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17 世紀の詩学における「認知」

永

盛
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也

アリストテレス『詩学』において，悲劇はまず「ミメーシス（再現）mimesis」
の一形態として規定されている 1）。そして「ミメーシス」の概念は受動的では
なく能動的な態度，つまり学習や認識の行為を含意するものである（第 4 章）。
したがってこの認識行為としての「ミメーシス」を前提とした場合，悲劇の受
容においても能動的姿勢が要求されることになるだろう。この点を念頭におい
た上で，本稿では 17 世紀の詩学──ここではアリストテレス『詩学』の翻訳・
注解およびそれらをふまえた演劇論・創作論・受容論の総体を指す──におけ
る「認知」の解釈に着目し，そこで示される解釈の可能性（あるいは限界）を
検証することにより，作品内の登場人物のレベルにおける認識・発見としての
「認知」と観客や読者のレベルにおける作品の構造や意味の把握としての「認
知」を統合した視点を提示することを試みる。
「逆転」と「認知」
周知のように，
『詩学』においては「逆転 peripeteia」と「認知 anagnorisis」
という 2 つの要素の結合が最も劇的な瞬間を形成するものとして重視されて
いる──
認知とは，その名が示しているように無知から知への転換──その結果として，それ
まで幸福であるか不幸であるかがはっきりしていた人々が愛するか憎むかすることに
なるような転換──である。認知のもっともすぐれているのは，『オイディプース王』
における認知のように，それが逆転と同時に生じる場合である。
〔…〕筋にもっともよ
く結びつく認知，すなわち，行為にもっともよく結びつく認知は，上に述べた認知で
ある。じじつ，このような認知は逆転を伴うとき，あわれみか，おそれか，そのどち
らかを引き起こすであろう。──悲劇とはこういった行為の再現であるということが
前提とされている。──さらに，不幸になるか，それとも幸福になるかということも，
このような出来事の結果として生じるであろう。（第 11 章）
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「認知」の重要性は他の箇所でも強調されている。「もっともすぐれた悲劇の組
みたては，単一なものではなく，複合的なものでなければならず，しかも，そ
の組みたては，おそれとあわれみを引き起こす出来事の再現でなければならな
い」
（第 13 章）。そして「複合的な行為というのは，その行為の結果として，認
知あるいは逆転を，あるいはその両方を伴って変転が生じる場合である」
（第 10
章）と述べられている。上にみたように，もっともすぐれた認知は「それが逆
転と同時に生じる場合である」ことをふまえれば，アリストテレスにとって最
良の悲劇は「複合的」な筋をもつもの，
「逆転と認知を通しておそれとあわれみ
を引き起こす」もの，と結論することができる。そしてアリストテレスにとっ
てその最良の例はソポクレースの『オイディプース王』であった。17 世紀前半
にリシュリューの命を受けて『詩学』
（1640 年）を著したラ・メナルディエー
ルも次のように述べている──
アリストテレスが『オイディプース』を引いたのは，そこに含まれる実に驚異的な事
件，とりわけこの哀れな君主が自分の父親を殺したこと，そして自分の母親の夫であ
ることを知る認知（reconnaissance）のためである。この知らせはもっとも思いがけ
ないときに彼に届き，認知から生じる驚くべき逆転（renversement）をこの作品にも
たらしている。どれほど称賛しても足りない見事さである。2）

