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【論文】

顔を逃れる顔
古代ギリシア世界におけるアプロソポス試論

佐藤真理恵

序  ——プ ロ ソ ポ ン と ア プ ロ ソ ポ ス

　まず、ある引用から話を始めたい。それは、プラトン『カルミデス』の謎めいた一節で

ある。

「この少年〔カルミデス〕がその気になって着物を脱ごうものなら、彼に顔が無い

[a0pro/swpov ei}nai] ように君には思われるだろう。それほど彼の容姿は非の打ちどこ

ろなく美しいのだよ」とカイレフォンは言った。（Plato, Charmides, 154d.）＊ 1

　着目すべきは、アプロソポス [a0pro/swpov] という古典ギリシア語である。この用語は、

「顔」を第一義とするギリシア語の名詞プロソポン [pro/swpon] に由来する、否定の接頭

※　ギリシア語の仮名表記については、本稿では原則的に音引きおよび促音の表記は省略し、一部慣例表

記も踏襲した。
＊ 1　Plato, Platonius Opera , vol. V, ed. John Burnet, Oxford Classical Texts, Oxford University Press, 

London 1922. 訳は以下を参照のうえ一部改訳。プラトン『カルミデス』山野耕治訳、プラトン全集 7 所収、

岩波書店、1975 年．
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辞αを冠した形容詞であり、邦訳はじめ諸外国語訳においても字義どおり「顔の無い」と

解されている。たぐい稀な美少年カルミデスが裸体になるやその美しい顔が失せる／問題

にならなくなる、という論法は、一見すると、美を称揚するレトリックとして取り立てて

違和感なく読み流すことも可能かもしれない。しかし、ここでプラトンが、現存する他の

古典文献全体を一瞥しても数えるほどしか登場することのないこのアプロソポスという

「珍しい」語をあえて用いているという点は、あるいは一考に値するのではないだろうか。

じじつ、「顔がない」というこの譬えには、古代世界におけるプロソポン =「顔」の有す

るきわめて多義的な諸概念が凝縮されているといっても過言ではない。本論考は、このア

プロソポンなる語の諸相を吟味することで、ひいては、古来このかた西洋思想の根幹を形

成してきたプロソポン（およびペルソナ）概念を逆照射することを企図している。では、

この『カルミデス』からの一節については続く第一章で改めて詳述することとし、まずは

件のアプロソポスという語の語義およびこの用語の基を構成しているプロソポンという用

語について概観しておく必要があるだろう。

　アプロソポスは、前述のとおり、プロソポンという名詞に接頭辞αを付した形容詞であ

る。一方が名詞であるのに対し他方が形容詞であるという差異は、留意しておくべき要点

である。ともあれ、まずはプロソポンとはいかなるものか素描することから始めよう。プ

ロソポン研究においては、概してキリスト教の教義におけるこの語の用法が焦点となって

きたという経緯に鑑みても、この用語は主にキリスト教の文脈において考察され、一定の

留保付きとはいえラテン語のペルソナとほぼ同義と捉えられている。とはいえ、もとのプ

ロソポンの語義は非常に多様であり、第一義の「顔」をはじめ、「容貌、仮面、人格や人称」、

あるいは先述のキリスト教の文脈における「位格」などといった意味合いが含まれている。

また、この語は言うまでもなく、英語の person や personality などの語源にもあたって

おり、今日にいたるまでその概念は様々な変奏を伴いながら論じられてきた。とりわけ近

年では、欧州諸国においてペルソナをタイトルに冠した著作や論文が相次いで刊行されて

おり、ここにきてふたたび、ペルソナやプロソポンの再考が、とくに美学や哲学の分野で

ひとつの潮流となりつつある兆しがみられる。かくのごとく、プロソポンは、西洋思想の

中核を成す概念として、現在形で思考されうる広い射程を有するものである。プロソポン

をめぐる豊饒な先行研究は、まさにこの用語そのものが潜在的に有する多義性に由来して

いる。たしかに、多義的という点では、日本語の「おもて（面、表）」、英語の face やフ

ランス語の face あるいはその他の諸外国語においても、ひとつの用語のうちに顔、正面、

表面などのさまざまな概念を含み持つ例は数多くみられよう。しかしながら、プロソポン

という語は、これらの諸語と類似の概念系を形成しながらも、顔と仮面という、現代の語

感からするとときに曖昧に過ぎ、場合によっては相矛盾するとすらみなされるような意味

を内包している点で、また人格や人権をめぐる概念をも孕んでいるという点で、なおも特

異なものである。一連の研究は、まさにこの点にこそ、すなわちプロソポンという語のう
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ちで何故にそして如何にしてかくまで多様な意味が共存しえているのか、という疑問に端

を発している。

プロソポンの語根は目や顔を指すオープス [w1y] という語であり、そこに、「～に対して」

というベクトルを指示する前置詞プロス [pro&v] が付されていることから、「眼差しに対す

るもの」との原義が浮かび上がる。「眼差しに対するもの」「面と向かうもの」、そこから、

顔や顔つき、あるいは容貌や外観などさまざまな意味合いが派生した。ここでまず留意す

べきは、プロソポンの指す「顔」とは、アリストテレスが『動物部分論』＊ 2 において定義

している、頭と頸のあいだのいわゆる顔面という部分に必ずしも限定されるごときもので

はなく、フロンティシ = ドュクリューも指摘するように、容貌やそこから看取される雰囲

気までも含む、目に見える総体だという点である＊ 3。つまり、プロソポンとは総じて、「そ

れを眼差す者の目に向かって提示された視覚的あらわれ」と定義できる。さらに注目すべ

きは、プロスという前置詞が付くことで、プロソポンを眼差す他者や外の存在が要請され

るという点である。すなわちプロソポンとは、自己言及的な顔というより、むしろ他者に

向かって差し出され、他者によって受け取られることで成立するような「顔」なのだ。こ

の点は後の議論にもかかわってくるが、プロソポンが視覚的な表面・表層であるという意

味においてこそ先に挙げたじつに多様な語義が並存しうるという点をまずは確認しておき

たい。

いみじくも、この視覚的表面という特性ゆえに、顔と仮面を対置させる思考、つまり

外面と内面といった二項対立の枠組みや、内奥と表層に真 / 偽の価値づけをする思考とい

ったものをすり抜けながらも、プロソポンはその表面になにがしかを読み取り得るインデ

ックスとしても機能してきた。たとえば、おしなべて仮面劇たるギリシア古典演劇におい

ては、2 世紀の文法学者ポッルクスの『オノマスティコン』が報告するように、性格や身分、

性別などに応じて細かく類型化された仮面が用いられていた。この根底には、ある人物の

特性が、程度の差はあれ顔の特徴と直線的に結びつくという思想が横たわっている。ある

いは、劇中の台詞には、表情の固定された仮面に代わって、顔つきの描写を通して登場人

物の心理状態を推し量る記述や、伝令の内容を先取りする記述が散見される。さらにプラ

トンにおいては、「仮面の裏側」のメタファーが、恐怖の超克や知の獲得を語るトポスと

して機能している。加えて、エピクテトスに代表されるストア派の言説は、役者と仮面の

＊ 2　アリストテレス『動物部分論』では、プロソポンは以下のような身体の特定の一部位として定義さ

れている。「人類では頭と頸の間を 顔
プロソポン

［pro&swpon］といい、これはおそらくその動作からきた名であろ

うと思われる。なぜなら、動物中で人類だけが直立しているので、正面を見［pro&swqen o!pwpe］、正面へ

向かって［ei0v to_ pro&sw］声を発するからである」（Ⅲ .1. 662 b18-23）。プロソポンの指し示す領域に差

異はあるものの、ここでも正面性（プロス）という要素が強調されていることが看取できる。
＊ 3　Françoise Frontisi-Ducroux, Du masque au visage: Aspects de l’identité en Grèce ancienne , 

