

二Ｉ○ ︵詩神の古里︶パルナソス山へ私は赴きたい︒そしてもし樫の暗
き林苑で︑

微光を帯び︑迷える私に︑そこでカスタリアー源泉︵Ｋａｓｔａｌｉａｓ

Ｑｕｅｌ↑・︶が現われるなら︑

詩想展開は﹃パンと葡萄酒﹄の場合も︑すでに見た第五〇句以下で﹁パル

ナソス山麓へと︑白雪が輝くデルポイの巌へと︑⁝﹂とある通り︑同じ地

平線オリュムポスの神界を目指している︒但し第一節の都市像においては︑

この方向を明確に指す形姿がなく︑後に来る﹁至福なるギリシア﹂︵第五

五句︶への道は表層に出ず︑むしろ深層に隠れている︒当面の﹁噴泉﹂に

関しても︑それは何より首都シュトゥットガルトの噴泉が踏まえられてい

る︒ゆえに市内に散見される現実の噴泉も無視できない︒だが問題の要点

はこの場合︑﹃パンと葡萄酒﹄第九句の﹁噴泉︵り〜〜〜︶﹂が︑単数でな

く複数であることで︑この複数による表記は先の﹃平和の祝祭﹄初稿にお

ける﹁生ける噴泉﹂︵第十七句︶にも認められる︒そして現実に今日でも

旧市街を散策し︑中央駅から南西へ歩み︑シラー広場と市庁舎前中央広場

トルにも及ばない区域を見回しただけでも︑十ケ所を下らない﹁噴泉﹂を

をへて︑エーバーハルト通り五三番地ヘーゲルの生家あたりまで︑千メー

見つけることができる︵53︶︒しかしながら詩想を読み解く上で大切なのは︑

数多くの﹁噴泉﹂がある場所を詳細に考証することでなくて︑むしろ現実

の噴泉から詩魂が抱く心象を明らかにすることである︒それゆえ﹃多島海﹄

第二ＩＩ句の﹁カスタリアー源泉﹂が︑浄めの水という意味で﹃パンと葡

ると︑この両者の関連は密なものとなる︒それは詩人の三歳年長の友マー

萄酒﹄第九句の﹁噴泉﹂に関連することになる︒更に伝記資料をも踏まえ

録﹄︵著者没後七一年一丸一七年初刊︶である︵叩ｙｌに・弓−︲垢ご︒

ゲナウが︑一七九〇年頃のテュービングン神学院時代を描いた﹃交友回想

にあったのは託宣の神アポローンが宮居す神域デルポイの﹁カスタリアー

この神域の源泉を次のように歌う︵ＳｔＡ Ｉに呂︶︒

源泉﹂など浄めの水であったに違いない︒﹃多島海﹄でヘルダーリンは︑

人ピンダロスが﹁この上なく貴きは水なれど ・：﹂と歌った時︑まず念頭

一
一
一

と常なる消滅︵べ・品多〜︶を物語り︑晩鐘は︑その音響が︑時の大いな

源泉︵ｋａｓｔａｌｉｓｃｈｅ Ｑｕｅｌｌｅ︶で︑自分たちの罪悪︵曽乱〜︶を皆ぬぐ

ず︵詩歌女神ムーサ達とポイボス神アポローンに縁ある︶カスタリアー

い出されんとしていた︒ところがヘルダーリンは望んだ︒僕たちがま

な意識をいざなう余︶︒﹂と説明がくる︒

であり︑これらの音響は従って︑変転する時間性︵芯日ｔｏぶにぐ︶の真正

断性や無常性︵ｔｉｍｅ'ｓ ｄｉｖｉｓｉｏｎｓ ａｎｄ ｉｔｓ ｔｒａｎｓｉｅｎｃｙ︶を知っていること

ｔｅこ︶にも及ぼされ︑﹁晩鐘や夜警の叫び声が強く主張する点は︑時の分

で﹁時刻︵叩口乱〜︶を想い︑その数を声高に呼ばわる夜警︵ｅｉｎ Ｗａｃｈ‑

る脈動を感知せしめる︵怒︶と言うことになる︒更に同じ観点は第十二句

い浄める︵ｇシ片目︶べきことを︒庭園の傍を流れていた所謂﹁哲学

今やシラーの歌﹃歓喜に寄す︵ｙロ聴・喘諮乱・︶﹄二七八六年︶が歌

者の噴泉﹁で即↑ｏのｏ唇〜汐目罵已﹂︑これがヘルダーリンの言う﹁カ

十一

して時刻を想い︑その数を夜警は声高に呼ばわる︒

ひそやかに黄昏の夜気に響き渡る晩鐘の音

スタリアー源泉︵ｋａｓｔａｌｉｓｃｈ ｅｒ Ｑｕｅ↑↑︶﹂だった︒僕たちは庭園を通り︑
その源泉へと赴き︑顔と手を洗った︒荘重にノイファーは悠然と歩を

十二

第九句末の﹁噴泉﹂から第十二句に至るまでを︑このような﹁時の脈動

進めた︒ヘルダーリンが言うには︑︵シラーのこの歌を︑不浄な者
宍ｎｒｅｉｎｅｒ︶は誰一人歌ってはならぬ﹂とのことであった︒⁝ 何と
我々はかくも至福︵〜呂の↑吃︶であったことか／ アカデーメイア
風の交友よ︑・：

らば︑確かに﹁常なる生成と常なる消滅を物語り﹂えよう︒これに対し本

﹁ｔ９ ・に円が言﹂で掴み︑その﹁時の分断性や無常性﹂に重心を置くな

である︒他方﹃パンと葡萄酒﹄は熟成の作で︑﹃交友回想録﹄に表明され

似の情操は尚いら立ち気味の未熟な詩﹃荒野にて記す﹄ですでに見た通り

までもない︒若い頃だけに反俗の姿勢が如実に表立って現われており︑類

者﹂が踏まえられている︒当然ルソーとかカントが念頭にあることは言う

というよりむしろ生成︵詞の乱〜︶に本質を有することになる︒ゆえに引

慮深い家長﹂︵第四句︶も﹁孤独な者﹂︵第八句︶も含み皆︑基本的に消滅

ま乙・：︶するのを始め︑その光明の下にある第二切以外の都市像は﹁思

見る︒この結果として第一句で月影と燈火の光明かひそやかに生成︵耳日

節に読みとり︑専ら消滅︵べの品３ 日︶を第二句の豪奢な出で立ちの中に

論は史実の考証から﹁滅びの中で生まれるもの﹂を﹃パンと葡萄酒﹄第一

た士気を内にこめて表層に目立だせず︑いつとはなしに高邁な精神の脈動

・・＠一●
ブルネッ
浄める源泉はここで明確に﹁噴泉︵圃〜〜〜︶﹂と呼ばれ︑しかも﹁哲学

をそれとなく伝える︒この点から見ても第九句以下﹁噴泉﹂の詩句は意味

き続く﹁噴泉﹂︵第九句︶にしても︑更に﹁晩鐘の音﹂︵第十一句︶や﹁声
だか
●●
高に呼ばわる夜警﹂︵第十二切︶も︑あくまで生成の基調で読み取られる︒

深長であり︑決して芸術上や修辞上の完成になど終始せぬ生ける思念の証

も引き続いて歌われる﹁晩鐘﹂︵第十一句︶とともに︑﹁ロマン派風詩歌

ところで諸行無常万物流転を説く解釈によると︑只今の﹁生ける噴泉﹂

一に隠れ
・て
・おり︑それとなく幽かに玄く指示
かさ
すれてい
くる
らに過ぎないので︑
層

という本筋に気がつかないためである︒この﹁至福﹂への道が目立たず深

の場合でも︑例外なく﹁至福なるギリシア﹂の聞かれた悲劇祝祭を目指す

それらが一見したところ消滅と映るのは︑全体として詩想展開が第一節

︵ｒｏｍａｎｔｉｓｃｈ ｅ Ｐｏｅｓｉｅ︶の二大主題︑彼方︵吻・〜の︶と逝く時の流れ︵くｅｒ‑

それは止むを得ないとも言えよう︒殊に﹃パンと葡萄酒﹄第一節のみを

左と看傲されるのである︒

ﾖｅＢｅｎ ｄｅｒ Ｚｅｉｔ︶のそれ﹂と解釈され︑﹁噴泉は︑常なる生成︵宅の江〜︶
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二四 ︵24︶

ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

﹁夜﹂の表題で知り︑第二節以下の詩想展開に不案内であったロマン派ブ
レンターノの場合︑それは尚更のことである︒すでに言及した一八ニ八年
十二月の日記書簡で︑ロマン派詩人はこう書いている︵ＳｔＡ ＶＩＩ.１１.４３４︶︒

