物語の終わる時 II

― 日本の小説・フランスの小説 ５ ―
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ギリ シャ 悲劇と 日本 の能 との類 似は 、い ったん 気に なり 始める と
一 時は その ことに 夢中 になっ てし まう 程の ものだ けれ ども 、しか し
考え てみ れば 何と も不思 議な 現象 である 。ギ リシ ャと日 本で は物 理

的な 距離 がは なは だしい 。精 神的 文化的 隔た りは 尚の ことだ 。フ ラ
け ど お

ンス のこと を考 えて いる と、日 本と けっ こう似 てい るじ ゃな いかと
思うこ とも 無い ではな いが 、古代 ギリ シャ とな ると、 その 気遠 さは
ちょっと言いがたい。
地 理的な 距離 ばかり で はなく 、ギ リシャ 悲劇 と能 は、 それぞ れが
発生 し全盛 を誇 った、 つま り生 きた 時代が 桁は ずれ に違 ってい る。
紀 元前 五世 紀と十 六世 紀では 、大 ざっ ぱに 見て昔 と今 では ないか 。
文化 の歴 史と いう 物差し を頭 の中 に置け ば、 殆ど 右端と 左端 のよ う
に、私などには思われる。
そのように懸け離れたところに位置したものが、奇妙な一致点を、
そ れもひ とつ なら ず幾 つも持 って いると いう のは 、単 なる偶 然か 、
ある いは 裏に何 かし ら必 然を 秘めて いる のだろ う か、分 から ない話
である。
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しかも 更に 不思 議に 思われ るの は、ギ リシ ャ悲 劇も 能楽も 、そ れ
が 時代の 要請 に応 えて 火花を 散ら すよう に激 しく 生き たのは とて も

── であったに もかかわら ず、その後も

短い 期 間 ── ギ リシ ャ 悲劇の 場合で たか だか百 年、能 楽の 場合は
世阿弥とい う天才の一 生
ま るで化 石 のよう に形 骸ばか りは 生き 永ら えて、 現在 に至 るまで そ
の生 命を つな いで いると いう ことだ 。お そら くは その形 式な り本 質
なり の中に 、ぶ っ叩 いて も壊れ ない 硬質 な何か があ るせ いだろ う。
とすれ ば、 その二 つを 引き 較べて 見る こと も、 あなが ち無 駄では な
いかもしれない。
誰で も知 って いる一 般的 な知 識か もしれ ない が、い ま この二 つの
超古典劇の特徴を思いつくままに列挙してみると、
・ 歌、 科白、 舞 踊が交 互に 行われ る複 合的 な表 現様式 を持 って い
るということ 。
・仮面を用いるということ。

・原 則と して三 人の 男性 俳優に よっ て演 じら れる。 従っ て女性 の
役は女形であり、登場人物が多いときには一人二役もある。
・ 片や コロス 、片 や地 謡と いう合 唱隊 がつい てい るこ と。 但し、
能で は地 謡は 床に座 して 立つ ことが ない が、 ギリシ ャ悲 劇で は
舞踊を受け持つのはコロスである。
・ ギリ シャ悲 劇 では三 本、 能では 五本 が一 日の うちに 続け て上
演され、全体を通じて一つの流れがあるようになっている。
（悲劇の「三部作 、｣能の「神・男・女・狂・鬼」）
・ いず れも 真面 目な内 容を 扱っ ている が、 合間 に上 演され て一 種
の解 毒 剤のよ うな 役割を 果た すも のと して、 ギリ シャ 悲劇に は
サチュロス劇、能には狂言がある。

創元 社）な どをパラパ ラとめくって い

だ い た い 以 上 の よ うな こ とが『 ギ リシ ャ 悲 劇 全 集 』（ 全 ４ 巻 人 文
書 院 ）や 『能 楽全書 』（ 全 ５ 巻
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るうち に私 が頭に 入れ たこ とだが 、そ れら 個々 の具体 的要 素と は別
に 両者の 最も 大き な類 似を言 うと すれば 、一 つに は後 世の芸 術・ 文
化一 般に これほ ど多 くの 影響 を与え 続け たもの は ないと いう ことで
あり 、も う 一つ は 、ど ちら も極 く少 数の天 才 ── ギリシ ャ悲 劇に
あ っては ア イスキ ュロ ス、ソ フォ クレ ス、 エウリ ピデ スの 三大悲 劇
詩 人、 能で は 観阿 弥， 世 阿弥 親子 ── によ って、 ほと んど爆 発的
な完成を見た、ということだろうか。
また、 芸術 の本 質とど の程 度深 い関り を持 って いる か定か では な
い が、興 味深 く思 われる のは 、こ れら天 才が 実際 に創 造活動 をし て
いた 時期 には、 ギリ シャ 悲劇 も能も 、と もに競 合と いう 刺激 剤を持
ってい たと いう ことで ある 。す なわ ち、ギ リシ ャ悲劇 は アテナ イ市
さる がく

