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北大文学研究科紀要 102 (2000) 

物体/事柄受容の汎用モデルの構築

一一文学受容の研究の基礎的考察

石原次郎

目次

I.問題の所在

1 1.問題の具体的な呈示(1)

1 2.開題の具体的な呈示(2)

II.理論的な枠組みの検証

II -1. ソルソの美楠知覚/認知理論の検証と批判

II -2.石津誠一氏の人間存主/言語論の検証と批判

II-2-1.フロイト

II-2… 2. ソシュール

II… 3.感情

III.仮説モデル

III -1.汎用モデル 1

III-2.汎用モデル 2

IV.文学の受容

v.おわりに

上問題の所主

言語を読み，また開くという行為は，視覚あるいは聴覚をその最初の受容

器官とする点で，その他の感覚的な知覚と最初はじつは変わるところがない。

しかし，特に私が携わっている文学研究の分野では，驚くべきことに，この
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単純な事実がひとつの研究領域を形成してはこなかったし，したがって，い

まだにさしたる問題とも思われていないふしがある。

文学にかぎらず，いわゆるテクストをその対象資料としている研究分野で

は，研究者は，いったいそのテクストにくほんとうは〉なにが書かれている

のか，に関心が向けられがちなのが現状だろう。言語の受容が，ほかの受容，

たとえば夕焼けの空を見るといったこととはちがった，なにか特権的な，人

間のく知性〉にだけ関わっている行為として聖域化されているようだ。

だが，言語の受容は，ほかのすべての受容行為と同様に，視覚あるいは聴

覚という感覚的な受容器官を用いるもので，したがって雷語の受容も，当然

この感覚的な受容にともなう感覚や感情をひき起こしているのは当然であ

る。この事実を飛び越えて，ひたすらにテクストのく真意〉を求める，ある

いはそれを求めことに絶望するディスクールを展開するタイプの文学の諸研

究は，私にはその足元が崩れ去っているように患える。

ほとんどの文学研究者が，あるいは一般に，言語を研究対象としてる者が，

おしなべて等関視していると思われる問題，つまり，どうして文学は，不安

定で多様な読みを可能にするのか，どうしである種の，とはいえけっして少

ないとは言えない文学テクストは，多様どころかく不可解〉ですらある文章

を読者に突きつけてくるのか，どうしである読者は，そのく不可解〉さをも

のともせず，たとえば感需のレベルでその文学テクストを受け入れることが

できるのか，たとえばどうして文体研究は，分類学以上の貢献を行なうこと

ができないでいるのか，そもそもどうして文学研究は，いまだに安定した研

究のパラダイムを獲得するにいたっていないのか……。これらの諸問題に答

えるためには，私には，雷語の感覚/感構的な受容のプロセスに着目する必

要があると思われる。このプロセスを辛抱強く観察して，言語の受容の際に

いったいなにが起きているのか，また，まさにそこで起きていることが，

語の受容を，一般に私たちが抱いているのかもしれない啓蒙主義的な願望と

はちがって，きわめて多様で錯綜したものにしているのではないか，といっ

たこと，過去の学術的な伝統の呪縛を逃れれば当然考察の対象になってよい

はず、のこうした問いかけが，私が本論で掲げて，解決を望む問題である。そ
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物体/事柄受容の汎用モデルの構築

のために，この小論で私は，言語もふくめた知覚対象の受容に関する既存の

理論をいくつか検証したうえで，対象の受容に関する汎用モデルを構築して，

来るべき文学研究の諸分野の基礎となる仮説を示し，そこを出発点として，

文学が突きつけてくる多彩な開題留を研究するためのひとつの糸口を提案し

たい。

1 - 1 .問題の具体的な呈示(1) 

前節で私が述べた問題を具体的なかたち してみよう。

教室で，学生に八木重吉(1898-1927)の詩「あめの 臼」りを見せて，各

自に自由な印象を述べてもらったことがある。

しろい きのこ

きいろい きのこ

あめの日

しずかな 日

文学に親しんだ者にとっては，く単純〉な詩だろう。私には，静かに雨が誇る

薄暗い庭に，妙に明るししらじらししきのこが浮かび、上がっている様子

を，これまたしんと静まりかえった鹿敷から眺める病身の重吉の姿が浮かぶ

ように思える。実際，そのような印象に近い感想を持った学生もいることは

いたのだが，く訓練されていなしの学生が多かったせいか，こうした，いわば

く妥当な〉開象を抱いた学生は，しかし少数に留まった。これほどにく単純〉

なテクストなのに，むしろ，私が予概したように，印象は多種多様なものに

なった。イメージすら湧かず、に詩と自分とが無y援であると宣言する学生もい

た。わざわざひらがなを多用する技巧性に，嫌みを覚える学生もいた。もっ

と私を驚かせたのは，予測しなかったく誤読〉をした学生がいたことである。

うちひとりは， 3行めの「あめ」を「飴J ととらえていた。棒の先につい

た飴玉を，楽しそうに眺めている子供の姿。たしかにそうも読めるではない
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カ〉。

もうひとりの読みは，さらに私の予測を劇的に逸脱するものだった。しろ

いきのこ，核爆弾の雲，きいろいきのこ，発熱するキノコ雲，あめの日，死

の灰の黒い雨が降る，しず、かな臼，あたりの生命はふいに途絶えて，死の静

寂が訪れる……たしかに，この詩を書いたころの重吉は，広島と長崎の悲劇

を知るよしもない。にもかかわらず，たしかにこの詩はそうとも読めるでは

ないかf アナクロニズムの批難をじゅうぶん承知のうえで，それでもなお，

こう読める可能性を 100%排除できるだろうか。

このふたりは，重吉の詩をく誤読〉したのだろうか? 重吉の詩に親しん

だ者，重吉の生活史を知っている者，重吉の詩をそうした情報を踏まえてく解

釈〉しようとする者(その中には私も含まれる)ならば，このふたつの見解

をく撞めて妥当性が低しのものとして判断するかもしれない。しかし，く妥当

性〉とは，こんなに短く，単純に見えて，参燕できる情報量にもあまりにも

乏しいテクストを前にした時，そしてその印象がかくもバラバラな時には，

なにを意味するのだろう?

〈妥当性〉がさほど妥当ではないのなら，く誤読〉など問題になりょうはず

もない。たしかに，くあらゆるテクストは，つねに誤読される>0<誤読〉は読

者の権利であるばかりか，読みの日常と言ってもよい。しかしそこからまた，

関テクスト性，生成するテクストといった内観的な思索に分け入っていくよ

りもずっと前に，やるべきことがある。まして r読解不可能性

unreadability J2)を大げさに主張して，文学の評髄基準に祭りあげてしまうよ

りももっとず、っと前に，やるべきことがある。読みの現場になんとしても

ち会う必要がある。その現場で起きていることを，できるだけ誠実に観察し

て記述する必要がある。生理学や認知心理学の知見に学ぶ必要がある。内観

法は役に立たない。その内観法に，長らく文学研究は頼りきってきた。文学

研究は，読みを問題にしながらも，その実，現場に留まることはなかったの

だ。
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1 -2.問題の呉体的な患示(2)

同じ詩を使って，さらにふたつめの実験も教室で試みた。それは，藤詩の

表記を変えてみる，という，これまた単純な実験だ、った。教室では，オリジ

ナノレのほかに 4つのヴァージョンを示したが，ここでは紙面の関係上，その

うちの 2例を呈示するにとどめる O

最初のヴァージョンは，詩に特有ともいえる改行をすべてなくして， 11'r 
で表記したものである。

しろいきのこ きいろいきのこあめの日 しずかな日

学生たちの皮応は，私が予想したとおりに劇的なものだ、った。ある学生は，

その「読みにくさJ ~こ当惑した。別の学生は，とりわけ「きいろしりという

形容謂が，構文的な拘束を乗り越えて，右と左双方の「きのこ」にかかって

いるように見えてしかたがない，と言った。もちろん，これは読み方規賠の

違反でもなく，く誤読〉でもない。まさにこれが，そう読んでいる学生の読み

の現場なのだ。

さらにこの実験で，多くのことを私たちは確認した。

1-1.表記を変えることで，オリジナルが「詩」というジャンルである

ことがやすやすと再確認される。つまり，読み手は「詩J という

スキーマを，この詩が呈示された瞬間に，ほとんど自動的に適用

している。

1-2.詩は r詩Jのスキーマを発動させるという認知心理学的なメカニ

ズムで，その読解を容易なものとしている。このスキーマを持っ

ていない読み手は，当然別様の反応を示すことが予想、できる。

2 1.改行の有る無しは，読み手の視覚的な情報処理に明らかに影響を

及ぼしている。 1行で書かれたヴァージョンは，明らかに「読み

ずらしり。

2-2. テクストは，ある範囲を持ってブロックとして知覚されている。
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3-1.オリジナルの場合 1行ごとに読みが「止まるお詩にある 1字分

の空白もまた，読みを滞らせる働きがあることが確認される。

3-2，詩に現れる改行，あるいは空白の挿入というテクニックは，読書

の時間を制御しているという観点、からの，心理学的な考察が可能

であるし，また必要である。

ふたつめのヴァ…ジョンは，漢字表記の可能な部分を，すべて漢字で表し

たものである。

白い茸

黄色い茸

雨の日

静かな日

ここでもまた，学生たちの反応は多様をきわめるものだった。さしあたり，

私が重要と考える点は，次のとおりである。

1.漢字表記によるヴァージョンは，オリジナノレよりも「かたい」感じ

がするO

2，この印象の原因は，学生が指摘したように，曲線による構成が多い

ひらがなに比べて，直線による構成が多い漢字が，視覚的に「かた

い」ものとして感知されるところにあるとも考えられる。文字の視

覚的な知覚に関する研究が必要である。

にさらに，ひらがなの「やわらかさJは，その表記から受ける「子供っ

ぽい」印象とも関係している。これは明らかに，義務教育で日本語

を習得する者にとって，ひらがなの学習が「子供」時代に行なわれ

るという，長期記J揺のスキーマとの参痛によってひき起こされてい

ると考えられる。

4，加えて，あえて成人がひらがな表記を多用する場合，それにともなっ
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て表記者の「子供」性を表現したいという欲求を垣間見ることがで

