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吉 田:ハ ーバ ーマ ス におけ る芸術 と政治

ハ ーバ ーマスにおける芸術 と政治

一 美的公共圏の可能性 にむけて・

吉 田 純

は じめに

ハーバーマスが美的モデルネない し芸術 に向ける眼差 しは、一種独特のためらい とアン

ビヴァレンスに満ちているようにみえる。

美的モデルネは 「未完成のプロジェク ト」 としての近代=モ デルネへのハーバーマスの

強固な志向の背後 に、その理念の核の一つ として明確に存在 している。かつてア ドルノが

アヴァンギャル ド芸術 という 「秘教的領域」にのみ命脈 を保 ちうると考えた近代的理性 を、

コミュニケーション的合理性概念 を手がか りに、より公共的なかたちで救済 しようとする

ことこそ、ハーバーマスの(と りわけ80年 代以降の)理 論的 ・思想的歩みの根底に流れ続

けているモチーフなのであるD。

ただ、にもかかわらず、芸術は現在に至るまでハーバーマスの言説一 とりわけ理論的

言説一 においては必ず しも中心的な言及の対象となってはいない。むしろ近年のハーバー

マスの関心は、 「事実性 と妥当性」[Habermas,1992]に 集成 された民主的法治国家論 を

は じめ として、ますますより政治的な領域 に集中しているようにみえる。それらに比較す

れば美的モデルネの問題への言及は、一見周縁的な位置づけに留まっているようにもみえ

る。 しか しなが ら、ハーバーマスの近年の同時代診断的言説、特 に西欧の政治的 ・文化的

動向をめ ぐる批評的発言をより詳細に検討してみれば、(後 述のように)「 芸術 と社会(と

りわけ政治)と のあるべき関係」というテーマが実は しばしば一 それも重要な位置で

クローズアップされていることに気づ く。

本稿の目的は、ハーバーマスのそうした言説の中にともすμば見失われがちな美的モデ

ルネをめ ぐる言説の糸を見いだし解 きほぐしてい くことによって、芸術 と社会 とのあるべ

き関係についてのハーバーマスの見解を再構成的に明らかにし、またその帰結 として、 「美

的公共圏」と呼ぶべき芸術ない し美的価値の領域をめぐるコミュニケーションの場が、ハー

バーマスが構想するモデルネのプロジェク トのための必要条件 として確保 されねばならな

いことを指摘することである。

以下、2で は主に 「近代の哲学的ディスクルス」[Habermas,1985b]を テキス トとし
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て、ポス トモダニズム批判という思想史的 ・理論的文脈 において、3で は一連の 「小政治

論集」[Habermas,1985a,1987,1990]を テキス トとして同時代診断的 ・経験的文脈 に

おいて、芸術 と社会 との関係 をめぐるハーバーマスの言説 をそれぞれ検討 し、4で はそれ

らの考察を踏まえ、 「美的公共圏」概念の輪郭を素描 して結びとすることとしたい。

1美 的モデルネの位置づけ

1-1美 的モデルネの批判的潜在力

ハーバーマスはモデルネの前史を、フランス啓蒙主義における進歩への信仰、ない し19

世紀のロマ ン主義 における 「あらゆる歴史的絆を切断する、ラディカルな近代性=現 代性

Modernitatの 意識」が、歴史全般に対する現代Moderneと いう抽象的な対立関係 を産

んで行 った過程 にみる[Habermas,1981b:446(訳:91)]。 そのなかで 「近代的二現代 的

modern」 という言葉は、 「絶えず革新を求める時代精神のアクチュアリティに、客観化 さ

れた表現 を与えるもの」[Ebd.]と なったのである。そう1した美的モデルネの心性は、典

型的にはボー ドレールの芸術理論において明確な形をとり始め、やがて様々なアヴァンギャ

ル ド運動のなかで開花 し、ダダイズムやシュールレアリスムにおいて頂点に達する。アヴァ

ンギャル ドの本質をなす 「新 しいものへの崇拝」は、連続性を保証する伝統の構造 を歴史

か ら奪 う。そこから 「伝統による規範化の作用に反抗 し、一切の規範的なものに対する反

乱の経験 を自らの糧 とするモデルネの美的意識の、反抗的転覆の力」[Ebd.:447(訳:92)]

が生まれたのである。それ以来、 「「モデルネ」および 「モ ダニティ'」という表現はこん

にちに至るまで、アヴァンギャル ド芸術の自己理解によって形成された美学的な意味 を核

とし続けている」[Habermas,1985b:17(訳:13)]。

ハーバーマスがこの 「美学的な意味を核 と」するモデルネの輪郭をより鮮明に描 き出す

のは一一他の問題領域 においてもしば しばそうしてきたように一 論敵に対する批判 とい

うかたちにおいてであった。かれはモデルネの理念に背反する 「青年保守主義」というラ

ベルのもとに、ニーチェの系譜 を引 くポス トモダニス トたちを批判の狙上に乗せる。かれ

らは 「モデルネの美的経験の根本 は自分のものとし」ながら、 「この経験 とともに、近代

世界からも飛び出して しまう。モダニズム風の態度を見せつつ、融和不可能なアンチモダ

ニズムをうちたてている」 とハーバーマスはいう[Habermas ,1981b:463(訳:105))]。 さ

らにハーバーマスはニーチェやポス ト構造主義者のみならず、フランクフル ト学派の先行

者ア ドルノまでをこのポス トモダニズムの系譜のなかに位置づけ、同様の角度から批判 を

投げかけている2)。以下では、とくに美的モデルネの位置づけという問題に焦点を絞 りなが

ら、ハーバーマスのこうした(広 義の)ポ ス トモダニズム批判の内容 を検討 しよう。その
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ことによって、 「芸術 と社会 とのあるべ き関係」 という問題 に対するハーバーマスの基本