むしろ当ロマン派詩人はそれらの形象に生きた至福圏への契機として︑

﹁晩鐘﹂を念頭に置くブレンターノが関与せぬ死圏の諸相に他ならない︒

警は時が満ちたのを声高に告げ知らせている﹂のであるから︑すでに︒﹃パ

﹁約束の永遠の泉﹂とか﹁待ち望みそして祈る﹂ことを認める︒更に﹁夜

ンと葡萄酒﹄は第十二句にしてヽ﹁時︵トご恥︶が満ちヽ神の国︵馳OL‑

Ｘｔia ｚｏｕ Ｏｓｏｕ︶が近付いた︒回向し福音を信ぜよ﹂︵﹃マルコ福音書﹄

︵第九句から第一︲Ｏ句にかけて︶洞々と湧く噴泉は︑正しき義人たち
が飲んで元気となる約束の永遠の泉︵ｅwｉｇｅｒ Ｑｕｅｌｌ ｄｅｒ ＶｅｒｈｅｉＢｕｎｇ︶

第一章︑第一五節︑涵︶と言うことになる︒

神﹂すなわち﹁詩人の心情や世界﹂を︑大切に秘蔵の荘厳に密やかに隠し

むしろ﹁疎遠な形姿﹂つまり﹁詩歌作品中の目に見える素材﹂の中に﹁精

他方ヘルダーリン自身は︑ロマン派ブレンターノのように性急に焦らず︑

について語っていないでしょうか？ この義人たちを︵第十一句の︶

て祈る︵ぼ寸巳よう警告し︑︵第十二句の︶夜警は時が満ちた︵Ｅｒ‑

ている︒このことは﹃エムベドクレースの基底﹄より引用して先に論述し

晩鐘は︑響き渡たる音を蔵する世界により︑待ち望み︵回り回︶そし

ｆｕｌｌｕｎｇ ｄｅｒ Ｚｅｉｔ︶のを声高に告げ知らせているのではないでしょう

ダーリンに共在する精神風上が偲ばれるからである︒ここに修辞上の文芸

に︑その第一節からすでにこのように解する所に︑当ロマン派詩人とヘル

いる点は︑特筆に値する︒なぜなら﹃パンと葡萄酒﹄という表題を知らず

格別ブレンターノが﹃聖書﹄の神観を踏まえて﹁夜﹂の詩想を汲み取って

て次第に着実で地道な詩想展開を通して︑ついに﹁至福なるギリシア﹂

は未だ黙して自らの﹁心情や世界﹂を直接ここでは表明しない︒だがやが

葡萄酒﹄全一六〇句を暗示し予感させることは確かである︒ところが詩人

成程それだけ豊かな宗教性を第一節﹁夜﹂が内包し︑それ自体で﹃パンと

の所︑﹃パンと葡萄酒﹄は第一節﹁夜﹂だけ取ってみても十分満喫させる︒

でに第十二句で予感し語り出だす︒この切羽詰ったロマン派の心情をも実

たことである︒ところがブレンターノは︑この﹁詩人の心情や世界﹂をす

か？

学が今日とかく踏み込むに至らぬ宗教の沃土があり︑この豊かな土壌を精

︵第五五句︶も言葉となり︑﹁時が満ち︑神の国が近付いた︒回向し︵至福

なるギリシアの︶福音を信ぜよ﹂と来る︒ロマン派ブレンターノが﹁待ち

だが﹃聖書﹄そのものは︑必ずしもロマン派風の厭世観に根ざしている

望み︵回り〜︶そして祈る﹂のは来世の彼岸に向けてであるけれども︑

神史上で切り開いた所に︑ブレンターノの解釈が持つ強味があると言える︒
わけでない︒むしろ﹃聖書﹄こそは︑既成の世界を変えてきたし︑少くと

ギリシア﹂が生きた現実となるのを﹁待ち望み﹂︑そして第七節の終結部

くまで今この時︵ぼの匹〜回︶に踏み留まり︑﹁神の国﹂たる﹁至福なる

﹁乏しき時代﹂ではあっても﹃パンと葡萄酒﹄の詩人ヘルダーリンは︑あ

も﹃パンと葡萄酒﹄に和する﹃聖書﹄は将来も﹁滅びの中で生まれるもの﹂
平に立つ︒それが冒頭六句の都市像に見られる日常性を︑﹁疲労︵甲〜〜

でこう歌う︵ＳｔＡ １１.９４︶︒

を見据えることを教える︒この点ロマン派ブレンターノの解釈は微妙な地

て遁世こそが生者の圏内なのであるから︑この圏内には諸行無常とか万物

コー一 かく待ち望み︵回﹃・已︑して何を為しこの間に︑して言うべき

き品︶へといたる﹂に過ぎぬ言わば死圏と看倣したことは先に見た︒従っ
流転などの響きはない︒つまり後世ロマン派風と言われて挙げられる﹁変
転する時間性﹂や﹁常なる消滅﹂などは︑﹃パンと葡萄酒﹄の﹁噴泉﹂や

