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ヘルダーリンにおける詩と哲学あるいは詩作と思索 
―頌歌『わびごと』を手がかりに― 

 

高橋 輝暁（立教大学） 

 

 

Der Mensch spricht , indem 

er der Sprache entspricht. 

Die Sprache spricht. 1 

（Heidegger）  

人間は言語の語る通りに語る。 

言語が語るのだ。 

（ハイデガー）  

 

 

1. 「一般的論理」と「詩的論理」  ―カントとハイデガーとヘルダーリン  

 

カントの『論理学』（„Logik“）は、「思考」（Denken）について次のように記す。  

 

Sie selbst beschäftigt sich bloß mit den Regeln des Denkens bei Begriffen, Urteilen und Schlüssen, 

als wodurch alles Denken geschieht.2 

それ自身は概念と判断と推論とにおける思考の規則にのみ従事するのであって、それらに

よってすべての思考がなされる。  

 

「それ自身」すなわち「論理学」の役割を説明するこの文で、「それら」は「概念と

判断と推論」とを指すから、「概念」（Begriffe）と「判断」（Urteile）と「推論」（Schlüsse）

が「思考」の構成要素ということになる。このように「思考」を分析するカントは、ま

た『純粋理性批判』（„Kritik der reinen Vernunft“, 1781/ 1787）において「考えるというこ

と」（denken）と「認識するということ」（erkennen）とを明確に区別する。  

 

Sich einen Gegenstand denken und einen Gegenstand erkennen, ist also nicht einerlei.3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 Martin Heidegger: Die Sprache. In: M. H.: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen 1959. S. 33. 
2 Immanuel Kant: Logik V. In: Kant’s gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der 

Wissenschaften. Bd. 9, Berlin u. Leipzig 1923. S. 33. カントに限らずドイツ語原典の引用にあたっては、

その綴りは発音に影響がない限り現代の旧正書法表記に直す。ドイツ語の文中に折り込まれた引

用語句に原語を添えるときは、当該語句のカギ括弧付和訳の後に丸カッコを付けて記す。それが

作品名のときは原語にも引用符を付し、必要に応じてその成立年または発表年を添える。 
3 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, B 146. 
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ある対象を自分で考えるということ
．．．．．．．．

とある対象を認識するということ
．．．．．．．．．

とは同じではない。  

 

では両者はどのように違うのか。同じ『純粋理性批判』は「思考」と「認識」のこの

区別を次のように説明している。  

 

Einen Gegenstand erkennen, dazu wird erfordert, daß ich seine Möglichkeit (es sei nach dem Zeugnis der 

Erfahrung aus seiner Wirklichkeit, oder a priori durch Vernunft）beweisen könne. Aber denken kann ich, 

was ich will, wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche.4 

ある対象を認識する
．．．．

ためには、私がその対象の可能性を（その現実性に基づく経験の証拠

によるのであれ、ア・プリオリに理性によるのであれ）証明できることが必要である。と

ころが、私が自分自身のいうことに矛盾しない限り好きなことを考え
．．

る
．
ことはできるのだ。  

 

「認識」が「その対象」の存在の確認を前提するのに対して、「思考」が可能になるた

めには、すなわち、正しく「思考」するためには、「自分自身のいうことに矛盾しな

い」ことが条件となるわけだ。「思考」と「認識」との関係を「真理」の「認識」の

2 段階と捉えて、さらに立ち入った説明をしているのが、カントの『純粋理性批判』

における次の一節だ。  

 

Die allgemeine Logik löst nun das ganze formale Geschäft des Verstandes und der Vernunft in seine 

Elemente auf, und stellt sie als Prinzipien aller logischen Beurteilung unserer Erkenntnis dar. Dieser 

Teil der Logik kann daher Analytik heißen, und ist eben darum der wenigstens negative Probierstein 

der Wahrheit, indem man zuvörderst alle Erkenntnis, ihrer Form nach, an diesen Regeln prüfen und 

schätzen muß, ehe man sie selbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen, ob sie in 

Ansehung des Gegenstandes positive Wahrheit enthalten.5 

一般論理学は悟性と理性による全く形式的な作業をその要素に分解し、それらの要素を

我々の認識に関するあらゆる論理的判断の原理とする。論理学のこの部分は分析論と称し、

まさにそれゆえに真理の少なくとも消極的な試金石である。だからすべての認識はまずそ

の形式の点でこの規則に照らして吟味され、評価されねばならず、その後で内容の検討に

より、われわれの認識がその対象に関する積極的な真理を含んでいるかどうかが決まる。  

 

ここでカントのいう「一般論理学」（allgemeine Logik）は、「概念」と「判断」と「推

論」とによる「思考」が論理的矛盾をきたしていないことを「吟味」する。その「吟

味」の指針となる「規則」（Regeln）が「一般的論理」（allgemeine Logik）なのだ。  

この「一般的論理」こそが学問的思考を導く「規則」だと一般に見なされているこ

とは、ハイデガーも指摘する。たとえば『思索とは何か』（„Was heißt Denken?“, 1954）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4 Kant, Kritik der reinen Vernunft, XXVI, Anm. 
5 Kant: Kritik der reinen Vernunft, A60/B84f. 
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においてもハイデガーは、しばしば「科学の時代」といわれる 20 世紀6 の半ばに「記

号論理学」（Logistik）が勢いづいていた状況を念頭に、次のように記す。  

 

Das Denken über das Denken hat sich im Abendland als „Logik“ entfaltet. Sie hat besondere 

Kenntnisse über eine besondere Art des Denkens zusammengebracht. Diese Kenntnisse der Logik 

werden erst in allerjüngster Zeit wissenschaftlich fruchtbar gemacht und zwar in einer besonderen 

Wissenschaft, die sich „Logistik“ nennt.7 

思考についての思考が西欧では「論理学」として発展してきた。それは特殊な種類の思考

についての特殊な知識を集めてきた。論理学の知識はごく最近になって学問的に実を結ん

でいるのだ。しかも「記号論理学」という名の特殊な学問において。  

 

そしてこの「思考」を導く規則としての「論理」は「矛盾を避ける」必要があるとい

う点でも、ハイデガーの理解は「一般的論理」についてのカントの指摘と軌を一にし

ている。  

 

Die Logik nimmt als die Lehre vom λόγος das Denken als Aussagen von etwas über etwas. Der 

Grundzug des Denkens ist nach der Logik dieses Sprechen. Damit ein solches Sprechen überhaupt 

möglich ist, muß das, worüber etwas ausgesagt wird, das Subjekt, und das Ausgesagte, das Prädikat 

im Sprechen vereinbar sein. […] Die Aussage muß, um möglich zu sein, im vornhinein den 

Widerspruch vermeiden. Darum gilt die Regel vom zu vermeidenden Widerspruch als ein Grundsatz 

des Aussagens.8 

論理学はロゴスの学として思考を何かによって何かについて発言することだと捉える。思

考の根幹は論理学によればこのように語ることにある。そのように語ることがそもそも可

能であるためには、何かの発言の主題となる主語と主語について発言される何かである述

語とが、語ることにおいて一致しなければならない。［…］そのように発言することが可

能であるためには、初めから矛盾を避ける必要がある。それゆえに、矛盾を避けるべきと

いう規則が発言するときの原則となっているのだ。  

 

このように「一般的論理」を学問的思考を導く「規則」と見なし、逆にそうした思考

のみを正しいと認めるのが「記号論理学」だ。これに対して、そしてそれを当然とす

る傾向が一般に強まる「科学の時代」にあって、ハイデガーは「一般的論理」に収ま

らない「論理」（Logik）として「弁証法」（Dialektik）があることを指摘する。  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6 ハイデガーを受け継ぐガーダマーも「科学の時代」という標語で 20 世紀の特徴を示そうとして

いることは、その晩年の論文集の表題『科学の時代における理性』にも窺われる。Hans-Georg 
Gadamer: Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft: Aufsätze, Frankfurt a. M. 1976. 