きることから，表記者の潜在/顕在的な心理，表記と社会性との関

係といった問題闘も開けてくる。

かくもく単純〉な詩の，かくも単純な実験からだけでも，このように多様

な研究対象が見えてくるというのに，どうして文学研究者はそれを無視しつ

づけることができたのだろうか。

上に呈示した各所見の詳細な検討は，のちの論文で行なうこととしたいが，

この小論でトぜひとも扱わなければならないのは，こうした諸問題の根にある

と思われる基本的な事態，つまり，まさにいまここで読みの現場で起きてい

る事態を，生理学，認知心理学，その他の信頼度の高いデータを援用しなが

ら，より精密にとらえること，そうして学構的な批判に耐えうる文学研究の

基礎的な理論を構築し始めることである。何度もくり返すが，こうした研究

は，まだ始まってすらいないのが現状だ。

II.理論的な枠組みの検証

考察に値する研究分野は，神経生理学(視覚，聴覚に関する末梢系の研究)， 

神経学と大脳生理学(末梢系の情報の中根系による処理)，分子生物学(内分

泌系，体内環境が感覚/感情，知的判断に与える影響の研究)，大脳研究の手

がまだ及ばない意識の分野に関する精神分析の示す理論モデル，認知のス

キーマの形成に関する発達心理学的，あるいは社会学的な研究など，枚挙に

いとまがないほどである。私はいつか，こうした諸分野の有効性をひとつひ

とつ検証していくつもりだが，その途方もない，しかし確実に実りのある作

業の最初の糸口として，本論では特に，視覚芸術に関するソルソの認知心理

学的な作業と，ソシュールとブロイト/ラカンを基盤的な考察対象とした石

津誠一氏の研究に的をしぼって，検討を加えたい。

21 



北大文学部紀婆

II -1 .ソルソの美術知覚/認知理論の検証と批判

視覚芸術に関して，認知心理学のデータを最大限に利用しながら，網羅的

に論じた最近の著作は，最近ではソルソ 3)をおいて他にはない。もちろんソル

ソは，私がテーマとしている文学ではなく，絵画をその対象としてはいるが，

まず，文学に関する認、知心理学的な包括的研究がいまだに存在していない点，

そして，それにもかかわらず，ソルソの呈示する理論モデルは，文学の研究

に大きく貢献できる点から，これを検証してみたい。

網膜の興奮から大脳による高度の情報処理にいたる絵画の知覚/認知に関

するソルソの見解は，ソルソ自身による関4)を若干修正するかたちで，図 1の

モデルで略示できる。

邑

第 1段階ボトムアップ1

:光学的処理

: 変換、エッジの検出い

I 部俊司、網膜、筏

i 神経

目出

線、エッジ、形状

の釜本的処理

部位・視覚野

第3段階 トップダウン

行為{たとえば呂

の動き)の指令

部位:運動聖子など

図美術の知覚/認知の椙草作用モデル

英捕の知覚/認知に関するこのソルソの包括的なモデ、ルは，不思議なことに

-22-
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色彩の知覚に関する部分を完全に欠いているが，それでもソルソは，美術の

認知に際して，ボトムアップ的に呂と視覚野での視覚的な情報処理が作用し

ていること，そして大脳でのく意味的処理〉のレベルが，この視覚的な情報

処理にトップダウン的にフィードパックをかけて影響を及ぽしていることを

よく示している。

認知心理学に親しんだ研究者にとっては当たり前とも思えるモデルだが，

こと美術の知覚/認知に関しては，このモデルは重要な情報を含んでいる。

1.光学的処理の段階(ボトムアップ1)では，絵は，人間の持ってい

る生理学的な諸条件によってとらえられる。つまり，絵は決してくそ

のもの〉としてキャッチされているわけではない。

2. さらに，この，くそのもの〉としての絵からは(恐らくかなり)ずれ

た光学的神経構報は，ボトムアップ2の段轄で，さらに人間の知覚

に固有の変形を受ける。

3.意味的処理の段階(トップダウン)では，ある錨人が所有する知識

の貯蔵庫(スキーマの集合体)が参照されるために，ここでさらに

絵は，それを見ている個人によって特有の加工を受ける。

4.各段賭，特にボトムアップ2とトップダウンが相立に作用しあうた

めに，ボトムアップによって脳に持ちこまれる構報の一部が，不必

要なものとして，最終的には処理されずに脱落する可能性がある。

5. さらにこの相互作用のために，意味的処理の段階では，絵とは直接

関係のないなにかが，しかも大量に加えられる可能性がある。

つまり，絵画の知覚/認知は，そのどの設時でも，つねに変形と加工，脱

落と書き込みを行なっているわけである。「美術作品の知覚には，……だれに

でも共通する生理とその人特有の心理とが関係している。」町田じ絵画を見て

いるものどうしは，おそらく高い確率で，お互いに同じ絵画を見ていると

いあえるが，各個人がそこになにを見，なにを感じ，なにを患っているかは，

到底一致するものではない。当然ソルソもこのことを指摘している。
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「もしあなたが友人と美術鎮めぐりをしたことがあれば，美術作品の解釈が互いに大

きくくい違うということを経験しているだろう。(中略)私たちはそれぞれ，世界に関

する情報の膨大な記憶をもっている。高次の知覚は，その人間の過去の経験や知識(偶

人的な「大脳否科事典」ともいえるもの)によって決定されるので，モナ・リザの微

笑みに対するあなたの見方は，おそらく私の見方とは異なるはずである。P

しかし，私の期待を裏切って，ソルソは， (アメリカの理論家によく見られ

る，また，一般に認知心理学者や大脳生理学者にもしばしば認められる領向

だが)絵磁の受審の多様性へと論を運ぼうとはしない。むしろその逆で，多

様性のなかでの(たとえ護然的であれ)一般的な法則性を記述し始めるので

ある。

その額向は，遠近法で美構の歴史を概観しようという態度7)にまずはっき

りと現れる。遠近法という技摘は，あくまでも絵画の構成に関するものであ

り，それはもっぱらトップダウンレベルに関わる。したがって，そこになん

らかの一般別を見い出して記述しようというのは，その誘惑は果てしなく大

きいが，そこには，教育的な意図以外のものは感じられるものではない。

またソルソは，マグリットの『謹製禁止J (図 2)を例にして，認知的不共

和の問題を論じている。

おそらくあなたの最初の反応は，私と似た

ものかもしれない。「この努の r顔』は鏡に

映るはずじゃないかoJ(あるいは後ろ俣u

が正しく狭っているなら，顔はこっちを向

いているはずじゃないか。J) この絵には根

本的に「おかしい」ところがあり，物理的

法則が突如停止してしまう。この絵を見る

「と，尽にしているJものが，世界に関する

知識の一部である「鏡のスキーマ」と矛盾

するという意味で，一穫の視覚的不調和が

生じるのである。 8)

ソルソはこのく認知的不共和〉に対す

る， 3つの一般的な解決法を示している。

しこの絵は下らないとして却下する

にこの絵に，描かれていること以上 回2 マグリット「複製禁止」
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の象徴的な意味を与える

3. この絵に正しい鏡像を書き込んで修正する 9)

ソルソのこの着眼にはじつは盲点がある。マグリットの絵に，なんのく認知

的不共和〉も覚えないケースがあるのだ。ソノレソが鏡だと思いこんでいる部

分を，ビデオモニターか，あるいは部の絵だと考えてみたらどうか。即座に

マグリットの絵は単なる写実画になりおおせるのである。私には，さしてす

ごいとも思われないとんちを用いた画家，マグリットに，えいやっととんち

で応酬しちゃえるのである。牽強付会でもこじつけでもなんでもない。マグ

ワットの絵にく認知的不共和〉を覚える者には，じつはすでに「マグリット

はく認知的不共和〉をとおしてなにかを象徴的に表現した画家だJ というス

キーマが働いているのである。このスキーマを所有しない，あるいは共有す

る気がない者にとっては， <認知的不共和〉は存在しないに等しい可能性がある。

ここにトップダウンレベルを扱う際のやっかいさがある。遠近法にせよ，

く認知的不共和〉にせよ， トップダウンを扱う場合には，その研究者自身の経

験的な知識内容まで，先入見としてトップダウン的に関わってきてしまうこ

とは避けられない。したがってその分析は，つねに反証を受けざるをえない

のだ。

ソルソの先入見は，残念なことにいたるところで顔を出す。それは抽象美

備の解説で明らかになるし10)，「作品がいかにあいまいであっても，それぞれ

には必ず中心的なテーマがある J11) という，それ自体がなんともあいまいな

言明となって現れる。

ソルソの先入見は，つぎの主張で彊点に達する。

美的表現(音楽，文学，科学にもあてはまるが)の……構造の中には，さらに第 3の

レベルがある。すべてのレベルは不可欠で、，相互に作用しあうのだが，中でも第3の

レベルはもっとも重要である。このレベルを，ここでは簡単に「レベル 3Jと呼んで

おこう。このレベルでは，対象，音，あるいは考えの特徴的・意味的解釈だけでなく，

さらにそれ以上のことがわかる。レベル3での理解は，特徴の知覚やそれらが意味す

るものをはるかに越える。多くの場合，美術のレベル 3の解釈は，特徴的・意味的知

覚には周辺的にしか関係していない。それは，絵が意味することを越えさえする。カ

ンディンスキーの fコサック兵』は，線，色，コントラストなどの特徴からなる。私
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たちにはみな，それらが見える o 次のレベルでは，これらの線の何本かが戦っている

コサック兵を表わしているという意味を理解する。ほとんどの人は，この絵がなにを

暗示しているかが「わかる」。レベル 3での理解は，認知だけでなしさらに感情がと

もなう。それは絵のタオであり， (老子のいう)主主のタオのように「いい表わすことの

できないものである」。同時に，それは，絵のもっとも痘接的な意味であり，絵のもっ

とも漢としたものであるo それは，絵と「一体化」することで絵あり，絵を心の普遍

的な特性と混ぜあわせることであり，絵の中に自らの根源的な心を見ることであ

る。12)

どうしちゃったんだソルソである。彼の宮うくレベル 3>の存在は，ある絵

画に魅了された経験をもっ者なら，そのくタオ〉の主張はいただけないにし

ても，ありそうな感じがする。しかし，ここまで踏みこんでしまっては，学

術的な妥当性は微塵もない。とはいえ，私はここに認知心理学者の切なさ，

あるいは現在の研究者に共通する切なさは克てとることができる。それは，

感情を扱う際の異常な関難さである。感情は，いかにその研究が図難であっ

ても，ソルソのようにそれを先入見以外のなにものでもない形関上学の天空

に放りあげてしまうわけにはいかない。どんなに困難であっても，感情とわ

れわれがとらえるカテゴリーにも，だれにでも共通するメカニズムと，個々

人に固有の働きとが絡みあっているはずである。たしかに現状では，感情に

関する納得のいく理論はいまだに存在していない。しかし，芸補の受容に探

して，感情がもっとも重要な要素として関わっているということは，だれに

も否定でさまい。いまだに明穫には理論化されていない感情を，現段轄では

少なくとも空白のブラックボックスとして取りこんだ理論モデルを，私はこ

の小論でのちに呈示したい。

さて，ソルソの示す絵画に関する知覚/認知のモデルは，言語の受容のモ

デルに応用できる。言語の受容はもっぱら知的な認知にだけ関わる，という

性懲りもない先入見を離れれば，大脳のなかの受容野として，まずはもうひ

とつ，言語を処理する部分，言語野を加えればよい。脅かれた言語は，まず

もって視覚によってとらえられる。そして，いかに知覚対象が言語であって

も，視覚的処理は確実になされている。さきに実例で示したように，たとえ

ば改行，空白といったテクニツク，あるいはまた，ひらがな，かたかな，漠
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字による表記は，まず視覚がこれをとらえて，当然処理している。それは，

