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詩と哲学1 
―ノヴァーリスと産出的構想力― 

加藤  紫苑 

0. 講座の趣旨と計画 

この講座では〈シェリングとドイツ・ロマン主義〉と題して、哲学と芸術が交錯する特別な時空へと皆

さんをお誘いしたいと思います。ここ GACCOH では、一方で哲学・思想の講座や勉強会が、他方で絵画

教室が開催されています。それと同じように、哲学と芸術が一つのものの二つの側面として捉えられ、互

いが互いを刺激しあい、密接な関係を保ちながら展開していった思想的・芸術的ムーブメントがかつてあ

りました。それがドイツ・ロマン主義であり、その中心的思想家の一人がシェリングでした。 

この講座では第一に、ドイツ・ロマン主義における哲学と芸術の密接な関係性を実感していただくため

に、二人の代表的な芸術家をとりあげます。画家フリードリヒと詩人ノヴァーリスです。最初にフリード

リヒの絵画作品とシェリングの自然哲学との関係、次にノヴァーリスの文学作品とシェリングの精神哲学

―特にカント・フィヒテから受けつがれた〈産出的構想力〉の理論―との関係について説明したいと

思います。 

ところがこれだけでは、ドイツ・ロマン主義に特有の〈哲学と芸術の交錯〉は、たんなる過去の出来事

になってしまいます。しかしそうではありません。一部の現代哲学者―特にニーチェやハイデガーの強

い影響下にあるフランスの思想家―が哲学の真理を述べるのに、なぜ芸術作品の分析・解釈・批評とい

う手段を選ぶのか、不思議に思っている人もいるかもしれません。実をいえば、このような着想はドイ

ツ・ロマン主義―特にシェリングの芸術哲学―に起源をもっています。そこでこの講座では第二に、

こうした角度からドイツ・ロマン主義における〈哲学と芸術の交錯〉の試みを現在進行中の出来事として

捉えなおします。 

 

前回は「風景画の誕生―シェリングの自然哲学」と題して、画家フリードリヒに焦点をあて、彼の絵

画作品とシェリングの自然哲学の関係について説明しました。 

―ドイツ・ロマン主義の画家たちのもとで美術史上初めて風景画というジャンルが公的に誕生しま

した。これ以前も風景画そのものはありましたが、公には独立した価値が認められていませんでした。新

しい芸術としての風景画を通して、彼らは分断してしまった人間と自然を再びつなぎ合わせ、両者を和解

させようとしました。このとき彼らの思想的な拠り所となったのがシェリングの自然哲学でした。― 

                                                            
1 筆者は 2016 年の 9 月から 12 月にかけて、京都出町柳 GACCOH において、計 3 回にわたって「やっぱり知りたい！ 
シェリングとドイツ・ロマン主義」と題する連続講義を行なった。本稿は、第 2 回「産出的構想力の発見―シェリン

グの精神哲学」を文章化したものである。この講義シリーズは必ずしも専門の研究者を対象としたものではなく、その

レベルは大学の教養教育を目安に設定されている。この講義もわかりやすさを最優先し、そのために厳密な論証や引証

などは省かれている。また本講義は、一部には独自の観点も盛り込まれ、まったく無個性というわけではないものの、

そのほとんどが概説書をはじめとする先行研究に依拠している。図のかわりに挿入されているのは、講義で用いたパワ

ーポイントのスライドの一部である。 
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今回は「産出的構想力の発見―シェリングの精神哲学」と題して、詩人ノヴァーリスに焦点を当て、

彼の文学作品とシェリングの精神哲学―厳密に言えば、彼がカント・フィヒテから継承した産出的構想
．．．．．

力の理論
．．．．

―との関係について説明しようと思います。 

 

1. はじめに―ノヴァーリスとは? 

ノヴァーリスは、本名をゲオルク・フィリップ・フリードリヒ・フォン・ハルデンベルクといいます。

彼は 1772 年、〈ワルプルギスの夜〉で有名なブロッケン山のあるハルツ山地東麓の小さな城館で生まれ

ましたが、1801 年、肺結核によってわずか 28 歳で亡くなりました。ちなみにノヴァーリスは遠い祖先の

名で、ラテン語で〈新しい土地を耕作する者〉を意味しています。 

詩人ハイネは、ノヴァーリスについて次のように述べています。 

ノヴァーリスは 1772 年 5 月 2 日に生まれた。彼の本来の名前はハルデンベルクである。彼は胸を病

み、この病気で死んだひとりの若い婦人を愛していた。彼の書いたあらゆるもののうちに、この陰

鬱な経歴が漂っている。彼の生涯は夢想的な死への歩みにほかならなかった。そして彼は 1801 年、

まだその 29 歳の生涯と、その長篇小説とを終えぬ前に肺病で死んだ。(ハイネ, 1965, p.128) 

