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批評 とは何か,と い う問の発生はおそ らくさ して古い ものではあ る まい。少 くとも,

文学 とは何か,と い う問の発生以前にそれが さかのぼ ることは考えられない。 一般に,

あるものが何か をたずねる問は,そ の ものの効用が明確であるかぎ り発せられることは

ないはずである。箒な らば,そ れ を手に取 って掃きさえすれば,も うその特性や本質に

つ いて疑 う必要はない。そ して批評な らば,そ の判定に したがって一般 読者が,あ る作

品の美醜巧拙 を会得す る手がか りをつかみ さえすれば,そ の上あげつ らう余地があるの

は,判 定がはた して適切か どうか とい う,い わば技術的な問題にす ぎないだろ う。

しか しこれは,判 定の基準が一定 してい るかぎ りにおいての話 である。そ してこの基

準 の不変性は,当 然,判 定の対象 となる作品の規格の不変性を前提 とす る。 もしその規

格 が消失 して,千 差万別の無秩序の中に個々の作品がただよいはじめるならば,判 定の

基 準も同時に消滅せ ざるを得ない。作 品の目的が,た だ単に享受 される こ と に あ るの

か,そ れ とも人心の教化あるいは煽動 にあるのか,そ れ とももっぱ らそれ 自身の存在に

自律的な意義が あるのか,区 々 として さだめがた くなった ときは じめて,批 評は悠揚た

る判者の地位を去 らねばならな くなる。いいかえれば,文 学の危機においては じめて批

評 の危機がお とずれる。

大 ざっぱにい って,こ の危機 は,普 遍的な秩序感覚:の喪失,そ れに伴 う個の意識の成

長 と照応する。今 この種 の世界史的な規模 を持つ精神の転位について仔細な分析をここ

ろみ る,余 裕 もなければ興味 もないが,危 機の到来の時点をさだめるのに,十 入世紀

末を一応の 霞安 とすることに大方 の異論はなかろ う。文学にとっては,こ こか ら顧客層の

持 続的な変動がは じまることにな る。優雅な趣 味をそなえた翫賞家たちのかわ りに,野

暮 で実直:な,作 品に おける教訓の有無に拘泥する 初心者たちが,顧 客の筆頭 と して登

場 することになる。 しか しい うまで もな く,こ のような場合において全面的な交替はお

こ りえず,さ まざまな資質を持 った顧客たちが同時に各種各様の要求を提出す るのだか

ら,要 求に応 じね ばな らない側は,応 接に暇ない とい うより,は た して何を 自分がなせ

ば よいのか,思 い惑わないわけには行かない。 この意味で,文 学 とは何か,と い う問は,

す ぐれて近代的一 十九世紀的な ものだ といっていいだろ う。そ してこの面における意

識化 と反省 が進めば,そ こには必然的に,文 学の意識化 をその第一の任務 とするはずの

作業,す なわち批評の,誰 に対 して何を,ど のよ うに語 るのかとい う,そ れ自身の存立
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の根抵にかかわる深刻な反省が生 じて くる。

