
ラクー=ラバルトの悲劇論(下)

4(承前)

石 丸 博

ラクー=ラバルトによるなら、じつにルソーはここで、先に引用したミメー

シスに関する『詩学』の1節(1448b)にしたがっているのだという(p.l8冲。

「人間は自然に[=本性上]ポリス的動物である」という「政治学」の撞着語

法に挑戦したルソーであったが(pp.10、n)、ミメーシスからするアリストテ

レスの撞着語法=人間規定に対してはそうではなかったのだということになろ

うか(もっともラクー=ラバルト自身はというなら、両規定をつなげて理解し

ようとしているけれどもｰ『政治という虚構』131頁)。しかし、驚くべきな

のはこのことではないとラクー=ラバルトは続ける。驚くべきなのは、ルソー

のミメーシスからする人間規定は『ダランベール氏への手紙』において自身下

した俳優の規定に合致してしまうことなのだ、と。F演劇を排撃するためにプ

ラトンや教父たちを反復しながら」ルソーが下した俳優の規定一俳優は固有

の性格を欠落させているがゆえにあらゆる役柄を固有化しうるｰに対してな

のだが(p.l8)、それはまた正負の記号を付け替えるなら、ディドロによる俳

優の規定でもあった。というよりも、ディドロはr俳優に関するパラドクスj

において、直接にはルソーの『ダランベール氏への手紙』に応答したのだとラ

クー=ラバルトはみるのである(r近代人の模倣j 45頁)。

しかし、ここから何か導き出されるのであろうか。これこそ真に驚くべきこ

とのように思われるけれども、ルソーにおいて「人間とは、それゆえ起源的=

根源的に俳優である」ことになる、と。いいかえるなら、「自然状態とは演

劇=劇場なのである。」(p.18)ディドロ論における運びとも類似しているが、

ラクーこラバルトはルソーの起源=根源において見い出した普遍的ミメーシ
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ス、ミメトロジーを演劇に集約していくのである。オントーテクノロジーにつ

いていうなら、それは演劇を前提している、演劇性あってこそのオントーテク

ノロジーであると(p.22)。ルソーにおける起源の光景とは、ラクー=ラバル

トにとってまさに舞台という光景なのであった。そうして、この「原初の光

景=舞台」が「人間の脱自然化」すなわち「歴史と文化」への参入、その開始

を告げるというわけなのである(p.18)。ディト口論における「演劇とは普遍

的ミメーシスの範例である」が想起されていいだろう(併せて先の「歴史の本

質は[普遍的]ミメーシスつまり「技術による」代補性であり……」も)。ラ

クー=ラバルトがしばしば繰り返すフレーズになるのだが、「舞台[=光景]

は原初的である」(p.22) ―これに関しては、反スペクタクルかつミメーシ

スとしての原一演劇が思い起こされるかもしれないが、いずれにせよ(ミメー

シスー)舞台=演劇性は自由と完成可能性にはるかに先立つものなのであった。

おそらく、人間とは俳優であり、自然状態は演劇=劇場なのであるールソ

ーの起源=根源における演劇性の発見(もしくは発明)-これがラクー=ラ

バルトのルソー論のハイライトであろう。ただし、これで終わりというわけで

はなく、このことに関する詰めが今少しなされていく。簡単にみておくなら、

そのうち最も大きな論点はといえば、またもやアリストテレスの『詩学』に関

わっていよう。ラクー=ラバルトは指摘した者を未だ知らないとし、繰り返し

これに論及することにもなるのだが、ルソーの「理性に先立つ2つの原理」=

自愛心と憐れみの情とは(『不平等起源論』30頁)一自愛心に関しては、恐

怖を前提するものだと槍々説明を加えた上でｰじつのところアリストテレス

の恐れと憐れみにほかならないというのであった。また翻っては、先にみたよ

うな『詩学』の恐れと憐れみの解釈をさせてくれたのはルソーなのでもあると

(pp.19-21.なおディドロをめぐる類似の議論として、『近代人の模倣』44頁)。

そうしてルソーの自然状態の分析において、いかに演劇のメタファーが支配的

なものであるか、さらにいかに悲劇の効果も用いられているかを指摘していく

のである(pp.21-22)。ピティエに関わる部分の方から、関連箇所の断片だけ

でも引いておこう。
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「その証拠に、われわれの劇場に行けば、もし暴君の位置についたならば、

いやが上にも敵の苦痛を重くしそうな手合いが、不運な人の災難を見て同情し

涙を流すさまが毎日のように見られるからだ……。」(72頁)

もちろん、ルソーがその起源=根灌にみられる思考様式において一貫してい

たというのではない。「起源の演劇」(p.21)一演劇的一悲劇的な思考様式は

喪失されていく。そしてそうした限りでは、ハイデガーによる軽視=蔑視にも

それなりの根拠はあったことになろう(pp.22-23)。だが、ラクー=ラバルト

はハイデガーに併走しながら一一そしてヘルダーリンには寄り添い続けなが

ら一一ハイデガーとは違って、ルソーの起源こ根源における「可能性」を取り

出してみせたのであった。演劇嫌いと少なくとも通常されるルソーに演劇的思

考様式を見い出し、しばしば指摘されるプラトンではなくアリストテレス(し

かも『詩学』)を取り出していったのである。ルソーにおけるミメーシスー演

劇の水脈を明らかにしてみせたのであった。

5

そろそろドイツについてみる番であろう。ラクー=ラバルトの本領であるド

イツ、とりわけカント以降のドイツであるが、そこでの悲劃一演劇の位相につ

いてラクー=ラバルトはどのような見通しをもっているのか、まずは多少概括

的にこれから押さえていくことにしたい(以下、特記なき限り『近代人の模

倣』一特に「アンタゴニスム」および「詩学と政治」冲。

1)こうした場合、議論の起点はやはりミメーシスこ古代人の模倣におくべ

きであろう。「誰しも知っているように、少なくともヴィンケルマン以来、ほ

とんど全てのドイツの思考は、ヨーロッパの近代性(ルネサンスおよびフラン

ス古典主義)から遺産として継承した古代人の模倣という問題に一貫して直面

してきた」と。そして、そこで賭けられていたのは「ドイツの可能性」である

(168頁)。すなわち固有のドイツの誕生、ドイツ的同一性の生成というわけで

あるが、しかしそうだとするなら、必要とされてくるのは結局それまでにない
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古代人の模倣、ローマーラテン的ではない「独創的な模倣」ということになる

