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作品という概念

ｌシュタイガーの﹁作品解釈﹂およびイーザーの﹁作用美学﹂を批判しつつＩ

合澤

の周辺の諸事象にすぎない︒本来の研究対象である﹁作品そのもの﹂

を正面から論じる真の文学研究が確立されねばならない︑と︒しか

であること︑つまり︑やはりひとつの観念にすぎないとい︑うことで

とは︑そこにいわれる現実もまた誰かによって捉えられた〃現実″

観念を去って現実に就くべきことが求められる︒しかし厄介なこ

しても︑それはいかなる意味でも批評ではないであろう︒彼の作品

受けとって︑そのレヴェルで﹁作品解釈﹂を批難したり称揚したり

ことである︒シュタイガーの主張を文字通りの素朴な意味において

﹁作品そのもの﹂︑つまり彼の作品概念命①唇壷︶にすぎないという

し問題は︑その﹁作品そのもの﹂もシュタイガーが捉えた︵冨嘱呈呂︶

て無気力な懐疑のうちにとどまろうというのではない︒みずからが

ある︒しかしそれだからといって︑すべては観念にすぎないと称し

ある︒同じことを別な角度からみることになるが︑シュタイガーは︑

理論を去って作品へ︑というこの主張もまた文学研究についての彼

印象が開示するもの﹂にまつすぐに赴くべきことをいう︒しかし︑

ハイデッガーが解明した現存在の循環構造を引き合いに出しなが

文学に関しても事情はもちろん異ならない︒たとえばエーミー

の捉え方︑つまりひとつの理論にほかならない︒たとえどんなに苛

それをより発潮たるものとして捉えかえしてゆくこと︑これだけが

ル・シュタイガーは次のよ︑フにい︑フ︒実証的史学的分析をこととす

立しくてもこのことは否定しえない︒これは理論として批判され︑フ

ら︑既成の研究方法や理論を捨てて﹁作品そのもの﹂に︑﹁直接的な

るものですれ︑精神史的観点から考察するものであれ︑これまでの
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文学研究が問題にしてきたのは実はこれに固有の対象ではなく︑そ

大切だとい︑うことである︒

捉えた現実を︑まさしくみずからが捉えた現実として正しく自覚し︑

概念をそれとして検討することがまずなされなければならないので
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従って問題は︑﹁作品そのもの﹂という語のもとにいかなる事柄が

理解されるべきか︑ということであるのだが︑奇妙なことに︑シュ

るし︑また批判されなければならないのである︒
われわれは次に︵第一章︶︑第二次大戦後の西ドイツを中心に隆盛を

のマニフェストと称される論文・﹃文学研究の課題と対象について﹄

タイガーはこれを積極的に明らかにしよ︑フとはしない︒﹁作品解釈﹂

にしてオメガである言葉﹂とい︑フふうに言いかえられるのみで︑そ

においても︑﹁詩人の言葉そのもの︑この学問︵文学研究︶のアルファ

︵１︶

て︑ハイデッガーの現存在の解釈学とのかかわりで論ずる︒そして

きわめたシュタイガーの﹁作品解釈﹂理論を︑彼自身の指示に従っ
続けて︵第二章︶︑これを理論的に追い抜いたと称される現代の有力

の内実は一向に明らかにされない︒それに立ちかえるべきことだけ

イーザーの指示に従って後期フッサールの基本概念・﹁生活世界﹂と

行へとシュタイガーは去ってしま︑フのである︒﹁結局のところ子供の

さわしくない次のよ﹃フな言葉で議論を打ち切って︑﹁作品解釈﹂の実

がくりかえし説かれるのである︒そしてこの種の論文にはおよそふ

︵３︶

ぱらその文学テキストの概念に定位して批判する︒この場合には︑

な文学研究理論・ヴォルフガング・イーザーの﹁作用美学﹂をもっ

の関連で︒そして最後に︵第三章︶︑以上の批判を通していわばネガ

名前などはどうでもいい︒健康でありさえすれば満足しよう﹂︒

︵４︶

にかえてとりあえず示すことに努める︒

ティヴな仕方でかすかながら姿を現わしてくる作品の概念を︑結び

われわれははなはだ当惑せざるをえない︒これまでの文学研究の

Ｗ・シェーラーの三つの概念︵﹁体験したもの﹂・﹁習得したもの﹂・

きかとい︑フ問題を︑まるで﹁どうでもいい﹂ことのよ﹄フに扱うので

く︒しかし他方においては︑それがいかなる事柄として解されるべ

文学研究はこれに還帰しなければならないとパテーティシュに説

みずからの新しい理解を﹁作品そのもの﹂として提示する︒そして

前提になっている常識的な作品概念に異を唱えて︑シュタイガーは

﹁相続したもの﹂︶のもとで進められる実証主義的な文学研究をシュ

第一章

タイガーは批判して︑文学研究はそのアウトノミーを失って︑心理
学やその他の諸学科に仕えている︑とい︑フ︒しかしこの言葉の意味

を︑他方において︑誰でもがすでに知っているいわゆる作品である

ある︒あるいは︑みずからが積極的に示そうとする﹁作品そのもの﹂

︵２︶

は︑これらの文学研究が文学作品を対象にすることをやめて︑別の

社会的諸事象を切り捨ててしまった︑というふうな批評や批難がい

の対象をあまりに狭く限ってしまったとか︑作品の〃外″の歴史的

つまでもくりかえされているが︑このことは直接には︑シュタイガー

かのように扱︑フ︒シュタイガーの作品〃内在的″研究は︑文学研究

思想・体験や環境の方から解明しようという行き方にシュタイガー

の右でみたよ︑フな暖昧な論述とかかわりがあると思われる︒だが今

何かを論じているとい︑うことではない︒そうではなくて︑文学作品

は異議を申し立てているのである︒要するに︑実証主義的な作品概

を︑いわゆる作者に関するリアルな諸事実の方から︑つまり心理や

念に対しておのれの﹁作品そのもの﹂を対抗させているのである︒
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はこれを別な問題としなければならない︒
こと︑これがすべての文学研究の本来の目標である﹂︒同じ論文には