「ひとりの若い婦人」というのはノヴァーリスの婚約者ゾフィー・フォン・キューンを、「未完の長編

小説」というのは『青い花』を指しています。 

ノヴァーリス 22 歳、ゾフィーわずか 12 歳のとき、二人は出会いました。その 4 か月後、彼女が満 13

歳の誕生日を迎える 2 日前、ノヴァーリスは彼女と婚約を交わします。しかしゾフィーは重病にかかり、

翌年14歳と2日で亡くなります。ゾフィーの死の一か月後、ノヴァーリスは彼女の墓丘に日参をはじめ、

一種神秘的な幻想体験を味わったと言われています。彼の日記には次のように記されています。 

夕方、ゾフィーの所へ行った。僕は、そこで名状し難い喜悦におそわれた―閃くような恍惚の数

瞬。僕は眼前から墓を塵のように吹き飛ばした―数世紀がさながら数瞬間のようだった―彼女

がそばにいるのがまざまざと感じられた。僕は、彼女が今にも姿を現すかと思った。(NW Bd. 1, p. 

463. 訳文は薗田, 1983, p. 339) 
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この神秘的な体験が、彼の代表作『青い花』執筆のきっかけの一つとされています。ドイツ・ロマン主

義といえばノヴァーリス、ノヴァーリスといえば『青い花』と連想されるほど、この小説は広く親しまれ

ています。―見知らぬ老人からふと話に聞いた青い花。なぜか忘れられず、若者は切ない憧れに誘われ

ます。その青い花を胸に秘め、若者は旅に出ます。美しい乙女に出合い、清らかな、心ときめく恋にとら

われます。永遠の契りを交わし、愛と詩に祝福された未来を夢見ます。しかし乙女は死に、また傷心のさ

すらいが続きます。― (薗田, 1983, p. 334 参照) 

〈青い花〉という言葉は、わが国でも早くから、詩と愛と夢を結びつける象徴として、いわゆる〈ロマ

ンティック〉な生き方の代名詞ともなってきました。早くも、森鷗外は 1891 年に次のように述べていま

す。 

語の独逸文学に及びし折、レオニイドいふ、ドイツの詩人は何を画きても碧
あお

しと。夫人は其例にと

てノワァリスの碧華、チイクの「ファンタヅス」などを引きいでぬ。(森, 1925, p. 604) 

ここではノヴァーリスの名が青色、つまりロマンティックな色彩としての青色に結びつけられています。

(今泉, 1989, p. 193 参照) さらに北原白秋は『邪宗門』（1907 年）の第五章「青い花」で、青い花を求め

て旅する主人公ハインリッヒに自らをなぞらえています。(今泉, 1989, pp. 204-207 参照) 

南紀旅行の紀念として且はわが羅曼底時代のあえかなる思出のために、この幼き一章を過ぎし日の

友にささぐ。(北原, 1984, p. 153) 

 

青い花 

 

そは暗きみどりの空に 

むかし見し幻なりき。 

青き花 

かくてたづねて、 

日も知らず、また、夜も知らず 

国あまた巡りありきし 

そのかみの 

われや、わかうど。 

 

そののちも人とうまれて、 

微妙
い み じ

くも奇
く

しき幻、 

ゆめ、うつつ、 

香こそ忘れね、 

かの青き花をたづねて、 

ああ、またわれもわれはあえかに 
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人の世の 

旅路に迷ふ。 (北原, 1984, pp. 154-155) 

ハイネ、鷗外、白秋に典型的に見られるように、ノヴァーリスについて私たちが抱いているイメージに

は、死と夜の賛美、はかない夢想と情熱、清純な愛と憧れとさすらい、彼方に微光をはなって漂う青い花

……というような〈ロマンティック〉な要素が多数まとわりついているように思われます。しかしこのよ

うなノヴァーリス像はあまりにも一面的に感じられます。 

この講義ではこのような〈ロマンティック〉なノヴァーリス像の再検討を行おうと思います。（1）ま

ずは、ドイツ・ロマン主義におけるメルヒェン文学の復興
．．．．．．．．．．

という現象に注目して、この現象をそれに先立

つ啓蒙主義時代の合理主義的・写実主義的な文学に対するアンチ・テーゼとして理解します。（2）さら

に、この復興の背後にはカントおよびその後継者たちの
．．．．．．．．．．．．．．

影響
．．

があることを示します。 

 

2. 詩人ノヴァーリスと『青い花』 

ドイツ・ロマン主義において創作メルヒェンが復興することに注目し、この復興がどのような原因と内

実を持つのかを明らかにします。 

 