の ディオ ニュ ソス の祭 に三人 の作 者に よる 競演と いう かた ちで初 演
たち あい
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され たも のだっ た し、能 もま た「立 合」 とい う申 楽の一 座同 志、 あ
るいは能楽師同志の勝負が一般にもてはやされ話題を呼んだという。

現在 では 、旧態 を発 掘す ること と、 それ をそ っくり その まま伝 承
するこ との みが重 要視 され ている よう なこ れら 二つの 演劇 も、そ の
創 成期に は「 この 一瞬」 に賭 ける 競合精 神を バネ とし ていた わけ で
ある 。と すれば 当然 なが ら、 旧態を 乗り 越え新 奇を 衒う ほど の前衛
的精神 に充 ち満 ちてい たに 違いな く 、もの を創 るとい う ことの 本然
に、改めて思いを向けないではいられない。
そ れはと もか く、 こと ほどさ よう にギリ シャ 悲劇 と能 には共 通点
が多 いのだ が、 それで は 虚心に 見て この二 つの 古典 劇は 似てい るか

』

と 言え ば、 決して そう は言 えない よう に私 には思 われ る。 精神の ダ
イナミズムのようなものがまったく違うのだ。
おか しな 思い 出があ る。 大学初 年 の、そ う『 物語の 終わ る時

会話を交した。

に書い たア イス キュロ ス耽 読の時 期に 、私 は友 人のひ とり と奇 妙な

I
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「 ギ リ シ ャ 悲 劇 と 能 は 似 て い る 」 と 私 が 言 う と 、「全 然 違 う よ 」 と
彼 が応じ た。 その 時は それで 終っ たのだ が、 それ から 数ケ月 して 同
じ人 が「 本当に ギリ シャ 悲劇 と能は 似て いるな 」 と言っ たの だ。し
かし私 はそ の時 、確信 を持 って 「や っぱり 全然 違う 」と 答えた のだ
った。
会 話は本 当に これ だけ の簡単 至極 なも のだっ たけ れど も、そ の時
々で 意味す ると ころ は、 少くと も私 にと っては 明ら かで 深く、 それ
ゆえに その 後も記 憶か ら消 えるこ とが なか った 。そし て今 、私は そ
の 記憶を ふま えた 上でな お、 次の ように 問い かけ てみ たいと 思っ て
いるのである。
「ギリシャ悲劇は歌舞伎に似ていると思わないか」と。
ギリ シャ 悲劇と いう のは 意外に 大衆 的な もの なので はな いか、 そ
う考え始めたのは、これまた二十年も前、『日曜はだめよ』という

映画を 観た 人の感 想を 聞い てから のこ とで ある 。それ 以来 、こ の映
画 にいた く興 味を 惹か れなが ら、 しかし 私自 身は いま だ観な いま ま
に終 って いるの で、 以下 に書 くこと はそ の感想 を 私なり に受 けとめ
解釈したもので、故に実際の映画とは少々ずれているかも知れない。
そ の 人の 話 は こ うだ っ た 。『日 曜 は だ め よ』 Never on Sunday
というのは実に変な話で、街の娼館の女たちが客に「日曜はだめよ」
と言 う。つ まり 日曜 は他 にする こと があ るから 、客 をと ること はで
きない 、と 言うの だ。 で日 曜に何 をす るか とい えば、 精一 杯おめ か
し をして 、こ ぞっ て観劇 に繰 り出 す。そ れが 何と ギリ シャ悲 劇な の
たお

であ る。 彼女ら はそ こで 大い に笑い 、大 いに涙 する わけ だが 、演じ
られて いる のは 例の悲 壮劇 、つ まり は英雄 が宿 命と戦 い 、遂に は斃

れ るか、 ある いは 神々 の加護 によ り救 われ るとい つた てあ いの物 語
であ る。 それを 観 て、一 日心 ゆくま で楽 しむ と、 彼女ら は気 分も 晴
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れやかに帰途につき、また翌日からの稼業に精を出す。
こ の話 をして くれ た人 は、 この映 画全 体を一 種 の深い 調刺 ないし
は逆 説と 見てい るふ しが あっ たし、 私も またス ト ーリー だけ から判
断して 、そ のよ うにし か考 えら れな いよう な気 がし た。 娼婦が （職
業 に対す る 差別意 識の ように 聞こ えた ら、 ご容赦 。こ れこ そは人 類
最古 の、 由緒 正し い職業 だと 言った 人も ある ）ギ リシャ 悲劇 を泣 き
笑い しなが ら楽 しむ とい う、そ の取 り合 せが何 とも 解せ ないも のに
思われたのである。
し かし いま私 は、 それ こそ がギリ シャ 悲劇の 本然 なの では ないか
と思っている。ギリシャ悲劇は大衆演劇だったにちがいない。第一、
あの野 球場 のよ うな大 円形 劇場 に集 まる人 々を 「大衆 」 と呼ば なく
て何と呼べばいいのだ。
観 衆は思 い思 いに くず した姿 勢で （野外 円形 劇場 の石 のベン チで
は、とても長時間正しい姿勢を保ってなどいられないから 、)時には