だろう。「独創的な模倣」とは逆説であり、ダブル・パイントがっきまとわず

にはいないものの、「ラテン的なやり方でのギリシア人の模倣」を拒否しなけ

ればならないことは前提となる。「そして、いかなる同一性も模倣なしには、

つまり同一化の手段を自己固有化すること[そうした模倣]なしには構成され

えないのが真理であれば……緊急の課題はもう1つのギリシア、あるいはギリ

シアのもう1つの神話を発明することである。」こうした要請-いわば「独

創的な模倣」の前提条件の形成一に応えてドイツにおいて発明=発見された

ものが、「ギリシアの「神秘的」側面……「熱狂的=神がかり的」側面」なの

であった(以上、179-180頁)。そうしてそれは同時に、より起源的=根源的な

ト独創的な)ギリシアなのだということにもなるだろう。

2)一方の「ポリス的=政治的で文明化し、冷徹こ冷静で太陽的あるいは光

り輝く……西洋的、英雄的かつ男性的……ギリシア」、そしてこれに対する他

方の「アルカイック期的で野蛮、東洋的で暗黒ないし暗漕たる……今中秘的で…

…女性的であるギリシア」(172-173頁)。先の「もう1つのギリシア」の発明

とは、いいかえるなら、こうした「2重のギリシア」の発明=発見ということ

にほかならない。あるいは「ギリシア的現存在の根底にあるアンタゴニスムの

発見」ということになるのだが(168頁)、これらは先はどの課題に応えた「ド

イツ的発見」なのであり、カント以降の「ドイツの全伝統-……観念論的か

つ思弁的な伝統といいうる伝統-を横断=貫通」している。ここでラクー=

ラバルトがそうした例示としてあげるものをいくつか採録しておくなら、カン

トにおける美と崇高の対立はこのアンタゴニスムの発見と「いかなる点でも異

質では」なく、シラーにおいては「素朴なものと情感的なものとの対立」にこ

うしたイメージは「胎胚している。」そしてヘーゲルなら一一ハイデガーも繰

り返すことになる一古き神々と新しき神々との対立というギリシア悲劃一人

倫的契機の解釈となってあらわれ(以上、171-172頁)、ヘルダーリンでは「聖

なるパトス」と「ユーノー的冷静さ」等々の対立となる。そうしていうまでも

ないが、ニーチエならディオニュソス的とアポロン的との対立である……。
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3)以上にみた古代人の模倣と2重のギリシアに対して、では悲劇一演劇は

どのような位置に立つというのであろうか。いすれにおいても悲劇一演劇は焦

点であり、両者の結節点一集約点であるというのがラクー=ラバルトの見方だ

ろう。古代人の模倣という問題が「特権的に議論されてきたのは、演劇および

悲劇の分野において」なのであり、そして「まさしくこの分野においてこそ、

ギリシア的アンタゴニスムの開示が起こりえたJのである、と(177頁)。

前者の古代人の模倣の方からみるなら、これはそもそも独創的な模倣とは何

かということに関わっているといえるだろう。ラクー=ラバルトが強調してい

るのも悲劇一演劇の政治性であり、その「ドイツ的夢想」における現れである。

すなわち、ギリシア悲劇はドイツにおいて「政治的儀式とその儀式のもつ創設

的能力」という点でポイントになったのだと(178頁)。これは、悲劇は「偉大

な神話的形象」の比類なき一乗り越えがたき呈示なのであり(『虚構の音楽』

17頁)、ギリシアはそうした神話的形象の上演=再現前化を通じて自己へと同

一化一固有化するのだということであり、そして翻っては「民族の……倉U設は

演劇を要請する」と考えられるに至ったということである。「ドイツは自らの

ディオニュソス祭[=独創的な模倣]を有する場合にのみ、実在することにな

ろう」-こうした考え方がバイロイトまで、あるいはニュルンベルクまでを

貫いたというわけなのである(178頁)。そうして、この悲劇一演劇による(=

神話的形象を通じた)国民の同一化一固有化とは、ラクー=ラバルトの名づけ

る国民一美学主義にほかならないのであり、その基礎として存在一類型論を備

えているものなのであった。あるいは、そもそも国民一美学主義自体(存在一

神話論とも類似して)存在一類型論のヴァリエーションの1つなのだともいえ

るだろう剛。

4)後者の2重のギリシアについてはどうなるであろうか。ラクー=ラバル

トによるなら、アンタゴニスムの発見は「そのっと、ギリシア悲劇の本質への

厳密な問いただしを起点になされた。」(173頁)問いただされたのは、いずれ

も謎めいたもの、悲劇の謎といえるものであり、悲劇の本質=謎ということに

なるのかもしれないが、ラクー=ラバルトがそうしたものとして繰り返し論及
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するのは以下の3点である‰第1は、いわずと知れたものではあるが、ギリ

シア悲劇そのものにおける相剋や矛盾一逆説。これは有罪かつ無実の悲劇的英

雄、オイディプスに代表一象徴されている。第2は、例によって(あるいは本

格的に)アリストテレスの『詩学』になるのだが、恐れと憐れみという2つの

矛盾した情動の2重のカタルシス、悲劇の2重の効果である。そして第3は、

悲劇の舞台をめぐるものであり、ここで強調されるのはこれなのであった。

「問いただしの対象となったのが……悲劇の謎そのもの……悲劇の2重の舞

台という謎……ギ｀IJシア的演劇空間のオルケストラとスケーネーヘの分割とい

う謎-この帰結として、抒情的なものとドラマ的なもの、吐露=発露と表

象=再現前化、音楽と言説など一連の対立が引き出されるｰでなかったなら

ば、こうした[アンタゴニスムの]発見は可能ではなかったであろう。」(174

頁)

あるいは、オルケストラとスケーネー、リリックとドラマチックといった分

割によって、悲劇はギリシア的アンタゴニスムの範例ともなるのだが、こうし

た2重性はーハイデガーに因んでいいあらわすならｰ「下方のもの、古き

ものないしアルカイック期的なもの、夜、すなわち大地の側と、上方のもの、

光、都市国家の新しき空間、すなわち世界の側」という対立、さらには古き

神々と新しき神々という対立、これらを導き出すものなのである、と(289頁)。

5)こうした悲劇の2重性の上に古代人の模倣は再び舞い戻るといえるだろ

う。要するに独創的な模倣、あるいはもう1つのギリシアのことなのだが、こ

れらは悲劇の2重性においてはどのようにあらわれるのだろうか。フランス

(およびイタリア)の「文化帝国主義」=「ラテン的帝国主義」ともいえるも

のに対して、ドイツの「悲劇をその真理において自己固有化することをめざし

て繰り広げられる闘争」-これは、ラクー=ラバルトによるなら、何よりも

「唯一スケーネーだけに演劇を還元することに抗しての、すなわち合唱隊、聖

なる叙情詩の忘却に抗しての闘争」としてあらわれるのだった(179頁)。オル

ケストラやリリックに対するドイツ的重視=執着が独創的な模倣、あるいはも

う1つのギリシアのポイントなのである。
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オルケストラやリリックについて考えてみるなら、それらはもう1つのギリ

