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初期フリードリヒ・シュレーゲルのギリシア文学論
── Studium-Aufsatz を中心に──

　　　　　尾田　一正

はじめに

　フリードリヒ・シュレーゲル（1772─ 1829）の『ギリシア文学の研究

について』（“Über das Studium der Griechischen Poesie”）は，いわゆるド

レスデン時代（1794─ 1796）に書かれた一連のギリシア文学に関する論

文の中で最も重要な位置を占めている。通常 Studium-Aufsatzと呼ばれる

この論文は 1795年秋に脱稿し，1797年１月に他の数篇の論文とともに『ギ

リシア人とローマ人』（“Die Griechen und die Römer”）の表題のもとに刊

行された１）。

　しかしシュレーゲルはドレスデン時代に先立つ 1789年にすでに一度，

当時ドイツのフィレンツェと呼ばれていた芸術の香り高いこの町を訪れ

ており，この時の訪問がシュレーゲルに古代ギリシアの美的世界への目を

開かせる直接のきっかけとなったのである。というのもドレスデンには当

時，アルプス以北では最大規模の古代作品の石膏模像のコレクションがあ

り，シュレーゲルはこのコレクションを訪れたさいに初めて触れた古代ギ

リシアの造形美術の世界に多大の感銘を受け，「この忘れ難い第一印象は，

その後の私の古典古代研究にとって，確固たる永続的な基盤となった２）」

（ KA IV, S.4 ）のである。

　ところでシュレーゲルが目にしたこれらの石膏模像は，18世紀半ばに

主としてローマで活動した新古典主義の美術家で，ローマにおけるヴィン

ケルマンの友人でもあったメングス（Mengs, Anton Rafael: 1731 ─ 1782）

の手になるもので，このコレクションによってドレスデンはドイツにおけ

る古典古代受容の中心地となった。
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　しかし，シュレーゲルのギリシア研究の学問的基礎は，ドレスデン時

代に先立つゲッティンゲン大学での古典研究にあった。ゲッティンゲン

大学は古典文献学における当時のドイツの指導的大学であり，ヴォルフ 

（Wolff, Friedrich August） とならぶ古典文献学の大家であるハイネ （Heyne, 

Christian Gottlob: 1729 ─ 1812） がこの大学で教鞭を取っていた。そのハ

イネのもとで古典文献学を修得したシュレーゲルはその後，古典古代学の

大家として通用し，当時一流の古典学者，たとえばヴォルフやフランス人

コレ，ヴィスコンティ（Visconti, Giovanni Antonio Battista: 1722─ 1784） 

らとも対等の付き合いをすることができた３）。このように豊富な古代学に

関する知識を背景に執筆された Studium-Aufsatz は従来，古典古代一辺倒

の新古典主義的立脚点に立っていると見做されがちであったが，Ｅ・ベー

ラーは Studium-Aufsatzを「初期ロマン派の文芸理論の根源４）」と呼び，「そ

の後の彼の全創作活動，ことに彼の提唱するロマン主義文学論の基礎は

ここにある５）」と述べて，Studium-Aufsatz 時代のシュレーゲルとその後

のロマン主義時代のシュレーゲルの間に断絶よりはむしろ連続を認めてい

る。事実，シュレーゲルは Studium-Aufsatzで何よりもまず，混乱に陥っ

ていた当時のドイツの「芸術趣味を完全なものにする６）」（SA 136）こと

を意図していた。そのための「欠くことのできない義務」（SA 137）である，

完全な美の理想を実現したギリシア文学の研究を通じて近代文学の再生の

ための理論的基礎づけをすることこそが，Studium-Aufsatz の主眼だった

のである。

　本稿では，まずギリシア文学の形成法則，すなわち自然的形成について

のシュレーゲルの所説を中心に考察し，次に，この形成法則に従って生ま

れた種々の文学ジャンルの問題について検討し，最後に，シュレーゲルと

いわゆる「新旧論争」の関係について，特に従来の「新旧論争」の問題設

定とシュレーゲルのそれの相違を中心に考えてみたい。
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Ⅰ．ギリシア文学の形成法則