的な視角も明 らかになって くるはずである。

1-2ニ ーチェ的審美主義批判

(1)ニ ーチェ

ハーバーマスはニーチェを、ボー ドレールやマラルメに代表 されるアヴァンギャル ド芸

術の同時代者、 「芸術のための芸術」の擁護者 として捉える。ニーチェが描 くディオニュ

ソス的経験には、アヴァンギャル ド芸術の美的経験が反映しているとみるのである。 「ディ

オニュソス的現実は美の経験のなかで、日常性に抗 して、すなわち理論的認識や道徳的行

為の世界 に抗 して守られる。」[Habermas,1985b:116f.(訳:162)]

ニーチェが このような美的経験 を、理論的認識や道徳的行為 に 「抗する」のみならず、

それらすべてを超越 した判断基準にまで高めるとき、ハーバーマスはそこにモデルネから

の逸脱 をみる。ニーチェは 「すべての存在するものを、そして存在すべ きものとしての当

為 を、美的な次元に還元」[Ebd.:118(訳:164)]し 、 「趣味は 〈真〉と 〈偽 〉の、 〈善 〉

と 〈悪〉の彼岸に立つ認識の機関であるとする。だが、この ように美的判断の基準を手許

に残そうとしても、そうした基準をこのようなや り方では正当化することができない。な

ぜ なら、美的経験をアルカイックな次元に移 し入れているか らであ り、 また、近代芸術 と

関わるなかで価値評価 に関する批判的能力を磨いてはいるものの、その能力を理性の契機

に属するものとしては認めていないからである。本来この美的な批判能力は、少なくとも

立論による根拠づけの手続 きを通 じて客観的認識や道徳的洞察とも関連をもち続けている

はずであるのだが。それ どころか美的なものは、デ ィオニュソス的なものへの通路 とされ

て、理性の他者として偶像的に実体化 されている。」[Ebd.:119f.(訳:166)]

すなわちハーバーマスは、カントの三批判によって画定された三つの価値領域の分化を

モデルネの根本的前提 とみなし、また美的な価値領域は 「アルカイックな次元」にではな

く、あ くまでも 一.理論理性や実践理性 とともに一 「立論による根拠づけの手続 き」 を

とる近代的理性の領域 に属するものと考える。それゆえに、ニーチェが 「美的なもの」 を

「理性の他者」として位置づけ、理論理性や実践理性 との結びつきか ら切 り離すことをあ

くまでも拒絶するのである。

このような批判、すなわち美的な価値領域ない し美的判断力の特権化 を否認 し、理論理

性および実践理性 との関連の中で位置づけようとする批判のスタイルを、ここでは 「ニー

チェ的審美主義批判」 と一括 して呼ぶことにしたい。

(2)ア ドルノ

ア ドルノ(と ホルクハ イマー)に 対 しても、ハーバーマスはニーチェと類似 した審美主
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義的バイアスを指摘する。 「啓蒙の弁証法」[Horkheimer,Adorno,1947=1987]で は

西欧近代への批判が世界史的合理化過程全体への批判にまで押 し進められ、合理化の本質

として 「自然支配」の原理が見出される。この原理は外的自然の支配のみならず、社会的

支配、内的自然の支配一 すなわち内的欲求の抑圧一 とい うかたちで も、合理化過程の

なかに 「道具的理性」 として貫徹する。一方、 「自然支配」 とは異なる関係性 としての 「ミ

メーシス」(模 倣)は 、合理化過程のなかで抑圧されてきたが、ただ唯一、芸術 という 「隠

れ家」 のなかにだけ保存 されてきたとされるのである。ハーバーマスは芸術をめぐるこの

ような基本的構図に、次の ようにニーチェ的審美主義 との類縁性 をみる。

「ホルクハイマーとア ドルノも文化的モデルネをみるにあたって、ニーチェと類似の経

験の地平から対処 しているのではないか という推測が成 り立つ。つ まり、ニーチェと同じ

昂揚 した、研 ぎ澄まされた感性によって、そして同じように狭阻化 した視野のなかでみて

いたのではないか、またこの視野の狭阻 さのゆえに彼 らは、コミュニケーション的合理性

のほのみえる姿や現実に存在する諸形態に対 して、目が届かなくなったのではないか と考

えられるのである。晩年のア ドルノの哲学 もこうした考えを裏付けて くれる構造 をもって

いる。つ まり、そこでは 〈非同一的なもの〉という逆説的概念を展開する 「否定弁証法」

が、最先端の芸術作品のなかに隠れ潜む 〈ミメーシス的内容 〉を解 く 「美学理論」 を指 し

示すとい う形で、両者が相互補完的になっているのである。」[Habermas,1985b:155(訳

:224)]