シアを導き出すものにあたり、より起源的=根源的(一独創的)とみなされて

重視され、悲劇の2重性の一方ではありながら、2重のギリシアと古代人の模

倣(一独創的な模倣)を悲劃一演劇において結節するものともなるのだろ

うｰもとよりスケーネーやドラマチックは、それらなくしては(少なくとも

通常)悲劇一演劇たりえないゆえに前提されるのであるけれども。しかしまた、

オルケストラやリリックに対する重視=執着とは(起源信仰といいうるに加え

て)ある種の直接性信仰、もしくは音声中心主義ともいえるのであってへお

そらくオルケストラやリリックは存在一類型論の悲劇一演劇における根、ある

いは存在一類型論の悲劇一演劇自体における推進力ともなりうるものなのであ

るｰより直接的に形象たりうるのはスケーネーやドラマチックの側であるほ

かはないのだとしても4、それらをいわば形象たらしめるにあたって必要不可

欠なものとして。そうしてこのように考えをめぐらすなら、存在一類型論はド

イツ流の悲劇一演劇把握を見据えるさいの基本的な視座というばかりでなく、

翻ってむしろ存在一類型論は悲劃一演劇によって導かれたのではないか、少な

くとも悲劃一演劇という媒介がなければラクー=ラバルトの存在一類型論もな

かったのではないか、そうも思われてこよう……。

6)ただし以上の議論における2重のギリシア間の比重は、それ自体とすれ

ば変更可能であろう(いわば「スケーネーは原初的である」)。強訓点や局面、

捉え方によって両者の比重は可変的であり、揺れ動きうるということである。

もう1つのギリシア(=神秘的なギリシア)にしても、独創的な模倣の直接の

モデルになるというのではなかった一起源的=根源的なギリシアゆえに2重

のギリシアと古代人の模倣を結節し、モデルに対する「同一化を促す力を提供

する」のだとしても(『ナチ神話』57頁)。モデル自体、類型自体というなら、

2重のギリシアの弁証法的関係、弁証法的過程から出現するのである。したが

ってｰということにもなろうードイツがもう1つのギリシアを探し求め、

「2重のギリシア……弓|き裂かれた悲劇的ギリシアを発明するのは……Vゝつそ

うアルカイックなモデルに到達せんがためである」が、「ドイツはギリシアの
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東洋的(……自然な)根底を発見すると……ギ｀IJシアの(……才支術的な)「ド

ーリア式秩序」と呼べそうなものに決まって自己を同一化したのである。」あ

るいはシラーの場合でよいなら、「情感的なものが、それ自身のうちで、それ

自身として、素朴なものと情感的なものの対立を止揚する」といえるし(『政

治という虚構』135、111-112頁)、ヘーゲルなら「勝利は成文法、男性、アゴ

ラ、都市国家および近代的なものの側にある」と(290頁)。そうして、ラク

ー=ラバルトがギリシア悲劇をめぐってしばしば強調するものに崇高があるの

だが、その位置づけについても以上と多少類似したことはいえるのであろう。

すなわち、先のカントについてのように一方では崇高は美と対立し、もう1つ

のギリシアの側に対応させられるけれども、他方でむしろ多くは次のような具

合に語られるからである。「悲劇、つまり悲劇的矛盾の上演=再現前化こそ、

崇高のモデルを与えるのだ。」゛

7)ところで2重のギリシアの関係をめぐって、このような議論をすること

は､じつのところ歴史もしくは歴史性について論じることと別のものではない。

少なくともその一部であろう。あるいは、より根本的には歴史ないしは歴史性

あってこその先の議論なのだともいえる。なぜなら2重のギリシア、アンタゴ

ニスムとは一前項の引用にもあったように一煎じ詰めるならピユシスとテ

クネー、その対立にはかならないからであり、ラクー=ラバルトは両者の関

係=(普遍的)ミメーシスに歴史の根源、歴史性をみているのだからである。

したがって一一部繰り返しの引用となるがｰ「アンタゴニスムの発見とは、

歴史性そのものの発見、あるいは歴運性の発見である。歴史の本質はミメーシ

スつまり「技術による」代補性であり、いいかえれば根源的な芸術……の贈与

である。自然と芸術[=技術]という古代における対立を、近代的な自然一歴

史の組み合わせに置き換えることは、要するに以上のことの弱体化した反響に

すぎない。」(188頁。最後の文には「ルソーを経て」と入れてもいいだろう。)

そしてヘルダーリンやニーチェについていうとするなら、「アンタゴニスムを

ドイツそれ自体のうちに、あるいはより一般的には近代性のうちに導入し……

2重化し分割されたドイツ、さらには引き裂かれたドイツを明るみにもたらし
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た」のであると(173頁)。2重のギリシアとはピュシスとテクネー、その関係