Flammarion, Paris 1995, p. 20.
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関係に基づいてその倫理学を練り上げている。また、先述のとおり、キリスト教の文脈に

おいては、ヒュポスタシス（存在の基体）という語を蝶番にプロソポンとペルソナを結び

つけて位格を解釈する試みが、長きにわたる位格論争を牽引してきたという経緯がある。

このようなプロソポンをめぐる多岐にわたるテクストや議論に比して、当のアプロソ

ポスについては、他の古典ギリシア語と比較してもきわめて用例が少ないという資料上の

障壁も手伝い、アプロソポスにかんする先行研究はいまだ皆無に等しい状況にある。しか

しながら、先に概観してきたプロソポンという多義的な用語と関連する語である以上、ア

プロソポスもまた一枚岩ではないと推論することは至極当然であろう。本稿では、従来議

論の中心に据えられることのなかったこのアプロソポスという語をいま一度吟味し直すこ

とで、プロソポン / ペルソナ研究を補完することを試みる。以下、数少ない用例の検討に

加え隣接概念も援用しつつ、あえてアナクロニスティックにテクストを横断しながら、ア

プロソポスの概念の輪郭を浮かび上がらせてみたい。

Ⅰ .　アプロソポス 1：「顔のない」美少年、あるいは裸体の果て

　アプロソポスの辞書的な語義は、概して次の三つに大別される。(1)「顔の無い、顔の

美しさを欠いた」。エウプロソポス（よい顔の、晴れやかな顔の）の対義語。(2)「仮面を

つけていない、変装していない、あけすけな」。アグノーモシュネー（無分別、愚かさ）

の類義語。(3)「非個人的な」。また、各々の語義の用例としては、(1) プラトン『カルミ

デス』およびアイリアノス『動物の本性について』、(2) アリステイデスのテクスト（表題

不明）、(3) フィロデモス『直言について』、が伝えられている。以下では、アリステイデ

スのテクストを除き、基本的にこれらの用例を引きつつ順に各々の語義を検討していく。

　まず初めに、序章冒頭でも挙げた『カルミデス』の例の一節から考察を始めよう。体育

場でソクラテスとカイレフォンが対話しているところに、美少年カルミデスが姿を現す。

そこで、この麗しき少年の容姿についての対話が次のように切り出される。

　〔…〕あの少年〔カルミデス〕の身の丈といい、美しさといい、ぼく〔ソクラテス〕

は目を見張るばかりだった。ほかの連中はといえば、ひとりのこらず皆、彼に恋し

ているようだった。彼が入ってきた時の、皆のうろたえぶり、ざわめきようといっ

たらなかった。〔…〕稚い子までひとりのこらずわき目もふらずに彼を見つめている

さまは、まるで聖像を眺めているかのようだった。

　その時カイレフォンは私を呼び、このように言った。「ソクラテスよ、この少年〔カ

ルミデス〕はどれくらい君の気に入ったかね〔彼のことをどう思うかね〕。彼は美し

い顔を持っていないかね〔よい顔立ちをしているだろう〕」並はずれて美しいね、と
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私は答えた。「この少年がその気になって着物を脱ごうものなら、彼に顔が無いよう

に君には思われるだろう。それほど彼の容姿は非の打ちどころなく美しいのだよ」

とカイレフォンは言った。〔傍線筆者〕

154d Xairefw~n kale/sav me, ti/ soi fai/netai o9 neani/kov, e1fh, w{ Sw/kratev; ou0k eu0pro/

swpov; u9perfuw~v,h}n d 0e0gw/. ou}tov me/ntoi, e1fh, ei0 e_qe/loi a0podu~nai, do/cei soi a0pro/

swpov ei}nai. ou3twv to_ ei}dov pa/gkalo/v e0stin. （Plato, Charmides, 154c-d.）＊ 4

　注目すべきは、もちろん後半のカルミデスの美しさを形容して述べられているカイレフ

ォンの科白である。ここでカイレフォンは、カルミデスは「アプロソポスだ」と述べて

いる。文字通りには、「顔がない」ということだが、いうまでもなく前後の文脈からして

実際にカルミデスに顔がないと解釈したのではナンセンスであり、いかにも唐突といった

印象が否めない。そこで山野訳では、「あなたにはもう顔だちなど問題ではなくなるでし

ょう」と解釈されている。ちなみに、英訳では「彼には顔がない［he had no face］」、伊

訳でも「彼には顔がないように君には思われるだろう［ti sembrerà non avere volto］」と

されており、仏訳では「すぐさま君は彼に顔があるということを忘れてしまうだろう［tu 

oublierais bien vite qu’il posséde un visage］」、独訳でも同様に「彼の顔にほとんど注意を

払わないだろう［würdest du sein Gesicht kaum beachten］」と訳述されている。また各々

の翻訳の当該箇所にはとくに註などが付されているわけではなく、べつだん立ち入った解

釈を提示するには至っていない。いずれにせよ、既訳においては、おしなべてカルミデス

の美を形容する慣用句的な表現としてこのアプロソポスという語が解されている。しかし

ながら、この「顔がない［faceless］」とは、具体的に何を意味するのか。

　ここですぐさま付言せねばならないのは、一見ごく自然にみえる前述の既訳における読

解は、後代の校訂による補完によってはじめて可能となったものだという点である。すな

わち、「彼に顔がないように思われる」という地の文と、それに続く「彼の容姿は非の打

ちどころなく美しい」という文の関係性を規定しているのは、この二文のあいだに差し挟

＊ 4　底本はステファヌス版。校訂は Plato, ibid. を採用。なお、当該のアプロソポスについては G. P. 

Goold による英訳も同様に「彼には顔がない［he had no face］」としている。また、B. Centrone による伊

訳では、「もし彼が衣服を脱ぐことを望むならば、彼には顔が無いように君には思われるだろう。それほ

ど彼の容姿は見目麗しいのだ［se vorrà spogliarsi ti sembrerà non avere volto, tanto bello è di forme.］」。

E. Chauvet による仏訳では、「もし彼が衣服を脱ぐことを望めば、すぐさま君は彼に顔があるというこ

とを忘れてしまうだろう。それほどまでに彼の容姿は完膚無きほど美しいのだ［s’il voulait quitter ses 

vêtements, tu oublierais bien vite qu’il posséde un visage, tant ses forms sont parfaitement belles.］」。F. E. P. 