ただ しア ドルノはニーチェとは異な り、美的なものを 「理性の他者」の領域に位置づけ

ているわけではない。むしろア ドルノは美的領域の強固な自律性を断固として擁護 し、理

性的 ・批判的なモ メン トが芸術に潜在 しているとすれば、それは自律的芸術作品の内部、

つ まり芸術固有の形式言語の世界でのみ保存 されてきたと考える。なぜならミメーシス的

な契機は、この形式言語の自律的 ・反省的使用を徹底的に押 し進めること一 ここにア ド

ルノはアヴァンギャル ドの本質を見る ト による、古典主義的ない しロマン主義的な美的

仮象の世界の崩壊 によっては じめて、逆説的 に表現 されるか らである[Adorno,1949,

1970]3)。 ア ドルノもニーチェと同様に、伝統による規範化 を打 ち砕 くアヴァンギャル ドの

力に芸術の批判的潜在力の解放 をみているが、それを理性の領域のうちに位置づけている

点に根本的相違があるのである。

ハーバーマスもこの点を見逃 しているわけでは決 してないが、ア ドルノにおいては 「理

性を求める要請はきわめて強いに もかかわらず、 この理性の自己主張は秘教的芸術作品の

なかに閉じこもってしまい、そこに潜む抗議の身振 りのなかにしか認められないことになっ

て しまう。それゆえ結果的には、批判理論は規範的基礎 を見失い、 「社会状況の経験的分

析 はおろか、・論証 による分析 にさえ携わ りえない もの になる」[Habermas,1985a:172
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(訳:234)]と ハーバーマスは批判するのである。

(3)デ リダ

上述のような審美主義批判のパターンは、やや形 を変 えてではあるが、デリダへの批判

のなかにも一貫 している。ハーバーマスはデ リダに、いわば言語論的転回を経たニーチェ

的審美主義 というべ きスタイルをみる。

デリダは 「レトリックに対する論理の優位性 を逆転」させ、哲学 と文学(な いし文芸批

評)と い うジャンルの区別 を解消 して、両者 をともに 「普遍的なテクス ト」のもとに包摂

し、レ トリックという唯一の基準によって判断 しようとする。デリダにとってそれが可能

になるのは、 「レトリックはテクス トー般の質を問題 とするのに対 して、論理は特定のディ

スクルスの形式のみを、すなわち議論を義務づけられたデ ィスクルスの形式のみを統括す

る規則体系に過 ぎず、前者は後者に優越 している」[Ebd.:224(訳:332)]か らである。

ハーバーマスはオースティンやサールの語用論 を引 き合いに出 しつつ、こうしたデリダ

の言語観を批判 し、通常の言語と文学の言語は、その発話内的効力の有無 という基準によっ

て区別されるとする。 「行為者が世界内のなんらかの ものについての了解をおこなわなけ

ればならない日常的なコミュニケーションの実践は、 〔つねに妥当性要求を掲げ〕それが

正 しいことを証明 していかなければならない。……この日常実践での証明の必要性ゆえに、

「通常な」言語使用と 「寄生的な」言言剖吏用 との区別がなされるのである」[Ebd.:224(訳

:346)]。ここで 「寄生的」 という言い方でハーバーマスは文学の言語(詩 的言語)を 通常の

言語の劣位 に置いているわけではない。む しろハーバーマスは詩的原語の本質を次のよう

な点に見いだしている。

「文学作品が発話内的効力を括弧に入れることによって、発話行為がその発話内的効力

のゆえに組み込 まれているさまざまな現実の世界連関は現実性 を失い仮想的なものになる。

……そ して発話内的行為は通常の言説の領野から離れ、それによって新 しいさまざまな世

界 を遊戯的に創造する権限を得ることになる。いやそれ以上に、革新的な言語表現が もつ

世界開示力 を純粋にデモンス トレーションする権限を得ることになる。」[Ebd.:236(訳

349五)]

しか しデリダは通常言語 と詩的言語 とのこの区別 を否認 し、.すべての言説 を詩的言語の

パターンに従って分析 してしまおうとする。 「言語を美的範疇で扱 う態度(Asthetisierung

derSprache)は 、標準的な言説 と詩的な言説がそれぞれ もっている強固な自律性を両方と

も否定 してしまうという犠牲を払ってこそ可能となる。」[Ebd.:240(訳:355)]こ の犠牲

を払ったためにデリダは、哲学からも文芸批評からもその実質、すなわち問題解決能力や

美的判断力のポテンシャルを奪ってしまうとハーバーマスは批判するのである。
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1-3芸 術と社会 との媒介