　シュレーゲルは美を「善なるものの快適な現われ」，あるいは「善なる

ものの魅力的な現われ」（KA I, S.638）と定義し，さらに，「美的芸術は特

定の目的を持たない自由な戯れ」（SA 171）であると述べ，芸術の自律性

を主張している。そのさい「善なるもの」はシュレーゲルにとって「人間

性」，あるいは「フマニテート」を意味していた７）。また，シュレーゲル

は美を構成する要素として「多様性」，「統一性」，「普遍性」の３つを挙げ，

普遍性こそが完全なる美の究極目標であると述べている（SA 220）。

　このような美の実現をシュレーゲルはギリシア文学のうちに見い出し，

それを自然的形成という観点から解明しようと試みる。その際シュレーゲ

ルはギリシア文学と近代文学を，それぞれ自然的形成と人為的形成という

まったく異なった法則にしたがって成り立っている文学と捉えた。すなわ

ち彼はギリシア文学を一個の有機体として把握し，「芸術趣味の完全なる

発展段階」（SA 237）を示しているギリシア文学を自然的形成の「理論体

系のための完全なるコレクション」（SA 237）とみなし，ギリシア文学の

歴史を「文学の普遍的博物誌」（SA 206）あるいは「趣味と芸術の永遠の

博物誌」（SA 238）と呼んでいる。さらにシュレーゲルは，ギリシア文学

が自然的形成の理論体系のための好個の範例である理由について次のよう

に述べる。「なぜなら，芸術と趣味の完全なる博物誌は，ゆるやかな発展

の完全なる循環のうちに，初期の諸段階の不完全さと後期の諸段階の堕落

を包括しており，その絶えざる必然的連鎖の中ではいかなる部分も飛び越

えられることはない」（SA 248）からである。

　ところでシュレーゲルによると，人間は運命との不断の戦いを通じて自

己形成を行なっており，そのさい「自然」から最初の決定的なきっかけが

与えられるとそれは「自然的形成」であり，「自由」からそれが与えられ

た場合は「人為的形成」となる。すなわち「自然」は，環境や外的状況を

通じてあるときは人間形成を促進し，またあるときは阻害するのである。

まさにこのような自然的形成原理がギリシア人のもとでは働いていたとシ
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ュレーゲルは主張する。そして，「自然的形成」においては「衝動」が立

法者，すなわち導き手であり，しかもギリシア人の人間形成を導いている

この「衝動」は強力な動力を発揮する一方，同時に「盲目の導き手」でも

ある。すなわち「自然的形成」においては漠然とした欲求が支配しており，

近代人の自己形成の法則である「人為的形成」において指導的役割を果た

す悟性はいまだ下位にある。また，絶えず人間と敵対する「運命」もギリ

シア人のもとでは，ギリシア人を至高なるものへと形作るために手を差し

のべたのみならず，ギリシア人の自己形成が完成するまで母親のように面

倒を見た。このような運命からの恵みと「後見役」（“Vormundschaft”）と

しての自然からの協力を得て，ギリシア人はこのうえなく恵まれた天与の

素質を十全に開花させることができたのだとシュレーゲルは説く。

　このような自然的形成原理から成り立っているギリシア文学において，

自然的変遷の頂点としての「絶対的極致」（“absolutes Maximum”）であ

る最高の美が達成されたが，いわばそれとひきかえに，ギリシア文学はあ

らゆる誕生と成長および死という法則に隷属させられることになる。しか

も，自然的形成原理によって達成されたギリシア文学の最高の美は，「た

とえばそれ以上のいかなる美も考えられないというようなたぐいの美では

ない」（SA 217）のである。また，有機的生命体の必然的法則にしたがっ

て自然的変遷をとげるギリシア文学の最高の完成の頂点は，当然のことな

がら衰退に直結しており，有機的に形成された一つの全体であるギリシア

文学は，ほんのわずかの過剰によっても破壊されかねないという危険に晒

されていて，しかもいったん解体した有機的全体が再び元通りに構成され

ることは決してない。すなわち，「ギリシア的形成は，自己自身のうちで

完成した一個の全体であり，それはただ内的発展のみを通じて最高の頂点

に到達し，そして完全なる循環の中で再びまた自分自身のうちへと逆戻り

してしまった」（SA 232） のである。これに対して，近代文学の形成法則

である「人為的形成」の場合は，悟性が最上位の指導的原理であり，指導

的かつ立法的力を持っている。また，「人為的形成」は「漠然とした欲求」

の支配から逃れているため，その目標は明確であり，悟性による自由なる
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自己決定を通じて人間が自己の諸力をみずから決定しかつ導き，自己の素

