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アポロニオス ･ロデイオス 『アルゴナウテイカ』の比境の特徴

岩谷 智

1 比橡の研究

アポロニオス ･ロデイオス 『アルゴナウテイカ』の研究はホメロスの詩その

ものとの比較検討を抜きにしては成り立たないのは言うまでもないが,その

さいホメロスの詩の研'究の成果からも大いに得るところがある.そして比橡

を扱う場合もその例外ではない.

本章ではまずホメロスの比喰研究の流れを概観したのち, 『アルゴナウテ

イカ』の比喰研究がいかにそこから影響を受けているかを検討し,そして同

時にその問題点も指摘 したい.

1-1 ホメロスの比境に関する研究

ホメロスの比晩についてこれまで言われてきたことをすべて要約するのは不

可能であろうし,また本稿の考察の範囲を越えるものでもあるので,ここで

は叙述との対応にポイントをしぼって代表的な見解を挙げることにする(1)

比境と叙述の対応にかんする研究は3つの段階を経て発展 してきた.それ

はまず,比境と叙述の具体的な対応点を探る段階,そして対応をトーンの一

致と見る段階,そして,比橡が詩の構成に対してもつ役割を重視する段階で

ある.

G.Finsler(1914)はまず,ホメロスの比晩は物語のなかで独立した生命を

持った完結 した小詩で,聴き手はそれによってまったく別の世界へと連れだ

され,新たな思念に漂った後に,新鮮な気拝で叙述に引き戻されるとする.

そしてこれはホメロスの比橡が叙述とただ一つの点でのみ結びついていると

いう性質からくるものであるとし,その tertiumcomparationisを探るア

プローチをとる (2)
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それに対 して,Wilamowitz(1920)は比境と叙述との トーン(Stimmung)q)

一致を重要視する.たとえば, 『イリアス』第 8巻の末尾で,優勢の トロイ

ア軍が一晩中かがり火を焚き続けているさまが明るい星月夜にたとえられて

いるのにたいし,第 9巻冒頭で,非勢のアカイア軍は,北西の風に荒れる海

にたとえられているのは,詩人が比晩によって両軍の雰囲気を対比的に表現

しようとしたためであるとする (8)｡

H.Fraenkel(1921)はこうした Wilamowitzのアプローチを継承し,叙述

との対応を探すことに汲々とする態度に最終的な決別を告げた.すなわち,

比境と叙述の多様な結びつき, トーンの寄与,比橡から比境への echoesを

検討 し,どの結びつきも正当であるとした上で,比境の基本的な目的と第-

の効果はそれらが喚起する感情にあると述べたのである.そして比境は視覚

的,知的,感情的なさまざまなレヴェルの意味に同時に働きかけることによ

って,いわば単純な叙述のテーマにたいする付随旋律のようなものとなって

いるとする (4)｡

またBowra(1930)も同様に,ホメロスの比晩はそれ自体で完結し,またし

ばしば驚くべき美しさをもっているけれども,シェイクスピアやミル トンな

どの凝った文学に見られるような正確な対応は打ちだしてはいないとし,そ

の目的は,二つのものが,いくつもの点で対応 しているということを言わん

とすることではなく,それらに共通する-つの性質を強調することにあると

する (5)

それに対し,T.B.L.Webster(1958)は,比境には ｢クロスリフタレンス｣

の働き,すなわち,叙述のなかの離れた部分をむすびつける働きがあると蹄

持 した (6).さらに,Carroll皿oulton(1977)は,比境を個別に扱ったリ,氏

境とコンテクス トの対応点にのみ注意を向けるアプローチは不十分であると

断言 し,比境が詩の大きな輯成に対して持つ役割を重視すべきであると強調

している (7)

1-2 『アルゴナウテイカ』の比橡に関する研究

『アルゴナウテイカ』の比喰研究は前節で概観したホメロスの比喰研究に大
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いに影響を受けている.

G.W.比ooney(1912)は 『アルゴナウテイカ』注釈の序のなかで ｢比橡は,そ

れが結びついている出来事に明るい光を当て,適切なディテールでもってそ

れを説明する.そこにはホメロスの比境には見出し得ないような適切さがあ

る｣と述べる.これはアプローチとしてはホメロスの比喰研究の第-段に相

当する見方である (8)

それに対 して,J.F.Carspecken(1950)は H.Fraenkelの研究Iを受けて,

｢アポロニオス ･ロデイオスの比境は,物語に対して常に密接に結びついて

いることによって,叙述のなかの特定の瞬間の意味と効果を高め,時には叙

述の役割を果したり,あるアクション,あるいは場面を,よりはっきりと目

に見える局面に移しかえることによって雰囲気を強めたりする｣とするが,

同時にホメロスの比境がもっていた働き,すなわち,叙述 との l̀oose'で,

c̀asual'でさえある結びつきによって,叙述の意味と効果を拡大し,次元

の違うより複雑な感情を喚起し,皮肉なコントラス トを作りだし,時にはア

クションによって作りだされた緊求を緩和する働き,を失ってしまっている

とする(9).これはホメロス研究の成果がもっともみごとに 『アルゴナウテ

イカ』研究に応用された例である.