Schleiermacher による独訳では、「彼が衣服を脱ぐことを望めば、君は彼の顔にほとんど注意を払わない

だろう。それほど彼は姿の点で全く美しいのだ［wenn er sich entkleiden wollte, würdest du sein Gesicht 

kaum beachten, so durchaus schön ist er von Gestalt,］」。
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まれた「それほどまでに」という繋ぎの語（ギリシア語原文では ou3twv および底本によ

ってはダブルコロンの併用。現代語訳では such であり、tanto、tant ないし so）だとい

うことである。つまり、この一語ないしこの記号ひとつを挿入することによって、当該箇

所は、ソクラテスが直前で「並はずれて美しい［u9perfuw~v］」と讃えたカルミデスの顔す

らも翳むほどにその容姿は完璧な美しさを有している、といった文脈を獲得しうるのであ

る。いわば、この挿入語・挿入記号こそが、単独では意味の連関が曖昧なふたつの文を辛

うじて連結させ、美を強調するレトリックとして補足説明しているのだ。逆にいえば、こ

のような配慮をもってしかこの二文の繋がりは如何とも説明しがたいということを示して

いるともいえよう。ここに、この短い一節を解釈する校訂者や訳者たちの苦肉の策を看取

することができる。直前まで顔を話題にしておきながら、裸にした途端に顔がなくなる、

というこの急激にしてダイナミックな反転を逆手にとり、アガンベンは、ヌード写真を論

じる中でまさしく『カルミデス』のこの一節を引用し、次のように示唆している。いわく、

「美しい裸体は顔を圧倒するか、あるいは顔を不可視にできる」＊ 5

　このようにアプロソポスを「顔だちなど問題にならなくなる」と解釈することは、もち

ろん文脈上整合的であり、ある程度妥当であることに疑問の余地はないだろう。しかし、

アプロソポスという語を考察するにあたり、こうした解釈にいまだ充分に汲み取られてい

ない含意が依然として横たわっているのではないかといった疑問もまた払拭しきれない。

つまり、『カルミデス』ひとつとってみても、アプロソポスは果たしてこれらの解釈のみ

に収斂されうるのかという疑念がいやおうなく喚起されてしまうのである。他の解釈の可

能性についてほんの一例を挙げれば、ここでのアプロソポスと対置され称揚される彼の「完

璧に美しい容姿［to_ ei}dov pa/gkalo/v］」についてはエイドスという用語が用いられている

ことからも（決して、顔 = プロソポンに対する肉体 = ソーマではなく）、カルミデスの美

しさは、顔をも含んだ／顔を超越した調和としての美と解することもできよう。つまり、

カルミデスがアプロソポスであるということは、文字通り「プロソポンがない」という打

ち消しの意味よりもむしろ、先に確認したプロソポンの語義である「目に映る要素の総体」

として、まさにプロソポンの根源的な意味そのものに回帰しているともいえるのではない

か。また、この意味では、個人の同定と密接に結びつく顔を超越しているという点で、ア

プロソポス第三の意味として挙げられた非人称性にもかかわってくるといえるだろう。む

ろん、従来の注釈者や校訂者による読みが誤りであるというのではない。しかしながら、

アプロソポスの他の用例をみる限り「顔立ちが問題にならない」という意味は必ずしも主

流ではなく、それどころかほとんど例がみられない以上、本稿では別様の解釈の余地を残

しておくべきだろう。もっとも、本稿の眼目は、カイレフォンのこの発言の真意を示すこ

とでもなければ、アプロソポスの決定訳を提示することでもない。むしろその解釈の拡が

＊ 5　ジョルジョ・アガンベン『裸性』岡田温司 + 栗原俊秀訳、平凡社、2012 年、141-142 頁．
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りを示すという本稿の目論見にとって、この用語の有する多様性を仄めかす『カルミデス』

の一節は、格好の出発点であり立ち帰るべき参照点となるのである。この引用はじつに多

様な解釈の可能性を秘めているが、ここでは、「彼には顔がない」という解釈を暫定的に

挙げておくにとどめることとし、以下で他のアプロソポスの用例を順に追いながらこの用

語の様々な側面を概観するというプロセスを経て、最後に再びプラトンのこの引用に立ち

戻ってくることにしたい。

　すでに述べたとおり、アプロソポス第一のカテゴリーには、「顔がない」という先の語

義とともに、「顔の美しさを欠いた」という意味がある。これらふたつの語義のあいだに

はいささか飛躍があるようにみえるが、両者を同一カテゴリーに結びつけているのはいか

なる要素なのか。顔の欠如から顔の美しさの欠如への意味の移行を可能にしているのはい

かなるものなのか。じっさいのところ、ラテン語その他の言語に継承されてゆくのは、後

者の顔の美しさの欠如という語義が主流であるようだ。その一例として以下に示すのは、

アイリアノス（2-3 世紀）による『動物の本性について』より、「狂える牝馬——オリュ

ンピアの牝馬像」と題された一節である。

〔…〕しかし、ある陰謀の結果としてその肉片を味わう男はみな、淫らな欲望にとら

えられ食い尽くされ、大声で叫び、最も醜い少年たちや不格好な年増女たちの尻す

らをも追いかけることを抑えられない。そして彼はその苦悩を公言し、どれほど狂

気に陥っているかを、遭遇した人々に語る。そして彼の肉体は動けなくなり痩せ衰え、

精神は色情の狂気に搔き乱される。〔傍線筆者〕

［…］o3stiv d 0a1n kata/ tina e0piboulh_n a9nh_r e0kei/nou geu/shtai tou~ sarki/ou e1rwti kai_ 

ma/la ge a0kratei~ dune/xetai kai_ e0kfru/getai kai_ boa~, kai_ a0katasxe/twv o9rma~ kai_ e0pi_ 

paidika_ ai1sxista kai_ e0pi_ gunai~ka a0fh/lika kai_ a0pro/swpon, kai_ martu/retai th_n no/

son, kai_ toi~v e0ntuxou~sin o1pwv e0coistrei~tai le/gei. kai_ lei/betai me_n to_ sw~ma kai_ 

fqi/nei, e0lau/netai de_ th_n yuxh_n e0rwtikh~ mani/a.（Aelianus, De Natura Animalium, 

XIV.18.）＊ 6

　ここでのアプロソポスは、先述のように、従来『カルミデス』におけるそれと同じカテ

ゴリーに分類されており、しかも美醜に関連する同一の問題系に位置付けられている。だ

が、両者の意味合いは明らかに真逆である。つまり、先の『カルミデス』においては美し

さを強調する修辞として用いられていたアプロソポスが、『動物の本性について』におい

ては反対に、醜さにまつわる言説として用いられているのである。当該箇所は、ラテン語

＊ 6　Aelian, Claudii Aeliani de Natura Animalium libri XVII, Varia Historia, Epistolae, Fragmenta, vol. 1. 

Rudolf Hercher, B. G. Teubneri, Lipsiae 1864.
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訳では deformen（形を損じた、不格好な、醜い、面目を失った、恥ずべき、無礼な）、英

訳では repellent aspect（不快感を与える容貌、いけすかない容貌）と訳出されている＊ 7。

いずれにせよ、ここでのアプロソポスは、「不格好な、醜い、恥ずべき、不快な」といっ

た意味でとらえられていることに変わりはない。狂気、正確には常軌を逸した肉欲をめぐ

るエピソードに貫かれたこの第 18 節は、淫らな欲望、絶叫、あるいは色情狂といった「不

健全」とみなされる様々な要素を散りばめることにより、醜さという要素に加えさらに不

快という負の要素をアプロソポスという用語に付与している。このように、従来同一カテ

ゴリーに位置付けられている『カルミデス』におけるアプロソポスと『動物の本性につい

て』におけるそれは、じつのところかなり異なる意味の拡がり、もっといえば逆方向への

拡がりを見せているということが窺える。同じ語のうちで、しかも同じ語義のカテゴリー

のうちでかような意味の開きがみえるのは、いささか奇妙にも映る。前者のプラトンのテ

クストが後者のアイリアノスのテクストに先立っていることから、本来アプロソポスには

美醜のニュアンスは含まれておらず、審美的な意味合いは語義の変遷上、後代に添加され

たものと考えることも可能かもしれない。あるいは、先述のように、この用語がエウプロ

ソポス（よい顔、晴れやかな顔）の対義語として規定されていることから、アプロソポス

には審美的な要素よりもむしろ道徳的な要素が含意されるようになったと推論することも

できよう。いずれにせよ、語幹を成すプロソポンには元来付随していなかったさまざまな

意味合いが、αの介入によってアプロソポスに付加されていくことが、これら二つの用例

から窺い知ることができる。

Ⅱ . 　 ア プ ロ ソ ポ ス 2：「 相 応 し き 顔 」 を め ぐ っ て

　次なる焦点は、アプロソポス第二の語義、すなわち、「仮面をつけていない、変装して

いない、あけすけな」というカテゴリーである。ここで打ち消されるプロソポンにおいて

は、「仮面」としての側面、つまり同じく視覚表面ではあっても、物質的であれ比喩的で

あれ顔を覆うものとしての側面が強調されている。序章において確認したとおり、本来プ

ロソポンとは、顔にせよ仮面にせよ表にあらわれている「顔」を指す語であった。現存す

る古典文献を可能な限り調べてみても、「顔／仮面の下［u9po/ tou~ prosw~pou］」という言

いまわしが皆無であることが確認されていることからも、プロソポンという語は表面性を

指し、その下に隠れている何か「別の顔」は想定されていないことが推察される。先述の

＊ 7　Aelian, De Natura Animalium Claudii Aeliani , ed. Federico Jacobs, Jenae 1832. お よ び Aelian, De 

