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文学の言語と批評理論

宮内 弘

18世紀後半から現在に至るまでの文学批評の主要な流れに注目すると,ある

顕著な変化に気づくであろう。ロマン主義隆盛の時代,及び19世紀においては,

文学批評は作者の意図や伝記的事実などを重視した作者中心のものであった。

ところが1920年代の終りから1930年代の初めにかけての「新批評」(NewCriti-

Cism)の到来と共に批評家の関心は「作者」から「テキスト」へと移行して

いった。「新批評」家達は「作者」を「テキスト」から切り離し,「テキスト」

内にすべての意味が備わっているという考え方に立って,「テキスト」の言語

やイメジの分析を基に,作品解釈を試みた。その後,「新批評」の反歴史主義,

かたくななまでの作品中心主義などにも反省がおき,「読者反応論」〔Reader-

Response(Oriented)Criticism〕や「脱構築論」(Deconstruction)を中心と

する「構造主義以降」(Post-Structuralism)の時代に入って,これまでほとん

ど問題にされることのなかった「読者」が脚光をあびるようになった。19世紀

には,「作者」は神であり,「読者」の視点など考慮だにされなかったことを思

うと,その変化には目を見張るものがある。今や「読者」が「作者」を支配し

かねないような情勢になったといってもよかろう。(もっともこれは「構造主

義以降」で注目を集めている「読者反応論」や「脱構築論」においていえるこ

とで,他の理論では必ずしもあてはまるとは限らない。)

このような「作者」から「テキスト」,「読者」への関心の変化に伴い,「構

造主義」,「読者反応論」,「脱構築論」では,かつて伝達の媒体でしかなかった

言語そのものが,それぞれの理論の中核を占めるようになった。ソシュール
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(FerdinanddeSaussure)の言語学体系に強く影響された「構造主義」者達

は,言語学以外の分野である文学にも言語学を通用し,作品の深層構造を明ら

かにしようとする。また「読者反応論」においては,作品の言語や文体に対す

る読者の反応などが,また「脱構築論」では,言語の,ひいては作品の意味の

不確定性がそれぞれの論の根幹をなしている。そこで本稿では,これらの批評

論と文学の言語との関係について考察していこう。

まず,言語は果たして正確に現実を再現し,外界の現実や自己の内面に対し

て向けられた透明な窓になりうるかどうかから考えていきたい。この問いは,

アリストテレスの「模倣論」(ミメーシス),つまり「詩は現実を模倣するもの

である」という考え方に基づいたものである。言語は詩の重要かつ不可欠な素

材であるから,詩を言語におきかえて,「言語は現実を模倣するものである」

と書き直しても,アリストテレスの考えとさして異なることもないであろう。

古い時代の人々は,言語には現実をあるがままに映し出す力が備わっていると

考えていたと思われる。彼らは言語に対する信頼感をもっていたのである。こ

の信頼感は,言語(記号)とその指示対象とが,古い時代にあっては,まだ現

在ほど帝離していなかったことと無関係ではあるまい。もともとミメーシス論

においては,詩,そしてそれを構成する言語は,現実の構造と対応していると

考えられている1)。言語は現実と等価物であり,言語とその指示対象(現実)と

はお互い緊密な関係で結ばれていたであろう。あるものは擬態語,擬音語であ

ったり,またあるものは何らかの連想で結びついていたと想像される。したが

って言語は当初,力強い喚起力と具体性をもちあわせていたであろうが,時の

経過と共に,言語が使い古され,発音が変化するに至って,言語と指示対象と

の関係が稀薄になってくる。同時に言語のもっていた具体性や喚起力も失なわ

れてくるのである。これは言語のもつ,いかんともしがたい宿命であろう。例

えば,はじめ「重い」という具体的,物理的意味を表わしていた"grave"も

だんだん具体性がうすれ,「まじめな,重大な」というような抽象的意味あい
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を帯びてくるようになった。同様に`bcrimony"〔(舌・皮膚などが)ぴりぴ

