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ペイターの歴史感覚

森 岡
-出回
1，Al

 

ベイターの批評意識の中には強い歴史感覚が見られる。例えば彼の批

評作品をざっと一瞥してみるだけでも L、し、。古代ギリジャに始って中世

後期，ルネサンスを経て十八世紀及び十九世紀の浪漫復興期に至るま

で，その殆どが，過去における芸術文化の精神を蘇えらす事に向けられ

るている。亦その際ペイターの取った基本的な方法は，それらの精神様

式を時代単位で体系的に図式化すると云うのではなく，それらの時代，

運動のうちに瞬間的に生起する個々の卓越した人聞に焦点、をあててゆく

やり方であったO 言ってみれば，彼の批評精神は絶えず過去に向って聞

かれ，個を通してそこに或る理念に基づいた精神の形式を探し求めてる

かに見える。

この事だけをもってしてもベイターが強い歴史感覚の持ち主であった

事は疑いなし、。だが，彼の歴史感覚はなにもこう云った現われ方にとど

まってはいないのである。同時に亦，実践的意味合いも備えて批評行為

そのものにまで、及ばずにはおかなかった。実際，作品なり作家を出来る

だけ歴史的状況に照して眺め，あるいは亦，独断的決定的評価を努めて

避けるなど，彼について我々が等しく実感する特徴もこれ亦歴史感覚に

裏づけられた一面と言って良い筈である。 r歴史感覚とはつまる所批評

感覚と理解すべきである」とはライオネル， トリリングの言葉だが，こ

れはそのままベイターについても有効である。

その歴史感覚が彼の批評全体の構造の中でし、かなる位置を占め，それ

とどう係わっているのか，本稿ではそう云った問題を検討してゆく。
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ベイターの歴史感覚

(1) 

ところで，ベイターの歴史感覚について云々する前に，そもそも「歴

史」と云う言葉には陵味な意味の重層がある。以下の論の展開を考える

上でもあらかじめ次の事だけは確認しておかねばなるまい。つまり，歴

史には「出世事」と「出来事の記録，叙述」と云う二重の意味がある。

これは歴史そのものにおいて存在する「主観」と「客観」の二つの側面

と言っても実質的には同じ事かもしれなL、。歴史においては，歴史家の

主観の如何に拘らず確固とした客観がある。そしてその客観とはあくま

でも過去の事実，出来事であり，過去をして過去を決定せしめると云う

のがともかくも歴史家に要求される基本的な姿勢であろう。と同時に，

叙述の立場に立つなら，歴史を単なる雑多な出来事の寄せ集めの記録で

はなく，相互に関連し合う出来事の一貫した記述たらしめる為には，歴

史家の「自己」がそこに働¥'，'ていなければならない。なぜなら I価値

判断は資料の選摂そのものの中に暗示されている」と云うウェレ γ クの

言葉を待つまでもなく，少なくとも過去の資料を選択し，ある仕方でそ

れらを配列すると云う行為はとりもなおさずその行為者自身の. r現

在」に足を据えた価値判断をその前提として要求するものだからであ

る。この様に歴史のうちには，主体の働きかけを許さない客観と，主体

の働きかけを必然的に要求する側面とがある。歴史の持つこのこ面性を

先ず我々は心に留めておきたし、。

ベイターに戻ろう。我々が，批評原理についての彼の断片的なマニフ

ェストの中にしばしば見るのは，何にも増して外から，意識せざるを得

ない客体として迫ってくるこの「過去J I歴史」の姿である。例えばペ

イターは言っている r個々の天才は常に時間と空間の条件のもとで働

き，その産物は自然の変化する様相と人間形態の型と外的生活慣習によ

って彩色されるJ.あるいは亦「有機界における様に知的世界において

も，ある生産物と常態であれ変態であれその特徴とは，いわゆる〈環

境〉の決定する所である」と。無論これは直接時間意識を表白したもの
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ではないが，結局は，歴史そのものの客観性に対する強い意識に因るも

のである事は，この直ぐ続ぎを見ても理解出来ょう。 1従ってプラトー

を読む時，若い研究者は論争の渦中に自らを投じたり，プラトーの見解

に賛成したり反対したり，彼の奇矯な点、や不可能と思われる箇所を証正

したり弁明してはいけなし、…プラトーを彼以前と彼の同時代のギリシャ

思想運動の結果としてその本来の地位に置く事こそ，彼についての歴史

的研究，すなわち真の批評的研究の目的とすべきである。」

一読して解る様に，ここで語られている批評の方法は，主体を対象に

出来るだけ介在させる事なく，あるがままの過去をして過去たらしめ

よ，と云う事に他ならない。この方法については後で検討するとして，

この様な歴史の客観性に対するぺイターの強い意識はどう説明したもの

だろうか。

一面においてそれは十九世紀も半ば頃から時代の精神の中に欝然と侵

透し始めたひとつの強迫意識としての時間意識と無関係ではないようだ。

周知の如く，十九世紀は四十年代あたりから世紀後半にかけて，ヴィ

クトリア朝社会は多くの価値観において過渡的状況と混乱とを呈して

いた。 TheVictotorian Fiume 01 Mind 1830-1830の中で Hough-

tonは解説している， 1どの時代も移り変わりの時代としての側面を持

つてはいるが，この時代ほど人々が自分達の時代を過去から未来への移

り変わりの中にあると考えた事はなかった」と O こういづた急激な変化

を招来した社会的，経済的，あるいは科学的諸要因に至るまで，ここで

いちいち触れる事は出来なL、。重要なのは，嘗ては一様であり得た価値

感の共有が失われ，変化と多様性の支配するこの様な時代にあって，人

々は不安の中にも世界の時の流れの中に自己を位置づけようとする強い

時間意識を呼び起こされた，と云う事である。些かあらたまって言え

ば，我々の生活の根底においては，現実そのものを把握しそれを支配す

る事が可能だと云う安堵感が無意識の内に求められている。そしてそれ

はまさに現実の複雑な組み立てを時間的に図式化する事，言い換えるな

ら，歴史を通して我々を過去からの時の流れの中に位置づける，と云う
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ベイターの歴史感覚

事によって獲得しうるものであろう。だからこそこの時代の様に人々に

とって囲りの世界が変化と混迷の中にある程，それだけ強い自意識が生

じ，それが自意識の構造の中心をなす時間意識と結びついてくる。従っ

て，当時見られた歴史研究の活発さと人気にしても，この様な時間意識

のひとつの現われと理解出来るだろうし，亦カーライル，アーノノレド等

の批評家を始め，テニスソ，ブラウニングその他諸々の詩人に至るま

で，多かれ少なかれ当時の作家達が，時間，歴史をテーマとした作品に

取り組み，そこにこの時代特有の不安感を様々な型で現わしたというの

も故なしとはしなし、。

してみればベイターも唯その様な時代の精神の中に沈澱し始めたもの

に対して彼なりの反応を示し，それを自らの芸術観なり批評行為の内に

反映させたに過ぎないとも言える O だが，その反応の仕方が彼の場合ま

ことに徹底的，個性的だったわけで，これから明らかにしなければなら

ぬのも彼に現われたそういった側面なのである。

(2) 

さて，今も見た様に，芸術は時代環境の産物であり，よって作品はそ

れを成立せしめている歴史的諸条件のコンテキストに置き，その一つの

結果としてみなければならないと云う立場がペイターにはある。それだ

け彼の内には，歴史の客観性への意識に裏打ちされた芸術への視点が存

在していると云う事でもあった。

ところでベイターは，芸術の社会的決定論を思わせるこの様な発言を

度々しておきながら，かといって時間空間的諸条件で作品の成立と質を

説明し尽くせるとは考えていない。それどころか例えばジョアシャン・

デュ・ベレを評して，その詩の面白さは時代の詩的趣味を特徴的に示し

ている点にある，と語った後続けて rしかし，もし彼の作品が最高の

面白さを持つべきものならば，もしそれが好奇心を満足させる以上の事

をなすべきものならば，作者が時代の子であり，時代の美的条件に一致

し，また一致する事によって時代を魅了し刺激するだけでは充分でな
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い。その作品になにか個性的な，創意に富んだ，独自なもの，すなわち