以上で明らかなように、ハーバーマスがニーチェに始まるポス トモダニズムの言説に共

通する特徴 として指摘 し批判するのは、理論的認識や道徳的行為の領域に対する美的価値

領域の特権化、あるいは詩的言語 と理論的言語との区別の喪失 という点である。この一貫

したニーチェ的審美主義批判の背後に存在するのは、芸術二美的モデルネは理論理性およ

び実践理性の領域 と並んでそれぞれの 「強固な自律性Eigensinn」 をもたねばならず、そ

してそれ らの諸領域はいずれ も、モデルネの星座を織 り成す必須の要素 としてそれぞれが

「あるべ き場所」に位置づけ られていなければならないという、ハーバーマスの一 カン

ト的とも言 うべ き一一 信 念である。

ただ しハーバーマスにとって美的モデルネの強固な自律性 を擁護するということは、ア

ドルノの ように芸術 という自律的領域 を、社会から隔離 された 「秘教的な」領域 として保

護することには結びつかない。ハーバーマスのモデルネのプロジェク トが志向するのは、

美的モデルネの批判的潜在力を公共的なかたちで解放する一 より端的に言えば、芸術 と

社会 とを媒介する一 という方向でなければならないはずである4)。だとすればそれは、い

かにして可能になるのだろうか。

ハーバーマスは、この難問に対する解答をいちおう次のようなかたちで提出してはいた。

すなわち、ア ドルノが 「秘教的」芸術作品において間接的に暗示することしかできなかっ

た理性の構造をコミュニケーション的な日常実践の中にも見出すのが コミュニケーション

的合理性の理論であ り、この理論は 「芸術 だけでな く、言語的了解 という日常実践のなか

にもすでにミメーシス的な契機があることを発見する」[Habermas,1985a:221(訳:308)]。

つまり、美的モデルネの批判的潜在力(ミ メーシス的契機)は 、コミュニケーション的合

理性 とい うかたちで救出可能だとしたのである。

しかしなが らこの解答では、芸術 という領域の特殊性二固有法則性への顧慮はほとんど

なされていない5〕。ハーバーマス自身先述のデリダ批判の中でも述べていたように、芸術言

語には通常の言語使用とは区別される能力、すなわち 「発話内的効力を括弧に入れる」能

力、 「革新的な言語表現が もつ世界開示力」が存在することを認めているのである。この

ような芸術の特殊性を視野に入れたうえでなお、芸術と社会との媒介がいかにして可能か

という問いに対する理論的解答を、ハーバーマスは今のところ提出していない。

しかし たとえばナチズムにおける芸術の政治利用といった歴史的経験 を想起すれば

す ぐにわかるように 芸術 と杜会(と りわけ政治)と の関係がいかにあるべ きか(ま た、

いかにあるべ きでないか)と いう問題は、モデルネのプロジェク トを擁護するハーバーマ

スにとって、 きわめて重要な問い となるはずなのである。事実ハーバーマスは、理論的に

まとまったかたちではないにせ よ、同時代診断的言説の中で具体的 ・政治的な問題に即 し
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て、芸術 と杜会 との関係 をめぐって しば しば発言 している。以下では、そうした発言を辿

ることによって、 この問題に対するハーバーマスの視座をさらに明 らかに していきたい。

2芸 術 と政治

2-1建 築論か らのアプローチ

芸術 と社会ない し政治とのあるべ き関係(お よび、あるべ きでない関係)と いう問題 を

め ぐってハーバーマスが最初におこなった注目すべ き言及は、建築に関するものであった

[Habermas,1985a:11ff.(訳:13ff.)]。

ハーバーマスは、近代建築がその出発点においてすでに次のようなパラ ドクシカルな状

況におかれていたことにまず注目する。すなわち、一方で建築はつねに目的 と結びついた

芸術であ り、 「日常実践 と日常 コミュニケーシ ョンの網の目にか らまっている」。 しか し

他方では、近代建築は美的モデルネの法則に従 っている。 「つまり建築は、他の芸術一般

と同様、必然的に徹底的な自律化への道、純粋 な美的経験の領域 として分化する道をたど

らざるをえないのである。」この二つの側面は、ア ドルノの美学理論 によれば両立 しえな

いものとされる。

「しかしながら近代建築は、その最 もすぐれた例においては、ア ドルノの示 した二分法

には従っていない。」[Ebd.:21(訳:27)]す なわち、近代建築の理念は、美的形式と社会

的機能 との一致 という点にこそあ り、この理念が実現されたときには(ハ ーバーマスはブ

ルーノ ・タウ トの初期の作品にその例 を見出すのであるが)、 「機能主義の強固な美的自律

性」が現出する。

また建築やデザインにおけるモ ダニズム運動の根底には、個々の作品だけではなく、そ

れらをつつみ こむ環境 としての生活世界そのものを美的に構築 しようという意図が存在 し

た。 「近代の精神 は、社会的生活の総体 に伝わるべ きものなのである。」[Ebd.:20(訳

:26)]そ れは、美的形式と社会的機能の一致という近代建築の理念が実現可能になるための

前提条件でもあった。

しか しこのような理念や意図は、経済 ・政治 システムからくる命令によって挫折 を余儀

なくされる。 「かつて都市は見渡すことので きる生活世界 として、建築的に造形 し、感覚

的に表象することができた。…… しか し19世紀後半、都市は別の種類の機能的諸連関の交

点になる。それはもはやそれ自体、具体的にそこにあるものとしては美的にとらえられな

い、抽象的なシステムのなかに埋め込まれる。」[Ebd.:25(訳:33)]す なわちシステムに

よる生活世界の植民地化のメカニズムこそが、近代建築に挫折 をもたらしたのである。

ハーバーマスはモダニズム以降の建築様式の 「反動的潮流」 として、新歴史主義、ボス
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トモダニズム、オルタナティヴ建築の三つをあげているが、このうち、オルタナテ ィヴ建

築に限定的なが ら一定の評価 を与えている。なぜ ならそれは、近代建築が解決できなかっ

た植民地化の問題を取 り上げているからである。

「オルタナティヴ建築は、エコロジー問題や歴史的街角の保存 を出発点 とする。 この……

動 きは、建築的造形を空間的 ・文化的 ・歴史的環境の文脈に密接に結びつけることを目指

している。そのなかにはモダニズム運動の衝動のい くらかが生き残ってはいるが、こんに

ちではもちろんそれは、守勢に変化 している。オルタナティヴ建築において何 よりも注目

に値するのは、それが公営建築へのイニシアティヴをとっていることである。公営建築に

おいては、関係者すべてが単 なる名 目上でなく設計プロセスに参加 し、街区の計画がクラ

イアン トとの対話のなかでおこなわれる。」[Ebd.:27(訳:36)]