表記法のことなったテクストが，ちがった読みを喚起しうるという事実から

明らかである。さらに私は，これに感構の要因も加えておかねばならない。

表記の差は，読み方のみならず，テクストの感情的な印象にまで影響を与え

うるのである。13)

11-2.石還誠一氏の人間存在/言語論の検証と批判

石津氏のf翻訳としての人間J14)は，フロイト:ラカン精神分析の思考法を

基軸としながら，ソシュール，ニーチェ，ハイデガーの言語思想にまでその

考察を及ぼせた，人間と苦語の関係を鋭く論じたきわめて重要な研究である。

この重厚な研究の全体を見渡すことは，私の能力ではとうてい及ばないもの

だが，この小論のテーマに大きく関わる部分に関して，石揮氏の見解を紹介

して，それを検討，批判していきたい。

11-2-1.フロイト

私が最初に注目したいのは，氏が，フロイトのフリースに宛てた手紙同と，

フロイトの失語論文16)を考察した下り 17)である。とりわげここで氏は，物

体/事柄の知覚からその言語への変換にいたる過程で，知覚内容が脱落し，

加工されるさまを指摘している。

記号(Zeichen，signe)が出現するためには知覚」においてまず，あるもの(Sache，

Ding)についての表象観念 (Sach(Ding) vorstellung)が無意識の主体によって捕捉

されねばならない。これが無意識の主体のなす「充当J (Besetzung)である。その捕

捉される表象観念を仮にシニアィエと名づけるなら というのも，これは「事後約J

にしか名指されないものだから ，無意識の主体のなす連合・連想、組み合わせ活動に

よって，その表象観念を「記号J (Zeichen= signe)とすること (be-zeichnen)，すな

わちその表象観念を言語レヴェルで捉えうるために語表象にまでもっていく可能性

を具えること(代理・再現すること)を称して，ラカンはシニアイアンと呼ぶ。 18}

石淳氏はまず，知覚表象が無意識のレベルでとらえられること，この知覚表

象は，すでになんらかの加工がほどこされてひとつのシニフィエとなってお

り，意識はこれを事後的に，つまりその加工の過程(連合・組み合わせ)も，
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そこでなにが起きたかも知ることなしただ意識の与件としてとらえ，それ

を，言語記号にもっていく可能態としてのシニアイアンととらえるのである。

私がここで重要と考えるのは 2点である O

1.物体/事栴から語にいたる主体のなかでのプロセスにおいては，シ

ニアイアン/シニアィエが二重で現れる。まず，無意識による物体/

事柄の知覚(シニアイアン)のレベルで，知党内容は書き換えをこお

むり，シニフィエになる。このシニブイエは，これをとらえようとす

る意識にとっては与件，つまりシニアイアンとしてとらえられる。こ

れが語表象を形成するのであり，諾の理解とは，このふたつめのシニ

アイアンのシニブイエへの加工をさすことになる。

2. この二重の書き換え作業のうち，最初の作業は，無意識のレベルで

行なわれるために，主体の意識的なコントロールと，作業の意義に対

する認識とをすり抜けてしまう。

この状況を，石淳氏はラカンを援用しながらつぎのように述べる。

“Un signifiant， c'est c巴 puirepresente le suje pour un autre signifiant."ラカン

の与えるこの定義は何度も引かれねばならない。「ある記号化するものが，主体を他の

記号化するものへ代行・再現する」とは，主体が意識して記号化したものも，実際に

は主体が意識しなかった記号化するものへ主体を代行・再現ずることをも意味する。

つまり，ラカンのこの定義は派生的には意識と無意識との交錯関係にすら及ぶ。そこ

に出現しているのが「夜りそこないJ (manpue-a-etre)としての人間存在の主体の姿

であり，シニアイアンによって宙に浮かされた主体が絶えずズラされていくほかなき

さまである 0
19

)

ソルソに関する前節での考察をふまえて，私はこの事態を，主体による物体/

事柄の二重のとらえそこないと表現しておきたい。くわえて r意識と無意識

の交錯関係」にまで，ラカンの定義がおよぶのであれば，無意識の段階での

シニブィアン/シニブイエの脱落/書き込みは，そのまま失われるのではな

く，ほとんど失われたかたちで，つまり，かりにその脱落，書き込みが，

識に影響を与え続けえているとしても，意識はそれすらとらえることができ
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ない，というかたちで，意識と併走していると考えられる。20)十分考えられる

事態である。いま私がまとめたふたつの点に，第 3の点を加える必要がある。

3.無意識による書き換え作業は，それが意識の与件となった時点でそ

の影響を失うわけではない。この最初の書き換え，最初の脱落/書き

込みは，つねに意識に影響を与えうる。

石津氏の考察をさらに追ってみよう。

「綴訳されない」一一ブロイトは物表象 (Sachvorstellung[第 l段階のシニアィヱ

一筆者注])が諸表象 (Wortvorstellung)に移行する場に最大の関心そ抱いた。なぜ

なら，そこではすべての物表象が語表象に移行するわけではまったくなしくなにか〉

(das Ding)がどうしても語表象には歪らず，物表象のまま留まってしまうからだ。こ

れをフロイトは「言語によって捉えられなかった観念や穣訳されなかった心的行為は

無意識の中に抑圧されて留まるJ21) と言う。つまりフロイトは，物表象が語表象に移行

しない事態を称して「翻訳されない」と呼ぶのだった。22)

「知覚」という人間存在にとって根本的な事象においては， (イ)知覚を通じて導入され

るもの，そして， ('ロ)その知覚と同時に欠落されるものとが生じる。前者は，物表象

(Sachvorstellung)が語表象に転換して(翻訳されて)言語の投界に導入されるもの

を指す。後者は，モノ表象 (Dingvorstellung)がそのまま「死せる主要部分J (caput 

mortuum) として留まる事態を指す。(中略)フロイトは夙に『心理学東稿』で，

われわれがモノ(Ding巴)と呼ぶものは，判断をくだすこと (Beurteilung)から

免れた残浮 (Reste)である。23)

と指摘している。24)

ここではとりわけ r心的行為」という表現が，非常に重要で、ある。無意識

のレベルでは，心的機能の全体，つまりとりわけ感情が大きく関与している

ことが示唆されている。この問題は，次節でもう一度とり扱うことになる。

最後に，この受容のプロセスを，石津氏がフロイトの留式を修正した図削

を，さらに(理解しやすいように)若干修正したかたちで示しておこう。

1I.の1)から 4)は，表象のレベルを示している。つぎに横の系列の 2段め

にある，知覚，知覚記号，無意識，前意識，意識という 5つの段階は，もち

ろんフロイト自身による主体内の機能の臨分である。もこのうち，破線でかこ

んだ部分は，中粧系での段階をさすと考えられる。
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;米梢系 中枢系

;知覚 : I知覚記号 無意識 前意識 意識

1)物表象 XX l ~XX 砂 XX

2)語表象 砂XX XX 

3)モノ表象 × XX X(a) × × 

4)抑圧 X(b) 

国 3 フロイト/石津の図式

この留には，若干の問題点がある。まず，知覚と名づけられた段階は，神

経学的にはおそらく末梢系，つまり視神経を想定してよいと思われるので，

私はそれを留の中に書きこんであるが，フロイト自身による説明はわたしに

はあいまいである。

〔知覚とは]ニューロンであり，そのニューロンの中で知覚が生起し，それに意識が

結びつく。しかし，こうしたニューロンは，それ自体としては，起こったことの痕跡

をなにひとつとして保持しない。つまり，意識と記憶とは，互いに絡容れず，排除し

あう。制

末措系のニューロンが記1憶にいっさい関わらないのであれば，そして，ブロ

イトが意識と呼ぶ中枢系の機能が記慣の把持に関わっているのなら，「互いに

椙容れず，排除しあう」のは，末梢系と中板系，つまり「ニュ…ロンJ と「意

識J のはずである。私にはこの下りは理解しがたい。あるいはこれは，末梢

系のニューロンと「結びつく J 意識のニューロンは，記穏を把持するニュー

ロンとは別であるとの主張か。そうだとしても，現在の大脳生理学的な知見

に照らして，私には納得がいきがたい。

また，先に述べたように，無意識のレベルでの X(b)の脱落は，潜在的にで
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はあれ，つねに意識に影響をおよほしうる状態で，意識と併走するとすれば，

この留にそれは明示されていない。さらにより大きな開題は，この留では，

表象に対する感情要閣を示すことができない点である。これは石津氏も指摘

するとおりだが，この問題は次の節で取り扱うことにする。

いずれにせよ，この図がはっきりと示しているのは，無意識の段轄での表

象の分離と脱落である(X(a)とX(b))。百淳氏はこう述べている。

本来はシニアイアンであった X(b)が， 31欝白から 41習尽に落ちることによってシニ

フイヱになってしまい，無意識の主体はそうしたシニブイエとしてのX(b)によって×

(a)に代理されているにすぎないと言える。(中略)

しかし 4層自のレヴェルで，シニブイエでしかないこのX(b)は，シニアイアンとし

て浮上 (auftauchen)しうる。しかしその浮上はあくまでも代理を通じてのみ可能と

なる。表象 (Vorstellung)のレヴェルで言うなら表象から抑圧されている「最初のシ

ニアイアン」であり，かつまた情動(Affekt)のレヴェルで言うなら抑圧のシニアィ

エでもあるこの X(b)の存筏は，いわゆる「言語学」の{期からは想定されない。つまり，

いわゆる「言語学」は，欲望のなす分節化 (articulation)を，…ーその考察から捨象

してしまう 0
27

)