りする〕,"VOlatile"(揮発性の),"inspiration"(息を吸いこむこと)など元

来,物理的,具体的意味あいを持っていた語も,時間の経過と共に具体的意味

あいがうすれ,抽象化してきたのである。このような変化は言語にとって避け

られないものであるが,感性にうったえる文学,とりわけ詩では,即物性,具

体性を喪失することによって,詩の喚起性やインパクトを失い,大きな欠陥と

なりうる。こうした欠陥を補うため,詩では他の具体的なものを表わす単語と

いっしょに並置したり,具体的意味を浮かび上らせるコンテクストに入れるこ

とによって,失なわれた具体性を復活させることがよくある。

‥.that'satruth

Learnedinbodilylowliness

Andintheheart'spride.

(W.B.Yeats:CrazyJaneTalkswiththeBishop)

(卑しい肉体と誇り高い心で学んだ真理です。)

"pride"に注目してみると,前に"heart"がついていることから「誇り」

という抽象的な意味で使われていることは明らかであろう。ところが一行上の

"bodilylowliness'と並ぶことによって,現在は廃れてしまった「性欲」「(特

に雌の)さかり」という具体的意味が浮かびあがってくる。一行あと("A

womancanbeproudandstifE'')の"prOud''もSeXualimplicationの強い

``stifr"に影響されて「ふくれた,膨脹した」という性的に興奮した状態を表

わす意味を含んでいる2)。

また主として音を媒体にして言語とその拇示対象物との距離をうめることに

よって現実感をもたらす技法も文学作品に多く見られる。(日常生活では,擬

音語,擬態語などがこれにあたる。)その中で一例だけを見ておこう。

ButatmybackIalwayshear
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Time'swlngedchariothurrylngnear;

Andyonderallbeforeuslie

DesertsofvasとeterIlity.

(AndrewMarvel1:TohisCoyMistress)

(私の背後には,いつも時の翼をつけた戦車が足早に近づいてくるのが聞こえ

てくる。私達の目前には,広大な永遠の砂漠がずっとむこうまでひろがってい

る。)

短母音と,戦車があわただしく走る音を彷彿とさせる子音とが組み合わされ

て,若者に与えられている,限られた短い時間を示唆する二行目と,長母音に

よって悠久の時間を表わす三・四行目とが対照されている。このように,言語

の音を媒体にして,なるべく現実をそっくりそのまま作品にとりこもうとする

手法は,ミメーシス的言語観に基づいたものであるといえよう。

もともとミメーシス論の裏にある,言語に対する全幅の信頼感は,古い時代

の作家にあってはごくふつうに見られるものであった。彼らは,リアリズムの

言語観に代表されるように,言語を単に伝達の手段として簡単に片づけてしま

い,ほとんど問題にしなかったのであろう。しかしながら,なかには,言語が

現実再現の純粋な媒体になりうるかどうか疑問に思った人も少なからずいたと

思われる。ただ彼らはこの疑問を正面からとりあげて,ミメーシス的言語観の

是非を明確な形で問うということはしなかった。もしそうすれば,自らの作品

ひいては自己をも否定することになりかねなかったからである。

そこで次にシェイクスピア(WiiliamShakespeare)の『ソネット集』(T71e

Sb乃乃βね)をとりあげて,彼の言語観を少し見ておこう。

Lethimbutcopywhatinyouiswrit,

Notmakingworsewhatnaturemadesoclear,

Andsuchacounterpartshau血mehiswit,

Makinghisstyleadmir色deverywhere.(84)
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(詩人は君の中に書かれているものを写しとればよい。自然が輝かせているも

のを台なしにしてはいけないのだ。そのように写しとれば,詩人の名声も高ま

るであろうし,作風も至るところで賞讃されよう。)

詩人の仕事は,ものごとをあるがままに写しとることであるというミメーシ

ス的考え方がよくあらわれているが,これは勿論シェイクスピアに限らず,シ

ドニー(PhilipSidney)3)や同時代の作家にあまねく見られるものであった。

また

(Oh,letmetrueinlove)buttrulywrite,(21)