7 Martin Heidegger: Was heißt Denken? Tübingen 1971, S. 10. 
8 Heidegger (wie Anm. 7), S. 100. 
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Man sieht leicht, daß alle Dialektik in ihrem Wesen Logik ist, mag sich die Dialektik als solche des 

Bewußtseins oder mag sie sich als Realdialektik und schließlich als dialektischer Materialismus 

entfalten. […] Auch in der Dialektik wird das Denken solchem begegnet, was sich logisch nicht mehr 

fassen läßt, steht das aus solcher Hinsicht Unfaßbare immer noch im Gesichtskreis des Logischen, 

nämlich als das Alogische, das Nichtmehr-Logische oder als das Metalogische, das Über-Logische.9 

すぐに分かるのは、どんな弁証法も、意識の弁証法として展開しようが、現実の弁証法と

して展開しようが、はたまた弁証法的唯物論として展開しようが、その本質において論理

だということである。［…］弁証法においても思考は論理的にはもはや把握できないこと

に遭遇する。そこにおいては、そうした観点からは把握できないことが依然として論理的

なものが見渡す範囲内に、すなわち論理的でないこと、もはや論理的でないこと、メタ論

理的なこと、超論理的なこととして残っているのだ。  

 

「記号論理学」で検証すれば「誤った推論」とみなされるであろう「弁証法」は、「一

般論理学」でいう「論理」ではないことによって、その「論理」とは異なる「論理」

があることを示唆しているというのだ。しかも、それは「論理的でないこと 」（das 

Alogische）「もはや論理的でないこと」（das Nichtmehr-Logische）「メタ論理的なこと」

（das Metalogische）「超論理的なこと」（das Über-Logische）として、「一般論理学」の

「観点から」も窺い知られる。「弁証法」においては一般論理学の「観点からは把握

できないこと」が「論理的なものが見渡す範囲内に［…］残っている」とハイデガー

がいうのは、そうした事態を指してのことにほかならない。そして「一般的論理」が

学問的思考を導く「規則」であるとしても、ハイデガーが求めるのは、その「一般論理

学」に依拠する「哲学」ではなく、それとは別の「論理」による「思索」（Denken）であ

り、だからこそ「詩作」（Dichten）する詩人とともに「思索」（Denken）の道を切りひらこ

うとするのだろう。  

というのも、「一般論理学」の「論理」以外の「論理」があることは、ハイデガーを待

たずとも、当のハイデガーの「思索」が依拠した「詩作」の詩人ヘルダーリンが指摘して

いるのだ。それを端的に示すのが、「詩的論理」（poetische Logik）という概念で、詩人がソ

フォクレスの『オイディプス王』と『アンティゴネー』のドイツ語訳『ソフォクレスの悲

劇』（„Trauerspiele des Sophokles“, 1804）を出版するにあたり『オイディプスへの注解』

（ „Anmerkungen zum Ödipus“ ） と あ わ せ て 添 え た 『 ア ン テ ィ ゴ ネ ー へ の 注 解 』

（„Anmerkungen zur Antigone“）にみられる。しかも、この「詩的論理」によって「詩」

（Poesie）は「一般論理学」の「論理」に従う「哲学」（Philosophie）とは異なるというのだ。

すなわち『アンティゴネーへの注解』は、「アンティゴネーの計算可能な法則」（das 

kalkulable Gesetz der Antigone）とされる「規則」（Regel）について次のように説明する。 

 

Sie ist eine der verschiedenen Sukzessionen, in denen sich Vorstellung und Empfindung und 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
9 Heidegger (wie Anm. 7), S. 101. 
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Räsonnement, nach poetischer Logik, entwickelt. So wie nämlich immer die Philosophie nur ein 

Vermögen der Seele behandelt, so daß die Darstellung dieses Einen Vermögens ein Ganzes macht, und 

das bloße Zusammenhängen der Glieder dieses Einen Vermögens Logik genannt wird; so behandelt die 

Poesie die verschiedenen Vermögen des Menschen, so daß die Darstellung dieser verschiedenen 

Vermögen ein Ganzes macht, und das Zusammenhängen der selbständigeren Teile der verschiedenen 

Vermögen der Rhythmus, im höhern Sinne, oder das kalkulable Gesetz genannt werden kann.10 

それは、さまざまな連鎖のひとつで、そこにおいて表象と感受と思考が詩的論理にしたがっ

て展開する。つまり哲学が扱うのは、魂の能力のひとつにすぎず、このただひとつの能力を

記述すれば全体を示したことになり、論理といわれるのもこのただひとつの能力における各
．

部
．
の連関にすぎない。これに対して詩は人間のさまざまな能力を扱うので、これらのさまざ

まな能力が描かれることによって全体をなすのであり、このさまざまな能力において［一般

的論理の各部よりも］もっと独立した各部分
．．．．．．．．．．

の連関は通常より高い意味でリズムと呼べる、

あるいは計算可能な法則と呼べるものだ。 

 

「詩的論理」を語る根底には、「哲学」の「論理」が人間の「魂の能力」の、すなわち知

性のすべてを尽くすものではないとの洞察がある。それは「弁証法」を語るハイデガーも

示唆している、というより引き継いでいるというべきかもしれない。そして「哲学」で問

題になるのが「論理」という「ただひとつの能力」であるのに対して、「詩」は「人間の

さまざまな能力」を動員するというのがヘルダーリンの指摘だ。それでは、この「詩的論

理」はヘルダーリンの作品にどのように具現しているのだろうか。ヘルダーリンの頌歌

『わびごと』（„Abbitte“, 1798）11 について、それを確かめてみよう。 

 

 

2. ディオティーマ ―愛の弁証法 
 

ヘルダーリンはテュービンゲンの神学校「シュティフト」（Stift）の学友ヘーゲルやシェ

リングと 1793 年秋に別れた後、翌年の 1 月にヴァルタースハウゼンのカルプ家で家庭教

師の職につく 12。同郷の詩人シラーがその庇護者シャルロッテ・フォン・カルプ夫人にヘ

ルダーリンを紹介したのだ。当時のドイツでは若い有為の知識人たちにとって、聖職につ

くか、あるいは貴族や上流市民層の子弟を教育するために住み込みの家庭教師となるほか

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
10  Hölderlin: StA V, S. 265. ヘルダーリンについては、Hölderlin: Sämtliche Werke, 8 Bde. Hrsg. von 

Friedrich Beißner und Adolf Beck, Stuttgart 1943–1985（Große Stuttgarter Ausgabe）を底本とする。本全

集は慣例に従って StA と略記し、その後のローマ数字は巻数を、斜線の後のアラビア数字は分冊

を、コンマに続くアラビア数字は頁数を示す。なお、『わびごと』に関する以下の考察は旧稿

「愛の逆弁証法の詩の幾何学 ―ヘルダーリンの『わびごと』を解析する」（立教大学ドイツ文

学研究室編《ASPEKT》30 号（1996）33-53 頁所収）に基づき、本稿の趣旨に沿って必要な改稿を

施した。 
11 StA I/1, S. 244. 
12 以下、ヘルダーリンの伝記については、StA VII/2 のほか Hölderlin. Eine Chronik in Text und Bild. Hrsg. 
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に、経済的に自立する可能性がほとんどないことも、めずらしくはなかった。学友ヘーゲ

ルもヘルダーリンに先立ってベルンに家庭教師の職を得ていた。母の希望に反して聖職を

拒んだヘルダーリンも、とりあえずは同様の道を選んだのだった。1794 年 11 月初めには

カルプ家の好意でイェーナに遊学、同地の大学で歴史学の教授だったシラーをしばしば訪

問し、フィヒテの講義に感激するが、1795 年の 5 月末または 6 月初めには突然ニュル

ティンゲンの母のもとへ帰郷してしまう。イェーナ大学の両巨星シラーとフィヒテの間近

にあって、圧倒されたのも原因といわれる。そのヘルダーリンがマイン河畔のフランクフ

ルトにゴンタルト家の家庭教師として赴任したのは 1796 年 1 月初旬だった。 

ここでヘルダーリンは教え子の母親ズゼッテ・ゴンタルト夫人と心を通わすことにな

る。このズゼッテを、詩人ヘルダーリンはその作品の中で「ディオティーマ」（Diotima）

と呼ばれる理想のギリシア女性に昇華させた。もっとも、プラトンの『饗宴 』

（„Symposion“）に由来するディオティーマの名は、ヘルダーリンがズゼッテに出会う半年

ほど前に書かれた小説草稿『ヒュペーリオンの青春』（„Hyperions Jugend“, 1795）13 にみられ

るから、むしろズゼッテが作品中のディオティーマに重ね合わせられたというべきかもし

れない。いずれにしても、ディオティーマは『ヒュペーリオン』では主人公の最愛の女性

として中心的な存在であるとともに、ディオティーマをうたったヘルダーリンの詩は、そ

の名をタイトルに冠したものだけでも、改作を含めれば 9 編を数える14。 

このようにズゼッテはヘルダーリンの作品にうたいあげられた女性像に決定的な刻印

を残した。そして、このズゼッテと詩人との愛は、詩人がゴンタルト家にあったフランク

フルト時代の 1797 年 4 月に刊行された書簡体小説『ヒュペーリオンあるいはギリシアの

隠者』（„Hyperion oder Eremit in Griechenland“）第 1 巻において、すでに、ヒュペーリオン

とディオティーマとの愛へと形象化されている。たとえば、ディオティーマとの愛につい

てヒュペーリオンは語る。 

 