2.1 メルヒェンの基本性格 

一般にメルヒェンと呼ばれるものは、口伝えによる昔話 Volksmärchen（グリム風）と特定の作家個人

の作品である創作メルヒェン Kunstmärchen とに区別されています。ちなみにメルヒェンという言葉は、

特定の文学ジャンルを指すものとしてはドイツ語に特有のもので、ほかの言語にはこれに相当する言葉は

ないそうです。 

さてこの言葉（メルヒェン）が特定の文学ジャンルを指すようになったのは、グリム兄弟の『子供と家

庭のためのメルヒェン集』が出版された 1812 年以来のことで、最終的に一般の人々の意識に定着したの

はグリム風のメルヒェンでした。しかし、わたしたちが問題とするメルヒェンは、グリムのようなお話に

限らず、詩人・作家たちが自由な想像力を用いて自身の世界観を表現するメルヒェン―これを創作メル

ヒェンと呼びます―を主に意味しています。創作メルヒェンという概念は、空想で描かれた世界はどの

ようなものであれ包括するので、厳密に定義するのは非常に困難です。 

ところで創作メルヒェンは、最初から隆盛を誇ったというわけではありませんでした。というのも、ド

イツ・ロマン主義に先立つ時代、つまり啓蒙主義の時代には、一般にメルヒェンを軽んじる傾向があった

からです。 

 

2.2. メルヒェンの追放―啓蒙主義の基本性格 

啓蒙主義 Aufklärung の原義は、ラテン語で lumen naturale「光で照らされること（蒙
くら

きを啓
あき

らむ）」で、

そこから〈自然の光（理性）を用いて非合理的な迷信を取り払うことによって、人間の理性の自立を促

す〉ということを意味します。少し極端な言い方をすると、啓蒙主義とは、あらゆる領域での理性の拡大

を目指す、一種の理性至上主義
．．．．．．

ということになります。 
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理性至上主義のもとでは、理性に反するもの（非合理的なもの）は、ばかげたもの・無意味なものとし

て人々の生活から排除されていかざるをえません。実際、代表的な啓蒙主義者の一人であるゴットシェー

トは、理性に反するものは何であれ拒絶し、その結果、文学からも不可思議なもの、空想的なものを残ら

ず追放しようとしました。彼は、メルヒェンの一種である妖精物語について、次のように述べています。 

妖精物語は、怠惰な小娘や優男たちの暇つぶしにしかならない。ほんのわずかなもっともらしさも

この類いの話しにはでてこないのであるから。(Gottsched, 1962, p. 183. 訳文は吉田, 2011, p. 3) 

しかし、どれほど合理主義が支配的であったとしても、非合理的なもの・超自然的なものに対する人々

の興味は完全になくなったわけではありませんでした。 

 

2.3. メルヒェンの復興へ 

第一段階―想像力の部分的承認 

啓蒙主義の圧倒的な支配下でも、あいかわらず創作メルヒェンは執筆されていました。たとえば、ヴィ

ーラントは、当時フランスで流行していた妖精物語や『千一夜物語』を自らの作品にいち早く取り入れ、

『熱狂に対する自然の勝利またはロザルヴァのドン・シルヴィオの冒険』（1764）などのメルヒェン集を

出版しました。 

その際ヴィーラントは、メルヒェンに教訓的な内容を持たせながら、作者ないし語り手が超自然的な力

の存在を信じていないことをはっきり表明する、という工夫をこらしました。 

同時にヴィーラントは、人間を不可思議なものへの興味と真実を好む性質を二つながら持ちあわせた存

在としてとらえ、メルヒェンこそがこの両者を最もバランスよく満たすものである、と主張しました。 

不可思議なもの
．．．．．．．

を好む性質と真実なるもの
．．．．．．

への愛着という二つのまったく矛盾する傾向が、人間に

とって等しく生まれながらの、等しく本質的なものであるというのは、奇妙に思える。だが、まさ

にそうなのだ。……不可思議なジャンルのメルヒェンは、それがうまく物語られていれば、この二

つの傾向を同時に楽しませることができる。(Wieland, 1786, pp. V-VI. 訳文は畑沢, 1991, p. 22) 

このようにしてヴィーラントは、ゴットシェートの批判からメルヒェンを擁護するとともに、他の作家

にも堂々とメルヒェンを取り上げるきっかけを与えました。わたしたちの問題意識からいえば、このよう

な仕方で彼は、人間の自由な想像力ないし構想力
．．．．．．．．．．．．．．．

にも一定の場所を与えようとした
．．．．．．．．．．．．．．．

、といえます。(畑沢, 

1991, pp. 22-23, 29 参照) 

 