か

た詩歌とは︑このようなもののことを言うのです︒

ガルトの町中でも毎晩耳にすることができる︒それは日頃の市民生活の中

に中世風観光都市ローテンブルクヘなど赴かなくても︑今日シュトゥット

知らぬのだ私は︑して何のために詩人が乏しき時代に？

で美しく響き渡る教会の晩鐘の音で︑あちこちの教会で鳴らされ︑市内の

一二二

ては︑﹃パンと葡萄酒﹄全体を考察できない︒つまり宮廷オペラ文化へ奔

第一二二句の色調の暗さに気を取られ︑﹁至福なるギリシア﹂に盲目となっ

どこにいても自然と聴こえてくる︒あえて説教したり教訓を垂れるような

﹁響き渡る晩鐘の音Ｃｅｒｔｏｎｅｎ ｇｅｌａｕｔｅｔｅ臼ｏｒ已﹂︵第十一句︶は︑特別

ても︑﹁詩人が乏しき時代に﹁回ｏ匹９ド匹守コ耐宍り言﹂おいて直面す

走したり︑あるいは革命時代に躍動する現実に背を向ける趨勢が強力であっ

態とらしさは微塵だになく︑いまなお日常生活に協和しながら存続してい

Ｇｅｄｉｃｈｔ︶﹂と呼び︑﹁この詩歌は私に平和

の音︵叩︷↑↑ｉｎ dammｒｉｇｅｒ Ｌｕｆｔ ｅｒｔｏｎｅｎ ｇｅｌａｕｔｅｔｅ Ｇｌｏｋｅ已﹂︵第十一句︶

豊かにたゆとう律動の波となり︑﹁ひそやかに黄昏の夜気に響き渡る晩鐘

次に音響そのものに関して言えば︑変母音︵りとこと二重母音︵回︶が

明や音響が目立たず慎ましくも謹厳にそれとなく広がるようになっている︒

消しの悄で幽かで玄く鸚ある陰影を帯び︑言わば実在ならぬ仮象の如く光

情が第一句後半冒頭﹁ひそやかに︵江巳︶・：﹂と同じである︒いずれも艶

冒頭が然り気なく﹁ひそやかに︵叩巳︶⁝﹂と限定づけられている点︑事

その詩歌の魅力を多少なりとも修辞上で考察してみると︑まず第十一句

﹃パンと葡萄酒﹄の詩人の非凡な才が発揮されている︒

る︒この在り来たりの佇いに﹁祈り！﹂をもふと誘う美を見い出した点に︑

べき﹁至福なるギリシア﹂の理想は揺らがず留まっている︒しかも話題の

心配﹈なのだヽ乏しき︵お配Ｆ︶汝らは・つまり神の国が汝らのもので

﹁詩人﹂は︑単数ならぬ複数であり孤立していない︒そして﹁至福宣﹇ａｎａ‑

あるから︒﹂︵﹃ルカ福音書﹄第六章︑第二〇節︑↑呂︶と︑神の子牛リスト

再び話題を﹃パンと葡萄酒﹄第十一句に戻すと︑ここの﹁晩鐘﹂が格別

も﹃聖書﹄で説くように︑乏しさと至福は表裏一体なのである︒

ブレンターノに宗教の本質を告げ︑≒待ち望みそして祈る︵Ｆ︷・巳よう警
告し︸た点が興味深い︒話題の日記書簡︵一八一六年十二月︶の前の方に

ｌｉｅｂｓｔｅ

も目をやると︑当ロマン派詩人が﹃パンと葡萄酒﹄第一節﹁夜﹂を﹁最も
好きな詩歌︵ｄａｓ

︵﹃に乱〜﹄を与え︑わが頭上に天︵宍日日の↑︶を張りわたし︑その下で私

が際立つ︒同様の効果は︑第一句後半の二重母音︵〜︶による﹁燈火︵と

月影の光明︶がみちる街路︵ｄｉｅ ｅｒｌｅｕｃｈ 茫茫の回諮︶﹂の所にも︑また先

は母の懐に抱かれその胸下にある子供のように横たわります﹂と述べ︑こ
の第一節を正に﹁祈り／︵ご・茫茫︶﹂のための祈祷書つまり時祷詩集

に見た第七句の最高潮﹁響いて来る︵茄ぽ︶﹂にも確かめられるものの︑

語に︑﹁われ生者を呼ぶ︵べ才ｏＱ〜８し︒われ死者を悼む︵︷く﹇〇ｒｔｕｏｓ ｐｉ目︲

名高いシラーの﹃鐘︵の↑ｏ・ｒ︶の歌﹄二八〇〇年︶冒頭に付された標

に﹁轟く︵呟罵︷︸偉大なる運命﹂︵第六二句︶に呼応するものである︒

﹁響き渡る︵・詐回〜︶﹂は︑後に﹁至福なるギリシア﹂で讃歌燃焼の極み

のでない︒更に以上の中で第七句の﹁響いてくる︵乱ぽ︶﹂と第十一句の

やはり第十一句における変母音二つと二重母音との数珠つなぎには優るも

合才乱回目訃︶としていたことが解かる︵叩ｙだにに器︶︒この際ブレ
ンターノがその第十一句の﹁晩鐘﹂を中心にして︑第一節﹁夜﹂を受容し
ていたことは︑数年前一八一〇年一月二十一日付ルング宛書簡において︑
すでに明らかとなっている︵叩ｙだこ広岡︶︒

殊に﹁夜﹂は明澄で星辰に輝き︑孤独で︑そして過去へまた未来へと
あらゆる想い出の響く晩鐘︵芯回乱の臼ｏ輿の︶です︒そもそも優れ
二五 ︵25︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 ︵一九九五年︶ 人文科学

二六 ︵26︶

ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

叫〇 ︶︒われ稲妻を砕く︵Ｆｕｌｇｕｒａ ｆｒａｎｇ〇・︶︒﹂︵ＮＡ ＩＩ.に陥︶とあるよう
に︑﹃パンと葡萄酒﹄第十一句で﹁響き渡る晩鐘の音﹂も生者と死者の両
圏へと︑更に大自然へと拡がりゆく調べである︒但し全九節が漸く一八九
四年に印刷された﹃パンと葡萄酒﹄を︑その第一節﹁夜﹂についてだけ親
しんだブレンターノには︑果して目前の﹁晩鐘の音﹂が︼体どこに向かっ
ているのか？ 明確に判断できなかったと思われる︒それ故に前掲のルン
グ宛書簡︵一八一〇年一月二十一日︶には︑﹁過去へまた未来へとあらゆ
る想い出の響く晩鐘回ｎｅ ｒｉｉｃｋ‑目ｄ ｖｏｒwａｒｔｓ ｔｏｎｅ乱ｅ︵⁚︶↑Ｏｅｋｅ ａｌｌｅｒ
ｂｒｍｎｅｒｕｎｇ︶﹂とあり︑﹃過去﹄とか﹁未来﹂と言っても当所なき空漠と
した﹁後方︵ｒｉｉｃｋwａｒｔｓ︶﹂や﹁前方︵ｖｏｒwａｒｔｓ︶﹂に過ぎない︒類似のロ
マン派風の無限への憧憬に駆られゲーテの﹃ファウスト﹄第一部︵一八〇
八年︶における﹁夜︵之回ぼ︶﹂の場面では︑﹁復活祭の始まる時刻﹂︵第
七四五句︶を告げる﹁鐘の音﹁臼ｏ沁のぽｏ已﹂︵第七七三句︶が話題とな
る︵ＨＡ １１１.３０‑３１︶︒

響き渡り︑

七七三 あの少年の頃には︑かくも予感に満ち︑溢れんばかりに鐘の音が

七七四 そして祈り︵の呂江︶が︑燃える悦楽だったのだ︒

少年ファウストにも劣らぬ若き純真な魂で︑ロマン派ブレンターノは﹃パ
ンと葡萄酒﹄第一節﹁夜﹂に心酔した︒その胸には﹁かくも予感に満ち
︵・ｏ斗〜品回ｏ巳︑溢れんばかりに鐘の音︵ｄｅｓ〜ｏ恥のぼｏ罵・﹃日ぎ﹄が
響き渡り︑そして祈りが燃える悦楽だった﹂ことが︑先に言及した日記書
簡︵一八ニ八年十二月︶より︑手に取るように解かる︒そこには正に﹁祈
り／﹂が宗教の本質となり︑第十一句の﹁晩鐘﹂を要として﹃パンと葡萄