わらず︑われわれは文学といわれる事柄について既に何らかの理解

閉じこめられているからではなかったか？好むと好まざるとにかか

られなかったのは︑それらが自覚することなく偏った理解のうちに

文学研究の常識に対抗して﹁作品そのもの﹂へ︑と強調せずにはい

またこのよ︑フな言葉がある︒この﹁捉えかえす﹂といわれる部分に

る︒そのよ︑フなわれわれが素朴にテキストに向うときのその一直接

をもってしまっている︒その意味で︑先入見のもとにさらされてい

︵５︶

﹁われわれの心を捉える百四豊呂︶ものを捉えかえす︵冨喝の房巳

特に注目して論文を読みなおしてみると︑右のわれわれの批判は少
るもの﹂︑﹁直接的な印象が開示するもの﹂︑つまりそのかぎりて未規

的な印象﹂が︑﹁漠然たる感じ﹂が何らかの意味での学問的研究の出

︵６︶

し修正されなければならないと思われてくる︒﹁われわれの心を捉え

ロセスがあるよミフに思われるが︑研究ということをまじめに考える

のならば︑これを断ち切って︑もっと確かなものに基礎を求めるべ

発点になるのである︑フか？また︑ここには循環のごとき不合理なプ

の論文・﹃詩学の根本概念﹄ではそのことがより明瞭にいわれてい

きではなかろ書フか？それとも︑﹁捉えかえす︵言四①房己﹂と彼がい

定的で漠然とした何かをあらためて﹁捉えかえし言①喪豊ｇ︶﹂てい

る︒﹁・⁝：︵テキストについての︶この感じから出発するほかに術は

き︑何か特別な事柄が語られているのであろうか？

うとき︑また﹁厳密な概念︵団品凰ｓへともたらしてゆく﹂というと

くこと︑これこそが文学研究であるとシュタイガーはい︑フ︒少し後

ない︒私自身にとっても未だおぼろな漠然とした予感のごときこの
てみると︑シュタイガーの作品概念の暖昧さは︑ある意味で彼が積

において︑しかも﹃存在と時間﹄におけるハイデッガーとほとんど

その通りであると答える︒同じところで彼は︑ハィデッガーを念頭

われわれのこの最後の疑問に対して︑シュタイガーははっきりと︑

︵７︶

感じを純化し︑厳密な概念命品凰ｓへともたらしてゆく﹂︒こうし
極的に選んだものであることがわかる︒作品の概念をあらかじめ確

同じ用語法でい︑フ︒﹁エクスプリシットに了解しよ﹃７とする者は︑い

定することなくテキストに素朴な態度で向い︑そのときの漠然とし
た﹁感じ﹂を明瞭なものにしてゆくこと︑これこそ文学研究なのだ

つも既に漠然とながら了解してしまっていなければならない﹂︒ま

別の角度からひとつの疑問が生じてくるのを禁じえない︒前もって

われわれにもそれなりによく理解できる主張であるが︑同時に︑

ものである︒この循環は避けられない︒だから︑むしろこの中へと

人間の認識というものはすべて例外なく循環的な仕方で進んでゆく

︑フに述られている︒ハイデッガーの存在論から学んだのであるが︑

た︑最も名高い理論的な著作・﹁解釈の技法﹂においてはほぼ次のょ

︵８︶

とい︑フのである︒

概念を形成しないとい︑うことが︑ただちに︑いかなる概念からも自

正しく入り込んでゆくことにこそ努めなければならない︑と︒

一一一

われわれの関心に従って要約すると︑シュタイガーのいうのはこ

︵９︶

由であるということを意味するだろうか？かえってそれは︑常識的
まっていることではあるまいか？また︑シュタイガー自身が従来の

なものになっている既成の考え方のもとに自覚することなくとど
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たうえで︑具体的な研究を開始するのはひとつの独断的な態度であ

うである︒研究対象である文学作品が何であるかを概念的に規定し

が存在するということそのこと自体のうちに︑世界とその諸々の存

に世界ｌ内Ｉ存在であることである︒くだいていいかえれば︑人間

るのだ︒ハイデッガーが示したことは︑まず︑人間存在とは本質的

によるハイデッガーの援用が不都合であることをかえって示してい
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る︒ハイデッガーが教えるように︑いかなる認識も︑いかなる概念

在者がそこで漠然とながら開示され︵閏胃三．閉ｇ︶ていることが︑つ

まり了解されていることがすでに含まれてしまっているということ

のである︒そのプロセスを飛び越えて︑いきなり概念宙①喝獣与を云

云することはできない︒テキストについてのおぼろな﹁感じ﹂から

である︒従ってまた認識もしくは解釈は全くの白紙の状態から始ま

釈の循環がいかなることであるかを見ていかなければならない︒だ

れわれは次に︑シュタイガーの指示に従ってハイデッガーのい︑フ解

の概念から︑捉えることに︑つまり解釈に移されたにすぎない︒わ

しかし︑あの疑問は解決されたのではない︒ただその重点が作品

りもなおさず解釈の循環なのであるが︑ハイデッガーは更に︑この

て含垣取り出すこと︑このとしてという構造︵シ厨Ｉ聾冒再昌︶がと

ら既に知られている何かを︑分節化しつつはっきりと或るものとし

における現存在の分析論で明らかにしているのである︒漠然となが

れる事柄にほかならない︒このことをハイデッガーは﹃存在と時間﹄

ている何かを︑殊更に或るものとして際立たせることが解釈と称さ

︵皿︶

出発するほかない︑というよりは︑むしろこれから出発すべきなの

るのではない︒未だ分節化されてはいないけれども既に開示され

が︑その前にふたたび注意しておかなければならないことは︑シュ

構造が了解ｌ解釈にそなわる﹁アープリオーリＩ﹂であることも

ない︒たとえそ︑フしたところで︑それはおのれが捉えたかぎりでの

れハイデッガーをそのままおのれの主張の保証人にすることはでき

ろんこのことはわれわれ自身についてもそのまま妥当する︒誰であ

く︑それについてのシュタイガーの理解であるということだ︒もち

もアープリオーリＩに循環的であらざるをえないからである︒ハイ

所の︑うちに数え入れることはできない︒不都合な解釈も誤った認識

るはずである︒いかなる解釈も循環的であること自体をおのれの長

いっている︒このことはわれわれの問題にとって次のことを意味す

はない︒ハイデッガーによると︑積極的な意味での学問的解釈は︑

しかしこのことは認識もしくは解釈の相対主義に道を開くもので

ればならない︒

権化するものではなく︑かえってそれを解体するものといわれなけ

デッガーによる循環構造の解明は︑循環的であると称する解釈を特

しかしほかでもなく︑彼が指摘したまさにそのことが︑シュタイガー

た︑というシュタイガーの指摘はそのかぎりで正当なものである︒

的なプロセスをたどるものであることをハイデッガーが明らかにし

右のことを自覚した︑うえでいうのであるが︑いかなる認識も循環

ハイデッガーであることを否定することはできないのである︒

︵吃︶

の解釈は︑いうまでもなくハイデッガーの解釈概念そのものではな

タイガーが﹁作品解釈﹂の理論的根拠とするところのハイデッガー

︵︑︶

である︑と︒

も︑漠然たる先行的な了解を解釈しつつ捉えかえし︵富噴豊ｇ︶たも

四
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るものなのである︒客観的な認識と称されているものをも含めて︑