ここで注意すべきは，筋が単一なものであれ，複合的なものであれ，悲劇は
すべて「変転 metabasis」──幸福から不幸へ，あるいは不幸から幸福への移
行──を含む点である。つまりこの「変転」は「逆転 peripeteia」と同義では
ない。さらに注意すべきは，
「逆転」という概念が近代フランス演劇に導入され
ると，乱用される傾向が顕著になるという点である。「逆転」は「どんでん返し
coup de théâtre」とほぼ同義になり，二転三転する恣意的な劇の展開を示すこ
とになる。この意味を表す場合フランス語では複数形 péripéties が用いられ
る 3）。一方，アリストテレスにおける本来の意味，つまりある行為が意図した
結果の実現をはばまれ，予期に反してその正反対の結果を引き起こすことを指
す場合，筋の決定的な転回点である「逆転」は単数形 péripétie で示される。
この単数形の「逆転」は主人公や他の登場人物の予期に反して起きるが，必ず
しも観客の予期に反して起きるわけではない。他方，複数形の「逆転」は登場
人物においてと同様，観客においても驚きを引き起こすものであるといえる。
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では「認知」と驚きの関係についてはどうだろうか。
確かにアリストテレスが「〔おそれとあわれみを引き起こす〕出来事は，予期
に反して，しかも因果関係によって起こる場合もっとも効果をあげる」
（第 9
章）と述べるとき，登場人物と観客のレベルを区別しているようにはみえない。
しかし現存するギリシア悲劇の中で「認知」が重要な役割を果たしている作品
を調べてみると 4），
「認知」が起きる以前に，問題となる人物の本当の素姓は観
客に提示されていることが分かる。『オイディプース王』はこの点で例外であ
る。だがこの場合であっても，観客は主人公よりも先に彼の正体を見抜くこと
ができる。つまりそこに驚きはないが，劇的アイロニーが成立していることに
なる。
エウリーピデース作『タウリケーのイーピゲネイア』においては，イーピゲ
ネイアとオレステースが別々に舞台に登場することによって，観客が二人の血
縁関係を推測することが可能になっている。しかし前もって与えられたこの知
識が観客の感動を減じることにはならない。観客はまず姉がそれと知らないま
ま弟の命を奪うことになるのでないかという不安にとらわれるが，やがて姉弟
の再会の場面を前にしてよろこびを共有する。観客自身はこの「認知」の場面
に驚きを覚えることはないが，登場人物の示す驚きが観客のよろこびを倍加さ
せるだろう。いうまでもなく，
「認知」の場面が成立しないかぎり，人物の素姓
の隠された状況がはらむ緊張感が劇的効果を生むのは観客に対してのみであ
る。ところがコルネイユはこの劇的アイロニーの可能性を考慮せず，
「認知」の
劇的効果を否定するのである（後にみるように，コルネイユが登場人物と観客
の最大限の同一化を眼目としていることが「認知」を拒否する理由となって
いる）。
以上のことから，またアリストテレスにより「認知」と「逆転」が密接に関
係づけられており，この 2 つの劇的要素が相異なる感情を引き起こすことは考
えにくいことから，
「逆転」にしても「認知」にしても，登場人物にとっては驚
きとなるが，観客にも驚きをもたらす要素であるとは必ずしも考えられない。
登場人物と観客の感情のレベルを区別する必要性は，再現されるものに対して
距離をおいた視線を要求する「ミメーシス」の性質から導きだされるものであ
り，劇的アイロニーを成立させる根本的要因にもなっている。驚きと「驚異 le
  merveilleux」の区別についても注意しておく必要があるだろう。17 世紀の作家
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や理論家は劇の結末においてもたらされる「驚異」を重視したが，例えばシャ
プランが「第 5 幕で〔…〕筋のもつれは思いがけない仕方で解け，驚異 la
merveille をうみだす」5）と述べるとき，そこには重要な条件が課されていたこ
とを忘れてはならない。「驚異」は「逆転」の結果生じるものであり，確かに驚
きの効果をもたらすものだが，事後において「合理的に」説明されなければな
らないものなのである 6）。
驚きの効果が乱用される悲喜劇のジャンルについて用いるべきは，複数形の
「逆転」péripéties である。十分な伏線も準備されず，劇の進行は可逆的でさえ
あり，しばしば偽りの情報が与えられるにすぎない場合もある。フランスでは
1630 年代後半に悲喜劇が全盛期をむかえていたが，単数形と複数形の「逆転」
の区別を十分に理解していたラ・メナルディエールは，劇作家に「変化の魅力」
を乱用せず，
「劇の筋はただひとつの逆転しか許容できないことを忘れてはなら
ない」ことを忠告した上で，
「逆転」が筋の構築において占める位置を再確認し
ている──
二重の逆転は劇の筋に入るべきではない。なぜならこの部分は舞台において事態を根
底から変えてしまう変転であるので，一日のうちに同じ人にかくもめざましい事件が
二つも起きることはありそうにないからである。
〔…〕それに逆転は悲劇における筋の
結末であって，逆転が起きることによりすべてが終局に向かいはじめ，物語全体が結
末へと急速に収れんしていくのがみられるのであるから，そもそもこれほど重要で，
これほどの構成の努力によって準備されなければならない部分が，二度もひとつの本
体の中にみられることがあってはならない。そんなことがあればその部分は無用で，
邪魔で，自然に反するものになるであろう。7）

ラ・メナルディエールは，単数形の「逆転」こそがおそるべき結果をもたらす
運命の変転をわずかな時間の中に凝縮したものであることをはっきりと理解し
ていたのである。
ここでラ・メナルディエールが「逆転」を結末と同一視している点は興味深
い。ギリシア悲劇において「逆転」と「認知」は必ずしも結末におかれるとは
限らないからである。アリストテレスも高く評価しているエウリーピデース作
『タウリケーのイーピゲネイア』においては，オレステースとその姉の相互的
「認知」は劇のほぼ中間で起こるのであり，その後劇の関心はイーピゲネイアと
オレステースたちが企てる逃亡の成否に移っていく。ソポクレースの『エーレ
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クトラー』においても，姉と弟の間の相互の認知は同時ではなく，前後して起
きる。最初に姉を認めるのはオレステースであるが，弟が死んだと思ったエー
レクトラーの悲痛な嘆きは情念を揺さぶる。やがて再会のよろこびが爆発する
が，姉の深い絶望をみた後であるだけにより一層よろこびは晴れやかなものに
なる。実際，ラシーヌはこの崇高な演劇的瞬間に無関心ではいられなかったよ
うである。手元にあったソポクレース『悲劇集』の八折版（ヴェネツィア，ア
ルドゥス・マヌティウス，1502 年）の余白に次のように書きつけている──
オレステースの認知。この認知は驚異的なほどに情念を揺さぶる。両者の言葉と言葉
が互いに実に自然で優しく応答しながら，認知がもたらされている。8）