第二段階―想像力の自立と新たな可能性 

このような状況の中で、一つの重大な転機となったのはゲーテの「メルヒェン」でした。これは 1795

年にホーレン誌に発表されたもので、『ドイツ亡命者の談話』の中に枠内物語の一つとして収められてい

ます。「メルヒェン」は、金貨を振り落とす鬼火や自ら手で触れるものすべての命を奪う王女、死骸を宝
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石に変えるランプなどの不思議なモチーフの連鎖による、まさに奔放な想像力が生んだ美しい世界を描い

ていました。語り手の老人は次のように前置きしてから「メルヒェン」を語り出します。 

［現実的教訓を
．．．．．．

］なに
．．

も
．
要求をせずに
．．．．．．

楽しむ
．．．

ということも、こうした作品を楽しむ上で必要なこと

でございますよ。……［想像力は
．．．．

］どのような計画もたてず、どのような道もきめず、ただ自分自
．．．

身の翼にはこ
．．．．．．

ばれ
．．

、みちびかれるままにまかせます
．．．．．．．．．．．．．．

。そしてあちらこちらをたゆたいながら、たえ

ず向きを変えたり曲ったりする、奇怪しごくな軌道をえがくものでございます。……こんやは、あ

なたがたに思いあたることがなにひとつとしてないような、それでいてあらゆる物ごとを思いおこ

させずにはおかないようなメールヒェンを一つ、話してさしあげることをお約束いたします。(ゲー

テ, 1964, p. 270. 強調は引用者)  

ここでメルヒェンはもはや―ヴィーラントの場合のように―現実的教訓のための道具とは見なされ

ていません。メルヒェンは現実的教訓とは無関係な―その意味で自立した―想像力の遊戯とされ、そ

のようなものとして―あくまでそれ自体として―楽しむべきものとされています。 

ところが面白いことに、純粋な想像力の遊戯であるはずの「メルヒェン」は、発表されるとすぐ、その

あまりにも不可思議な世界のために、そこに何か象徴的な意味が隠されているにちがいない、と受けとめ

られました。当時の読者は、フランス革命や秘密結社と関連させて、その意味を解きあかそうと試みたと

いわれています。このような仕方でゲーテは、メルヒェンのもつ秘められた力を思いがけず明らかにし

た、ということになります。(畑沢, 1991, p. 30 参照) 

 

第三段階―想像力の解放 

ゲーテの「メルヒェン」以降、メルヒェン文学の創作は隆盛をきわめます。ドイツ文学者のコルフはそ

の光景を「メルヒェンのルネサンス」と表現しています。 

ロマン主義文学で、メルヒェンはどのような役割を演じているか、思い起こしてみよう。……ティ

ークの民話、彼の後期の作品『ルーネベルク』、ノヴァーリスについては「ヒヤシンスとバラ」と

いうメルヒェン、最終的には独立した非の打ちどころのないメルヒェンとなる長篇小説『青い花』

のなかのクリングゾールのメルヒェンが挙げられよう。前期ロマン派から後期ロマン派に移ると、

ブレンターノ、シャミッソー、フーケー、ホフマン等のメルヒェン文学に出会い、やがてはグリム

兄弟の民話や家庭おとぎ話に至る……ロマン文学はメルヒェンのルネサンスである。(コルフ, 1987, 

p. 305) 

このようにドイツ・ロマン派の時代には創作メルヒェンの百花繚乱ともいうべき事態が生じました。で

は、このような事態はどのようにして引き起こされたのでしょうか。 

ゲーテに立ち返って、彼が何を行ったのかをいま一度、反省してみましょう。そうすると彼は二つのこ

とを身をもって示したということがわかります。 
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第一に、メルヒェンは（1）かならずしも現実的教訓と結びつかなくても、 純粋な想像力の遊戯として、

充分に自立的な意義を持ちうる、ということです。第二に（2）メルヒェンは、現実の法則に縛られない

からこそ、現実を超えた世界（超自然的世界）を表現できる、ということです。 

この二つのうち、特に後者の性質―つまり現実を超えた世界、超自然的な世界を表現できる、という

性質―のゆえに、ドイツ・ロマン派は文学形式としてのメルヒェンに高い評価を与えました。なかでも

ノヴァーリスは早くから、このようなメルヒェンの特性に未来の文学の可能性を見ていました。彼は「メ

ルヒェンは文学（ポエジー）の規範（カノン）である。すべて文学的なものはメルヒェン風でなければな

らぬ」(NW Bd. 2, p. 691. 訳文は畑沢, 1991, p. 20) と述べています。一般的に言って、このような洞察が

ロマン主義者たちをして、想像力の全面的な解放と、それにもとづくメルヒェンの創作へと駆りたてた、

ということになります。 

 