そしてホメロスの比喰研究の第三段階に相当するのが J.K.Newman(1986)

である.彼はアポロニオス ｡ロデイオスの比境には,物語の中の離れた部分

をつなぎあわせて一つの出来事を別の出来事の観点から眺めさせようとする

役割があるとする (10).しかし, 『アルゴナウテイカ』はたしかにカッリマ

コスが kakonとしてしりぞけた長大な叙事詩であるが (ただし四巻合計で

六千行に満たず, 『オデュッセイア』の半分以下である),実質的にはエピ

ソー ドをひとつひとつつなげていくといった手法で作られたもので,ホメロ

スの詩のように統一的な輯成を目指したものではない.それゆえに,Newman

の説はうのみにできない.

2 アレクサンドレイア

以上のように, 『アルゴナウテイカ』の比喰研究は,ホメロスの比喰研究の
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成果を取り入れて発展 してきたわけであるが,無理な応用でしかない場合も

ある.我々はホメロス研究の貴重な成果はむろん取り入れるべきであるが,

それに縛られるべきではない.今なすべきは20世紀のホメロス研究という

フィルターごしではなく,直接,ヘレニズム時代に生きたアポロニオス ･ロ

デイオスがどのようにホメロスの伝統を解釈し,そしてあらたに創造したか

を考えることである.

アポロニオス ･ロデイオスの生涯について詳しいことは分かっていない.

Suidasには ｢アポロニオス,アレクサンドレイア生まれ.叙事詩人.ロ ド

ス島で暮らした時期がある.シッレウスの息子｡カツリマコスの弟子で,ニ

ラ トステネスとティマルコスと同時代の人.プ トレマイオス三世の時代に活

躍 し,アレクサンドレイア図書館の館長としてエラ トステネスの跡を継いだ｣

との記事がある｡またスコリアに付された二つの伝記からは,彼が最初に発

表した 『アルゴナウテイカ』は酷評され,その後ロ ドスに赴いて修辞学を教

え,市民権を贈られるほど大きな評判を得たことなどが知られる.そのほか

にエピグラム詩や,一般に 『都市建設 Etiseis』 として知 られる諸都市の

歴史や特徴などを扱った叙事詩を書くとともに,ホメロス研究家としても名

高く, ｢ゼノドトスへの反論｣と題される論文を書いたことなどが分かって

いる.

こうしたプロフィールから浮び上がってくるのはいうまでもなく学者詩人

としての姿であり,そしていまとくに重要なのはホメロス研究家としての側

面である. ｢ゼノドトスへの反論｣の内容はいま直接知ることはできないが,

アレクサンドレイアの学者たちの関心の的であったホメロスのテキス トに関

する諸問題,すなわち,個々の単語の形態論的な異同から,ある部分をテキ

ス トに含めるか否かという問題にいたるまでの様々な点が扱われていたであ

ろうことは想像に難くない.そしてそうした研究の成果が 『アルゴナウテイ

カ』にも反映されていると考えられる.たとえば単語の選択に関して言えば,

『アルゴナウテイカ』はゼノドトスの方針と一致する点も多く見られるもの

の (とくに代名詞の選択),全体としてはアリスタルコスの方針に従ってい

ることが指摘されている(ll).

これらの点以外にもホメロス研究の成果が 『アルゴナウテイカ』に反映さ
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れていると考えられる点がある.すなわち,ホメロスにでてくる表現で酸味