むしろ循環のアープリオーリーな性格を明らかにしてこそ可能にな

を確かなものにしてゆくことである﹂︒

れらを事象そのものの方から仕上げてゆくことによって学問的主題

ときどきの思いつきや通俗的概念から与えてもら︑フのではなく︑そ

ころに従って大まかにいえば︑表明的な︑もしくは自覚的な解釈を基

引用文中の三つの先言日︶とは︑その少し前で論じられていると

︵過︶

一切の解釈が︑それに先んじて開示されているところの何らかの了

以外ではありえないこと︑この事実を明らかに見た者だけが循環に

解に規定されていること︑たとえそれを否認しようとも事実はそれ

デッガーがここで強調しているのは︑これらを思いつきや通念の支

礎づけ主導する了解の契機が三つに分節化されたものである︒ハィ

配に委ねてはならないこと︑これら三つを﹁事象そのものの方から

正しく対処しうるであろう︒すなわちその者だけが︑﹁決定的に大切

で入ってゆくことである﹂︵傍点引用者︶ことを自覚するはずなの

︵過︶

なことはこの循環から出ることではなく︑このうちに正しい仕方

というのも︑作品解釈の﹁技法声匡易己﹂の積極的な可能性はほかで

で﹂とい︑うことに関して彼は何を具体的に示しているであろうか？

て引用しているのをわれわれは既にみているが︑この﹁正しい仕方

右のハイデッガーの言葉をシュタイガーが﹃解釈の技法﹄におい

てゆくのであるが︑その意味でこれは不断に錯誤の危険性に曝され

日の言目哩によって規定されながら︑そこから何らかの認識を獲得し

も︑検討されていない先行的︵ぐ○﹃︶な了解︑つまり先入見︵ぐ︒﹃︲

ことはできない︒しかし確かなのは次のことである︒いかなる解釈

の﹂がいかなる事柄であるかを︑いまわれわれは正確にいい当てる

取ることができるということである︒ここにいわれる﹁事象そのも

仕上げてゆく﹂場合にだけ︑循環のうちから積極的な可能性を掴み

もなくこの点にあるはずだからである︒それを検討するに先だって︑

である︒

﹃文学研究の課題と対象について﹄においてシュタイガーが引用し

が︑その際に解釈が不断に目を留めていなければならない否定的で

ている︒学問的解釈は自覚的・反省的にこれに抗して進むのである

︵Ｍ︶

ている﹃存在と時間﹄のひとつのパッセージの全体を見ておこうと

やや具体的に述べている件りであるが︑シュタイガーはこれを例の

要するに︑﹁正しい仕方で﹂循環のうちに入る︑といわれたことを

肉な批判になっているからである︒

﹁この循環を悪シキモノヘと︑またやむをえぬものとして我慢さ

論文の末尾に近いところで引用している︒前後の文章との対比にお

積極的な契機が﹁事象そのもの﹂と名づけられている︒

思う︒われわれのみるところ︑それ自体が引用者の意図に対する皮

れる循環へと下落させてはならない︒このなかには最も根源的な認

の註解も与えない︒そのかわりに︑﹁事象そのものの方から／・﹂と感

いて際立って晦渋なものにみえるのであるが︑彼はこれにひとこと

嘆符をつけてくりかえし︑﹁さあ︑われわれも仕事にとりかかろう︒

が正しい仕方で掴み取られるのは︑解釈の最初にして最後のまた不
断の課題を解釈自身が了解している場合にかぎられる︒そしてこの

識の積極的な可能性がかくされている︒とはいっても︑この可能性

課題とは︑先視・先持・先握︵ぐ日冨言ゞぐ◎厨旨三︾く日四一ｓをその

作品とい︑７概念︵合澤賢︶
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︵随︶

この道がどこに通じているのか︑などとくよくよ気にせずに﹂︑と
いって﹁作品﹂の研究へと去ってしまう︒シュタイガーがハイデッガ

ーの右の言葉において解する﹁事象そのもの﹂とは︑実は彼の﹁作
品そのもの﹂にほかならないのである︒

すでに論じたことを繰り返しつつ進めるが︑文学作品が何である
かについてたとえ漠然とではあってもわれわれは皆すでに知ってい

る︒研究者である者も︑そうでない者も︒その理解内容には相互に
へだたりがある︑フとも︑それぞれはみずからの理解を自明なものと
している︒だからとりたてて作品が何であるかを問︑うことがないま

まに︑その理解に基いて個々のテキストを研究したり︑論じたりし
ている︒シュタイガーが﹁作品そのもの﹂へ︑と熱ぽく語ったのは︑

文学研究のレヴェルにおけるこうした常識︑いいかえれば文学研究
が自明の前提としている文学作品の概念を突き崩すためにほかなら
ない︒その場合に︑﹁作品そのもの﹂をいかに強調したところで無意

味である︒というのも︑シュタイガーが批判する従来の文学研究も
またそれなりの﹁作品そのもの﹂を自明なものとしているからであ
る︒だからシュタイガーは作品の概念にではなく︑﹁直接的な印象﹂
もしくは﹁漠然たる感じ﹂に還帰すべし︑という︒そ︑フしたものは
それ自体としてはなるほど概念ではない︒しかし︑﹁印象﹂そのもの︑

﹁感じ﹂そのものはいかなる意味でも文学研究ではない︒研究とは
それを捉えかえして言の噴呈ｇ︶ゆく営みである︒そこでわれわれの

シュタイガーに対する疑問はこうであった︒新しい作品概念を未だ
獲得していないわれわれがみずからの素朴な﹁感じ﹂を解釈してゆ
くとは︑とりもなおさず︑自分にとって自明なものである既成の文

一ハ

学概念によって歪めて解釈してゆくことにならないのか︑つまり悪

循環ではないのか？この疑問に対して︑シュタイガーは次のように

積極的な可能性はむしろ循環のうちに﹁正しい仕方で﹂入ってゆく

答える︒いかなる解釈も循環的であることをまぬがれえない︒その

ことによって保証される︑と︒そして右にみた﹃存在と時間﹄の一

節を引用する︒解釈は本質的に循環的であるから︑﹁思いつき﹂や﹁通

俗概念﹂に支配される危険性にいつも晒されている︒積極的な解釈

はこれに抗して︑﹁事象そのもの﹂の方から歩を進めなければならな

い︑とそこではいわれていた︒われわれの脇におちないのは︑シュ

タイガーがその﹁事象そのもの﹂をいとも無雑作に彼の﹁作品その

もの﹂と等置することである︒これが︑テキストにいわば手ぶらで

らば︑それは﹁事象そのもの﹂でないばかりか︑かえってこれによっ

臨むわれわれの素朴な﹁感じ﹂や﹁直接的な印象﹂のことであるな

て検討されるべき﹁思いつき﹂や﹁通俗的概念﹂に近いものではな
かろ︑フか︒

﹁作品解釈﹂をひとつの理論として批判するならば︑われわれは

右のよ︑フな結論に行きつかざるをえない︒しかしシュタイガーのい

お︑フとすることはもしかしたらもっと別なのかも知れない︒そのよ

が何であるか︑解釈がいかにあるべきかを理論的に論じても仕方が

言うに理詰めに窮屈に考えることが文学研究には不都合なのだ︒作品

ない︒分かる者にはちゃんと分かっているのだ︒もしかしたらこの

ょ︑フにい︑フのである︑フか？一方においてハイデッガーの解釈学を論

いることも事実なのである︒﹃解釈の技法﹄において︑すでにみたハイ

じながら︑他方においてはこのよ︑フな疑いを許すよ︑フな記述をして
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︵Ⅳ︶