作者自身の気質および人格の刻印がなければならない」と述べ，なにか

歴史によって規定されない，個性による或る独自な価値の重要性につい

て力説している。更にこの認識は Platoand Platonismの第六章で

は，批評原理の中心をなす鍵としてあらわれてくる。すべからく人間の

精神の産物には，時代環境の機械的な力が働いていると同時にそれに抗

しながら半ば説明し難い人格の力も働いている，と語りながら彼はこう

説いてゆくのである。 r哲学は勿論，文学や芸術についても批評の真の

仕事は，一般的状態に対する，すなわち或る特定の時代の凡ての生産物

に共通な状態に対する，いわば〈環境〉に対する評価より一歩進んで，

この天才が果していかなる独特の資質故に意志の力によってその境遇を

圧倒するに至ったかという問題を取扱う時始まるものと言えよぬ

ベイターにおける「個性」の重要さが自ずと知れてこよう。彼は，個

々の芸術家を取りまくその時代環境に対して，芸術家自身の独特な資質

つまり個性をそれと対立するものとして捉え，後者の前者に対する優越

を主張しているに見える。確かに彼にはロマン派の伝統の上に立つ，独

自な個の資質に寄せる強い共感があった。芸術とはとりもなおさず創作

者の個性の表出に他ならず r作者の気分やものの感じ方のうちにあっ

て最も内的な独特なもの」が作品の内に現われていると云う事，その事

こそ「想像的次元の作品に，所有に値する真の価値を与える」ものなの

である。およそこう云った内容の発言をベイターの作品の中から抽出す

る事は少しも難しい事ではなし、。その意味でも，ベイターにおける「歴

史性」と「個性」の二つのエレメントの関係を説明するに，作品の歴史

性を強く認めかつ力説しながらも，なおそれによって規定され得ない個

性への関心をもって，事は片付きそうにも見えるO

だが問題はさほど簡単ではなし、。ベイターにおいて「個性」の持つ重

要性が著しい特徴として認められる事は勿論なのだが，この場合その

「個性」についてあらためて検討を加える必要がある o [""個性」と云う

のは芸術に関する場合甚だ厄介な代物であって，ベイターにあっても，

噌
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単に個の独密散のその時代環護に対する優越を指擁するだけでは，

純化Jは無論の事ひいて

である O

きく歪める結果にもなりかねないの

註とはつまる所天才の創造と云う関題と結びついてくるだろ

うO ロマン派の理論によれば，天才とは超合理的な存在でありそ

の過程は‘ spontaneons'なものと云う事になるが，ペイターも

にこれに近いと~rr;言える。忍耐のうちに持つべき「創j造のー鱗j があ

り，その「ぐ満足〉の一瞬に錬金術は成し，議念はうち打されても色

彩とイメージとになる。Jレオナルドについて語ったこの ばそ

の'iI:まベイターのものでもある 多コーノレリッヂがシェィクスピプの

議像力について述べた見解合引用し，それにコメントを加えている部

分をみても鎖けよう。そこで、ベイターは，コーノvl! ':lヂの有機的，創造

的構成能力としての想像力の考え方をほぼ背定的に受け歌めそれを自己

の立場としているきと云う感が強い。しかし亦，この磁ぐ後に付け加え

られるコール Fッデへの疑問からも解る様に，創作の過程には理知と

静とに支えられたI犯の診む様な永い洗練の段階がある事を力説する

も合わせて畿にはあった。 r援〈コーノレリ y ヂ〉の見解を一凶的たらし

めているのは，そこでは3芸術家は殆ど議械的な行為者くお1舵 hanical

agent) としかなっておらず，意識の議も理知的で冷静な部罷は忘れら

れ，詩や芸術における連窪行為が，間一化のなにかもつばら有機的な過程

の様にされてしまっている点に議うる。J (括弧拘禁議〉。だが‘creative

process'をど巡ってベイタ…の見せる以上の様なこ面性は認に指摘され

てきた併でもあり開題はあるまし、。むしろ我々がここで践をど向けるべき

は，そのプロセスと公うより拭(し、やプロセスの一部には違いないのだ

が〉創造的天才のよって来たる発動の源泉であるO 持じ「コー/レ予ッヂ

論」の;:tで擦が貌jえば次の様に雰った点に註戒しよう。

「序々に精神が集中すると特定なものや個別的なものの綴授から自由

になり，外からの

る不悉議な力

内にある理念的潔識によって修正し中心を与え

るc 遂に構成的天才において観怠が活動的になる。

32 -
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自然の霊はその放漫な要素が合理的に統ーされ，明瞭に反映される。か

くてその潜在的な目的の解釈が偉大なる創造的芸術作品のうちに具現化

される。創造的天才の秘訣は絶妙なまでに精妙化された自然に対する同

感一一自然に存在する合理的霊魂に対する同感である。想像力の連想的

思惟，この行為と情熱の永遠の象徴は芸術家の自意識的な発明ではな

く，事物に内在する観念の暗示に従う事によって生じる O そしてその暗

示は自然の眠れる理性を実現する自然自身の活動のうちに発展する，時

々人心の表面に浮び出る必然をもっているかの様に。J(Gradually the 

mind concentrates itself， frees itself from the limitations or 

the particular， the individual， attains a strange power of modif 

ying and centralising what it receives from without， according 

to the pattern of an inward ideal. At. last， in imaginative 

genius， ideas become effective: the intelligence of nature， all 

its discursive elements now connected and justified， is clearly 

reflected; the interpretation of its latent purposes being em-

bodied in the great central products of creative art. The 

secret of creative genius would be an exquisitely purged sym-

pathy with nature， with the reasonable soul antecedent there. 

Those associativeconceptions of the imagination， those eternal-

ly fixed types of action and passion， would come， not .so much 

from the conscious invention of the artist， as from his self-

surrender to the suggestions of an abstract reason or ideality 

in things: they would be evolved by the stir of nature itself， 

realising the highest reach of its dormant reason: they would 

have a kind of prevenient necessity to rise at some time to the 

surface of the human mind.) 

‘centrates itself'，‘ exquisitely purged sympathy'など，創造

過程における精神の意識的，理知的側面に意を配った言葉は今しがた触

れた通りだが，引用文の丁度中ごろ，創造的天才の秘訣を「自然への同

ηo 
qo 
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感」とする辺りから後半にかけて注目すべき点が見られる。ベイターは

「自然J(nature)を直ぐ「自然に内在する合理的霊魂J(the reason-

able soul antecedent there)とも言い換えているが，これはそのまま

数行後に来る「事物に内在する観念J(anabstract reason or ideality 

in things) と符合する。そしてベイターは，この観念の暗示は自然の

活動に応じて発展展開するものだと付け加えるのである。となると，こ

れはもう歴史そのものの事ではないか。いや，そう言って言い過ぎな

ら，歴史的見地から捉えられた或る精神と呼んでもよ L、。時には人心の

底深く潜在し，亦時にはその表面へと現われ出る必然を抱えたなにもの

かなのだ。自然の中にあってそういった展開を示す或る理念の暗示に，

集中と精練をもって共感する事，それにより創造的天才はその理念を生

産的なレベルまで高める事が出来る，一一ここに或る歴史意識を読み取

る事は容易であろう。創造的精神が従うべき，共感すべき観念の暗示

を，ペイターは歴史意識の統一の視点から把握しようとしているのだか

ら。

こうなると，芸術家の天才も超歴史的な存在とは言えなくなってく

る。明らかにある仕方で歴史と触れ合っている。天才的な個性をして歴

史に優先させるべイターの態度を示すものとして挙げられるのが「時代

はどれも同等である。しかし天才は常におのれの時代を超越している」

と云うブレイクの発言の引用だが，これにしても，なるほどそこには天

才に寄せる超合理的，超歴史的評価が窺われるが，その直前の件を読め

ば，今見た様な点を改めて考えさせられる筈である O

「彼(批評家〉は，美が多くの型を取って存在する事を常に念頭にお

いていて，どの時代も，型も，流派も，彼にとっては本質的に等しし、。

どの時代にもすぐ、れた巨匠がおり，すぐれた作品が作られた。彼が常に

問題にするのは，この時代の活動，才能，感情は誰に現われているか，

この時代の精華，気品，趣味はどこに集っているか，で、ある(;1
一見矛盾した内容に見えるかもしれなし、。だがこの一節は，創造的個

性と歴史との係わりが如何なるものであるかの一端も語ってくれてい

- 34 -
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る。 r天才は常におのれの持代'a::縮越しているJと云う時，そこ