すなわち、建築造形の問題を当事者の生活世界 にフィー ドバ ックし、公共的なコミュニ

ケーションによってコントロールしようという意図がオルタナティヴ建築には明確に存在

するのである。に もかかわらずハーバーマスがオルタナティヴ建築を 「反動的潮流」すな

わち広義の新保守主義の中に位置づけるのは、それが建築造形を 「空間的 ・文化的 ・歴史

的環境の文脈」 に従属 させ、土着的な造形を礼賛 し、美的モデルネの強固な自律性に背を

向けているからである。新歴史主義やポス トモ ダニズム も含む新保守主義的建築へのハー

バーマスの批判の焦点は、それ らが形式 と機能の一致という近代建築の理念を否定 し、形

式 と機能 とをばらばらに分離 させたという点に向けられている。ここには、芸術 と社会と

のあるべ き関係 という問題に対するハーバーマスの解答の方向性の一端が、建築(な い し

都市計画)に おける美的自律性 と社会的機能との一致というかたちで、明確 に提示 されて

いるといえよう。

2-2新 保守主義の文化批判 と 「補償理論」

上述の建築論 もその一環をな している新保守主義批判は、ハーバーマスの一連の同時代

診断的言説の中で一つの重要な流れを形成 している。それはまず、70年 代後半以降の欧米

で顕著になってきた新保守主義者による文化批判への反批判 というかたちでなされた。60

年代以降の先進諸国に噴出 したさまざまな抵抗運動やカウンターカルチ ャーは、それまで

は順調に発展 してきたかにみえた政治 ・経済システムへの異議申 し立てを行い、その亀裂

や病理や危機を暴露 した。この事態に直面 した新保守主義者たちは、それらの危機の原因

をむしろカウンターカルチャーの側、さらには抵抗者たちの自己理解の根底 にある文化的

モデルネに帰 しようとしたのである。 「社会的近代へ肯定的態度 をとり、文化的近代 〔モ

デルネ〕を過小評価することは、新保守主義のあらゆる時代診断の根底 にある典型的な評

価パターンである。」[Habermas,1985a(訳:47)]
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たとえばダニエル ・ベルは、社会的近代 と文化的モデルネとのあいだに根本的な矛盾を

見る。ベルは美的モデルネに 「伝統の標準化作用に逆らう意識の力の破壊的な面ばか り」

を見、 「ボヘ ミアンの生 き方のなかで先駆的に実行 された生活様式が、快楽主義的で無制

限に主観的な価値志向を伴 って拡が り、ブルジ ョア的 日常の規律を掘 り崩 している」 と考

えるのである[Ebd.(訳:49五)]。

しか しハーバーマスによれば、こうしたベルの主張は 「誤解」に基づいている。なぜな

ら、 「アヴァンギャル ド芸術がアノ ミー的な影響をもたらす とい う告発が妥当するのは、

芸術を生活に無媒介に変換するというシュールレアリス トの宣言したプログラムだけであ

る。芸術 の偽 りの止揚であるこうした試みはとっくの昔 に挫折 している」か らであ る

[Ebd.(訳:50)]。 つ まりベルは、美的モデルネの強固な自律性を無視 し、伝統 による規範化

に抗するその批判力が、生活世界に直接に伝達可能であるかのような誤解に陥っていると

いうのである6)。

しかしなが らこうした新保守主義者の思考パ ターンは、とくに ドイツにおいて、政治 と

文化 との(か れらに.とって)「 あるべ き関係」 を再建 しようという政治思想的ないし政策

的流れにつながってい く。その源流は、ゲー レン、フォルス トホ ッフ、シェルスキー、J.

リッター らの 「補償理論」にある。補償理論 とは、国家と経済の合理性の危機 をモデルネ

以前の伝統的文化の復活 によって補償 しようとい う考 え方である。 「こうした新保守主義

的な観点から言うならば、脱魔術化された近代 〔モデルネ〕が もつ自己肯定の欲求を満た

しうるのは、再魔術化であ り、立論と無縁 な物語であ り、感動的文学であり、意味創出で

あ り、感情移入を重視 した歴史主義である。」[Habermas,1990(訳:103)]こ うした新

保守主義の思考パ ターンは現実政治のレベルにおいて も、とくに80年代以降、文化的な 「意

味」 という資源を政治システムの正統化のために取 り込 もうとする一連の政策に反映 され

てきた。ハーバーマスはこうした事態 を 「政治 と文化の新たな親密さ」 と皮肉 り、その例

として、1987年 のベルリン750年 祭 をあげる。 「国家は……一年間にわたって、ポ ップ、パ

ンク、プロイセンで味つけしたエ ンタテインメン ト、ディスカッション、そ して展覧会 と

いった文化のなかにとっぷ りとつかったのである。」[Ebd(訳:95)]7)。

ハーバーマスによれば、補償理論は 「伝統の力を機能の観点か ら正統化 しようとする」

[Ebd.(訳:105)]点 に根本的な矛盾がある。なぜなら 「文化的な意味 というものは、強固に

自立 した素材であって、好 き勝手に増やすことのできるもので もなければ、また好 き勝手

にどのような形態にもあわせて作 りかえられるものでもない」[Ebd.(訳:96)]か らである。

すなわち、ここでもやはりモデルネの強固な自律性 を無視 し、文化的モデルネを社会的機

能に従属 させようとしているとい う点が、新保守主義への批判の中心的論点 となっている

のである。
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2-3芸 術家呂知識人の原像 としてのハイネ