デッガーヘの言及につづけて︑﹁では文学研究における解釈学的循環
はどのよ︑フに遂行されるか﹂︑と問︑うて例えば次のよ︑フにい︑フ︒ある

詩作品を研究対象に選ぶのは﹁それが好きだからである︒それが私
﹁きわめて主観的なこの感じが科学的研究の基礎である﹂と称し︑

に語りかける︒この出合いを信じてそれを敢て解釈する﹂︒そして

の対象を方法を講ずることによって︑純粋に︑つまり客観的に認識

性の立場において可能なかぎり克服して︑それ自体としてあるはず

数学的物理学を代表とする近代科学の理想は︑主観的な偏向を理

第二章

更に言︑フ︒﹁われわれの学問︵科学︶がこの感じに︑つまり詩文学へ

することである︒とすれば︑たとえば芸術経験・宗教的な経験をは

︵蛆︶

の直接的なセンスに基くとい︑うこと︑このことが第一に意味するの

るいは少くとも︑無雑作にはこれに組み入れられないこと︑このこ

じめとする多くの事象が科学の理想の支配領域に属さないこと︑あ

とはまた他面の事実なのである︒それらは科学的な研究にとっての

︵四︶

は︑誰でも彼でもが文学史家になれるものではないということだ︒
次章で論じることであるが︑テキストが語りかけてくる︑とい︑フ

︵別︶

才能が要求される⁝⁝豊かな感受性に富んだ心が求められる⁝⁝﹂︒

純粋な対象ではない・何らかの意味で研究対象になりうるとしても︑

いが︑シュタイガーなり︑ハイデッガーなりの一群のテキストが何

結局は︑研究主体のあり方がそれを対象としていわば呼びよせてい

らかの意味での対象として今ここにある︒しかし︑理性的な研究主

言い方に疑問があるわけではない︒われわれが問題にせざるをえな

いうこと︑学問がそれである所以を﹁才能﹂や﹁感受性に富んだ心﹂

体であるわれわれが合理的な根拠からして対象としたのではない︒

るのだ︒目下のわれわれの場合を具体的に考えてみれば分かりやす

の︑うちに求めることができるか︑とい︑うことである︒シュタイガー

﹁きわめて主観的なもの﹂の︑うえに基礎づけることができるか︑と

であれ︑われわれであれ︑みなそれぞれの﹁才能︵非才︶﹂のうちに︑

たとえそのように自覚されていようとも︑実は︑理性には還元でき

いのは︑たとえそれがいかなるものであれ研究と称すべきものを︑

﹁富んだ心︵貧しい心︶﹂のうちにさしあたっては閉されている︒そ

だ︒シュタイガーの素朴な言い方を借りると︑これらのテキストが

ない何かの働きが︑対象としてのそれの現われを条件づけているの

われわれに﹁語りかけ﹂てしまっている︒このことを認めないわけ

してそれに制約されてそれぞれなりの理解なり認識なりを得てい
つまり非学問的という意味で︑同じではないのか？ハイデッガーが

る︒そのかぎりで︑それは権利上はみな同等なのではあるまいか？

にはいかないのである︒シュタイガーが文学研究の本来の課題は︑

究極的には自然科学の理想に従おうとする実証主義的文学研究その

﹁われわれの心をとらえるものを捉えかえすことである﹂といって︑

学問的解釈と称しているのは︑﹁才能﹂に保証されている知のことで
とり上げて︑それを循環的に︑とい︑フよりは螺旋運動的に展開させ

他を批判したのは︑だからそのかぎりで正当なものであると思われ

はなく︑かえって︑そ︑フしたさしあたっての偶然的な知を反省的に

てゆく労苦に満ちた捉えかえしの営みのことであると思われる︒

作品という概念︵合澤賢︶
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義的テキスト研究がこのところふたたび一部でとりざたされている