質を精神の内的法則に従って形成することが可能になる。したがって，人

為的形成法則によって生み出された美はもはや恵み深い自然からの賜り物

ではなく，人間のみずからの作品，すなわち彼の精神の所産に他ならない

のである。

　このように，人為的形成においては人間はもはや自然の支配を脱し，自

然の助けを借りることなく美を自力で生み出すことができるようになり，

そこでは「精神的なもの」が「感覚的なもの」に対して優位を占め，人間

はみずからの趣味の方向を自主的に規定することが可能になった。また，

人為的形成は循環構造を成している自然的形成の場合と異なり，みずから

のうちへと再び逆戻りすることはなく，絶えず限りなく完成に近づいてい

く。すなわち，「芸術は無限に完成に近づいていき，絶えざる発展の中で

は絶対的な極致は実現しないが，制限された相対的な極致，つまり越えら

れない一定の最近接点は可能なのである。」（SA 218）

　人為的形成についてのこのようなシュレーゲルの考えには，人間は必然

的に無限の完全化に向かうという，いわゆる「完全化」（“Perfektibilität”）

の理念の反映が認められる。この考えは特にフランスでパスカルやコンド

ルセ，コンスタン，スタール夫人等によって展開され，ドイツではライプ

ニッツ，カント，ヘルダー，フィヒテ等によって代表される理念であり，

この考えを美学の領域に導入したのはシュレーゲルの功績であった８）。ま

た，シュレーゲルが人間の自己形成の根本原理とみなした自由と自然の対

立，あるいは自由と自然の交互作用という考えも，特にドイツ観念論哲学

の初期の段階に端を発する思考法であった９）。

Ⅱ．ギリシア文学史の循環構造

　シュレーゲルは有機的変遷という独自の観点から，ギリシア文学をイオ

ニア派，ドーリア派，アテナイ派，アレクサンドリア派の４つの流派に分

類し，その歴史的変遷に有機体特有の必然法則を認め，それぞれの流派の
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成長と衰退について，植物のメタファーを用いて次のように述べる。「そ

れぞれの文学ジャンル，それぞれの時代，それぞれの文学流派は，有機

的な種子が形成衝動の絶えざる発展によってすくすくと成長し，みごと

に開花し，迅速に成熟しそして突然枯れたのと同様の過程を辿った」（SA 

236）すなわち，「自立し，自己自身のうちで完成した完全なる一つの全体」

（SA 235）であるギリシア文学において「芸術の有機的発展の全循環は完

結し，完成している」（SA 237f.）のである。

　このような循環運動の体系は，シュレーゲル自身『ギリシア人とローマ

人研究の価値について』の中で指摘しているように，「ギリシア・ローマ

の最も偉大な歴史家たちの見解であったのみならず，民衆の一般的思考形

態でさえあった」（KA I, S.632）のである 10）。

　次にシュレーゲルの述べるところにしたがって，４つの流派それぞれの

特徴について要約しておきたい。

　１．イオニア派。この文学流派の主要文学ジャンルは叙事詩であり，ホ

メロスに代表される。この時期にはギリシア文学はいまなお未熟な形成段

階にあるが，しかしそこには清純な感覚性がみられる。シュレーゲルはホ

メロスの長所として以下の点を挙げている。調和，真実，根源的力，素朴

な優美さ，魅力的な自然らしさ，公共心，社交性，生きいきとした充溢。

また，ホメロスの作品にみられる英雄たちの栄枯盛衰は，決してたんなる

気まぐれや偶然に支配されているのではなく，きわめて純粋な人間性の聖

なる決定にしたがっている。

　２．ドーリア派。この文学流派の主要文学ジャンルは抒情詩であり，ピ

ンダロスがその代表である。この流派の担い手は，生来快活で機知に富ん

でいたドーリア人であった。彼らはもっぱら主観的，局地的，抒情的で客

観性に乏しくもとより戯曲的ではないが，しかしこの文学ジャンルにおい

てもまた，ギリシア文学全体の特徴の一つである客観的なものへの絶えざ

る傾向が認められ，衰退期にもその痕跡は消えずに残った。

　３．アテナイ派。この文学流派は戯曲をその主要文学ジャンルとし，ア

イスキュロスとソフォクレスによって代表される。それ以前のすべてのも
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のを新しい全体へと統一したアッティカ悲劇は，ギリシアのあらゆる文学