れる兆しは︑このロマン派の無限への憧憬に見い出されない︒

酒﹄の詩魂に追っている︒だが死圏ギリシアが甦り生者の魂に彷彿と現わ

事情は文字通り﹁無限の憧憬︵自・乱回冨？丁目・耳︶﹂を﹃サイズの

学徒﹄︵一七九八年−九九年︶第二章︵Ｚ∝にＩ︶で語ったノヴ″Ｉリスの

場合も変わらない︒つまり理想界ギリシアがパルテノーン神殿さながら聳

える﹃パンと葡萄酒﹄と異なり︑このロマン派詩人の代表作﹃夜の讃歌﹄

はギリシアを克服された過去と看倣す︒なぜなら﹃夜の讃歌﹄その五によ

れば︑この古典古代は死の豊かさを内包できぬ﹁古き世界︵巴芯測宍︶﹂

に留まり︑結局その生命溢れる姿とて﹁愕然とさせる夢幻︷ｅｎｔｓｅｔｚｌｉｃｈｅｓ

︸ａｕｍｂｉｌｄ︶﹂に過ぎないからである９ｍ︷・呂＼呂︸︒これに反して死圏

の空無を孕む﹃聖書﹄の神キリストの受難と復活こそ︵新たな世界の誕生

石ｅｂｕｒｔ ｄｅｒ ｎｅｕｅｎ Ｗｅｌｔ︶﹂︵Ｚ∝︷恵︸を告げる要石に他ならない︒大体

ブレンターノも似たような﹃聖書﹄の神観を礎として︑ロマシ派ノヴァー

リス風の﹁夜﹂として﹃パンと葡萄酒﹄第一節を理解したと思われる︒ゆ

えに無限の憧憬はこの場合︑来世の彼岸へ向けて﹁待ち望みそして祈る﹂

なかに宿ることになる︒実際ノヴァーリスにおいて憧憬の対象が夭折した

恋人ソフィーであり︑この少女の死に神の受難が重ね合わされていること

を考えあわせれば︑当時一八〇〇年の今この時に﹁在来のものを全て恥じ

いらせる志操と思考法の来たるべき革命﹂として﹁至福なるギリシア﹂の

ともあれ興味深いことは実の所︑﹃夜の讃歌﹄が﹃パンと葡萄酒﹄執筆

福音を歌う詩人との相違は明らかである︒

の少し前に印刷されており︑恐らくヘルダーリンは十分この讃歌を留意し

て自らの創作に筆を初めたと考えられる点てある︒すなわち﹃夜の讃歌﹄

全六歌は一八〇〇年夏八月にシュレーゲル兄弟の文芸誌﹃アテネーウム﹄

第三巻の第二分冊で公刊される︒その後一八〇〇年秋に﹃パンと葡萄酒﹄

が歌い始められる︒この思想詩が讃歌から受け継いだもの︑それはロマッ

派ブレンターノの詩魂に働きかけ︑それを揺振った予感させる力︑無限へ

の憧憬を掻き立てた濃淡細やかな想念である︒これをノヴァーリスは﹃断

章﹄︵一七九八年︶で﹁ロマン化﹂と呼ぶ︵Ｚ∝︷に弓︸︒

世界はロマン化される必然にある︒かくして根源の意味が再び見い出

ヘルダーリンは次のように語る︵叩ｙべ・に呂︶︒

のことを美学論文﹃アンティゴネーヘの註解﹄二八〇四年︶第三章で︑

表出﹂が極致に至る時に﹁神は死の姿において現われる﹂からである︒こ
される︒ロマン化︵Ｒｏｍａｎｔｉｓｉｅｒｅｎ︶とは質的累乗で高めること

厳を︑有限なものに無限の陰影Ｃｕｎｅ乱ｌｉｃｈ ｅｒ Ｓｃｈｅｉｎ︶をあたえるな

高な意味を︑日常に対し神秘にみちた外観を︑既知のものに未知の尊

媒介直接の神︵ｄｅｒ ｕｎｍｉｔｔｅｌｂａｒｅ Ｇｏｔｔ︶が︑入と全き一体︵回ｎｚ

の註解﹄︵一八〇四年︶でも示したように︑次の点による︒つまり無

悲劇性の表出︵回ｅ ｔｒａｇｉｓｃｈｅ Ｄａｒｓｔｅｌｌｕｎｇ︶は︑﹃オイディプースヘ

︵ｑｕａｌｉｔａｔｉｖｅ Ｐｏｔｅ回な〜品︶に他ならない︒⁝ 私か俗なものに崇

ら︑こうして私はロマン化しているのである︒

神秘にみちた外観を︵ｄｅｍ Ｇｅwｏｈｎｌｉｃｈｅｎ ｅｉｎ ｅ‑ｅｈｅｉｍｎｉｓｖｏＵｅｓ Ａｎｓｅｈ巳

なものに崇高な意味を︵ｄｅｍ Ｇｅｍｅｉｎｅｎ ｅｉｎｅｎ ｈｏｈｅｎ Ｓｉｎｎ︶︑日常に対し

こと﹂のなかで︑﹃パンと葡萄酒﹄第一節﹁夜﹂の方が優る点として︑﹁俗

が無限に自らを掴むことである︒無限とは︑意識を揚棄︵目映・ぼ︶

ころで神と人との一体は︑無限の霊感︵自の乱ｌｉｃｈｅ Ｂｅｇｅｉｓｔｅｒｕｎｇ︶

くｅｒｓｔａ乱ｉｎ ｈｏｃｈｓｔem Ｇｅｉｓｔｅ︶であるから︵問題とならない︶︒と

であり︑これは最高の精神に宿る最高の︵分別︶知性︵ｈｏｃｈｓｔｅｒ

て︶使徒の神︵Ｐｔｔ ｅrneｓ Ａｐｏｓｔｅｌｓ︶は︑より間接的︵日回・回目・１

回ｎｅｓ miｔ ｄｅｍ Ｍｅｎｓｃｈ 〜︶となる点てある︒すなわち︵これに対し

あたえる﹂ことが挙げられる︒実際ノヴァーリスは讃歌で俗な日常など取

する意識の中で諸々の相克により︑神聖︵回白巴な霊感そのものに

﹃夜の讃歌﹄と比べてみると︑ここで要請されている﹁質的累乗で高める

り上げてもいない︒反して﹃パンと葡萄酒﹄第一節の都市像には︑﹁街路﹂

亀裂が入る︵匹５ 円冨まの乱︶ ことである︒かくして神は死の姿

﹁無限の霊感﹂は別の面︑ノヴァーリスが述べる先程の﹁無限の憧憬﹂に

︵︵いｅｓｔａｌｔ ｄｅｓ Ｔ乱・巳において現われる︒

や﹁収支得失﹂など在り来たりの表象が溢れており︑第十一句の﹁晩鐘﹂
にしても例外ではない︒
それら都市の諸相が﹁ロマン化﹂の力により根源から照らし出される限
り︑その光明の果てに神を予感し﹁待ち望みそして祈る﹂のは正鵠を射て

要点は﹁無媒介直接の神﹂を﹁死の姿﹂において把え︑これを﹁使徒の

通じ︑この筋で﹃パンと葡萄酒﹄のロマン化か遁世の詩人ブレンターノの

て﹃聖書﹄の神キリストも問われる︒また前述の悲劇祝祭における共和精

神﹂と峻別することにある︒﹃夜の讃歌﹄におけるノヴァーリスなら︑﹃聖

いる︒この意味なら﹃パンと葡萄酒﹄第一節﹁夜﹂は︑一種の﹃夜の讃歌﹄

神に呼応して︑第一節の都市像の中で何か果して﹁滅びの中で生まれるも

書﹄の神キリストのみをその受難における死の姿で特別視して︑他の神々

心を掴んだ︒他方これは古典ギリシア悲劇を鏡にして︑その神観と﹃聖書﹄

の﹂かも明らかとなる︒就く古典ギリシア悲劇に焦点をあてるヘルダーリ

はアポローンであれディオニューソスであれ留意されない︒ところが﹃パ

である︒ところが第一節﹁夜﹂には︑ロマン派ブレンターノたちの関与し

ンは︑他ならぬ悲劇の誕生に﹁至福なるギリシア﹂の精髄を見るわけであ

ンと葡萄酒﹄の悲劇祝祭においては︑その三者とともに﹁無媒介直接の神﹂

との内なる結び目をも探し求める︒

るから︑とかく生者・の圏内へと閉じたとされる古典古代を死圏へと開く︒

となる︒なぜなら悲雄オイディプースが﹁死の姿﹂において滅びる時に︑

ない神秘ギリシアヘの道もあり︑この筋がゆき着く悲劇祝祭の時空におい

なぜなら悲劇においてこそ両圏の相互浸透が可能となり︑この﹁悲劇性の

二七 ︵27︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 ︵一九九五年︶ 人文科学

二八 ︵28︶ ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

ａｂｓｃｏｎｄｉｔｕｓ︶に留まり︑あくまで

悲劇の﹁神は現われる﹂と考えられるからである︒勿論アポローンは悲劇
の舞台に登場しない隠れた神︵口ｅｕｓ
﹁悲劇性の表出﹂の深層において﹁無媒介直接の神﹂となる︒事情は﹁離

パウロが﹃コリント人への第一書簡﹄第二章の第十六節︵︷咀︸で述べる

時︑この﹁精髄﹂を先程の﹁最高の精神に宿る最高の︵分別︶悟性﹁べｇ︲

でも同じく︑神自身は隠れている︒但し﹃聖書﹄によれば神自身は同時に

一の︵根源︶知性︵ｐｒimｕｓ ｉｎｔｅｌ↑・・ぱ乙︶に他ならない︵57︶ｏ このことは

知性能力の創造主︵自３ ｏｒ ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｉｖａｅ ｖｉｒｔｕｔ邑であり︶︑しかも﹁第

第一部﹁神論﹂第十二問の第二項によれば︑﹁神︵口ｍ・︶はまた︵分別︶

実際十三世紀思弁哲学の巨匠トマス著﹃神学大全︵汐〜日限訃のｏ↑ｏ侃〜︶﹄

耳自巳﹂と解するのは中世スコラ哲学など思弁形而上学の筋であろう︒

救世主キリストに他ならない︒そこで神々とは異なる唯一神の場合は︑異

後に啓蒙期十八世紀シラーの﹃ギリシアの神々﹄初稿︵一七八八年︶終結

在︵アーザブ︶﹂との関連ですでに見た十字架上のキリストの﹁死の姿﹂

例なことに神の死︵Ｑｏはに︷ど︷︸が︑十字架上の受難において成就され

創造主︵Ｓｃｈｏｐｆｅｒ ｄｅｓ Ｖｅｒｓｔａｎｄｅｓ︶﹂︵ツ﹁ンこ呂﹂と語られて示される︒

部の第二五節においても︑その第一九四句に﹃聖書﹄の唯一神が﹁知性の

ることになる︒

始めて神自身
ゆキ
●リ
●ストが幽かに玄く問
かい
すかける
くよ
らうに歌われる時︑﹁人の

リック公認︵べ巴回剪︶ラテン語ヒエローニュモス訳聖書では︑話題の使

但し﹃聖書﹄の神は︑必ずしも知性本位に把えられない︒例えば旧教カト

従って﹃パンと葡萄酒﹄第六節の第一〇七句から第一〇八句にかけて︑

姿をとり﹂と記されている言葉の内実は︑﹁死の姿﹂に他ならない︵ＳｔＡ

と考えられる︒当然その対極に﹁無限の霊感﹂に拠る﹁無媒介直接の神﹂

言う時︑これは﹁︵分別︶知性﹂本位の思弁哲学が継承する﹃聖書﹄の神

引用した﹃アンティゴネーヘの註解﹄でヘルダーリンが﹁使徒の神﹂と

が﹁心意︵巳〜︶﹂というドイツ語に翻訳されている︵︷に合︸︒

︵︷にコ↑︸とされ︑これと同様ルター訳一五四五年聖書でも﹁精髄︵回収︶﹂

徒パウロの言葉﹁キリストの精髄﹂が﹁キリストの心意︵呂回目０可屁巴︶

１１.９３︶︒

一〇七 或いはもしかすると神自身も来臨し︵〇ｄｅｒ ｅｒ ｋａｍ ａｕｃｈ 罵ぎ匹︶︑
しかも人の姿をとり︵μ乱ｎａｈｍ ｄｅｓ Ｍｅｎｓｃｈｅｎ︵ｊ‑ｅｓｔａｌｔ
ａｎ︶︑
そして天上の祝祭︵たる至福なるギリシア︶を終結し宥和した