お弁当やおやつを頬ばり（なにせ上演時間が長いから 、)時には居眠
りをし なが ら観て いた と思 われる 。そ れは ちょ うど少 し前 の歌舞 伎
か相撲見物のようなものだったのではないだろうか。
け れん み

当 然 、 演戯 も 派 手 で オ ー バ ー で 、 悪い 言 い 方 を す れ ば 、 大向 う を
ねらっ た外 連味 たっぷ りの ものだ っ たに違 いな い。何 故 なら、 もの
を 食べた り居 眠り をし たりし てい る観 客の 目を惹 こう と思っ たら 、
繊細で内面的な演戯に凝ったりしてはいられないはずだからである。
とな ると 想像さ れる のは 歌舞伎 の世 界で ある 。当節 は歌 舞伎も 妙
に 芸術 ぶっ た見方 をす る向 きが多 くな る一 方で、 分ら ない 、肩が 凝
ると 言う 人も ある けれど も、 本来 はあれ ほど 大衆 的で サービ ス精 神
に満 ちたも のは ない 。古 典芸能 など と言 われて 、古 いも のを ひたす
ら守ろ うと しな がらも 、科 白の一 部を ちょ っと 変えて いま 流行 のコ
マ ーシャ ルや 最近 評判 の事件 に触 れたり 、 出演中 の役 者のく すぐ り
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やら眼 の前 の観客 への お世 辞をつ け加 えて 、現 在ただ いま の享 楽に
対する追求はじつに徹底している。
観客 と舞 台と の交流 とい うこ とで は、野 上豊 一郎 が「 合唱歌 の非
戯曲 的性質 ──能とギリシア劇 との比較 」（岩波書店『能の再生』に収
録 ）の 中 で 、 ち ょ っ と 面 白 い こ と を 言 っ て い る 。 こ の 論 文 は 、 冒 頭

「能 とギ リシ ア古 代劇と 比較 する場 合に 最も 陥り 易い誤 謬は 、ど ち
らに も合唱 歌が ある ので 、それ がど ちら も同質 的な 重要 性を持 つか
の如くきめてかかることである。それは単に外形の類似のみを見て 、
両 者の内 面的 価値 を見究 めな い認 識の不 確実 さか ら来 るもの で、 訂
正されねばならぬ」といういかめしい文章で始まっている。
じつを 言う と、 まさ にその 点が 、私 が日 本とヨ ーロ ッパ の小説 に
つ いて考 える 際に 重要 なヒン トに なる と思 われる 事柄 なの であり 、
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それなればこそこの小説論（これでも小説論のつもりなのである！）
の中 で、一 見無 関係 な舞 台芸術 をこ ねくり まわ して いる わけで 、従

って 後に話 が核 心に 迫る ときに は、 この コロス と地 謡の 問題を 再び
取り上 げる ことに なる と思 う。が 今の とこ ろは それは 脇へ 置いて お
い て、ギ リシ ヤ悲 劇のコ ロス につ いての 、ち ょっ と面 白い話 とい う
のに戻るとしよう。

ク レス （と 、野 上豊一 郎は 表記す る） に

初期の アイ スキ ュロ スにお いて は、 コロ スは殆 ど第 一役 者の重 要
性 を持 って いた が、ソ プ

部 廃棄 するこ とに はし ないで 、な ま殺 しの やうな 不徹 底の態 度

エウ リピデ スは 合唱 部を不 必要 と思 った なら、 なぜ それを 全

なかった。面白いのはその理由である。

ま るの みと なった 。コ ロス の重要 性は 激減 したが 、し かし 消滅は し

な発 言は許 され ず、単 な る見物 人と してオ ルケ スト ラの 片隅に とど

おい ては 脇役な い しは忠 告者 となり 、エ ウリ ピデ スに至 って は重 要

ホ
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に出た ので あらう 。 私をし て言 はしめ れば 、彼 はも ちろん 廃棄
す るこ とが出 来た ら廃 棄した であ らう が、少 くと も此 の程度 の
形式 は保 存し て置か ない と、 当時の ディ オニ ュソ ス祭礼 の競 演
にそれ を提 出す るこ とが望 まれ なか ったの では ある まい か。そ
れ は前 五世 紀に於 ける 悲劇演 出の 事情 を調 べて見 れば 容易 に理
解さ れる こと で、 一回の 競演 のため に 三人の 悲劇 詩人が 選定 さ
コ

レ

ゴ

ス

プロト アゴニ ステス

れる と、各 詩人 はそ の提 出した 四篇 の作 品（ 悲劇三 篇、 サテュ
ロス劇 一篇 ）に対 して 合唱 部指 揮者と 第一 役者 を一 人づつ 割当
て られ る。コ レゴ スは富 裕な アテ ナイ 市民の 中か ら選 ばれる 名
デダスカロス