であったり畢解であったりするものがあれば,それを分か~りやすく言い換え

たり,あるいは合理化のためにモチーフを改変したりすることがある.たと

えば 『イリアス』4.117で ｢まだ使われていない矢(ionableta)｣に ｢黒い

痛みの座(melaineonherm'odynaon｣という形容句が用いられているが,

『アルゴナウテイカ』 3.279では,エロスの持っている ｢まだ使われてい

ない矢｣にたいして ｢苦痛にみちた(pol__ystonon)｣という明確な形容詞が与

えられている.またモチーフの点に関しては, 『アルゴナウテイカ』3.210-

14はヘラがアイエテスの館に赴くイアソンらの一行を零で隠す場面である

が,この場面は 『オデュッセイア』7.14-15でアルキノオスの館に向かうオ

デュッセウスをアテネが霧で隠すモチーフに基づいている.ところがアテネ

がオデュッセウス自身を好で包むのに対し, 『アルゴナウテイカ』ではヘラ

は町を欝で包むのである(di'asteos).これはホメロスのモティーフに対す

るバリエーションであり,そこには合理化の意識が働いていると考えられる

(12). またモティーフの改変としては, 『イリアス』22.147-52で,スカマ

ンドロス河の二つの源泉が一方は温かい水を,そして他方は冷たい水を湧き

出させているとされるが, 『アルゴナウテイカ』3.22ト7ではアイエテスの

館の一つの泉が季節に応 じて冷たい水と温かい水を出すとされていることも

その一つの例として挙げられよう｡

3 アポロニオス ･ロデイオスの比橡の特徴

アポロニオス ･ロデイオスの比境は 灘ooney以来その ｢適切さ｣で知られて

きた｡しかしその適切さとはどのような性質のものであろうか.本節では,

アポロニオス ･ロデイオスの比境の修辞的技巧,梼成的工夫を糸口にしてそ

の特徴をさぐりたい.

3-1 厳密な対応

アリス トテレスは 『トビカ』8.2.157aで, ｢分かりやすくするためには,
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例証や比橡を加えるべきである.しかし例証は,コイリロスに使われるよう

なものではなく,ホメロスに使われたような,適切で,しかもわれわれがよ

く知っているものから取られなければならない.そうすれば,提示された事

柄はいっそう分かりやすいものになるだろうから｣と語っている.こうした

評から,ホメロスの比橡はその適切さのゆえに高い評価を受けていたことが

分かる.

たしかに,次のような例は対応のはっきりした,アリス トテレスの称賛を

受けるにふさわしい比境である(Od.9.382ff.).

部下たちが先の尖ったオリーヴの丸太を掴んで,

キュクロブスの眼に突き刺すと,′私は上から押さえ付けながら

回転させた.それは,船材に孔を穿つとき,一人が錐を支え,

その下で仲間が両側に張った皮紐を引いて,

錐を休みなく回転させるさまに似ていた.

ここでは先の尖った丸太が錐にたとえられているというだけでなく,丸太の

上からのしかかるオデュッセウスが錐を支える船大工に対応 し,また,とも

に突き刺すだけでなく回転させる動作にも共通性が認められる (18).

しかしこの例はじつはホメロスの比橡としては一般的なものではなく,普

通はただ一点の対応があるのみであった.たとえばメネラオスがパンダロス

の矢に射られて負傷する場面の比嘘である(Il.4.141ff.).

ちょうど人が真紅に象牙を染めたときのよう,

マイオニアかカリアの女が,馬の頼当て飾 りにするために.

大勢の騎士たちに求められたけれど,部屋にずっとしまって置かれる,

王の宝物として.馬には飾 りで駁者には自慢の種だ.

そのように,メネラオスよ,御身の恰好のよい腿から,

ふくらはぎや,かかとまでが血にまみれてしまったのだ.

この比境では,メネラオスの肌に血が流れるのが,象牙をそめる紅にたとえ
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られているが,その点以外の,たとえば,頼当て飾りが王の宝物であるとか,

多くの駁者の自慢の種であるとかという事柄はメネラオスの負傷とは何のか

かわりもないのである (14)

しかし,つぎのように極端に対応の薄いものについては古代から分かりに

くいとされていたことがスコリアからうかがい知れる(Il.10.5ff.).

ちょうど髪美しいへレ女神の夫ゼウス神が稲妻を光らせ,

おそろしい大雨か定かを降らそうとなさるときのよう,

あるいは吹雪か.それは雪が,田畑か,

またははげしい戦さの顎に降り積もる時のこと,

そのようにアガメムノンは胸のうちでいくども呼きたてた.

この比境に対して ScholiaAは ｢(ゼウスが稲妻をひらめかせた)と同

様にアガメムノンの魂は坤いた.しかし比境はあらゆる点に対してあるわけ

ではないので,個々の点には働いていない｣と述べる.一方,ScboliabT

は ｢激しさと銭さと思索にふけっている｣点で類似するとし,さらに ｢ギリ

シアの大将が最高神にたとえられているのもふさわしい｣と述べる.こうし

た見解が出されること自体,とりもなおさず対応が唆味であると考えられて

いたことの反映である (15)

アポロニオス ･ロデイオスがこうした批判を念頭に置いて比境を作ったの

は疑いなく,彼の比境は対応の明確さと多さという点でいわば模範的なもの

となっている.メディアがアルテミスにたとえられる比喰 (3.876以下)と,

その sourceと考えられる,ナウシカアがアルテミスにたとえられる比喰

(Od.6.102ff.)とを比べてみればそのことははっきり分かる (18). すなわ

ち 『オデュッセイア』では,侍女たちと雀遊びに興じているナウシカアが,

ニンフと共に狩をしているアルテミスにたとえられているわけだが,そのポ

イントはナウシカアが他の女たちより技きん出て美しいということに尽きる.