ラシーヌよりも学究肌のダシエはこの場面を手放しで褒めることはしない。こ
こで「認知」は「逆転」と一致していないと考えるからである 9）。確かにこの
劇において，
「逆転」はクリュタイムネーストラーとアイギストスの暗殺の成就
の瞬間にあるといえるだろう。
悲劇的行為のパターン
『詩学』第 14 章において，アリストテレスは「行為（実行）」と「認知」の有
無の組み合わせにより得られる悲劇的行為の 4 つの可能性を比較検討している。
ここで「行為（実行）」とは重大で取り返しのつかない行為，つまり近親者を対
象とした殺人（または過失致死）のことであり，
「認知」とは行為の対象者（犠
牲者）の素姓を知ることを意味する──
（ 1 ）自分が何をするか知りそのことに気づいていながら行為する場合〔例：エウ
リーピデース『メーデイア』〕
（ 2 ）おそろしい行為をしているのに気づかずにそれを実行し，あとになって近親関
係を認知する場合〔例：ソポクレース『オイディプース王』〕
（ 3 ）何も知らないために何か取りかえしのつかないことをしようとし，実行する前
に認知する場合〔例：エウリーピデース『タウリケーのイーピゲネイア』〕
（ 4 ）自分が何をするか気づいていて，それを企てながら実行しない場合

アリストテレスが「複合的」な筋を評価していることはすでにみた。したがって，
ここで「認知」つまり「無知から知への転換」を伴う筋──（ 2 ）と（ 3 ）──
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が評価されることも当然である。最も拙劣とされるのは（ 4 ）の場合である。
それは「忌まわしい」ものであり，何の「苦難 pathos」も生じさせないがゆえ
に「悲劇的ではない」とされる。ここで「苦難」というのは「逆転」，「認知」
とともに悲劇の筋を構成する 3 つ目の要素で，
「人物が破滅したり苦痛をうけた
りする行為」
（第 11 章）と定義されているが，暴力的な行為を指すと同時にそ
れによって引き起こされる強い感情をも含意していると考えられる 10）。
アリストテレスにより最もすぐれているとされるのは（ 3 ）の場合である。
ここで「行為」が完遂されないことが必ずしも「苦難」が生じないことを意味
しないことに注意しよう。「行為」がまさに実行されようとしているときには，
「苦難」の可能性を思うだけで観客には強いおののきの感情が生じることになる
からである。「行為」が完遂されようと，未遂に終わろうと，重要なのはその行
為の結果（「苦難」）あるいはその可能性が「認知」によって明るみに出される
ことであり，とりわけそれが全く思いがけない形（「逆転」）によって起こるの
であれば，「苦難」によって引き起こされる感情はより一層強烈なものとなる。
悲劇の筋を構成する 3 つの要素はこのように相互に関連しているといえるだ
ろう。
同じ第 14 章において，悲劇的行為は互いに親しい人たちのあいだで起きるこ
とが必要である，とアリストテレスは論じている 11）。その場合，観客のおぼえ
る「あわれみ」の情が犠牲者に向けられるだけでなく，
「おそれ」の情が（親し
い人の命を奪おうとする）行為者にも向けられるからである。そしてここにお
いても「認知」の重要性が確認される。もし「認知」が成立しない場合──
（ 1 ）と（ 4 ）──，観客は犠牲者を悼むことしかできないが，
「認知」が起きる
場合──（ 2 ）と（ 3 ）──，観客は「苦難」の実現あるいは回避を目の当たり
にすることで行為者に対しても「おそれ」と「あわれみ」をおぼえることにな
るからである。ちなみに，フランスにおける 16 世紀と 17 世紀の悲劇の本質的
な差異はこの観点から説明することができるだろう。16 世紀悲劇において観客
の関心の対象となるのが犠牲者（例えばヒッポリュトス）だとすれば，17 世
紀悲劇において関心の対象は行為者（パイドラー）となる。そして「過失
hamartia」が行為者の犯すリスクの謂であるとすれば，その「過失」の性質や
結果を「認知」することもまた行為者に与えられた責務になるといえるだろう
（「認知」の対象をこのように拡大して解釈することの是非については本稿の最
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後で論じることにする）。
親しい人たちのあいだで起きる悲劇的行為が生じさせる強烈な感情にコルネ
イユが関心をいだいたのは以上のような理由によると思われる。しかしここで
重要なのは，近親者に敵対する行為を強いられる状況におかれた登場人物のほ
うにコルネイユの関心がもっぱら向けられている点である。
『悲劇論』
（1660 年）
において，アリストテレスが近親者の対立の必要性を説く一節を引用した上で，
コルネイユは次のように述べている──
その理由は明らかである。人間本来の感情が情念の高ぶりや義務の厳格さと対立する
ことが強烈な感情の揺れを生み，それが観客に喜びとともに受け入れられる。本来な
らその人を守ることを考えるべき者，時にはその人の破滅を苦痛とともに，あるいは
厭々ながら求める者によって虐げられたり追求されたりする不幸な人間に観客は容易
に同情するようになるのである。12）