3.3. ノヴァーリスの創作メルヒェン 

では、ノヴァーリスの創作メルヒェンはどのようなものだったのでしょうか。代表的な二つのメルヒェ

ン「ヒヤシンスと花薔薇」と「クリングゾール・メルヒェン」を参照しつつ、その特徴を見ていきます。 

「ヒヤシンスと花薔薇」はノヴァーリスの創作メルヒェンの最初のもので、未完に終わった長編小説

『サイスの弟子たち』に挿入されています。 

―青年ヒヤシンスは奇妙な老人の旅の話にひかれ、恋人バラをおきざりにして、万物の根源を解明

して女神のヴェールを揚げようと旅に出ます。そして放浪の末についに女神のヴェールをあげると、腕の

中にとびこんできたのは恋人のバラでした。― 

このメルヒェンは愛の合一と自己認識の達成とを、美しく象徴的に語ってきかせるものですが、ノヴァ

ーリスのメルヒェンの常として、そのうちに小説の内容全体が凝縮されている、という特徴を持っていま

す。 

「クルングゾール・メルヒェン」は、『青い花』に含まれている三つのメルヒェンの最後の一つで、主

人公の師（詩人・魔術師）クリングゾールによって語られるものです。 

―メルヒェンの舞台は、北天星座の天上界、人間の住む地上階、運命の三女神である三人姉妹がい

る冥界からなっています。愛と詩が主題で、それぞれエロスとファーベルのきょうだいに擬人化され、彼

らは敵対する勢力と戦い、再び黄金時代をとりもどします。すべてが時間の制約から解かれ、理性のいま

しめを負わぬ常春の国が到来します。―
2 

                                                            
2 登場人物の関係を示すスライドは、薗田, 1983, p. 346 の図をもとに作成した。 
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「クリングゾール・メルヒェン」はノヴァーリスが書いたメルヒェンの中でも最も規模の大きい、最も

入念に仕上げられたもので、彼の世界観と詩の理念を余すところなく表現している、といわれています。

このノヴァーリスの世界観＝詩の理念は〈ロマン化〉という言葉によっても表現されています。〈ロマン

化〉というのは、ノヴァーリスによると、〈虚構と現実の次元が浸透し合い、しだいにその境界をなくし

ていき、この世界全体が一つのメルヒェンと化す〉ということを意味しています。(青山, 1989, p. 371) こ

の事態はまた〈詩の精神による世界の変容〉ともいわれています。(薗田, 1983, p. 343) 

 

3. 哲学者ノヴァーリスと魔術的観念論 

3.1. ノヴァーリスと哲学 

ところでドイツ・ロマン主義においてこのように―つまりノヴァーリスがそうしているように―メ

ルヒェンに高い価値が認められ、そして多数の創作メルヒェンが作られるようになったのは、どのような

理由によるのでしょうか。すでに見たように、たしかに文学史的には
．．．．．．

ヴィーラントの、さらにゲーテの影

響は無視できません。 

しかしコルフにしたがえば、「総てこのことは、カントとロマン主義の密接な関係を語ること」(コル

フ, 1987, p. 303)なのです。この言葉によって、コルフはドイツ・ロマン主義に対するカントとその後継

者の哲学の影響
．．．．．

を示唆しているように思われます。では、どのような理由にもとづいて彼はそのように言

うのでしょうか。初期ロマン派の知的幻想性
．．．．．

に注意をうながすことから、コルフは説きはじめます。 

たとえロマン主義の主要な特徴が幻想性であれ、この幻想性は単純な、もしくは素朴な幻想性とは

まったく異質なものである。否、むしろ逆で知性に担われた幻想性で、知性の成果をことごとく利

用する。わけても哲学的分野での成果は必ず取り入れる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。ロマン主義とは極めて高度に意識された
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

極めて知的な幻想性である
．．．．．．．．．．．．

。ヘルダーリン、ノヴァーリス、フリードリヒ・シュレーゲルはわけて

も哲学的思想の持ち主である。(コルフ, 1987, p. 310. 強調は引用者) 

ノヴァーリスに話を限定しましょう。―ノヴァーリスは 18 歳でイェーナ大学に入学し、法律を専攻

するかたわら、ラインホルト（彼はカントの後継者と目されていました）の哲学講義や、劇作家としても

知られるシラーの歴史学講義を聴講しました。さらに直接指導を受けたわけではないものの、親友のフリ
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ードリヒ・シュレーゲルとともに、イェーナ大学におけるラインホルトの後任であるフィヒテに心酔し、

その主著『全知識学の基礎』を熱心に研究しました。 

このような研究を通じてノヴァーリスは、最終的に〈魔術的観念論〉と呼ばれる独自の哲学的な立場に

到達します。〈魔術的観念論〉というのはいったいどのようなものなのでしょうか。それを理解するには、

カントの『純粋理性批判』へと立ちかえって、そこからノヴァーリスへと至る二つのルートをたどりなお

してみる必要があります。 

 