Ach! wo ist das Herz, das [...], so wie meines, sie erfüllte und von ihr erfüllt war [...].15 

ああ！ どこにそんな心があるだろう、ぼくの心のように、あのひとを満たし、そしてあの

ひとに満たされていた心が［…］。 

 

ヒュペーリオンはディオティーマの中にあり、またディオティーマはヒュペーリオンの中

にある。ヒュペーリオンは自分の中にディオティーマを、ディオティーマの中に自分自身

を見いだす。それはすなわち、ヒュペーリオンがディオティーマの中へ、ディオティーマ

がヒュペーリオンの中へと、ふたりが相互に相手の中へ入り込むこと、ヒュペーリオンが

                                                                                                                                                                   
von Adolf Beck und Paul Raabe, Frankfurt am Main 1970 に依拠する｡ 

13 Diotima の名前が初めて登場するのは StA III, 217 で、その後は頻出する｡ 
14 ヘルダーリンの作品は、その成立過程でしばしば複数段階のテクストがあり、そのうちどれを独

立した作品に数えるかは、改作の過程とそこで成立したテクストの解釈による。ここでは StA の

編者 Beißner が独立したテクストとして収録した詩編、具体的には StA I/1 および StA II/1 の巻末

に付された目次に記載の作品タイトルに基づいて数えた。 
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ディオティーマになると同時にディオティーマがヒュペーリオンになること、それによっ

てふたりがひとつになることにほかならない。ここには愛における自己と他者との弁証法

ともいうべき論理が具体的に示されている。 

それはまた、ヘーゲルがヘルダーリンとともにあったテュービンゲン時代の初期草稿

『民族宗教とキリスト教についての断章』（„Fragmente über Volksreligion und Christentum“, 

1792/1793）に記した愛の思想の論理とも呼応し合う。 

 

[...] insofern als die Liebe in anderen Menschen sich selbst findet oder vielmehr sich selbst vergessend sich 

aus seiner Existenz heraussetzt, gleichsam in anderen lebt, empfindet und tätig ist [...].16 

愛が、他の人間の中に自分自身を見いだす、あるいは、むしろ自分自身を忘れて自分の存在

の外に置き、いわば他の人間の中で生き、感じ、そして活動している限りでは［…］。  

 

ここでシュティフトの学生ヘーゲルが「愛」に認めた論理は、のちにヘーゲルの『美学講

義』（„Vorlesungen über die Ästhetik“, 1820-1829）において定式化されたいわゆる「愛の弁証

法」17 の萌芽的原型ともいえよう。ヘルダーリンとヘーゲルにおけるこのような呼応は、

愛の思想においても両者に共有する基盤があったことを示唆しているのかもしれない。実

際、ヒュペーリオンとディオティーマとの愛の思想に関しては、イタリア・ルネサンスの

哲学者フィチーノがプラトンの『饗宴』に加えた注釈『愛について』（„De Amore“, 1484）

における解釈と対応していることも指摘されている18。また、テュービンゲン時代に、ふ

たりの学友は愛についても語り合っていたはずだ。 

 

 

3. 『わびごと』 ―愛の逆弁証法 
 

『ヒュペーリオン』において主人公とディオティーマとの「愛の弁証法」に昇華した

ヘルダーリンとズゼッテとの関係にも原因があったのだろうか、詩人はゴンタルト家を辞

さざるをえなくなり、1798 年 9 月末にはフランクフルトの北 10 キロ余りに位置するホム

ブルクに移った。ヘルダーリンはその後も 1 年にわたりフランクフルトに通って、ズゼッ

テと密かに会い、また手紙の交換をする。「ディオティーマの手紙」として知られている

のは、このときにズゼッテがヘルダーリンに宛てたものだ。そして、『わびごと』

（„Abbitte“）19は、ヘルダーリンがゴンタルト家を辞する数カ月前、遅くとも 1798 年 8 月ま

でには完成しており、テュービンゲン以来の友人ノイファーが編集した『1799 年版 教

養ある女性のためのポケットブック』（„Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung, auf das 
                                                                                                                                                                   
15 StA III, 61. 
16 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke (Theorie Werkausgabe) Bd. l, Frankfurt am Main 1971, S.30. 
17 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke (Theorie Werkausgabe) Bd. 14, Frankfurt am Main 13.971, S.155. 
18 Ulrich Gaier: Diotima, eine synkretistische Gestalt. In: Turmvorträge 1989/1990/1991. Hölderlin: Christentum 

und Antike. Hrsg. von Valerie Lawitschka (Hölderlin-Gesellschaft), Tübingen 1991. S.164f. 
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Jahr 1799“）に発表された。ここにはヘルダーリンの比較的短い詩 14 編が掲載20され、

『ディオティーマ』（„Diotima“）と題する 8 行の頌歌をはじめとして、ディオティーマない

しはズゼッテとのかかわりで読める作品が、その大半を占める。このような短詩群の中に

あって『わびごと』は、愛する女性との別れの決意をうたっている。 

このように『わびごと』は、実生活における作者ヘルダーリンの体験と結びつけて理

解されがちな作品ではある。しかしまた、この頌歌は近代ドイツ抒情詩の芸術性のひとつ

極致を示してもいるのだ 21。それにもかかわらず、その全体的な解明はまだなされていな

いに等しい。そもそも、この作品を正面から論じた研究や解釈がほとんどないのだ 22。わ

れわれは、ドイツ語原文のテクストにしたがって、まずはその意味するところを明らかに

し、ここに展開された愛の論理を解析してみなければならない。 

 

ABBITTE 

 

Heilig Wesen! gestört hab’ ich die goldene 

Götterruhe dir oft, und der geheimeren, 

Tiefern Schmerzen des Lebens 

Hast du manche gelernt von mir. 

 

O vergiß es, vergib! gleich dem Gewölke dort 

Vor dem friedlichen Mond, geh’ ich dahin, und du 

Ruhst und glänzest in deiner 

Schöne wieder, du süßes Licht! 

 

この詩は各 4 行からなる 2 詩節の頌歌、すなわちドイツ語でいう Ode（オーデ）だ。もと

もと古代ギリシアに発祥したこの詩型をドイツ語に移した頌歌形式は、フランクフルト時

代の短詩に用いられて以来、ヘルダーリンの定型詩における基本的な形式となった。『わ

びごと』においては、頌歌の構築的な韻律構造とあいまって、例外的配語法をも動員した

各語句の配置が重要な役割を担っている。そこで、ドイツ語原文に依拠したテクスト解析

のためにも、日本語訳を添えるとすれば、とりあえずは、ドイツ語テクストの語句の配列

                                                                                                                                                                   
19 StA I/l, 244. 
20 StA I/2, 557. 
21 Gerhard Schulz: Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration, I. Teil. Das Zeitalter der 

Französischen Revolution: 1789-1806. München 1983, S.662 も、文学史記述の枠内で、この作品が抒情詩の

傑作であることを強調している｡ 
22  ヘルダーリン関係の文献や資料を 1804 年まで遡って収録した最大の文献目録として

Württembergische Landesbibliothek 提供の Internationale Hölderlin-Bibliographie Online（http://www. 
statistik.baden-wuerttemberg.de/hoelderlin/maske.asp）には 2010 年 5 月 21 日の時点で『わびごと』に

関して 50 点を記載しているが、そのうち他言語への翻訳や歌曲等の研究論文以外が 44 点を占め

る。したがって、これまでの研究論文は 6 点にすぎない。しかもそれらは注 10 に掲げた拙稿を除

くと、いずれも数頁以内の簡単な解釈にとどまる。 
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を可能な限りいかすことが望ましいだろう。 

 

わびごと 

 

聖なるおんみよ！ 乱したのだ、ぼくは黄金の 

神々の安らぎに与るあなたをしばしば、そしてもっと秘められた、 

もっと深い生の苦痛を 

あなたはあまた学んでしまった、ぼくから。 

 