されている「時代」とは，法諮複接的な「環境J r時間空間的籍条件j

の機械的影響を揺すものと取れよう。しかし，ベイタ して言え

ば，天才の創造を触発し，発動させるものとしての，際然そのもの

よって発展する観念の暗示が他方においてあった。そしてこ

史的拐の許に提えうるものであった。ところで，供に歴史的視点から環

解しうるこれら両者は，発滋の Lノベノレは異なれ，互いに主要簡係では勿誌

なく， ~後炎者は言蔀吉者の底を流れながらそれに或る型で

してγ解出来よう〈この点に関しては次箪で設う〕λOだからこそ r!f時寺代J

している答の天才が，

がその時代のすぐれた精神，

う型も生じてくるのである。

と云えば， EJら

，選味の‘ receptac1e'となる， と云

，その「個性jに寄せる著しい関心令指摘しつつ，彼の鋭造意識が

思いの勉歴史意識に深く震かれているのな見た。次にペイターの歴史の

のものがどの様なものであったか今少し詳しく探っておこう。

( 3 ) 

ってベイターの歴史の意識の内には，認識のレベルにおける

彼の懐箆約な姿勢が色濃く投訣している。例えば f流動J(flux)の観客

とか「相対主義精神J(relative spirit) とかし、ったものがそれだo ]i 

いに密接に関減ずるこれらのニつの観念は fコ…ノレリッヂ議J rグィン

ケノレマン諭Jなど主として初期のエ y -h:イのやで中心的な役割合議乙て

いるが，援の歴史観を諮る際にはどうしても見逃せないものである。そ

こに兇られる不安に揺れ動くi!!:界は彼自身の深い張独によって染め上げ

られている事は勿論だが，同時に， 1850年代から60年代にかけて

言ど極めた知的風土の反挟でもある事:は間違いなかろう。

あらゆる事物は流転し も停まる選手のない変化の授の中にある，

とベイタ…は言う O 例えば我々の肉体的生命でもいい，それは燐にせよ

よ高齢、鱗室長にぜよ，科学が名能を与えている所の自然元素の結
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合にすぎず，一瞬毎に新なるこれらの永遠の運動に他ならない。亦これ

らの元素は我々の外にも同じく広く散播かれていて，誕生，行動，死，

あるいは墓からスミレの咲き出る事まで，凡てそこから生ずる無数の組

み合わせのうちの僅かなものにすぎないのである。この様な考え方が当

時の実験諸科学からの強い影響によるものである事はベイター自身も認

めているぷ)更に内的な世界に目をやり，事物と思考との関係を語る時，

彼はヒューム CDavidHume) とミル CJohn Stuart Mi11)の経験

主義をかなり唯我的な色彩を強めた自己流の型で、提出する事にな♂)即

ち，我々の経験の還元されてゆくところは一群の印象に他ならない。そ

して個々の精神が受け取る印象も実在するのはすべて一瞬に限られてい

て，それは存在するとも言えぬうちに過ぎ去ってゆく。

以上の様なペイターの姿勢は Renaissanceの結語の内にきびきびと

した表現をとって集約されているが，その後の中期，後期の作品でも

断片的ながら同様の発言が見られる点、からして，これは彼にあって晩年

まで変わらなかった一つの意識と言えよう。

加えて更に，この様な時間と経験の不連続性の認識のおもむく所，当

の観察者の孤立である事は少しも不思議であるまし、。 r既に一群の印象

と化した経験は，我々それぞれに対しては，人格という厚い壁に囲まれ

ていて，その壁を通しては真の戸は我々の所には届かず，また我々から

もその外にいると察せられるものへとは届かなL、。こうした印象はすべ

て孤独な個人の印象であり，それぞれの人間は孤独な囚人の様にそれぞ

れひとつの世界の夢を心に描いているのだ。」

相対主義，流動の概念，そしてそこから必然的に招来される，他との

連帯を失ったバラバラに孤立した人間，と云う認識，以上が相侠ってベ

イターの世界観の根底を型づくっているわけだが，彼の歴史認識の基調

を織り成しているのも叉これらなのである。

実際，歴史についての彼の言及の内には歴史を支配する秩序立った法

則への確信は欠落しており，互いの脈絡を欠いた経験の単なる集合とし

て歴史を扱おうとする傾向がはなはだ顕著である。ベイターによると，
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々は本来抽象的観;きそのものに愛を注いだり興味を持ったり

じたりはしなし、。個々の夢物にそれ独特の選挙締，色彩，変化があればこ

そそれらの事物が我々の精神の壌構や生来の習慣に受入れられ!i};愛され

るのだ。更に設は続けてこうも言う。 r人類についても，これを個人的

る場合も，一つの全体としてみるにしても，それが語部にまで

わたって変北に傷んだ，多嘉多様なるf個々の事実と個々の人間との歴史

を展開すればこそこれに興味を惑じるのである。抽象作用を加えたり，

一般観念:を導入したりすればこの興味はたちまち押し殺されてしまうよ

うに思える。J

現実とは国交をし凝臨したものではなく，

であり，雑然とした混沌の様相を援している

る明確な鱗念でそれを整序するなら，

中にある生物体

ものであり，もし或

らしめている活動性

は化石の様に周着されるばかりか，その緩急の尺度に合わない部分は完

り捨てられてしまう事にもなる。…一披象を出ラたるだけ避け，

験そのものへ立わ返る事を説く設の機難的精神からて当然の実感と

うべきだろう。

が，しかし我々はこれがペイターの…窃でしかない事者ピ;志れではなる

まL、。これをもってただちに設が援史のヅロセスを，さまく論理性の欠揺

した無秩序な流動と考えていた，と決めつけるのは早急‘である。

も含めてとれは彼の認識型態一般の根本に係わるものと患えるが，ベ

イターはおよそ人間性に係わる観念はなんであれ，それを概念的に規定

した基礎づけを与えるという事はしなし、。一見固定した対立欝係

のうちに謡え震かれているものもその突さにあらず，]:[いを補う聖で雨

間に和解が欝られているのがしばしばである。 刊紙揺化J r一般法

難の導入」のf議題にしても，その強い断定的な否矩の口調にも持ら， ， 

ベイターはこれらを一方的に拒んでいるわけではないのだ。開時に次の

様に論ずる設なのである G

「概括作用についてヅラント学徒やプラトン自身がし、かに誤った説を

、たとしても，この方法は具体的現象を犠牲に供するもので、はなし、

円
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むしろこれな他との共還のパ…スベグティグのi:þ~こ配置し，これに他の