リンの神観によれば﹁人の姿﹂もとらずに隠れた﹁無媒介直接の神﹂であ

未だ﹁死の姿﹂をとらぬアポローンやディオニューソスは︑当然ヘルダー

の筋︑すなわち﹁心のこもらぬ冷たき︵思弁哲学の︶理性︵ｋａｌｔｅ ｖｏｍ

と解すれば︑ヘルダーリンが母宛一七九一年二月の書簡で述べる敬虔主義

して使徒パウロの言う﹃聖書﹄の﹁精髄﹂を宗教改革者ルターの﹁心意﹂

をとり﹂て十字架上で受難した﹁キリストの心意﹂に宿ることになる︒そ

一〇八

り︑ましてや晴れの檜舞台に颯爽と登場する﹁機械仕掛けの神︵口の縦の〜

Ｈｅｒｚｅｎ ｖｅｒｌａｓｓｅｎｅ Ｖｅｒｎｕｎｆｔ︶﹂に拠らぬ﹁わが心の信仰︵︵〜ａｕｂｅ ｍｅｉｎｅｓ

があり︑この言わば霊感の神は﹃聖書﹄なら﹁死の姿において﹂﹁人の姿

〜回冨〜︶︵56︶﹂などでない︒むしろ﹁機械仕掛けの神﹂は一種の﹁使徒の

Ｈｅｒｚｅｎｓ︶﹂︵ＳｔＡ ＶＩ.６４︶﹂が浮上し︑これが﹁無限の霊感﹂の母胎となる︒

のだ︒

神﹂であり︑詩人の﹁最高の精神に宿る最高の︵分別︶知性﹂の産物と看

従って詩人はパウロを一七九五年十一月九日付エーベル宛書簡で﹁見えざ

る闘争する教会︵ｕｎｓｉｃｈ ｔｂａｒｅ ｓｔｒｅｉｔｅ乱ｅ Ｋｉｒｃｈｅ︶﹂に結びつけ︑﹁わが魂

倣される︒更に別の﹁使徒の神﹂が﹃聖書﹄にあり︑それは﹁福音書﹂な
しかしながら﹁私達はだかキリストの精髄︵芭胃︶を持つ﹂と︑使徒

らぬ使徒パウロたちの書簡に根を持つ︒

に無知であるのに劣らずほとんど理解していない使徒︷ｙｔｏ耳ｏ︸︶﹂︵叩ｙ

の人物︵ｄｅｒ Ｍａｎｎ ｍｅｉｎｅｒ Ｓｅｅと︶にして︑﹁今日の追従者らが自分たち

に宿るのも︑まずは﹁悲劇﹂による﹁浄め﹂ゆえである︒すでに第一節

考え難い︒﹃パンと葡萄酒﹄第五五句で﹁至福﹂が他ならぬ﹁ギリシア﹂

二七八七年︶に顕著なごとく︑﹁浄め﹂は古典ギリシア悲劇を抜きにして

ノがそれを汲み取ったことは先に確かめた通りである︒だがロマン派の詩

﹁夜﹂にも一種の浄めがあり︑とりわけ第十一句前後の詩節にブレンター

だ ↑弓︶と称えることができた︒ここで詩人は西方ラテン教会の思弁哲学
による﹁最高の精神に宿る最高の︵分別︶知性﹂を下位に置き︑﹁心﹂や
﹁魂﹂に基づく﹁無限の霊感﹂を優先する︒この点ではロマン派のブレン

神キリストの精髄を︑他ならぬ異教の神々が君臨する古典ギリシア悲劇誕

但し格別ヘルダーリンが双方のロマン派詩人と異なるのは︑﹃聖書﹄の

浄︵〜〜ＩＪｎ︶﹂であり︑これをパラマースは由緒ある教父たちが﹁霊

返った時︑その念頭にあったものは何より﹁魂の情感︵ｎ'ａＱｏｏ︶部分の清

陥落︵一四五三年︶の百年程前に大著﹃三部作﹄で東方教会の伝統を振り

往時十四世紀ギリシア教父パラマースが東口Ｉマ帝国都ビュザンティオン

に﹃聖書﹄との関連においてのみ﹁無限の霊感﹂を心に抱いたのであった︒

生の時空にも認める点である︒これは使徒パウロを始め教父アウグスティー

人は︑それが更に﹁至福なるギリシア﹂にまで辿られることを知らず︑単

ヌスたちにも見られない新たな聖書理解と考えられる︒だが哲学者プラトー

して﹁霊の感覚﹂つまり霊感による﹁神観︵〜〜〜Ｑ︶﹂こそが求められ︑

プｖ
ネｅ
ウｕ
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ア︸
イの
ス感
テ覚
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シａ
スｔａ
ア９
イｖ
スａ
テt
ー(
シ：
ス・ｎ
プｖ
ネｅ
ウｕ
マａ
テａ
ィＴ
ヶＬ
ＩｉｔＴｆ)﹈と呼んだとしている︒そ
︷ｎ

これに比べ﹁神学の神論︵〜〜〜ご︶﹂は劣るとされる︵59︶○ この立論を

ンたち以降の思弁形而上学の筋を吟味し︑その︵分別︶知性本位の神論

徹底させれば︑少くともヘルダーリンの場合なら︑︵分別︶知性本位の思

なく迫る／︵至福なるギリシアヘの︶出立︵ｙ乱〜可・・ｒロ・︶を︒ならば

でこう歌われた︒﹁神々しい焔︵０ｏｔｔｌｉｃｈｅｓ Ｆｅｕｅｒ︶もまた昼となく夜と

へと突破するに至らない︒ゆえに﹃パンと葡萄酒﹄第三節の第四〇句以下

たちも教父たちも︑このように既成キリスト教圏を﹁至福なるギリシア﹂

歌芸術の精華ギリシア悲劇性の表出に及ばないこととなる︒他方ロマン派

弁哲学のみならず︑教理講話や説教も到底その﹁浄め﹂の業において︑詩

古い︒そして魂や心の底から信仰を掴み直し霊感を重視したのが︑西方ラ

口回ｏ︸ｏ胚・︶を不十分と批判した観点は︑実のところ教会の歴史において

ターノやノヴァーリスも同じ戦線に立ち︑思弁哲学ならぬ詩歌芸術におい

﹁神につい
ヵタイ

てこそ﹁キリストの精髄﹂を問うと言える︒

カ

テン教会ならぬ東方ギリシア教会の伝統である︒例えば四世紀の教父ナジ

アンソスのグレーゴリオスの﹃第三十二講話﹄第十二章には︑
て語る︵Ａａ/ｌｅｌｖ︶﹂よりも︑むしろ﹁自らを神に向け浄めてゆく﹁き亀︱︲
到ご﹂ことが大事とされる︵随︶ｏ 文字通り﹃詩学﹄ 一四四九Ｂで﹁悲劇

ｔＱｔミｎ︶﹂︵ＲＵＢ ７８２８. １８︶が教父の関心の的でもある︒但し教父は悲劇

来たれ！ 聞かれた時空︵ｄａｓ〇次〜の︶を私達が眺めるために︒﹂︵ＳｔＡ １１.

︵召ト
〜ラ
色ゴ
９ー
Ｑデ
︶ィ
﹂ア
をー
論じたアリストテレースが︑その眼目とした﹁浄め︵江︲

をヘルダーリンのように﹁清澄なる神事礼拝﹂︵既出シュッツ宛書簡︶と

前述の旧体制下宮廷オペラ文化とともに既成キリスト散圏も︑﹁至福な

９１︶

見ない︒むしろ異教の祝祭は偶像崇拝として斥けられたからである︒とこ
ろが近代ドイツの詩人は敢て異議を申し立てる︒果して古典ギリシア風の
﹁悲劇性の表出﹂よりも優れて﹁浄め﹂を現実化できるものなどあるので