抑圧された X(b)は，本来無意識の段階で，く情動>，つまり感情によって書き

換えをこおむったシニフィエだ、ったのだが，無意識はそれを代理するもの，

この書き換えと脱落とによって加工されてしまった X(めを，シニフィアンと

して前意識に手渡している。前意識と意識は，その諜作を知るよしもない。

これは前に述べたとおりである。私の住意をひくのはこの引用の後半， X(b)が

f1'資動」によって抑圧されていること，また，いったんは抑圧された X(b)がふ

たたび現れうること，が明言されている点である。これは，私がさきに述べ

た，文学の受容における感覚/感情の要国と，ソルソの検討でふれておいた，

知覚/認知の際の脱落と書き込みという 2点に関わってくる。

ちなみに氏は，こうした脱落と書き込みを免れえない人間の知覚のプロセ

スを，徹窟して人間存在の「本来的な練外状態J28)として悲観的にとらえてい

るが，その感?膏は精神病理学の鵠床的な現場から，またおそらくは氏に固有

の世界感矯としては十分に理解できるとしても，私はそこまで踏みこんだ内

観的な判断はさし控えておきたい。この件に関しては，後述する。
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11-2-2. ソシュール

つぎに石津氏は，フロイトに関連させて，丸山圭三郎の Fソシュ…ノレを読

むJ29)を検討しながら，ソシュール自身の記述に考察を加える。

…丸山はソシュールを読む』で，ソシュールのノートからの 1文を引用する。

物質的な音 (sonmat邑rieDに対置しえるもののうちに，観念 (]'idee)がある

ということは根底から否定せねばならない。物質音に対置可能なものは，

観念J son-idee)であって，絶対に「観念」ではない0
30

)

ついても丸山は，この「音=観念J とは，ソシュールの『講義』で言われることになる

「思考:音J (penseeωson)と同じ概念であるときを当にも指摘する。丸山とともに筆者

もこの問題の重要性を見逃すわけにはいかない。というのも物質的な音 (son

materieD Jに対立するのは，観念ではなく，音=観念であるとするソシュールの指摘

は r分節(化)J (articulation)の問題に関わるからである。笑際講義』でソシュー

ルが「締秘的な事実」と呼ぶのは言語学の究極的な単位」である「恩考=音J(pens仇-

son)が，分割 (divisions)を合意(impliqueけする事態に31)ほかならない。

(中略)

言語学の領域とは，分節 (articulation) という一般的な (commun)領域であ

る。

その分節とは， "articuli" (関節，区切り，断片)のことであり，こうした小さな

断片の中でこそ思考が音を介して意識化される(価値化される)のである。叫

つまり思考が音を介して意識化される」ことが起きる分節化 (articulation)がな

されるまでは，観念・思考は物表象 (SachvorsteIIung)として無意識の中にある。こ

れが意識化されるためには，最も単純かつ最も厄介な意味でのシニアイアンである

「音像J (]'imag巴 acoustique)，すなわち「音」を介さねばならない。33)

この考察をとおして芯津氏は，ソシュールがただ、単純に「音J (シニアイアン)

と「観念J (シニブイエ)とを唯一の 2項として併置したわけではないことを

まず精穫に指摘している。ソシュールは r音」はまず，その「音」の「観念」

としてとらえられ，そのあとでこの「音=観念」が r思考」によってあらた

めてシニアイアンとしてとらえられて，意識化されると述べている。「分節」

は，意識できないレベルで，すでに起きてしまっているのである。氏がブロ

イトをめぐる考察ですでに指摘していた 2震のシニアイアン/シニフィエ関

係が，ソシュールにも明確に意識されていたので、ある O

当然石津氏は，この点をフロイトに結びつける。石淳氏はまず，エングラー

版のつぎの箆所を引用する。
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ことばの事実に関するすべての規則，すべての文，すべての諮が必然的に喚起するも

のは， a対bという関係か，あるいは三ちという関係であって，これを切り離して分析
a 

すると何も意味しなくなる恐れがある。これはまさに， aとかbという辞項は，その

ままでは意識の領域に透することは徹底的に不可能で，意識が知覚するものは常に a

とbの間の差異でしかないという理由からである。したがって，こうした辞壌のそれ

ぞれは，精神のねばり強い洞察から生じるような法則とは別の法射に従って自由に変

わったりする 0
34

)

石津氏はこの笛所を，つぎのように敷街している。

「精神のねばり強い洞察から生じるような法則J，換言するなら意識」を限りなく

集中させることで了解されうる法則とは「別の法買わに従って変動するとは，まさに

「無意識の法則」に従って変動することを指す。(中絡)

この問題を当初から取りよげていたのがフロイトの「判断」についての考察であっ

た。「判断J (Ur-teiJ)とは本来「始源的な分割，根源的な部分化J を意味することを

恕、い起こすなら，コトーソシュールの言う「無定形の塊J (!a masse amorphe)ーが

ことばに位穏を換える以前に知覚」による「記号化」という「始源的な分割」がな

されること，またそれが「意味するものJ (signifiant)となるためには r意味される

ものJ (signifi吾)との問時発生，そして後者の「事後約J な現出の可能性が前提であ

るということ，さらにこうした経緯からこそブロイト精神分析の言語論が導き出され

たことを了解しなければならない。問

ソシュールとフロイトの言語論をむすぶ氏のこの考察は，みごととしか言い

ようがない。これほどはっきりと，ソシュールのシニアイアン/シニアィエ

が二重の構造を持っていること，そして，最初の「分節J，つまりある語音の

切り出しは，意識されない段階ですでに行なわれてしまっていることを，い

ままでどの研究者も明瞭には意識していなかった。さらに，この二重構造は，

フロイトが物体/事柄の言語による把握に探して，精神分析の立場からつと

に指摘していたことと完全に一致することも，氏がはじめて指摘したことで

あると思われる。

こうして私は，石淳氏の考察を経由して，ほかならないことばの受容を行

なっている文学の受容に関する，大きな示唆を受けることができるにいたる。

今までの考察で十分に明らかになったこと，物体/事柄の言語による受容は，

意識化できない分節化(第 Iのシニフィアン/シニブイエ)と，意識が行な

う分節化(第2のシニアイアン/シニフィエ)とのふたつの段階に分かれて
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いる。ことばが，最初にも述べたようにやはり，まずもって，通常の感覚的

な知覚対象であることを考えれば，この二重の分節化は，じつはそのまま

語の受容に探しでも起きていると考えて，いっこうにさしっかえない。

の受容においても，無意識と意識，そして感情による脱落と書き込みが行な

われているのだ。言語学はこの事態をとらえていない。また，ソノレソを検証

した際に明らかになったように，認知心理学もまた，生理学的な観点から二

重構造をテーマ化してはいるものの，この二重構造のなかで起きる脱落と

き込みが，意識による制御をまぬがれている部分を持っていること，またそ

こに，潜在的/顕在的に情動，あるいは感晴が，重大な要因としてからんで

いることを考察するには，いまだにあまりにも無力である。

II -3.感情

いよいよ私は，おそらくもっとも厄介な開題に首をつっこまなくてはなら

なくなった。言わずと知れた，感情の問題だ。文学にかぎらず，言語をもふ

くめて，人間のあらゆる物体/事柄の受容過轄には，情緒的な反応がからん

でいる。認知心理学，あるいは一般に認知科学は r認知Jということばの定

義にしたがって，受容過寝から情緒的な要素を排除しているo 感情をとらえ

ることの関難さ，感情に関する信頼度の高いデータがほとんど存在しない現

状を考えれば，これはあまりにも賢明な方策といえるのだろう。

しかし，知的な受容活動を「認知J 行為ととらえて，これを感情性から切

り離すという手続きは，それが認知科学に大きく貢献している実情はあるに

しても，はたしてどれほどの妥当性と信頼性があるのだろうか。感情は，知

的な判断に附髄する，副次的な要因で，これを除外しでも，知的な判断が，

無楊のまま，とどこおりなく行なわれるのだろうか。

最近，ほかならない神経学の立場から，ダマシオがこれに異義を唱えてい

る。彼は，大脳の前頭前・腹内側領域 (ventromedialprefrontal region)の

損傷が，意思決定と情動反応の双方の機能をいっきょに失わせることを，解

剖学的に検証しながら，知的な判断が，じつは感情/情動に支えられてはじ

めて遂行されるという仮説，さらには，感情/情動は身体的な機能と中極系
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との相互作用によって生じるというソマティック・マーカー仮説を立てるに

いたっている。36)神経学や大脳生理学におけるデータの蓄積が，まだとても

十分とは言いがたい現状，したがってこの分野での研究は，巨大の仮説のわ

ずかな部分データによる検証というモデル構築の域を出ていない現状，さら

に，知的な情報処理だけに焦点、を合わせた研究がもてはやされている現状を

考えると，ダマシオの功績は非常に大きししかも残念なことに，あまりに

も遅いと言わざるをえない。

私は，神経学的な仮説を検証する能力は持ち合わせていないので，ダマシ

オの仮説が妥当かどうかを判断する立場にはない。だ、が，基本的な発想、の時

点で，研究の経済性から，あるいはひょっとしたら理豪主義的な先入見から，

最初から知性と感需の役割を区分して，さらには知性の使位を前提としてし

まうような観点を批判するダマシオには大いに賛同する。知性と感情を分離

する立場が，たんなる立場にすぎないのであれば，人間の営みがつねに知性

と感情との相互作用によって成り立っているという立場も，まさにそれがた

んなる立場であるために，可能であるし，そこから出発した理論モデルを構

築しでも，なんのさし支えもないはずだ、。また，みず、から神経学者であり，

さらにまた，脳損傷という局在論的なデータをその出発点に選びながらも，

中枢神経だけではなく，身体全体にも感情の発生地点をみとめて，やみくも

なく唯脳論〉や局在論を手厳しく批判するダマシオの姿勢を，私はおおいに

歓迎する。

ところで，感情というタームは，知性というターム悶様，あまりにもあい

まいである。とりあえずこの小論では，私は，末楢神経，たとえば視神経や

聴覚神経といった，解剖学的に中枢系と区別しうる部分が興奮すると考えら

れる事態をく感覚>，それ以外の情緒的な反誌のー坊をく感情〉としておきた

い。一般に情緒反応は，さらに情動と感情とに区分されるが，この区分は，

少なくとも私の小論のなかでは，煩墳なだけなので割愛したい。知性と感情

との区分は，上に述べたことからうかがえるように，じつは栢当うさん臭い。

とはいえ，この区分は， j思考の経済性を促してくれるという利点があるので，

大きな問題が発生しないかぎり，使わせていただく。ただ，つぎの点は断わっ
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ておきたい。まず，私は感情と知性との区分を，近ごろの大脳研究にありが