批評は作品の単なる随伴 者ではな く,そ れ 自体一個の作品であ る,詩 や小説や戯 曲と

同等の,一 つの文学ジャンルである一 このよ うな考え方がおこなわれるよ うになった

のは,明 らかに,前 述 した精神の転位 の一帰結である。それは一見 した ところでは,き

わめて颯爽 とした新秩序建設のこころみ,果 敢な価値変革への志 向とみえる し,事 実そ

うい う面もあったか もしれない。だが,新 しさへの よろこびに単純 に酔 うためには,そ

の帰結にいたる道はいささか屈折に富みすぎていたのでは なかろ うか.も ちろんそ こに

は,極 度に繊細化 し鋭 く研ぎす まされることによって 自立性 を獲得す るにいたる意識の

誇 りがあろ う。 しか しその誇 りは,本 来判者であるべきものが作者 を僣称す ることへの

猜疑,い かに巧緻な批評 といえども所詮は第一義的な作品あってこそ成立 し得 るのでは

ないか,そ れが後者 といかなる意味で比肩 し得よ うか,と い う,素 朴だが根強い通念に,

たえずおびやかされな くてはならない。どの ような方法論 を採用す るにせ よ,あ るいは

しないにせ よ,あ る種 の詩人や小説家のよ うに,批 評家がただ 自己の内部の生産力のみ

を信 じて,楽 天的に書き飛ばす とい うことは考えられないのである。

批評の自立 とは,い いか えれば意識の意識化にほかな らぬ。批評が文学の自己意識だ

とすれば,そ れは意識化 され ること,す なわちそれ 自体のはた らきへの反省 と化す るこ

とによって,そ して この反省 とい う作用の うちにおいて,本 来それがむけ られていた対

象か ら解放 される。解放は一面においては自由を意味するが,別 の一面においては,何

一つよりすが るもののない空無の中での
,危 険な浮遊状態をも意味せずにはいない 。飽

くことのない意識 の自転運動,反 省に対す る反省 の,無 限 の鏡面の照ら し合いを誘発す

る危険をはらまずにはいない。近代批評の創始者の一人,フ リー ドリヒ ・シュレーゲル

が,あ の悪 名高い 「イロニー・一」の提唱者だったことは偶然 ではなか ろ う。

単なる随伴者の役割か らみずか らを解放すれ ば,無 への解体の 危険に 身をさらさな

ければな らない。批評の自立の道はいかにも辛酸 にみちてい る。 これをた とえばE.R

.クルチ ウス(彼は学者 と しては偉大だったが,批 評家 としては,プ ル ース ト論,ヴ ァレ

リー論など少数の場合を除けば,結 局一流の域に達 した とはいいがたい)の ように,「批

評 とは文学の文学である。 よ り明確にいえば,文 学を対象 とす る文学の一形式である」

(『批評家と してのゲーテ』)などと,悠 然た る定式化によって片づ けて しま うわけには行

かないのである。だが,隷 属か,解 体か とい う二つの危険,こ のスキュラとカ リュブデ

ィスのあいだを くぐり抜けるところに,オ デュ ッセウスの狡智にひ としい批評の陰微 な

力業が発揮 され,そ の独 自の:重層的な特性,あ えていえば美があらわれる。

2

批評の美 をさぐるためには,し たがって,無 邪気ではあ り得ない。それが ことばで書

かれた ものである以上,文 章 として体をな してい ることは もち ろ ん必 須の前提 条件 だ

が,名 文だか ら文学作品だとい うような意見は,そ こで必要な論証 と してはあ まりにも

素朴すぎる。

「《上手に書かれたものは作品 だ 》
,一 では,上 手に書かれた広告 とかニュースのた
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ぐい も文学の一種 なのか?」