ここでコルネイユによって描写される状況は「ジレンマ」とよびうるものであ
る。コルネイユは対立する立場におかれた人たちがその親近性ゆえにあじわう
内心の葛藤を最大限に利用しようとする。コルネイユの初期の悲劇は近親者間
の復讐をテーマにしていたが，1660 年に発表された『悲劇論』にもその名残が
見受けられるのである 13）。コルネイユがジレンマの劇的機能にもたらした革新
は，バロック期の悲劇において劇のクライマックスにおかれていたジレンマを
劇の出発点，すなわち劇の筋における最初の障害物として用いた点にある。そ
して登場人物の意図とは無関係な形で状況が打開されるのは，劇の最終部にお
ける「逆転」によってであるが，このような筋の構築を定式化した功績もコル
ネイユとその同世代の劇作家たちに帰してよいだろう。
コルネイユと「認知」
ギリシア悲劇における「過失」は「認知」によって明るみに出されるべきも
のであった。一方，コルネイユ劇において「過失」が無知の状態で犯されるこ
とはない。「苦難（暴力的な行為）」の可能性ははじめから明示されるが，その
実現を要請する義務とそれとは別の道徳的義務との軋轢がジレンマを形成し登
場人物を行動不能の状態に追い込んでいく（例えば『ル・シッド』の場合）。ギ
リシア悲劇の登場人物は自分がどのような状況におかれているのか知らず，行
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動から生じうる結果も知らないままである（『メーデイア』は例外）。アリスト
テレス『詩学』が「認知」を重視するのはそのためである。だがコルネイユに
とって「認知」は同じ重要性をもたない──
悲劇において認知が重要な飾りであることは分かっている。アリストテレスもそう述
べている。しかし認知には不都合な点があるのも確かである。イタリア人たちはその
作品の大半において認知を好むが，時としてその偏愛のせいで，本来であればよりす
ばらしい効果をもつであろう悲痛な感情を引き起こす機会を失っているのである。14）

ここでコルネイユが「認知」を軽視している理由は，当時流行の悲喜劇におい
て正体不明の登場人物を興味の中心にすることが頻繁に行われていたことへの
反発にあるのかもしれない。だがこの問題はコルネイユ劇の本質に関わるもの
だと思われる。
ではコルネイユは劇中で「認知」の要素をどのように扱ったのであろうか。
『エラクリユス』
（1647 年）の例をみてみよう。この作品の「自作吟味」
（1660
年）において，
「多くの立派なコピーがつくられた幸運な原本」15）と自賛すると
き，コルネイユはおそらく弟トマ・コルネイユの『ティモクラート』
（1656 年）
や『ベレニス』
（1657 年），『ダリウス』
（1659 年），さらにはキノーの『偽りの
アルシビアード』
（1658 年）など，正体を偽る人物を中心におくことで筋が錯
綜する作品──クートンは「身分の悲劇 la tragédie de l’état civil」とよんで
いる 16）──を念頭においていると思われる。
確かに『エラクリユス』は独創的な劇である。一見したところ劇の筋は主人
公の正体の謎に依存しているようにみえながら，じつは「認知劇」のお決まり
のパターンはくつがえされている。ふつう「認知劇」においては正体不明の人
物に劇の関心が集中し，謎の解明とともにその関心は解消するわけだが，この
劇の冒頭において主人公エラクリユス（先帝モーリスの息子）は周囲の人物に
先んじる形ですでに自分の正体を知らされている。もっともその正体が隠され
たままであったとしても，彼が皇帝の地位に就く妨げにはならなかったであろ
う。彼はマルシアンの名で簒奪者フォカスの後継者として育てられてきたのだ
が，当のフォカスはエラクリユスと自分の実の息子マルシアン（劇中では養育
係レオンティーヌの息子レオンスとして登場する）とが幼児期に取り替えられ
たことを知らないのである。しかも本当のレオンスはレオンティーヌによって
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モーリス帝の世継エラクリユスと取り替えられた後，謀反人フォカスに差し出
され殺された。エラクリユスとレオンス，ついでエラクリユスとマルシアン──
この「二重の取り替え子」という趣向はもちろんコルネイユの独創である。
エラクリユスが自分の正体を知り，フォカスへの反抗を余儀なくされるのは
自分の実の妹ピュルケリ（先帝モーリスの娘）との近親婚を暴君から迫られて
いるからである。しかしながらこの劇でもっとも興味深い要素はそのフォカス
が閉じ込められていくジレンマであろう。この暴君を悲劇の主人公とよぶこと
はできないが，自分の本当の息子を同定できず，絶えず疑いの中におかれる状
況は観客のあわれみの情をかきたてるといえる。血縁関係を探知する直感的認
識ともいえる「血の叫び le cri du sang」は 17 世紀の「認知劇」において頻
繁に用いられるモチーフであるが 17），ここでは真の「認知」の手段にはなりえ
ない。直感はいたずらに疑いの種をまくのみで，明白な証拠が提示されること
はないからである。この直感は人間が自分についての真実を発見することを促
しはするが，その助けにはならず，結果として人間は疑いと，苦悶と，無力感
に苛まれる。ソポクレースにおけるオイディプースの例が示すように，そこに
悲劇的認識の契機があるといえるかもしれない 18）。
ところでコルネイユは『悲劇論』において，
『エラクリユス』の筋を「自分の
敵が誰であるかはっきりとわかっていて，その者の命を奪うことを企てながら，
実行しない場合」，つまり上述した悲劇的行為の 4 つの可能性のうちの（ 4 ）の
場合に分類している。主人公の正体をめぐる謎を主題とした劇でありながらそ
こでは「認知」にいかなる役割も与えられていないわけである。『エラクリユ
ス』において「認知劇」のお決まりのパターンがくつがえされている，と先に
述べたのはこの意味である。コルネイユはアリストテレスが最も評価しなかっ
た劇のパターンを復権させたことを自負している─
しかし彼らが自分にできる限りのことをしながらも，彼らをしのぐ力，あるいは彼ら
自身を滅ぼしたり，彼らが命を奪おうとしていた者の支配下に彼らをおくような運命
の変転によって，実行を妨げられる場合，おそらくアリストテレスが認める三つの場
合よりも崇高なジャンルの悲劇となることは疑いない。同様に確かなのは，アリスト
テレスがこの場合について触れていないのは，同時代の演劇に例がなかったからだ，
ということである。悪人を滅ぼすことで善人を救うことは当時の流儀ではなかったの
である。19）