へと後者は専ら﹃聖書﹄へと閉じられた世界である︒勿論ブレンターノた

るギリシア﹂へと﹁開かれた時空﹂から眺めるならば︑前者は封建的特権

少くとも思弁哲学ならぬ文芸の場合︑殊に西欧の近世ではラシーヌの

ちロマン派詩人が宮廷オペラ文化に奔走するなどとは想像し難い︒むしろ

あろうか？ と︒

﹃フェードル﹄︵一六七七年︶やゲーテの﹃タウリスのイフィゲーニェ﹄

二九 ︵29︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 二九九五年︶ 人文科学

古典ギリシアの福音が欠如している︒他方シラーたち古典派の眼前には︑

ところが所詮ノヴァーリスたちロマン派詩人を掴む﹁無限の霊感﹂には︑

詩人たちは﹃パンと葡萄酒﹄第一節﹁夜﹂の方に無辺無量の感慨を抱く︒

たに心魂を美に向けて形成する力︑すなわち人文教養︵ｈｕｍａｎｉｓｔｉｓｃｈｅ

として現実の力︑つまり封建制下キリスト教西欧の既成意識を解体し︑新

ではなく︑一層と形式面で純化され﹁至福なるギリシア﹂への無限の憧憬

たちに見られる﹁無限の憧憬﹂が﹃パンと葡萄酒﹄では否定されているの

言わば全身全霊で美の古里へと理念追求してゆく︒すなわちロマン派詩人

ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

古都アテーナイの中心アクロポリスの丘にパルテノーン神殿が今日なお聳

Ｂｉｌｄｕｎｇ︶を獲得するのである︒

言 ︵30︶

える如く︑理想界ギリシアは揺らがず留まっている︒その﹃ギリシアの神々﹄

Ｓｅｅｌｅ ｓｕｃｈｅｎｄ｡︶﹂︵ＨＡ Ｖ.７︶と言った所であろう︒すでに一七五五年ヴィ

﹃アンティゴネーヘの註解﹄で乗り越えられるものとされた︒﹁︵分別︶知性

と葡萄酒﹄の﹁至福なるギリシア﹂に結実する古典への道にあ丞︒前述の

て﹄と題した一連の書簡︵一七九五年︶でシラーが試みたことも︑﹃ハン

﹃美を目指す人間教育︵ａｓｔｈｅｔｉｓｃｈｅ Ｅｒｚｉｅｈｕｎｅ ｄｅｓ Ｍｅｎｓｃｈ 回︶につい

においても詩人の姿勢は︑ゲーテの﹃イフィゲーニエ﹄第十二句が語る通

ンケルマンの﹃絵画と彫刻におけるギリシア芸術模倣論﹄が公刊されて以

り︑﹁ギリシア人の国を魂で探しつつ︵︷︸目ｒＱ乱ｄｅｒ Ｇｒｉｅｃｈ ｅｎ miｔ ｄｅｒ

来︑﹃パンと葡萄酒﹄成立に至るまで約半世紀の歳月が経過している︒こ

︵べのぶす乱︶﹂が︑ここでは正に﹁美を目指す教育﹂を受けるべき対象と

ｓｔａ乱回︶﹂についてシラーは語り︑これを更に﹁心︵Ｈｅｒｚ︶を通り頭

され︑第八教育書簡において﹁︵分別︶知性の啓蒙︵Ａｕｆｋｌａｒｕｎｇ ｄｅｓ Ｖｅｒ‑

の間一七六六年刊﹃ラオコオン﹄第二六章で︑レッシングはヴィンケルマ

︷︸︷ｏ低︸へ向かう道﹂と言い換える︵ＮＡ ＸＸ.３３２︶°つまり思弁哲学に欠

ンの仕事に﹁歴史の松明︵Ｆａｃｋｅｌ ｄｅｒ Ｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ︶﹂︵ＬＷ ＩＶ.４０９︶を認
める旨を公言し︑この新時代の胎動を小論﹃いかに古代人は死を形造りし