(〔真実に愛し,〕真実に書かせて下さい。)

にもやはりミメーシス的考え方の一端があらわれている。このように『ソネッ

ト集』の1-126番までは基調としてミメーシス的言語観に立って書かれてい

るが,言語に対する信頼感が一瞬ゆらぐこともある。例えば103番では,詩人

が詩の中でめざしているのは,青年の美貌と才能をありのまま語ることである

が,この点では,彼の詩よりも鏡の方がはるかに多くを語ってくれるという主

旨のことを述べている。言語のミメーシス的側面を認めつつ,同時にその限界

をもほのめかしているようにもとれよう。さらにソネット全編を調べてみるとコ

全体がミメーシス的言語観で色濃くそまっているわけではない。127番から始

まる「黒い婦人」(DarkLady)詩群では,眼に見えるものが,実際は現実の

ものと異なることを指摘した次の個所をはじめとするいくつかの言及において,

ミメーシス的言語観に対する詩人の疑問が間接的ではあるが,これまで以上に

強く示唆されているように思われる。

Ormineeyes,Seelngthis,Saythisisnot,

Toputfairtruthuponsofoulahce?(137)

(私の眼は,なぜこれを見ても違うといい,あんなにきたない顔に美しい真
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実をみるのだろうか。)

なお同様の記述は147,148番などにも見られる。

ところで,ミメーシス的言語観は近代に入って,象徴主義,モダニズム運動

によって大きな打撃を受け,「構造主義」及び「構造主義以降」の批評理論に

おいても,おおむね否定されることが多くなった。反ミメーシス論者は,現実

をあるがままに再現する言語などは存在しないと主張する。言語は,外界の現

実や心の内面に対して向けられた無色透明な窓ではなく,教会のステンドグラ

スのようなものであると彼らは考えるのである。現実を見る場合,我々はステ

ンドグラスの絵模様を通じてしか見ることができないということになる。また

言語は単なる伝達手段ではなく内容そのものであり,ステンドグラスの絵模様

も現実の一部であるともいえよう。このことがいちばんはっきりするのは詩の

場合である。一般に詩では,そこに使われている言語の存在を忘れて,伝達内

容だけを楽しむということは,ほとんど不可能であろう。言語の使い方が伝達

内容と深く関わっており,両者を切り離すことはきわめてむつかしいからであ

る。言語は内容そのものなのである。

ここでミラー(J.HillisMiller)がスティーヴンズ(WallaceStevens)の詩に

関連してあげている,詩の三つの機能をみてみよう4)。「詩は現実の鏡である」

というミメーシス的機能の他に,詩は「啓示(revelation)的機能」と「創造

(Creation)的機能」を持っているという。「啓示的機能」とは,詩が隠れた

現実を明らかにするランプのような働きを持っていることをさす。また「創造

的機能」とは,詩は現実,自然と同じものではなく,現実にないもの,あるい

は現実を超えるものをつくり出すことをいう。ここで詩を,それを構成する言

語とおきかえてみても同じことがいえよう。非ミメーシス的言語観では,当然

のことながら後の二つの機能が重要である。さらにミラーは同じ著書の中で注

目すべきことを述べている。「文学作品の中では,言語が指示対象を指示しな

くなる瞬間がある」と5)。言語が言語の役割を捨てて,意味の透明な伝達手段
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だという幻想をうちくだく瞬間があるというのである。この瞬間には言語が意