122

コルネイユはここで「複合的」な筋，すなわち「逆転」をともなう筋を推奨し
ているが，
「複合的」な筋を構成しうるもうひとつの要素である「認知」は一顧
だにしていない。
しかし『エラクリユス』の劇の筋がはたしてアリストテレスによる類型の
（ 4 ）の場合に対応しているのか疑問はのこる。結局のところフォカスは「エラ
クリユス」を自称する 2 人のうちどちらが実の子であるか知ることはない。つ
まり「自分の敵が誰であるかはっきりとわかって」いないのであり，まさにそ
のことが彼のジレンマを構成しているのだ。仮にエラクリユスがこの悲劇の主
人公だとしても，その行為が（ 4 ）のパターンに完全にあてはまるようには思
えない。というのもエラクリユスが正体を明かし，「仮面をつけずに à visage
  découvert」行動しているといっても，そのことで情況は明確になるどころか混
乱を増すばかりだからであり，しかも第 4 幕以降，エラクリユス自身が自らの
素姓について疑念をいだくことになるからである。またエラクリユスは「その
者の命を奪うことを企てながら実行しない」人間ともいえない。彼が積極的に
フォカスを帝位から排除しようとすることはなく，結局のところ彼の意図とは
無関係な形で，謀反人たちの介入により簒奪者＝暴君が排除されるのである。
もちろん自作を擁護するコルネイユの態度が不誠実であるというのではない。
アリストテレス『詩学』と突き合わせるかたちで自らの劇作法について熟考し
たコルネイユは「近代的」な解釈に自ずと傾いていったのである 20）。『エラク
リユス』についていえば，主人公を窮地から救い，同時にその敵を排除する「逆
転」を生起させたがゆえに，アリストテレスが非難する「二重の結末」すなわ
ち勧善懲悪劇に堕してしまっているようにみえる。しかしこのような状況で観
客が情念を強くゆさぶられ，不安のなかで，解決をもたらす外的事件をひたす
ら待ち望むことになる事態が劇の強烈な瞬間を形成しているのも事実である。
『オイディプース王』の主人公と観客はすでに犯された大罪の発見の可能性にお
ののくが，
『エラクリユス』において父殺しと近親姦はいつ実現してもおかしく
ない可能性として導入されているといえる。
エラクリユスが自らの手を汚すことなく実現するフォカスの死は，
「逆転」の
要素として結末の端緒となるが，その結末じたいは最終幕の第 6 場まで引き延
ばされる。コルネイユにとっては結末を「できるだけ最後まで後退させる」こ
とが重要だった。なぜなら「結末を早く知ってしまうと観客はもはや好奇心を
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もたず，残りの部分にはなんの新奇さもないので，注意力がそがれてしまう」
からである 21）。このサスペンスの必要性と「認知」の場面を両立させることは
物理的に不可能である。なぜなら「認知」は証明，記憶，推論などのプロセス
を要求する（『詩学』第 16 章）一方で，近代劇において「認知」は劇の最終部
におかれる必要があるからである。
「認知」の場面はしたがって観客において悲
劇に特有の情念を引き起こすに十分な時間の長さをもつことはできない。コル
ネイユは以上のような技術的な理由を引き合いにだして，
「認知」を悲劇の中心
とすることを断念するのである──
素姓の知れない者が死んだ後にしか認知がなされない場合，その者を殺す人の苦痛が
引き起こす同情の念は十分に展開されることはできない。なぜならそれは劇の最終部
へと追いやられ，閉じ込められてしまうからである。22）