3.2 カントからノヴァーリスへ至る二つのルート 

カントの『純粋理性批判』からノヴァーリスの〈魔術的観念論〉へと至るルートは二つあり、これらが

合流する地点にノヴァーリスの哲学的立場が成立していると考えられます。そこで、これらの二つのルー

トを順番に解説しながら、最終的にノヴァーリスにおいてどのように両者が一つに合流するのかを見てい

くことにしましょう。 

 

第 1 のルート 

A. 『純粋理性批判』—科学的知性 

再度、コルフの言葉に立ち返ることにします。 

啓蒙主義とは……近代自然科学の大地から発展してきた世界観に他ならない。自然科学とは感覚的

経験と、数学において最も鮮明にあらわれる純粋理性との間に生まれたもので、理性的に解釈され

た感覚的経験である。(コルフ, 1987, p. 302) 

〔啓蒙主義は〕感覚的世界の実在性を確信している。その根本信念に依れば、世界とは我われの感

覚に現われてくるもので、それ以外の何ものでもなく、悟性が認識するところのものである。それ

ゆえ、啓蒙主義の場合、感覚世界の悟性による認識がとりわけ強調される。そしてこの場合、全く

の知的リアリストが標準の人間として現われてくる。彼は自らの感覚が知的リアリストに提供でき、

自らの悟性が理解できるもの、それだけを信じ承認するものである。啓蒙主義とは自然科学の絶対

化である。(コルフ, 1987, pp. 302-303) 

啓蒙主義とはすでに見たように、一種の理性至上主義のことでした。しかしここでは、よりいっそう厳

密に自然科学を絶対視する立場、要するに〈目に見えるものとそれを支配する法則（因果律）に対する信

仰〉としてとらえられています。このような考え方は―のちに〈ラプラスの悪魔〉という名前で知られ

ることになる―決定論的な世界像へといきつかざるをえません。 

さてカントはこの書『純粋理性批判』で、このような啓蒙主義的理性とその自然科学的な世界像に対す

る〈批判〉を行いました。ここで〈批判〉というのは〈限界を明らかする〉ということを意味しています。 

では、カントはどのようにして啓蒙主義的な理性とその自然科学的な世界像の限界を明らかにしたので

しょうか。それは、わたしたちの道徳的行為
．．．．．

に注目することによってでした。 
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B.『実践理性批判』―道徳的行為 

決定論にしたがえば、たとえ罪を犯しても、さまざまな因果連鎖の結果としてそうするほかなかった、

ということになります。しかしそうすると、もはや行為の道徳的責任を問うことはできなくなってしまい

ます。それにもかかわらず、わたしたちは人間の悪しき行いを―いかにその人の気質や外的要因から自

然法則によって因果的に説明されようとも―非難することができます。 

このときわたしたちは、人間を〈別なふうに行為できたし、また行為するべきであった一つの原因〉と

見なしています。いいかえると、行為に責任をもちうる人間、つまり道徳的な行為主体としての人間は因

果の連鎖に拘束されていない、と想定されているわけです。しかしそうすると道徳的な行為主体としての

人間は―それは自分の行為を、それに先行する因果の連鎖を断ち切って、ゼロから開始しうると見なさ

れているわけですから―因果律に支配されているこの
．．

世界とは別の
．．

世界に生きている、と言わざるをえ

ません。たとえその世界が目に見えないものであろうとも、そのような世界が想定されなければならない

のです。 

C. 『判断力批判』―美的感受性 

カントにしたがえば、自然科学が対象としている世界（目に見える世界）は、すべてが因果的必然
．．

によ

って支配されている世界です。これに対して道徳的な行為主体が生きている世界（目に見えない世界）は、

各人が一から行為を開始できる自由
．．

を有している世界です。原理的にいって、これら二つの世界は互いに

相容れません。 

カントは一方では、このような二元論的な世界観をどこまでも堅持していますが、他方で二つの世界を

つなぐものを求め、それを美
．
（美的感受性）に見出しました。というのも、自然は自然科学的に見られる

だけでなく、美的鑑賞の対象ともなりうるからです。カントは、このように美しいものとして感受されて

いるとき、自然は―たんに自然科学的に見られているのではなく―道徳的世界（自由）が浸透してい

るものとしてとらえられている、と考えました。このような事態をカントは〈美は倫理的善の象徴であ

る〉
3
と表現しています。 

このカントの思想を継承・発展させたのがシラーでした。シラーは〈美とは目に見えるようになった自

由である〉
4
と述べているだけでなく、さらに〈美のうちに遊んでいるとき、人間は最も人間らしいあり

方をしている〉
5
とも述べています。このような思想はノヴァーリスにも影響をおよぼしているように思

われます（イェーナ大学でノヴァーリスがシラーの教えを受けたことはすでに述べました）。 

                                                            
3 カント, 1999, p. 261 参照。「ところで、私は次のように言う。美しいものは人倫的に善いものの象徴であり、…」。 
4 シラー, 1926, p. 22 参照。「美とは、それゆえ、現象における自由に他ならない」。 
5 シラー, 1972, p. 99 参照。「人間はまったく文字どおり人間であるときだけ遊んでいるので、彼が遊んでいるところ