ちなように，そのまま解剖学的な身体の区分としては，絶対にとらえていな

いこと。また，この区分は仮説というよりは，あくまでも思考の経済性によ

るもので，この区分が不当と思えた時点では，いつでも撤闘する用意がある

こと。

前賢きが長くなった。文学の受容という観点から，感情がどのようにから

んでくるかを考察しよう。この考察に関しでも，その糸口を与えてくれるの

は，石淳氏である。

「意識のなす分節化(差異化)j以前に，まず快・不快に主義づく無意識のなす分節が

なされる。これこそブロイトが注目していた「半日断J (UrteiJ)の問題だった。この論

点を理解せず、して精神分析」と「言語学」との線本的な関わりとその分絞点、を捉え

ることはできない。無意識のなす分節化によって，すなわち快楽原刻のなす差異化に

よって，意識に上ってくるのは，まさに快として感じられたものだけだ。しかしそこ

で分節化，差異fじされたもののうち，不快と感じられたものは抑圧され，意識すなわ

ち言語のレヴェルにはよってこない。37)

氏が「情動(Affekt)J と呼ぶ感情が，ここではく快楽療費目〉として述べられ

ている。く快楽原則〉は，精神分析の立場からすれば，判断，それも，言語の

レベルで、意識が行なう知的な判断に先だ、つ無意識レベルでの判断の主役であ

る。精神分析の立場は，感情が物体/事柄の受容に最初から大きな影響を与

えていることをはっきりと認識している O 石淳氏と向様に，私も，文学の受

容を考察する際に，言語学的な思考法をまったく視野に入れていない理由が，

ここでまた明確になる。ソシュールをのぞいて，またおそらくはわずかにク

リステヴァをのぞいて，雷語による受容の際に感情が決定的な役割をになっ

ていることを，少なくともテーマ化した言語学が，どこにあるというのか。

こうして，じつにやっかいな状況が明らかになる。物体/事柄，あるいは

さらに言語の受容においては，意識的な脱落/書き込みに先だって，無意識

的な脱落/書き込みがおきる O しかも，この無意識による脱落/書き込みは，

意識にとらえられないまま，意識によるく判断〉と併走しうる。さらに，無

意識による脱落/書き込みは，感情によるものでるり，したがって，感情は，

やっかいなことに，意識の霞接的な反省の対象となることがないまま，意識
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と併走するのである。

ただし，この時点で私は，精神分析的な立場には別れを告げる。無意識に

おける判断の主役としての感情は，はたしてブロイト流に，快と不快という

2項にまとめられるかどうか，私には疑問だ。たしかに感情は，生得的な機

能だろう。たが，経験による学曹が長期記穏として保存されていくにしたがっ

て，感'1'1号はその内容と機能が大きく変わっていくのではないか。その譲雑な

容態を，快楽原兵すだけでまとめることの是非を問う論争に，私はいまは関わ

りたくない。文学の受容に関する私の考察にとっては，快楽原員立は，いまの

ところ，さほど大きな意味は持っていない。感f湾は，さきに述べたとおり，

末梢系による感覚とは区分された，それ以外の情緒的な反応、の一切に与えら

れる名称，というだけにしておく。

もう 1点。精神分析的な考察では，無意識のレベルで潜在化したままの感

情(快・不快)だけが取り上げられるきらいがあるが，感情は顕在的にも活

動しているものである。私の作業にあっては，顕夜的な感情も当然重要な要

因である。私の作業の枠のなかでは，潜在的な感情をことさら快・不快の感

情に限定する，また，顕在的な感情を，これとはことなった心的メカニズム

として区別することに，さほどの利点、はないと考えられる。

感情の内実をつぶさに分析して，その動臨までっきとめることは，私なら

ずとも，ほとんど不可能と言っていいのが現状である O そこで私は，少なく

とも，物体/事柄，したがってまた苦諾の受容に際して，感構がきわめて重

要な要因であり，しかもそれが二重の作用をおよぽしていることを指摘する

にとどめたい。二重の作用というのは，いうまでもなしまず，無意識レベ

ルでの意識化されない感構的な判断であり，そして，受容の際に，あるいは

おそらく受容の主要動因として，意識されるかたちで感情が活動する事態の

ことである。これを除外した文学の受容に関する立論など，あろうはずもな

し〉。

無意識のレベルで，感覚に与えられた対象が，まず感情によって加工され

ることは，これまでの考察から明らかである。この点に十分な注意をはらえ

ば，文学研究に関して，以下のことが確認できるo
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1.言語の受容においては r認知」という知的な作業枠がそれをとらえ

る以前に，知的な対象の判断とはことなった判断が，すでに行なわれて

しまっているo

2. く言語学〉は，意識の材料としての言語というシニアイアン/シニ

ブイエよりも前に，感情が言語的な知覚対象をすでに分節化してし

まっている事態をとらえることができない。

3.認知心理学は，この初期の分節化については，語るすべを持つてはい

ない。

4. この分節化をとらえる作業は，いまのところ精神分析的な仮説と観

察をモデルとして援用するか，それとも，まだ揺りかごの時期にあると

いわざるをえない神経学が将来提供してくれるだろう，信頼性の高い

データが蓄積されるまで，考察をさし控えるかしかない。

5. したがって，この事態を視野に入れた文学研究は，精神分析，臨床医

学，またひろく心理学との共同作業をする必要がある

6.言語の受容は，ほかの対象の受容とまったく間様に，意識化できる受

容のレベルでも，感情が大きな影響を与えている。

7.その際感情は，知的な判断の枠組みと，その作業の進行の両方に，決

定的な影響を与えている可能性がある。

8.文学の受容は，最終的に知的な判断を目ざす必然性がまったくない

ので，文学研究が感情を，知的な判断を操作して狂わせる阻害要因とし

てとらえることは許されない。

9. したがって今後文学研究は，感情という動閣をより綿密にとらえる

必要がある。

10. このため，意識化できるレベルでの言語の受容に関しでも，文学研究

は，やはり精神涯学に代表される臨床壁学，心理学などとの共同作業を

行なっていく必要がある。

-38-



物体/事柄受容の汎用モデルの構築

III.仮説モデル

III-1 .汎用モデル 1

文学研究の基礎になる物体/事柄の受容の仮説的なモデルを構築する作業

にはいろう。認知心理学と精神分析という，一見，あまりいい折り合いがつ

きそうにもないふたつの理論モデルを接合して，なんとか使えるものにする

というチカラワザ、である。

このチカラワザを実行するにあたっては，やはり，いままでの考察に若干

の修正を加える必要がある。それに大きく関わってくるのは，意識/無意識

という考えかたにしたがって，どうやって認知心環学的な知覚のフロー

チャートを発展的に改善できるか，また，感覚/感情の関与を，どう位置づ

けるべきか，という 2点である。

認知心理学が用いている知覚のふたつの入力レベルという図式，つまり末

栴系の処理によるボトムアップレベル(ボトムアップ1)と，中枢系による，

とはいえ学習や経験とはほとんど関係なく， (たとえばゲシュタルト知覚のよ

うに)生得的に知覚内容を判定すると考えられているボトムアップレベル(ボ

トムアップ2)という図式は，すくなくとも「認知J，つまり感情的な要因を

度外視した対象受容のモデルとして，非常に魅力的だ。このうち，末梢系に

よるボトムアップ1のレベルは，特殊な実験が示すデータとしてのかたち以

外では，日常的にはまず意識されることがないといってよい。つまり，この

段賠で，意識や無意識といったことを問題にする必要はなさそうである。

しかし，ボトムアップ2に関しては，若干の注意を要しそうである。認知

心理学者にしても，このレベルにはたして学習や経験，つまり長期記J搭が関

与していないかどうかは，意見が分かれるところだろう。たとえば失認症と

いった臨床レベルでの所見にしても，その原国がもっぱら脳の損傷だけによ

るものかどうかは，いまだに決着をみていない。かりに，というよりも，現

状では，ボトムアップ2のレベルに，長期記櫨，つまりは感情性も無意識に

よる操作もともにふくんだ要国が関与している可能性を排除できないのであ
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れば，すでにボトムアップ2の段階で，意識を逃れるかたちで，脱落と書き

込みが起こっていると仮定する余地は十分にある。ボトムアップ2をどう位

置づけるかという論争は，関係する方々にお任せするとして，私としては，

このような留保がつくかぎり，ボトムアップ2を安定したレベルとみなすこ

とはできない。そこで私は，このボトムアップ 1とボトムアップ2という，

神経ネットワーク的な区分を採用しないで，むしろ，まちがいなく末措系に

よる入力処理といえるレベル，つまり，意識/無意識の関与がないと断書で

きるレベルと，そうではないレベルという，より大まかなふたつの区分を採

用したい。とはいえもちろんこの提案は，将来のデ…タの蓄積による変更を

受け入れないものではないことは，いうまでもない。だが，無意識的な操作

が，たとえ「事後約」にであれ，意識のレベルと併走して，最初から，そし

てつねに意識に影響を与えている可能性を考慮すれば，意識と無意識の双方

が，それぞれことなったレベルで，とはいえ相互に影響を与え合いつつ，末

梢系による知覚以外のあらゆるレベルで関わっている，と仮定するそデ、ルを

考えるのが賢明だ、ろう。

感構の関与はもっと複雑である。いや，関与などということばでは到底足

りない。テレビや映画を見る， CDの音楽やライブを関心漫画や本を読む，

絵や写真を見る，飼い犬や桃の実やゴキブリを見る，仕事で人に会う，遊び

で人に会う，といった，ごくありふれた行為，このごくありふれた行為をと

らえなくてはいけない。こうした行為にあっては，感需は主たる勤圏ですら

ある O 私がだれかに会う，そのとき，私は「この人は温厚な人柄であるりと

いう命題的な，したがって知的な判断を，すくなくともそれだけをしている

わけではない。私は rなんでいい人なんだ/Jと思ったりもする。文学につ

いては，いわずもがなである。さきに紹介した夕、マシオの仮説をより強く理

解すれば，そもそも感情がからんでいない活動などありうるのか，といった

立論も可能だ。〈感情をまじえない〉知的な判断，というのは，内観法的には，

感矯がまったく(?)発動していないか，それとも，く意志〉で感'請を抑えこ

んでいるか(これもある種の「抑庄」である)，というふたつの想定が可能だ

と恩われるが，このふたつは，きれいに分離して観察できるものなのか。く意
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志〉は，感情とは関係のない心的機制なのか。