そ うだ,文 学 の一種だ,と い う答えが どこかか ら出るかも しれない。 しか しもしそ う

な ら,そ こに帰結 され るのは無秩序にす ぎない,一 切 の形式の否認にすぎない と考えな

が ら,批 評の文学 としての本質 をた しかめよ うとしたのが,処 女論文集 『魂 と形式』の
へ

序 論 で,二 十 五歳 のゲ オ ル ク ・フ ォ ン ・ル カー チの ここ ろみ た仕 事 だ った 。

『エ ッセイ の本 質 と形 式 につ い て』 と題 さ れ た そ の序 論(こ こで ル カ ーチ は 「エ ッセ

イ」 と 「批 評 」 を同 義 に扱 って い る)は,直 接 には 明 らか に十 九 世 紀末 の審 美的 な批 評

礼 讃 か ら出 発 してい る。 つ ま り,ウ ォ ル ター ・ペ イ ター にお い て最 もかが や か しく成 就

され,オ ス カー ・ワイ ル ドにお い て 最 も激 越 な そ の宣 教者 を 見 い だ した 「芸術 と しての

批 評 」 の 系譜 に,そ れ は一 応つ らな っ てい る。 ペ イ ター ・ワイ ル ドの 関係 は,こ の意 味

に か ぎ って い えば,ホ ー フマ ンス タール ・クル チ ウス の それ に類 比す る とい え よ う。 ル

カ ー チの 師表 は ホー フ マ ンス タ ール よ りもむ しろル ドル フ ・カス ナー だが,カ スナ ーの

批 評 家 と しての 基 盤 は もち ろん ホー フ マ ンス タール と同根 な の だか ら,巨 視的 に 見た 場

合 クル チ ウス とル カー チ を 同一 線 上 に お くこ とは 当然許 され る ので あ る。

しか しクルチ ウスのよ うに,い わば手放 しで批評を渇仰 し,ド イツ文学界の批評に対

す る無理解 を嘆 きいき どおるに しては,ル カーチは批評 とい う営みの性格の微妙 さを感

じとりすぎていた。 これは必ず しもクルチ ウスを既めることにはなるまいが,と もか く,

クル チウスがよ り文献学者 だとすれ ば,ル カーチはよ り盟学者 なのである。批評は芸術

だ とい うこ とをル カーチは認める。 しか し,よ く書かれているか どうか,が 決 め乎にな

らない とすれば,何 に よって芸術なのか。彼の考えでは何 よりもまず 「形式」 によって

で ある。 しか しい うまでもな く,こ れは外面にあらわれた形状 の特性 によって,と い う

だ けのことではない。批評,な い しエ ッセイを書 く主体 の特殊 な経験によって厳密に規

定 された,特 殊 な表現のあ りかた,そ こにおいて 本質を直観す ることが可能な 「現象」

ともい うべ きものが,彼 のいわゆる 「形式」である。

では,批 評家 の特殊な経験 とは何か,と い うより,そ れによっては じめて批評家とな

ることができるよ うな,特 殊な経験の所有者 とは,そ もそ もどのような人間か。それは

第一 に,形 式 そのものを必然的な経験 と して受 け入れ る人間のことである。詩人や小説

家は,具 体的な事物の世界 を相手 どりながら,そ の無形式の対象を素材に してみずか ら

の形式,つ ま り作品を築 きあげる。 しか し批評家は,具 体の世界か ら抽象 されて,す で

に一つの形式に限定 された対象をみずか らの素材 とし,経 験 と化する。

これだけのことな ら,随 伴者 としての批評 とい う通念 とさしてへだた るところはない

といわ ざるを得ないだろ う。すでに形式 となった対象といえば,当 然 さまざまな芸術文

学の作品 とい うことになる。ルカーチ も一応それ らが批評の典型的な素材であることを

承 認はするのだが,唯 一の素材ではない と見 る。 プラ トンや モンテーニュの例があるか

らで ある。 いずれにせよ,何 を扱 うかではな く,い かに扱 うかの問題 批評家の主体性

の ありようが,こ こでのル カーチの追究の焦点におかれている。 そ してまさ しくこの点

に,若 いルカーチの思索のこまやか さ,み ずみず しさが,集 約的にあ らわれてい るよう

に思われ る。
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そ こではまず,偉 大な批評家にほぼ例外な しに見 られ るフモール,な い しイ ロニーの