ところで、補償理論の担い手である新保守主義者たちの議論のもうひとつの特徴に、(い

わゆる左翼)知 識人批判がある。 「左翼知識人は自分たち自身の支配、すなわち 「新 しい

階級の聖職者支配」 を確かなものにするために文化革命をおこなっている」[Habermas,

1985a(訳:59£)]と かれらは考える8)。つまりここにはち ょうど、文化を政治の手段 にする

という補償理論 自身の意図を鏡に映 し、左右を逆 にした像が批判 されているのである。

ハーバーマスは ドイツにおけるこうした知識人批判の前史をワイマール期から19世 紀へ

と遡 り、そ う した批 判の矢面に立 た された知識 人の原形 としてのハ イネを見い だす

[Habermas,1987:27f£]。 ハーバーマスが とりわけハイネに注目するのは、彼が芸術の

強固な自律性を犠牲 にすることなく、政治的公共圏に参加 した芸術家であった という点に

おいてである。ハイネが当時パ リへと亡命せ ざるをえなかった背景には、次のような 「知

識人の役割に対する二通 りの誤解」が ドイツにあったとハーバーマスは述べ る。

「第一の誤解は、政治に対する芸術 と学問の自律性 ということであって、作家や学者が

公論の場に参加することは、強固な自律性に従 って形成 されて きた文化諸領域の分化を払

拭 して しまうことを意味 し、結果 としては、文化領域 と政治との融合を招 くに違いないと

信 じられていた。第二の誤解は、知識人がおこなう参加の仕方 に向け られた。すなわち、

政治的公共圏に対する影響力の行使 を、政治的権力闘争行為への編入と取 り違えたのであ

る。」[Ebd.(訳:12)]

しか しハ イネは、こうした誤解 とは無縁であった。 「彼 は芸術や学問の自律性 を絶えず

擁護 したが、物神化はしなかった。」[Ebd.(訳:18)]つ まり、芸術のみの秘教的な世界に

閉じこもりはしなかった。 しか しその一方で、 「ハイネは、 「芸術関心」を日々の政治的

利害に しか役立てない 「運動の人々」 を拒絶する。……ハ イネにとって、知識人はこれ ま

で閉ざされていた芸術や学問の穀物倉 を民衆のために開くべ き使命をもっているが、芸術

や学問の自律性とは、そうした倉の中身がな くならないようにするために必要な条件であっ

た。」[Ebd.(訳:19)]つ まりハ イネにとって芸術 とは、その自律性 を犠牲にせず とも政治

的公共圏へ と媒介可能なものであ り、ハイネが芸術家=知 識人としての自らに見いだ した

役割は、芸術や学問とい う自律的な意味の資源を、政治的意思形成の資源へと変換すると

いう役割 だったのである。いうまでもな くこうした視点は、新保守主義者の補償理論 に代

表される、芸術の政治利用という方向性 とは真 っ向から対立する。19世 紀の ドイツがハイ

ネの存在 を許容 しなかったのは、 「ロマン派の人ハイネが、ロマン派的な遺産を、度 し難

い民族音痴の手から、虚偽の歴史化か ら、感傷的に美化する態度から略奪 し、その本来の、

ラデ ィカルな根源へ と与え返 した」[Habermas,1987(訳:15)]か らだったのである。

芸術家=知 識人が こうした媒介者の役割 を果 たしうるには、 コミュニケーションによる
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意思形成の場としての公共圏の確立が前提となる。上述のようなハイネの自己理解は、 自

らが属する公共圏の構造が、まさに(ハ ーバーマスが 「公共性の構造転換」で記述 したよ

うに)文 芸的公共圏か ら政治的公共圏に転換 したという歴史的経験か らもたらされたもの

なのである[Habermas,1962=1990:86f£(訳:46f£)]。 「ハイネの観察は、 〔文芸的公共

圏から政治的公共圏への〕この構造転換が、詩人が 自己の作品や読者に対 してどの ような

関わ り方をするか、 またこの構造転換が、作者の美的自己理解ばか りか、美的形式そのも

のにどのように介入するのかという点に及んでいる。」[Habermas,1987:40f.(訳:17)]

ここでハーバーマスがハイネに見いだそうとするのは、美的自律性を犠牲にすることな

く芸術 と政治的意思形成とを媒介 しうる者としての、知識人二芸術家の原像である。ここ

にはやは り、芸術 と社会 とのあるべ き関係 という問題へのハーバーマスの解答の一端が明

確に示 されているといえよう。そ して何 より重要なのは、その媒介を可能にする環境的条

件 として、公共圏とい う社会的空間のもつ意義が指摘 されている点である。

3美 的公共圏の可能性・ むすびにかえて

以上の考察から、芸術 と社会 とのあるべ き関係 という問題に対するハーバーマスの基本

的な視座を本稿の関心 に従 って再構成すれば、ほぼ次の3点 にまとめることがで きよう。

①美的モデルネの自律性 と芸術の社会的機能とは、ア ドルノの見方とは異な り、両立 しう

る ものである。②新保守主義者の芸術に対する態度は、美的モデルネの強固な自律性 を無

視 しているという点で一致している。③芸術 と政治的意思形成 との媒介には、コミュニケー

ションの場 としての公共圏の確立が前提 とる。

芸術 と社会 との媒介 というテーマ を想定 した場合、 とりわけ重要になって くるのは③で

あろう。なぜなら公共圏の確立こそ、自律的芸術 とその社会的機能 との両立(①)が 可能

になるための、 また新保守主義的な芸術の政治利用(②)を 有効に批判 しうるための前提

条件でもあるからである。その意味で公共圏 こそは、美的モデルネの潜在力の公共的解放

が可能になるか否かをも左右することになる。この ような公共圏、すなわち芸術と政治的

(ない し公的)意 思形成 とを媒介するコミュニケーション(よ り正確 に言えばデ ィスクル

ス)の 場 としての公共圏は、いかなるものとして構想 され うるのだろうか。

この問いに対 して一定の示唆 を与 えるのは歴史的形態 としての文芸的公共圏であるが、

ただしそれは完全なモデル'を提供するものとはなりえない。文芸的公共圏は、初期市民社

会の成員が文学作品をめぐる議論 を通 じてアイデンティテ ィ形成 をおこなうための場 とし

て成立 したものであり、サロンやカフェや読書クラブ、あるいは劇場、美術館、音楽会と

いった様々な空間をその舞台 としていた[Habermas,1962=1990]。 その限 りでは文芸
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的公共圏におけるディスクルスのテーマは、文学作品や芸術作品の解釈に限定 されていた。