おお、忘れてくれ、赦してくれ！ あの雲のように、あそこの 

おだやかな月のまえの、ぼくは過ぎ去ってゆく、そしてあなたは 

安らい、そして輝く、あなたの 

美しさでふたたび、あなた、甘い光よ！ 

 

標題 „Abbitte“（アップビテ）23は、「赦しを乞うこと」「謝罪」を意味し、この謝罪の相手へ

の呼びかけをもって、この頌歌は始まる。呼びかけの相手は heilig（ハイリヒ）という形

容詞で修飾されている。ヘルダーリンにあっては、この語は語源を同じくする形容詞 heil

（ハイル）すなわち「無傷の」「完全な」「完璧な」といった意味をもつとの指摘もある 24。

確かに、「無傷にする」「癒して完全にする」というのが heilig（ハイリヒ）本来の意味で、

その語源となった動詞 heilen（ハイレン）が「癒す」を意味するのにも通じる。崇拝の対

象が「聖なる」の意味で heilig（ハイリヒ）と形容されるのも、それが「完全な」存在だ

からなのだ。その「完全な」存在としての「おんみ」（Wesen）を「乱した」（gestört）のが

「ぼく」（ich）すなわち詩人だという。ドイツ語の原文では他動詞「乱した」の目的語は

厳密には「黄金の神々の安らぎ」（die goldene / Götterruhe）で、その所有者を指して 2人称

代名詞「あなた」（dir）が所有の 3 格になっている。したがって、「おんみ」は「黄金の

神々の安らぎ」をもつという意味で、heilig（ハイリヒ）なのだ。なるほど「神々 」

（Götter-）の属性をもつものは、「完全な」存在であり、「聖なる」存在だといってよい。そ

の意味で「おんみ」は「神々」にも等しい。 

「おんみ」の「黄金の神々の安らぎ」を「乱した」というとき、その主語は「ぼく」

だから、これは、詩人から相手の女性である「おんみ」へ働きかけた行為である。それは、

この女性からすれば、詩人から「あまた学んだ」（manche gelernt）のであるから、詩人を相手

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
23 『わびごと』のドイツ語原文の語句を記すときは、必要に応じて原語の発音を便宜的に片仮名で

付記する。なお、ドイツ詩の引用において、スラッシュ  / は詩行の改行箇所を、2 重のスラッ

シュ // は詩節の区分け示す。 
24 このことを、Wolfgang Binder: Hölderlins Odenstrophe. In: Hölderlin-Jahrbuch (1952), S. 103 は、頌歌

『わびごと』のまさにこの箇所について指摘している。さらに同文献 S. 96, Ann. 16 ならびに

Wolfgang Binder: Hölderlins Namensymbolik. In: Hölderlin-Jahrbuch 12 (1961/1962), S. 129 や、それを継承

した Rolf Zuberbühler: Hölderlins Erneuerung der Sprache aus ihren etymologischen Ursprüngen , Berlin 1969, S.73f. 
なども参照。 
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にした女性の行為である。第 1 詩節には動詞が〈乱す〉と〈学ぶ〉のふたつしかないが、

それが合わさって、「あなた」と「ぼく」との、「おんみ」と詩人との相互行為をあらわし

ている。この相互行為こそ、「あなた」と「ぼく」における愛の行為の内実なのだ。とこ

ろが、「あなた」を〈愛する〉ことは〈乱す〉ことだったというのだから、愛の結果は否

定的意味しかもっていない。では、「あなた」のほうは、「ぼく」を〈愛する〉ことで、何

を「あまた学んだ」のか。それは、「苦痛」（Schmerzen）だったというのだから、ここでも

また、否定的な結果しか生じていない。すでにみたヒュペーリオンのことばを借りれば、

「生の苦痛」（Schmerzen des Lebens）に満ちた「ぼくの心」が「あのひとを満たし」たこと

によって、「あのひと」も「あまた」（manche）の「苦痛」で「乱」された。そして「あの

ひと」が「あまた」の「苦痛」を「ぼくから」（von mir）「学んだ」とは、「あのひと」が

「ぼくの心」のなかに入ってきて、「ぼく」と「苦痛」を共有したことをいう。その意味

で「ぼくの心」は「あのひとに満たされている」ことになるのだ。しかしながら、頌歌

『わびごと』では、この愛の相互行為において、「あなた」と「ぼく」とが互いに相手の

中に見いだしたのは、幸福の喜びではなく、「あまた」の「苦痛」、それに苦しむ自分自身

だった。「あまた」の「苦痛」を知る「ぼく」は、「おんみ」との愛によって、その「黄

金の神々の安らぎ」に恵まれるどころか、かえって「聖なるおんみ」に「あまた」の「苦

痛」を付与し、その完全性を損なってしまったのだ。 

第 2 詩節冒頭で、詩人は愛する女性に対して愛の相互行為そのものとその結果とを「忘

れてくれ」（vergiß）るように求めるとともに、その全責任をみずから引き受け、「赦してく

れ」（vergib）と願う。愛の相互行為がもたらした否定的な結果を修復するために、詩人は

愛する女性のもとから去る決心をしたのだ。詩人が身を引くことで、ひとたび損なわれて

しまった完全性が、はたして回復されうるのだろうか。愛する女性の完全性が何ごともな

かったように回復されることを詩人は、女性を「月」（Mond）に喩え、自分を「雲 」

（Gewölke）に喩えることによって、保証する。「月」は、たとえ「雲」によって一時的に

陰ることがあっても、「雲」が「過ぎ去ってゆく」（gehe […] dahin）その後では、「ふたたび」

（wieder）もとの「美しさ」（Schöne）を取り戻す。「聖なるおんみ」はかつて「黄金の神々

の安らぎ」のなかにあった。そのように「完全な」あるいは「聖なるおんみ」は、「おだ

やかな月」（dem friedlichen Mond）のようだというのだから、「月」の「おだやか」さは

「神々の安らぎ」に対応する。そして、「神々の安らぎ」をもつ「月」は、ひとたび

「雲」が「過ぎ去って」しまえば、もとの「安らぎ」を回復するから、第 2 詩節 3 行目に

「安らい」とあるのだ。この動詞はドイツ語原文では Ruhet（ルーエット）で、これは

「神々の安らぎ」と和訳した原語の合成名詞 Götterruhe（ゲッタールーエ）において「安

らぎ」を意味する後半部 -ruhe（ルーエ）、すなわち名詞 Ruhe（ルーエ）の派生語だ。し

たがって、名詞「安らぎ」と動詞「安らい」とは、確かに同じ事象を指すと考えてよい。

そうであれば、「ぼく」が「過ぎ去って」しまった後の「あなた」の「安らぎ」は、「ぼ

く」が「通り過ぎ」る前の「安らぎ」、あの「黄金の神々の安らぎ」と全く同じである。

さらに、前後の「安らぎ」の同一性を強調しているのが、副詞「ふたたび」（wieder）だ。
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動詞で表された事態が反復することを示すこの副詞は、動詞「安らい」をも修飾しており、