要素について語 られ る。 自分のす る仕事が,終 始一貫 して厳 粛な,た えざる精神 の緊張

を要請するに しては,い ささか軽きにすぎは しないか とい う反省,謙 虚さに もとつ く自

己と他者双方への距離感が批評家を支配 している。モ ンテーニュが 自分の作品に 「試み

」と題 したのはその種の謙虚さのあ らわれか もしれない。

「エ ッセイス トは,や やもすれば窮極の存在 に近づ いたのではないか と思いかねない,

みずからの誇 らかな期待を しりぞける 彼 が提供 し得 るのは,結 局の ところ他 人の作

品の説明か,あ るいはたか だか 自分 のは ぐくんだ概念の説明にす ぎないのだか ら。 しか

しイローニ ッシュな態度で彼は このささやかな営みにみずか らを順応 させ る。生に面 し

ては どれほ ど深遠 な思索の営みも永遠 にささやかな もので しかない と認識 しなが ら,イ

ローニッシ 鳳な謙虚 さで彼はこの ささやか さをさらに強調 しさえす るのである。」

しか しイ ロニー とい うものがいつ もそ うであるように,こ こでもきわめて微妙な逆転

の契機が持続的に潜在 している。批評は宿命的にその対象 に規制 され る。た とえていえ

ばそれは 肖像画の ような もので,対 象を正 しく捉 えているか どうか,と い う問題か ら完

全にまぬがれ ることはで きない。 しか し正 しく捉 えようとす る努力 は,つ いには対象を

超えて独立 した力に転化することができる。風景画を見る場合,き みはそ こに描かれた

山や河が実在のそれ と似ているか,な どと考えは しない。 しか しベラス ケスの肖像画の

前に立てば,た とえその モデルについて何 も知 らな くとも,「なんと似てい るのだろ う」

ときみは感ぜずにはおられない。誰に似ているのかはっき りい うことができな い で も,

ただ,似 ている,と 感ず るのだ。それはなぜか。対象の真実 を捉えよ うとす る画家の努

力のきび しさが,そ の画面を通 じて,ま さ しくこの通 りにかつて一入の人間が生 きてい

たであろ うとい う印象を,見 る者の心 に呼びおこすか らだ。 それは対象に即 しなが ら,

しか も周時にそれ 自体で完結 した一つの世界から発するカ だ。批評 の場合 もこれ と同 じ

ことである。-

「た しかに,エ ッセイは真実をもとめる。 だが,父 の牝驢 馬を さが しに出かけて王国

を見いだ したサ ウルのよ うに,真 実を本 当に もとめるこ とのできるエッセイス トは,彼

の旅路のはてに,も とめて もいなか った目標に到達するのだ.す なわち,生,と い う目

標 に。」

『マイスターの修業時代』の結びにある比喩を借用 したこの一節に
,『エ ッセイの本質

と形式について』全体の核心がひそんでいるとぼ くは思 う。純粋に論証 とい うことだけ

を 目安において考 えれば,風 景画 と肖像画 との対比にせ よ,作 家は生の幻影 を与え,批

評家は真実をもとめるとい う図式にせよ,疑 う余地はい くらで も出て くる。疑 う余地が

あるか らこそ見事 なのだ,と いった らあま りに も詭弁的にひび くだろ うか。 しか しぼ く

には,文 学 の問題 を論ず る際に,論 理の整合が必ず しも美徳である とは思われ ない。難

問 もどの ように巧 みに解 きほ ぐしたか とい うこ と よ り,本 来解決不能 な問題(文 学にお

ける問題はたとえば数学的 な意味での解答 を出す こと な どそ もそ も不可能 なはずであ

る)を,あ えて解決:にもた らそうとす る衝迫の,も はや純粋に知的 とはいえない強引な
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熱 っぽさや,そ の熱の中に自己の文学的経験の一切を投じ て,問 の重 さに匹敵する答 え