実際，この劇においてエラクリユスとマルシアンの素姓の「認知」は最終部で
ようやく実現するが，それは 2 組の結婚の成就に関わる限りにおいて意味をも
つものであり，フォカスの死の後では劇的効果も減じてしまっている 23）。アリ
ストテレスであれば，先帝モーリスの生き延びた息子だと思い込んでマルシア
ンをフォカスが殺してしまい，後になってその間違いに気づく，という展開を
望んだかもしれない。あるいは逆に，
「父」モーリスの仇と思い込んでフォカス
をマルシアンがあやまって殺してしまい，後で自分とフォカスの血縁関係を知
ることになれば，同様に強い情念が引き起こされるだろう。だが，このような
可能性をコルネイユが考えたはずはない。いずれの場合においてもエラクリユ
スは主人公ではなくなってしまうからだ。別の言い方をすれば，ここで「認知」
はもはや結末部の端緒となる機能を果たしてはいない。コルネイユはアリスト
テレスにおいて密接に関係していた「認知」と「逆転」を切り離してしまって
いるからである 24）。以上みたように，コルネイユは「認知」や回顧的観想より
も，不確定な状況や主要人物のおちいるジレンマを重視している。つまり結末
が登場人物や観客にもたらす効果よりも，筋の構築とその解決の仕方に意を注
いでいるわけである。
「認知」と劇的アイロニー
こうして無知あるいは理性喪失状態でなされる行為を拒否し，確固たる意志
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によってなされる行動を重視する点にコルネイユ悲劇の本領があるように思わ
れる。いかなるときもコルネイユは観客を惑わしたり，単なる驚きの効果をね
らうことはしない。また登場人物と観客のあいだに距離──いわゆる劇的アイ
ロニー──をはさもうとすることもしない。『エラクリユス』においてであれ，
同様の趣向をこらした『ロドギュンヌ』
（1647 年）においてであれ，観客と登
場人物──出生の「秘密」を握っているレオンティーヌとクレオパートルは除
く──のもつ知識の量はほぼ同じである。つまりこの「秘密」は『オイディプー
ス王』におけるように観客に優越した立場を与えるための仕掛けではなく，観
客が自ずと登場人物に一体化し，その不安を共有するような劇的状況をつくる
ための手段なのである──
仮面をつけずに（à visage découvert）行動し，誰の命を狙っているのか承知してい
るとき，人間本来の情にたいする情念のたたかい，あるいは愛にたいする義務感のた
たかいは作品の最良の部分をしめ，そこから偉大で力強い感動が生まれ，たえず憐憫
の情をかき立て，倍加させるのである。25）

この一節では，登場人物（行為者）において表象される情念と観客において引
き起こされる情念との区別がほとんどなされていないことがわかる。悲劇の言
説のレトリック効果という観点からとらえれば，両者の情念のレベルが区別さ
れるべきであろうが，ここでコルネイユは観劇体験における観客の登場人物へ
の同一化の重要性を強調しているようにみえる。ちなみに悲劇が引き起こす情
念のうち，
「あわれみ」はこの観客と登場人物の完全な同一化により生じるもの
である（その場合，観客の共感をえるには無実の主人公が必要である）。
コルネイユによれば，登場人物（行為者）が「無知」の状態で行動する場面
はいわば死んだ時間である。なぜなら近親者が互いにそれと知らずに対立する
場合，全くの無関心か，あるいはむき出しの敵意か，いずれかの形をとるので
あって，激しい情念を生じさせるジレンマの形はとらないからである。もう一
方の登場人物（犠牲者）に対する観客の関心は「あわれみ」とはよべないもの
（「内なるおののきのような動き」）であり，コルネイユはそこに積極的な意味を
認めていないようにみえる──
父親がそれと知らずに息子を殺そうとする場合，相手を無関係の者としか見ないか，
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もしかすると敵としか見ないだろう。どちらの場合にしても，まさにアリストテレス
が述べているようにその息子の危険はいかなる憐憫の情にも値せず，観客に生じさせ
るものといえばただ内なるおののきのような動きのみであり，それによって観客は勘
違いが明らかになる前にその息子が死んでしまわないか恐れ，彼の死が阻止されるの
に間に合うよう早く間違いに気づくことを願うようになるのである。これは愛される
にふさわしいほど徳のある人間の運命に必ず人が抱く関心から生じることである。そ
してこの認知が起きてもそこに生じるのはただ，望んだ通りにことが起きるのを見る
同慶の念だけである。26）