．．．．．．．．．．

でだけ彼は真の人間
．．．．．．．．．

なのです」。 
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以上が第一のルートです。それでは第二のルートに移りましょう。出発点となるのは、またしてもカン

トの『純粋理性批判』です。 

 

 

第２のルート 

A.『純粋理性批判』―コペルニクス的転回 

『純粋理性批判』は、認識論におけるコペルニクス的転回をもたらしました。コペルニクス転回という

のは、一般にものの見方や価値観が百八十度転回することをいいます。しかしここでは認識論の立場の変

更を、つまり〈対象がまずあって認識がそれにしたがう〉という考えから、〈対象がわたしたちにしたが

わなければならない〉とする考えへの移行を意味しています。 

二つの認識論の立場を〈写真モデル〉と〈構成モデル〉と言いかえると、少しはわかりやすいかもしれ

ません。〈写真モデル〉というのは〈対象がすでにあって、認識は写真のようにそれを写すだけである〉

とする考え方です。これに対して〈構成モデル〉というのは〈与えられた感覚はそれだけでは無秩序であ

り、この無秩序な感覚にわたしたちが秩序を与えることによって、認識が（対象そのものと同時に）成立

する〉という考え方です。そうすると、カントがもたらしたコペルニクス的転回とは〈写真モデル〉から

〈構成モデル〉への移行と言えるでしょう。 

フィヒテの産出的構想力の理論はこの〈構成モデル〉―主観による客観の構成―を徹底するところ

に成立するものです。 

B. 『全知識学の基礎』―産出的構想力の理論 

『純粋理性批判』において、カントは〈認識の素材は外から与えられる〉と考えていました。詳細は省

略しますが、当時、このような考え方は一種の不整合（不徹底）として受けとめられ、大きな哲学論争を

引き起こしました。この不整合を取り除くために、フィヒテは『全知識学の基礎』において、カントが外

から与えられるとしていた認識の素材を、産出的構想力が無意識に生みだしたものと考えました。このよ
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うな仕方でフィヒテは構成する主観をいわば全

能化したとも言えます。というのも、これによ

って構成する主観は、外に材料を求めることな

く、ある意味で世界を〈無〉から創造しうるか

のようにみなされているからです。―ちなみ

にシェリングは、この産出的構想力の理論を

『超越論的観念論の体系』でも、ほとんどその

ままの形で踏襲しています。 

以上が第二のルートです。 

 

3.3. ノヴァーリスの魔術的観念論 

カントの『純粋理性批判』からノヴァーリスの〈魔術的観念論〉へいたる二つのルートをたどってきま

したが、それをもう一度、まとめておきましょう。 

第一のルートでは、次のような展開が見られました。―啓蒙主義は〈目に見えるものしか認めない〉

という立場をとっていました。それに対してカントは、啓蒙主義的見解が妥当する範囲を〈自然の世界〉

に局限しながら、その背後に〈道徳の世界〉を認め、結果として〈目に見えないものもある〉という立場

をうちだしました。しかしカントはそれにとどまらずに、さらにこれら二つの世界を媒介するものとして

〈美の世界〉の存在を認め、〈目に見えるものの中に目に見えないものを感じる〉という立場へといたり

ました。 

第二のルートでは、次のような展開が見られました。―従来の認識の〈写真モデル〉にかえて、カン

トは認識の〈構成モデル〉を提示し、認識論にコペルニクス的転回をもたらしました。しかし、その際に

〈認識の素材は外部から与えられる〉と考えられており、この点が不整合と見なされました。フィヒテは、

〈認識の素材は主観の無意識的作用によって産出される〉という〈産出的構想力の理論〉によって、カン

トの〈構成モデル〉を修正し、構成する主観をいわば全能化しました。 

さて、これら二つのルートが合流する先にノヴァーリスの〈魔術的観念論〉が成立しているというのが

わたしたちの仮説でした。 

第一のルートでは、ノヴァーリスは〈目に見えるものの中に目に見えないものを感じる
．．．

〉という立場か

ら〈目に見えないものを見えるものによって表現する
．．．．

〉という立場へと進んだように思われます。また第

二のルートでは、フィヒテの場合、〈目に見える世界は、産出的構想力が無意識的
．．．．

かつ
．．

規則的にはたらく
．．．．．．．．

ことによって生み出される〉と考えられていましたが、これに対してノヴァーリスは〈産出的構想力を意
．

識的に
．．．

、また自由に用いる
．．．．．．．．

ことはできないか〉と考えたように思われます。これら二つの着想が一つのも
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のの二つの側面であるというのは、このとき〈目に見えないものを目に見えるものによって表現する〉と