Natura Animalium (On the Characteristics of Animals) III,  trans. by A. F. Scholfield, Harvard University 

Press, London 1972.
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とおりプロソポンが顔と仮面のみならずきわめて多義的であるのに対し、その派生語であ

るプロソペイオンの語義は、仮面のみに特化している。プロソポンは前 8 世紀のホメロ

スのテクストにもすでに見出されるが、他方プロソペイオンが文献上に出現するのは前 4

世紀 -3 世紀初頭のテオフラストスの『人さまざま』まで待たねばならない。つまり、こ

れらふたつの用語が分化する以前のテクストにおいては、アプロソポスが「仮面をつけて

いない」状態を指すのかあるいは「顔のない」状態を指すのかは殆ど不分明なレヴェルに

あり、専ら文脈に依拠していたといえる。ところが、アプロソポス第二の語義においては、

隠蔽と露顕とのあいだの「顔」の揺れ動きが仄めかされている。つまり、ここで複数の「顔」

の層が姿を現すことになるのだ。すなわち、この用法において強調されているのは、視覚

的表面としての顔というよりはむしろその状態や身振りの方であるといえるだろう。フロ

ンティシ = ドュクリューやカラムらも指摘するように＊ 8、元来は隠蔽や隠匿という要素を

持たぬはずのプロソポンが、ここでは近代的な用法に近い意味での仮面や面子などに近似

した意味で用いられていることは注目に値する。とはいえ、これら「外向きの顔」には、

素顔に対する仮面、ないし本心に対するタテマエといったようなネガティヴなニュアンス

は決して付与されていないという点には注意を払わねばならないのだが。

　前章で触れたとおり、この第二の語義の用例としては、アリステイデスのテクストが伝

えられているが、著作名が判然としない以上、本章では便宜的に、厳密にはアプロソポス

という語は用いられていないものの代わりにプロソペイオンが用いられている先述の『人

さまざま』を、文脈上アプロソポス第二の語義と同義の用法として例に数え入れたい。以

下は、諸々の愚かな人間やその言動のカタログたるこの著作より、「アポノイアス（無頼

の徒、狂人たち）」と題された一節からの抜粋である。

　無頼とは、恥じてしかるべき言語動作を、一向に頓着せぬ図々しさである。そこ

で、無頼の徒とは、およそ次のようなものである。〔…〕人柄からして下劣というべ

く、身だしなみもへったくれもあったものか、なんでもやってのける輩徒である。

〔…〕喜劇の合唱隊に出ようものなら、しらふのまま、仮面もつけずに＊ 9、淫らな踊

りをやってのけることなど朝飯前だ［a9me/lei dunato_v kai_ o0rxei~sqai nh/fwn to_n ko/

rdaka kai_ proswpei~on e1xwn e0n kwmikw~i］。〔傍線筆者〕（Teophrastus, Characteres, 

VI: Aponoias 1-3.）＊ 10

＊ 8　Frontisi-Ducroux, ibid. , p. 39. お よ び Claude Calame, “Smascherare con la maschera: Effetti 

enunciativi nella commedia antica”, a cura di Maurizio Bettini, La maschera, il doppio e il ritratto: Strategie 

dell’ identità , Laterza & Figli, Roma-Bari 1991(1992), pp. 159-174.
＊ 9　「仮面もつけずに」の訳は R.C. Jebb の校訂 (The Characters of Theophrastus, 1870/1909.) に従う。
＊ 10　Theophrastus, Characters , ed. James Diggle, Cambridge University Press, New York 2004. および訳

は以下を参照のうえ一部改訳。テオプラストス『人さまざま』森進一訳、岩波書店、1982 年．
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　この一節のうち最後の一文をめぐる解釈は、校訂者たちによってしばしば議論の俎上に

上げられてきた＊ 11。なかでもとりわけ問題となるのは、kai_ proswpei~on e1xwn という箇所

である。この箇所は、写本どおりには、「そして仮面をつけて」と読むことができる。しかし、

早くは 16 世紀に校訂者カゾボンが否定の ou0k を補い、ou0k e1xwn との否定文と解する処置

を施したのをはじめ、ポウは kai/ をこれまた否定文 kai ou0k の省略形と解する案を提示し、

またシュナイダーは同様に mh_ e1xwn と否定文にとる解釈を提案している。これらの試みは、

写本における当該箇所の欠落ないし判読の不明瞭さに起因する補完ではあるが、こうした

補足と解釈が導き出される根拠には、「喜劇の合唱隊においてしらふで仮面をつけて
0 0 0

」コ

ルダクスというサテュロス風の卑猥な踊りを舞うことが破廉恥とみなされるのでは意味を

成さないとの見解がある。というのも、周知のとおりコルダクスを含む古代の奉納劇では

仮面の着用が通例であり、しらふで仮面をつけてコルダクスに参列することはなんら逸脱

した行為ではないからである。ディグルも指摘するように、しらふで仮面をつけた状態で

喜劇の合唱隊に出るという組み合わせは奇妙である。それゆえ、前述のように、注釈者た

ちは「喜劇の合唱隊においてしらふで仮面をつけずに
0 0 0 0

」と補足して読み直すことで、なら

ず者を列挙したこの節との文脈的な整合性をつけようと試みたのである。いずれの校訂に

おいても、このコルダクスの参加者は、仮面をつけていない人物 = アプロソポスであるべ

きだと解釈されることによって、ようやく無頼の徒の一例に数え入れられるに至る。

　では、伝統的に踏襲されてきたようにこの一文を「仮面をつけずに」と解した場合、一

体何が破廉恥な行為として非難の的となりえているのか。従来、この問題もまた争点とな

ってきた。例えばドーヴァーは、「仮面をつけていない」=「喜劇の合唱隊の一員ではない」

と解し、酩酊状態が許容されるような酒の場でもなければ喜劇の合唱隊の一員でもない場

合に卑猥なコルダクスを踊ることが破廉恥なのだと説明する。テオフラストスが「喜劇の

合唱隊において」と記している以上このならず者は合唱隊員であることが演繹されること

から、ドーヴァーの読みは整合性に欠ける感が否めないが、仮に彼の解釈に則った場合に

は、以下のような「破廉恥さ」が抽出されるだろう。すなわち、卑猥な踊りコルダクスは

喜劇の枠組みにおいては許容されるが、いったんこの枠組みの外に出るや、場違いな振舞

として誹謗されうるものへと転じるということである。つまりここで焦点となるのは、相

応しき場からの逸脱という問題である。そこには、閾の侵犯という問題も含まれるだろう。

他方、ディグルは、<oi3on> e0n と補足することを提案し、「喜劇の合唱隊で〈他の人が着用

すべきであるような〉仮面をつけない
0 0

こと」が恥ずべき行為であると解読する方が、不十

分ながらもまだましな処置であると述べている。ディグル自身は言及していないが、奇し

くもこうした状況に一致するような、コルダクスを描いた紀元前 5 世紀の陶器画が残さ

＊ 11　以下の各注釈者による諸解釈は、主に J. Diggle, ibid. , p. 253. を参照。
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れている（図 1）。三人の踊り手は、臀部と局部に詰め物をして誇張した揃いの衣装を着