この文芸的公共圏の歴史的意義は、先述 したように、それが政治的公共圏形成の母胎になっ

たとい う点 にこそ求められる。 この転換期において、まさにハ イネが経験 したように、芸

術作品や美的問題が政治的意思形成をめ ぐるデ ィスクルスの中で再解釈 されるということ

がは じめて可能になったのである。

芸術 と公的意思形成 との媒介 というテーマをより普遍的な次元で考 える場合、文芸的公

共圏と政治的公共圏との以上のような関係を、通時的なものではなく共時的なものとして、

また相互補完的なもの として捉 えなおす必要があろう。すなわち、美的問題が政治的デ ィ

スクルスの中で再解釈されるのみならず、政治的問題が美的ディスクルスの中でも再解釈

されるといった、いわば双方向的な変換 を可能にする公共圏が構想 されなければならない

のである。

このような公共圏を、 〈美的公共圏〉と仮に名づけることとしよう。美的公共圏におい

ては、一方では 「世界内」の問題解決を目的 とするデ ィスクルスによって、美的 ・芸術的

問題を政治的テーマとして再解釈 し議論することもできるのみならず、他方では芸術言語

固有の 「世界開示」能力によって、政治的テーマ を美的な観点から再解釈 し議論すること

もで きる。 こうした双方向的なデ ィスクルスが有効性 をもちうるケースは、た とえばハー

バーマスがオルタナティヴ建築に見たような、都市の美的造形の問題を当事者の参加によっ

てコン トロール しようとするケースに典型的に当てはまるだろう。ハーバーマスのオルタ

ナティヴ建築への評価が限定的だったのは、それが美的モデルネの自律性に背 を向け、ア

ルカイックで土着的なものへの礼賛に傾いているからだったのだが、美的観点からの再解

釈 という方向のディスクルスには、こうしたバイアスを修正する可能性 も期待される。そ

れは究極的には、環境 としての生活世界そのものを美的に構築するという近代建築の理念

をも救い出すことになろう。

同様 に上述のような双方向的ディスクルスが有効性をもちうる領域は、狭義の芸術に関

わる問題領域以外 にも、広義の環境問題や景観問題、文化財行政、芸術への公的援助……

と、い くらで も具体的に想定することができるだろう。

もちろんこうした美的公共圏の機能は、ニーチェ的審美主義 による 「芸術の全面化」 と

は異なり、通常のコミュニケーションの 「問題解決的言語」を一方的に蔑ろにするもので

はない。ハーバーマスがたびたび指摘 しているように、生活世界においては 「世界開示的

言語」 と 「問題解決的言語」 とは分かち難 く絡み合っているのであ り、それゆえ美的公共

圏のディスクルスは、上述のような双方向的なものでなければならないのである。

美的モデルネとコミュニケーション的合理性 とが、その 「あるべき関係」 において 「モ

デルネの未完成のプロジェク ト」 という星座 を織 り成すとすれば、ここに素描 したような
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美的公共圏は、それを完成に一歩で も近づけるための不可欠の条件 となるだろう。

注

1)拙 稿[吉 田,1994]を 参照 。

2)三 島憲一 は、ニ ーチ ェとホル クハ イマー/ア ドル ノに対 する このよ うなハ ーバーマ スの論難 は

「不 当であ る」 と述べ てい る。 「具体 的な ヨーロ ッパ近代 の現実」 において は 「な によ りも主観

中心 的理性 の横暴が現 実形成 の決定 的な力 と して偶発 的な 〈権力 〉をふ るっていた こ とが決定 的

であ る。 だが、そ うであ るか らこそ 、そ う した偶 発性 に満 ち満 ちた く権力 〉の く現場 〉での美 に

よる抵抗 には、 また美 による破 壊 には、十分 に 自らを全面 化す る資 格 と規範性 が宿 ってい るとは

い えないだ ろうか」[三 島,1987:62]。 筆 者 も この見解 を基本的 に共 有す る。

3)こ うしたア ドル ノの美学の ロジ ックに関 しては、詳 しくは拙稿[吉 田,1989]を 参照 されたい。

4)拙 稿[吉 田,1994]を 参照 。

5)ハ ーバ ーマ ス はコ ミュニ ケー シ ョン的合理 性 の下位概 念 としての 「美的 一実践 的合理 性」 を、

次の よ うに芸術作 品の 「批 評可能性 」 と して定義 して いる。

「芸術批評 は、理論 的討議か らも道徳的 一実践的討議 か らも専 門的 に分化 した議 論の形式 を発展 さ

せ た。 ……芸術作品 は、その統一性(調 和)、 真正性 、表現の成功 これは作品 の成功 あるい は

失敗 をはか る基準 となる一 とい ったこ とに関 して、要求 を掲 げ るのであ る。 以上の ような理 由

で私 は、議論 の語用論 的な論理 が、 「美 的 一実践 的」 な型 の合理性が他 の型 の合理性 に対 して分

化 しうるための最 も適 切 な導 きの糸 であ ると考 える。」[Habermas,1985c:200]