の重量をむ りや りにも鋳造 しようとする偏執においてこそ,文 学論(=批 評)の意義はは

か られねばならないだろう。 ここでルカーチを支えているのは,た とえばヴィンケルマ

ンのギ リシ ャとニーチェのギ リシャ,あ るいはブル クハル トのルネサンス とペイ ターの

ルネサンスが,そ れぞれ非常に異 った相貌 を見せ なが ら,し かもそれぞれに一つの完結

した生 を提示 してい るとい う具体的 な認識 である。 この認識の切実 さを背後に して,い

いかえれば,自 己の特殊 な経験を窮極の拠 り所に して,一 般的な性格を持 った課題に立

ちむかった ところに,彼 のエッセイ論の重 さが生れ,同 時に彼が,そ こで述べ られてい

るエ ッセイス トと同じ芸術家の資格をそなえていることが証明 されている。 これ はいわ

ば生に執 して真実を獲得す る道で,真 実をもとめて生を得 るそ れ とは一見逆のようだ

が,い うまで もな くこの場合往還の路はただ一筋 しかないのである。

3

ル カーチのエ ッセイ論は,大 まかないいかたをすれば,い わゆ る印象批評の放恣な逸

脱 と,教 条批評の小心翼 々たる硬直 とを一挙に裁 きおおせた,巧 みな二面作戦の成果 と

見 ることもできよう。ただ し見方によっては,一 種の折衷主義的な傾向の萌芽 をそこに

うかが うこ とも可能かも しれない。だが,後 年 になればなるほどル カーチの言説に歯切

れ の悪 さを もた らす折衷的志向が,す でにここにほの見えるとして も,少 く と もこ こ

で,弁 証法 とい うあの思索のための最良の武器の一つが,さ なが ら論者の肉体に癒着 し

たその一部分のよ うに,自 在に駆使 されてい るこ とは疑いようがない。

カスナーは 「批評家 とはシステムを持たない哲学者だ」といった。若 いル カーチはた

しかにこの ことばの意味での批評家だ ったろ うが,非 常に急速に彼はシステムの側に傾

斜す る。血肉化 されていた弁証法が権威ある裁断の規準 とな り,と はすなわち外在的な

価値 とな り,そ れ と ともに,彼 の仕事は諺大 な美学へむかって成長 して行 く。 もち ろ

ん,過 去 の自己から完全に脱皮 して薪たな転身 をとげるほ ど(たとえどれ ほ ど目先で過

去の 自己を否定 しよ うとも)ルカーチは軽薄でもなければ純情で もな いか ら,救 いがた

くシステムに囚われてい るとみえる時 でさえ,な お敏感 な触手 を対象の深部に届かせて

い る場合 も稀ではないのである。 しか しこの経緯について,ぼ くとしては前に書いた こ

とがあるので今はふれない。

今 考 え な けれ ば な らない の は,批 評 の本 質 的 な あ りかた に つい て で あ る。す る と,ル

カ ーチ の エ ッセ イ論 の延 長 線 上 に あ って,あ る意 味で は それ を祖 述 しなが ら,い わ ば生

理 と化 した 弁証 法(イ ロニ ー とい って もよい の だ ろ うが,さ し あ た りへ 一ゲ ル の 「イ ロ

ニ ー とは 弁 証法 の主 観 的形 態 で あ る」 とい う定義 に したが ってお きた い)の エ ネル ギ ー一

を,ほ とん どデ モ ー ニ ッシ ェな ま で に放 射 し散 乱 させ て い る も う一 つ の エ ッセイ論,テ

ー オ ドール ・ヴ ィー ゼ ン グル ン ト ・ア ドル ノの 『形式 と して のエ ッセ イ』 を,と りあ げ

ない わ け には 行 か ない 。

二 つ の エ ッセ イ論 を対 比 しなが ら,『 ドイツ の エ ッセ イ』 の著 者ル ー トヴ ィ ヒ ・ロー

ナ ーは こ うい って い る。
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「ア ドル ノの 『形式 としてのエ ッセイ』 は論の立てかたにおいて,ほ とんど不快なほ

どルカーチのエッセイの 『本質 と形式につい て』 に密着 してい る。 どちらの論 も同一の

対象を扱 っているが,た だそれぞれの形式 は異る。 ルカーチは書簡体で書きなが ら,主

題をめぐって気随 に漫遊をこころみ る。ア ド1レノはモノロー グの形で,憤ろ しげに思い

煩 らう。」

大体エ ッセイとい うよ うな微妙な主題について,千 ページになんなん とする大学術書

を刊行するのは,よ ほど鈍重な勤勉 さがな くてはか なわぬことだろ う。その意味で,こ

のスイス人 ローナーの書物は,髄 処でや りきれぬ思いを させ るのだが,し か し今引用 し

た箇所で,両 者の特徴を示 した副詞 はかな りよ くきいていると思 う。ルカーチの 「気随」

lockerと ア ドルノの 「憤 ろしげ」verbissen。

この相違には,な ん とい って もまず時代の差があずか ってい るだろ う。 『エ ッセイの

本質と形式について』が書かれたのは一九一○年で,新 しい世紀はすでには じま りなが

らも,前 世紀末の審美主義的,な い し象徴主義的傾 向は,む しろ斬新な文学的風土 を形

成する要因と して,少 くともハ ンガ リーのよ うな ヨー ロッパの辺境においてはまだカを

失っていなか ったと考え られ る。 その温柔な雰囲気は明らかにル カーチの初々 しい語調

を陽炎のよ うにつつみ こみ,ゆ らめか している。

ア ドル ノの 『形式 と してのエッセイ』は,そ れか ら四十年の余 を経た,一 九五四年か

ら五入年にかけて執筆 された ものである。 二つの大戦を包含することをた とえ顧慮 に入

れないとしても,こ の間の半世紀近い時間の推移が文学的雰囲気 を一変 して しまわ ない

としたら,む しろその方がふ しぎだろ う。

だが,ア ドル ノの 「憤ろ しげ」な思弁は,直 接にはやは りこの激烈かつ酷薄な個性の

生得の素質にもとつ いているとい うべ きである。彼の批評家 としての最初の仕事は,お

そらく一九二入年の 『シューベル ト論』だが,若 々 しく気負った,一 種青春の甘美さを

ただよわせ さえもす る修辞から浮かびでるのは,お ぼろな地下の光に照 らされた永劫の

死の風景なのだ。シューベル トの音楽は死 一自然の世界に閉ざされながら,し か もその

世界からの解放 を告知す る力を持つ,と い うのが論の骨子で,こ れ より数年前に発表 さ

れたベ ンヤ ミンの 『ゲーテの 「親和 力」』か らか なりの示唆を受 けたか と推察 されるが,

それに して も,わ れわれのことばを用いれば,厭 離臓土,欣 求浄土 とでも呼びた くなる

ような,一 貫 した暗欝な雰囲気は注 目に価する。 どろどろ した正体の知れ ぬものを底に

澱 ませたまま,な かば睡 りの うちにあるように,未 知の彼方へ流れただよって行 く,そ

んな感触が,論 旨ではな く,論 を構成 し展開する文体そのものの リズムにまつわ りつい

ている。

解体 と没落のただなかに埋 もれ,み ずか ら解体の表象その もの と化することに よって

救済を告知する力のはたらき一 それが,批 評家 と しての畠発以来,終 始一貫 してア ド

ル ノが追究 した主題である。いかに もその対 象は音楽か ら哲学,文 学,社 会学 ときわめ

て多岐にわた り,特 にナチからの亡命以後は暗欝な文体がい よい よ憤ろ しげな屈折 の度

を増 し,時 には読者を呆然た らしめるほど晦渋なこ とばの迷路に迷い こむのだが,そ れ
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に もかかわらず,.彼 の思考の営みの原型は,常 に一定の形であ ざやかに刻印 されている