用し滑稽なポーズをとっているが、向かって右側の人物のみが仮面をつけずに顔を晒して

いる。ディグルが提案する「最良の」読みから導き出される「破廉恥さ」とは、喜劇の枠

組みの中にあるにもかかわらず仮面なしで卑猥な身振りを行うことである。つまり、相応

しい顔（ここではサテュロス）を破棄する / もたぬ者 = アプロソポスが、ここで問題とな

るのである。

　上記いずれの場合においても、重要なのは、相応しい顔 = 役割という概念がプロソポン

に求められるという点である。もし仮面が変装とみなされ匿名性を保証するものとして機

能しているとするならば、「仮面をつけて」卑猥な身振りを披露することは、カーニヴァ

ルの仮面の機能のように、秩序を攪乱する行動ではあっても無礼講として容認されるだろ

う。しかし、先に確認したように、本来プロソポンは隠蔽や隠匿という意味合いを有して

はいない。少なくとも本来的な意味でのプロソポンにおいては、カーニヴァル的な仮面と

は逆に、あるいはそうした仮面の機能を反転させたものとして、秩序を保つ役割が想定さ

れていると指摘することもできるだろう。いみじくもバルトが指摘したように、「顔全体

を覆う仮面（例えば古代の仮面）への誘惑は、もしかしたら秘密という主題（それはイタ

リアの半仮面の場合だ）よりも、人間的な顔という主題を含んでいるのかもしれない。」＊ 12

もとより、仮面をつけてコルダクスを舞うことが破廉恥なのか仮面をつけずに同様のこと

を成す方が恥知らずなのかといった問題をめぐって検討されてきた先述の注釈者たちによ

る解釈は、プロソポン / アプロソポンのあわいを漂うこうした古代ギリシア特有の価値観

に根差している。

　仮面をつけずに振舞うことが無分別にまつわる文脈で語られることは、前章冒頭で列挙

したとおり、アプロソポス第二の語義がアグノーモシュネー（無分別、愚かさ）の類義語

とみなされていることとも関連している。仮面をつけないことが無分別と判断されること。

すなわち、相応しい顔
プ ロ ソ ポ ン

や役柄の演じ分けが要請されること。それは、他者の目に晒された

狭いポリス社会における仮面の作法とでもいうべきものである。他者の目に差しだされる

相応しい顔 = 役柄の重要性についてはストア派が再三言及しているが、なかでも殊にエピ

クテトスは、道徳的な人格について論じる際に、かようなプロソポンを隠喩として好んで

用いている。例えば、『提要』の一節にもそれが看取できる。いわく、

　憶えておきたまえ。諸君は一人の役者として、劇作家があてがおうとした役柄に、

端役ならば端役らしく、主役ならば主役らしく、扮したまえ。もし諸君が乞食役を

演じることを劇作家が望むならば、それらしく演じたまえ。演じる役が足の不自由

な者であれ、役人であれ、純朴な庶民であれ、同様にそれらしく演じたまえ。役柄

＊ 12　ロラン・バルト『現代社会の神話』ロラン・バルト著作集 3、下澤和義訳、みすず書房、2005 年。
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を選ぶのは赤の他人だが、あてがわれた役柄をうまく演じ切る［u(pokri/nasqai pro/

swpon］かどうかは諸君次第なのだから。（Epictetus, Ench. , XVII.）＊ 13

　あてがわれた役を演じるという謂いは、先述のテオフラストスの性格論『人さまざま』

の原題『カラクテーレス』とも重なる。つまり、この著作を彩るさまざまな役
キャラクター

柄は各々

の性格を刻
カ ラ ク テ ー レ ス

印されたものなのだ。性格はもちろん個々の振舞いの反復により形成されるも

のではあるが、そうした自発的な意味合いと同じ程度、あるはそれ以上に、それらを眼差

す他者によって反射され刻印されるという意味合いが、この用語には含意されている。と

もあれ、エピクテトスはまた、『語録』中の役者と役柄の関係をめぐる言説において、「お

そらく悲劇役者たちは、自分自身を仮
プロソペイア

面［proswpei~a］であるとか、半長靴であるとか、

長袖であると思うようになるだろう」（Epictetus, Diss. , XXIX.）＊ 14 との予言めいた一文を

残している。これらはつまり、あてがわれた 役
プロソポン

に同一化することなく、その役柄に相応

しいように演じ切らねばならぬという箴言である。ここには、プロソポンが「面
お も て

= 表」で

あるがゆえの顔と仮面の癒着と同時に、いわば「個」や「主体」といった概念を基盤とし

た顔と仮面の乖離という、両方の運動が示唆されている。プロソポンが不可避的に孕むこ

の両極性は、古代ギリシアの陶器画における役者の顔と役柄の仮面の表象が、両者の区別

が不明瞭な表象から仮面の下に役者の顔が覗く表象（図 2）へ、果ては手にした仮面と並

置ないし対峙する役者の表象（図 3、4、5）へと揺れ動きながら次第に移行していく過

程にも見出すことができるだろう。アガンベンは、上述のエピクテトスを引用しつつ以下

のように指摘している。いわく、「社会的な仮面に固着し、かつまたそこに間隙を挿入す

ることで、道徳的な人格 = ペルソナは構成される。ペルソナは仮面を無条件に受け入れる

が、それと同時に、ほとんど気づかぬほどわずかな距離をとるのである。」＊ 15

　いわゆるペルソナの形成を導く、こうした仮面の受諾と仮面との乖離という両義的な振

舞いは、エピクテトスが先の『提要』の一節において「役柄を演じる」と述べる際に用い

ている「ヒュポクリナスタイ・プロソポン［u(pokri/nasqai pro/swpon］」というフレーズ

に集約されている。これに近似した筆法は、同時代のルキアノス『舞踊について』（2 世紀）

にも探ることができる。ルキアノスもまた、与えられた役柄を見事に演じ切る / 演じ分け

ることの重要性を説いている。

＊ 13　Epicteti, dissertationes ad Ariano,  digestae ad fidem codis Bodleiani iterum recensuit Henricus 

Shenkl accedunt Fragmenta. Enchiridion ex recensione Schweighaeuseri, index nominum ed, minor, 

Teubner 1916. 訳は以下を参照のうえ一部改訳。エピクテートス『人生談義 ( 下 )』鹿野治助訳、岩波書店、

1958 年．
＊ 14　Epicteti, ibid.
＊ 15　アガンベン前掲書 84 頁．
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　踊るという行為の主たる機能と目的とは、すでに述べたように、役柄を演じるこ