味をなさず,記号内容から分離された記号そのものが独立して存在すると考え

られる。これに関連して,言語がどこまでも指示的(referential)であろうと

するのがリアリズムであり,これと対照的な方向を向いているのがシンボリズ

ムであり,モダニズムであろう。例えば,ジョイス(JamesJoyce)の『フィネ

ガンの通夜』(ダわけばgα柁Sl梅如)などの小説が難解だとか,意味がわからな

いといわれるのは,言語がreferentialではなくなる場面が多いからであろう。

こうして文学においては言語が手段であることをやめ,それ自体がテーマとし

て語られる場合もでてくるのである。あるいは,次のように言うこともできよ

う。つまり文学の言語は媒体の地位に甘んじているばかりでなく,それ自体物

質性を備えていて,読者の感覚と思考を刺激し,読者の中に,ひとつの世界を

うみ出す役割を荷なっていると。

さらに,言語の創造的機能,あるいは行為遂行的(performative)な側面に

着目して,「構造主義」者達は,現実は,単に言語に反映されるだけでなく,

言語によってうみ出されるものだと主張した。しかし勿論これは極論であって,

筆者は「うみ出されることもある」と訂正した上でならば同意したいと思う。

言語は,事実の陳述や論理的陳述の他に,人を説得したり,おどしたりする機

能,つまり行為遂行的機能を持ちあわせていることを見落してはならない。あ

る作品中の事件が,作品からぬけ出して一人歩きし,現実の中に波及していく

こともありうる点を考慮すると,現実が言語を模倣する場合もあることが納得

されるであろう。

言語による現実再現が幻想に他ならないと認識され始めると,言語の使用者

である作者に対する畏敬の念もうすれ,作者の地位もゆらぎ始めた。言語も生

みの親から独立してとり扱われることが多くなってきた。瞬間的にせよ,現実

に対して指示機能を失った記号は記号内容から切り離されるが,この両者を再

び結びつける役割を荷なうのが読者である。作者の中にも,上で述べた言語観
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を充分に把握し,読者の存在を意識した,これまでにないような種類の作品を

生み出すものがでてきた。ジョイスなどがその典型であろう。このような状況

のもとに,「読者」が,続いて「読む行為」や「テキスト」が批評理論におい

てにわかに注目を集めるようになったのである。

そこでまず「構造主義以降」に少なからぬ影響を与えたバルト(Roland

Barthes)の有名な「テキスト」に関する論をみてみよう6)。彼によれば,「テ

キスト」には「読みうる(lisible)テキスト」と「書きうる(SCriptible)テキス

ト」の二種類があるという。前者は,リアリズムの小説に見られるように,限

られた意味をもつ閉じられた「テキスト」で,読者は容易に意味を把挺するこ

とができるが,単に消費者の役割を荷なうにすぎない。一方「書きうるテキス

ト」には,確定的な意味をもつ記号内容は存在せず,複数の開かれた意味を示

唆する記号表現が無数にあるだけである。読者は,この前衛的な「テキスト」

を読みながら,自ら「テキスト」の意味を生み出していかなければならない。

読者はいわば,読むことと書くことを同時にやっているようなものである。こ

の点で,読者や批評家は,消費者から生産者にかわるといえよう。

いつものことながらバルトはラディカルすぎて,なかなかついていけないが,

読む行為や読者について,もう少し地についた論を展開するのが「読者反応

論」である。「読者反応論」はもともと「新批評」家のビアズレー(Monroe

Bearsley)とウィムサット(W.K,Wimsatt)の"TheAffectivefhllacy"に関

する論文がきっかけで生まれたといってもよい。「感情的誤謬は作品とその効

果とを混同することから生まれる。作品の心理的な効果を批評の規準にとり入

れると印象批評に陥ってしまう」7)とするウィムサットらの主張に対して,「読

者反応論」を主唱する学者は,効果こそ,作品の意味にとって本質的なもので

あると反駁する。また「新批評」が「テキスト」の中にのみ意味を兄い出そう

とするのに対し,「読者反応論」では,読者が意味を生み出す役割を荷なって

いることを強調する。しかしながらこれらの違いにもかかわらず,両者共,根
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本的には作品の意味を追究することを目標にしているので,かなり近い関係に