る︒また﹁経験的市日凰凰胃ご文芸学﹂と称する新たな形態の科学主

る︒﹁直接的な印象が開示するもの﹂が文学研究の対象であり︑﹁わ

的な流布のレヴェルにおいてそれはいわば拡大鏡のもとにおかれ

の用語法のうちにもすでに窺われるのだが︑﹁作品解釈﹂理論の通俗

作品とい︑フ概念︵合澤賢︶

に思われる︒

が︑これに対する批判としても︑今もって積極的な意義があるよう

はわれわれの次のよ︑フな疑問である︒文学作品を科学的な研究の対

している︒﹁⁝⁝主観的な感動にもとづく知覚を︑作品に内在するあ

題であるとい︑フ例のテーゼを︑ある解説的な論文は次のよ管フに説明

象にしてしまうことに対するそれ自体としてきわめて正当な不信

かぎり客観的な認識に近づけ﹂︵傍点引用者︶ることだ︑と︒また﹁作

らゆる要素︑またそれらの統合としての作品自体に即して︑できる

してある客体︵客観・対象︶と向き合っているという構図である︒

根本前提は︑それ自体としてある主体︵主観︶がやはりそれ自体と

か︑とい︑うことである︒とりあえず形式的に考えてみるが︑科学の

の客観主義に対抗するのに主観性をもってすることに希望はあるの

両者の折衷なのだろうか︒しかし結局は同じことなのである︒

主観主義と評すべきか︑客観主義というべきか︒あるいはそれとも

用者︶︑という操作をくりかえしてゆく営みだ︑と︒こうした理解を

よって立証し︑それらの証拠をまた感情によって確かめる﹂︵傍点引

品解釈は︑感情がとらえたものを作品に内在するもろもろの証拠に

での反抗にすぎないということだ︒ロマン主義者はおのれの敵が設

いて成立している主観ｌ客観の対立図式を異議なしに承認したうえ

反対するものである︒しかし同時に確かなことは︑科学がそこにお

想が可能になる︒主観性の強調はいうまでもなく科学の客観主義に

︵三時言長墨巽言はご﹂である︒彼によると︑文学作品とは客観的に

与えるというのがヴォルフガング・イーザーのいわゆる﹁作用美学

主義の方向にも歪めることなく︑ありのままに分析する手がかりを

﹁語りかける﹂ものでもあるテキストを︑主観主義の方向にも客観

さて︑研究主体にとっての単なる対象ではなく︑かえって主体に

それが顕在化させる読者へのテキストの作用︵言苛言晨︶が︑相互に

あるとされるテキストそのものではないし︑また読む者の主観性に

文学研究の︑もしくはテキスト読解の主観性を強調する者はまさ

働きかけ合う中間に生起する︵鴇のｇｇｇ︶もの︑それが作品だとい

うえでの激しさにもかかわらず︑両者はもともと根本的に和解しあ

にそうすることによって︑作品そのものが︑テキストそのものがど

うのである︒またそれをいいかえて︑﹁主観ｌ客観の分裂﹂を﹁止揚

還元されるものでもない︒読む者のテキストへの働きかけ声寓︶と︑

こかに客観的に存在するということを皮肉にも逆説的に保証してし

する﹂ところのプロセスが文学テキストを読むということにほかな

︵羽︶

まっているのである︒この事情はわれわれがみてきたシュタイガー

っているのである︒

定した土俵において闘︑フ︑といわれるのであるが︑闘いの見掛けの

︒．︒︒︒︒︒︒︒︵犯︶

この前提に基いてこそ︑先にふれた近代科学の客観的認識という理

︵皿︶

が︑彼においては︑主観性の強調とい︑フ形態で現われている︒科学

ところで︑前章におけるシュタイガーヘの批判の根抵にあったの

れわれの心を捉えるものを捉えかえすこと﹂が本来の文学研究の課

八
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︵

︶

現実︵三時三号言己を﹁惹き起し言三島①巳﹂ているかが︑つまり︑

︵別︶

非現実的・装飾的言語がすなわち文学である︑とい︑フふうな通俗

その﹁作用︵言一勇巨長︶﹂が問われなければならないという︒

的理解から完全に自由になっているとはいえないところでは︑こう

らないとい︑フ︒だから︑文学研究とはすなわち読者とテキストとの

ことにほかならないのだが︑そのための基礎理論がイーザーの﹁作

した捉えかえしは新鮮なものにみえる︒が︑同時にここでひとつの

間の﹁相互作用︵冒討国宣旨巳﹂の具体的なプロセスを記述してゆく

論Ｉ︵負己９シ写号の席陥易．弓言○国の房昏①房呂閏君胃言晨︾︾︶﹄と

用美学﹂なのである︒その主著は﹃読むという行為ｌ美的作用の理

疑問が兆してくることもまた禁じえない︒まずそれを率直に提示し

の〃ノン・フィクション〃に対置されている︒ところで︑こ︑フした

虚偽を意味する〃虚構︵フィクション︶〃が︑現実を外示するところ

イーザーがいうよ︑フに通俗的な見方においては︑非現実もしくは

て批判の糸口にしよ︑フと思︑フ︒

称する︒

主観主義と客観主義との間でくりかえされる対立やまた折衷の試
方であるよ︑フにみえる・しかしそ︑フであるからこそなおさらに︑イー

常識から虚構の概念を解き放って︑それを全く新たなものとして捉

みに飽き足らぬ思いをしているわれわれには少からず魅力的な考え

あると思れる︒この場合にかぎらず︑問題はさしあたってはトリヴィ

えかえすとい︑うことは︑とりもなおさず︑もう一方の〃ノン・フィ

ザーの議論の根本にかかわるある暖昧さを批判的にみてゆく必要が
アルな事柄にみえるのであるが︑われわれがまず注目するのはイー

クション〃の概念をもあわせて捉えかえすことでなければならない

はずである︒いまい︑フ〃ノン・フィクション〃とはもちろんいわゆ

ザーの﹁文学テキスト﹂の概念である︒

る非文学言語のこと︑つまりイーザーが日常言語哲学に依拠してい

︵妬︶

﹁文学テキストは経験的に︵①日且房のご与えられている客観世界

を外示するａｇｏ房﹃ｇ︶ことに尽きない﹂︒文学テキストはひとつ

つまり︑いわゆる現実を指で差すよ︑フに示す言語であるとい︑うふ︑フ

して︑﹁客観世界を外示する﹂ものと解されたままであるのならば︑

な通俗的な理解が保持されたままであるならば︑虚構︵文学︶テキ

︑フところの﹁実用言語﹂にほかならないのだが︑もしこれが依然と

よ︑フにい︑フ︒文学テキストが虚構であるとい︑フ場合には︑虚構とは

ストの新たな把握も不徹底であることをまぬがれない︒もしくは︑

の虚構言冨弓朋⑦巴置ｇである︒イーザーはこのよ︑フな一般的な考

現実の反対概念であってはならない︒というのは︑文学テキストす

非現実としての虚構とい︑フ通俗的な理解にふたたび転落せざるをえ

え方を一応承認する︒その︑うえで彼の独自の捉え方を示しつつ次の

なわち虚構テキストの﹁機能﹂はまさしく読者に新しい現実を媒介

ない︒なぜなら︑文学テキストと実用言語は相互に反対概念である

︵妬︶

と︑この肝腎のことが暖昧になってしまうからである︒文学テキス

する点にこそあるのに︑虚構を非現実もしくは虚偽と解してしま︑フ

のだから︑対概念なのだから︒

オースティン︑サール等の発話行為理論を援用しつつ︑イーザー

トに関しては︑これまで︑現実ではないところの何を意味している
かへとい︑うふ︑フに問われてきたが︑これに代って︑それがいかなる

作品という概念︵合澤賢︶
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はこれへの関連が欠けている⁝⁝﹂︒情況とは先の議論における現

富国長︶が高度に規定されていることが前提とされるが︑虚構言語に

という︒﹁発話行為モデルにおいては情況への関連重言異さ易︲

は︑右の二つの言語を区別する﹁決定的な点﹂は次のところにある

ろ︑フか？それをしないでこの言語の特質を﹁経験的︵の日凰房呂︶に

を産み出しているかが併せて内在的に問い確められるべきではなか

わゆる実用言語が読者または聴者においていかなる﹁意識の相関者﹂

はひとつの世界になる﹂点に求めるのであれば︑それと同時に︑い

キストが読者にとってひとつの出来事︵生起︶になり︑また終いに

作品という概念︵合澤賢︶

実のことであるが︑これに支配されないで新しい現実を形成する働

与えられている対象の外示ｅｇｏｇは目︶﹂としてのみ見ることにと

ながらイーザーは更に次のようにいう︒﹁生活世界のなかで読者はい

︵閉︶

き︑つまり﹁作用﹂を読者に及ぼすところに︑文学テキストが他か

どまっているならば︑文学テキストの新たな概念もふたたび通俗的

︵釦︶

ら区別される所以があるとい︑フ︒逆からいえば︑実用言語とは既成

右のことについては更に論じるが︑いずれにしてもイーザーはほ

つもどこかにつなぎとめられているが︑虚構テキストは読者にその

後期フッサールの最も重要な概念・生活世界Ｐｇ①扇ぎ①三を用い

ぼこ︑フした考え方にもとづいて文学テキストを他から区別して取り

つどの場所を超え出ることを許す﹂︒この言葉にはある根本的な暖

立って︑フッサールのこの概念について少しみておかなければなら

である所以を非現実としての虚構に求めるのではなく︑それが﹁意

ザーの現象学的用語で具体的に問いなおせば︑文学テキストがそれ

本的な点で暖昧なものを残さざるをえないのではなかろうか？イー

ストの﹁現象学的﹂分析は︑たとえいかに精綴なものであろうとも︑根

ではない︒そ︑フであるとすれば︑右の区分にもとづいての文学テキ

を区別する行き方それ自体はいうまでもなく全く現象学的な考え方

提にし︑それとの関連のあり方を基準にして︑文学言語と日常言語

係させていいかえればこうである︒現実もしくは﹁客観世界﹂を前

Ｆ隅ｇ巴﹂である︒そこで︑われわれの先ほどからの疑問をこれに関

た理念性の世界がすでにガリレイのもとで⁝⁝われわれの日常の生

とえば次のよ︑フな言葉がある︒﹁ところで︑数学的な基底を与えられ

ぎないのである︒﹃ョＩロッパ諸学の危機と超越論的現象学﹄にはた

以後の近代に特有の意識態度に相関するひとつの理念的構成物にす

その実︑決してそ︑フしたものではなくかえってガリレオ︑デカルト

て︑それ自体として客観的にあると信じられているような世界は︑

て︑また科学によってすでに浸透されているわれわれの常識におい

に蔽い隠されているものである︒フッサールによれば︑科学におい

されないばかりではなく︑むしろこれによってさしあたっては不断

ない︒いうまでもなく生活世界は﹁客観世界﹂と等置することが許

︵鋤︶

識の相関者︵国の言匡瓦誘凰易宮司里異︶﹂を呼び起し︑﹁これを通じてテ

︵調︶

のタイトルによると﹁読むことの現象学電冨ｇｇｇｏさ恒①号の

︵犯︶

﹁現象学的﹂に分析する︒主著の中心的な部分をなす第三章は︑そ

出して︑その独特の構造をテキストと読者の﹁相互作用﹂において

昧さがまとわりついているのだが︑それを具体的に批判するのに先

り︑フる言語だとい︑うことになる︒

なそれへと舞い戻ってしまうと恐れられるのである︒

一

の現実を超え出ることなく︑それに規定されてはじめて有意味であ

○
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て注目されなければならない﹂︒﹁〃数学と数学的自然科学″という