と［h( u(po/krisiv］だ。これは、修辞家、とりわけ「習作」と呼ばれる作品群を暗唱

する修辞家によってもまた開拓されてきたものである。修辞学の場合にしても、修

辞家みずからがなりきっている役柄［toi~v u(pokeime/nov prosw/poiv］ほどわれわれを

感嘆させるものはない。その役柄とは、修辞家が引き受けているもの、つまり、彼

らがそう思わせているのがいわば君主であれ殺逆者であれ、はたまた貧民であれ農

民であれ、そういった人物の風情にぴったりの、それでいて個性的で独特な人物た

ちがそれぞれきちんと演じ分けられているような、そういった役柄のことだ。

　ついでに、私が異邦人から耳にした経験談でもご披露しようか。それはこんな話だ。

観劇の折、五幕物の芝居劇ということで、踊り手に五つの仮面 = 役柄［pro/swpa］

が用意されていることは、あらかじめ異邦人にも分かっていた。ところが登場して

きたのはたった一人の踊り手だけだった。そこで異邦人はその踊り手に、他の仮面

［proswpei~a］は誰が踊り演じていたのかと訊ねた。すると、まさしくその踊り手が

一人ですべてを演じ分けていたことが判明して、この異邦人は思わずこう漏らした

という。「友よ、君にはたったひとつの身体しかないのに、じつに多くの魂を宿して

いるんだね。僕は露ほども気づかなかったよ！」と。（Lucian, Peri Orcheseos, 65-

66.) ＊ 16

　各々の役柄を相応しい仕方で演じ分けること（ヒュポクリシス）は、称賛の的にすらな

りえている。しかし、ここで異邦人の眼を欺くほど見事に役柄を演じ分けた踊り手の卓越

した技は、まさにこの欺くという側面が次第に強調されるようになり、否定的なニュアン

スを帯びるようになる。上述ふたつの引用において確認したように、ヒュポクリシスは元

来はたんに「返答、演じること」を指すものであったが、新約聖書においては「偽善」と

いう意味に転化して用いられている。すなわち、とりわけキリスト教の文脈において顕在

化するように、後代のヒュポクリシスは――前 5 世紀頃のテクストにおいてすでにその

萌芽を見出すことができるものの――仮面の下から語るという意味合いを含んでいる。つ

まり、とりわけ古代世界においてはフラットないし肯定的な意味合いを付与されていた、

相応しきプロソポンを纏うという身振りは、後には「仮面の下の顔」の偽装とみなされる

ことになるのである。ヒュポクリシスのこの語義のシフトには、プロソポンをめぐる真 -

偽の判断が介入している。先に述べた、プロソポンとプロソペイオンの用語のうえでの分

化および役者と仮面の表象のうえでの分化も、表層を「偽」とみなし裏側に隠れた何かを

探るというこの思考と並置されるだろう。この分裂は、表面たるプロソポンが必然的に孕

＊ 16　cf. Lucian, Peri Orcheseos in Lucian V, trans. by A. M. Harmon, Harvard University Press, London 

1972, pp. 268-269.
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んでいたものでもあった。本章で概観したアプロソポス第二の語義である「仮面をつけな
0

い
0

」ことが無分別さと同義でとらえられていたという事情は、プロソポンの概念の揺れ動

きのなかにあって、この用語が古代世界において有していた特異な意味合いを改めて浮き

彫りにするものであるといえるだろう。

Ⅲ . 　 ア プ ロ ソ ポ ス 3： 非 人 称 性・ 名・ 承 認

　アプロソポスの概念のなかでも、「非個人的な（impersonal）」というこの第三の語義に

は、この用語の特性がもっとも鮮明に表われているといっても過言ではない。じじつ、近

代ギリシア語のアプロソポスにおいては、前章までで俯瞰してきた古典ギリシア語アプロ

ソポスの諸々の語義は削ぎ落とされ、「個人に関係のない、個人的な感情を抜いた、客観

的な、非人称の」という、この第三の語義のニュアンスのみが継承されている。近代ギリ

シア語においては、アプロソポス、より正確にはその語根を成すプロソポンの概念は、も

はや古代のそれほど複雑かつ多様なものではない。近代ギリシア語においてアプロソポス

の対義語となるのは、「個人的な」を指すプロソピコス［proswpiko/v］という語であり、

アプロソポスは文字通りプロソポンの否定としてシンメトリーを成している。それに引き

換え、古代におけるアプロソポスは、これまで確認してきたとおりプロソポンの多義性の

痕跡を留めている。

　伝統的にアプロソポス第三の語義の用例として挙げられるのは、先に言及したとおり、

前 1 世紀に活躍したエピクロス派のフィロデモスによる『直
パレーシア

言について』である。パレ

ーシアとは、「本当のことを語ること」を指し、前 5 世紀頃よりプラトンをはじめ数多の

哲学者によって追究されてきた主題である。フィロデモスにとってパレーシアとは真理に

対する義務であり、医術や航海術と同様、個々の事例や状況に応じた決定的な瞬間の選択

と結びつく技術にほかならない。それゆえ、この著作ではパレーシアの実践的な運用につ

いて考察されている。そのなかで、助言をする者が真実を語る際に注意すべき語り口につ

いて言及している箇所に登場するのが、ほかならぬアプロソポスという用語である。

　〔諭される側に〕受け取られるべきものが、もし非
ア プ ロ ソ ポ ン

個人的でないものであれ

ば、彼の気に障るだろう［ei0 mh/ [t]i ou0k a0pro/swpon dialh/setai sunparalhfqe_n］。

（Philodemus, Libellus , fr. LXI. 10-12.）＊ 17

＊ 17　Philodemi, Peri parrhsi/av: Libellus , ed. Alexander Olivieri, Teubneri, Lipsiae 1914. 註 に つ い て

は以下も参照。Philodemus, On Frank Criticism, trans. and notes by David Konstan et al., Scolars Press, 

Atlanta 1998.
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　よき国政やよき生の追究のために欠くべからざるパレーシアは、「恐れずに語ること」

とも訳されるように、時として告発や暴露ともなるゆえ、その語り手にとっては危険な行

為でもある。ここでフィロデモスは、語りの内容がいかに妥当なものであろうと、その諭

し方いかんでは聞き手に素直に受け入れられない可能性があることを指摘している。同じ

パピルス断片 61 の直前の箇所では、「周囲に知られることなく窘められた場合は傷つか

ない。あるいは明朗闊達に諭された場合も、指摘された内容によってすぐさま傷つくこと

はない。また、よかれと思って箴言しているのが明らかである場合も気には障らない」と

述べられている。逆に、上記の引用のように、指摘した内容が「非個人的でないもの」（≒

「個人的なもの」。正確には両者の意味合いは異なるが）という印象を相手に与えてしまっ

た場合には、相手は窘められたことに反感を覚えるという。この断片に続くと考えられる

断片 62 において、件の「非個人的でないもの」の例とおぼしき事項として挙げられてい

るのは、「妬みやからかい、あるいはそういった印象を与えるもの」などである。つまり、

助言に私情が差し挟まれているように受け取られてしまえばパレーシアは機能しないた

め、諭し方に注意が必要とされるのである。すなわち、パレーシアの遂行にはアプロソポ

スな語りが求められるのだ。このアプロソポスとは、前章で言及した無分別に連なるよう

な意味での「顔をもたない」ことではなく、逆に、分別を示すべく顔をもたぬことである。

換言すれば、「個」を超越した顔、複数的にして普遍的な顔でもある。先述のとおり各々

の特性や性格と結びつくはずのプロソポンは、ここではいわば人称の外にある。

　一方、このようなアプロソポスの用法と表裏一体の用例も存在する。他の用例とは時代

の開きがあるため通常は引例とならないが、アプロソポスの概念の拡がりを考察するうえ

で重要な視座を提供する例であるゆえ、ここであえて言及しておきたい。それは、ローマ

法を叩き台として 5-6 世紀に著されたユスティニアヌスの『法学提要』に付された、テオ

フィロスによる註解である。テオフィロスは次のように記している。

奴隷はアプロソポスな存在［a)pro&swpoi o1ntev］であるために、主人の人格によっ

て性格づけられる［xarakthri/zontai］。＊ 18

　「奴隷はアプロソポスな存在である」という箇所のラテン語訳は、"servus non havet 

personam" であり、字義通り「奴隷はペルソナを持たない」と解されている。では、ここ

に示されているアプロソポスな存在 / ペルソナを持たぬ者、とはいかなる存在を指すのか。

＊ 18　Jus Graecoromanum: Theophili antecessoris, Institutiones : Libellus de temporibus ac dilationibus; 

tractatus de peculiis; de actionibus, vol. III , a cura di J. Zepi & P. Zepi, Editio Altera Lucis Ope Expressa, 