以前と同じ「安らぎ」の回復を明示する機能をもつ。 

そして「あなた」が愛する相手としての「ぼく」を必要としない自足した存在、その

意味で「完全な」存在であることは、第 2 詩節において「あなた」すなわちドイツ語原文

で du（ドゥー）を主語とする動詞が、すべて相手を必要としない完全な自動詞であるこ

とにも示唆されている。「安らい」と「輝く」は、ドイツ語原文ではそれぞれ Ruhst

（ルースト）と glänzest（グレンツェスト）だが、両者とも、ドイツ語文を構成する最小

限の付加要素である主語だけが備わっていれば、完全な文を構成できる自動詞だ。そのと

き主語はそれ 1 個で自足している。「ぼく」を主語とする動詞「過ぎ去ってゆく」すなわ

ちドイツ語原文では geh’ […] dahin（ゲー ダーヒン）も同じく自動詞だが、そのとき

「ぼく」は自足した存在となるのではなく、逆に孤立して夜空の闇に消えてゆくのだ。第

2 詩節では自動詞がこのように自足と孤立を文法的に示唆する機能を果たしているとすれ

ば、それとは対照的に、第 1 詩節の他動詞〈乱す〉と〈学ぶ〉はいずれも相手を必要とす

る相互行為を表していた。ふたつの他動詞の直接目的語（4 格）はそれぞれ「神々の安ら

ぎ」と「あまた」、ドイツ語原文では Götterruhe（ゲッタールーエ）と manche（マン

ヒェ）だ。後者にはいわゆる部分の 2 格として複数名詞 der […] Schmerzen（デア シュメ

ルツェン）がかかっており、逐語的には「苦痛のうちのあまた」という意味だから、この

不定代名詞 manche（マンヒェ）は「苦痛」を指す。どちらの直接目的語も、それを目的

語とする他動詞が表す相互行為の相手に備わっているものであるかぎり、その所有者とし

ての相手を前提とする。この相手が、それぞれ 2 行目の「あなた」と 4 行目の「ぼく」、

ドイツ語原文では dir（ディーア）と mir（ミーア）という 3 格の人称代名詞で明示さる。

しかも、-ir（イーア）という音韻的に同一の部分を含むこのふたつの人称代名詞は、いわ

ば韻を踏んでおり、脚韻のない頌歌形式にあってはとくに際立つ。同一の格と音韻との共

有によって、ここで交わされる相互行為の当事者は「あなた」と「ぼく」であることが文

法的にも音韻的にも強調されているわけだ。 

「聖なるおんみ」である「あなた」が「月」に喩えられることで具象性を獲得したこ

とにより、その「黄金の神々の安らぎ」もまた具象性を帯びる。それは、「月」の「輝く」

（glänzest）姿に具象化され、最終行では「美しさ」の概念によってあらためて理念化され

る。「聖なるおんみ」、「黄金の神々の安らぎ」、「おだやかな月」、「輝」き、そして「美し

さ」―「あなた」を示すこれらの表象と概念をすべて集約したのが、最後の呼びかけ

「甘い光よ！」（süßes Licht!）だ。ここで「あなた」は究極的に「光」へと収斂する。そし

て、この詩編の最後に位置する「あなた、甘い光よ！」との呼びかけは、詩編冒頭の呼び

かけ「聖なるおんみよ！」と呼応し合う25。さらに、この詩編のちょうど中央の位置、す

なわち第 2 詩節の冒頭には、命令形という呼びかけの機能をもつ動詞形態の文が配置され

ている。この命令文による呼びかけ「おお、忘れてくれ、赦してくれ！」はドイツ語原文

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
25 ふたつの呼びかけの呼応については . Friedrich Hölderlin: Sämtliche Gedichte. Hrsg. und komm. von 

Detlev Lüders, 2 Bde., Bad Homburg 1970 の注解（2. Bd. S. 134）で Lüders がすでに指摘している。 
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の動詞 vergiß（フェアギス）と vergib（フェアギープ）に明示されているように、それぞ

れ vergessen（フェアゲッセン）と vergeben（フェアゲーベン）の 2人称単数 du（ドゥー）

に対する命令形だ。したがって、この作品は、形容詞を冠した名詞の呼格（1 格）Heilig 

Wesen!（ハイリヒ ヴェーゼン！）による「あなた」への呼びかけで始まり、O vergiß es, 

vergib!（オー フェアギス エス、フェアギープ！）という感嘆詞 O（オー）を伴った

「あなた」への命令文が中央でパトスを高揚させ、最後に du süßes Licht!（ドゥー 

ズューセス リヒト！）と「あなた」を直接指示する 2 人称代名詞の du（ドゥー）と詩

の冒頭に準じて形容詞を伴った名詞とが呼格として同格で並ぶ呼びかけで静かに終わる。 

頌歌『わびごと』で、詩人が直接「あなた」に呼びかけるのはこの 3 回に限られるが、

詩編中央の命令文「おお、忘れてくれ、赦してくれ！」においては「わびごと」という詩

の主題そのものが実行され、冒頭と最後の呼びかけは、いずれも「あなた」の自足した完

全性と崇高さをたたえるとともに、それによって別離の悲しみを抑制する機能をもつ。そ

して、冒頭と中央の呼びかけの間、すなわち第 1 詩節では、ドイツ語原文に gestört hab’ 

ich（ゲシュテールト ハープ イッヒ）および  […] / Hast du manche gelernt（ハスト 

ドゥー マンヒェ ゲレルント）とあるように、現在完了時制が用いられ、ここにうたわ

れた愛の相互行為が過去の事象であるとともに、その影響が現在にまで及んでいることを、

文法的に語っている。この第 1 詩節に続く詩編中央の呼びかけは、現在時制の命令文で、

現在なされるべき行為そのものを表す。そして、第 2 詩節の時制は […] geh’ ich dahin

（ゲー イッヒ ダーヒン）と du / Ruhst und glänzest（ドゥー ルースト ウント グレ

ンツェスト）にみるように、現在時制だが、それは未来に起こること、ないしは起こるべ

きことを示す未来的現在だ。このように、2 詩節からなるこの頌歌は、現在を軸にしてそ

れに直接かかわる過去と未来とを結合した 3 段階の時制構造が詩の冒頭と末尾の呼びかけ

の間に組み込まれている。 

ヒュペーリオンは「あのひとを満たし、そしてあのひとに満たされていた心」と記し

た。それは、ヒュペーリオンとディオティーマとが相互に相手の中に入り込むことによっ

て、ふたりがひとつになったことを意味し、ここに、われわれは、愛の弁証法の論理を確

認した。この愛の弁証法の運動は 

 

分離 ⇒ 合一 

 

という論理式で表記できよう。ところが、愛を主題とした頌歌『わびごと』はその論理の

様相を異にする。第 1 詩節では「ぼく」と「あなた」が愛の相互行為においてひとつだっ

たのが、第 2 詩節になるとふたりが別れることになるのだ。したがって、その論理式は 

 

合一 ⇒ 分離 

 

となり、この論理は、愛の弁証法とは前提と結論とがまったく逆転しているから、その意
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味で「愛の逆弁証法」といってよい。 

しかも、愛の弁証法にあっては、互いに異なるふたりが出会うことによって、別々に

あってはそれぞれ不完全なふたりが相互に相手を愛して合一し、ふたりがひとつになって

初めて完全な存在となるはずだ。愛の弁証法の論理式は、完全な存在をアルファベットの

大文字で、不完全な存在を同じく小文字で記号化するならば 

 

ａ ＋ ｂ ⇒ Ｃ 

 

と書き換えてもよい。ここで、ａは「ディオティーマ」の、ｂは「ヒュペーリオン」の記

号、＋は両者の出会いを示し、そして大文字のＣが表しているのは両者の合一体あるいは

愛の結実とでもいえようか。同様に『わびごと』における愛の逆弁証法を分析してみると、

ここでは「ぼく」が「生の苦痛」を知っている不完全な存在であるのに対して、「神々の

安らぎ」を備えた「あなた」のほうはひとりですでに完全な「聖なる」存在だから、その

意味でふたりは弁証法の対立する 2 項をなす。ところが不完全な「ぼく」との愛の相互行

為によって、完全な存在である「あなた」は、かえって損なわれてしまう。したがって、

愛の逆弁証法の論理式における左辺、すなわち第 1 詩節においてあの現在完了時制で示さ

れた合一の構造をさらに分析すれば、その論理式は 

 

Ａ ＋ ｂ ⇒ ｃ ...... (1) 

 

となり、Ａとｂはそれぞれ「あなた」と「ぼく」の記号で、ｃは「ぼく」と「あなた」の

愛の相互行為の否定的な結果を指すので小文字となる。同様に、愛の逆弁証法の右辺に相

当する第 2 詩節において未来的現在の時制で記された分離の運動は 

 

ｃ － ｂ ⇒ Ａ ...... (2) 

 

の論理式で表せる。－は別れの記号で、「ぼく」が身を引いて消えることにより、「あな

た」は「ふたたび」もとの自足した完全性を回復する。ゆえに式 (2) の結論である右辺

は、式 (1) における前提項のＡに等しい26。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
26 Karl Viëtor: Hölderlins Lyrik, Frankfurt am Main 1921 は、ヘルダーリンの詩における弁証法的構造に

着目している。その点では Walter Hof: Hölderlins Stil als Ausdruck seiner geistigen Welt, 2. Aufl., Meisenheim 
am Glan 1956, S.165f. が詳しい。しかし、Hof においても『わびごと』については、｢正｣（Thesis）
｢反｣（Antithesis）｢合｣（Synthesis）のそれぞれに相当する部分を指摘するだけの大雑把な分析にと