凡ての事物の持つ意義や深3主役付加して内容をと毅かにするものである

…個々の対象の意義は観念と

されるのであろう。J

い初め

これはそのまま歴史のブ戸セスについての考え方にもさ当て様まる。い

い例が，Plαto and Platonism られているヘラグレイト

スについての発設であるO ヘラグレイトスと震えば我々はお慰[1染の「万

物は流転して荷物もとどまらずj な即盟主に頭に浮べるだろう O 無論ここ

で、はヘラグレイトスに見られるそう公った流動の概念がブラトーに，

接そのま iまではないに佼よ影響を与えている点が論ぜられているのだ

が，併せてベイターは，ヘヅグレイトスの著作の中には Logos(光来，

宇宙秩序の根本原理としての窪法令意味する〉とまえう文字の散見する断

片のある点に着陸し，授の学説にはもう一つ到の側聞がある事をど揺鏑す

る。

「披はこの麗沌たる変転の世界をコスモス， る秩序の

統一体に遼免しようとして，誌等類歌 (antiphonaむのジズムまたは議

し求め，その楽護を(もしそういったものがあれば〉強賂しよう

としている。そしてこのリズムとか論理とか拭，ある複雑な譲律におけ

る様に然動から律動へと一様に進廷しつつ，相拾抗するこれら限りなく

多様な衝動をひとつに総会議絡するたぐいのものであっ

そして更に付け加えてこう苦言うのだ。 I この変化~貫いているその連

したメロディ…に人々が平然として王子を動かされない事法援にとって

いっそう悲嘆すべきものでなければならなかった。J

この共感に満ちたベイターの言葉はどうだろう c 更にもう一つ，プラ

トーと数諭についての掌の一節だ。

fプラト…はパノレメニデスのl峻厳かつ抽象的な哲学に，その不動もし

くは無差是せの主畿に帰依したが，だからといってこの為にその設かな天

分合野えたり，キニユグ派に堕するようなことはなかった。読に先持した

もう一人の哲学者ピタゴラスが此の氷結した水面に蒋び溜勤をもたらし
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た結果，すでにヘラグレイトスが強く立証したあの入院経験における一

習の数多はヅヅトーの在意の中に呼びおこされていた。だがこの数多は

いまや律欝あり，メロディ…さと持つもの，つまり統寵された奨しい音を

主主ち，音楽の理念をもっ真の運動として認識された…多の中にーを顕

し，混沌たる現象界の背後にそしてその舟に，我々の理註を満見'd鳴を

るく秩序〉念発見する事はいわゆる哲学のー繋した詩的である。家'dに

ピュタゴラスは，その〈統一銭理〉を数の領域の髄授に，数のE連関する

比例や踏調や音楽の中に見い出したらしい。数の真理，持惑における音

律の根本法則一一これらは我々の経験のLヴこる所にある

もうここまで来れば明らかであろう O 他でもない，事物と構神の永遠

の流転の中に，その変化の連続の中に，あるなんらかの整然たる関懇の

存続がある，と云う実惑がとりもなおさずベイターのものとしてあった

と蓄えるO そして，音楽の理念 (reasonめ lesoul of music)，音律の

毅本法関くessentiallaws of me乱sure) 等の詑鳴が示峻ずる様に，こ

の〈整然たる関係〉とは，あく iどでも連続する運畿のやにおいて

示しうる源翠であり，為に回受宣言tIな概念によって規定すべきものではな

く，持続的発展的な震縄の内に捕えうるひとつの統一理念と震える O

亦，合わせてこれが「穏諸説する限りなく多様な衝動たひとつに総合

るJ (link together in one these contending， in五nitely

diverse impuls合的 リズムである， と云う説明にも註昌せねばなる支

い。これに関連して直ちに思し、組こされるのは，同じく Platoa鈴dPla-

tonismの第七章における，真理獲得の方法についての一連の選定述であ

るo ベイターはそこで次の様な事を言っていた。.E!pち，現に到達する

の過程において 「鰻り返し駿悲し， 修正する事J (repeated 

acts of qualification and corr悦 tion)が必要勺あり，また「伺撲も

経験に照、らして関部L， ら得た大き によって拡大する

(many readjustments to experience， expansion， by larger lights 

from it)が要求される，と。更に，思想の運動とは「数学的あるいは

論証的推論とはま荻対であり……公理の分析やその適用によってで、はな
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く，当面の爵震を強めて見たり或いは大袈裟に見るを葬によって

りを少しずつ抑えて真理に到識しようとするJものである，とも。ペイ

ターによると，言葉にささる過程は，ある観念:が先に存在しそれが表現を

求めると云う過程ではなし、むしろ思考そのものを務維にしてゆ〈湯謹

る。つまり対象の本性，内容，がおのずとそれを表現すべき観念に

とっての相応しい方法を決定するO 逆に言えば，ここで、言う真理，すな

わち混述の流れの中におけるある秩序とは，ペイターの場合まさしくか

かる方法における如き，治訟を緩めた過程マピ議て発現するものであった

とも議えるO

以上を総合して考えるなら，ベイターが歴史の過程の中にその

撃さの京理として捉えていたものが繍わば弁書E法的論理であっ

間違いるる設し、。

さで，ここで芸術家の想像力の秘訣が，自然の事物?と内接する観念の

う事にあった点を今一度思い鶴こそう O 私は，ベイターにおい

てその観念の暗示が療史告な棺の許に鈍えられている議事に言及したが，

今やそれが，表商的な:事件の起伏に秩序とヲズム念与えながらそ

を貫流するある弁護法的な糟神である事がはっきりした。その点からも

Fヴィンプノレマン論jの，術と歴史との関連についての幾つかの叙述

て示唆的であるが，中でもとりわけ次の一節は議接に怒われるo

fしかし精神にも康史的な発禁がある如く，芸術のひとつの形式が，

素材の限界の為に，その発展の一段礎を表現するのに，他の芸術形式よ

りも適切だと云う事がある。それぞれ異った芸姿勢にある想像力は，それ

ゆた感覚的形態との親近性を本来持っていて，ある主宗像カはある

と完全にまた容易に結びっく。この様にして護芸術は人間帯衿の発
(331 

に対車ずる系列に並べる事が出来ょうCJ

きて，本論で問題とすべきさ意擦な倒語は，批静家ペイターで兵うって陵

史恵想家としての援ではない。これまでに見た様な芸術と股史との棺演

の謡識は援の批評行為とどの様に結びついてくるだろうか。
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(4) 

ベイターに取って批評の任務とは何であったのか一一先ずこの基本を

確認しておく必要があろう。ペイターの名前と結びついて直ちに想起さ

れるのが「印象批評」であるO この方法は，肯定的価値判断の意味を込

めて用いられようと，或いは叉，エリオットが示した様に否定されるべ

き方法として扱われる場合にしろ，その意味される所はほぼ一致してい

る。つまり，対象に因って触発される批評家の主観的な印象を以って対

象そのものの特質に換え，ひいては批評対象とは全く別の一個の創作品

を造りあげて Lまう，と云う事である。

勿論，そういった連想を促す側面が彼の批評の中にある事は確かで、あ

る。だが厳密な意味で，この様な立場を少なくとも批評原理として打ち

出している個所はベイターの作品のどこにもなL、o Renaissanceの序文

で彼が説いているのはこうである。 I批評家の任務は，絵なり，風景な

り，実生活あるいは書物に現われる魅力的な人物なりが，この特殊な，

美や喜びの印象を作り出すその力 Cvirtue)を識別し，分析し，付属物

から分離する事，その印象の根元はどこにあり，いかなる条件のもとで

経験されるかを示す事にある。」

この‘ virtue'は同じく Renaissanceの中の彼の言葉で言い換える

なら‘ activeprinciple'でもあるいは又‘motive'でもよい。例えば

ワーズワースにおける‘activeprinciple'はと言えば「自然の物に生

命を認め，人間の生命を自然の一部とみる不思議な神秘的な感覚」とな

るし， ミケランジェロの作品の‘ motive'なら「生命の創造ー一一常に

救済あるいは回復として現われ，亦それが燃え立たせられる粗刻みの石

塊と強い対照をなす生命の」?と云う様に。 対象のエッセンスを，

それと結びついている他の要素から分離して取り出す事，一ーなにより

もこれがベイターの説いた批評の任務なのである。

しかしてこの「任務」の遂行には更に或る「方法」が必要であろう。

その際ともかくも，批評対象を， rそれを生み出した時代と人々の観点か
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ら判断し」時間空間的条件との関連のうちにそれらの一つの結果として