あるともいえよう。次に「読者反応論」を主唱する三人の学者の考え方を概観

しておこう。

「読者反応論」を最初に提唱したフィッシュ(StanleyFish)は,読むこと

は「テキスト」に内在する意味を発見することではなく,「テキスト」が読者

に働きかけるものを体験する過程であると主張する8)。彼にとって文学とは一

つの対象ではなく,体験なのである。したがって彼は,読む速度をおとして,

一文一文吟味しながら,言語に対する自分の反応を克明に記述していく手法を

とる。批評の仕事は,読者の「テキスト」に対する体験や反応を記述すること

に尽きるのである。

イザー(WolfgangIser)の理論も「読者反応論」の中で重要な位置を占めて

いる9)。まず我々が何かを読む際,最初の推測によって,次にくるものを予測

する手がかりとなるような期待枠が生まれるが,次にくるものは,逆に私達の

最初の予測を変化させるかもしれない。このように読むということは,ある仮

説をうちたてては,それを修正したり否定したりしながら,次々と複雑な予測

を行なっていくことである。いいかえれば,読書は予測と修正,期待と回顧と

が交互に織りなされたものである。また「テキスト」に明言されていることは,

言われていないことへの言及として重要であるが,いわれていないことは,読

者の想像をかきたてる点で,明言されていることよりも重要な意義をもつこと

が多い。これをふまえてイザーは,作品には至る所に空自があり,それを読者

自身が想像して埋めることにより,豊かな作品に仕上げることができると考え

る。読者は「テキスト」の受容とその再構築を試みながら,作品創造にかかわ

っているのである。この意味では,「テキスト」と読者とが協力して作品を創

造しているともいえよう。読みは当然個々の読者によって異なるが,おのずか

ら許容される読みの範囲がある。先に述べたパルトも読者が作品を創造するの

だと主張しているが,イザーの方がより緻密な論を展開しているように筆者に
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は思われる。

リファテール(MichaelRiffaterre)はもともと文学の文体に深い関心をよ

せ,自律的な文体論の確立をめざしてきた。彼は,文体事象は文法の規範から

ではなく,周既の文脈によってうちたてられた規範から逸脱していると主張す

る。文体事象は読者に知覚されなければならないし,そのように言語的に仕組

まれたものである。構造主義者によってなされた言語学的文体研究では,文体

事象と文法事象とが混同されてきたが,この両者は厳密に区別されなければな

らないのである10)。最近の彼の著作では,記号論を用いて詩の言語の理論化に

とりくむ11)。詩的言語は彼によれば間接的に物事を表現するものだという。つ

まり表現しているものと,意味しているものとが別だというのである。この間

接的表現の手段としては,矛盾,暗喩などがあり,これらを「非文法性」と呼

ぶ。この「非文法性」は現実模写を脅かすが,読者はこの障害を乗り越えよう

と,そこに注意を集中させ,もう一度広い視野に立って読み返すことになる。

こうして読者は詩の意味に近づいていくのである。それでは詩の意味とは何か。

彼は,現実は多様であるが,詩は統一によって特徴づけられるという。この間

接的な表示物の形式的・意味的統一を詩の意味(Significance)と呼び,現実

模写のレヴェルでの語句の意味(meaning)と区別する。これに対応して読

みにも二つの段階があると彼は説く。最初の読みは`meaning'を理解する段

階であるが,次の段階のものは,遡及的読みで,「非文法性」を拠所として,

現実模写の背後にある`significance'をくみとるものである。

以上みてきたように,「読者反応論」は主として読者とテキストとの相互作

用や読者の個々の反応などを考察するが,常識をうち破ろうとする気負いが感

じられる「構造主義」や「脱構築論」に比べて穏健で,総じて理論的先鋭化を

ねらうというよりも,テキストに沿った実践的色彩が濃いことがその特徴とい

えよう。「読者反応論」は言語に対する懐疑的態度を強く表面には出していな

いが,その底流には非ミメーシス的言語観が潜んでいることは明白であろう。
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既に本稿でふれたように読者の反応や想像力を重視するということは,言語が