一方,メディアの場合も ｢美しさ｣はたしかに対応点であるが,じつはそれ

はいくつかの要素のうちの一つにすぎない.ヘカテの杜に急ぐメディアと

hecatombeを受けるために赴くアルテミス,馬車と戦車,恐れおののく野獣
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とたみびと,というように複数の対応点が認められるのである (17).

3-2 修辞的技巧

以上のように対応点の多さはたしかにアポロニオス ･ロデイオスの比槍のひ

とつの特徴であり,さまざまな研究者がすでに指摘 しているところ車もある.

しかし,アポロニオス ･ロデイオスの叙述と比境の結び付きはただ単に対応

点の多さだけに基づくものではない.ヘレニズム文学の特徴である細かな修

辞的技巧が叙述と比喰とをさらに厳密に結び付けている例がある.つぎに挙

げるのは,メディアが魔法の薬をイアソンに手渡す場面で,キアスムスの構

文が使われている比橡である(3.1019ff.).

‥‥‥胸の中は熱くなった(iaineto),

とろける(tekomene)ほどに.それはばらの露が

消える(teketai)のに似ていた,朝の光に暖められて(iainomene).

この比嘘はイメジェリも非常に美しいが,技巧的にも見るべきものがある.

すなわち,iaineto(1019).‥ tekomene(1020)と teketai(1021)‥.iaト

nomene(1021)というキアスムス碑文が見られ,しかも前の鼠では本動詞だっ

た iainoが後の鼠では分詞となり,また,tekoはその逆になっているので

ある.そして重要なのはこのキアスムスが,比喰内部だけにおさまっている

のではなく,叙述と比境の両方にまたがっている点である.この場合叙述 と

比橡の結び付きは対応点にあるとともに,キアスムス韓文にもあるといって

よい (18).

つぎに挙げるのは Alliterationが用いられている例である.これはさき

ほどの魔法の薬の由来が語られる箇所である(3.851ff.)｡

その草が最初に生え出たのは,生肉を食う薯が

カウカソス山の斜面で,不幸なプロメテウスの体から

真っ赤な体液を地にしたたらせたときのこと｡
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花は地面から-キューピットほどの高さに咲き,

コリュコス岬のサフランに似た色で,

二本の茎で支えられている.地下の板は

いま切られたばかりの肉そのものだ.

メディアは,山に生える樫の樹液そっくりの,

その板の黒い汁をカスピ海の点穀に集めて薬をつくった.

ここも大変に凝った構成になっている.魔法の薬の原料となる花が ｢コリュ

コス岬のサフラン(Korykioiikelopkrokoi)｣(855)にたとえられ,その前

後の叙述のなかに ｢カウカソス山の斜面 (knemoiseniEaukasioisin)｣(85

2), ｢カスピ海の見穀(Kaspieienkochloi)｣(859)という語句が配されて

いる.地名形容詞と名詞の組み合わせによるAlliterarionは,叙述と比境の

両方にまたがり,一体となってメディアの魔法の薬にエヰゾティツクな雰囲

気を与えている (= ).

一方,同じようにAlliterationが使われていながら,叙述とのつながりと

いう点では疑問符をつけざるをえないものがある.仲間を呼ぶイアソンが獅

子にたとえられる比境である(4.1338ff.).

‥.さながら森のなかで

雌を求めて獅子が呪えるよう,鋭い(bareiei)声に谷あい(bessai)は

遠くの山まで鳴り響き(hypobromeousin),

恐ろしさで野の雄牛(ゎoes)や

牛(boon)を飼う者たち(boupelatai)の毛は逆立つ｡

だが仲間たちにはイアソンの叫び昼

決 して恐ろしくなかった,友を呼ぶ声だったから.

ここでは bareiei,(hypo)bromeousin,bessai,boes,boupelatai,boon

というように,獅子の叫びが谷間にこだまする様子が b̀'のAlliteration

によって効果的に表現されている (20). しかし,比境では獅子の叫びを聞い

た牛や牛飼いが恐れおののくのに対し,すぐあとでイアソンの叫びを聞いて
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も仲間たちは決 して恐ろしくなかったと言われる｡これは,Alliteration

にこだわるあまり,叙述との対応がおろそかになってしまったということか

もしれない.