どまっている。 
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4. 『わびごと』 ―詩の幾何学 
 

『わびごと』は頌歌の詩型のうちでもとくに「アスクレピアデス詩節」（asklepiadeische 

Strophe）ふたつから成る。この型の詩節は紀元前 3 世紀の古代ギリシア詩人アスクレピ

アデス（Asklepiades von Samos）に由来するといわれる。この詩型の韻律構造がドイツ語

では音節の強弱によって具現され、韻律論の用語では、強く発音される音節を「揚格」

（Hebung）、弱く発音される音節を「抑格」（Senkung）という。ここでは『わびごと』のド

イツ語テクストについてその詩型を具体的にみるのがよい。なお、韻律構造を明示するた

めに、揚格の上には－を、抑格の上にはÈ を付ける。これに加えて、ここでは独自に揚

格の音節を太字にして、分かりやすくしておくことにする。 

 

 

 

1 行目と 2 行目の最後の音節が、第 1 詩節では抑格なのに、第 2 詩節では揚格と、両詩節

の間でわずかな相違が認められるが、これはこの詩型で伝統的に許容されたヴァリエー

ションだ。アスクレピアデス詩節の韻律形式における弁証法的構造が厳密に具現されてい

るのは第 2 詩節なので、その韻律構造を抑揚の記号によって図式化してみよう。 

 

 
 

1 行目と 2 行目は同一の韻律構造で、詩行の中央に縦線｜を挿入したのは、この前後がと

もに揚格のため、強く発音する音節同士が衝突し、必然的にリズムの流れが途切れるから

である。ここではこの縦線で示された「句切れ」（Zäsur）を中心として厳密に左右対称の
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図式となっている。句切れの左部分をＸ、右部分をＹと名づければ、1 行目と 2 行目はい

ずれも 

 

Ｘ｜Ｙ 

 

と定式化できる。さらに 3 行目と 4 行目を連結した 2 行を合わせてＺ部分と考え、改行の

位置を二重縦線 ||  で示すと、次のような韻律の図式となる。 

 

 
 

四角の枠  で囲った部分は、それぞれ 3 行目に相当する左側がＸと、4 行目となる右側

がＹと同一だ。そして、1 行目と 2 行目における詩行中の句切れが、È － È で置き換え

られている。このＸとＹとの間を埋める部分のうち、3 行目最後の抑格部分を α、揚格と

抑格ひとつずつとからなる 4 行目冒頭部を β とすれば、3 行目と 4 行目を合わせたＺ部分

は 

 

（Ｘ＋α）||（β＋Ｙ） 

 

と定式化できる。ここで、3 行目と 4 行目を連結した韻律図式に示したように、ＸとＹを

独立させれば、その定式は 

 

Ｘ＋（α ||  β）＋Ｙ 

 

と書き換えてもよい。このＺ部分では、本来ならば改行によって詩行中の句切れよりも明

確なリズムの途切れが生じるはずだ。ところが、α || β の部分は抑格で始まり、同じく抑

格で終わるため、Ｘ部の最後とＹ部の先頭にくる揚格同士の衝突を回避して緩衝する機能

をもつ。そのためにＸ部とＹ部とがリズムにおいてなめらかに結合する。1 行目と 2 行目

では対称的韻律構造により相互に対立していたＸ部とＹ部とが、3 行目と 4 行目とから成

るＺ部において、両者の対称性を保持しつつその対立を止揚することで、合一してひとつ

になる。これが、アスクレピアデス詩節の韻律形式における弁証法的構造だ27。 

アスクレピアデス詩節による頌歌『わびごと』の韻律構造は、さらに各語句の配置な

らびにその意味とも緊密に呼応しあっている。そのことは、韻律形式と作品にうたわれた

内容とがともに弁証法の論理によって構築されている点にも窺われる。そこで、さらに立

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
27 アスクレピアデス詩節の第 1 行と第 2 行における左右対称の対立構造について、またそれに対応

する構造が第 3 詩行と第 4 詩行との結合体にも組み込まれていることについては、注 24 に掲げた

Wolfgang Binder: Hölderlins Odenstrophe（とくに S.90f.）の分析がある｡ 
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ち入って愛の逆弁証法の論理、各語句の意味と配語、そして構文と韻律形式のそれぞれが

相互に呼応し合う構造連関を解析するために、まずはすでに解明した韻律構造の枠組みに

詩句をあてはめて、各詩節について韻律形式、ドイツ語原文、その日本語訳を図表化して

みよう。なお、われわれの日本語訳は、すでに語句ごとにドイツ語原語の配語に対応させ

てあったが、さらに語句のなかでも一部の語順を変更して、単語ごとに位置を合わせたほ

うが、位置関係がいっそう明確になるはずだ。 

 

 

 

第 1 詩節でまず注目されるのは、1 行目と 2 行目のＸ部に「あなた」そのものまたはそ

の属性を指す語句が配置されていることだ。1 行目では Heilig Wesen（ハイリヒ ヴェー

ゼン）すなわち「聖なるおんみ」が、2 行目では「あなた」に属する「神々の安らぎ」
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Götterruhe（ゲッタールーエ）と「あなた」を指す dir（ディーア）とが、Ｘ部分の基幹を

なす。Ｘ部が「あなた」の領域とすれば、1 行目のＹ部のほうは、「ぼく」そのものである

ich が配置されているから、「ぼく」の領域だろう。「あなた」の領域と「ぼく」の領域が

それぞれ、左右対称の韻律形式で向かい合ったＸ部とＹ部に割り当てられているのだ。1

行目ではさらに、「ぼく」の行為を表す gestört（ゲシュテールト）がＸ部に侵入して、「あ

なた」の領域を文字どおり「乱し」ているわけだ。しかもこの単語は感嘆符による句切れ

と韻律による詩行中の句切れとに挟まれて、Ｘ部におけるリズムの滑らかな流れを「乱

し」ている 28。語の意味ばかりでなく、その位置も、そしてそのリズムも、「聖なるおん

み」の完全性がここで損なわれていることを具体的に表す。1 行目のＹ部にも「神々の安

らぎ」を修飾する「黄金の」という形容詞が定冠詞つきで入ってくる。この「神々の安ら

ぎ」は「あなた」に備わっているから、それにかかる修飾語句 die goldene（ディー ゴル

デネ）も「あなた」の属性だ。「あなた」を指示する die goldene（ディー ゴルデネ）と

「ぼく」を主語とする動詞 gestört（ゲシュテールト）とがそれぞれ相手の領域に入り込

むことで、互いに愛する相手の中に入り込むという愛の相互行為が語句の位置によって視

覚的に示され、また詩型が音声で造形されているのだから、聴覚的にも聴取できる。 

とくに「黄金の神々の安らぎ」がふたりを結ぶ愛の絆であることを示唆するのが、die 

goldene / Götterruhe（ディー ゴルデネ／ゲッタールーエ）という定冠詞と形容詞と名詞

とからなる構文的にひとまとまりの語句が 1 行目から 2 行目への改行部をまたぐところだ。

このように構文上ないしは意味上のまとまりが韻律の句切れをまたぐ現象を「アンジャン

ブマン」（Enjambement）というが、ここでは、それによって 1 行目のＹ部と 2 行目のＸ部

とが、すなわち「ぼく」の領域と「あなた」の領域とが結合される。しかも、1 行目最後

の音節が通常の揚格ではなく、抑格となることで、2 行目冒頭の揚格との衝突を回避し、

改行箇所でリズムの流れをなめらかにつなぐ。アスクレピアデス詩節の変形によって、韻

律的にもアンジャンブマンの結合機能が補強され、ここに、韻律と構文とがいずれも「あ

なた」と「ぼく」とを結びつける愛の機能を具現している。 

2 行目後半のＹ部は、「ぼく」に属する「生の苦痛」を修飾する定冠詞と比較級形容詞か

らなる語句 der geheimeren（デア ゲハイメレン）すなわち「もっと秘められた」で占め

られている。この「ぼく」の領域から「あなた」の領域であるＸ部を含む 3 行目全体にか

けては「もっと深い生の苦痛」という「ぼく」の属性が埋め尽くす。2 行目最後の音節も

抑格になって、なめらかなリズムの流れで、2 行目Ｙ部と 3 行目Ｘ部をつなぐ。ここで

「ぼく」が「もっと深い生の苦痛」をもって「あなた」の領域を満たせば、「ぼく」の領

域である 4 行目Ｙ部には「あなた」が「あまた学」ぶことによって入ってくる。gelernt

（ゲレルント）の主語は du（ドゥー）だから、それは「あなた」の行為を表す。第 1 詩

節は、ヒュペーリオンのいう「あのひとを満たし、そしてあのひとに満たされていた心」

の構造を各語句の意味と配語、そして構文と韻律形式の組み合わせで視覚的かつ聴覚的に

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
28 動詞 gestört（ゲシュテールト）が韻律を｢乱し｣ていることは、注 24 に掲げた Wolfgang Binder: 