よ うに思われ る。彼 の近著の表題でいえば 「否定の弁証法」一 これはぼ く自身研究不

足なので臆断にす ぎないが,マ ル クスが へ一ゲル を逆転 したよ うに,人 間が 自己の有限

性(す なわち無 としての性格)を 自覚 し,ほ かならぬその自覚に お い て無限者(す なわち

神)に 到達 し得 るとす るゾル ガーの 「絶対否定性の弁証法」の,無 限者を,理 想 としての

世界におきかえたのがア ドルノの弁証法ではないか と思 う。 もちろん彼に対するペンヤ

ミンの感化は大きい し,キ ルケゴールは彼 の教授資格請求論文の主題 だから,ど の径路

を通 じてにせ よ,ロマ ン派のイ ロニー的弁証法に親 しまなかったわけはないのだが一一,

それが,ヴ ァーグナー ・マーラー ・シェーンベル クとつ らなる音楽の系譜を論 移る時に

せ よ,政 治 と文学の問題 を考える時にせ よ,あ るいはまた,批 評,エ ッセイのありかた

を追究す る場合にせ よ,ど のよ うに変奏 されよ うと,い つ も変らず偏執的に提示 され る

主題である。

『形 式 と して の エッ セ イ遇 は
,ド イ ツ にお いて エ ッセ イが しか るべ き処 遇 を受 けて い

ない,と い う慨 嘆 か らは じま る。 これ は クル チ ウスが,ド イ ツ に批 評 の伝 統 が確 立 して

い ない の を 嘆い た の に似 てい る(『詩人 と して のT.S・ エ リオ ッ ト』)。た だ し クル チ ウス
デ イ ヒ タ ロ

が,な ぜ批評が重んぜ られ ないのか,そ の理由と して 「ドイツ人が詩 人ばか りを持ち

たが る」 ことをあげているのは,一 応尤 もにはちがいなかろ うが,文 学における知的要

素 を強調する彼の 口吻は,や や楽天的な状勢論めいている。

ア ドル ノのあげる理由は こうだ。 「ドイツでエッ セイが疎ん じられるのは,そ れが精

神の 自由を思いおこさせ るからであ る。 尤もこの 自由は,ラ ィプニツの時代以来微温的

で しかあ り得なかった啓蒙主義がついに挫 折 してか ら,今 日に到 るまで,形 式的な 自由

とい う条件の もとです ら,十 分 に展開することはなかったのだが。」

これだけの引用では,い かにも尖鋭な,ド イツ的オブスキュランティズムに対する挑

戦 の姿勢 と見えるだろう。事実そ うなの だといって,も ちろんなんの さしつかえ もない

はずである。ただ,精 神の 自由への渇仰が,ア ドルノの場合,淳 朴な進歩主義音のよう

に,闇 と光,悪 と善 の明快な二元論の上におかれてい るのでない ことは,は っきり心に

とめておかな くてはならない。

つ まり,自 由とい う状態が不断には らんでい る頽落 の可能性への認識,そ れがいささ

か息苦 しいほ どにア ドル ノの立論の基調 を決定 してい る。アカデ ミックな権威主義 事

大主義が精神の自 由を阻害するのはた しか なこ とだ として,ア カデミズムの規律から解

放 された時,自 由な精神は きわめて容易に不 自由へ と逆転する,と い うのも,拠 り茂 を

持たず,一 切の責任からまぬかれた精神は,そ の時々の外界の要求に応じ なが ら,つ い

には先行する権威への従属の か わ りに,市 場の変動に隷属するよ りほかはないような,

不安定な状態にあ るのだか ら。その典型的な例 としてア ドルノは シュテファン ・ツヴァ

イ クの名をあげているが,何 もこのような二級文士においてのみ,そ の危険があ らわれ

るわ けではあるまい。論者 自身が 当然 自己の問題 としてその危険 を感 じて い る か ら こ

そ,エッ セイの形式について執拗に考察を進めなければならないのである。
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ここでもやは り,エ ッセイは屈 曲に富 んだ謙掬 を前提 として い る。(ア ドルノは必ず