私は，強い立論を選ぽう。物体/事柄の受容過程において，感情的なレベ

ルと知的なレベルとをきれいに分離する手続きに疑問が残るかぎり，この分

離は棚上げにしたほうがよい。感情と知性とが，それぞれく独立した〉作業

分担者で，く必要に応じて〉両者がコミュニケーションをとって意見調整宅をす

るとは，とても考えにくい。受容のただなかにあっては，感構と知性は，き

わめて複雑にからみあって動いている。感情的な判断と，知的な判断という

のは，意識が，受容過程のただなかで，あるいは受容過程の終了した時点で，

反省的に，つまりは事後約に，その過程のアウトプットを操作的に分離した

結果である，と私はとらえる。

したがって，感情もまた，とりあえずは，末稿系による知覚情報の入力以

外のすべてのレベルに関わって動いると，私は想定する。とりあえず，とい

う留保がついているのは，末梢系による入力は，単なる初期段轄としてある

時点で終了してしまって，あとはつぎの段賠が発動する，という醤式では，

あまりにも単純だからである。実際には，物体/事柄の受容過程が，一定の

時間持続する活動だということを考えれば，感覚活動は，そのほかの受容活

動と並行して，つねに行なわれている。したがって，感情的/知的レベルで

の活動が，感覚にフィードパックをかけている可能性は，完全には排除でき

ない。こうした留保を十分に考慮したうえで，ここでは私は，これもまたと

りあえずだが，おそらく末梢系による感覚活動は，ある程度独立した活動で

あり，感覚以外のレベルが，感覚活動の提供してくるさまざまな情報をその

つど取捨選択する，つまりは脱落/審き込みを行なう主導権を握っているも

の，と考えておきたい。

考察の要点をまとめると，つぎのとおりである。

1.物体/事柄の受容過程は，末梢系による入力レベルと，それ以外の

レベルのふたつにわけることができる。

2.末梢系による知覚は，まず，物体/事柄の受容過程の初期レベルを

形成する。
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3.当然このレベルで，知覚対象は，受容器官に圏有の脱落と書き込み

をこおむり，知覚はこうして書き換えられた内容を，それ以外のレベ

ルに手渡す。(書き換えI)

4. この知覚は，受容が続いている時間，たえずその受容と併走して動

いている。

5.知覚による受容活動とはちがったレベルと考えられる，感情的/知

的な受容のレベルでは，感情と知性が双方ともに，からみあったかた

ちで動いている。

6. このレベルでの操作には，意識化できるものと，意識化できないも

のというふたつのレベルが，併走するかたちで存在する。

7.意識化できない操作によるレベルでの，知覚内容の書き換え(書き

換えII)，つまり脱落と書き込みは，当然(まずもって)意識されない。

8.意識できる操作のレベルにおいても，記憶との参照，そのつどの感

情の状態などによって，感情/知性による書き換え操作が行なわれるo

き換えIII)

9.意識は，必要に応じて，このレベルでの操作を，反省的に，感情的

な判断と知的な判断とに分離するととがある。ただしこの操作はオプ

ショナルである。

この要点をふまえて，汎用モデルのひとつのかたちを，国 4に示してみよう。

末梢系の感覚と，無意識，意識のそれぞれが，物体/事柄の受容に費やさ

れているあいだ、ず、っと，作動していることは，各レベルが重なりあっている

ことで示される。

末稿系の知覚は，当然人間の感覚装讃の間有性にしたがって，物体/事柄

のある側面だけを切り出しているので，部の側面は脱落することになる。ま

た，知覚された側面も，当然，物体/事柄をくあるがままに〉感知している

わけではないので，ここで最初の書き換え(書き換え1)が起きる。

無意識のレベルでの書き換え(書き換えII)は，さきに述べたとおりであ

る。
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意識による審き換え(審き換えIII) は，この小論のII-2では，

無意識レベルから意識レベルへの移行にともなって起きるという所見の域を

出るものではなかったのだが，じつは，意識のレベルでも，脱落と

とり立てて指摘するまでもないだろう。私がしっか

しっかりと読んだと思っている本でも，

テールにいたるまで，すべて記犠しているわけではなしこの段賠でも，た

とえば注意の範留をこえるといったかたちで，脱落が起きる。また，無意識

が手渡す内容が，さらに(意識可能な)長期記櫨，感情の状態などと照らし

合わされて，書き換えられる。こうした事態も，モデ、lレのなか

き換えの一部は，無意識の操作を受けているだろうが，

もっぱら

き込み

関 4 物体/事柄受容の汎用モデル 1

とが起きていることは，

りと見たと思っている絵， そのディ

きくわえ

すべてが
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無意識によると考えるいわれもない。(それにしても，このレベルで脱落して

しまうものは，いったいどこへいくのだろう? 記'憶の奥底に沈むのか，そ

れとも完全に消失するのか? 謎だ。)

国一2.汎用モデル 2

これで，ごくおおざっぱなかたちで，物体/事柄の受容の基礎的なモデル

を示すことができたと思う。

ただ，いままで触れてこなかった問題がひとつある。それは，シニアイア

ン/シニアイエというタームに関わっている。シニアイアンを切り出す，と

は，分節化のことである。分節化は，汎用モデル 1で示したすべてのレベル

で行なわれていると思われる。そこには問題はない。だが，シニアイアンを

切り出す，とは，問時にまた，記号化 (signification)を意味している。そし

て記号は解説されるための分節である。ここに問題がある。いったい，通常

の物体/事柄知覚の過程において，すべての分節が記号化をこおむると仮定

していいのか。

具体的な例で考えよう。私は詩を読む。私は，護然とその詩に脚韻や頭韻

や，はたまた行中韻までがあることを意識する。あるいは私は，漫然と，こ

の詩にはやたらに漢語が多いな，とj器、う。私はカフカの『変身』を読む。ザ、

ムザが虫に変わったとある。へえ，そうか，と思う。とりあえずそういうこ

とにしておこうと思う。私はレンプラントの絵を晃る。なんだかすごいマチ

エーノレだなと層、う。こういうほんとうに漫然とした意識もまた， りっぱな意

識の内容である。だが，こうした内容が，それに続くこれといった知的な，

あるいは感情的な判断という解読作業をひき起こさないまま，保留されたま

まだったり，ときとして忘れ去られてしまったり，という事態は，頻繁に起

こっている。この事態はあらためて次節で，文学の受容モデノレを考察する擦

に，具体的に示したい。

こうして私には，意識に与えられる分節を，即鹿に記号化の材料とはしな

い意識のくあそび〉の空間 (Spielraum)があると思われる。人間存在をふく

めて，私たちが存在している世界に，本来，く意味〉はもちろんない。それに
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く意味〉を与えてるのは，ほかならない私たちの仕業である。私たちが物体/

事柄をなんらかのかたちで受容している捺にも，私たちはつねにく無意味〉

にさらされている。意識に与えられる分節が，つねにく意味〉を求める身が

まえに捕捉されるとはかぎらない。つまり，分節はざしたる知的/感'情的な

く意味〉に翻訳されないままのかたちで受容されるケースも考えられるのであ

るo こうしたかたちでの分節を考慮して，分節にはもう 1段階，ほかの名称

を与えておく必要がある。

それは，以前私が提唱した「アスペクト」というタームである。問むろんこ

のタームは，言語学(文法理論)における用法とはまったく関係がない。私

はこのことばを，原義どおり r見えJという意味で用いている。分節をアス

ペクトと呼んで，それが，意識による記号化(シニアイアン/シニブイエへ

の加工)の前の段階であることを明示する必要がある。意識は，無意識を経

由して手渡された知覚内容を，あらためてく知覚〉する。ただ，このく知覚〉

内容，つまりアスペクトは，とりあえずはそうしたものとして意識にとらえ

られる O そのあとで，アスペクトは，記号化のプロセスに手渡されるか，あ

るいはそのままアスペクトとして，記号化や判断をほどこされないで受容さ

れるか，あるいはなんらかのかたちで放棄されて脱落するか，のいずれかで

あると考えられる。なお，このうち前ニ者の工程は，フィードパックがかかっ

て錆環的に行なわれると考えてよい。

ここまで考察をすすめて，私はさきに示した汎用モデルに分節化と記号化

き込んで，最終的なモデルヴァージョンの提案(図 5)として示したい。

このヴァージョンでは，意識レベルでの書き込みと脱落が，アスペクトのレ

ベルではなく，記号化，つまり書き換え臨の工程で起きることを明示してい

る。

じっさいの物体/事柄受容の過程では，末梢系からはいってくる分節は，

場合によってはおびただしい数にのぼる。したがって，無意識/意識双方の

レベルで，各々の分節どうしが相互に参照しあって，変形，加工を受けてい

るとも考えられる。意識レベルでアスペクトととらえられる，これまたおび

ただしい数の分節もまた，相互に作用しあっていると思われるが，そこには，
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どのレベルでも分

菌 5 物体/事柄受容の汎用モデル 2

あるアスペクトの集合と，書き換えIIIによってシニアイアンとなったアスペ

クトの集合との，任意の相互作用も含まれてよい。要は，

節は相互に作用しあっているわけだが，それはそデル留を慣績にするだけな

ので，図示はしていない。

文学の受容lV. 