Hölderlins Odenstrophe, S.103 がすでに指摘している。 
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造形し、愛の相互行為における弁証法の論理をいわば幾何学的に図示しているわけだ。 

第 2 詩節 1 行目のＸ部を占める命令形の動詞 Vergiß（フェアギス）と vergib（フェア

ギープ）の意味上の主語は 2 人称単数、すなわち「忘れ」「赦して」あげるのは「あなた」

だ。1 行目Ｙ部と 2 行目Ｘ部はそれぞれ「雲」に喩えられた「ぼく」と「月」に喩えられ

た「あなた」に割り当てられ、2 行目Ｙ部は ich（イッヒ）すなわち「ぼく」が主語とす

る行為を記す。したがって、第 2 詩節は 1 行目も 2 行目も、Ｘ部には「あなた」を指す語

句が、Ｙ部には「ぼく」を指す語句が埋めていることになる。この配語構造は、第 1 詩節

で「あなた」を指示する語句と「ぼく」を指示する語句とが相互に相手の領域に入り込ん

でいたのと対称的だ。 

第 1 詩節が愛の相互行為における合一を造形していたのに対して、第 2 詩節は「あな

た」と「ぼく」の分離を造形しているのだ。しかも今度は 1 行目末と 2 行目末の音節がど

ちらも揚格となって、改行の句切りを韻律的にも明示することで、Ｘ部とＹ部との、「あ

なた」と「ぼく」との分離が造形される。さらに、3 行目と 4 行目ではＸ部だけでなくＹ

部も含むＺ部全体が「あなた」を叙述する語句で埋まっている。これは、「ぼく」が 2 行

目Ｙ部を最後に「過ぎ去って」しまったあとで、完全性を回復して自足する「あなた」を

表す。ただ、例外的に 2 行目では「ぼく」の領域であるＹ部の最後に「あなた」そのもの

を指す人称代名詞 du（ドゥー）が配置され、「あなた」と「ぼく」との分離が領域的に不

十分となっている。それに呼応して 2 行目から 3 行目への移行はアンジャンブマン、すな

わち詩行のまたがりでリズムの途切れも弱まっている。Ｙ部に残存するわずか 1 音節の単

語 du（ドゥー）に、別れを決意しながらも、なお「ぼく」のなかに残る「あなた」への

愛の思いが暗示されると同時に、「ぼく」が自ら身を引くことによって、「おだやか」に

「あなた」の完全性が回復される様子をアンジャンブマンの滑らかなリズムによって聴覚

的に描いている。したがって、一見したところ詩の造形の整合性を乱すと思われるこうし

た例外的要素も、実はさらに上位の整合性を構成するために決定的な機能を果たしている

というべきだろう。 

このように、頌歌『わびごと』においては、第 1 詩節の合一から第 2 詩節の分離へと進

む愛の逆弁証法が、各語句の意味と配語、そして構文と韻律形式による構造体として造形

されている。そして、この頌歌の構造体はＸＹＺの 3 領域からなるアスクレピアデス詩節

をふたつ上下に並べたいわば幾何学的図形をなし、その中を「あなた」を指す語句と「ぼ

く」を指す語句とが、愛の逆弁証法の論理にしたがって運動しているのだ。最後にこの幾

何学的図形の骨格を図示してみよう。なお、「あなた」を指示する語句の位置は白ヌキと

し、「ぼく」を指示する語句が占めるところには網掛けをする。また、破線は行末の抑格

によるリズムのなめらかな改行の箇所を示す。 
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「幾何学」はドイツ語で Geometrie（ゲオメトリー）という。Geo-（ゲオ）は、古代

ギリシア語に由来し「大地」を意味する。また、 -metrie（メトリー）は、同じく｢尺

度｣を意味し、ドイツ語の Meter（メーター）すなわち｢メートル｣と語源を同じくする。

そして、詩の韻律を数える「韻律論」はドイツ語では Metrik（メトリク）といい、こ

れも -metrie（メトリー）と同語源だ。そもそも「幾何学」は、古代エジプトにおいて

ナイル河が氾濫したあとで土地を再配分するための測量術に由来するといわれる。わ

れわれは、ヘルダーリンの詩『わびごと』について、「あなた」と「ぼく」それぞれの

韻律的領域を測量し、各行にわたってその領域の変化する運動を解析したのだから、

「幾何学」の原義を思えば、これを｢詩の幾何学｣と称してもよいはずだ。  

 

 

5. 「詩作」と「思索」 ―ヘルダーリンとカントとハイデガー 
 

そもそも詩人は、ことばを素材とした芸術作品の制作が任務とはいえ、意図してここ

まで厳密にことばを並べて作品を構築できるものなのだろうか。確かに、ヘルダーリンの

残した手稿に窺われる詩作の過程をみると、詩人が配語や主要語句の作品内での幾何学的

配置を考えて詩作していた気配はある。残念ながら、われわれの頌歌『わびごと』につい

ては、ヘルダーリン自筆の手稿は紛失しており、その制作過程を知るすべもない。また、

この作品の意図に関する詩人自身の証言が残されているわけでもない。したがって、われ

われがこの作品において解析したあの愛の逆弁証法の論理構造や幾何学的図形も、詩人の

意図に基づくかどうかは確認できない。 

しかしながら、テクストについて分析しその意味を解明し論じる営みがテクスト解釈
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だとすれば、そこで、認識されるテクストの相貌と内実は、必ずしもテクストの原作者が

意図したそれと一致するとはかぎらない。いやむしろ両者は絶対に一致しえない。解釈者

が原作者と同一の視角から、同一の関心をもって作品に向かうことはありえないし、そう

しようと思っても、それは不可能だからだ。これは、かつてガーダマーの『真理と方法』

（„Wahrheit und Methode“, 1960）で展開された解釈学の理論においても、「別様な理解」

（anders versehen）の必然性として認識されていたことだ29。それにもかかわらず原作者の

意図したところをテクストから読み取ろうとすること、テクストの意味をではなく、テク

ストにおける原作者の意図を認識の対象とすることも、最終的にその目的を達成できるか

否かは別として、テクストを研究するひとつの可能性ではある。このような研究にこそ、

そして、しばしばそれに限ってのみ学問性を認めようとするとき、そこには、特殊な真理

概念が基準となっている。原作者の意図に還元すること、原作者の意図と解釈された意味

との一致に解釈の正しさの保証を求めること－このような文献学的実証主義とでもいう

べき立場には、カントがその『純粋理性批判』にいう「認識とその対象との一致」

（Übereinstimmung einer Erkenntnis mit ihrem Gegenstande）を基準とする近代的真理概念が、

暗黙のうちに前提されているのだ。けだし、『純粋理性批判』には次のように記されてい

る。 

 

Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntnis 

mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt, und vorausgesetzt […].30 

真理とは何か
．．．．．．

。真理の名称の説明、真理とはすなわち認識とその対象との一致であるという

のが、ここでは与件であり、前提である［…］。 

 

ところが、原作者の意図と解釈された意味との一致を解釈の目標とすることは、テク

スト解釈のきわめて特殊なひとつの可能性にすぎないのであって、テクストの意味すると

ころは、原作者の意図した意味に限定されるわけではない。それどころか、原作者が意図

したかもしれない意味とは相容れない意味になることもある。テクストの解釈にあたって

は、原作者の意図の解明に縛られる必要はなく、むしろ原作者が思いもよらなかったかも

しれない意味を発見してゆくことに、解釈の意義と創造性を認めることもできるだろう。 

このように文献学的実証主義がテクスト解釈の唯一の方法論的可能性ではないとすれ

ば、ヘルダーリンの作品テクストにおけるディオティーマも、歴史上にかつて存在したズ

ゼッテ・ゴンタルト夫人に還元する必要はない。ヘルダーリンにおけるディオティーマを

ズゼッテに重ね合わせる習慣はあらためられねばならないとの指摘もある 31。ヘルダーリ

ンの抱いたズゼッテ像が作品におけるディオティーマ像を構成する要素のひとつとして作

品の解釈に反映されることは排除される必要もないが、また、作品の解釈がそのズゼッテ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
29 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, S. 280. 
30 Kant: Kritik der reinen Vernunft, A58/B82. 
31 注 18 に記した Gaier: Diotima, eine synkretistische Gestalt はその主旨（S. 144）で、ヘルダーリンに
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像に縛られる必要もない。ディオティーマはあくまでも作品テクストの一部だから、ディ