Scientia Aalen, 1962. 
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その解釈の手がかりは、テオフィロスが註解を付した、もとのユスティニアヌスのテクス

トのうちに見出すことができるだろう。いわく、

　奴隷は物であり、身格〔地位、身分〕［status］を有せず。随ってペルソナを有せず。

元来ペルソナは権利義務の主體であることを謂う。奴隷にはこの資格無し。かつ奴

隷はペルソナを有せずとの古言もすでにある。（ユスティニアヌス『法学提要』 I. 3.）

　奴隷がペルソナを持たぬ存在であるという表現の根拠となりえているのは、奴隷がスタ

トゥスを有さないという見解である。そして、このスタトゥスの欠如は、そのままペルソ

ナの欠如の要因として結びつけられている。ラテン語のペルソナは、本来演劇の仮面に由

来し、こうした仮面が個々の登場人物の特徴を反映したものであることから個としての人

格もまたペルソナと名指されるようになったとの経緯は周知のとおりである。ギリシア語

のプロソポンとラテン語のペルソナは、実際のところ自動翻訳のごとく一直線で結びつけ

られるものではないが、とりわけキリスト教教義においてプロソポンの概念がペルソナの

概念に移植される過程で両者を結ぶ蝶番の役割を果たしたのも、両者がともに有する「仮

面」という語義であった＊ 19。テオフィロスが用いているアプロソポスという語彙において

打ち消されているプロソポンには、序章で確認したようなプロソポンじたいが内包する法

的人格という意味合いのみならず、ラテン語のペルソナのもつ仮面としての意味合いが多

分に含まれているといえよう。というのも、ユスティニアヌスのテクストではスタトゥス

なるものが権利や義務の主体としてのペルソナの必要条件であると規定されているが、か

ような身格と法的人格としての個人との結びつきは、ほかならぬ仮面をその紐帯としてい

るからである。古代ローマにおいては、プリニウスも伝えるように、 要
ペルソナッジョ

人 つまり法的人

格を持つ人物は、イマギネスと呼ばれる蝋製の祖先の仮面を有しており、この仮面こそは

＊ 19　プロソポンのラテン語訳としてペルソナが定着する過程は、以下のボエティウス『エウテュケスと

ネストリウス駁論』に詳しい。「ペルソナという名称は、〔…〕つまり喜劇や悲劇の中で、登場人物を表現

する仮面に由来していると思われる。〔…〕ギリシア人たちもまた、これらの仮面をプロソパ［pro&swpa］

と呼ぶ。それは、顔にあてて人々の目から表情を隠すからである。「目の前に置かれることから［para_ 

tou~ pro_v tou~v w)pav ti&qesqai］」そう言われている。ところで俳優たちは、着けられた仮面によって、悲

劇や喜劇に登場するヘクバやメデアやシモンやクレメスといった個々の人々を表現するので、ここから、

その外観ではっきりそれと識別されるような他の人々も、ラテン語ではペルソナと呼ばれ、ギリシア語で

はプロソパと呼ばれるのである」Boethius, The theological tractates,  trans. by H. F. Stewart & E. K. Rord & S. 

J. Tester, Cambridge Univ. Press, London 1973, III. また、訳は以下を参照のうえ一部改訳。ボエティウス『中

世思想原典集成 5：後期ラテン教父』上智大学中世思想研究所、1993/2002 年．
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氏族および個人を同定する役割を果たしていた＊ 20。つまり、奴隷がアプロソポスであると

いう謂いには、彼らが祖先の仮面を持たぬということに由来する、属性の欠如までが示唆

されている。すなわち、属性から切り離された存在であるゆえに、奴隷は「所有物」とし

て「主人の人格によって性
カ ラ ク テ リ ゾ ン タ イ

格づけられ = 性格を刻印され」うるのである。

　奴隷が法的人格の埒外にある、すなわち属性を持たぬ存在であるというのは、祖先の仮

面を持たぬことの他に、彼らが「名を持たぬ」存在とみなされていたことにも看取できる。

奴隷の表象の貴重な資料である古代喜劇台本を紐解いてみても、奴隷は往々にして名無し

の役として登場し、ときに主要人物としての役割を果たす場合においてすら、一般的に流

布した典型的かつ無味乾燥な奴隷の通り名（ダーオスやシコーンなど、その名の由来や意

味が不明のものが多く、実際にはなんら素姓や属性を示さない）が宛がわれている。これ

らの名は、ペルソナを定義する、「はっきりそれと識別できる個人」（脚注 19 参照）から

は程遠く、名無しの権兵衛やジョン・ドゥよろしく、名でありながら何も名指してはいない。

名は、本来は属性や素姓を証立てるものであり、命名や名乗りを通じて他人に承認される

ことによってはじめて人格（プロソポン / ペルソナ）は成立する。プロソポンのこのよう

な性格に着目したとき、アプロソポス第三の語義において欠如として示唆されているのは、

「個」としての承認や法的人格へ参入する過程ではないだろうか。つまり、ここでαによ

って打ち消されているのは、プロソポンの構成要素のうち、他者へ向かう / 他者から反射

されるというベクトルを示すプロスという前置詞の方であるというべきかもしれない。プ

ロソポンの概念をめぐっては、序章において言及したように、視覚的表面として、従来は

語根であるオープス（目）の方に重きを置いて論じられる向きがある。しかし、少なくと

もアプロソポン第三の語義に照らしてみれば、プロスという前置詞こそが、ここでのプロ

ソポンを性格づける不可欠な要素として回帰してくるだろう。

　ところで、名無しとしての仮面という意味でのアプロソポスを想定したとき、すぐさま

想起されるのは、かのオデュッセウスが下手人の追跡から逃れるために名乗った「ウーテ

ィス（誰でもない者）」という名であろう。下手人が、仲間を殺したのはウーティスだと

訴える際、この発言は、「ウーティスという名の者 = オデュッセウス」という特定の個人

を指す一方、文法的には「誰も仲間を殺していない」との意味を成してしまう。ウーティ

スというこの名称は、名に対する追従と絶縁を逆手に取った妙名である。この名は、オデ

ュッセウス自身を指す名であると同時に、語義としては誰でもない者を指すものでもあり、

婉曲的に誰でもありうる可能性も示唆している。同様のメカニズムは、アプロソポスのう

ちにも見出すことができる。つまり、αはたんに特定のプロソポンを打ち消すだけではな

く、それ以外の複数のプロソポンの可能性を開くのである。オデュッセウスは、ウーティ

＊ 20　Pliny the Elder, Naturalis Historia , ed. Karl Friedrich Theodor Mayhoff, Teubner, Lipsiae 1906, 

XXXV, 2.
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スと名乗ることによって、特定の顔を否定すると同時にアプロソポスという顔＝仮面を獲