3-3 構成的工夫

修辞的技法が比橡と叙述の緊密な結び付きに寄与するものであるとすれば,

棒成的工夫はいくつもの対応の存在という前提にたって,比晩の効果を高め

るものである.つぎの例は比橡が叙述を移行させる例である(2.130ff).

ちょうど,岩穴に巣をつくる蜜蜂の大群を

羊飼いか養蜂家が煙でいぶすと,

蜂はしばらくは巣の中に群がったまま,

ぶんぶん動き回っているが,やがて黒い煙に燦 し出されて

岩から遠くへ飛んでいくよう,

そのようにベブリュキア人たちはもはや長くは踏みとどまれず

奥地へ散ってアミュコスの死を知らせることになった.

これは,緊迫した戦争の場面を平和な牧畜の情景にたとえるというホメロス

によくみられるタイプの比嘘である.しかし,アルゴナウタイと羊飼い (あ

るいは養蜂家),ベブリュキア人と蜜蜂といった厳密な対応が見られる点で

はアポロニオス ･ロデイオスの比橡の特徴がよく出ているものでもある.さ

らにここでは,叙述の時間的経過に比喰内部の時間的経過が対応 している.

つまり比橡のあいだに叙述のひとつの局面が次の局面へ移行しているのであ

る.

直前の叙述 :アルゴナウタイがベブリュキア人をけちらす｡

比境の前半 :羊飼い (養蜂家)が蜂をいぶす｡

比境の後半 :蜂が逃げ出す.
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直後の叙述 :ベブリュキア人が逃げ出す.

比橡の内部における ｢いぶす｣ 行為から ｢逃げ出す｣行為への移行は,叙述

の時間的経過に対応し,また先取りするものとなっている.これは,比境と

叙述のそれぞれの要素が数多く対応しているという前提があってはじめて可

能になる手法でもある.

こうした例は他にも見られる.たとえば1.1003-5の木こりの比境では,

直前の叙述 :アルゴナウタイらが ｢大地の子｣を倒す.

比橡の前半 :木こりが木を倒す.

比境の後半 :その丸太を木こりは波打ち際に並べる.

直後の叙述 :｢大地の子｣らが港に横たわる.

となっている.

また,3.968-71ではへカテの杜でおちあったイアソンとメディアが山中の

軽あるいは樵の木にたとえられているが,これも

直前の叙述 :二人は黙って立っている.

比境の前半 :風のないとき,木が静かに立っている.

比橡の後半 :風が出てきて,木が揺れ動く.

直後の叙述 :二人はこれから多くを語 りだそうとする.

といったように物語の局面を移行させる比境と考えられる.

これらの比嘘は,ホメロスの戦闘場面によくあるような物語の流れのなか

の印象的な pauseとなって決定的瞬間を際立たせるといった種類の比喰で

はなく,逆に,ある局面を別の局面に移行させることによって,その瞬間を

印象付けようとするものと考えられる (21).

次の例も同様の移行を含んでいるとみなすべき比嘘である(3.656ff｡).

ちょうど,部屋の中で新妻が若い盛りの夫 (の死)を
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嘆いているよう.その夫に彼女を嫁がせたのは兄弟と両親だったが.

侍女らとはまだだれとも顔を合わさないのは,

恥らいと自制のゆえ.それで奥にひきこもって悲しみにくれている.

ある定めが夫を滅ぼしたのだ.二人が互いの思いに

喜びを見出さないうちに.そして心を引き裂かれ,

夫のいない寝台を見つめて,静かにはげしく涙を流す.

女たちに噸られ,罵られたりしないよう.

そのように,メディアは悲嘆にくれていた.

660

この比境は,H.Fraenkelが大腿なテキス トの入れ替え(658-9を662のつぎに

移す)を提唱して以来,大きな論議のまとになってきた.Fraenkelは,662

行までの状況は ｢夫をなくした若い妻が心に苦悩を抱いて,夫のいない寝台

を見つめ,静かに部屋のなかで泣いている｣というなんら説明を要しないも

のであるのに,663行で ｢女たちの噺リとからかいを避けるため｣ そうして

いるのだと聞かされるのは驚きである,それゆえ,ここにはなんらかのギャ

ップが存在する,と考えるのである.そこで,658-659行を662行と663行の

間に置いてみると,そのつながりがはっきりするという.すなわち, ｢彼女

はまだ侍女たちと親しく交わらず,部屋に閉じこもって悲 しみを隠している.

内気でもあり,賢明でもあるからだが,それは女たちのあざけりとからかい

をさけるため...｣ というエ合にうまく結びつく,というのである (22).