ジャンルの中で最もすぐれたものであり，ここにおいて自然的形成で可能

な美の最高の頂点が達成された。その意味でアッティカ悲劇こそが芸術と

趣味の原型である。その特徴は，道徳的充溢，合法則性，寛大な人間性，

美しい均斉，繊細な平衡感覚，洗練された礼儀作法等である。

　さらにシュレーゲルは，この文学ジャンルの創始者であるアイスキュロ

スとその完成者であり，ギリシア文学全体の頂点に立つソフォクレスにつ

いて次のように述べる。

　「大胆な人」（“der Kühne”）と呼ぶべきアイスキュロスは創造力に富ん

でおり，大胆かつ壮大ではあるが，彼の作品の輪郭は硬くてぎこちない。

また，彼はいだかせる期待感を十分に満たしきらず，アイスキュロスにお

ける運命にはより大きな調和が必要である。これに対してソフォクレスは

美の理想を完全に満たしており，彼の文体は完璧である。しかもこの完璧

さを彼は時代とともに分かち持っており，ソフォクレスの出現は，アッテ

ィカの公共の趣味の最高の瞬間と一致しているのである。また彼は，ホメ

ロスの生きいきとした充溢とピンダロスの典雅をあわせ持っていて，その

作品の統一もとってつけたものではなく，有機的に生じたものであり，そ

こにまったく作意を感じさせず，彼の作品の結末は完全なる満足を与え

る。さらに彼は，天才的な創造力の点ではアイスキュロスにもアリストフ

ァネスにもひけを取らず，優美さの点においてはすべての先駆者もすべて

の後継者をも凌駕している。このようにシュレーゲルは，ギリシア文学の

究極目標を達成したソフォクレスに対して絶大な讃辞を寄せている。

　４．アレクサンドリア派。しかし，アッティカ悲劇，なかんずくソフォ

クレスにおいて頂点に達したギリシア文学も，ギリシアの公共道徳と公共

の趣味の衰退とともに，有機的変遷の法則にしたがってやがて衰退の道を

辿りはじめ，ギリシア文学の最後の流派であるアレクサンドリア派に到

る。ここにはもはやかつてのような，流派を代表する特定の文学ジャンル

は存在せず，誇張された過度の装飾がこの時代の一般的な劣悪な芸術趣味

の特徴であり，その作品は生きいきとした全体の統一を欠いたばらばらの
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断片の寄せ集めにすぎず，そこには精神も生命もなく，精彩を欠き，貧弱

で鈍重である。もっとも，古典期の完全な美の理念の痕跡もいくばくかは

認められないわけではない。

　さらにシュレーゲルは，これら４つの文学ジャンルと国家形態の間に関

連を認めた。すなわち，叙事詩は専制君主制の時代，抒情詩は共和制の時

代，戯曲はアテネの全盛期にそれぞれ対応しているのである。もっともこ

のような観点自体は決して真新しいものではなく，たとえばヴィンケルマ

ンは『古代美術史』（“Geschichte der Kunst des Altertums”, 1764）におい

てすでに，原因と結果という因果律的観点からギリシア美術の歴史をまず

その内的変遷にしたがって跡づけ，さらにもう一度，今度はその内的変遷

の原因となった外的状況，特に政治形態に注目して叙述した。

　ヴィンケルマンはフォン・ビューナウ伯の司書を務めていた 1748年頃，

ギリシア美術の世界にローマ時代の模刻や文献を通じて接し，以後この領

域での研究に没頭する。1755年には『ギリシア美術模倣論（Gedanken über 

die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst）』

を執筆し，これはギリシアの理想美を学ぶためのテキストとして広く読ま

れ，ヴィンケルマンの名は一躍有名になる。1754年のプロテスタントか

らカトリックへの改宗を経てヴィンケルマンは翌 1755年にローマに移住

し，この地で枢機卿アルキントに仕え，後にヴァティカン図書館の司書と

なり，つづいて枢機卿アルバーニの秘書を務めた。

　主著と目される『古代美術史』の中でヴィンケルマンは，古代美術史の

なかに萌芽，成長，円熟，衰退の４つの時代を見出し，造形美術の発展が

経済，社会，気候条件などに左右されると指摘した。ヴィンケルマンはギ

リシア美術史を（１）フェイディアス以前の古い様式，（２）フェイディ

アスの時代の崇高な様式，（３）プラクシテレスからリュシッポスおよび

アペレスまでの優雅な様式，（４）ギリシア美術の終焉に到るまでの模倣

者の様式の４つの様式に区分した。

　これに対してシュレーゲルは，原因と結果をこのように切り離す方法を

きっぱりと否定する。すなわちシュレーゲルの考えでは，たとえばギリシ
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アの共和制の誕生と抒情詩の誕生は互いにきわめて密接に絡み合っている