得しているのだ。このアプロソポスな身振りとは、前章で触れたヒュポクリシスとして仮

面の下から語ることではなく、文字通り顔を持たずに語ることである。アプロソポスとは、

いかに外から刻
カラクテリゾンタイ

印されようとも、たえず顔や「個」といったものをすり抜けながら漂泊す

る態度といえるのではないだろうか。

結 び に か え て

　以上、時代も文脈も異なるさまざまなアプロソポスの用例を概観してきたが、ここで冒

頭に挙げた『カルミデス』の一節に立ち戻ってみよう。当初このアプロソポスは、字義通

り「顔がない」という地点から出発し、「顔が失せてしまうほどカルミデスの容姿が美しい」

との、美を表わす慣用句のごときものとして疑問の余地なく解釈できそうに思われた。し

かし、他の用例に鑑みるに、アプロソポスはより一般的には、醜さや無分別あるいは回避

されるべき私情といった、美しさのレトリックとはまるで逆の意味で用いられていること

も確認された。このような意味の拡がりのなかで、『カルミデス』におけるアプロソポス

にもまた別様の意味を帯びる可能性が開かれる。例えば、プロソポンの根源的な意味に回

帰したときに浮かび上がるのは、容姿の美しさを強調するために対置された顔というより

は、顔までも含めたハルモニアとしての美の形容として用いられているとも考えられるだ

ろう。個人の顔という個別性すらも超越していくという意味でのこのアプロソポスは、複

数性を仄めかすとともに、第三の語義ないしそこから導き出されうる非個人性とも通底す

る。あるいはまた、face から faceless への劇的な反転は、顔から裸体への移行のなかで、

裸体になることで肉体を脱ぎ棄て、それによって顔をも脱ぎ棄てたうえで、この対話篇の

テーマである「魂の健全さ、思慮深さ」の追究、すなわち一枚一枚薄皮を剥ぐようにカル

ミデスを丸裸にするという魂の追究過程を暗示する謂いでもあったかもしれない。この探

求の方法は、第三章で触れたパレーシアおよびその遂行に不可欠なアプロソポスというテ

ーマとも共鳴してくるだろう。、アプロソポスの諸相を概観してきたいまや、この他の解

釈の余地も多分に残されている。

　いずれにせよ、問いは依然として開かれたままである。もとより、一元的な意味をアプ

ロソポスのうちに収斂させるよりも、むしろその多層的な意味の拡がりを提示することが

本稿の狙いであった。これまでの考察を経て、アプロソポスにおけるプロソポンは、本来

のプロソポンの概念を拡張し、好ましい顔にも気疎い顔にも転じうることが再確認された。

また、顔が根源的に有する帰属性や指示性という側面も前景化した。かように、接頭辞α

が打ち消すものも多様であることが改めて浮き彫りとなった。さらに、名詞プロソポンと

形容詞アプロソポスはもともと完全なシンメトリーを成してはいないが、「プロソポンが
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ない」という否定の形容詞は、『直言について』の用例にみられるように、「プロソポンが

ない – のではない」という新たな項を導きうるものでもある。こうした打ち消しの形を介

し意味を次々と増幅させていく余白を有しているということが、プロソポンが美醜や道徳、

果ては人権といったテーマの核として各々の概念を醸成してきた所以ともいえるだろう。

元来プロソポンが孕む隠蔽と露呈のゆらぎを、アプロソポスという語はさらに増長し強調

して提示する。アプロソポスによって逆照射されたプロソポンとはまさに、特定の顔を刻

印されることから逃れる顔といえよう。

図版

図１
《コルダクスの踊り手》

赤像式アンフォラ、前 5 世紀頃、
タルクィニア国立博物館蔵

図２
《パロドスにおけるマイナデスの踊り手》

赤像式クラテル、前 5-4 世紀頃、
ハイデルベルク考古学研究所蔵 (B134)
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図３
《役者と仮面》

クラテル断片、前 340 年頃、タラス出土、
ヴュルツブルク、マルティン・フォン・ワーグナー
博物館蔵（H4600）

図４
《プロノモスの壺》

アッティカ式クラテル、前 410 年頃、
ナポリ国立博物館蔵（H3240）

図５
《仮面を手にする役者》

プーリア式クラテル、前 4 世紀頃、
ブリンディシ州立博物館蔵、
ファルデッタコレクション
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Abstracts 

Il viso fuggito dal viso: 
un saggio sull'aprósopos nel mondo greco antico

Marie SATO

	 Aprósopos	è	un	aggettivo	della	lingua	greca	classica,	derivato	dal	nome	prósopon.	Prósopon	

è	termine	polisemico	—significa	il	viso,	il	volto,	la	maschera,	la	persona	ecc.,—	che	è	stato	studiato	

quale	radice	più	propria	della	storia	del	pensiero	occidentale	dall'antichità	al	presente.	Di	Aprósopos,	

invece,	vi	sono	pochissime	occorrenze	nei	testi	antichi.	Per	questa	ragione.	non	ha	mai	rivestito	un	

ruolo	fondamentale	nella	cultura	occidentale	né	è	stato	esaminato	sufficientemente.	Scopo	di	questo	

saggio	è	colmare	tale	lacuna	andando	a	studiare	i	modi	d’impiego	e	gli	aspetti	anche	vari	di	questo	

aggettivo	negativo,	per	riesaminare	il	senso	del	prósopon	stesso.

	 Ci	sono	generalmente	 tre	categorie	di	significato	di	aprósopos:	 «senza	viso,	brutto,	

deforme»,	«senza	maschera»	e	«impersonale».	A	prima	vista	questo	termine	iniziante	con	alfa,	un	

prefisso	negativo,	sembra	essere	null'altro	che	la	forma	negativa	di	prósopon.	Tuttavia	la	fallacia	di	

una	simile	ipotesi	appare	chiara,	quando	esaminano	esempi	del	suo	impiego	effettivo	nella	lingua	

greca.	Nei	testi,	la	maggiore	parte	dei	questi	esempi	sono	parafrasati	per	i	supplementi	dai	recensori	

dei	manoscritti	o	dai	commentatori,	 in	quanto	è	difficile	afferrare	 il	senso	di	questo	termine	se	

interpretato	letteralmente.	Ad	esempio,	nel	contesto	del	tessere	 le	 lodi	della	bellezza	di	un	certo	

ragazzo	nel	Carmide	di	Platone,	è	detto	come	egli	sia	aprósopos.	Quando	i	commentatori	traducono	

l'espressione	come	«senza	viso»,	provano	contestualmente	a	dare	coerenza	al	contesto	per	inserire	

la	congiunizione	o	il	rafforzativo,	e	a	interpretare	l'impiego	dell'aggettivo	quale	enfatizzazione	della	

bellezza	delle	forme	giovanili.	Le	integrazioni	dei	commentatori	diventano	dunque	necessarie	per	

poter	intravvedere	il	significato	ambiguo	di	questo	aggettivo.	Inoltre,	confrontando	questo	caso	con	

altre	occorrenze,	appaiono	subito	discrepanze	e	differenti	possibili	 interpretazioni	di	aprósopos.	

Questo	termine	è	usato	da	una	parte	come	uso	aggettivale	della	buruttezza	o	dell’irragionevolezza,	

dall’altra	del	discernimento	o	della	ragione.	Inoltre,	non	avere	viso	implica	i	temi	della	pluralità	del	

viso	e	della	trascendenza	della	persona.	Ancora	tramite	l'uso	di	aprósopos,	è	possibile	richiamare	la	

proprietà	e	l’indicabilità	del	viso.	

	 Aprósopos	non	è	semplicemente	la	forma	negativa	di	prósopon;	i	due	termini	non	sono	in	

simmetria	perfetta.	L’alfa	negativo	di	aprósopos	amplifica	le	significazioni	ed	il	valore	concettuale	

di	questo	termine.	Da	tale	ricchezza	di	possibili	significazioni,	anche	nuovi	aspetti	di	prósopon	

emergeranno.