誉職 で、 十五 人の合 唱部 の物 質的負 担を 引受 けねば なら なか っ
た。技術上の実際の指揮は、次の世紀に入って専門的の教 師
が でき るまで は、詩 人自 らが当 って ゐた。 さうし てこれ等の 任
命は 執政 官が 国家 の名に 於て 行ふも ので あっ たか ら、そ の統 制

）
pp.133-134

の下 に在っ た合 唱部 を、 いくら エウ リピデ ス といへ ども 、それ

以上に無視することはできなかったに相違ない。
（『能の再生』

こうし た 状況を もう 少し具 体的 に読 みと るなら ば、 ギリシャ悲劇
の 上演に 際 して、 人々 の関心 は専 ら芸 術的 な面に ぱか り向 けられ て
いたわけではないと思われる。

＊＊＊で有名な人だよ」

「今 年のコ ロス の長 はど こそこ の誰 々さ んだそ うだ 。知 ってる だろ
う？

「それにお隣りのご主人がコロスでお出になるのですって」

「お や、 それじ ゃあ 是非 とも 早目に 行っ て前の 席で 見な くち やなる
まいな」
楽 屋に 花束が 届 いたか どう かは知 らな いが 、そ のこと が大 いに 市
井の話題にならなかったはずがない。劇が始まれば始まったで、
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「お隣りのご主人はコロスの中のどの人だい」
「 さあ、 左側 の三 番目 とか聞 いた から、 ちょ っと 背の 高いあ の人 じ
ゃないかしら」
こうし た 観劇風 景を 想像し てい て、 ふと 思い当 った のが 、歌舞 伎
で 団十郎 襲 名披露 など の際に 上演 され る『 助六』 の河 東節 である 。
はな かわ ど

歌 舞伎十 八番 の『 助六 』は天 保年 間、 つまり 一八 三〇 年代に 実在
で

は

した 気障な なら ず者 、花 川戸助 六を 稀代 のダン ディ ー像 に仕立 て上
み す う ち

げたも のだ が、こ の芝 居が 興行で 演じ られ ると き、助 六の 出端の 河
東 節は、 舞台 奥下 手寄り の御 簾内 に居並 ぶ各 界名 士に よって 唄わ れ
る の が 慣 例 で あ る 。 少 し 前 の 十 二 世 襲 名 の と き に も 、『 助 六 』 の 舞
台を放 映し たＮ ＨＫは 、そ の御 簾内 にライ トを 当てて 、 あれが 書家
の 誰だれ 、舞 踊家 の誰 だれ、 何と か会 社社 長と弥 次馬 的紹 介をし て
いた が、 そこに 並 んで唄 うた めのか なり の額 に及 ぶ経済 的負 担は 一
切それら旦那衆にかかる点でも、ギリシャ悲劇と同様である。

『助 六』 という のは いさ さか特 殊な 芝居 のよ うで、 もの の本に よ
ると、 昔か ら助六 が使 う傘 は吉原 から 、頭 に締 める紫 の鉢 巻は魚 河
岸 から届 けら れ、 それに 対し て役 者の側 から 吉原 の芸 者には 帯、 幇
間には紋付羽織を贈ったそうである。
いずれ にし ても 、歌 舞伎の 場合 は結 びつ きが専 ら民 間に 求めら れ
ているところが、市の執政官の介入するギリシア悲劇と違っている。
デダスカロス

つ いでな がら 、古 代ギ リシャ で前 四世紀 にな って 出現 した合 唱部
の 技 術 指 導 の た め の 「 専 門 的 の 教 師 」 と い うの は 、 実 際 に は どの
よ うな もの だった のだ ろう 。まさ か日 本の 常磐津 や清 元の 師匠の よ
う で あ っ た わ け で も あ る ま い が （ い や 、 そ う か も し れ な い ）、 権 力
者の 方から 合唱 部の 歌や 踊りを 強制 的に 習わせ よう とす るは ずもな
かろう から 、市 民の側 にも ギリシ ヤ悲 劇に 積極 的に参 加し たり 、こ
れ を実演 した りし よう とする 意欲 があっ た ことが うか がえる よう に
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思う。
観 客な いしは 大衆 との 関係 ばかり でな く、作 劇 上のテ クニ ックと
いう 点で も、ギ リシ ャ悲 劇と 歌舞伎 は基 本的な 発 想が似 てい ると思
うことがある。たとえば歌舞伎には、突然奥の襖がガラリと開いて、
「今の話、残らず開いた！」あるいは 心
｢ 底見えた！」と、一段高
い視 点を 示し て、 事態に 決着 をつけ たり 、話 の転 回を促 した りす る
ことがある。
ご存じ 『白 浪五 人男』 の浜 松屋 で弁天 小僧 の女 装を 見破る 早瀬 主
水 なる侍 など もそ の一例 だが 、こ ういう とき その 第三 の人物 はた い
てい階級的に上であるか、もしくは黒白をつける権限のある人間で、
その登 場に よっ て観客 は一 挙に 視界 の開け るよ うな思 い を味わ う。
こ れこそ ギリ シャ 悲劇 によく ある デウ ス・ エクス ・マ キー ナ、筋 の
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転回 のた めに舞 台 に突如 介入 する神 でも あれ ば、 実際に 昇降 機（ メ