ので，どちらが原因でどちらが結果なのか確定できないのである。こうし

て従来の原因と結果という因果律的観点に，交互作用の観点がとってかわ

ったのである 11）。

　次に，近代文学の時代区分についてのシュレーゲルの考えを概観してお

きたい。シュレーゲルは近代文学を３つの時期に分け，ダンテとともにそ

の第１期が始まるとみなす。第２期はシェークスピアとともに始まり，第

３期はゲーテとともに今まさに始まりつつあると考えた。さらにシュレー

ゲルは，それぞれの時期に政治的対応物を見い出し，第１期には十字軍が，

第２期には宗教改革とアメリカの発見が，そして第３期にはフランス革命

がそれぞれ対応していると捉える（SA 285）。また，第１期では一面的な

民族性が前面に出ており，第２期では古代人の模倣がさかんに行われ，や

はり一面的かつ民族的であるが，ゲーテとともに始まる第３期において

「客観的なるもの」（“das Objektive”）が達成されるとシュレーゲルは考え

（SA 285），ゲーテを「真の芸術と純粋な美の曙光」（SA 190）と呼び，「ゲ

ーテは美的形成のまったく新たな段階への見通しを開いた」（SA 192）と

評価している。

　シュレーゲルは近代詩人の中でダンテとシェークスピアとゲーテをこ

とのほか高く評価しており三者を「近代文学の偉大なる三和音」（KAⅡ，

S.206）と呼んだ。当時シュレーゲルがゲーテとギリシア詩人の関係につ

いてどのように考えていたかは，1794年 12月 11日付けの兄アウグスト・

ヴィルヘルムに宛てた手紙の次の一節から明瞭に窺うことができる。「私

はそもそもゲーテの他にはいかなるドイツの詩人も称賛しません。彼はお

そらく天才の力によってではなく，何か別のものによってあの２人（筆者

注：クロップシュトックとシラー）をはるかに凌駕しているのです。それ

は彼がほぼ身につけている，ギリシア詩人たち，とりわけアッティカの詩

人たちのみに特有の何かなのです。」
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Ⅲ．初期フリードリヒ・シュレーゲルと「新旧論争」

　古代詩人と近代詩人の優劣を論じあった文学論争にいわゆる「新旧論

争」がある。この論争は，近代派のペローが自作の詩の中で，ルイ 14世

の時代のフランスの詩人たちは古代の詩人たちよりも優れていると述べた

ところ，古代派のボワローがこれに反駁を加えたことに端を発する。その

ペローの詩は次のような詩句で始まっている。

　美しい古代はまことに尊敬すべきものではあった。

　だが私はそれが崇拝に値するとは思わない。

　私は古代人を見ても，膝をかがめはしない。

　彼らは偉大である。それは確かだ。だが私たちと同じ人間だ。

　それに，不当だというおそれをもつことなく，

　ルイの世紀をアウグストゥスの見事な世紀と比較することができる・・・

　さらに彼は次々と古代の詩人を攻撃していった。ここに端的に認められ

るように，フランスの「新旧論争」においてはもっぱら，アウグストゥス

の時代のローマの詩人たちとルイ 14世の時代の詩人たちが比較された。

ところが，シュレーゲルにとっては古典古代の頂点はあくまでアッティカ

悲劇であった。

　また，フランスにおける「新旧論争」が古代詩人と近代詩人を対比しそ

の優劣を論じあったのに対して，シュレーゲルはむしろ，本質的に近代的

なものと本質的に古代的なものの統一を目ざした。すなわちシュレーゲル

においては，古代と近代が「弁証法的緊張関係 12）」にある。もっともそ

こには，フランスの場合と違って当時のドイツには，古代詩人と比較すべ

き詩人がそもそも存在しなかったという事情もあったと考えられる。

　古代詩人と近代詩人の優劣という問題についてのシュレーゲルの基本

的な立場は，シュレーゲル自身が Studium-Aufsatzに付した序文の次の一

文より明らかである。「『ギリシア文学の研究について』というこの論文
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は，・・・〔中略〕・・・古代文学と近代文学の一方的愛好者たちの長きに