にほかならず、そもそも歴史ないし歴史性を与えるのであった。そうしてアン

タゴニスムというなら、それは弁証法的関係、弁証法的過程に納まりきるもの

ではないのである……。

8)悲劇一演劇に戻るなら、こうした2重のギリシア、アンタゴニスムを導

くゆえに普遍的ミメーシス、とりわけ歴史もしくは歴史性の決定的なモーメン

トということになるだろう。そしてラクー=ラバルトが悲劃一演劇に認める根

本的な意義の1つも、この歴史ないしは歴史性なのであった。すなわち「シュ

レーゲルとヘルダーリン以来、全てのドイツ思想は、その思想の最も決定的=

決断的な点(一言でいえば、歴史の存在論化および存在の歴史化)に関して、

この悲劇的な2元論の思弁的解釈におそらく依拠している……。」(289頁)。そ

うして再びヘルダーリンやニーチェについていうなら、彼らは悲劃一演劇のう

ちに自らの「第一の問い」を認め、そうすることによって初めて、西洋の歴史

とドイツにおけるその成就の歴史とを自らの「視圏に入れたに違いない」ので

ある、と(175頁)。

「悲劇はギリシアにとって内的な緊張を、つまりテクネーとピュシスの差異

に即したギリシアの分割を開示することで、ミメーシスの図式に即した歴史の

思考を可能にする。」(290-291頁)ある意味では、ルソー論とも類似の運びで

あろう。というか、むしろラクー=ラバルトはこうした地点からルソーに向か

ったのだともいえる一悲劇の2重性は当てにできないルソーに(だからこそ、

起源二根源なのでもあった)。さらにまた「演劇とは普遍的ミメーシスの範例

である」(ディドロ論)も、むろんここに聴取可能であるだろう。しかしいず

れにせよ､悲劃一演劇は何も存在一類型論に結びつくというだけではなかった。

悲劃一演劇はミメーシス論に赴き、より根底的には歴史ないし歴史性そのもの

を与えるのである。いいかえるなら、模倣(古代人の模倣、独創的な模倣)と

してのミメーシスばかりでなく一一そこから発してもいようが、それ自体とし

てはより根源的な一一ピュシスとテクネーの関係としてのミメーシスに至りっ

く、あるいはそれを導くのである。表現一呈示としてのミメーシスたる悲劇-
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演劇は普遍的ミメーシス、そうして歴史ないしは歴史性としてのミメーシスに

も結びついているのであった。存在一類型論の場合と類比的にいってみるなら、

悲劃一演劇なくしてはラクー=ラバルトのミメーシス論もありえなかったとい

うことになるだろうか。悲劃一演劇は少なくともこうしたアリーナなのであっ

て、悲劇の2重性-2重のギリシアについて確認しておくなら、そもそも古代

人の模倣から発しているのだとしても、必ずしもそれに還元されるものではな

いのである。

6

少々個別的な検討もしておかなければならないだろう。そうした場合、やっ

かいなことだが、どうしてもヘルダーリンがラクー=ラバルトにおいては焦点

になる。じっさい前節の議論においても決定的な点というなら、そのほとんど

はヘルダーリンに関連していわれていたのである。ラクー=ラバルトの場合、

全体的にプログラム的な論述であるにせよ、鳥瞰的な議論と虫瞰的な議論のフ

ラッシュバックが鮮やかなのだが、悲劃一演劇をめぐって虫瞰的になされる議

論の多くにはヘルダーリンがいるのである。前節での論法に拙速にもならうな

ら、ラクー=ラバルトにとって、ヘルダーリンは悲劃一演劇をめぐることがら

の頂点に位置するというばかりでなく、終極的にはヘルダーリンなくして悲

劃一演劇はないということにさえなるのではなかろうか……。その上でシェリ

ングやヘーゲル、ニーチェやハイデガーやが配される。というか、シェリング

やヘーゲルはヘルダーリンを論じる前提として探索され、ニーチェは対比検討

に付され、そしてハイデガーは出発点かつ対抗点として常に出番を待っている

というわけである。

ここでは、悲劃一演劇をめぐってシェリングやヘーゲルやについていわれる

ことをまず押さえた上で、入り口にすぎないけれども、ヘルダーリンについて

の議論に進んでいくことにしよう。ニーチェについてはふれることができない

が、ラクー=ラバルトの見方によるなら、ニーチェはヘルダーリンに対しては
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シェリングやヘーゲルー一一ドイツ観念論一弁証法(および初期一思弁的ロマン

主義)--の流れに回収されてしまいかねない存在ではある。ラクー=ラバル

トにとってニーチェは疑いなく別格の1人だが、その扱いには揺れというか重

心移動がみうけられよう。それは1つには、ハイデガーに対するときには確か

に把握し直されるのだけれども、ことヘルダーリンに対するときにはハイデガ

ーによるその評価ともあまり違うことがなくなってしまうからであろう。ただ

し、当然ながらハイデガー自身もこのことから免れうるというわけではない。

ヘルダーリンの悲劇一演劇という高みは一改めて考えてみれば皮肉なこと

に、あるいは逆説的なことに一一翻ってハイデガーその人にも向けられていく

のである。ここでヘルダーリンの、またシェリングやヘーゲル以下の位置づけ

をめぐって、総括的な議論を掲げておくことにしたい。

「まだなすべきことは多くある。けれども、もしもギリシア悲劇への、とい

うことは実際上われわれの演劇の起源=根源への思弁的な支配に対して、ヘル

ダーリンがいわばアナクロニックな仕方で取ることのできた距離-ほかのも

のとは比較にならないと思われるｰ-←の重要性を認識し始めるならば、一歩は

進められたとおそらくいえるであろう。悲劇の、私か思弁的と形容している解

釈が、ヘーゲルとシェリングからワーグナーとニーチェを経由してハイデガー

に至るまで、どのような美学的な、政治的な、哲学的な効果を産み出しえたか

を知っているならば、人は争点を垣間見るであろうと思うし、またそう期待す

る。未だにそして相変わらず「未決」のままの、近代性という争点を。」(『メ

タフラシス』9頁。参照、15頁)

やや唐突に出てくる「近代性」は少なからず古代(人)との関係をめぐるそ

れのことだと思われる(前節最初の引用など参照)-。しかしともあれ、シ

ェリングやヘーゲルやについていうなら、以後の悲劃一演劇把握の起点ないし

は原点ということになり、それはまず押さえておかねばならないというゆえん

にもなるだろうか。

さて、そのシェリングやヘーゲル、ドイツ観念論(および初期ロマン主義)

であるが、これらはそもそもラクー=ラバルトにおいては一早速「近代性」
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をめぐる議論になるが一一はるかにギリシアにおける哲学一形而上学の創始と