誤れる理解に基づく宗教のみが︑私達を美から遠ざけ得る︒もし宗教

ば叡知直感により予感し先取りされることはないものの︑この光明を探し

り︑地道に今この時より道を少しずつ切り開く︒従って根源の光明が言わ

とである︒ここの﹁啓蒙﹂とは︑ロマン派が万有の根源に迫る仕方と異な

如した心髄が︑美の古里ギリシアヘの探究過程で始めて問われると言うこ

か﹄二七六九年︶の終結部でこう表明する︵ＬＷ ＸＶＩこ脇︶︒

が私達を再び美へと連れ戻すなら︑それは真正な宗教︑つまり正しく

は詩歌﹃友情﹄︵一七八二年︶終結部で︑﹁泡立ちのぼるＩ無限﹂︵第六〇

この探究過程はロマン派とは別の意味で﹁無限﹂と言えよう︒これをシラー

求め倦むことなき理念追求︵にｍＦ白目︶の努力がなされるのであるから︑

理解された真正な宗教の証左なのである︒

美の古里ギリシアヘ回向し︑そこへ帰郷を目指す宗教が︑やはり﹃パンと

五八

その者を目指し泡立ちのぼる︵Ｓｃｈａｕmｔ ｉｈｍ︶−無限︵ｄｉｅ Ｕｎｅ乱︲

霊魂の国そのものなす玉杯より

よしんば至高の者︵ｄａｓ ｈｏｃｈ ｓｔｅ Ｗｅｓｅｎ︶が無類無比であろうとも︑

句︶と歌っている︵ＮＡに↑↑︶︒

葡萄酒﹄でも求められ︑その美の宗教との新たな盟約が課題なのである︒
目下話題の﹁響き渡る晩鐘の音︵ｅｒｔｏｎｅｎ ｇｅｌｉｉｕｔｅｔｅ臼ｏｒ巳︶︵第十一

ｇｒｏｆｉｅ Ｇｅｓｃｈｉｋ︶﹂︵第六二句︶にも繋がる開かれた性格を宿す︒すると遁

五九

句︶も従って︑後に美の古里ギリシアで﹁轟く偉大なる運命︵ｔｏｎｅｔ ｄａｓ

世ロマン派風の﹁無限の憧憬﹂は︑同時に﹃ギリシア芸術模倣論﹄以来の

六〇

回目の〜︶︒

古典への憧憬に重ね合わされる︒この点ヘルダーリンの古典ギリシアを目
指す﹁無限の憧憬﹂こそは︑先輩ゲーテたちをも凌ぎ遥かに徹底しており︑

マン派好みの陰影は︑所詮シラーたち古典派に望み薄である︒一応ブレン

リスト︶﹂︵第一五五句以下︶が住まう﹁至福なるギリシア﹂を︑西欧牛リ

萄酒﹄では﹁乏しき時代﹂にある現実となる︒そして﹁至高者の息子︵キ

ろが思想詩史上この詩人は先輩シラーに固有の﹁泡立ちのぼるＩ無限﹂を

言えば一種ノヴァーリス風の﹁無限の憧憬﹂を基調に想像され易い︒とこ

派の巨匠たちはそれに無頓着だったため︑まず﹃パンと葡萄酒﹄の詩人と

ターノたちロマン派が歴史上ヘルダーリンの﹁夜﹂を発見し︑ドイツ古典

スト教圏の﹁幽魂たち︵昭冨は§︶﹂︵第一五六句︶が渇望する︒この影な

礎としており︑順序として無辺無量の陰影︵Ｚ〜〜の︶を後から加味した

﹁霊魂の国﹁曽・に〜冊已﹂︵第五九句︶は地上にあり︑これが﹃パンと葡

す幽魂の代表が︑光明界ギリシアを無比の理想とする詩人ヘルダーリンで

模様である︒例えば詩人の一七九八年十一月十二日付ノイファー宛書簡で
ＶＩ.２８９︶︒

は︑正に陰影を求めて苦闘する創作の現場が次の告白から偲ばれる︵ＳｔＡ

あることは言うまでもない︒
只今シラーとの関連で確かめた﹁啓蒙﹂の筋に︑古典派ゲーテたちの理
想界ギリシアが認められる︒ここで﹁泡立ちのぼるＩ無限﹂は実際ロマン

僕に欠けているのは︑力よりも軽み︑理念︵↑曾〜︶よりも陰影︵Ｚ宍

派の﹁無限の憧憬﹂に期待されない︒ところが﹃パンと葡萄酒﹄にそれは
先輩シラーたちより啓蒙の遺産として受け継がれ︑敢てドイツ思想詩

呂〜已︑基音よりも多彩に秩序づけられた音色︑光︵にＱぼ︶より影

れはヴァーグナーの楽劇よりはむしろブラームスの室内楽に継承されるも

ｇｅｏｒｄｎｅｔｅ Ｔｏｎｅ︶﹂の宝庫は他にあるまい︒但し稀有な創作において始め

恐らく﹃パンと葡萄酒﹄ほど﹁多彩に秩序づけられた音色︵ｍａｎｎｉｇｆａｌｔｉｇ

︵昭江燐〜︶なのだ︒

︵Ｇｅｄａｎｋｅｎｌｙｒｉｋ︶として当作品が話題とされる時には︑この無限な思念
の脈動が中心に来ることになる︒類例は﹃英雄﹄を始めとするベートーヴェ

のである︒ゆえに﹁形相の国︵口ａｓ Ｒｅｉｃｈ 皿ｇ句〜〜回︶﹂︵Ｚｙ口・に品︶

てヘルダーリンにしても希望が叶ったと考えるべきであろう︒つまり第一

ンの交響曲類など︑十九世紀ドイツ音楽の壮大で雄渾な形式美にあり︑こ

とシラーが呼んだ古典ギリシアの造形力を忘れ︑何らかの﹁陶酔と有耶無

節﹁夜﹂のような円熟した芸術作品にまで至る努力の道は峻しいものであっ

ところで引用の書簡にある﹁理念﹂という言葉から連想されるのは︑シ

たと思われる︒

てロマン主義﹁おｏヨ目に巴﹂として︑ニーチェの﹃悲劇の誕生﹄におけ

ラーが詩論﹃素朴文学と情感文学について﹄︵一七九五年−九六年︶で述

耶︵ｅｂｅｎｓｏ Ｂｅｒａｕｓｃｈ ｅ乱ｅｓ ａｌｓ Ｂｅｎｅｂｅ↑乱謡︶﹂に耽るならば︑それは

る﹁自己批判の試み﹂︵一八八六年︶の思う壷にはまらざるを得なくな

べた﹁理念 ︵Ξ・〜︶ によりわれわれを感動させる﹂ ﹁情感詩人

﹃パンと葡萄酒﹄の場合でも﹁反ギリシア主義︵Ａｎｔ耐ｒｉｅｃｈｅｎｔｈｕm︶にし

る︵恕︒実は先に見たロマン派ブレンターノによる第一節﹁夜﹂の受容が
これであり︑すでに論述した通りそれでは詩想の半面しか汲みつくしたこ

十八世紀の﹁情感﹂を第一に﹃パンと葡萄酒﹄は継承し︑何より当作品は

︵ｓｅｎｔｉｍｅｎｔａｌｉｓｃｈｅ回８ なら︶である︵ＮＡ ＸＸ.４３６／４５３︶︒この啓蒙期

の﹃詩法︵ｙユｔｏ町政に・︶﹄第四節︵第十三句−第十四句︶において︑表

念よりも陰影﹂を求める方向にあり︑このことは一八八二年ヴェルレーヌ

ドイツ思想詩の成果として留意される︒しかし後世十九世紀の詩風は﹁理

とにならない︒そこで﹁泡立ちのぼるＩ無限﹂が古典派シラーの筋より取

とは言うものの﹃パンと葡萄酒﹄第一節の全貌を穿つことは︑ロマン派

り出され︑不十分な﹁無限の憧憬﹂も漸く補完されたのである︒

のみならず古典派だけでも出来ない︒なぜなら幽かで玄い濃淡細やかな口
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ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

それはともかく予感し本題を先取りする点において︑ブレンターノは生

ルング宛書簡でも︑﹁それら︵﹁夜﹂の﹁晩鐘﹂など︶のことを体験しつつ︑

味読して解釈するだけに留まらなかった︒実際一八一〇年一月二十一日付

粋の詩人と言える︒しかも豊かな感受性は単に﹃パンと葡萄酒﹄第一節を

すなわち陰影︵Ｚｇ回の︶を一層と求めよう︑

ｅｒｆｉ乱ｅｎ︶が︑ふと思いがけず生じました﹂︵ＳｔＡ ＶＩＩ.１１.４０７︶と︑ブレン

ｅｉｎ Ｇｅｄｉｃ耳〜

ターノは語っているし︑後の日記書簡︵一八一六年十二月︶でも同旨を︑

私の心には一篇の詩歌を創作したい願望︵ｄｉｅ Ｂｅｇｉｅｒｄｅ｡

ターノたちの心を掴み︑第一級の芸術作品として認められた︒ところが

果して﹁願望﹂は叶えられ︑﹁素晴らしい課題﹂は実行に移された︒その

のは︑きっと素晴らしい課題でしょう︒﹂︵ＳｔＡ ＶＩＩ.１１.４３己と述べている︒

﹁この︵夜の︶歌を新たに詩作する︵ｄｉｅｓｅｓに乱〜９ ∃ａｌｓ ｚｕ ｄｉｃｈｔｅｎ︶

酒﹄第一節は内包している︒そして﹁理念﹂と﹁陰影﹂︑﹁基音﹂と﹁多彩

の夜の続篇﹄は︑次のように始まる︵汐ｙぺ︻日・詔−︼︒

﹃パンと葡萄酒﹄第一節︵第一句−第十八句︶につながる﹃ヘルダーリン

あたかも捕われし者へ忍び寄る夜警︵Ｗａｃｈｔｅｒ︶の如く︒

一九 ああ夜は私を慰めぬ︒私は夜を知っている︒私は待ち︑夜は近づく︒
二〇

で充たしなさい︒

二Ｉ ここに︵葡萄酒の︶杯かおる︒そう夜は語る︒この杯をあなたの涙

である︒あとは﹁至福﹂が厭世観から解放され︑﹁在来のものを全て恥じ

祈るよう警告し﹂ているのが︑ブレンターノによれば第十一句の﹁晩鐘﹂

らず︑その第一節のみを﹁夜﹂の題名で親しんだに過ぎない︒しかし鋭い

強く結びっけている︒未だ詩人は本来の表題である﹃パンと葡萄酒﹄を知

し︑先行する第一節の読解で礎とした﹃聖書﹄の神観を一層キリストヘと

文字通り﹁パン﹂と﹁︵葡萄酒の︶杯﹂を︑ここでロマン派待人は話題と

なるであろう︒

此所のこの石を胸に抱きなさい︒そうすれば石はあなたのパンと

いらせる志操と思考法の来たるべき革命︵ｅｉｎｅ ｋｉｉｎｆｔｉｇｅ Ｒｅｖｏ↑ぽ︷ｏ巳︸

二二

の礎として﹁ギリシア﹂が据えられれば︑﹃パンと葡萄酒﹄本来の詩魂に

但し﹁捕われし者﹂︵第二〇句︶から明らかに︑現世は牢獄であり︑﹁パ

詩人の直感力は﹃夜の続篇﹄で︑すでに本題を先取りして歌い上げている︒

旧体制下キリスト教圏に留まる︒

迫ることができる︒だが最後の一歩が踏み出されぬまま︑ロマン派詩人は

て至福なる生者の住居は遁世の彼方にあり︑この至福を﹁待ち望みそして

メし
タ福
ノ音
イを
ア信ぜよ﹂という内なる声を耳に
ｓし
ｌた︒
ｌそ
●し
の国が近付いた︒回向

派詩人は﹃聖書﹄に基づく消滅ならぬ生成の相において︑﹁時が満ち︑神

物流転を説き﹁時の分断性や無常性﹂を強調するのとは正反対に︑ロマン

が満ちたのを声高に告げ知らせている﹂と解した点は確かめた︒つまり万

まる︒すでに一八一六年十二月の日記書簡でブレンターノが︑﹁夜警は時

︵第九句︶と︑﹁晩鐘﹂︵第十一句︶に続いて﹁夜警﹂︵第十二句︶が目に留

話題を再び﹃パンと葡萄酒﹄第一節の中央部に戻すと︑その﹁噴泉﹂

稀有な成果となっているのである︒

想詩は一重に古典派にもロマン派にも偏せず︑しかも両者の要請を満たす

に秩序づけられた音色﹂の双方が縦横に織り成す総合芸術として︑この思

﹃夜の讃歌﹄のような﹁ロマン化﹂とともに︑実は先輩シラーたち古典派
１理
１念
１︵にの
イ回
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・警︷ｏ巳ギリシアをも︑
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の諸

まずヘルダーリンの﹁夜﹂は﹁陰影﹂の見事さにおいて︑ロマン派ブレン

十四

色彩︵のｏ巴の弓︶ならぬ陰影こそを／

立つ﹁色彩﹂ならぬ微妙な﹁陰影﹂の優位として示される︵まで↑目口咽︶︒

‑

る﹂としても︑未だ究極の慰めを求めるブレンターノの心は満たされない︒

と察知でき︑その前の﹁晩鐘﹂︵第十一句︶とともに﹁待ち望みそして祈

ｍｉｃｈ ｎｉｃｈｔ︶Ｊとある通り︑先の﹁夜警﹂︵第十二切︶から﹁時が満ちた﹂

過ぎなくなる︒すなわち続篇の第十九切に﹁夜は私を慰めぬ︵ｓｉｅ ｔｒｏｓｔｅｔ

ンと葡萄酒﹂は此岸に﹁捕われし者﹂に対する形而上の慰め︵マｏ耳︶に

に高き上なる天を目指している︒

ある教会と﹁神木﹂には︑互いに通い合うものかおり︑どちらも垂直方向

木︵圃〜〜のｏぱ謡︶﹂になぞらえている︷︸ｙ︷βにこつ︸︒確かに神の家で

Ｃｕｎｇｅｈｅｕｒｅ Ｍ自・し﹂を︑ゲーテは﹁崇高に聳え樹枝を四方へ拡げた神

︸︷匹回︸﹂が協和し合う︒すなわち聖堂のそそり立つ ﹁巨大な壁

の建築と︑第十三句で自然の﹁息吹き﹂を孕む﹁林苑の樹頭︷〜狐・↑胎・

察﹄第八七で次のように語る︵ＨＡ ＸＩにコ︶︒

を目覚めさせる︒これを古典古代の神性と対比して︑ゲーテは﹃蔵言と省

と︑第十︷句の﹁晩鐘﹂が鳴る教会の尖頭とが︑同じく北欧ドイツの神性

こうして﹃パンと葡萄酒﹄では︑第十三句の﹁林苑の︵神木の︶樹頭﹂

故に﹃夜の続篇﹄冒頭で﹁最後の晩餐﹂におけるキリストの我が体︵〜
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章の第二六節以下にいうコハン︵斜肘︶﹂と﹁︵葡萄酒の︶杯︵斟ぎ刎肘︶﹂
︵ｊ︶が歌い出されざるを得なかったと思われる︒とにかく基調には厭世観
かおるものの︑このように本題の﹁パンと葡萄酒﹂に辿り着いた所に︑ロ