わたる戦いを調停し，美の領域にはっきりと境界を定めることによって，

自然的形成と人為的形成の間に調和を再びもたらすための・・・〔中略〕・・・

試みである。」（SA 137）またシュレーゲルは，近代文学の愛好家に対して，

「私の芸術趣味が偏向したものであるという判断を性急に下さないように

願いたい」（SA 137）とも述べている。

　フランスの「新旧論争」で，古代詩人として主としてローマの詩人が

取りあげられた背景には，シュレーゲル自身も指摘しているとおり，「長

い間ギリシア人はローマ人という媒体を通じてしか知られていなかった」

（SA 288）という事情もあった。この間の事情についてシュレーゲルは誇

らしげに次のように語っている。「ギリシア人研究のまったく新たな，従

来とは比較にならないほど高い段階はドイツ人によってもたらされた。そ

してなお当分の間，それはドイツ人の独壇場であり続けるだろう。」（SA 

294）さらに彼は次のようにも述べている。「文学と芸術趣味の全面的改

革を必然的に伴うに違いない高みにまで美学とギリシア人研究が到達した

のは，ただドイツにおいてのみのことであった。」（SA 294）そして，美

学の領域で特に功績のあったドイツ人として，バウムガルテン，ズルツァ

ー，カント，作家としてはクロップシュトック，ヴィーラント，レッシン

グ，ヘルダー，シラー，ビュルガー，ゲーテが挙げられている。

　Studium-Aufsatz において顕著な，ドイツとギリシアの間に強い精神的

親近性を認める立場は，とりわけヴィンケルマンによってもたらされたも

のであり，シュレーゲル特有のものというよりむしろ当時の一般的な考

えであったといえる。このような考えは以後ますます強まり，「ギリシア

的なものはドイツ人の精神だけにしかその真の姿を現わさない」と確信し

ていたヴィラモーヴィッツ（Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von: 1848 ─

1931）のような古典文献学者が現われるに到る 13）。

　また，ギリシアに対するシュレーゲルのきわめて高い評価は，ローマに

対する低い評価と際立った対照をなしている。Studium-Aufdsatzにおいて

は，『ギリシア文学の研究について』という正式表題からも想像されると
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おり，ローマについての発言はきわめて乏しいが，そのごく僅かのローマ

についての発言からでも，十分にシュレーゲルのローマに対する基本的態

度を窺い知ることができる。たとえば，通常ローマの代表的詩人の一人と

見なされているヴェルギリウスには，「有機的構成」（“Organisation”）と「調

和」（“Harmonie”）が欠けていると，シュレーゲルはかなり否定的な評価

を下している（SA 279）。また，シュレーゲルはローマ人の諸作品を「途

方もない逸脱した作品」（“kolossale Ausschweifungen”）（SA 143）と呼び，

ギリシア人にとって美的遊戯は神聖なものであった（SA 205）のに対して，

ローマ人には「美的仮象」（“schöner Schein”） に対する感覚が欠如してい

る（SA 144）とまで酷評している。

　シラーは，Studium-Aufsatz に見られるシュレーゲルのこのような絶大

なるギリシア讃美を，『クセーニエン』の中の『２つの熱病』（“Die zwei 

Fieber”）と題された風刺詩において，次のように皮肉った。

　フランスかぶれ（Gallomanie）がわれわれから去った途端に，

　ギリシアかぶれ（Gräkomanie）というもっと激しい熱病が発生した。

結び

　シュレーゲルの Studium-Aufsatz が刊行されるちょうど 30年前の 1767

年にヘルダーは，『断想』第２集の中ですでに次のように述べていた。「ヴ

ィンケルマンが遠くの地からギリシア人の秘密に美術家の眼を開かせたよ

うに，ギリシア人の英知とその文学の殿堂の扉を開いてくれるいま一人の

ドイツのヴィンケルマンはどこにいるのだろう。14）」ヘルダーのこの要請

を受ける形で，シュレーゲルが「ギリシア文学のヴィンケルマン」（KAⅡ，

S.24） たらんとの決意でギリシア文学研究に取り組んだその最大の成果が 

Studium-Aufsatzであった。

　しかし，シュレーゲル自身の Studium-Aufsatz に対する評価は，

Studium-Aufsatz 刊行のわずか数年後には，特にイロニーの欠如という点
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で早くもかなり否定的なものとなる。彼はいわゆる『リュツェーウム断章』