対応させて考えられているだろう。すなわち、創設された伝統の「ほぼ末端」、

「あるプログラムの汲み尽くし」、要するに哲学一形而上学の完成=完了、終焉

の時期にあるものだというわけである。ただし、それは同時にカントによる決

定的な危機=批判-「何をもってしても、また誰によっても究極的には縫合

されない亀裂ないし分裂」-に後続し、これを修復して哲学一形而上学の再

建を図ろうとする、ほぼ最後の時期でもあったとされるのだが(『詩の政治』

72頁。『近代人の模倣』58､101頁)。総じていうなら、カントによる危機=批判

あればこその、また当然だが、その乗り越え=跳躍の試みあればこその哲学一

形而上学の「最終局面」、その完了一終焉の時期なのだということにもなるで

あろうか(『近代人の模倣』305頁。なお、こうしたさいにしばしば論及される

のは、フィヒテ[-カント]とともにフランス革命と『ヴィルヘルム・マイス

ター』を並べてみせたF.シュレーゲルの言である)。

では、カント的危機=批判の乗り越えの試みは一表現を絞るなら何といっ

てもこうなろうｰいかになされるというのか。これはラクー=ラバルトにお

いて弁証法=思弁的なものはいかに形成されるのか、その母胎は何なのかとい

うことと同義なので(そう絞られるので)あるが、そうしたさいの導きの糸に

なったのは、広くはさまざまな意味-レベルのミメーシスであったという

(『近代人の模倣』62頁。以下、同書の場合書名を省略一中心になるのは「思

弁的なものの中間休止」および「形象としてのオイディプス」)。これは少なか

らず予想される発言ではあろうが、では悲劇一演劇はどうなるというのか。こ

れまた予想されるように、そうしたさまざまなミメーシスの中心になるのであ

る。導きの糸になった狭義のミメーシスに、あるいは特権的で具体的な導きの

糸になるのである。「弁証法的思考の母型をなす図式を提供したのは悲劇であ

り、悲劇についての……「詩学的な」考え方の再編である」と(60頁)。ラク

ー=ラバルトは弁証法=思弁的なものの形成にあたってギリシア悲劇、特に

『オイディプス王』とアリストテレスの『詩学』が不可分かつ2重に関わって

いると考える。これはつまるところは、悲劇をめぐる問いとして繰り返し論及
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されるもののうち、2つがここでは問題にされるということである一一まずは

悲劇的な相剋や矛盾が、ついで本格的にアリストテレスに移って、ミメーシス

やカタルシスが。シェリングを中心に以下この顛末をみることとするが、取り

上げられるテクスト、「教条主義と批判主義に関する哲学的書簡」のさわりく

らいは前もって引いておくべきだろう。

「ギリシア人の理性はその悲劇の矛盾をどのようにしてもちこたえることが

できたのか、としばしば問われました……こうした矛盾の根拠、つまり矛盾を

もちこたえさせたものは、人々が捜し求めるよりもっと深い所にあったのであ

り、人間的自由と客観的世界の威力との争いの中にありました[カント]……

ギリシア悲劇は、劇の主人公を運命という超越的威力に向かって戦いを挑ませ

ましたが、このことによって、それは人間的自由を称えたのです……避けるこ

とのできぬ罪に対する罰をも進んで引き受け、自己の自由の喪失そのものによ

っていっそうまさにこの自由の証しを立て、しかもなお自由意志を表明しなが

ら没落していくという、それは1つの偉大な思想だったのです。ヤ

確かにこれはギリシア悲劇解釈の原型的なテクストといえるだろう。ただし

ラクー=ラバルトによるなら一一もう少しさかのぼって正確にいい直すなら、

ということだがｰ「これはすでにアリストテレスが分析していたとおりのオ

イディプスの「無実の有罪性」の思弁的解釈である。」(313頁)先ほど不可分

と記したゆえんであるが、「無実の有罪性」=悲劇的な矛盾一撞着語法を思弁

的に解釈しているとはどういうことをいうのか。ポイントは「客観的世界の威

力」=運命にさえ自ら挑戦し、しかも「自己の自由の喪失そのものによって」

自らの自由を表明するというあたりであろう。ここに見い出される論理は(カ

ントの乗り越えたろうとする)弁証法の母型的な図式だといえるからである。

というのも、弁証法とは、簡単にいって「否定的なもの自体を強調ないし重

複=倍加することにより」否定的なものを「肯定的なものへと転化する」論理

なのである、と(314頁)。オイディプスが「彼の運命である矛盾を受け入れる

ことは精神の勝利を意味する」ことになるわけであった(『メタフラシス』15

頁)。翻っていうなら、こうして悲劃一演劇はーアリストテレスを通ってだ
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が一弁証法=思弁的なものの母型的な図式を提供するということにもなろ

う。「弁証法的オペレーション(==操作・作戦・作品化……)」とは少なからず

「オイディプス・オペレーション」なのであった。オイディプスは「哲学一形

而上学の英雄」「弁証法=思弁的なものの英雄」となるのである≒

では今1つのミメーシスーカタルシスの方はどうなるのだろうか。ここでも

『オイディプス王』とr詩学』が切り離せないことは前提だとして、この場合

のラクー=ラバルトの主張をあげるなら、「悲劇的なものの哲学は……じっさ

いにはなおも悲劇的な効果の理論」であったとなろう(63頁)。アリストテレ

スにおいてミメーシスには理論的機能とともに経済的機能があり、それが直ち

にカタルシスにつながることは以前にみたとおりだが、「悲劇的なものの哲学」

つまり弁証法=思弁的なものは、こうした悲劇う寅劇のいわば実践的機能、ア

リストテレスのそうした考え方の活用一奪取、再編だというわけである。そし

てこのことに対しては、かたくなに沈黙が守られていたが、この沈黙は弁証

法=思弁的なものをミメーシスやカタルシスを越えたものとして確立一呈示す

ることになったのだと(同上。なお「模倣説の(当時人々が口にしていた)乗

り越えの試み」と。 62頁)。シェリングのテクストにおいてなら、冒頭「ギリ

シア人の理性はその悲劇の矛盾をどのようにしてもちこたえることができたの

か」がポイントになるだろう。ラクー=ラバルトは、アリストテレスにせよシ

ェリングにせよ、否定的なものにいかに対処するか、いかにそれに耐えて浄

化一止揚するのかが問題であったとみるからである。そしてそうした結果、い

ずれにおいても悲劃一演劇的な構造、悲劇的なスペクタクルー煎じ詰めるな

ら、ミメーシスが前提されることになったというのである(67-68頁)。「思弁

的な解消は、依然としておそらくカタルシスの一様態である。すなわちミメー

シスの適切な使用なのである。」(106頁)そうしてさらにいうなら、「悲劇の哲

学」は「悲劇の詩学」ばかりでなく一一あるいは「悲劇の詩学」とも同様

にｰ「はるか以前にさかのぼって、儀式的なものや供儀的なもののかつての

背景=基底を反響」してさえいるのではなかろうか、と(69頁)。

さしあたり悲劇づ寅劇は、こうして哲学一形而上学の完了一終焉の時期をリ

~116 -



-ドした、導きの糸になったということになろう。それは創始の時期とは逆と

いえるのであった(プラトン)。あるいは「この歴史のもう一端において」悲

劇う寅刺は「回帰する」、そうもいえるだろうか(293頁)。いずれにしても、

このことは古代人の模倣(=独創的な模倣)やそれに連なることがらと無関係

ではないのであった。たとえば、「弁証法とは……ダ｀ﾌﾞﾉﾚ・パイントの解決…

…模倣の逆説性の止揚に対して抱き続けられた希望ではないだろうか」と

(『政治という虚構』157頁)-。オイディプスについて付け加えておくなら、

以上から察しがつくように、それは「終焉と完了」の形象にもなるということ

があるだろう。ただしオイディプスは起源の形象でもあるから、そのことを考

えあわせるなら一一-ラクー=ラバルトはしばしば繰り返すのだがｰ「オイデ

ィプスとは、その内において、またそれに即して、西洋の運命が最終的=決定

的に閉じられてしまった者のことなのだ。」そしてこのことは、哲学はこの時

期ソクラテスに自己の起源=根源を認めなくなっていくといった指摘と少なか

らず見合ってもいるのだろう(以上、304頁)。じっさい、回帰の論理のことに

なるのであるが、ソクラテスがソクラテスとなったのは「悲劇から対話形式を

借り受けた哲学的(再)現前化の主人公」に、そこで「無実の有罪者」という

「悲劇的人物」になりえた限りのことであったと。[ソクラテスはオイディプス

の真理そのものである限りにおいてソクラテスとなる……。](320頁)