観客と登場人物の同一化をめざすコルネイユは，ここで劇的アイロニーの効果，
そして「認知」のもたらす効果を軽視している。「父親がそれと知らずに息子を
殺そうとする場合」というとき，
『エラクリユス』におけるフォカスを念頭にお
いているのかどうかは判然としない。父親が息子に危害をおよぼそうとする例
はギリシア悲劇にはなく，アリストテレスもそのような例には言及していない。
それはともかく，エウリーピデース作『タウリケーのイーピゲネイア』につい
てすでにみたように，観客はつねに登場人物よりも多くのことを知る立場にお
り，事のなりゆきを見通すことができるから，コルネイユがいうように，「認
知」の場面において確かに観客は「望んだ通りにことが起きるのを見る」こと
になる。とはいえ，この姉弟の再会の場面の美しさを否定することは難しいよ
うに思われる。17 世紀の末にアリストテレス『詩学』の翻訳と注解を発表した
ダシエは第 15 章（実際には第 14 章の後半部に相当）の注釈においてまさにこ
の例をとりあげ，コルネイユの「認知」についての解釈に反論している──
確かにコルネイユ氏がいうようにメロペーがそれと知らずに息子を殺そうとするとき，
また同様にイーピゲネイアがそれと知らずに弟をいけにえにしようとするとき，どち
らも相手を無関係の者として，あるいは敵としてみている。しかしコルネイユ氏は忘
れている。これらの主題は既知のものであるから（ここで問題になっているのはその
ような主題である），母親によって狙われたこの息子の，そして姉によって犠牲にされ
ようとしているこの弟の，素姓が知られていないのは姉のみ，母のみにであって，観
客はみな彼らの素姓を知っており，それゆえこれほど近い間柄にある二人を同じよう
に脅かす危険を目にすることによって引き起こされるあらゆる情念を感じているので
ある，ということを。27）

ダシエは登場人物とその人物よりも多くのことを知っている観客とのあいだに
おいて成立する劇的アイロニーの原則をはっきりと指摘することで，コルネイ
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ユの演劇美学に対して 17 世紀でおそらくもっとも注目すべき反論を行っている
といえるだろう。付言しておくと，ダシエのコルネイユ批判は「認知」に関わ
る点にとどまらない。すでにみたように，アリストテレスが優劣を論じた悲劇
的行為の 4 つの可能性についてコルネイユはあえてその序列に異議を唱え，
「近
代的」な解釈を提示したのであった。「古代派」のダシエにとって，古代のアテ
ナイの趣味は近代のフランスでは必ずしも通用しないとするコルネイユの言
明 28）は容認できないものであった 29）。つまりダシエによる『詩学』の翻訳・注
解は「新旧論争」の文脈において理解すべきものなのである。
「心理的発見」としての「認知」
最後に検討したいのは「認知」の対象についての議論である。アリストテレ
スはすでに「人間関係の認知」以外の可能性について言及している──
もちろん認知にはそのほかいろいろな種類がある。すなわち，いま述べたことは生命
のない事物や偶然の出来事についてもなんらかの仕方で起こるし，またある行為を誰
かがなしたか，それともなさなかったかを認知することもある。（『詩学』第 11 章）

確かにアリストテレスがもっとも評価するのは『オイディプース王』における
ような「行為にもっともよく結びつく認知」ではある。しかし「認知」の対象
として登場人物間の血縁関係だけではなく，他の性質の事実も含まれる場合を
考慮に入れると，
「認知」を単なる物理的発見ではなく，より広い意味での認識
や自覚，心理的発見として拡大解釈することが可能になるのではないだろうか。
この点について 17 世紀になされた解釈をみてみることにしよう。
ラシーヌはヴェットーリによるアリストテレス『詩学』のラテン語訳付註解
書（フィレンツェ，ジュンタ，1573 年，二折版）の余白に書き込みを残してい
るが，第 14 章で「認知」のパターンについて述べられた箇所を次のように訳し
ている──
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行動するものは自分がしたいと思っていることを知っているか知らずにいるかどちら
かでなければならない。30）