その結果

テクストの受

そしてそれが，文学

この小論で最後に残された作業は，いままで検討してきたこと，

として提案された物体/事棋の受容に関する汎用モデル 2が，

容という現場を観察する際に有効性を持っていること，
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という現象を研究するための，さまざまなブランチを生み出していくきっか

けをかたちづくっていることを明確にすることである。

小論のはじめに，八木重苦の詩のさまざまな受容のさまを紹介して，すで

になにが問題となり，なにが解決されるべきかは示唆しておいたが，ここで

は，さらにいくつかの異体的な例を示しながら，汎用モデノレ 2という仮説に

したがって，おもに意識のレベルでどんなことが指摘できるのかを示してい

きたい。

なお，末梢系での視覚的，聴覚的な言語情報の処理がどうなっているかは，

私の研究能力にあまる分野である。これは，専門の研究者の方々に，実験や

臨床的なデータの蓄積と解析をお願いするほかない。ただ，末梢系の知覚も

また，無意識的/意識的なトップダウン操作を受けている可能性は十分に考

えられるので，この分野でも，作業仮説を設定する段階で，それを考廉に入

れておく必要がある。

さて，ふたたびテクストの受容の現場にもどろう。

まずは視覚にからんだ観察点。八木重吉の詩の例ですでに指摘しておいた

が，書字テクストの場合，じつは視覚的な刺激が大きな要因としてからんで

いる。人間の呂は，テクストのある一定の範閤をブロックとして知覚してい

るが，たとえば通常の散文とはことなった改行を頻繁にくり返す詩の場合，

テクストの受容過程は，ひとつの行を，ひとつのまとまりとしてキャッチす

るだろう。この情報は，テクストの意味的な分節，読みの時間の制御に大き

な影響を与える。また，重吉の詩や，たとえば中勘助の『銀の匙』などの散

文に現れる 1字分の空白も，これと似たような現象として観察される必要が

ある。

もっと身近で分かりやすいケースは，表記のしかたそのものである。広告，

雑誌の表紙，見出しなどでは，印字の色，字体，字の大きさ，レイアウトな

どに大きな注意がむかう。書籍でも，印字のフォント，ポイント，段組，ま

た，使われる用紙の租，材質なども，視覚情報処現に関係している。こうし

た分野の研究，また，こうした要因が読みの現場でどのような影響を与えう

るかに関する研究は，未開拓のままである O
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聴覚に関しては，私はまったく手薄であることを白状しておく。ただ，視

覚に関する観点と向様の見地から，この分野での研究もぜひとも必要である

ことは言うまでもない。

簡単かつ劇的な例を示したい。私も，よく外題語の歌を聴く。外国語を聴

きとるのは大変だ。私がそれなりに習得している英語やドイツ語でも，歌詞

の全部を聴きとれないことはしょっちゅうある。それどころか，母国語です

ら，ときとして聴きとりは大変だ。ワーグナーの『トリスタン』を上演して

いた劇場で，隣席のドイツの老婦人が私に尋ねてきた。「あなたはドイツ語が

分かるの ?J私「まあ，それなりに。J婦人「じゃあ，このオペラも分かるの ?J

私「いいえ，聴くだけじゃ，とっても無理ですね。あなたは全部聴きとれる

んですか ?J婦人「パカなこと苦うんじゃありませんよ f だってワーグナー

よ.んあるいは，結婚式の席上で，友人が善かれと思って朗々と歌う英語の

歌が，じつは別れの歌だったりする。私も，そして数えきれない人たちも，

しばしば，外国語の歌を，歌謡をきちんと理解することもなく聴、いて楽しん

でいる。そんなとき，いったい私は，あなたは，なにを「聴いて」いるのか?

外国語なんて分かるもんかと賠直って r聴いて」いるのはまったくことば

ではなし楽器演奏と，たんなる声としての歌だけだと，あなたには断言で

きるか。たしかに私にも，そんなときもある。イタリアで耳にして，気に入っ

て即壊に買ったシングル盤には，歌詞カードがない。イタリア語がまるでダ

メな私は，歌謡がさっぱり分からない。なのに，それは私の愛聴盤になって

いる。しかし，どことなく英語が聴きとれる歌もある。こんなとき，少なく

とも意識できるレベルでは，私は歌を，たんなる聴覚的な快楽として，ある

いは，ちょっと歌詞を分かりながら，あるいはまるごと歌詞を分かつたつも

りになりながら，聴いている。つまり，こうした場合，歌は，そこにことば

があるからといって，即座に雷語記号の処理に入るとはかぎらないのだ。む

しろ，聴覚的な刺激が， (少なくとも意識できるレベルでは)私の知覚に都合

のいい分節化をほどこされ，その分節は，記号化されるよりも前に，記号化

とは関係のないたんなる分節，さきに私が述べたアスペクトとして受容され

て，そのあとで，そのアスペクトのうちのいくつかが，意識のなかで感f寄あ
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るいは知牲による書き換えをこおむるのである。

つぎに，井上陽水の rMyHousむの一節を観察してみたい。

1 恋はマッシュポテトだ

2 恋は電子キャラメル

3 衝の道に無知な人並

4 山学の耳に盛り上げ製菓

5 誰がミック・ジャガーだ

6 どこがチャイナタウンだ

7 海を越えたムラサキ電話

8 吉い事は明治らしいわ

(中路)

(refrain) 

9 俺の悲しみは ma，ma， ma， 

10 mamama， mamama， mama， ma 

11 警の白アリは

12 分からんム

「分からん」歌だ。私が知っている範囲で，この歌をみごとにく解釈〉しお

おせた者もいない。ところがこの歌は，それなりに流布して受け入れられて

いる。「分からん」のに「好きだ」と断言してはばからない者(私もそのひと

り)もいる。

全体として，この歌詞は確かに「分からん」。だが，全部皆目チンプンカン

プンというわけではない。ちょっとていねいに分析してみよう。まず最初の

8行。

まず，聴覚的にキャッチできること o

・この歌読には，脚韻らしきものがある。(5行めと 6行めは rdaJ， 

7行めと 8行めは rwaJで終わっている。)

-不完全だが， 1， 4， 5， 6， 7， 8行は，すべて a音で経わっている。
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-頭韻，あるいは頭語反復(anaphora)もある。(1行めと 2行めの「恋

はJo)

・不完全だ、が，頭韻らしき晋合わせもある。 (5行め冒頭 f街のJと，

6行め冒頭「山羊のJ は，ともに a-i酬。という母音の連鎖。)

・きわめて不完全だが 5行め 6行めの冒頭は，ともに子音dで始

まっている 0

・ここまでくると 7行めと 8行めの冒頭 (umiwo-furuOにも，なん

だか U音が罷勢な感じがしてくる。

・一定の/レールがあるような音連鎖がある。(3行め， machi-michi-

muchi，4行め， yagi-mimi-morio) 

こう見えてくると，歌謡にく定型詩形式〉らしきものも見えはじめる。

-行末の母青だけで，強引に脚韻を連想するなら，最初の 8行は a--

aaaaaとなる。

・さらに各行の母音を母音を数えると， 1， 2， 5， 6行は 10偶， 3， 4， 

7， 8行は 13個とそろっている。 5-8行が， 1 4行と向じメロ

ディーで歌われていることを考えると，母音数からして， aabbとい

うく形式〉の反擾が見えて(関こえて)くる。

この観察は，はたしてなにをく意味〉するのだろう。歌であれば，音楽的な

雪語音の分節化という要請にしたがって，語音弼がある程度整えられるのは，

当然といえば当然だろう。また，歴史的な経緯を考えれば，歌が，朗詠をと

もなっていたと考えられる定型詩と悶じような言語の形式化を行なったとし

ても，これまた当然だ。陽水の例に観察できるような形式をもった歌など，

世の中にゴロゴロしている。

だがここで，陽水の fMyHouseJも，こうした習慣にのっとって作られ

たのだ，これを聴く者は，場合によってはそのく形式〉に気がついて，しか

るべきくスキーマ〉を発動させて，歌の形式を判定するのだ，で終わってし

まっては，なんだか大マヌケではないか。現場で起きていることは，こんな

マヌケなく判断〉とは遠くへだたっている。 fMyHouseJを聴いている者は，

あるいはこうした聴覚的に分節可能な部分をすべてとらえながら，あるいは
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その一部だけをとらえながら，あるいはまったくとらえもしないで，しかも，

それになんらかのく判断〉をしようなどときっと思いもせず，さらにしかも，

それをおもな目的にしようなんてまったく意図しないままに，聴いているの

だ。

私がこの歌からく析出〉した聴覚的な諸分節は，ふたつの意味で潜勢的で

ある O まず，受容者が，少なくとも意識的には，この諸分節のすべてをとら

えるわけではない点で。また，とらえられた分節が，それなりの記号化，つ

まりあるシニブイエ，ある種のく意味〉ゃく意義〉に書き換えられるかどう

かは，個体差による，しかも同じ個人でも条件によって変化するという点で。

この潜勢態を考慮して，私はこうした分節を，記号化の前の段轄としてのア

スペクトと名づけるのである。

今度は，ことばの，つまり意味が読み取れるレベルでキャッチできること

を晃てみよう。そのうち，ことばの形態面としてまとめられそうなことを最

初に示してみよう。

• 3行め r人並J ということばはなんだか変だ。「人並」は，ふつう，

人がする当たり前のことと同じように，といった意味で使われるの

に，どうやらここでは人の波 r人波」のことらしい。陽水はまちがっ

たのか。それとも，歌詞カードの誤植か。その可能性は排除できな

し)0

が，行頭の「街」と行末の「人並」から r街並」という月放みなこ

とばが連想できる。「人並」は「街並」からの派生的な造語か?

• 4行め r盛り上げ製菓J は，森永製菓から生じたか?

最初の観察では r街」吟「街並」吟「人並」というずらし込みが想定できる。「人

並」がこのコンテクストでは違和感を与えうることから，文献的に「人並」

を理解しようとしても，まだなんだかよく「分からん」。むしろこれは，たん

なる表記，つまりシニアイアンレベルでのずらし込みと考えられそうだ。「盛

り上げ」は，まずは「山羊の耳にJ r盛り上げ」るという文脈的な意味形成と

して理解できそうだ。ただ，そうしたところでこの行の肝心のく意味〉はよ

く「分からん」。そこに「製菓Jまでつけられたら，いよいよよく「分からん」。
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だが r盛り上げ」ということばの音的な特徴と r製薬」ということばをつ

ないでみると r森永製菓」という諾が連想されてくる。それでもなお，だか

らなんだというのだろうか? この連想も，とりあえずはアスペクトのレベ

ルに留まっていると言える。

しまいに，もっとく意味〉に踏みこんだ観察をしてみよう。

・呈示された歌詞は，全体をとおしては「分からん」が，部分的には

十分理解可能である。

・それなのに，やすやすとは理解できそうにもないメタファーが続出

している O

恋口マッシュポテト

恋戸電子キャラメル

電子tキャラメノレ

山学の耳t盛りよげ製薬

盛り上げt製薬

海を越えたtムラサキ電話

ムラサキt電話

俺の悲しみ<=!mamamamama. 

• 3行めの「無知な」はどこにどうかかるのか。「街の道」を知らない

のか r街の道」のうえに r無知J な人たちがいるのか，その荷方

なのか，それともどちらでもないのか。

・こうなると，わずかにはっきり分かると言えそうなのは，わずかに

単語のレベル，あとはせいぜい 5行め「誰がミック・ジャガーだ、j，

6行め「どこがチャイナタウンだ:j，8行め「古い事は明治らしいわj，

そして 11-12行め「雪の白アリは 分からんj (たしかに「分かり

にくいj)くらいではないか。それにしても，なんで「古い事Jは「明

治らしい」のか。

-たったこれだけであれ，分かるとしても，そこにどんな文脈を見つ

ければいいのか?