しも 「エ ッセイ」 と 「批評」を同一視 しているとはかぎらないか もしれないが,と もか

く 「エッ セイ」 の定義はル カーチにそのまま準拠 してい るのだか ら,こ こではさ しあた

り,両 者 を同義 と考えておきたい。)この文章でも前に引用 した ルカーチの こ とば

「イローニッシュな態度でエ ッセイス トはこのささや か な営み に みず か らを順応 させ

る...」 を引きながら,ア ドル ノはエッセイの本質的な断片性,総 体と しての対象を捉

え る能力の欠如を指摘する。 ツヴァイク流の,得 々た るデ ィレヅタン トの饒舌におちい

るまいとす るために,そ れ は第一に必要な反省だ といえよう。

しか しただちに,こ の謙抑 は一種 の倨傲,卑 俗な表現を用いれば居直 りに転化する。

「エ ッセイは 移ろい 行 くものの中に永遠 をもとめよ うとは しない,む しろ移 ろ うものそ

れ 自体を永遠化 しようとす るのだ。」別のいいかたをすれば,特 殊な個別存在か ら普遍的

な概念を抽象 しよ うとす るのではな く,特 殊な存在 その ものの普遍化 をめ ざす,と い う

わけだろ う。尤もこういいかえて しまえば,一 般に芸術作品の志向はその種 の普遍化に

あるのだか ら,特 にエッセイの性格 を規定す るためには不十分か もしれない。 エッセイ

が普遍化す る結果に生 じるのはや は り概念 なので,そ の点でこれは学問的な理論 と揆 を

一 にする。ただエッセイは,学 問のように厳密な概念規定 には こだわ らない。規定によ

って脱落するもの一 概念の うちに生きている危険な要素,刺 戟的 な要素の存在を知 っ

てい るか らだ。その存在をそのまます くいあげるためには-

「思考が単純 に前進す るのではなく,さ ま ざまな契機 が絨氈 のよ うに織 りあわせられ

るのだ。 この織物の 目のこまかさに思想 の実 りゆたか さが か か って い る。思考の主体

は,実 はここでは何一つ思考す るわけではない,た だみずか らを,精 神的な経験の現場

と化するのである。」

ゲオルゲやホー フマ ンス タールの一節 を連想させ るこの ことばは,サ ンボ リスムに親

炙したア ドルノの面 目を示す とともに,エ ッセイ論全体の中でもとりわけ昂揚 した部分

だろ う。このエッセイの行程 を,彼 はいみ じくも7方 法的に非方法的」methodischun-

methodischと 名づけてい るが,そ れは,意 識を鋭 くとぎす ま しながら,そ の鏡面 に万

物の照応す るさまを映 しとろうとした前世紀の詩人たち,特 に,熱狂 的な ヴァーグナー

論の中で 「批評家は詩人にはならないが詩人は必然的に批評家を内蔵す る」 と誇 らしげ

に語 ったあの詩人に発す る,一 つの精神の系譜を,い わば認識の深化 とい う方向で補足

しなが ら継承 してい るよ うに さえ,み えるのである。

だが,幸福 な諧和は結局 ア ドルノにはおとずれ ない。 とい うより,こ の酷 薄な弁証家

の性癖は,諧 和を拒否せずにはおられない ような ところが ある。彼 を深淵のほと りで自

足 した ニヒリス トと罵 るのは現在のル カーチだ が,そ もそも初期のル カーチに しても,

ア ドルノ的 な酷薄 さには理解 しがたい点が あったはずだ と思われ る。みず からを精神的

な経験の現場 と化するとは,そ れが一つの形象に到達す るのではな くて思弁 の領域にと

どまるかぎ り,な ん らかの固 定 した 目標において完結する作業ではあり得 ない。 それは

たえざる精神の反映・反省 として しか作用することができない。 その反省 には,た しかに
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既存の精神 の体系をゆるがす力はあろ う,い や,さ らには,そ の体系を支えてい る下部