必ずしもreferentialではないということと深い関係があるように思われる。

イザーの,作品中には空白が至る所にあるという考えも,彼が言語を不完全で,

非ミメーシス的だとみなしている何よりの証左であろう。しかしながら,「読

者反応論」においては,この非ミメーシス的言語観は決して虚無的,否定的方

向をとるのではなく,建設的方向に向かうことを忘れてはならない。読者は,

テキスト中の「空白」,「非文法性」といわれる難所を克服し,これらをさらに

高次の次元にまで導いて,新しい展望をきり開く者として位置づけられている

からである。

「読者反応論」とは対照的に,「脱構築論」は,ミメーシス的言語観に対す

る不信感を強く表面におし出し,それを先鋭的な理論にまで高めたものである。

そこでデリダ(JacquesDerrida)の言語に関する見解を簡単に見ておこう12)。

ソシュールが考えたように,言語を規定するものは,他の記号との関係であり,

差異であって,必ず残しておかねばならないような本質的な性質は記号には何

もない。意味作用が可能になるのはこの差異によってである。例えば「人間」

と「人間でないもの」との対照がなければ「人間」を意味することができない

のである。言語がこのように差異だけで成り立っているということは,記号が

他の記号を除外することで成り立っているということに他ならない。つまり記

号は,純粋で自己完結の意味を内包することはできず,他の記号の意味によっ

てしか定義されえないのである。その結果,ある記号は他の記号の痕跡だけを

含むことになり,それだけ,その記号の意味作用は時間的にずれてくる。そも

そも言語の意味は過去の伝達行為によって畜潰された意味の集成であり,言語

の構造もまたそれに先行する構造によって決定される。意味は我々が使おうと

する言語の構造の中に既に刻みこまれているのである。こうして言語体系自体,

常に過去の痕跡をひきずっていることになる。また我々が文を読む場合でも,

ある語は,先行する語の痕跡をひきずりながら,次にくる語の影響を受けたり,
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次の語に影響を与えたりして,絶えず,その意味を修正していく。意味は一つ

の記号の中にきちんと全部存在するのではなく,記号のスペクトルの中に散ら

ばっているため,読者は不完全に,しかも遅れてしか,その記号の意味を把握

することはできない。差異と痕跡とからなる記号の意味を探ろうとすれば,ど

こまでも無限の退行作用を繰り返すことになる。こう見てくると,言語とは,

ソシュールの考えたように,記号表現と記号内容とから成る安定した組織では

なく,どこまでも,他の記号によってしか定義されえないような不安定な親戚

になってくる。言語のレヴユルにあてはまることは当然「テキスト」のレヴェ

ルにもあてはまる。「テキスト」も,他の「テキスト」の痕跡からなり,全く

独創的な「テキスト」などありえないという。「脱構築論」においては,「テキ

スト」あるいは文学作品を,「新批評」が考えるような,確定的意味を持つ,

閉じられた有機的統一体としてではなく,いかなる確定的な意味や本質にも還

元できない決定不能なものとしてとらえるのである。

このような言語観を持った「脱構築論」の批評のやり方は,あまり重要でな

いと思われる成層三や,ちょっとした言及に注目して,それらが,「テキスト」

全体を支配する対立関係をつきくずすまで分析をおし進めていくことである。

つまり,「脱構築論」の戦略は,「テキスト」がどのようにして自らの支配論理

を混乱させるかを示すことにあるのである13)。

ここでもう一度『ソネット集』に目を転じてみよう。先には直接ミメーシス

的言語観に言及があると思われる個所を検討し,「黒い婦人」詩群では,ミメ

ーシス的言語観に対する詩人の疑問が間接的ではあるが,示唆されていること

を指摘した。そこで今度は,『ソネット集』中の詩人と二人の恋人との関係(つ

まり詩人と美貌の青年と,詩人と黒い婦人との関係)を,詩人と詩の言語との

関係におきかえて読んでいこう。

美貌の青年との間の関係を描いた1-126番の部分では,詩人のミメーシス

的言語観を反映して,青年の美をいかにありのまま詩の中に再現するかという
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ことがしばしば言及されている。相手の青年が,詩人の対抗詩人に肩入れした