古典古代の神殿は神を人間の中に収斂させ︑中世の教会は高きに神を

マン派詩人ブレンターノの面目躍如たるものがあることは間違いない︒し
かしながら形而上のロマン派風慰めからは︑決して﹁滅びの中で生まれる

求める︒

この際のドイツ思想詩に特有な思念の脈動︑あの英雄交響曲にも似た情

げ︑その思想詩としての本務を果たす︒

ツとの相互浸透があり︑これを幾重にも多様に﹃パンと葡萄酒﹄は繰り広

︵ｒｏ回〜寸︷円〜︸させてゆく︒ここに古典ギリシアとキリスト教西欧ドイ

かも﹁死の姿﹂において人間を﹁無媒介直接の神﹂の本質へと収斂

による﹁無限の霊感﹂を通じて神を求め︵ｓｔｒｅｂｅｎ ｎａｃｈ ｄｅｍ Ｇｏ燐︶︑し

た空漠の彼方に拡散することなく︑古典ギリシアの友ヘルダーリンは悲劇

術は﹁無限の憧憬﹂に駆られて有限を越え出でてゆく︒但し曖昧模糊とし

一方ギリシア芸術が有限な中に無限を内包させたとすれば︑他方ドイツ芸

もの﹂が﹃パンと葡萄酒﹄第一節に生成してこないのである︒
実のところ﹁晩鐘の音﹂︵第十一句︶にしても︑第一句後半の燈火と月
影の光明が目立たず﹁ひそやかに生成する︵江巳豆乱⁝︶﹂のと文字通
り同じく︑﹁ひそやか︵叩巳︶に ・： 響き渡る﹂ために︑その謹厳な底
力は余り気に留められることなく見過され易い︒ところが慎ましくも力強
い音響の世界は︑控え目ながら﹃パンと葡萄酒﹄第一節﹁夜﹂の中央部を︑

今や又ある息吹きが到来し︑林宛の樹頭を︵天上へと︶揺り動かす︒

して時刻を想い︑その数を夜警は声高に呼ばわる︒

ひそやかに黄昏の夜気に響き渡る晩鐘の音

その第十一句より第十三切にかけて着実な歩どりで広がりゆく︒

十一
十二
十三

ろう︷ＨＷ ︸日・司︶︒

学講義﹄︵一八三七年︶序論でヘーゲルの説く﹁理性的意志﹂が適切であ

操の多岐にわたる普遍化を推進する力︑これを表わすには恐らく﹃歴史哲

シュトラースブルク大聖堂に驚嘆する詩人ゲーテの言葉を頼りに︑話題の

前述の﹃ドイツ建築術について﹄︵一七七二年︶と題した論文で︑眼前の

引用した詩句に関し想像を逞しくしてみよう︒すると第十一切にある人工

量 ︵33︶ 高知大学学術研究報告 第四十四巻 ︵一九九五年︶ 人文科学

いてと同じく︑慎ましくも謹厳な﹁人倫の偉容﹂に宿る︒これを先輩シラー

ヘルダーリンの﹃夜﹄︵高橋︶

は散文体草稿で語るに過ぎないけれども︑敢て後世ヘルダーリンは﹃パン
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理性的意志︵ｄｅｒ ｖｅｒｎｉｉｎｆｔｉｇｅ Ｗ巳・︶のみがこの普遍なる者であり︑

不思議と第一節﹁夜﹂には︑とかくシラーに見られる教訓調の詩句が見

の偉容﹂として歌うと言える︒

と葡萄酒﹄第一節において﹁ドイツの尊厳﹂を目立たぬが底力ある﹁人倫

自己自身の内部で自己規定し自己展開し︑自らの諸契機を有機的分肢
として解釈する︒このようなゴティ︒ク式の聖堂建築︵ｇｏｔｉｓｃｈｅｒ
ｒ︶ｏ〜目巳について︑古典古代人は何一つ知らなかったのである︒

説かんとする所が︑静かな瞑想の国ゲルマーニアの風上から︑・にじみ出て

そめている︒七かしながらシラーの言わんとする所︑あるいは説教牧師が

られず︑また教会の中で﹁パンと葡萄酒﹂を雄弁に物語る説教調も影をひ

﹁古典古代人は何一つ知らなかった﹂﹁ゴティック式の聖堂建築﹂に宿る

﹃パンと葡萄酒﹄が単なるギリシアの亜流とならずにすむ可能性が︑この
﹁理性的意志﹂に求められる︒そして第十一句の﹁晩鐘﹂から第十三句の

くるのがヘルダーリンの当作品の真骨頂であろ︒う︒すなわち第一句の燈火

容﹂を湛えている︒そして今なお何処のドイツの町に投宿したとしても︑

イツの尊厳は揺らがず悠然と留まろう﹂と表明するに恥じない﹁人倫の偉

陶酔感へと解消せず︑敢て謹厳なシラーの言葉で﹁帝国が滅んだとて︑ド

﹁ある息吹きが揺り動かす林苑の樹頭﹂に至るまで︑詩想は決して甘美な

と月影の光明
・に
・始まり︑第十一句で﹁響き渡る晩鐘の音﹂や第十三句で

﹁林苑﹂にかけての音響空間が醸し出す風上ドイツに︑これを日常で裏付
０ る地盤が見い出される︒当然この意志の古里は﹃聖書﹄を拠り所とした
中世キリスト教ドイツにあり︑一般に啓蒙期十八世紀はこれを野蛮な暗黒
直下で活ける生命が伸び伸びと育くまれる﹂と考えたのが︑先の﹃ドイツ

ここでヘルダーリンが歌い上げている詩の言葉は︑市井に無理なく自然に

時代として片付けた︒ところが正に﹁野蛮な旧体制のゴティック式遺跡の
建築術について﹄を物したゲーテであり︑次の断片草稿﹃ドイツの偉容﹄

ドイツ人の威厳は決して王侯の頭上に存しなかった︒政治上の価値を

ろう︒﹁どの時代においても︑またいかなる言葉においても︑詩歌は或る

末尾を飾り︑ヘルダーが述べた次の言葉も良くこの詩歌にあてはまるであ

反響してゆく︒恐らく﹃人間性促進のための書簡﹄第八集︵一七九六年︶

二七九七年︶を残したシラーである︵ＮＡ ＩＩ.１.４３１︶︒

遠離し︑ドイツ人は自ら固有の価値を樹立した︒よしんば︵神聖ロー

方の鏡であり︑その国民の努力目標たる至高のものの表現であった︒⁝

国民の様々な過誤および完全性の精華であり︑その国民の様々な物の考え

多様な思考様式や努力や願望を蔵すこの画廊において︑私達は諸時代およ

マ︶帝国︵Ｉｍｐｅｒｉｕm︶が滅んだとて︑ドイツの尊厳は揺らがず悠然

び諸国民を︑その政治史とか戦史と言った慰めなき失望の道乗りにおいて

と留まろう︒その尊厳は人倫の偉容︵ｓｉｔｔｌｉｃｈｅ Ｇｒｏｆｌｅ︶であり︑それ
が住まうのはその国の文化と気質である︒⁝ この︵精神の︶国がド

よりも︑確実に一層と深く知ることになる︒すなわち後者において私達が

イツに花咲き︑溢れる生育を示す︒そして野蛮な旧体制のゴティック

国民に関し見ることは︑せいぜい支配と殺戮に過ぎないのに対し︑前者で
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﹁活ける生命﹂とは﹃パンと葡萄酒﹄の場合でも︑﹃ドイツの偉容﹄にお
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