いうことがこの自由になった産出的構想力によって可能になっているからです。 

 

ノヴァーリスの魔術的観念論 

わたしたちには、一つの世界を無から創造する能力（産出的構想力）がひそんでいる。この能力を意識

的に、自由に操ることによって、目に見えるものを超えた高次の現実を言葉によって構築しうるのではな

いか――ノヴァーリスはこのように考え、その芸術制作理論に〈魔術的観念論〉という名称を与えたので

はないでしょうか。というのも、魔術とは、ノヴァーリスによれば「感覚界を意のままに取り扱う術」

(NW Bd. 2, p. 335. 訳文は今泉, 1989, p. 9) であり、わたしたちの理解によると、それは自由となった産出

的構想力のことだからです。彼の創作メルヒェン（ヒヤシンスと花薔薇、クリングゾール・メルヒェンな

ど）は、この能力の、つまり〈魔術的観念論〉の実践にほかならなかったように思われます。 

このような営みは現実からの逃避ではなく、理想世界（ユートピア）へ向けた世界の変革という意味も

こめられていました。そのことは次の言葉からもわかります。 

……メルヒェンの世界はまったく現実の世界に対立する世界であり、まさにそのために、まったく

それに似ているが、それは完全なる創造のカオスのごときものである。……真正のメルヒェンは予

言的表現でなければならないし、同時にまた、理想的な表現、絶対的に必然的な表現でなければな

らない。真正のメルヒェン作家は未来の見者でなければならない。 (NW Bd. 2, p. 514. 訳文は今泉, 

1989, p. 27) 

このような意味（世界の変革）をこめながら、ノヴァーリスはメルヒェンについて次のように語ってい

ます。 

真のメルヒェンにおいては……自然全体は奇跡的な仕方で一切の精神世界と混ざりあっていなけれ

ばならない。 (NW Bd. 2, p. 514. 訳文は今泉, 1989, p. 27) 

メルヘンとは、至るところにありながら何処にもないあの故郷のような夢にすぎない。 (NW Bd. 2, 

p. 353. 訳文は今泉, 1983, p. 353) 
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4. おわりに―二人のノヴァーリス？ 

従来のノヴァーリス像は、ハイネの言葉に典型的にあらわれているように、彼の夢想的な側面、幻想的

詩人としての側面を強調し、その結果として彼の知的な側面、超越論的哲学者としての側面をとり逃して

しまっていました。本講義では、後者の側面の存在を指摘するとともに、二つの側面がノヴァーリスにお

いては緊密に結びついている、ということを示そうとしました。 

あるノヴァーリス研究者は、これと同じことを〈昼と夜〉という比喩をもちいて巧みに説明しています。

講義の締め括りとして、また内容全体の要約としてもふさわしいと思うので、少し長いですが、その文章

を最後に引用して終わりにします。 

ノヴァーリスは、現実の昼の世界（理性の光の世界）を離れて、純粋に夢想的な詩の世界に生きて

いたのではない。なぜなら、この二つの世界の相互浸透こそが彼の生涯の理想だったからである。

なるほどノヴァーリスは、ひとりの少女に恋をした。そしてその少女が苦しい病気で死んだとき、

彼は後を追って死のうとは考えはしたが、しかし同時に、ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』

に感激し、またカントとフィヒテの哲学にとらわれて、その研究に熱中していた。たしかに彼は、

肺病をわずらって夭折したが、病気が重くなってからも自然科学の勉強を怠らず、職務上の視察旅

行に出かけて行った。昼と夜、知性と空想―彼の生はいつもふたつの面にまたがり、そのふたつ

のあいだに漂っていた。それがロマン的な生き方であり、ロマン的な詩だと、ノヴァーリスは考え

ていたのである。(薗田, 1983, p. 336) 
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Poesie und Philosophie 
Novalis und die produktive Einbildungskraft 

Shion Kato 

Novalis, eigentlich Friedrich von Hardenberg, gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen 

Frühromantik. Er war Dichter und Philosoph zugleich. In Jena studierte er die Philosophie Kants und 

Fichtes. Damit begnügte er sich aber nicht. Er sah die Grenze dieser Philosophien als die der Philoso-

phie überhaupt an. Also versuchte er mittels der Poesie die Grenze der philosophischen Erkenntnisse 

zu überwinden. Was ihn dazu trieb, ist doch auch eine philosophische Theorie, d.h. die der produkti-

ven Einbildungskraft, die erst von Kant erfunden und später von Fichte weiter entwickelt wurde. 

 