ここでラシーヌは「知る」あるいは「知らない」という動詞の目的補語として，
暗黙のうちに了解されている「犠牲者の身元」の代わりに傍点部分を補って解
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釈している。無論のこと，いつ書かれたかも分からず，出版の意図もなかった
であろうこのような書き込みを根拠にして，ラシーヌが「認知」を人物の身元
の同定の意味だけでなく，より広い意味での認識や自覚，心理的発見としても
解釈していた，とヴィナヴェールのように結論するのは早計かもしれない 31）。
事実，ダシエもまた『詩学』の翻訳において「知る」あるいは「認知する」と
いう動詞の目的補語として「彼らがしていること」や「彼らがしようとしてい
ること」といった表現を補っているが 32），それは必ずしもこの古典学者が「認
知」の対象を拡大解釈していた証左とはならないだろう。
だが，次の例はどうだろうか。スキュデリーの『専制的な愛』
（1639 年）の
序文として書かれたサラザンの『悲劇論』はこの作品の最も創意に富んだ部分
を主人公ティリダートにおける「認知」にみている──
トロイルによる救援，ティリダートの失墜からアナグノリーズ（anagnorise［sic］）が
生じる。哲学者〔アリストテレス〕は劇中で何らかの効果を生み，重要な変化をひき
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おこす人と，行為と，場所や，その他のものの認知（reconnaissance）をこう呼んで
いる。認知は逆転に依存しており，それなしではありえないが，逆転についてはそう
とは限らない。多くの悲劇においては逆転だけがおきる。
この悲劇において，認知はたいへん自然で，無理がない。というのもティリダート
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は自分の恩知らずな態度がオルメーヌの調停の労によって償われるのをみて，自分の
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罪と自分が死を命じた人たちの無実とを認めはじめるからである。そこから彼の後悔
と，和解，そしてこの非常にすぐれた劇における重要な変化が生じてくるのである。33）

この一節は 17 世紀の悲劇論において「認知」が必ずしも犠牲者の素姓が明らか
になることだけを指すのではなく，犯された行為あるいは過失の性質が認識さ
れることをも指しうるものであったことを示している。
実のところ，ソポクレースの『オイディプース王』においても「認知」は単
なる事実の発見・発覚の瞬間なのではなく，より複雑な過程をたどって実現し
ている。犠牲者の身元が発見されることにより，その犠牲者とオイディプース
を結ぶ関係が明らかになる──犯された殺人は父殺しと判明する──のであり，
同時に彼と母親の関係も明らかになり，空位となっていた王座に就くための婚
姻が近親姦であったことが判明する。犠牲者の身元は恐るべき結果をもたらす
ことになる事実の発見のプロセスの最初の鍵にすぎないし，人物の素姓を「認
知」することと「無知」の状態で犯された行為の性質を「認知」することのあ
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いだの区別はかならずしも明確ではないのである。したがってアリストテレス
の考えを裏切ることなしに，彼のいう「無知から知への転換」をより広い意味
に解することは可能なのではないかと思われる。この「知」こそオイディプー
スが劇を通して追い求め続けるものである。この「知」がなければ彼は不幸に
はならなかったかもしれないが，この「知」がなければ悲劇における彼の存在
意義も無に帰すであろう。オイディプースという人物は謎とその謎を解明しよ
うとする執拗さとを同時に体現している点において「無知から知への転換」と
いう認識論的ステップを象徴しているのである 34）。
ところで，
「過失」の性質あるいは結果をも「認知」の対象ととらえるサラザ
ンは，何らかの理由で理性を失った状態でその「過失」を犯してしまう人間，
全くの悪人でも善人でもない人間こそ悲劇の描くべきものであるという──
自分の判断力を何らかの激しい情念にゆだねてしまい，もはやそれを支配すること
ができず，この激流に流されるがままになってしまう人たち〔…〕はあわれむべき
である。35）

ケイヴはサラザンによるこの悲劇的「過失」の解釈は同時代のどの批評家のも
のよりも革新的であると述べている 36）。仮にこのような見地に立つと，
「逆転」
や「認知」は必ずしも事態を突然根底から変えてしまうような外的な出来事や
不測の事態，あるいは不明であった人間の身元が判明する瞬間だけに限定され
るものではなく，情念によって狂わされていた理性がその恐るべき結果を発見
し慄然とする瞬間（例えば，ラシーヌ『フェードル』4 幕 5 場 1264 行以下）に
も対応する，と考えられるのではないだろうか。「認知」を単なる物理的発見で
はなく心理的発見として拡大解釈し，無知や過誤の中にある悲劇の登場人物が
真実を「発見」する瞬間を「認知」ととらえるならば，悲劇の筋の転回点が登
場人物の認識や自覚の瞬間に対応する──つまり「逆転」と「認知」が同時に
起きる──ことになるだろう。その場合，無知あるいは自己喪失状態にある登
場人物に対し劇的アイロニーの原則により常に優位に立っていたはずの観客に
おいて，その登場人物に対する同一化が妨げられるわけではない 37）。悲劇の観
客は一方で登場人物に同一化しながら──「あわれみ」をおぼえながら──，
他方でその人物が陥った，あるいは陥るであろう不幸とその因ってきたるとこ
ろをその人物以上に明晰に見据えているわけであり，それはとりもなおさず悲
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劇作品の構造や意味が全的に把握されている──「ミメーシス」の原則が要請
する能動的態度が実現されている──ことにほかならない。観客におけるこの
「認知」は登場人物における「認知」に呼応し，なおかつそれを俯瞰するもので
あるということができる。17 世紀の詩学が提示している「認知」についてのこ
のような解釈の可能性は，具体的な作品の分析によってさらに検証される必要
があるだろう。
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