けっきょく私には，この歌謡の全体は r分からんム」。取り上げたシニアィ
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アンたちのそれぞれは，私のなかで，それなりのぼんやりとしたイメージを

かきたてる。しかし，それがどこかの「判断」に，シニブイエにたどり着い

て安定することはない。私のなかで，この段階でも，分節たちは，アスペク

トとシニアイアン/シニフィエとの間で，不安定に振動し続けているだけだ。

ハードロックのどートに乗って，あのつやつやした美声で陽水が歌う rMy

HouseJを聴くと，私はなんだか rばかやろ，どーでもいいじゃん，俺はし

んどいんだ、よ，みんなパカみたいなことにこだわるから，おかげでおれはし

んどくてしかたがないんだよノ J というような，しかしあくまでもくという

ような〉気分にひたってしまう。どうしてだ? 語音のく形式感〉は，聴覚

の快楽に，単語の選択は，ある種の感情性の生産に，そして文脈の理解のし

がたさは，たとえばく他人は私を理解してくれない吟言語伝達なんてしゃら

くさい〉という感情の象徴的表現，と，それぞれにテキトウに結論してしまっ

て，あなたは満足か?

断じてちがう。分節たちは，それぞれ，アスペクトとシニアイアン/シニ

ブイエとの関で振動し続けている。また，分節たちは，その各々が，あるい

はアスペクトのまま，あるいはシニアィエへの書き換えを求めながら，せわ

しなく相互に，またせわしなく私の意識/無意識の貯蔵療と，また何度も何

度も感覚内容と参照しあう。そのなかで，あるアスペクトは消え去ったり(脱

落)もする。この運動態が，まずは少なくとも私の心のなかで起きている，

そしてなんとか私に意識化できる， rMy HouseJを聴いている現場なのであ

る。感情的/知的な判断は，この現場ではあくまでもオプションである O 私

はそこまでたどり着かない。そして，たどり着かないにもかかわらず，私の

感構は，運動態と併走して，不安定に運動し続けている。ほかの受容ケース

でも，汎Jflモデルとともに考えられるこのプロセスは同じであると考えてよ

い。ただ，受容者がことなる場合には，意識がとらえうるアスペクトは，そ

の分節のしかたも，その数もことなっており，その生産に関与していると思

われる無意識が私とは別のものであり，また，そのせいで，さらに意識のレ

ベルでの注意の差に応じて，末梢系の知覚が変化しており，意識による受容

のプロセスが，どこで終了するかがことなっているわけである。
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仮説モデルから導き出されたこうした観察は，当然各個体の受容過程に関

するデータ集積的な研究を要求するものである。ここで私は，なにが観察の

ポイントになるのかを，アスペクトの形成というモデルにしたがって十分に

示したと思う。

つぎに例示したいのはいわゆる「おやじギ、ャグJにつらなるケースである。

「ふとんがふっ飛んだ。J r恋よ来いoJ r人間って，ぞ、んざいな存在だね。J

f手稲っていいね。J r真駒内まあ混まない。」引用している私でも，腰がくだ

けてしまいそうだが，これまた言語記号のアスペクト性(音的な類似)

点をおいて，付髄的になんとか意味のあるテクストを形成している例だ。「お

やじギャグりは，おやじである私にとってもじゅうぶんおやじ臭いし，くウケ

る〉ことはない。ただ，これでウケる人にあっては，その人には笑いという

突発的な情動がf動いていること，ウケない人の場合，このテクストそのもの

のアスペクト性や発話内容そのものよりも，ウケない原因が発話者に向かう

ケースが圧倒的に多いことは，注意を要する。おやじ臭いおやじが rおやじ

ギャグ」を発して，そのおやじを，おやじ性のゆえに毛嫌いする受容者は，

発話者という参照事項も重要な分節 (rおやL::Jのスキーマと言っていい)の

ひとつとして参照する。ところが，ごく親しい友人が，しかも確信犯的に「お

やじギャグJを連発すると，受容者は笑いだすかも知れない。ここで、は rお

やじギャグを連発するおやじ」というスキーマが発動して，笑いという情動

につながる，と考えてよさそうである。だが，だからといって，それは笑い

という情動そのものについては，なにも情報を与えてくれない。

芸能の世界では rおやじギャグ」はりっぱな大切りの芸である。「となり

の家に，囲いができたってねえ。J rへえ。」ここでウケる人は，きっとおやじ

の「おやじギャグ」よりもっとずっと多いだろう。なぜなのか。

さらに rおやじギ、ャグ」とおなじ，音的アスペクトの重課という手法が，

笑いも敵意もさそわず，むしろある受容者にはくかっこいい〉と受けいれら

れている場合がある。 DragonAshのSummerTribeの一部を引用しよう。

昼下がりの外は炎天下/パッコリ盛り上げていくぜ宜倍 car
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街に到来だ夏真っ盛り/マジに膨大な Heads増すばかり

趨Highな状態で呈並主豆盟主/後は好きに!騒いで主i三主ど

活気あふれた大通り/誰もが我を忘れて踊り

やっぱコンクリートの熱帯雨林/関め切った部屋なんて絶対無理

Showも佐境にE笠包h盟主/俄然今日も過剰に Bodヱ刀盟d
まだ奥の v.I. Pじゃギャルと Chi11/知った顔が飲み干すラムとキー

/レ

こんな感じで日々経過/焼ける暑さもやがて不意に低下

次第に赤や黄色で、街が染まり/もうすぐ競い夏の終わり制

お分かりのように，各行「おやじギャグj の連発である。ところがこれは，

Dragon Ashを好んで聴く人，また，そうではなくともポップスをよく聴く

人，あるいは，ポップスとはまったく縁がない人ですら rおやじギ、ャグ」と

はとらえない。それどころか，ある人にとっては，これはくかっこいい，ノ

リノリだ，クール.!)という感情をひき起こす。この時点ではっきりと言え

ること。分節のアスペクトは，たとえそれが向ーと判定できたり，同じよう

な仕掛けで成り立っていると判定できても，さらにはそのアスペクトがシニ

アイアン/シニフィエへの書き換えという知的判断をともなっていていたと

しても，その判定とはまったく関係ない受容が可能だということ。汎用モデ

ルから容易に推察できる受容の多様性は，じつは自もくらむばかりの広がり

をもっている。

Dragon Ashの例をもう少し詳しく考えてみよう oじつはこの「おやじギャ

グ」的な仕掛けは rおやじギャグ」とはちがう故郷をもっている。言わずと

知れた，アメリカの rapmusic，あるいは hiphopがそれだ。そこでは，ビー

ト感が重視されて脚韻が多用される。脚韻という形式をもち合わせていない
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日本では，脚韻は(揚水でもそうだったように)不完全なかたちとなって，

いわば「おやじギャグ」のような外観を呈してしまうというわけだ。この故

郷から， Dragon Ashのくかっこよさ〉の一部が垣間見えてくる。

「おやじギャグ」でも述べたことだが， DragonAshを受容している擦には，

じつは DragonAshというクキル…プ，その活動，ビデオクリップやライブや

テレビやラジオでの出演などからうかがい知れる彼らのルックスや人物性，

声，演奏，日本のポップシーン，アメリカのポップシーンといった，この曲

以外のありとあらゆる構報との参賠が起きているのである。こうしたことす

べてが，アスペクトとしてからんでくる。テクストの受容の現場では，

だけが観察の対象ではないのだ。しかも，受容者が発動させている雷語以外

のアスペクトは，tfl，用モデルの仮説にしたがって，じつに末構系，無意識，

意識のすべてのレベルを巻きこんだ，複合的で重層的な運動態，しかもその

運動のどの部分払場合によってはすべてを中断できるという，まことに中

途半端な運動態を形成しているのである。これをひとつひとつ，観察対象と

なりうる部分を慎重に切り出して，データ的に信頼できる仮説モデルの検証

作業を行なわなくてはいけない。

V.おわりに

文学の受容を考察するはずの私が，ちっともく文学〉の例を持ってこなかっ

たじゃないかと批難されそうだが，私には，テープノレの上にころがっている

メモも，雑誌の見出しも，広告のキャッチコピーも rおやじギャグ」も，ポッ

プスも，ラブレターのなかのこちらが気恥ずかしくなりそうな詩も，コン

ピュ…タソフトの使用説明も，法律の条文も，いかつい論文も，カフカのく不

朽の名作〉も，要するにそこにことばがあるかぎり，りっぱな考察の対象だ。

文学の研究を少しでも有効で有用なものにするためには，まずもって，研究

者自身が持っていると思われるく文学のスキーマ>，それ自体が私の示してい

る物体/事柄の受容に関する汎用モデル 2の行なう作業の結果にすぎない，

したがってすさまじい個人差をふくんだ，いわば先入見にすぎないスキーマ
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をできるだけ発動させないようにしなくてはいけない。

Dragon Ashには不完全ではあるが脚韻がある，と私は言った。脚韻は詩に

に現れる。詩における脚韻，あるいは詩にかぎらず広くテクスト全離を

受容する際に顕在化しうる言語の聴覚的なアスペクト性，視覚的なアスペク

ト性，シニアイアンのずれ込みとしてのアスペクト性，く文体論〉がとらえそ

こなうアスペクト性，といった事態を，しっかりととらえなくてはならない

し，それは可能なはずである。

最後になるが，文学研究のモデル構築に関する考察において，私に大きな

示唆を与えてくださった石淳氏のように，モデルが示すような受容の不安定

性，また無意識の関与による不透明性からして r在りそこないとしての人間J

といった異合になにも悲観的にとらえる必然性は，私はないと考える。不安

定性，不透明性は，文学の受容をあるぼんやりとした方向に額定してしまう

可能性をふくんではいる。しかしこの限定の可能性は，その動因の一部であっ

ても，意識に持ちこむ努力を続けることで，修正していけるものと私は思う。

また，そもそもこの不安定性，不透明性は，物体/事柄の受容におけるすさ

まじい数にのぼる儲体差，そればかりか，同じ儲人でも時間の経過とともに

現れてくる差として，受容のめくるめくような豊かさの掠ともなっているの

730 

また，氏のように，あるいは広く芸術と呼ばれる分野に関わる研究者にま

ま見うけられるように，考察の補助としてく英〉という特殊なシニアイアン/

シニアィエを持ちこむこと叫には，私は断盟として反対する。く美〉というシ

ニアイアン/シニフィエは，考察のきっかけではなく，考察の，しかもおそ

らくはかつての歴史的な考察，真・善・美という先入見にみちていた時代の

考察の結果にすぎない。この先入見を，そのシニブイエはもちろん，そのシ

ニアイアンでさえ，思考を分節する装置として，文学にかぎらず一般の受容

の現場に持ちこむことは，すでにそれだけで誤りである。

このふたつの批判は，私の意識にかぎりない刺激を与え続けてくださる石津

氏への感謝の気持ちの表明として，この小論の最後にそえておきたい。
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