第７番の中で，この点について次のように述べている。「ギリシア文学研

究についての私の試論は文学における客観的なものに対する散文の技巧的

な讃歌である。その最も劣悪な点は，不可欠な要素であるイロニーがまっ

たく欠けていることであるように思える。」（KAⅡ，S.147f.）

　ところで，初期のシュレーゲルにとってヴィンケルマンがどのような存

在であったかは，後年シュレーゲルが往時を回想して述べた次の言葉から

窺うことができる。「ほぼ 17歳の青春時代の初期には，プラトンの著作と

ギリシアの悲劇詩人たちとヴィンケルマンの感激的な作品が，私の精神世

界を形成していた・・・〔後略〕・・・」（KAⅣ，S.4）

　しかし， Studium-Aufsatzにおいては，ヴィンケルマンについての直接

の言及は最後の部分で一度だけみられるにすぎない。そこでは，ヴィンケ

ルマンの時代とシュレーゲルの時代のドイツにおけるギリシア文学の普及

度の相違について，次のように述べられている。「ヴィンケルマンはかつ

て，ギリシアの詩人を今でも知っている少数の人々について語ったことが

ある。その数は今ではもうドイツにおいてはいくらか増えたのではないだ

ろうか」（SA297）

　ところで，シュレーゲルが先達と仰いだヴィンケルマンの最大の関心

はギリシア美術，それも特に彫刻芸術に注がれていたのに対して，シュレ

ーゲルにおいては文学こそが他のすべての芸術ジャンルに対して優位を占

めていた。彼は文学の大きな長所として，「制限を受けない拡がり」（SA 

224）と「結合の完全さ」（SA 226）という点を挙げている。すなわち，「い

かなる芸術も一つの作品のうちに文学作品ほど大きな広がりをもたせるこ

とはできない」（SA 225）のであり，造形美術家は完全な筋を描くことは

できず，この意味で完全な彫刻といえども断片にすぎないのである（SA 

225）。また，音楽と絵画の場合はなるほど直接的に訴えかけてくるが，そ

の語る言葉は曖昧であり，考えは間接的にしか伝えることができない（SA 

224）。このような立場からシュレーゲルは，「借りものの力も他の助けも

必要としない唯一の本来的な純粋芸術」（SA 224）である文学の領域に考
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察の対象を絞ったわけだが，そのさいシュレーゲルが用いた方法について

の興味深い示唆が，後年シュレーゲル自身が Studium-Aufsatzに付した注

釈の中に見られる。その中で彼はヴィンケルマンが『古代美術史』を執筆

したさいに取った方法について次のように述べている。「芸術の歴史とい

うものがどんなものであらねばならないか。すなわち，始まりと萌芽，よ

り高次の発展の諸段階，全体を形作る諸々の部分，種々のジャンルや傾向

や流派，これらすべてを忠実に観察し，注意深く評価しつつ，精神の純粋

な眼差しを絶えず最高の美の理念に向ける」（SA 294）という態度。これ

はシュレーゲルのヴィンケルマンに対する評価であると同時に，とりもな

おさず Studium-Aufsatz執筆にさいしてのシュレーゲル自身の態度そのも

のにほかならず，このような態度こそが，おそらくシュレーゲルがヴィン

ケルマンから学んだ最も根本的なものの一つであったと思われる。

　なお，シュレーゲルにはヴィンケルマンについての包括的な論述はない

が，『アテネーウム』，『文学についての会話』，『遺稿』等の中でヴィンケ

ルマンについての考えが断片的に述べられている。その中で特に重要と思

われるものを以下に訳出しておきたい。

　「すべての古代作家をさながら一人の著者であるかのように読み，すべ

てを全体の中で見，その全精力をギリシア人に集中した体系的なヴィンケ

ルマンは，古代的なるものと近代的なるものの絶対的相違を知覚すること

によって，資料に基づいた古代学のための最初の礎を置いた。」（KAⅡ, 

S.188 ）　

　「ヴィンケルマンはさながら一人のギリシア人であるかのようにギリシ

ア人たちを感じ取った。」（KAⅡ, S.211）

　「われわれのもとで最初に道徳の知的直観を有し，完全なる人間性の原

像を古代美術の彫像のうちに認め，霊感に打たれて告知したのは聖なるヴ

ィンケルマンであった。」（KAⅡ, S.266）

　「ヴィンケルマンはわれわれに古代を一つの全体として考察することを

教え，芸術はその形成史によっていかに基礎づけられるべきかについて最

初の範例を示した。」（KAⅡ, S.302）
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　「古典的なるものと漸進的なるものの相違は歴史的
4 4 4