ヘルダーリンに進んでいくことにしよう。ヘルダーリンが弁証法=思弁的な

ものの形成にあたって大きな寄与をなしたことは今日よく知られているし、ラ

クー=ラバルトもそうみることに変わりはない。しかしヘルダーリンがそれに

とどまらず、やがて弁証法=思弁的なものから大きく逸脱していくことに一一

また、それによって何がもたらされるのかということにーラクー=ラバルト

の議論は集中している。抜きがたく思弁的といえば思弁的ではあったものの、

事実上、弁証法的な思考一論理を内部から脱臼一宙づりにし、それを脱構築す

ることになるというのである。そればかりではない。さらにいうなら、ヘルダ

ーリンにとって弁証法=思弁的なものは終極的には近代人のヒュブリス(傲慢)
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にもあたることになり、それ自体としてカタルシスの目的一対象と化してしま

うのである、と。そうしてこれはカントの受諾を意味するともいうのであった。

こうしたことが起こるのは、ヘルダーリンのrエンペドクレス』からソフォク

レスヘの移行においてだとされていよう。「近代の悲劇」を目指して幾多の改

稿が重ねられながら一一いくつかの試論も伴いながら一結局放棄され、挫折

することになる『エンペドクレス』。それは一言でいうなら、なお思弁的一弁

証法的な構想であったからということになろうが(「ギリシアープラトン式の

思弁的なシナリオ」『メタフラシス』53頁)、そうした後に着手される『オイデ

ィプス王』と『アンティゴネー』の特異な翻訳および両者への「注解」。これ

らの「ソフォクレスヘの回帰」とは、わけのわからないものなどではなくて

「演針吐の基底への回帰」なのであり(同上、50頁)、それに並行したアリスト

テレスへのｰあるいはアリストテレスを超えた一回帰なのであり、またミ

メーシスヘの回帰一遡及、その再発見なのでもあった。以下、ヘルダーリンは

シェリングやヘーゲルやに対してｰあるいは広く思弁的とされる悲劇一演劇

解釈の伝統に対してｰいかに対照されるのかを中心に、ラクー=ラバルトの

ヘルダーリン論について多少の略記なりとも試みておくことにしたい(引き続

き『近代人の模倣』の場合は書名を省略一中心的なのは「思弁的なものの中

間体止」や「アンタゴニスム」。なおヘルダーリンからの引用は、特記なき限

りラクー=ラバルトを通じたものによることとするμ)。

1)先の弁証法=思弁的なものを麻庫一停止させ、解体していくものとは、

さしあたり誇張法もしくは誇張法的論理といえるだろう。ラクー=ラバルトは

それを「エンペドクレスの底にあるもの」に認め、そこからまず引き出してい

るのであるが、ということは、誇張法は『エンペドクレス』の完成を妨げる当

のものでもあったということである。「エンペドクレスの底にあるもの」につ

いてだが、「絶えまなく再開される弁証法的な発端には、解消=解決という原

理が一貫して欠けているのだ……他

であればあるほど、いっそう外的であるといった……[ﾉiラドクスの極端な]

形式の中で[=誇張法]、弁証法的な訴訟過程の発端が絶え間なく反復される
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……。」(90頁)弁証法の場合には、否定的なもの、あるいは矛盾一逆説は「否

定的なものの作業」を通じて肯定的なものへと転化されていくだろう。いいか

えるなら、「弁証法的オペレーション」は「<自己>と主体の保護へと整序さ

れている。」これに対して、誇張法の場合は全くそうではないｰというばか

りか、「逆説が逆説の状態のままに放置された場合、また究極的な差異が維持

される場合……こうした形而上学[=弁証法]の境界画定は踏み越えられる」

のだと。そしてこれはディドロのいくらかに、またヘルダーリンでは「より明

確に当てはまる。j(以上、314頁)そうして翻っていうなら、誇張法ないし誇

張法的論理は『エンペドクレス』を崩してしまうだけではなく、以降「ソフォ

クレスヘの回帰」をリードし、そこにおいて貫徹していくものとみなされるの

である。

2)以上は一貫して問題になっているのが、じつのところミメーシスだとい

うことでもあろう。というのも、ディドロ論で明言されるように「パラドクス

の論理、つまり誇張法[誇張法的論理]とはミメーシスの論理そのものと異な

るものではない」からである(34頁)。あるいは、ミメーシスはそのさまざま

なレベルにおいてパラドクスをはらまざえるをえない、ミメトロジーとはそも

そもパラドキシカルなもの、その極限だといった方が早いだろうか(4節のル

ソー論など参照)。再度の引用になるけれども、「弁証法とは……ダブル・パイ

ントの解決……模倣の逆説性の止揚に対して抱き続けられた希望ではないだろ

うか。」これに対比していうなら、誇張法とはミメーシスにおける「逆説が逆

説の状態のままに放置された場合」にあたるのであり、「ミメトロジーが思弁

的なものの中に回帰して反響させる効果」-ミメーシスの逆説性、ダブル・

パイントが回避一解消されることなく「思弁的なものの中に回帰して反響させ

る効果」-にもあたるのである(91頁)。そうした結果「希望」は不可能な

もの、禁じられたものになるのだが、ともあれヘルダーリンの誇張法への転回

の中に、翻ってミメーシス概念の変容をいうことも不可能ではないだろう。こ

れはラクー=ラバルトの想定であるようにも思われる。簡潔にいってしまうな

ら、それは模倣ないしイミタチオを中心としたミメーシス概念から、普遍的ミ
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メーシスをその典型とするような、より根源的なミメーシス概念への移行であ