活世界とすり替えられているということはきわめて重要なこととし

けは確かなのであるが︑フッサールが生活世界と称したのは︑実は︑

自身のあり方を見失うという倒錯を犯したりする︒こうしたことだ

たその結果として得られた﹁客観世界﹂に逆に魅入られてわれわれ

われわれの右のよ︑フなあり方の総体のことなのである︒そして︑こ

︵羽︶

理念の衣は︑⁝⁝科学者ならび教養人に対して生活世界の代理をし︑

またそれを隠蔽しているところの〃客観的に現実であってかつ真な

の意味での生活世界が︑生活世界におけるひとつの特殊な意識態度

化によって見えにくくなっていること︑それがフッサールのいう生

にすぎない科学的客観主義とその相関者である﹁客観世界﹂の肥大

︵弘︶

る″自然をすべて含んでいる﹂︵強調はフッサール︶︒

さて︑われわれにとっての問題であるが︑客観世界が理念的構成

このようにみてきてはじめて︑さしあたっては些細な用語法の問

物であり︑﹁理念の衣﹂に蔽い隠されてしまっているのが﹁われわれ

題にすぎないとみえたものがイーザーの文学理論の全体にかかわる

活世界の隠蔽なのである︒

らない︒といゞフのも︑科学的な知見によって徹底的に浸透されてい

んとうの意味での〃現実の〃世界だ︑などと素朴に受け取ってはな

ものとなる︒文学テキストをいわゆる実用言語から区別することに

の具体的な生活世界﹂であると聞いたからといって︑後者こそがほ

る常識を生きるわれわれが︑しかも文学研究理論のレヴェルにおい

る意識に相関するかぎりでの現実であろうか？先ほどの引用個所に

﹁客観世界﹂を還元し尽したあかつきに始めてそれとしてみえてく

あったように︑読者を生活世界におけるそのつどの場所から解放す

関してイーザーがい︑フ﹁現実﹂もしくは﹁情況﹂であるが︑これは

なりかねないからである︒つまり生活世界を︑こともある︑フにそれ

る機能をもつものが文学テキストであるといわれるとき︑そこでは

て︑生活世界およびその〃現実性″を素朴に論じるとい︑うことは︑

に﹁理念の衣﹂をまとわせて論じることになりかねないからである︒

なるほど現象学的にみられた現実が問題になっていると解すること

とりもなおさず︑それを客観的な〃現実″として問題にすることに

となく生活世界の語を口にし︑フるためには次のよ︑フに考えるしか方

特別の用意のないわれわれがこのようなグロテスクな倒錯を犯すこ

そ︑フしたものの存在をすら前提としない三ポケー︶︒そのうえで確

世界それ自体・現実それ自体がいかにあるかを今は判断しない︒

かしその選択によってなされる非実用化︵同ヨ冒品ヨ異重①昌信︶が

うなテキストも⁝経験的な客観世界からの選択を行ってはいる︒し

与えられた対象︵○豆禺逗の外示ｅｇｇ呈目︶に尽きない︒このよ

のはいかに解すべきか︒﹁⁝⁝虚構テキストは経験的︵①日凰凰門ｇに

ができる︒しかし︑その同じ事柄が次のよ︑フにいいかえられている

かにいえることはこうである︒われわれはいついかなるときにも現

示しているよ︑フに︑そこでは対象の表示が︑ではなく︑表示された

策はない︒

実といわれるよ︑フな何かにとりかこまれ︑あるいはこれに向かい

ものを変様させることが眼目なのである﹂︒ここでは読者の意識に

︵弱︶

りする︒またあるときにはこれを客観的な認識の対象にしたり︑ま

一一

あっている︒そしてこれを喜んだり悲しんだり︑闘ったり変革した
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﹁作用﹂も︑﹁生起﹂としての作品も︑また現実の﹁変様﹂も︑すべ

れているのではあるまいか︒もしそ︑フだとしたら︑文学テキストの

超越するところのいわゆる﹁客観世界﹂がそのまま引き合いに出さ

われる︒読者の意識にとってのこの現われが作品︵雪閏こだとイ

キストであることをやめて︑ひとつの﹁生起︵⑦隅ｇｇｇ︶﹂として現

そのとき︑作用を蒙りつつある意識からみて︑テキストは単なるテ

れる過程で読者に作用を及ぼして︑そこに新たな現実を分節化する︒

作品という概念︵合澤賢︶

てテキストを読む者の主観にかかわることとして解するほかはない

ーザーはいうのである︒簡単にいいかえれば︑新しい現実を具体的

されることになるのではなかろうか？﹁経験的に与えられている客

じことになるが︑文学テキストはふたたび非現実としての虚構と解

観世界﹂もまたある意識に対して︑たとえば科学者の意識に対して

れるテキストに関してはどうであろうか？くりかえしていうが︑﹁客

さてそれでは︑﹁客観世界﹂を単に﹁外示﹂するにすぎないといわ

らみて︑テキストもまたその世界のなかのひとつの客観的な対象で

観的対象﹂を直接に﹁表示﹂する実用言語が他方にあることになっ

現象学的にみるとは︑意識に超越するいかなるものをも前提にし

あるほかはないのであるが︑これが︑みずからをその一小部分として

そ︑フしたものとしてあるところのひとつの現実である︒この意識か

ないでみるということ︑一切を意識の相関者としてみることにほか

の内部のその他諸々の対象を﹁表示﹂するといわれる︒テキストの

含む﹁客観世界﹂の全体を﹁外示﹂するといわれる︒またこの世界

こうした働きはいかに考えられるべきか︒テキストが単なる対象

ならない︒たとえそれが﹁客観世界﹂であろうとも︑ひとつの意識
してみて︑文字通りの意味でのそれとしては容認しないのである︒

︵○互異ｃであるかぎり︑それが何かを意味したり︑表わしたりするな

すぎないであろう︒単なる対象であることを超出して︑テキストが本

そこでわれわれも︑イーザーの文学テキストへの批判をいま一歩す

問題になるのはいわゆる実用言語の方であるが︑その前に︑イー

来のそれになるためには︑いうまでもなく︑誰かに読まれねばなら

どということはもちろん全く不可解である︒そうしたものはそもそ

ザーのいう︑テキストと作品の二重性について少しみておかなけれ

ない︒イーザーのいい方に従うと読む少宣によって活性化

もテキストですらなく︑せいぜい白い紙とその上のインクのしみに

ばならない︒作品とは単なるテキストのことではなく︑﹁読者の意識

︵異冨巴重①Ｈｇ︶されねばならない︒このときテキストは主体にとつ︑

りで︑テキストの作用を考えなおしておこ︑フと思︑フのである︒

におけるテキストの構成体ｅ閉尻目豊言肘再開宮居の弓の営朋言

ての単なる対象であることをやめて︑みずからの方から主体に対し

︵犯︶

国の言昼誘①旨号のＦ＄の厨︶﹂であるという︒テキストは読者の既成の

て何らかの働きかけ︵君一房目巴をする︒つまり純然たる主体の行為

︵妬︶

現実の︑うちに単なるテキストとしてまず現われる︒ところが︑読ま

すめるために︑現象学的に捉えかえされた﹁客観世界﹂とのかかわ

態度に相関するかぎりでの世界︑つまり括弧つきの﹁客観世界﹂と

ているのだから︒

︵訂︶・

のではなかろうか？客観的な〃現実″が読者の意識に超越するもの

一

に形成しつつあるテキストが作品なのである︒

■■■■■■■■■

として他方にあることが前提になっているのだから︒また結局は同

一
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ではなく︑いわゆる実用言語も含めて︑テキスト︵言語︶はテキス