け れん

カネ ）に乗 って 上方 に登 場する 神で もある とこ ろの 「機 械じか けの

神」以外の何物でもない。
もっともアリストテレスは、こうした外連には反対だったようで 、
「 ……〔 戯曲 に於 ける葛 藤の 〕解 決は、 筋そ のも のか ら来な けれ ば
ならぬ。決して、かの「メディア 、
｣ 並び に 「 イ リ ア ス 」 に 於 け る
希臓軍 の船 出の 物語の やう に、昇 降 機（メ カネ ）によ っ ての解 決で
あ っ て は な らな い 。」（『詩 学 』 第 章 ， 松 浦 嘉 一 訳 ）と 手 厳 し い 。 そ ん

「 排斥す べき は、 只、 鄙陋な る人 々の身 振 姿勢で ある 」とす る高 尚

「誇張 した 身振 所作で 、役 をやり 過ぎ る」 こと のない よう に戒 め、

面白い。この前後、『詩学』第二十六章あたりのアリストテレスは、

テレ スの 悲劇 に対 するア ムビ ヴァ レント な思 い入 れを 表現し てい て

倣 され 」た りする のだ と、 いかに も苦 々し 気な口 振り は、 アリス ト

の教 養ある 聴衆 に、ト ラ ゴーデ ィア は教養 のな い聴 衆に 訴へる と見

なふ うだ から「 … …叙事 詩は 、身振 所作 が伴 ふこ とを要 求し ない 所

15
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趣味において、むしろ『花伝書』の世阿弥と意気投合しそうである。

ことわざ

物ま ねの品 々、 筆に 尽し 難し。〔… ･･･
〕 およそ、何 事をも、残
さ ず 、 よ く 似 せ ん が 、 本 意 な り 。〔 … … 〕 上 職 の 品 々 、 花 鳥 風
月の 事態 、い かに もいか にも 細か に似 すべし 。田 夫野人 の事 に
わざ

至り ては、 さ のみに 細か に、賎 しげ なる 態を ば似す べか らず 。
仮令、 木樵 ・草刈 ・ 炭焼・ 汐汲 などの 、風 情に もな るべき 態を
ば、細かにも似すべきか。
し かし アリ スト テレス の好 みは ともか くと して 、元 来ギリ シャ 悲
劇とは外連味なしには済まされないものだったのではないだろうか。
外 連 。広 辞苑に よ れば 「 ②演 劇 演出用 語 。芸 術的 な 深み は なく 、
専ら見 た日 だけ で客を 驚か せる演 出。 早替 り・ 宙乗り ・水 芸な どの
類」とある。つまりは、『メディア』の大詰めで、ト書に「ところ

へ 、メデ ィア 、竜 に引 かせた 車に 乗って 上 方に現 われ る。子 供の 死
骸を腕に抱いている」（「ギリシャ悲劇全集Ⅲ」中村善也 訳）とある、あ
れ が ま さ に 外 連 だ 。『 詩 学 』 の 訳 註 か ら 学 ん だ と こ ろ で は 、 ギ リ シ
ャ 古代 劇場 で使用 した 昇降機 とい うの は、 滑車が つい た起 重機で 出
来ていたのだそうだから、確かにあまり芸術的だとは思えない。
『メ ディ ア』 といえ ば、 ギリシ ャ悲 劇の 中で もとり わけ て読 者の
隠微な 願望 をくす ぐる よう なとこ ろが 濃厚 で、 私も嫌 いで はな い。
誤 解をお それ ず敢 えて 言うな らば 、母親 とし て読 むと 尚のこ と、 切
々と 身を 揉むよ うに 分か るよ うな気 がす る。お そ らく、 どの 母親の
心にも 子殺 しの 妄想 ── ないし は 自分自 身への恐怖 ── は潜ん
でいるものなのではあるまいか。母との結婚（オイデプース 、)母親
殺し（オレステース 、)夫殺し（クリュタイムメーストラー）などの
妄想が普遍的であるのと同じように。
そうしたことを考えさせてくれる点で、
『メディアの子供殺し』
（逸
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身喜 一 郎 「 成城 文 芸 」第