る。あるいは少なくとも、パラドクスは解決一止揚されねばならないという限

定的なミメーシス把握から、パラドクスは積極的に肯定一享受されねばならな

いという、より普遍的なミメーシス把握への転換である。弁証法=思弁的なも

のから誇張法=誇張法的論理への転回一滑落には、おそらくこうしたミメーシ

ス概念の転換一変容が伴っている、あるいはこのようなミメーシスヘの回帰一

再発見が並行していると思われるのである。

3)そうだとするとき、これが少なくともアリストテレスヘの回帰一遡及で

もあることはいうまでもない。ではラクー=ラバルトは、ヘルダーリンにおけ

るアリストテレスやミメーシス、その回帰一移行をめぐって具体的にはどのよ

うな指摘をしているであろうか。いくつかあげておくならｰ

まず「ソフォクレスヘの移行」とは、その内に含まれる『オイディプス王』

の選択を重視するなら、そもそもが「アリストテレスヘの移行」なのでもあっ

たこと(『メタフラシス』59頁)。

ついで「思弁的悲劇のモデル」がアリストテレス、そのミメーシスやカタル

シスの「否認」の上に築かれるのに対して、ヘルダーリンではそうではなく

「悲劇の効果という問題系を明示的に考慮」しているということ(85､76頁)。

こうした捉え方というか(最終的には)軍配のあげ方は、それ自体誇張法的と

いえなくはないだろう。もとよりヘルダーリンでは明示的だといった場合、ラ

クー=ラバルト自身強調するように、ヘルダーリンはじっさいに悲劇一演劇を

目指していたということが考慮されなければならないが、しかしハイデガーに

対する場合などと考えあわせるなら、誇張法的把握はおそらくラクー=ラバル

ト自身にあっても、執拗な思考の身振りになっているといえるのではあるまい

か。じっさい回帰の論理も(プラトン……)誇張法的論理と別なものではない

のである。

第3としては、ヘルダーリンは「ミメーシスの名のもとにプラトンに取り憑

いて離れないものへと導かれる」こと(85頁)。この「ミメーシスの名のもと

にプラトンに取り憑いて離れないもの」とは、以前にみた「間接的でアポクリ
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フなJ言表作用の様式としてのミメーシスであった。そしてこれへと「導かれ

るjということでラクー=ラバルトがいいたいのは、ヘルダーリンは「間接的

でアポクリフな」言表様式の受容へと移行するということである。当然にもプ

ラトンとは逆一←-というか、要するに先の「エクリチュールの主体」の問題、

そこでのプラトン的視点からの脱却なのであり、言表作用の主体のアポクリフ

性や非固有性の受諾、それへの転回なのである。振り返るなら、『エンペドク

レス』が思弁的であったということは、演針性が欠如していたということでも

あった。プラトンを軸にいうなら、それは何も主人公が「哲人王」であったか

らというだけではなく一一あるいはそれと同時にｰ「もっぱら言表者(今の

場合は悲劇作家)の観点からみた言表様式が問題にされている」からなのでも

ある。それでは悲劇一演劇はできない。「演劇が存在するためには……登場人

物たちは、作者とは絶対的に無関係でなければならない……。」(『メタフラシ

ス』55､62頁。逆説的には、ラクー=ラバルトはプラトンに忠実なのである。)

そしてヘルダーリンはこちら側へと渡って来るというわけだが、ラクー=ラバ

ルトは「エンペドクレスの底にあるもの」から該当個所を引きながら、「劇作

者に関するパラドクス」と比喩するだろう(89頁)。そうしていうのだが、こ

の(逆説的な)「演劇的な言表作用……の構造」とミメーシスの逆説性の構造

『r俳優に関するパラドクス』)とは「少なくとも交差する」のだと(186頁。こ

れは[エクリチュールの]主体の問題系とミメーシスの問題系が交差するとい

うことでもある)。こうした交差を支えるのは、おそらく誇張法ということに

なるのだろう……。

最後にカタルシスの問題。ラクー=ラバルトは、これに関してヘルダーリン

は『詩学』から学ぶとともに学んでもいないという。それは1つには、「ヘル

ダーリンはアリストテレスの手前、および悲劇に関する(すでに)哲学的な解

釈の手前にあるソフォクレス(またこのこと自体により、悲劇の宗教的かつ供

儀的な機能)にまで導かれる」-こうみるからであるだろう(85頁)。いず

れにしてもカタルシスは大きな問題であり、またこれをめぐっては、悲劇的な

ものの本質についてのヘルダーリンの定義が必要になるのだが、この定義はラ
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クー=ラバルトの議論にとって一句切り=中間休止にあたるとはいわないま

でもｰその糸が結び合わされるとともに放たれてもいく戦略地点であるとい

えるだろう。項を仕切り直してみていくこととしたい。

4)「悲劇的なものの呈示は主に以下の点に基礎をおいている。すなわち、

神と人間とが結合され、自然の威力と人間の内奥とが激昂において際限なく一

体になるが、このような途方もないもの[不気味なもの]は、無際限な一体化

が無際限な分離によって浄化されることによって把握されうるという点に。」

(「『オイディプス』への注解」における悲針匪の定義から。『メタフラシス』18

頁)

ラクー=ラバルトによるなら、これはカタルシスの「パラフレーズ」といえ

るのであるけれども、『詩学』に照らしあわせてみるならば「完全に常軌を逸

している。」(同上、17頁)しかしともあれ、まず誇張法的論理が貫徹している

のはみやすいところであろう。いわば誇張法的オベレーションは、ここに至る

なら、ともかくカタルシスを可能にすることになるのである。

そのカタルシスについては、ラクー=ラバルトはヘルダーリンの場合を「カ

タルシス的なものの「普遍化」」と呼ぶのであるが、これはアリストテレスに

対比するなら、「スペクタクル的な関係の場」がそこでは放棄されているとい

うことであった(92-93頁。なお3節参照)。事実「……観客がヘルダーリンの

関心を引くことはない。カタルシスはヘルダーリンにとって、確かにある仕方

でミメーシスの(すなわちダールシュテルンクの)効果なのであるが、それは

呈示=上演に内在する効果であって、表象=上演による効果ではない……」と

(rメタフラシス)68頁。参照『近代人の模倣』75-76頁)。

しかし、その上で何よりヘルダーリンにおいて際立っているのは、カタルシ

スの対象が何であるかということであろう。これに関して順を追うなら、ラク

ー=ラバルトは先はどの登場人物と作者の無関係性ばかりではなく、「悲劇的

過ち」は悲劇の登場人物自身によるものでなければならずｰ-「悲劇詩人」の

「自己カタルシス」に向かうものであってはならずｰしかも登場人物は「ヒ

ュブリスという意味での過ち」=「禁止の侵犯」によってのみ、悲劇の登場人
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物たりうるｰこうしたことが理解されねばならなかったという。「ソフォク