キストが︑その特殊な構造によって読者に新しい現実を媒介するの

の意図を批判しつつ次のよ︑フにいうことができる︒いわゆる文学テ

われは︑イーザーの言葉を借りながらもその文学理論のレヴェルで

ｌ言冥畏︶と称することが許されると思うが︑そ︑フだとするとわれ

る︒その何かは全くの無でない以上︑やはりひとつの現実︵君一房

︵戸寓︶には還元されえない何かがそこに惹き起されぎ①ｌ三島の己

はない︒問題になっているのは次のことである︒文学研究にとって

れをほとんどなぞるだけのテキストとの区別が無意味だとい︑フので

ない︒読者の既成の現実を改変せしめる力を有するテキストと︑そ

らずしも文学テキストの概念を解体してしまうところにあるのでは

るが︒しかしこのよ︑フにい︑フからといって︑われわれの意図はかな

けにおいてこそテキストの独特の作用を目撃すれば︑のことではあ

ない︒作用の欠除とい︑フ見掛けに欺かれなければ︑いや︑その見掛

者に対するテキストの作用の具体的なあり方によってなされる︒い

ち出すことによってではなく︑ただひとえに︑テキストを経験する

いかえれば︑生活世界におけるそのつど具体的な現実と︑テキスト

基本的なものであるこの区分は︑意識に超越する﹁客観世界﹂を持

先立って分節化されていた現実とかならずしもいつも際立って異っ

を介して形成される現実との相互関係によって内在的に区別される

ト︵言語︶であるかぎり︑最も広い意味で何らかの現実を媒介する︑

たあり方をしているとはかぎらない︒基本的にそれをなぞるもので

のだ︑とい︑うことである︒たとえば︑科学論文と称されているテキ

と︒もちろん︑あるテキストにおいて分節化された現実が︑それに

あろう︒﹁客観世界﹂の単なる﹁外示﹂と称されるのはこの極限的な

ストが︑思いがけなくも読む者の﹁客観世界﹂を突き崩して︑作

あったり︑微細な部分の変更にとどまる場合の方がむしろ一般的で
ケースにほかならない︒あらためてい︑フが︑テキストがイーザーの

品︵三角ごとして姿を現わすことがある︒

キストそれ自体を問題にすることは許されない抽象である︒イー

文学テキストは読者への作用において論じられねばならない︒テ

いう作用をもたないのではない︒テキストの作用がほかでもなくそ

ストは読者にとっての既成の現実である﹁客観世界﹂の内部の一対

ればならないのはこ︑フである︒文学テキストと読者の﹁相互作用﹂

ザーはすでにこのことをいっている︒しかしわれわれが今いわなけ

の作用自身によって蔽い隠されてしまうのである︒すなわち︑テキ

象としてまずあるのだが︑読まれることによってこれが提示するも

をそれ自体として論じることもやはり不当な抽象である︒いいかえ

のもふたたび﹁客観世界﹂である︒まさにこの点に︑テキストがい

かなる作用をも発揮せず︑世界内部の一対象としてとどまりつづけ

れば︑いわゆる実用言語と文学テキストを純粋な理論的立場に立っ

のは許されない抽象である︒文学テキストをそれとして取り出した

て区別して︑その︑うえで︑後者を読者への作用に関して問題にする

ている︑という見掛けが生ずる理由があるのである︒

イーザーによると︑作品︵三角ごとは要するにテキストからの作

一一一一

とき︑その者はすでにテキストからの作用を受けてしまっている︒

用︵君胃言長︶を現に蒙りつつある意識からみたテキストのことで
あるが︑そうであれば︑実用テキストもまた雪①島でなければなら
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実用テキストを文学研究の対象外とするとき︑その者はテキストか
らの作用の具体的なあり方に規定されてそ︑フしているのである︒そ

論ずる者の立場そのものがすでに作用によって晒されていることに

ることなくどこまでもそれとして捉えつづけ︑フるためには︑それを

テキストの間の生起︵⑦隅ｇｇｇ︶としての作品を︑主観主義に陥入

イーザーが意図するように︑文学テキストの作用を︑また読者と

ながら︑誰の〃観念″でもないところの真実もしくは真理がどこか

かまさに反対である︒観念にすぎないと人がいうとき︑当然のこと

とと︑〃すべては観念にすぎない〃とい︑うこととは同じでないどころ

意識の相関者であるかぎりでの現実である︒このことを承認するこ

現実とはいつも誰かによって現実として捉えられたもの︑つまり

第三章︵結びにかえて︶

ついての︑その意味で生起的・歴史的︵需胃三号農ｇ︶であることに

にあると信じているはずである︒あるいは少くとも暗々裡にそれを

れを自覚しているか否かにはいささかのかわりもなく︒

ついての反省的な自覚がなければならない︒というのも︑作用の及

真実がほかでもなく当人の信じたり︑前提したりするところのもの︑

つまり意識の相関者であるとみて︑これを反省の対象にすることで

前提にしているはずである︒現象学的にみるとは︑こうした真理や

れを得たと信じているとい︑うことだからである︒そこから眺められ

の現実を仮初のものとすることではなく︑かえってそれをみずから

ある︒だから︑現実を意識の相関者としてみなすことは︑決してそ

の真正の現実として捉えかえし︑そ︑フしたものとして反省のうちに

るテキストの作用は︑たとえそれが︑新しい現実を媒介すると称さ
ているにちがいないのである︒﹁客観世界﹂がそれ自体としてあり︑

組み込んでゆくことにほかならない︒

の実用言語の反対概念でもある︒この暖昧さの分だけ︑﹁テキスト構

ある︒しかし他面からみれば︑いわゆる現実を﹁外示する﹂ところ

イーザーの文学テキストの概念は一面において現象学的なもので

生起を軽んずることでは決してなく︑かえって︑歴史的・生起的な

このことを承認することは︑純粋な理性の立場に立ってそのつどの

の具体的なあり方は︑徹底的に相対的であり偶然的である︒しかし

ができる︒意識およびその相関者である現実への︑テキストの作用

前章で論じた問題に結びつけてそれを次のようにいいなおすこと

造﹂と読者によるそれの﹁活性化﹂についてのイーザーの分折理論

観主義の立場と︑それのもうひとつの顔である客観主義の立場の

て捉えなおすことにほかならない︒い︑フまでもないが︑これは主

ものとしてのそのつどのテキスト経験をかけがえのないものとし
﹄︽ごブ︵︾◎

は主観主義的であると同時に客観主義的である︑と評することがで

じられているのであるから︒

それを﹁外示する﹂ところの作用をもたない言語が他方にあると信

れようとも︑結局やはり読む者の主観にかかわる何かとして解され

の全体を傭徹する超越的な視点を得ているとい︑うこと︑もしくはそ

一

ばない非歴史的な立場にあるということは︑すなわち﹁客観世界﹂
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〃統一〃などではない︒﹁主観的感動﹂に身を委ねるところの︑﹁才