位置づける，と云う言わば「歴史的方法J(historic method)が彼の説

いたひとつのやり方であった。だが例えばグレイアム，ハフ (Graham

Hough) がペイターを評して 「歴史的方法をかくも賞揚する人にして

は，文学史とか，絵画における帰国の問題 (questionsof attribution) 

などをほとんど考慮の対象としていない」と指摘してもいる様に，彼に

は，過去から素材として取り上げた批評対象を歴史の客観的なコ γテキ

ストに照して組織立て，再構成すると云う厳格な歴史的方法におよそ忠

実とは言えない面が多分に見られる。 この後もハフは続けて， Plato 

and Platonismにおいですら，自分流のプラトー像を描こうとしてプラ

トーの教義の輪郭を変えてしまっている，と語りつつ， I快い印象の統

一」の為に「学問的完全さ」を犠牲にする傾向がベイターにある事を指

摘し，その歴史的方法の充分なる実践を妨げているものが彼のその主観

的印象への傾斜で、ある事を暗に示唆している。

だがベイターの批評と歴史意識との関連を考察する上で問題とせねば

ならぬのはまさにこの点なのである。これまでの章において我々は，ベ

イターにあっては芸術の形式が単に時代環境の機械的な影響力を受け入

れるばかりではなく，それ白体尽きざる活動力を内在させる自然の内に

潜む精神の発展に対応しそれと分ち難く結びついている点を確認した。

ペイターが歴史的方法を説く根拠もこの様な歴史と芸術との密接な相関

に対する彼の認識を以って半ば納得出来たのである。にも拘わらずこの

方法が忠実に実践されていないのはどうした事なのか一一ここに問題は

帰着する。その際ハフの様に， I主観的印象への彼の傾斜」を持ち出す

事はおよそ常識となっていよう。しかし私はこれをあくまでも彼の歴史

感覚の問題として考えていきたし、。実際，これは彼の歴史感覚が具体的

にいかに機能するものなのか，と云う事と深く係わっているのだ。その

意味でも次の一節が極めて重要で、ある。 Iピコ，デラ，ミランドラ」の

中で，ベイターが十五世紀の学者達の辿った方法について述べる箇所だ

が，彼の歴史感覚の構造を余す所なく伝えている。
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「彼等には歴史感覚の基本が欠けていた。想像力を働かせて自己の世

界とは違った世界に自己を没入させ，すべての知的創造をその生まれた

時代と関連づけて評価する歴史感覚が不足していた。彼らは，発展と

か，時代の相違とか，人類の『教化』過程と云った様なものを理解して

いなかった。J (They lacked the very rudiments of the historic 

sense which， by an imaginative act， throws itself back into a 

world unlike one's own， and estimates every intellectual crea-

tion in its connection with the age from which it proceeded. 

They had no idea of development， of differences of ages， of the 

process by which our race has been ‘educated. ') 

敢えて大別すればここには二つの立場から見た歴史についての見解が

示されている O つまり前半は，批評行為における方法，手段としての歴

史感覚についてであり，後の半分は丁度第二章の検討で明らかにした様

な，歴史そのものの運動についての意識に関してであると言ってよい。

ここで重要なのは前半である。ところがこれ亦内容を異にする二つの部

分から成っているのが見て取れよう。即ち，ベイターは歴史感覚を定義

して，あらゆる知的創造を「その生れた時代と関連づけて評価する」も

の，と言っておいて，亦同時にそれを「想像力を働かせJ，対象に「自

己を没入させてゆく」感覚とも見倣している。この内前者は，これまで

に何度も触れてきた所謂「歴史的方法」の基本と重なるものだ。だが後

者はどうだろう O これは，批評対象に対して主客の距離を置き，客観的

にそれを識別，分析するのとはむしろ逆に，対象となる精神なり思想に

自己の主体 (ego)を投射してしまうやり方であろう。云うなれば主体

の対象との一体化が求められているとさえ言えなくもなL、。となると，

これはもう一方の所調「歴史的方法」を支えている感覚とは多分に対照

的な性格を持ってくる事になりはしまいか。

押し並べてベイターの批評はどれも，歴史感覚のおよそ対照的な型を

とって現われるこれら二つの側面が，相互に絡み合いながら混在してい

ると云う印象が強いのである。そして実は，ベイターの見せるこの歴史
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感覚の両面性にこそ，先のハフの発言に代表される様な疑問の原因が求

められるべきであろう。主観と客観の両極の聞で揺れ動きながら，或る

時は，対象に没入してゆく主体の行為と一体であり，亦或る時は客体化

の意志でもある様なその歴史感覚が，厳格な「歴史的方法」と結びつき

それに終始し得ないのは決して不思議ではなし、。この点を踏まえなが

ら，ニ，三の作品の内に歴史感覚のこの様な現われ方を今少し詳しくみ

みてみよう。始めに Renaissanceから「ルカ，デラ，ロピア論Jを取

り土げる O この論文は「時代と関連づけて評価する」と云う彼の歴史感

覚の一面をみるには格好の例と思われる。それ故に叉この方法に伴うベ

イター的特徴も露わになっている点で注目に値する。論の展開を追って

みよう O

ベイターによると，ルカ，デラ，ロピアは浅い浮彫によって彫刻の表

面に生命の表現と活動を確保しようとした15世紀イタリアのトスカナ彫

刻家達の代表，と云う事である。ベイターはこのトスカナ彫刻家の方法

の特性を明確に浮き上がらぜる為に，ギリシャ彫刻の方法と，ミケラン

ジェロの方法とを相わせて考える。ギリシャ人たちは形態の固さと非精

神性を取り除く為に， r広い一般的な典型ばかりを目指し，個体からただ

それのみに属するもの，特定の時間空間の単なる偶然的なものの除去を

目差す抽象的な方占を取ったが，これによって所謂「表現J(expres-

sion)と呼ぶものはある程度犠牲にされる事になった。一方ミケランジ

エロは，内的な目に見えぬものを過度に犠牲にしたこの方法に満足出来

ず，自己の作品に表現の強さと個性を獲得しつつ1"実際の形を現実化

すると云うよりはそれを暗示する様な，一種謎めいた未完成の状態にほ

とんど総ての作品をとどめる事により」あまりにも重苦しいリアリズム

は避けたので、ある。そしてこれら二つの方式，ギリシャ彫刻家の方式と

ミケランジェロの方式との中聞に，1レカ，デラ，ロピアその他の十五世

紀トスカナ彫刻家の方式をベイターは置く。つまり，ノレカ，デラ，ロピ

アの方法はこれら夫々二つの方式の特性である，広汎な人間性と強烈で

個性的な表現の両者が合わせて確保されている，と云うのだO
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ベイター的特徴の一面を見る事が出来ょう。即ち，芸術形態の一つの