さ らにハーバ ーマス は芸術 批評が 、 日常的 生活世界 と専 門家の エ リー ト的 芸術 との あいだ を媒

介する役割 を担 うとい う。 「美的批評 は、専 門家 文化の うちの秘教的 な部分 をなす ものに とどまっ

てい るのでは な く、専 門家文 化 と 日常 世界 とのあい だを媒 介す る とい う役 目 を負 っている。… …

芸術 批評 に こう した外 に向 かって開 かれた第二 の機能 があ るとす れば、批評 はそれ独 自の仕方 で

翻訳 機能 を果た してい るわけであ る。 とい うの も批評 は、芸術作 品 に含 まれてい る経験 内容 を通

常言語 に置 き換 える もの だか らで ある。 こ うした…… 方法 をとる ことに よってのみ 、芸術 や文 学

の革新的 ポテ ンシ ャル は、 日常の コミュニケー シ ョン的行 為 を通 じて再 生産 され る生活形式 や生

活史 に とって意味 あ る もの として実現 され うるので ある。」[Habermas,1985b:244(訳:360)]

この ような芸術批 評の位置 づ けは、生活世 界 にお ける芸術 の批 判的潜在 力の解放 がいか に して な

されるか とい う問題へ の理論 的解 答 をある程 度 まで与 えた もの とはいえるが 、本 文で述べ た よう

な 「芸術 の社 会への媒 介」 とい う問題一般 に対 する解答 と してはや は り不十分 な もの と言 わ ざる

をえない。

6)ハ ーバーマス は、 「近代一 未完成の プロジェ ク ト」[Habermas,1981b]に おいて もベル に対

して同様 の批判 をお こな って いた。 これ については拙稿[吉 田,1994:12f.]も 参照 されたい。美的

モ デ ルネ に関 しては、 ハ ンス ・ゼー ドル マ イヤー もベル と同様 の発 言 を して いる[Habermas,

1985a(訳:65)]。 また、 リッター、 フォル ス トホ フ、 ゲー レンといった 「文化 的近代へ の 「肯定』

を除外 す るとい う条件での み社会的近代 を受け入れ た」[Ebd.(訳:54.)]ド イツの新保守 主義者 た

ちへ の批 判 も周到 にな され ている。 そ して、新保 守主義者 た ちが文化 的モ デル ネのせ いにす る さ

ま ざまな危機現 象の原 因 を、ン、一バ ーマス は 「システ 云に よる生活 世界の植民 地化」 とい う周知

のテーゼ で説明す るのであ る。

7)「 歴史家 論争」 におい て争点の 一つ となった、 ドイツ歴史博物館 、 ドイツ連 邦共和 国史博物館

の建 設運動 も、そ う した例 にあげ られるだ ろ う([三 島,1991:234f.]を 参照)。

8)こ う した傾向 について は、詳 しくは[城,1995]を 参照 。
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Zum

Kunst and 

Begriff der

Politik bei Habermas: 
asthetischen Offentlichkeit

Jun YOSHIDA

     Die Wille von Habermas, die kritischen Momente der asthetischen Moderne nicht 

esoterisch - d. h. Sffentlich - zu retten, ist ein hintergriindige Motiv seiner starken 

Orientierung zur Moderne als "ein unvollendetes Projekt". Tatsachlich in seiner letzten 

Werken hat Habermas oft fiber das Problem der idealen - oder nicht idealen - Beziehung 

von Kunst and Gesellschaft bzw. Politik diskutiert. Dieser Aufsatz zielt darauf, die 

theoretische and praktische Perspektive von Habermas uber dieses Problem klar zu 

machen, and als Folge, darauf hinzuweisen, das "die asthetische Offentlichkeit", das 

Kommunikationsfeld um asthetisch-politische Probleme, als eine notwendige Voraussetzung 

for das Projekt der Moderne von Habermas aufgestellt werden motite. 

     In seinen theoretischen Schriften kritisiert Habermas Nietzsche and 

Poststrukturalisten, vertreten von Derrida, weil sie daB asthetische Urteilskraft als ein 

privilegiertes Kriterium uber theoretische and praktische Vernunft erheben, oder durch 

die "Asthetisierung der Sprache" den Eigensinn, d. h. starke Autonomie, von normaler 

and poetischer Rede verleugnen. Dagegen behauptet Habermas, das die asthetische Moderne, 

neben den Gebieten der theoretischen and praktischen Vernunft, jeden Eigensinn haben 

masse, and die drei Gebiete jede eigentliche Position in der kulturellen Modeme aufnehmen 

mossen. Dies ist seiner basale Gesichtspunkt for das Problem der idealen Beziehung 

von Kunst and Gesellschaft. 

     In seinen zeitdiagnostischen oder kulturkritschen Schriften uber modeme Archtektur, 

Heinrich Heine and deutschen Neokonservatismus feststellt Habermas: i) Die Autonomie 

der asthetischen Moderne and soziale Funktion der Kunst, gegen asthetische Theorie 

von Adorno, miteinander vereinbar sind. ii) Alle Neokonservative ignorieren die Autonomie 

der Kunst. iii) Die Offentlichkeit als Kommunikationsfeld ist die Voraussetzung for 

die Vermittlung zwischen autonomer Kunst and politischen Meinungsbildung. Die dritte 

Feststellung ist besonders wichtig, weil sie ist auch die Voraussetzung for die Vereinbarung 

von autonomer Kunst and ihrer soziale Funktion (i), oder for die Kritik an 

Nerkonservatismus (ii). Diese Offentlichkeit moste diejenige beiderseitige Struktur haben, 

in die asthetische Probleme durch politische Disukurs, and politische Probleme durch 

asthetische Diskurs, uminterpretieren kbnnen. 
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