のょ︑フな意識にとっては︑テキストも作品も概念ではありえない︒

揖呈ｇ︶たもののことであるとすれば︑有限性の自覚に貫かれた右

その理由は︑それらが単に作用であったり生起であったりするから

能﹂に保証された解釈が︑他方でそれとして自覚することなく客観
に分折すると称する科学主義的文学研究が︑自覚しないところにお

主義を呼び寄せてしまうこと︑またテキストを〃経験的︵の日凰房呂︶″

の場そのものが本質的に生起的・歴史的︵需門三ｇ詳言ごであるから

ばかりではない︒むしろ何よりも︑それらを捉える︵言噴呈ｇ︶意識

だ︒しかしこのことを自覚する意識が︑まさにその自覚の痛切さの

いては︑限りのない恋意に身を任せること︒これは避けられないの
であるが︑それを痛切に自覚する意識の︑テキストに対するひとつ

ゆえにまぎれもなくひとつの意識であるように︑︿作品は概念であり

このような意識はもちろん現象学でいう純粋意識ではありえな

できない︒これを仮に解釈学的作品概念と称することにしてもよい

えない﹀とい︑フのもやはりひとつの独自な捉え方であることは否定

の根本的な態度を言い表わしたのがむしろ右のことなのである︒

い︒むしろガーダマーの作用歴史意識︵三時言晨招朋９月三甘言の

捉えて論じるとき︑みずからの主体としての場そのものがそれによ

いる意識である︒テキストの作用もしくは作品の生起をそれとして

ることではなく︑作用歴史意識の立場からそれらを捉えかえすこと

であるが︑この批判の意味はそれらを否定して新しい概念を提出す

われわれはシュタイガーおよびイーザーの作品概念を批判したの

が︑これはいわゆる定義という仕方でポジティヴには示されえない︒

︵釣︶

ってすでに規定されてしまっている︒くだいていえば︑テキストか

でなければならない︒﹁読者の意識におけるテキストの構成体﹂とし

︵雪胃百長︶に晒されている意識︑しかも︑いかなる理性的な反省も

ら﹁語りかけ﹂られてしまっている︒﹁語りかけ﹂の欠除とい︑フ見掛

てではなく︑読者であるみずからの歴史的・生起的な意識における

国の言巨︑誘凰巳︑つまり歴史・生起︵⑦①閂三号房ｌ⑦隅ｇｇｇ︶の作用

けが実は﹁語りかけ﹂のひとつの特殊な様態にすぎない︒そこで作

テキストの構成体として捉えかえすこと︑また﹁直接的な印象が開

るからである︒

用もしくは生起︵歴史︶の全体を傭職する究極的な場所を求めずに

示するもの﹂をただちに﹁主観的な感動﹂と解してしまうことなく︑

そうすることがすなわち︑右の意味での作品概念を裏切ることにな

いられないのだが︑その〃超越的″な場それ自体が︑生活世界にお

みずからの意識とその相関者である現実におけるそのつどの生起

この事実を克服することができないとい︑うことを徹底的に自覚して

これでテキストとの間で﹁相互作用﹂の関係に入る︒もちろん︑﹁相

けるひとつの意識態度に相関するものでしかない︒つまり︑これは

ば︑どこかですでに特権化されてしまっている〃文学″テキストや

文学研究が問題にする作品が右のように解された作品であるなら

︵⑦＄ｇｇｇ︶として捉えることである︒

互作用﹂の欠除とい︑フ見掛けにおいて︒作用歴史意識はこのことを
承認するのである︒

〃美的″言語の︑うちに文学研究はもはや無批判に閉じ込められてし

一

概念︵房四黙⑦とはすなわち︑理性的な主体によって把握され︵富︲

作品とい︑フ概念︵合澤賢︶

五
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作品という概念︵合澤賢︶

まうことがないであろう︒文学・文書Ｐ言国言己の作用︵雪片言長︶

とそこに分節化される現実︵雪胃雲呂冨三︑要するに作品︵乏閏ご
一般に向って開かれることになる︒しかしこれは次のよ︑フにいいか

えられる事情でもある︒文学研究にかかわる者ひとりひとりがテキ

胃ロ︽①﹃己吋①舜四註○口︾圃屋凰○琶昌や②輿の．﹄﹄

一一ハ

︵皿︶三四風旨困の昼のいぬ①目の①ヨロョＱＮ①詳言弓毎ご言い①己乞ご︾の謡庫．︾の﹄お廟

︵︑︶号昼．の．匡少
︵ｕ︶苦昼．い﹄全．

︵明︶三四鼻旨困の昼のｍ胴の目のの旨匡ロ旦圃①再︾の．温い

︵Ｍ︶国昌一の国侭①再口肘圃①詳巴切両旨豆匡匡︒ｍの弄﹃四津Ｑ閉口旨三①厨︾の．崖．

︵過︶号己．の﹄認．

とが明らかに自覚されるよ︑７になったときはじめて︑シュタイガー

︵賂︶国ヨ︸の薗碕①司己耐国の岸巴の同旨亘昼宮口ｍ異国津ロ＄ロ局言①３．︾の．届．

スト経験の生起的な偶然性に拒みようもなく晒されている︒このこ

が言及していたハイデッガーのあの言葉の意味がいよいよ切実なも

︵Ⅳ︶同員邑の冨億①同ロ庸宍巨邑異旦閂言扁号愚国ご○Ｐの．匡局．

︶吾屋．切認．

︵稲︶ご罠．の諺．

︵弱︶己﹃巳碕四口函壷肖恥己閏シ毒・＄Ｐ①開易．い﹄易．

︵制︶号昼．切認．

︵調︶両昌邑巨目・国巨朋閂房困巨奴冷ユ旨ロ四国Ｑぐ胃寧西四四ｍ乞認︾の．吟醸．

︵塊︶ご匙．の﹄篭．

︵別︶号昼．のごＰ

︵別︶ご苞．のご鱒

︵羽︶ご罠．の弓画

︵邪︶号昼．いご吟

︵

︵邪︶ご画．の．雪︷．

︵妬︶ご匙．切望．

︵別︶号苞．い匿い

︵羽︶ごく昌碕四口ｍ房①目口角少蓉・閉門＄①易︾三毎口の壷のご乞認ゞの陣

︵朗︶前掲書︑一二八ぺｌジ

︵皿︶﹃文学の基礎理論﹄ミネルヴァ書房一九七四年︑一二八ページ

︵別︶ざ丘．の届．

︵四︶ご匙．い届．

︵肥︶琴丘．の届．

のになるである雷フ︒﹁決定的に大切なことはこの循環から出ることで
︵伽︶

はなく︑このうちに正しい仕方で入ってゆくことである﹂︒

註

︵１︶シュタイガーの解釈理論についてわれわれはすでに別のところで論じ
ている︵﹃解釈の道ｌシュタイガーの作品概念をめぐってｌ﹄ドイツ文
学論集ｌ小栗浩教授退官記念ｌ・東洋出版︑一九八四年︒︶そこでの意
一ページ︶に抗して確かめることであった︒これに対して本稿では解釈

図は︑﹁シュタイガーが拓く可能性をその論述自体の暖昧さ﹂︵同書七三

理論のその暖昧さをそれとして明らかにすることを目差す︒

己耐圃の詳巴印同旨豆匡巨口晒の汽﹃四津︒⑦の己冒す

︵２︶国昌一蜂凰帰司ぐ目色閂凄匡碕号の匡己号邑の侭ｇ降普Ｑｇ号Ｈ
Ｐ昇①﹃鼻巨吋君済あのご聾昏國津．言
︽①﹃少 圃 珪 ユ ○ 毒 程 ④ ② 輿 の ． 骨 ﹄ ．
︵知Ｊ︶一ず一旦 ︑ の ． ﹄ い

︵４︶一ず一口の ． ﹄ 函 ︷ ．
︵ＦＤ︶一ず一Ｑ・の．﹄﹄．
︵︽ｂ︶一ず一・・の．樟﹄．

ロ庸宍自己巽邑閂

︵７︶因目一一の︽凰偲の目の﹃ロロＱウ①函ユ廟①Ｑ①門勺︒ｇ涛電園毎国の写この輿の．画︽獣．
︵︵５︶一ず一・・のか画︽吟

︵９︶国三一の冨億の司己后尿巨ご里包閏冒房日吊国昼︒巨冒
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︵師︶号匙．の．銘︾

︵認︶号箆．の．刃

の．﹄﹄画冷・︾の．﹄﹄式⑳．四つ一命︻．︾の．画﹄吟哺

〆 浅 目 ． ︾ の ． 壁 ︑函

︵ 釣 ︶ 西 四 国 の ｌ の ① Ｑ ﹃ぬ の 四 ・ ｍ 目 ① 弓 ご く 煙 彦 吋 匿 の 岸 匡 ロ ・ 旨 ① 号 Ｃ Ｑ ① ︾ 月 毎 ご 言 い ① ｐ ご 己 ︾ ︑

︵合澤賢︶

一

︵側︶三四再旨国①匙①いぬ①園のの言巨富・圃凰〆切﹄認

作品と い う 概 念

七