構造 さえも突 き動かす力が,そ こか ら生 じる こ と もあ ろ う。 しか しその力が有効なの

は,ま さしくそれが反省 として,否 定と してはた らくか ぎりにおいてである。も し否定

のカ と しての性格を失 えば,エ ッセイは万能を 自負する学問体系か,愚 に もつかぬ擬似

散文芸徳に転落す るよりほかはない。エ ッセイのアクチ ュア リティーはほかならぬ この

危険 の上に成立す る。

強 引に要約すれば,ほ ぼこの ような結論になるア ドル ノのエ ッセイ論は,詮 じつ めれ

ば精神の自由論だといってもいいだろ う。精神の 自由が,い かに危険な,幸 福な成就に

遠い ものであるかを考えた文章だ といえるだろ う。 しか しこの自由が,そ れに もかかわ

らず 自由で ある とい うこと,エ ッセイが,否 定であるにもかかわ らず力であるとい うこ

と,そ こにおそ らく最後の,逆 説的な幸福がある。

『形 式 と して の エ ッセ イ』 の エ ピ グ ラフ と して,ア ドル ノは,ゲ ー テ の 『パ ン ドー ラ』

の一 行 を 用 いて い る。

「光に照 らされた ものをながめは して も,光 を見ることはで きない。」

プ ロメー トィスがエオスをたたえなが ら,ヘ リオスの矢に耐え得 ない人間の 目の弱 さ

をいった この～行は,淡 く憂わ しげな諦念にみちた文句にはちがいない。ルカーチが引

いた 『修業時代』 の末尾のよ うな明るさは,こ こに は ない。だ が,そ れにもかかわ ら

ず,こ れ を暗い とい うことはで きない。それは,ヴ ィルヘルムの発見 した王国が,単 純

に明るい どころか,考 え ように よっては,む しろおぼろな影にひたされ,色褪 せて見 え

るの と,方 向は逆 なが ら同 じことではなかろ うか。明暗 の機微 をさだかに見きわめるの

はいかにも容易なわざではあるまい。た だ,こ のふ しぎな昼夜の光が交錯する中間領域

に,そ れぞれのエ ッセイ論を書いた二人の批評家が,そ れぞれの流儀で精通 していたこ

と,そ して経験に もとつ く忠実な ドキュメン トともい うべき彼 らの原論が,難 所 を切 り

抜 けるためにそれぞれの狡智 と放胆に よって作製 された海図であった こと,そ れを疑 う

のはおそ らくさらに容 易ではないのである。



136 Zusammenfassungen

ZUR GRUNDSITUATION DER LITERATURKRITIK

JIRO KAWAMURA

Was ist Literaturkritik? Diese Frage hangt mit der Wesensbestimmung 

der Literatur eng zusammen. Wenn man die Funktion der Literatur in 

einer Gesellschaft fest formulieren and daher auf die Frage, was Literatur 

sei, ohne weiters Antwort geben kann, so braucht man nicht zu fragen, 

welche Aufgabe der Literaturkritik gestellt werden solle. Als arbiter 

elegantiarum, als Sachverstandiger in den Dingen des Geschmacks kann der 

Kritiker ruhig sein Geschaft betreiben, verschiedene literarische Produktionen 

nach bestimmten Regeln beurteilen and einordnen. Aber wenn der allge

meine Begriff der Literatur ins Schwanken gerat, indem man sich dariiber 

nicht mehr klar wird, wozu sie dient, dann vermag man auch die Regeln nicht 

mehr aufzustellen, nach denen der Kritiker sein altes Geschaft betreiben soil. 

Hier beginnt eine literarische Anarchic, and in dieser Anarchic kommt der 

entscheidende Moment, wo Kritik von den literarischen Produkten, die 

bisher als ihre eigentlichen Gegenstande gegoiten haben and denen sie 

jedenfalls untergeordnet war, Abschied nimmt and rich selbstandig macht. 

Kritik kann jetzt stolz erklaren, sie selber sei eine Gattung der Literatur, 

stehe mit Epik, Lyrik and Drama auf gleicher Stufe. Aber Unabhangigkeit 

bedeutet immer eine Krise. Der Weg zu dieser Unabhangigkeit ist ein 

wenig zu gefahrvoll and muhselig, als daB der Kritiker seine neugewonnene 

Freiheit bequem genieƒÀen konnte. Losgelost von den eigentlichen Gegen

standen, mag der Kritiker zwar seine eigene Gedankenwelt in froher Ein

samkeit zum Ausdruck bringen, doch zugleich droht ihm bestandig die 

Gefahr, auf der schwindelnden Hohe der Isoliertheit zu erfrieren. Es ist, 

als sei er zwischen die Szylla des Untergeordnetseins and die Charybdis des 

einsamen Verfalls geraten. Hier wird nur die Schlauheit and Tapferkeit 

eines Odysseus diese Gefahr uberwinden and zur seltsam doppeldeutigen 

Schonheit der Kritik gelangen konnen. Ober dieses Problem der Kritik 

haben die beiden groBen Kritiker unserer Zeit, Georg Lukacs and Theodor 

W. Adorno, in ihren bemerkenswerten Aufsatzen nachgedacht, in denen 

der •gEssay als Form" zurn Hauptthema gewahlt and aufs grundlichste 

untersucht wird.