レス[自体]が強烈に明らかにしているのは……過ちは過ちにほかなら」ない

ということであった。「それは涜神なのである。」(『メタフラシス』62-65頁)

カタルシスの対象(「神と人間とが結合され……」)は「熱狂=神がかり」、

プラトンのいうマニアーであり、また「無一媒介のもの」「無一限のもの」と

の結合の意志ということになろう(同上、19頁)。あるいは「有限性の侵

犯」=「形而上学的侵犯」、その希望一欲望自体なのである。「ミメーシスこそ

が悲劇的なものの本質それ自体の内で対象として目指されている……。」ミメ

ーシスにこだわるなら、それは神的なもののミメーシス=模倣なのであった。

神との同一化､神の自己固有化である(185頁)。こうしたものは不可能なもの、

禁じられたものなのであり、したがってその侵犯=過ちは浄化されなければな

らず、またそうしうる一誇張法に戻るなら、誇張法はこうしたものの不可能

性を暴くとともにそのカタルシスを可能にしうるのであった。そうして悲劇は

以上のことを呈示する、あるいは、そうした不可能なものの(自己)固有化

(=弁証法)ではなくてその非固有化(=誇張法)こそを一固有化の悲劇自

体を一上演するのである。それだからこそ悲劇なのでもある……。

「いずれにせよ、以下のようにヘルダーリンの目には映っていたと想定しな

くてはならない。絶頂にある(ギリシアの)芸術は……ギリシア人たちの自

然=本性の中にある危険または脅威を押しとどめ、祓い除ける役割を負ってい

たのである……。」端近代人にとってはどうなのか。ヘルダーリンによるなら、

有限性の侵犯=形而上学的侵犯は近代人の自然=本性ではないけれどもｰし

かしそれだけにかえってｰ「悲劇はこの思弁的欲望を分離、差異化、有限性

の中への投げ返しとして叙述」しなければならない。「要するに悲劇とは、思

弁的なもののカタルシスなのである。」(93頁)ラクー=ラバルトはヘルダーリ

ン白身の用語をあてて、思弁的なものの句切り=中間休止とも表現するが、い

ずれにしても、ここにはヘルダーリンにおけるカントの受諾が認められるので

あった。「悲劇の教訓とは厳密な意味でカント的である。」(『政治という虚構』

79-80頁)
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5)「まだなすべきことは多くある……。」しかし、もはや必要最低限の2点

を記してよしとするほかはない。

1つは、前項から予測されるように、オイディプスはヘルダーリンにおいて

「形而上学の英雄」などではなく「形而上学の純然たる犠牲者」になるという

ことである。ラクー=ラバルトによるなら、ヘルダーリンはオイディプスを

「哲学の英雄にする伝統」の中に例外的に「書き込まれてはいない」のであっ

た(『メタフラシス』14、60頁)。ただし、西洋がオイディプス的であるのはヘ

ルダーリンにおいても同様である。というか、ラクー=ラバルトは『アンティ

ゴネー』は本来的にギリシア的、『オイディプス王』は西洋的一近代的と理解

されているとみるのである。「無際限な一体化」-「無際限な分離」でいうな

ら、アンティゴネーはニオベに自らをなぞらえ(神との一体化)、死が与えら

れる。オイディプスは神官として行動し(解釈の過剰)、「欠神の流鏑」に入る

(同上、67頁)……。こうした意味でなのだが、ヘルダーリンにおいてオイデ

ィプスは西洋的一近代的-あるいは西洋一近代の運命を示すのであった。

今1つはミメーシスー歴史をめぐって。前節末の引用はヘルダーリンについ

てのものなのであり、少なくともこう続くのであった。「悲劇は……テクネー

とピュシスの差異に即したギリシアの分割を開示することで、ミメーシスの図

式に即した歴史の思考を可能にする……その結果、それまでヨーロッパの歴史

記述の布置を決めていた単純な「古代人の模倣」にかわって、はるかにより複

雑なキアスムーそもそもイミタチオの原理そのものを失効させるキアス

ムーが登場することになる。」(290-291頁)それは一言ですますなら、誇張

法的な歴史なのである。
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注

(19)「模倣の能力について」冒頭におけるベンヤミンなら、いっそうそうだというこ

とになるだろう。

蝉 なお、ドイツにおけるルター主義や古典古代の影響を広く分析した力作として、

曽田長人『人文主義と国民形成-19世紀ドイツの古典教養-』(知泉書館、

2005年)。

(21)先に悲劇には、いわば理論的機能と実践的機能があることをみたのであったが、

少なくとも、このことと以上のこととは「連動する」のであろう(309頁)。

μ Cf.Lacoue-Labarthe､'On the Sublime､'trans､G. Bennington､L. Appignanesi､ed.、

Postmodernism: ICA Documents 4､Free Assn BOokS､1989､2nd､p.13.

&3) Cf. Lacoue-Labarthe､1979､'The Detour､'trans. G. M. Cole､Lacoue-Labarthe､The

Subject of Philosophy､ed. Th. Trezise､U.of Minnesota P.､1993､p.29.

剛 参照、Lacoue-Labarthe et Nancy､1991 (守中高明訳)『ナチ神話』(松鎖社、

2002年)58頁。

圀 Lacoue-Labarthe､1986 (谷口博史訳)『経験としての詩-ツェラン・ヘルダー

リン・ハイデガー』(未来社、1997年) 198頁。

叫 (池田俊彦・中村玄二郎訳)「教条主義と批判主義に関する哲学的書簡」『シェリ

ング初期著作集』(日清堂書店、1977年) 187-188頁。

助 ヘーゲルについては『歴史哲学講義』が検討されているが、最も簡明には「ヘー

ゲルのオイディプスは(スフィンクスという)岩に閉じ込められた東洋の謎の、自

己意識における、そして自己意識としての止揚である。」(『メタフラシス』13頁)

なお、オイディプスをめぐってラクー=ラバルトとJ.-J.グーの間には応答があるの

だけれども、グーの(明快な)議論については(内藤雅文訳)『哲学者エディプス』

(法政大学出版局、2005年)参照。

叫 邦訳に(手塚富雄他訳)『ヘルダーリン全集4 論文/書簡』(河出書房新社、

1969年)、(武田竜弥訳)『省察』(論創社、2003年)。

固 Lacoue-Labarthe､1999 (伊藤綾訳)「翻訳と歴史」(『言語態丿創刊号、2000年』

132頁。なお参照、131頁。
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