り(78,79,86),女性を奪ったりして(40～42),詩人を裏切ってしまう場面

でも,詩人は相手に翻弄されながらも,やはり相手を慕い,心底では相手を信

用しているのである。ここにも言語に対する信頼感を抱くミメーシス的言語観

がその基調にあるといえよう。一方,「黒い婦人」詩群では,"Iliewithher,

andshewithme,"(138)(私と彼女は互いにだまし合いながら一緒に寝る)に

見られるように,二人の関係は,互いにだまされていることを承知した上での

関係である。非ミメーシス的言語観においても,既に見てきたように言語の現

実再現能力に対する不信感がある。またミメーシス的言語観は,言語を媒体と

した現実再現にとらわれて,言語の創造的,啓示的側面を見落としがちになる

が,非ミメーシス的言語観においては,言語は指示言語に特有な窮屈な外面性

を捨てて,より自由で生産的なものとなる。『ソネット集』においても,ミメ

ーシス的言語観のレヴェルでとらえられている詩人と,貴公子のような美貌の

青年との関係は青年がナルシストであることから,詩人の片思いに終り,両者

の人間的な交わりは見られない。二人の問は常に形式的で窮屈なところがあり,

青年は生身の人間ではなく,いわば媒体として使われている感がする。また

"Andbyadditionmeoftheedefeated,/Byaddingonethingtomypurpose

nothing."(20)(私には何の役にも立たぬ一つの物を加えて,君を私から奪い取

ってしまった)とあるように二人の関係は,異質の男女が合体して新たなもの

を生み出すようなものではない。一方詩人と黒い婦人との関係においては,黒

い婦人は生身の肉体を具えた人間として描かれており,初めのうちこそ,詩人

にとって黒い膚の女を相手にするのは,(「書きうるテキスト」,「空自」,「非

文法性」のように)抵抗があろうが,それさえ克服すれば,二人の愛は生産的

なものになりうる。しかも彼女が奔放でとらえ所がないところも非ミメーシス

的言語観に相通じるものがある。言語が現実をありのまま再現すると考えるミ

メーシス的言語観は,現実はこうだと一方的におしつける危険性をはらんでい



14 文学の言語と批評理論

て,ものの解釈を限定し,固定した見方を助長しかねないのに対し,非ミメー

シス的言語観では,現実は言語によって固定された意味に還元できないと考え

るため,複数の解釈を許容することになる。『ソネット集』においても,黒い

婦人がどういう女なのか,二人の関係はどうなのか,なかなか明確な一つの解

釈にしぼりこむことはできない。このような,意味や解釈の多義性が次の138

番のソネットに典型的にみられる。

Whenmyloveswearsthatsheismadeoftruth,

Idobelieveher,thoughIknowshelies,

Thatshemightthinkmesomeuntutor'dyouth

Unlearnとdintheworld'sfalsesubtleties.

(語や文構造の二義性のため,訳は以下の説明を参照のこと。)

このソネットを二行目まで読み進んだ所では,詩人は「彼女を信じている」

ときっぱり言っているようであるが,三行目にくると目的を表わすthat節に

導かれて「彼女が私のことを世間の手練手管を知らない青二才だと思いこむよ

うに,彼女を信じる(ふりをする)」という風に変わる("Idobelieveher/

Thatshemightthinkmesomeuntutor'dyouth".)。つまり詩人は相手の

女をだますために彼女がうそをいっているのを知りながら,彼女を信じるふり

をするのである。この意味とは別に,"Iknowshelies/Thatshemight

thinkmesomeuntutor'dyouth".「彼女は私をだまして,(私が実際青二才

でないことを知りつつ)私のことを青二才だと思うふりをしている。そのこと

を私はちゃんと知っている」と解釈することも可能であろう。我々は一瞬,

"believe""know""lie"の関係に混乱をきたし,どちらがだましているのかわ

からなくなる14)。このような関係は,非ミメーシス的言語観における,作品の

生産者となる読者と,本来の作者との間の関係を思いおこさせる。我々は一瞬,

どちらが作品を生産しているのかわからなくなり,とまどってしまうのである。

もうーっ『ソネット集』において注目すべきことは,青年の外形は一応男性
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であるが,ソネット20番に歌われているように,実体は男性と女性とが同居し