号 ）と い う 論 文 は 、 私 に は と て も 面 白 か っ
109

た 。筆者 の意 図は 、最 近専ら 、あ るいは 単に 、情 念の 劇とい うふ う
に解 釈さ れ勝ち なこ のエ ウリ ピデス の劇 につい て 、古代 ギリ シャの
英雄劇 の伝 統を ふまえ た上 で、 もう 一度子 供殺 しの 意味 を考え 、ギ
リ シャ悲 劇 として の意 味と価 値を 検証 しよ うとし たも の、 である ら
しい 。門 外漢 の私 には分 らな いが、 古典 劇に この ように きめ の細 い
心理的な探りを入れるというのはよくあることなのだろうか。
物語は 、神 々の 血を引 くメ ディ アと結 婚し 、子 ども までも うけ て
お きなが ら、 その 結婚を ふみ にじ ってコ リン トス の王 女と再 婚し た
夫イ アソ ンに対 して 、メ ディ アが二 人の 間に出 来た （自 分の ！）子
ど も を 殺 す こ と で 復 讐 す る と い う も の で 、 逸 身 論 文 の 眼 目 は 、「 子
供 殺し」 が伝 統的 英雄 像の基 本原 理、 つま りは「 英雄 的コ ード」 と
どこまで合致するか、あるいは抵触するか、という問題である。
筆者 はメ ディア の不 幸の 元、犯 行の 根拠 、そ して大 詰の 竜の車 に

乗っ ての勝 ち誇 った 逃走 までを 「英 雄的 コード 」を 手が かりに 分析
しながら、母たるものの理不尽なエゴイスムをそれなりに受け入れ、
メディアの動機に英雄的高潔さを打ち立てようとして果たせず、
「子
供殺 しの 邪悪さ を前 面に 立て るなら 、こ れは一 種の 恐怖 劇に なって
しまう 」と 反発 し、次 いで 「しか し ここに 至る と、英 雄 的コー ドそ
のもののうちに、索漠たるものが実は潜んでいるのではなかろうか、
と 見 え て く る 」 と 疑 い 、 だ が 最 後 に は 、「 彼 女 （ メ デ ィ ア ） は つ い
に 〔 … … 〕 英 雄 の 偉 大 さ を 持 ち え な い 」、「『 救 い 』 が 見 出 さ れ な い
場 合、 英雄 的コー ドか ら発 する怒 りは 荒涼 たるも のと なる し、英 雄
そのものも堕落する」と慨嘆するのである。
この 論文 を読 み終え た時 、私は 、 はたし て古 典文学 者で ある 筆者
がメデ ィア を女 として 、母 として 、女 神と して 、英雄 とし て、 どう
受 けとめ る決 断を した のか、 それ が知り た いと思 った 。おそ らく は
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思考も 感情 も引き 裂か れた まま、 その 永遠 に閉 じるこ との ない 亀裂
を 天空へ 向け て開 いた のでは ない だろう か。 すべ てギ リシャ 悲劇 に
打た れた 者がそ うな るよ うに 。そし てす べての 男 が女に 対し て幾分
かそうであるように。
私自身は『メディア』という劇を読んだ時、これは『道成寺』だ！
と思った。
『道 成寺 』と言 えば 、安 珍清姫 の民 間伝 説か ら能に なり 、歌舞 伎
になっ たも ので、 その スト ーリー は『 今昔 物語 』にも ある くらい だ
から、知らぬ人もあるまい。逃げた男を追って道成寺まで来た女が、
男が 鐘に かくれ てい るの をそ れと察 し、 白拍子 を装 って 舞い ながら
鐘に近 づき 、遂 にはお どろ おど ろし い本性 を顕 して蛇 体 となっ て鐘
に巻きつき、中の男を焼き殺してしまう。
こ の最後 の部 分は 「鐘 入り」 と呼 ばれる 見所 で、 能で は、女 が低
く下 げられ た鐘 の中 に吸 い込ま れる ように ── シテが 飛び上るの

なか いり

と鐘 が床に 着く のと 、二 つの気 合が 一致 すると 、そ う見 えるの だそ
うであ る ── 姿を消 す。 これが 中入 で、 後ジ テは鐘 の中から鬼 女
の 姿で現 われ 、荒 れ狂う が、 僧た ちの法 力を 前に して 退散と なる 。
歌舞 伎の 場合は 、鬼 女が 鐘の 上に乗 って 、鉄杖 を振 りか ざし て終る
型が多い。
能 の ワ キ の 科 白 を 借 り る ま で も な く 、「 な ん ぼ う 恐 ろ し き 物 語 に
て候 ぞ」 ではあ る のだが 、し かし『 今昔 物語 』な どによ れば 、こ の
恐ろ しい蛇 は、 思いの 遂 げられ ぬ切 なさに 、両 の眼 から 血の涙 を流
して泣くのである。
主 人公 が最後 に鬼 の本 性を顕 すと いう のは能 にも 歌舞 伎に もよく
ある ことだ が、 こう いう 時の鬼 とは 他で もない 、あ る一 念が 凝り固
まって 超人 間的 レベル に高 まった 時の 、精 神剥 き出し のさ まを 言う
の ではあ るま いか 。そ してそ のよ うな精 神 性を内 包し ている 人間 の
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ことを 、ギ リシャ 悲劇 では 、人間 と神 との 中間 的存在 とし ての 「英
雄」というのだと、私はずっと思ってきた。
「英 雄」 たち は人間 レベ ルの 小づ くりな 道義 を踏 みに じる。 人間
である 観客 の心 に恐怖 を与 え、 これ を突き 破る 。そ して 中にた まっ
うつ