流れから別の流れへと移るその展開に目を向け，その前後の流れに照ら

して，比較対照の方法を用いながら或る芸術形態の質的特徴を掴もうと

する仕方である。彼の言う「時代と関連づけて評価する」歴史感覚と

は，実際この様な型を取って現われる事が甚だ多し、。これは，文学ない

しは芸術作品の成立と質とを，その時代の社会や個人の生活と云う所調

外的要因に環元するのとは幾分趣を異にし，影響の後づけ，つまり芸術

形式なら芸術形式，思想なら思想と云う同質のレベル聞における相互関

係に分析の中心的対象を置くもの，と理解出来る。 I環境」とか「時間

空間的諸条件」などを度々口にしながら，彼が説く程にはその批評が

「歴史的」に感ぜ、られないのは一面ここいらにも原因がありそうであ

る。

だがなんと言っても 1歴史的方法」の名の元にまがりなりにも獲得

されている客観性が侵食され主観的な色彩を一層強めているのは，

‘imaginative act'を媒介として成り立つ今一つの歴史感覚の為に外

なるまし、。 その様な具体例として我々には「チャールズ， ラム・論」

「ダンテ，ガブリエノレ・ロゼッティ論J1サー， トマス・ブラウン論」な

ど幾っか思い浮ぶが，この側面を最も如実に語っているのは Platoand 

Platonismではなし、かと思われる。いや正確に言えばその中の「プラト

ーの天才」についての章である。

全体として見た場合この作品は「ノレカ，デラ，ロピア」で、見た様な歴史

的方法が可成導入されている，と言えよう。様々な意味でプラトーの思

想を形成するに与ったと思われる数人の哲学者が夫々一章づっ当てら

れ，プラトーとの影響関係の点から検討されている。まず流動性ux)

の原理を説くへラグレイトス，これと対立するー者の原理のパルメニデ

ス，更にへラグレイトスの説を秩序ある運動へと救い上げるピタゴラス

の数の原理，並びに問答法，自問自答法によって普遍的概念的に向う態

度をプラトーに教えたソグラテス，そしてこれらに加えて，アテナイ人

のうちにある危険な，遠心的 (centrifugal)イオニア的流動性に身を
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委ね，またそれを強化する惑に手を借した点においてプラト…に意識的

長対の立場なとらせたソブィスト達…。これらいずれもがブラト…の思

般の複雑な籾貌合製造った議婆な諜思として取り上ぜられているO

だがベイターに取ってブラト…の思想はこの様な先輩や論敵達の考え

として帰納されるものではなかった。プラト…の哲学を型議っ

た最終的な婆素としてペイターの会擦にあったのはブラト…詞身の天才

である。持ち，ベイターが先ずこの部分を独立した翠で最初に論文にし

たと云う らも-11雪察ぜられる様に，亦 fブラトーの天才j

中で，

「例えばプラトーさと競む哲学の研究者は出来るだけ援の時代の一般的

特質を再建売きねばならないだろうが，同時に…僚の入閣の擦なも再現せ

ねばならない。ソフィストや，設を取り巻くソフィスト的世界や，設の

ソグラテスや，ソグラテス以前の幾つかの哲学など，即ち設の過去と

問時代とにあった議滅的影響に充分黙して考えない限り，プラト

説について持もわかるのではないが，しかしプラトー
(45) 

自身が存在する事を知らねばならないoJ

中には後

といみじくも罷っている如く，その思想さと生み出した思謹家自身の精

神，人間的資鷲が設に取って重華客な鵠心事であったと震えるだろう O 従

って思?態的影響関係の検討も，あくまでその最終的な滋療に至る為の補

助的手段であった〆と護まえなくもない。この「ブラトーの天才jの主主で

この後ペイターはプラトーの精神の独特な繁繁を描き出そうとする。そ

の内容は簡単に2言えばこうだ。

ヅラトーのブラトーたる所以は，その精神の中に様々な要棄をi悠然と

して会わせ持っている月号にある O 或る窓味でプラトーは自らに見えぬも

の，非絞験的なもの，先験的なものを強翻している。しかし設は偉大な

る愛人であったが設に，縦性的世界，筏?と見える世界も叉援に取っては

していた。そしてプラト…詰まさにこの良に晃えぬ世界に対し

てー識の惑覚的な愛女詑き得た一例の洞察者で、立うる。

しても iくの誌その分析，その諮きガである。
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の章を二，三ページでも覗いてみれば，以上に要約された如き内容が，

殆ど裏付けなしに提出される断定を所々に交えながら，終始シンパセ

ティッグな調子で語られているのを見る筈である。プラトーの天才の

要点を記述，説明すると云う体裁が取られているものの，プラトーに

事寄せながらベイターが自らの思いを吐露している，との感さえ少なか

らずであるO 知的世界を感覚的世界への愛と関連させ，そこにさながら

現実世界における様な色彩と形態とを満たしたと云うブラトーの天才に

ついての一連の叙症はとりわけそう言えよう。とまれ我々にこうまで印

象を与えているものが，ベイターのプラトーとの一体化である事は否め

ない。つまりベイターは「自己の感情と気質によってJ(by his passion， 

his temperament)プラトーの精神の中に「入り込みJ(penetrating)， 

プラトーの精神を自己のものとし，亦自己をプラトーの内にみているの

だ。そしてこれが I想像力を働かせて」対象の内に「没入してゆく」

と云う彼の歴史感覚の強力な実践の一つの結果でもある事は容易に理解

出来ょう。

ベイターの批評にとって対象は常に一個の精神であった。対象が具体

的な芸術作品である場合も，亦それが或あ体系をなすーっの思想、である

様な時も，そこでは作者から独立したものとして作品を捉える対象意識

は乏しく，作品をいわば作者という樹木になった果実として考え，その

果実の種と質を当然、説明し保証するものとしての作者に強い関心が注が

れていた。要するに，そこにあるのは精神が精神を批評すると云う型で

ある。主体と客体とのきっぱりとした分離，対象の完全な客体化が困難

となっているのもこう云った側面と無縁ではあるまし、。

だがそれよりも次の様な事情が大きく働いていよう。即ち，既に触れ

た事だが，如何なる知識も認識する精神にとって全く相対的なものであ

り，実体そのものを捉える事は固より無理なのだ，と云う基本的な姿勢

がベイターにはあった。これは彼の場合誠に徹底していたと言わなけれ

ばならなし、。だからこそ彼には具体的な一瞬毎の印象が重要な意味を持

っていたのでもあるが，この事は歴史的認識についてはも等しく言える
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ものであろう。歴史的客観性の獲得への懐疑の念が，今述べた「知識の

相対性」を唱える経験主義的立場や，不可知論の立場から必然的に招来

されてくるし，合わせて当時の実証科学の支配傾向に対する反動も加わ

り，むしろ自らの egoを通して，換言するなら，歴史家が対象の中に

自己を没入させてゆくと云う主観的な方法によってしか歴史的真実は獲

得出来ない，と云う一つの見方が彼にもあったと思われる。

従って，ベイターは批評対象をともあれその時代的コンテキストに照

しはする一一これが彼の歴史感覚に因るものである事は既に見た一一，

しかし批評の対象が最終的に芸術家なり作家の個性そのものに及ぶと，

今見た様な，想像力を駆使した所謂‘ penetrativeestimation'に傾

いてゆく O そしてこれ又等しく彼の歴史感覚のなせるものであった。

と同時に，こう云った想像批評 (imaginativecriticism)が，対象

としての作家，芸術家の内奥へと貫入してゆく程にそれ自体一種の創造

作品としての性格を持ってくる，とのベイター自身の言葉からして，所

調「印象批評」の名で呼ばれる次の様な一節もこれまで、見た彼の歴史感

覚の延長上においても理解できてくる。

「ノレカのあの有名な淡い青と白の陶器ほど，本当のトスカナの雰囲気

を伝えるものはないと思われる。それはまるで乳白色の空の断片がひん

やりとした街に落ち，暗い教会の中に紛れこんだのにも似ている。トス

カナの葡萄酒と同じで，その産地から移されると，つまり，最初に置か

れていた崩れかけの壁から移されると，香を失ってしまう。」

以上，批評行為の内に現われるペイターの歴史感覚の働きを簡単なが

ら見た。次に，価値判断と関連して見られる歴史感覚の一面を探ってみ

る。

(5) 

ベイターが，混沌として一見無秩序とも思える歴史の運動の中にも，

音楽的律動にも似た一種の調和を認めるのを我々は既に見た。批評の価

値判断においても然り， もし Renaissanceの〈結語〉などに彼の全体
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像を集約してしまうなら，価値の相対主義に身を委ねる美的耽溺の徒と