起源である（傍点は

原著者による）。それゆえにその区別がたいていの文献学者には欠けてい

る。ヴィンケルマンとともにこの点においてもまったく新たな時代が始ま

る。（我が師。）彼はこの計り知れない相違，すなわち古代のまったく独

自の本性を洞察した。彼にはそもそも今なお後継者がいない。」（KA XVI, 

S.35）

　「近代的なるものに対するヴィンケルマンの嫌悪は，やはりただ古典的
4 4 4

なるものに対する感覚
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

からのみ説明されうる。（その感覚を彼は他のすべ
4 4 4 4

ての人々と比べて
4 4 4 4 4 4 4 4

高度に有していた）」（KA XVI, S.70）（傍点は原著者に

よる）

　「ヴィンケルマンは古代学の歴史家である。（近代人のもとではすべては

歴史とともに始まるように思える。）──私の意図はさしあたり古代学の

神話学へと向かう。」（KA XVI, S.81）

　「古典古代と近代の二律背反はヴィンケルマンが最初に感じ取った」

（KAXVI, S.104） 

　「ヴィンケルマンは自然的芸術史の歴史的直観を有していた」（KA XVI, 

S.106）

  「哲学においては私には，批評におけるレッシングや歴史的古代学におけ

るヴィンケルマンがそうであったような先達は一人も
4 4 4

いない」（KA XVI, 

S.167）（傍点は原著者による）15）

注

１）これとほぼ時を同じくして，すなわち 1795年から 96年にかけて，

古代文学と近代文学の特性を論じたシラーの論文『素朴文学と情

感文学について』（》Über die naive und sentimentalische Dichtung

《）がシラー自身の主宰する『ホーレン』誌上に連載され，シュレ

ーゲルのシラーに対する依存関係が従来議論されてきた。しかし，

Studium-Aufsatz がすでに 1795年に脱稿していたことが判明してい
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る今日では，両者の論文は互いに依存関係なしに成立したことが明

らかになっている。なお，両論文の最大の相違は，シュレーゲルが

古代と近代の関係を歴史哲学的観点から裏付けようとしているのに

対して，シラーは主として類型学的観点から論じた点にある。この

問題については，Richard Brinkmann, Romantische Dichtungstheorie in 

Friedrich Schlegels Frühschriften und Schillers Begriffe des Naiven und 

Sentimentalischen, in: DVjs. 32 （1958） を参照。

２）引用は Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe に依り，以下では KA    

と略して巻数および頁数とともに本文中に記す。

３）エルンスト・ベーラー『 Fr.シュレーゲル』安田一郎訳（理想社　

1974）    23頁を参照。

４）Ernst Behler, Einleitung zum Studium-Aufsatz, in: Friedrich Schlegel, 

Über das Studium der Griechischen Poesie 1795-1797 ,  mit einer 

Einleitung herausgegeben von Ernst Behler, Paderborn ・ München・

Wien・Zürich 1982 S.7.

５）エルンスト・ベーラー，上掲書，34頁を参照。

６）引 用 は Friedrich Schlegel, Über das Studium der Griechischen Poesie 

1795-1797 ,  mit einer Einleitung herausgegeben von Ernst Behler, 

Paderborn・München ・Wien・Zürich 1982.  に依り，以下では SA と

省略して頁数とともに本文中に記す。

７）Vgl. E. Behler, a.a.O., S.26. 

８）Vgl. E. Behler, a.a.O., S.108 f.f.

９）Vgl. E. Behler, Einleitung zur Kritischen Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd 

1, München ・Paderborn ・Wien 1979. S. LXXVII f. 

10）循環理論については， Eduard Spranger, Die Kulturzyklentheorie und das 

Problem des Kulturverfalls, in: Gesammelte Schriften Bd. V, hrsg. von 

Hans Wenke. Tübingen 1969. を参照。

11）Vgl. Hans Eichner: Einleitung zur Kritischen Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 

Bd. VI, herausgegeben und eingeleitet von Hans Eichner, München ・ 
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Paderborn・Wien 1959. S. XXXVII. なお，シュレーゲルの歴史観につい

ては，Werner Mettler, Der junge Friedrich Schlegel und die griechische 

Literatur, Zürich 1955を参照。

12）E. Behler, Einleitung zum Studium-Aufsatz, S. 83.

13）Vgl. Hans Robert Jau ß, Schlegels und Schillers Replik auf die 》Querelle 

des Anciens et des Modernes《, in: Literaturgeschichte als Provokation, 

Frankfurt a.M. 1970, S.68.

14）Herders Sämtliche Werke, Bd.1. hrsg. von Bernhard Suphan, Berlin    

1877, S. 293f.

15） 本稿をまとめるにあたり，特に富田武正『フリードリッヒ・シュレー

ゲルの Studium-Aufsatz  に関する覚え書──近代文学観を中心として    

──』（『上智大学ドイツ文学会会報』４）および，『 Studium-Auf-     

satz における初期フリードリッヒ・シュレーゲルの美の理論につい

て』（『上智大学ドイツ文学会会報』５）を参照した。