て いたも の を押し 流し てしま う。 見終 った 人はポ カン とし て、空 け
のよ うに なる 。日 常生活 で積 もり積 もっ たも やも やなん か吹 っ飛 ん
で、 すっき りす る。 これ が、ア リス トテ レスが トラ ゴー ディア の定
義で言っている、あの有名なカタルシスではないか。
トラゴ ーデ ィア は然 るべき 大き さを 持って それ 自身 全き 、一つ
の 荘重 なる 行動を 模倣 したも ので あり 、快 適な装 飾を 施さ れた
言葉 に依 って 描か れ、各 種の 装飾は 、 別別に 、そ れぞれ の場 所
に挿 入され る。 さう して それは 叙述 体で なく 、俳優 がそ こに描
かれた もの を実行 する 所の 形式 に描か れる 。さ うし て、哀 憐と

恐怖と を作 與する 出 来事を 含み 、それ を通 して 、か やうな 情緒
の 其〔 トラゴ ーデ ィア の〕カ タル シス を行ふ 。
（ 松浦 嘉一 訳 『詩 学』 第６ 章）

こ こで再 び『 メデ ィア の子供 殺し 』と いう逸 身論 文に 話を 戻し、
その筆者にまことにもって無責任な野弥馬的掛け声をかけるならば、
何はと もあ れ『メ ディ ア』 という 劇は 恐怖 劇で あって いい のだ し、
い わゆる 「英 雄的 コー ド」に はも ともと 「索 漠た るも のが実 は潜 ん
で」いるのではないか。
とは言 え 、ギリ シャ 悲劇そ のも のも 、ま たその 解釈 もさ まざま あ
る ようで 、 実を言 えば アリス トテ レス もギ リシャ 悲劇 の本 然を正 し
く理 解し ては いな かった とす る説も ある よう だか ら、あ まり 狭い 考
えに 頑なに しが みつ くの は良い こと では ない。 要は 深い 意味で 面白
ければ いい のだが 、こ の面 白いと いう こと こそ は、ま こと にもっ て
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多種多様で、しかも漠然としているから、どうしようもない。
ギリシャ悲劇というのは、何もそんなに厳か一方のものではない。
大 いに 楽し み、大 いに 発散し 、そ して 多分 に低俗 なと ころ も持っ て
はい なか った か、 そうい う意 味で 、わが 日本 にそ れに対 応す るも の
を探 すとす れば 、歌 舞伎 ではな いだ ろう か。そ れが 私の 言い たかっ
たことである。
し かし 、その こと を強 調し ようと する あまり 、 私はい ささ か誤ち
を犯 して しまっ たよ うだ 。確 かにギ リシ ャ悲劇 は 歌舞伎 と似 ている
し、そ この とこ ろを見 落し ては ギリ シャ悲 劇を 十全 に受 けとめ るこ
と はでき な いと思 うの だが、 ギリ シャ 悲劇 の中に ある 極め て本質 的
なものが歌舞伎には欠落している、そう感じるのもまた事実である。
では その 欠けて いる もの とは何 だろ うか 。ひ と言で 言お うとす る
ならば、あの悲劇のトレードマーク「宿命 。｣あるいは「永遠」と