して彼は浮び上がってこよう。だが，そこに不動の支点を探る〈秩序〉

の追求者としてのベイターにも我々は目を向けねばならなL、。

繰り返すまでもなく Iジョルジョーネ派」においてベイターは芸術

のあるべき規範をその形式と内容との融合一致に求めた。理想的な芸術

とは，作品の構成要素が淳然一体となっている為，純粋に感覚だけに働

きかけるものでもなければ，亦知性だけに働きかけるものでもなく，様

々な感覚を通して「想像的理性J (imaginative reason) に働きかけ

るものだから，と彼は言う。そしてその完全な融合の例として彼は音楽

をあげ，それに向って凡ての芸術は憧れるべきであると言った。音楽の

特質は他の芸術とは異なり，形式も内容とが切り離す事の出来ない程に

融れ合っている点にあるからだO だがぺイターが音楽と言う場合，そこ

には形式と内容との完全な合ーがあると云うよりはむしろ伝えるべき内

容を持たないと言う方が正しいだろう。実際，例えば単なる内容，主題

はこれを処理する形式，精神が無ければ無に等しい，と言う時彼が形式

至上主義の立場にある事は疑いない。

一方，他の芸術においては内容を形式から引き離して考える事が出来

るが，しかしこの区別をなくする事が芸術作品の不断の努力でなければ

ならない，とベイターは説いてゆく。

「新旧を間わず芸術作品を取り上げる批評家の主な任務は，作品の一

つ一つがこの意味で音楽の法則にどの程度接近しているかを評価する事

にある。」

とまれここに価値判断における一つの基準がある事は確かだ。現にジ

ョルジョーネ派の絵画を論ずる時もペイターはこの基準に基づき，どれ

程それが音楽的法則に叶っているかという視点から評価に入ってゆく。

絵画芸術における理想の状態，即ち画題と色彩，デッサンとの完全な相

互貫入の達成は，その画題の局面をいかに巧みに選ぶかに係わっている

が，その選択の内にこそまさにジョルジョーネ派の秘密があると述べ，
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「ジョルジョーネ派は風俗画家で〈絵にかし、た牧歌〉を主に取り扱う

が，この絵に措いた詩を作るに際して，全体を通じ最も絵画的な形にし

やすいもの，デッサンと色彩による完壁な表現をしやすいものを選ぶ事

に見事な技量を発揮する」と言っている。ジョノレジョーネ派の絵画の中

に，芸術の理想の実現を認める一つの肯定的価値判断がここに提示され

ていると言えよう。

しかし， これ亦周知の如く， この規範はおよそこの十年後の「文体

論」においてやや違った色彩を帯びてくる。 つまり‘ greatart' と

‘good art'と云う二つの概念の導入と問題は係わってくるのだ。手短

に話そう。ベイターはこの論文の中でまずこう言った。すぐ、れた文章を

ものにする場合に従うべき法則は，すべて語と，それが対象とする物と

が殆ど一体となり，遂には語，句，文，韻律の流れがそれが現わすもの

自体となる様に目指す事である，と。 ここまでなら「ジョノレジョーネ

派」で見た姿勢と基本的に変わらない。だが，彼は続けてこう論ずるの

で、ある。

「よい芸術の構成要素として説明に努めてきた諸条件が満たされたと

して一一ーさて，それが更に人類の幸福の増大，被圧迫者の救済，相互の

共鳴の拡大に寄与し，あるいはこの世の生活を高め教化出来るよう，自

己と，自己と世界とのかかわり，或いはダンテにおける様に，直接自己

と神の栄光とのかかわりについて新たな，または古来から受け継がれた

真理を述べる事に貢献しているとすれば，それは同時に偉大な芸術と言

える。」

(Given the conditions 1 have tried to explain as constituting 

good art;ー then，if it be devoted further to the increase of 

men's happiness， to the redemption of the oppressed， or the en-

largement of our sympathies with each other， or to such pre-

sentment of new or old truth about ourselves and our relation 

to the world as may ennoble and fortify us in our sojourn here， 

or immediately， as with Dante， to the Glory of God， it wil1 be 
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also great art ;) 

我々は戸建装ってしまう C このまま単純に受け取るなら，作品の価{震の

大きさはその構造的な完成度にではなく人間的問題への譲与の比重の高

さの内にある，と云う楽になるし，審勢約形式主義から

へと設はその理想念転換さぜてしまった事にもなってくる O

だが実擦，果してそう言えるのか z 速断は僕1まねばならな¥，¥ ，なるほ

どペイターはここで現実社会に対する働き掛けな芸術の価値判断の基準

としている。しかしこれはあくまでも‘goodart'としての条件を満し

た上での事である。‘goodart'であると云う前提なくして 'great訂 t'

る事は不可能なのである。つまり‘goodart'と‘greatart'とは

瓦いに共有部分を持たぬ，全く民怨の基準によって成り立つ誠意ではな

く，むしろ前者が後者をいわば間心自の裂で儲み込む器係にある，と言

えよう。両者の違し において， formと matterとのバラン

スの掠れた椙互貫入が尽につきずらいiマ?にその主題における人間的興

味の採さとJAさが前面に出ていると云う選手でしかあるまし、。

それにしてもこの，gre在tart'と云う概念は切突な重量惑をもって訴

えてこない。ベイターにとって終始実賢治に議術の規範とし

したものはやはり，‘ goodart'のそれであったように思える。{fsえば，

と云う!潟ーの作品の中ですら，ペイターは一方において，

学は幅広し、潔い，人関諮問心をたたえた持偉大になるのだと主張してお設

ながら，なお「…学者だけでなく私心なく書物会愛する人はみな，現

実世界のある種の界有事さからのー穫の僧院的な避難所として絶えずそれ

〈文学〉に認を向ける Jと玉三う，従来の謀術の基準を撤臨していない

し，あるいは又それ以上に，これはフレッチャーも指摘しているが，彼

の実践批評は，術作品を自律した独立体とみなす立場に最後まで欝ま

れ作品の後方にある広く潔い人間関係にまで決して及ぼうとしない，

と云う事実がなによりもこの惑を物語っているO

とは誘え設々は，形式内容合ーの理想が影簿く感ぜられるまでに主題

への関心が強く前濁に軒ち出されている ，やはりそれとして受け
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止めねばならない。この経遜をどう説践すべきだろうか。河故設はこの

様に実質とは呼応しない発設へと提されていったのか。この点会問おう

とすれば我々は蒋び彼の歴史議党に立ち戻る苦手になろう。それさど「ヴィ

ンケノレマン論Jの内に採り，塁王に初期においてその様な方向に向う必然

性が鍍の内に匹胎していた事を指摘しておきたし、。

ベイタ…の歴史感覚と謀術の援範との関漆な考える時，径の向に占め

るギリシャ芸芸術の存在が先ず重重要な意味を持ってとょう O これまでに述

べた事とも護複するが，芸術家の夫才には特認さ設務的条件の器約以外

に，それとは独立して窪久的な趣味の競綴が示されるとペイタ一体溺づ

た。但し彼はその後こう付け加えたので、ある。 1この規範は純粋に知

的な鼠統のやに保たれている。…この趣味の規範はギジシャにおいて一

定の壁史時期に確定された。これはその後の総ての持代にわたる伝絞と

なっているが，その譲誌ギ担シャ社会の影響力の中から自然に?寄ってき
C6ul 

たのである。」加えてこのギリシャ的援範は彼によれば，知的生命の中の

単なる吸収された要素ではなく，折に触れては表面‘に議われ出る意議的

な詰統でもある。各時代の文化がそこ

なのだ。

って浄化される所の漂泉

ではギリシャ精神に現われたこの懇味の規範とは何か〕ー引き続27彼

マコ てみよう。ベイタ…は先ず，ギジシャ芸術の背後に

それと薮雑に絡み合ってギヲシャ宗教の存夜する事を指摘する G そして

この犠に芸芸術的理想に姿をど議えられた事はギザシャ宗教にだけ許された

特典であったと述べ，その理由として，ギ pシャ人の吉分自去をおよび世

界と自分との関係についての考えは感覚的対象に変化するのに最も都合

の良いものであったから，と説明するのである。

いかなる点においてか?一一彼はギ Pシャ芸術の代表としてミ戸スの

ヴィーナ久 ，叉I=tt陰謀術の代表作としてフローレンスのサン，ーマ

ノレコ寺践にあるアンジュリ 3 の f謹母の戴諸式J'a::敦り挙げ比較し，前
(63) 