オティーマにおいてズゼッテはテクスト化されているわけだ。それどころか、ディオ

ティーマはズゼッテとは無関係といってもいいかもしれない。したがってテクストとして

のズゼッテは、作品テクストに語られた事象が実証主義的意味での歴史的事実と異なるの

と少なくとも同程度の意味で、歴史上のズゼッテとは異なる。 

頌歌『わびごと』を解明するにあたって、われわれは、ヘルダーリンとズゼッテとの

愛と別れという歴史上の事件を念頭においていた。それが、作品テクストにおける「あな

た」を「ぼく」が愛する女性として解釈する土壌だった。しかし、テクスト自体には「あ

なた」すなわち du（ドゥー）とあるだけで、この 2 人称の人称代名詞はそもそも女性を

指すと決まっているわけではない。それは男性を指すことも可能なのだ。ドイツ語の 1 人

称代名詞 ich（イッヒ）も同様だ。それを男性のみを指す日本語代名詞「ぼく」で訳せた

のは、ズゼッテを愛したはずのヘルダーリンがこの作品の原作者であることを念頭に置い

ていたからだ。ここには抒情詩における 1 人称代名詞は詩人を指すのが通例という文学的

伝統の裏付けもある。テクスト化された詩人を指す人称代名詞 ich（イッヒ）の解釈も歴

史上の人物であるヘルダーリンに依拠していたのは確かだ。とはいえ、われわれが頌歌

『わびごと』を解析するにあたって、テクストの意味を歴史的事実へと還元することを目

的としたわけではない。このような文献学的実証主義は、個別の歴史的事象が芸術作品に

おけるテクスト化によって一般化された過程を、ふたたびもとの個別事象へと特殊化する

といえば分かりやすいだろうか。これに対して、われわれは、歴史的事象に関する伝記的

情報をテクスト解析のためのひとつの手がかりにして、テクスト本体における各語句の意

味と配語、そして構文と韻律形式によって構成された意味複合体を解析した、いいかえれ

ば発見したのだ。 

それでは、われわれが試みたテクスト解析の正しさ、あるいは解釈の真理性を保証す

る基準は何だろうか。それは、頌歌『わびごと』の原作者ヘルダーリンが意図した意味と

の一致ではなく、テクストにおいて解析された事象の総体としての意味複合体が示す整合

性というべきだろう。テクスト解析は、テクストにたとえ整合性を乱す矛盾要素があった

としても、そこに矛盾としての意味を見いだすことによって、意味複合体に組み込む。そ

こでは矛盾が止揚され新たな整合性が生まれる。それは『わびごと』の第 2 詩節 2 行目末

尾の 2 人称代名詞 du（ドゥー）と 2 行目から 3 行目への移行のリズムの例に見たとおり

だ。意味複合体としてのテクストが示すこのように開かれた整合性は、テクスト解析が明

らかにする意味的無矛盾性といってもよい。ヘルダーリンの『アンティゴネーへの注解』

にいう「詩的論理学」もこのことを示唆しているのだろう。 

カントの『純粋理性批判』が「認識とその対象との一致」と並ぶもうひとつの真理の

基準、すなわちあの「真理の少なくとも消極的な試金石」（der wenigstens negative Probier-

stein der Wahrheit）を挙げて、真理の認識における「一般論理学」の役割を説明している

                                                                                                                                                                   
おけるディオティーマ像の多様な要素を分析している｡ 
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ことは、すでに本論はじめに確認した。そこで引用した箇所の少し前には、次のような一

節もある。 

 

Also ist das bloß logische Kriterium der Wahrheit, nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntnis mit 

den allgemeinen und formalen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft zwar die conditio sine qua non, 

mithin die negative Bedingung aller Wahrheit […].32 

だから真理に関する論理的にすぎない基準、すなわち悟性ならびに理性の一般的そして形式

的法則と認識との一致はたしかにあらゆる真理の不可欠条件であり、したがって消極的な条

件である。 

 

ここでいう「悟性ならびに理性の一般的そして形式的法則と認識との一致」は、簡単に

いえば論理的無矛盾性だ。そして、この論理的無矛盾性はテクスト解析の妥当性の基準と

しての意味的無矛盾性の一部をなすが、意味的無矛盾性ないしは意味的整合性は論理的無

矛盾性に尽きるわけではない―こうした洞察に基づくのが、ヘルダーリンの『アンティ

ゴネーへの注解』にいう「詩的論理学」にほかならない。そこには、「哲学が扱うのは、

魂の能力のひとつにすぎず、このただひとつの能力を記述すれば全体を示したことになり、

論理といわれるのもこのただひとつの能力における各部
．．

の連関にすぎない。これに対して

詩は人間のさまざまな能力を扱う」33と記されていた。 

ヘルダーリンの頌歌『わびごと』について「愛の逆弁証法」として解明してきたの

は、その「詩的論理」にほかならない。詩は言語の意味ばかりでなく、他のさまざま

な機能を動員する。たとえば、言葉が喚起する形象あるいはイメージとその組み合わ

せ、修辞のさまざまな形態や語句の文法的機能と配置、さらには韻律とリズム、子音

の響きに母音の音色などの音声的機能もある。もちろん言語の概念的そして論理的機

能も無視できない。そして『わびごと』において顕著なのが、詩の幾何学的構造だ。

そこには、言葉の意味が喚起する内面的表象だけでなく、物理的意味で視覚的また聴

覚的機能も働いている。「詩の幾何学」も「詩的論理学」の構成要素にほかならない。

「詩は人間のさまざまな能力を扱う」とヘルダーリンがいうのは、こうしたことだろう。 

そのような詩のテクストは作者である詩人の意図する意味とは異なる意味を喚起す

るのであるから、詩の言語は詩人が考えたことや感じたことを表現する道具として利

用されているのではない。むしろ「詩作」はすぐれて「言語が人間を通じて語る語り」

（das […] Sprechen, das die Sprache durch den Menschen spricht）34であるというべきなのだ。

そして、ハイデガーの「思索」（Denken）もこうした「詩作」（Dichten）に寄り添いつつ

「一般的論理 」 （ allgemeine Logik ）とは別の「論理 」 （ Logik ）をもって「考える 」

（denken）試みなのかもしれない。そうだとすれば、ハイデガー自身がその「思索」に

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
32 Kant: Kritik der reinen Vernunft, A59f./B84. 
33 上記の注 10 を付した引用文の一部。 
34 Heidegger (wie Anm. 7), S. 87. 
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おいて、詩のほとんど内容的な意味を解明することによってしか、「詩作」に呼応して

いないのは惜しまれてしかるべきだ。「言語が語る」とき、内容的意味を理解する

「能力」（Vermögen）以外にも「人間のさまざまな能力」（die verschiedenen Vermögen des 

Menschen）35が求められるというのは、ほかならぬヘルダーリンの、ハイデガーが自ら

の「思索」において、その「詩作」に呼応しようとした詩人の指摘だからだ。少なく

とも、われわれが『わびごと』で試みたように、「詩的論理」の解明を通じて「詩作」

に寄り添うことで、われわれがモットーに掲げた「人間は言語の語る通りに語る。言

語が語るのだ」36という箴言ともいうべき含蓄ある言葉も、ハイデガーの『思索とは何

か』における次の命題とともに、おのずと理解できるのではないだろうか。  

 

Dichten und Denken benutzen nie erst die Sprache, um sich mit ihrer Hilfe auszusprechen, sondern 

Dichten und Denken sind in sich das anfängliche, wesenhafte und darum zugleich letzte Sprechen, 

das die Sprache durch den Menschen spricht.37 

詩作と思索は決して、それらが言語の助けで自分の思いを発言するためにはじめて言語を

使うのではない。そうではなく、詩作と思索は言語が人間を通じて語る語り、それ自体が

原初的で本質的、そしてそれゆえに同時に究極的な語りなのである。  

 

Teruaki Takahashi 
Poesie und Philosophie oder Dichten und Denken bei Hölderlin 

― Überlegungen anhand der Ode „Abbitte“ 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
35 上記の注 10 を付した『アンティゴネーへの注解』からの引用を参照。 
36 出典は上記の注 1 を参照。 
37 上記の注 34 に出典を記した語句で終わる一節。 