いうよ うな 言い方 をし てい いかも しれ ない 何か 。つま りは 、一 瞬に
し てずー んと 分る よう な気が する が、そ して 事実 、そ れは比 べよ う
もな く確 かな手 応え では ある のだが 、し かし決 し て分析 など はでき
ないし ろも のだ 。しか も本 当に 優れ た芸術 はそ れを 体現 するこ とが
あ るが、 芸 術も修 練も 理論も ない とこ ろに も、不 意に 出現 したり も
するのである。たとえば恋人の眼の中などに。
能が 表現 しよう とし てい るのも 、一 にも 二に も、そ のよ うな純 粋
無垢の 「本 質」で ある よう に思わ れる 。し かも それを 表現 するた め
に 、演劇 とし ては 最も簡 素で 、最 も集約 され た様 式が 、すで に完 成
され たも のとし てあ る。 そこ には外 連味 のかけ らも ない 。だ から、
本 質 に 触 れ 得 た と き に は 、 観 客 の 心 底 も 定 ま っ て 、「 永 遠 の 一 瞬 」
もしくは「一瞬の永遠」とでも言うべきものを体験した気がするが、
その 本質 を取り 逃 がすと 、ほ とんど 何の 意味 もな い、た だの 退屈 に
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なり下る。
そ の点 でギリ シャ 悲劇 はど うだっ たの だろう か 。想像 だけ で言う
なら ば、 本当に 良い 悲劇 を見 た人は 、激 しく振 り 回され 発散 する一
方で、 胸に ずっ しり応 える 感動 にも 触れ、 しか も丸 一日 という もの
外 気と陽 光 に曝さ れた 後だか ら、 おそ らく は精も 根も 尽き 果てる 思
いだ った に違 いな い。そ れこ そ、潟 血と 涜腸 を同 時に施 して 、体 中
の悪 いもの をす べて 洗い 流して しま った ような もの だ。 これが まぎ
れもな いカ タルシ スで ある 。とい うの も、 もと もとカ タル シスと い
う のは医 学用 語で 、体内 の毒 素を 排除す るた めの 治療 のこと であ っ
たそうだから。
ギリシ ャ悲 劇は 能と 歌舞伎 を合 せた よう なもの であ る。 あるい は
ギ リシャ 悲劇 が持 って いる要 素を 日本 とい う土壌 で受 けと めると す
ると 、能 と歌舞 伎 という 二つ の受け 皿を 用意 する ほかな いの では な
いだ ろうか 。そ して その ことは 、日 本と西 洋の 文化 のあ り方、 その

相違 を、と ても 良く 説明 してい るよ うに 思うの であ る。 もう少 し言
うなら ば、 西洋の 文化 を受 け入れ る時 、た いて いは二 段構 えの受 け
皿 が考え られ るの だけれ ども 、そ れを無 理し てど ちら か一方 の皿 だ
けで 受け てしま うも のだ から 、肝腎 なも のをこ ぼし てし まっ たり、
歪めてしまったりすることが多い、そんなふうに思うのである。

小 説に ついて 考え るな どと 言いな がら 、遠い 古 代ギリ シャ の演劇
と日 本の 中世・ 近世 の演 劇に ついて の雑 談に手 間 どって 、な かなか
本題に入ることができないでいる。
広 い意 味で の文 芸とい うこ とでは 一緒 にあ つか われる こと もあ る
けれ ども 、そ もそ も演劇 と文 学には どれ ほど の共 通性が ある のだ ろ
うか 。実行 する 人間 、つ まり文 学者 と役 者の側 から 見る 限りで は、
これ程違うものはないようにも思われるのだが。
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この点 につ いて アリ ストテ レス が『詩 学』 最終 章で 言って いる こ
と は面白 い。 のみ なら ず、専 ら文 学にた ずさ わる 者に は、い ささ か
羨望の念を抱かせずにはおかないものである。
〔… …〕 トラ ゴー ディア は、 叙事 詩が 有する 凡て のもの を持 つ
（叙 事詩の 韻 律さへ 用ひ られる ）上 に、 決し て瑣瑣 たる もの で
ない附 加物 を有し て ゐるこ とで ある。 即ち 音楽 （こ れは明 白に
戯曲の悦びを生み出す真の要素である）と場面とである。次に、
それ は、 読む ことに 依っ て、 それが 演出 され るを 見ると 同様 に
生き生 きと 、ま のあ たりに 彷彿 させ 得るこ とで ある 。尚 トラゴ
ー ディ アは その模 倣の 目的を 、叙 事詩 より も短い 時間 で遂 げ得
る。これは非常に有利な点である。より多く凝集させた効果は、
時が 長く引 き伸 ばさ れて 、稀薄 にな った 効果 よりも 、よ り大な
る悦び を与 へるか ら。 例へ ば、 誰かが 、ソ フォ クレ ス作「 オイ

ディプ ス王 」をと り 、これ を「 イリア ス」 と同 じだ けの行 数に
拡 げた ならば 、そ の結 果は、 果し てど んなも のか 、考 へて見 る
がよい。

私はと 言え ば、 一見 無関係 なも のの 中に 共通性 を見 たり、 同じ 原
則 を認め たり する のが 大好き で、 それ がた めに話 が浅 薄にも 悪趣 味
にも なる のだと 重々 分か って はいて も、 どう にも やめる こと がで き
ない 。そう いう 訳で、 ギ リシャ 悲劇 の話を し、 能の 話を してい る最
中 にも 、私 の脳裡 にあ った のは、 専ら 小説 のイメ ージ だっ た。西 洋
の（ 私の 場合 は主 として フラ ンス の、だ が） 小説 を自 分なり に受 け
とめ ようと する とき 、私 の内に ある 日本 の、し かも 二段 構え になっ
た小説 像が 、揺 すぶら れた り引っ ぱら れた りし てスタ ンダ ール を、
フローベールを、プルーストを持て余す。
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この次 は、 今回 の話 を一歩 進め て、コ ロス と地 謡の 比較か ら、 登
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場人物と私小説の「私」のことなどにも触れてみたいと思っている。

（初出一九八七年「ふらんす手帖」号）
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