畿の特徴を現らかにする事によって具体的にこの痛に答えようとする。

どう見ても，その形体においてなんらかの忠却の象徴，
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ない。内容が形式に終始L，内線が形式を鰻和している。これに皮して

読者においては，その惑覚的形態は，すべて表議する事の出米ない世界

の象徴であるにすぎず，その表現不可能な世界にこそ作者は人々の心を
(64) 

向けたいと願っているのだ。

これからも解る，擦にギ Pシャ諜術において実現されている理懇とは，

架はこれまでに見たあの形式と内容との完全な…致と云う状態なのであ

るO まさしくギヲシャ芸術こそはベイターにと q て r)君、認が，知覚され

る具象の国有領域を越えたり逸日えしたりしないこの環想的装術」であっ

た。そう言えばあのジ aノレジョーネ派も文 r感覚の対象に変化するの

も議会のよし、J議題の窟荷役選ぶの においてベイ

ターの言う していた事をと想砲しよう。

あるいは又設は，快諾 (blithen邑ss)ないしは蕃着きくrepose)とー

穀〈群nerality)性ないしは広汎性くbreadth) とをギリシャ的理想の

として挙げているもいるが，これも形式的内容の一致と密接に爵議

しており，そこから結果する却な現われとも言えよう。つまりこの「一

般性」とは r常に激情念抑えて，必悲的に一時的なものにならざるを

得ない様な強さ以下にとどめておき，

きなどに高めてし交う切奈はしないJ

った一つのり，顕望，

fその中心の冷静，深み，

~詰少しも失われる事がない J 状態を指すのであって，これが

による形式の完全な鎧和に支えられた状態で、ある惑は容易に恕解出来

る。色々なf投資が強い激情を伴ってそれだけ拡立して取り出されるな

ら， の様なたった一つのそチ…ブ まれ，ひいては内容

形式一致の理想、は懐れてしまうからである C

ギリシャ芸術について少々説明が長くなったが，以上の舟容を踏まえ

つつ，このギザシャ的理想、を捉えるべイターの悶が極めて藍史的である

点に設局しよう。単にこれ念 fその後の凡ての時代にわたる託統j とし

て歴史的絡の許に把揮しているだけではなし、。自己の時代への根本的，

批判的機祭が，この方代ギジシャと謂う燦史上の一点を見る院と深く絡

っているG
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「この理想を現代生活のけばけばしい混沌とした光の中にもたらす事

が出来るだろうか。」

そもそもベイターに取って「現代」とは，これまでにない種々の複雑

な様相を露わにする時代として強く意識されていた。彼の批評作品中に

頻出する‘ modernage'と云う言葉と， これを説明して用いられる多

彩な修飾語句がその点を物語っていよう。それは「好奇心に富み，錯綜
(66】

した，抱負に満ちたJ (curious， complex， aspiring) [過度に黙想的

な，敏感な，神経質なJ(over-meditative， susceptible， nervous) 

時代であり，或いは亦「真理をありとあらゆる住方で考えながらも，そ

の把握の結果において試験的，懐疑的態度を取る」時代でもあった。ベ

イターは自己の時代の特殊な諸々の状況を甚だ強い感受性でもって一一

これ又彼の云う歴史感覚に因るものだが一一受け止めていた様である。

更に我々はベイターのこの様な認識がそのまま芸術への要求の内に反

映しているのを見る事が出来ょう。[現代の精神が自分自身について思

い巡らす時に大きな要素となるのは，自然の法則の複雑性，普遍性であ

る。それは道徳、の次元まで及ぶ」と云う事実を踏まえながら彼はこう言

うのである。

「現代芸術が文化の為になすべきは現代生活の細部を再編し，再考し

て，精神を満足させられる様なものたらしめる事で、あるよう)

だが問題が出じてくるのは，他でもないこの様な意識と表裏して彼の

内にギリシャ的理想への渇望が確固として存在していた点で、ある。[古

代的理想の快活と普遍性は，近代世界の経験を充分に含んだ芸術作品の

うちに伝える事が出来るだろうか」と云う問い掛けもここから生まれて

くるのだが，同時にベイターはこの事が易々と果し得るものでない事を

知悉していた。次の一節は，自己と快活平静に一致すると云う古代にお

いて確立した規範が「現代」において手中に収める事の困難さに触れて

いる。

「この問題は，水中から裸であがってきたプリュネー (phryne) の場

合の様に，肉体の完成された型や外界との喜ばしい一致ではもはや解決
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されない…またベ Fクレス CPericles)やブェイディアス CPheidias)

る部くた》った…つの才能をB支援仔援する事によってもまず解決怒

れない。近代の知的生活の多様な要求の中にあって捻，それは貧弱な一

面的な成長に終るしかないであろう出

ベイタ…によれば，人爵靖神は歴史的発畏，農開の中にあって，それ

に相応しい裂寸対応する感覚的形式を持つ答であった。しかしその

人間構神は現代に撃っては嘗って無い程に多くの要求さと捨えこみ，複雑

しまっている。この事実せどしっかりと抑える目，合わせ

てギジシャ的規範への認識と趨憐，この商務放に以上の様な意識誌その

切実さを増す誘導になるのだが，とまれ「グィンケノレマン論j のじゃでこの

問題に対してベイタ…の提出したーゅの具体的な問答を見ておこう。こ

の議文の最後にそれがある。

fゲ…テの小説， ヴィグメル，ユーゴーの小説は，まざし

くこの様な現代生活を捉えた現代芸術の見事な例で，現代金議会現代精

神が当主主見るべき見方でみながらしかもそこ

いるoJ

ユ…ゴーの小説一一ベイターの分類な適用するならこれはどう見ても

と平静を反映さぜて

'great art'に嘉ずべきものであろう。 「文体議」のやでベイタ

ーは LesMiserablesを 'greatart'の実例として挙げてL、た。輔広い

人間的箆題への関心の深さをたたえた作品の典芸立として挙げられていた

のであるO となるとベイターは1867，年のこの論文において既に譲傘的

芸術の襲安誇わば 'greatart'の拘にみていたと云う議事になる。 勿論

ここでは 'greatart' と云う譲;念が提出される程には議箭のそう云っ

た側面への滋織は尖鋭化じていなし、。だが少なくとも「文体論Jでおち

出された 'greatart'の側面は，それまでの競範をどかなぐり捨てて突然

ものではなく，それ以前においてすでに彼の謀術観の再にその

徴侠は見られたと云う惑がこれによって理解されよさ G

所で，畿に触れた様にベイターの場合 'greatart'の規範は，事実上

最範としての意味を楽し警ないにも拘らず何故この様にベイターの意識

C
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の対象として表面化してくるのか?一一この原因が多分に彼の歴史感覚

に因るものである事も「ヴィンケルマン論」の内容を辿るこれ迄の過程

において明らかになったように思える。歴史感覚故に，彼はその時代意

識のおもむく所 r現代の芸術のなすべき事は何か」と云う聞を自己の

問として引き受けねばならぬ必然性を抱えることになる。その意味でも

ベイターに取って‘ greatart'とは， その歴史感覚故に，時代の様々

な要求を取り込み，それらに秩序を与えるものとして設けざるを得なか

った一つの芸術の規範で、あったとも言えよう。
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