た中性であること,また青年の膚の色が目立たず,あまり問題にならないのと

は対照的に,黒い婦人の膚の色はことあるごとに言及され,強く詩人に意識さ

れていることである。言語の現実模倣説では,言語は媒体であるから,言語自

体が問題にされることもなく,中性で無色透明なものとして扱われる。ところ

が非ミメーシス的立場では,にわかに言語自体が問題をはらむものとなり,そ

の存在を意識せずにはおれないのである。言語がどこまでもついてまわり,我

々はそれから逃れることはできない。

以上みてきたように,ミメーシス的言語観と非ミメーシス的言語観の相違を

考察する上で,きわめて興味深い対応点を,『ソネット集』の詩人と二人の相

手との関係の中に認めることができるように思われる15)。

ところで筆者の立場は,これまで見過ごされがちだった言語の創造的側面や

意味作用の複数性に目を向けようとする非ミメーシス的言言吾観,とりわけ「読

者反応論」に近いものである。ただここで注意しておきたいことは,言語の指

示的機能が皆無であるといっているわけではない。いかに象徴的,あるいは前

衛的作品であろうと,指示機能が皆無であれば,作品は誰にとっても意味不明

のものとなり,文学とはなりえないからである。文学作品には,それぞれの作

品に固有な,指示機能に関するコードがあり,それを読者が,一作品の進展と共

にだんだん明らかにしていくものと考えられる。

次に「脱構築論」に関しては,言語における現実模倣にまつわる幻想を徹底

的にうち破り,言語の限界に着目して,それを先鋭的な理論にまで高めた点は

評価できようが,言語の言説(discourse)を含む実際面に目をつぶるという

欠点も持ちあわせているように思われる。実際の伝達行為において,情報の一

部を聞きそこねたり,理解しそこなっても,それを補充し,伝達行為を支える

ものが言語構造外に存在したり,あるいは言語構造内に組みこまれているこ

とを忘れてはならない。前者が場面(コンテクスト)であり,後者は冗長性



16 文学の言語と批評理論

(redundancy)である。情報の一部が欠けた場合でも,それと重複する情報

が言語のしくみの中に既に備わっているが,冗長性とは,この二重,三重の安

全装置のことをいうのである。いちばん簡単な例をあげると,"Sheisanurse"

という文において,"She"も"nurse"も女性を表わす点で重複しているし,

またすべての単語が単数を表わす点でも重複している。「脱構築論」者は「差

異」と「痕跡」の概念をどこまでもつき進めていって「意味の不確定性」に達

するが,コンテクストや冗長性が意味を限定する機能を持っていることに関し

て,その事実を充分考慮しないか(冗長性の場合),あるいは考慮しても,そ

の事実に対して充分納得できる反証を持ちあわせていない(コンテクストの場

合)ように筆者には思える。これまで述べたことは勿論,「テキスト」のレヴ

ェルにおいてもあてはまる。文学作品では,「脱構築派」が主張しているよう

に,言語の根底にある不完全さのために,「テキスト」を,確定した意味に還元

できないのではなく,コンテクストや冗長性などによって,ほとんどの場合,

「テキスト」の解釈を妥当な意味範囲内におさめることができるように思われ

る。もっとも「脱構築論」は遊び,戯れの要素が多分にあり,一種の知的ゲー

ムという趣があることは否めない。「脱構築論」は,その理論をおし進めれば,

必然的に自らの理論をも解体しなければならなくなり,結局自らが主張してい

ることも信じられないという自己矛盾に陥る。このことは,とりもなおさず,

自らもだまされていることを承知で知的な戯れにひたっていることになりはし

ないだろうか。精神と肉体の違いこそあれ,先はどみた「黒い婦人」詩群にお

いて,詩人と黒い婦人とが,互いにだまし合いながら肉体的に戯れているさま

が,いみじくも「脱構築論」の本質の一端をあらわしていないであろうか。
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