それに対 して,H.Erbseは次のように反論する (28).この比橡の直前の叙

述のなかで,メディアの恥 らい (653:aidos)と大胆な恋心 (653:thrasys

himeros)の葛藤が措かれる.そして恥らいが一時的に打ち勝ち,メディアは

臥床に倒れる.この状況を明示しているはずの比境は,特殊な前提条件の描

写をする前半(656-661a)と,メディアの目下の状況に厳密に対応する行為の

叙述となる後半(661b-663)の二つに分かれている.

前半 :若い花嫁が,結婚の幸せを楽しむ前に夫を失ない,侍女たちとのつ

きあいを避ける.

後半 :夫を奪われた寝台を見つめて泣くが,侍女たちの噛りを受けないよ
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う静かに泣く.

すなわち,662行と663行は密接に結びついて,この不幸な乙女はとりわけ

愛の享楽の期待が失われてしまったことを悲しみ,それゆえに,女たちのう

わさ話を恐れているということを示唆する.もし,Fraenkelの言うように,

658-9行を663行に結びつけてしまえば,花嫁の振舞いはまったく理解できな

くなる.というのも,もし彼女の悲しみが乙女にふさわしいものであるなら

ば,侍女たちが彼女を頓笑う理由はないからである.アポロニオス ･ロデイ

オスは,653行 目の thrasyshimerosという表現によって暗示されたメディ

アの欲望を比境のなかで品よく表現している.

この Erbseの論は Hurstの支持をうけたのち (24),札Campbellによっ

て極端にまで推 し進められた (25㌦ campbellはとくにこの比境に用いられ

た単語に性的な含意があると主張する.すなわち,

thrasyshimeros(653):asexualurge.

thaleron(656):heisinhisprime,ripeforandcapableofsexual

activity.

parostarpemenai｡‥ denesinallelon(660-1):theyhadnotyethad

SeX｡

tarpemenai(660):sexualenjoyment/fulfilment.

daiomene(661):anunsatisfiedsexualurge｡

であるとし,こうした表現はまとまって àpowerfulpictureofasexual

urge'を作 り出すとしている.

また,Hllnterに至っては t̀heideathatalittlesexualexperience

merelyincreasesthelongingformoreiscommon.'とまで言う (28)

Erbseらがこの比境から読み取る人物像はきわめて品位を欠普,物語のな

かのメディア像とはまったく掛け離れている.彼女はエロスの矢に射られな

がらも, ｢処女性と両親の館が私のものであり続けますように｣(3｡640)と

願う女性であり,大地から生まれる勇士と雄牛を倒す手立てをイアソンに教
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えた後でさえ, ｢メディアの名を患いだして下さい｣(3.1069-70), ｢ただ

私のことを思いだして下さい｣(3.1109-10)ということしかロにしない乙女

なのである.

はたして thaleron,denesin,daiomeneなどの単語は Campbellの指摘

するように àsexualurge'を示唆しているのであろうか.そしてなぜこ

の比橡の花嫁は侍女たちのあざけりを恐れるのであろうか.

まず,tbaleronにかんしては, 『イリアス』ll.22ト47のイピダマスや,

『アルゴナウテイカ』第-巻のキュジコスのエピソー ドなどの,若盛 りの夫

の死のモテイープの一環として考えてなんら不都合はないし,自然である.

一方,denesinと daiomeneにかんしては,たしかに唆味な使われかたが

なされている.deneaは本来は L.S.に c̀ounsels,plans,arts,whether

goodorbad'とあるように ｢策略｣の意であり, 『アルゴナウテイカ』で

も,メディアの魔法の薬の ｢策｣(3.1168),あるいはキルケの ｢計略｣ (4.

559)などと使われている.しかし,この比境ではもうすこし意味範蹄を広げ

て, ｢考え｣くらいが妥当かもしれない.とすれば t̀arpemenaidenesin

allelon'は ｢お互いの考えを喜びあう前に｣あるいは ｢お互いの心が通 じあ

う前に｣くらいの意味であろうか.

daiomeneにかんしては,da主o(A):toburnupと,da主o(ち):todivideの

どちらの完了分詞にとるかで見解が分れている.前者をとれば, ｢心を燃や

して｣となり,後者をとれば, ｢心引き裂かれて｣となる.しかしいずれに

せよ唆味であることはたしかであり,最終的にはこの比喰内部だけでは解決

不可能と考えられる.

とすればアプローチを変えて,前後の叙述からこの比境を検討してみるこ

ともむだではない｡比境という修辞技法は叙述との相互作用で成 り立ってい

るし,しかも 『アルゴナウテイカ』の比橡の特質はすでに述べたようにその

厳密な対応にあるからである.

約200行物語をさかのぼることにする.メディアはエロスの矢を受けて

イアソンに- 自惚れしたあと,彼の姿を心のなかで患い浮べる(3.439ff.).

そのとき,彼女は ｢彼がすでに死んでしまったかのように嘆き｣, ｢頬に大

粒の涙を流 し,静かに泣く｣.そして恋の苦しみに耐えかねて ｢さっさと死
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ねばいい｣と言う.しかし,すぐに ｢無事に (死の運命を)のがれたらいい

のだが｣とも言う.そして ｢もし雄牛に負けて滅ぶ定めなら,どうかその前

に,わたしがけっして忌まわしい禍を喜んだりしないことを分かってもらえ

ますように｣と言う.

つまり,花嫁の比境はこの最初の出会い直後のメディアの苦悩が下敷にな･

っていると考えられるのである.もしそうだとすれば,比橡の daiomeneは

｢心引き裂かれて｣と考えられようし,denesinは ｢お互いの理解｣すなわ

ち ｢JEJの通いあい｣と考えられるのである.

それではなぜメディアは663行 (me m上nkertomeousai epistobeosigy-

naikes)にあるように女たちのあざけりを恐れて静かに涙を流 しているので

あろうか.Hunterは662行 目の s̀iga'にかんして G̀reekgriefwasusual-

lyloudandovert.'であると指摘し,この新妻が静かに涙を流 しているの

は性的な感情を抱いているのを恥としているからだと見る (27). しかし,メ

ディアの感 じているaidosとは本当にそうした性質のものであろうか.

じつはこの比境で例示されるメディアの aidosはエウリピデスの 『ヒッ

ポリュ トス』のパイ ドラのそれと共通するところがある.パイ ドラはヒッポ

リュ トスへの恋に苦 しみ,狩をしたい,馬を駆 りたいとうなされる.乳母は

｢人前で気がふれたようなことをいってはなりませぬ｣(Hipp.213f.)といさ

める.するとパイ ドラは ｢いまロにしたことが恥かしいから (aidoumetha

菖artalelegmenamoi)｣(244)と言っていったん外 したヴェールを顔にかけ

てもらう｡このときパイ ドラが口にした内容は,ヒッポリュ トスと一緒にい

たいという願望はたしかに裏に隠されているにせよ,あくまでも狩や乗馬の

望みである.そして彼女の ｢取らい｣は, ｢口にした内容｣にたいするもの

であると同時に,王家の女として人前で心乱すことにたいしてでもある.乳

母の, ｢たとえもし他人に言えないようなことでお苦 しみだとしても,ここ

に_いる人たちは女(gynaikes)ですから,大丈夫｣(293f.)という言葉にもパ

イ ドラは沈黙を守る (最終的に彼女が沈黙を破るのは乳母の ｢嘆願の手｣を

尊重するためである) (28)

パイ ドラも夫をなくした花嫁に喰えられるメディアも,ともにアプロデイ

チ (エロス)によって恋に落ち,aidosのゆえに,気心の知れた女たちにも
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ゝ

打ち明けられずに,ひとり苦しんでいる.状況的にもパイ ドラは乳母によっ

て告白を余儀なくされる直前であり,メディアはカルキオペにイアソンを救

う手立てを話す直前であるように共通性を持つ.こうしたふたりの沈黙と苦

悩に見なければならないのは,決 して性的な欲望などでなく,王家の女とし

ての誇りなのである.

ではどこに,Fraenkelや Erbseらの解釈が生じる余地があるのセあろう

か.この部分の樟戊からその点を考えてみたい.

この比橡は全体が8行(3.656-63)からなる.Erbseは5行半と2行半に分

けて解釈したが,Vianは前後半4行ずつに分け,後半部分は,前半に使わ

れた語句を言い換えながら花嫁の内面にまで踏み込んだ描写をしているとす

る (29). すなわち,

夫の死 :660-661a=656-6

花嫁の悲しみと部星に閉じこもる姿 :661b-662=(658),659b

部屋に閉じこもる理由 :663=658-659a

という点がそれぞれに共通する要素であるとする.たしかに前半と後半の対

応は Vianの指摘するとおりである.しかし,重要なのは対応する要素では

なく,対応 しない要素の方である.すなわち,前半では, en thalamoisi

(656),mycboi(659)といった ｢部屋に閉じこもる｣という状況が強調されて

いるのにたいし,後半では,そうした表現はない.一方,後半にあるsiga

mala(klaiei)(662)という ｢静かに激しく嘆く｣といった表現に相当する詩

句は前半にはない.これはじつは移行の技法が用いられていることを意味す

る.すなわち,

直前の叙述 :メディアが取らいによって部屋に引き止められる.

比槍の前半 :新妻が恥ちいと自制のゆえに部屋にひきこもる.'

比橡の後半 :新妻が静かにはげしく涙を流す.

直後の叙述 :メディアが侍女たちに気付かれないよう嘆く.
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という棒成になっているのである.

以上の点から,この比境には叙述からの数多くの対応点が織 り込まれ,し

かも移行の技法までが用いられていることがわかる.しかしそうした要諦は

ひとつの短い比橡にとっては過重なものともいえる.その結果,この例では,

本来は明確でなければならないディテールに唆味な単語がもちいられたり,

前後半のつながりがないような樟成になってしまったのである.

おわりに

アポロニオス ･ロデイオスは,ホメロスの比境にたいする批判を意識 して,

｢適切な｣比橡を作ろうとした.そしてその ｢適切さ｣とは第一義的には対

応の数のごとであったが,ヘレニズム文学に特徴的な細かな技巧 ･工夫も,

叙述との結び付きを密にするのに一役かっている場合がある. 『アルゴナウ

テイカ』の比境の魅力は,そうした厳密な対応,修辞的 ･輯成的工夫,イメ

ジェリの美しさといったさまざまな要素が組みあわさリ,決定的な瞬間が印

象的に表現されているところにある｡しかしときに破綻を感 じさせる場令も

あり,それは,数多くの点で対応を作り出し,そのうえ修辞的 ･構成的工夫

を放 り込むという要請が個々の比橡にたいしてややもすると過重な負担とな

りかねなかったことを示唆している｡

注

テキス トとしては主に F.Vian,ApolloniosdeRhode,ArgonautiquesTome

トⅠⅠⅠ,Paris,1974-1980を使用した.

(1) ホメロスの比境を言語的に考察 したものとしては,G.P.Shipp,Stu-
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diesintheLanguageofHomer,Cambridge,2nded.1972がある.Shipp

に対する反論としては,岡道男, ｢比境の言語｣, 『ホメロスにおける伝統

の継乗と創造』所収,1988年,創文社参照のこと.oral poetryの観点か

らの研究としてはJ.A.Notopoulos,HomericSimilesintheLightofOral

Poetry,CJ52,1957,およびW.Scott,TheOralNatureoftheHomeric

Simile,Leiden1974がある.また,別のアプローチとして,Riezlerは二

つの別々の事象に本質的な一致点を見出す比境に哲学的思考の芽生えをみた.

E.Riezler,DashomerischeGleichnisundAnfangderPhilosophie,Die

Antike,12,1936,pp.253-271.さらに W.Schadewaldt,YonHomersWelt

undWerk,Stuttgart,4｡Auf1.,1965,13Off.,および B.Smell,I)ieEnt-

deckungdesGeistes,Goettingen,5.Auf1.,1980,Rap.XI.参照のこと.

(2) G.Finsler,Homer:II)erDichterundseineWelt,Leipzigand

Berlin,2.Auf1.,1914,328ff.

(3) U.vonWilamowitz一班oellendorff,DielliasundHomer,Berlin,

2.Auf1.,1920,32.

(4) H.Fraenkel,DiehomerischenGleichnisse,Goettingen,1921,3.

(5) C,A.Bowra,TraditionandDesigninthelliad,Oxford,1930,

26f.

(6) T.B.L｡Webster,From恥cenaetoHomer,London,1958,223ff.

(7) Carroll皿oulton,SimilesintheHomericPoems,Goettingen,

1977,154.

(8) G.W.出ooney,TheArgonauticaofApolloniusRhodius,Amsterdam,

1964(Dublin,1912),29f.こうしたアプローチはまだすたれていない.た

とえば,R.G.GarsonはArg｡4.ー139ff.のとぐろを巻く･大蛇が,渦を巻いて舞

い上がっていく煙に喰えられる比境と,そのモデルとなった 『イリアス』の

二つの煙の比喰(Il.18.207ff.21.522ff.)とを比較して,単純に,ー｢ァポロ

ニオス ･ロデイオスの比橡の方が適切さの点でもイメジェリの点でも優れて

いるのは疑いない｣とする.G.Garson, HomericEchoesinApollonius

Rhodius'Argonautica,CPb67,1972,1-9.

(9) I.F.Carspecken,ApolloniusRhodiusandtheHomericEpic,yes

- 48-



l

1

1

l
(

(

(

31 1952,33-143.

EiiZl
p
Jt
F
nHt

O

1

2

∫.E.Newman,TheClassicalTradition,比adison,1986,83ff.
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Cf.氏.L.Hunter,AplloloniusofRhodes,ArgonauticaBookIII,

Cambridge,1989,on3.211-14｡Hunterは,213-14の記述 (｢だが,かれら
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