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ほじめ．のτ郡分に渦ぎない︒しかし我々はこれによって︑

彼れの美學思想の根本酌な部分の要鮎を諒解することが
で毯るのであ・る︒即ち破によれば︑赫災はものの成響催曲な
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器瞬畦

な

ない︑下級認識能力としての︑感性的な竜のでなければ

硬はv感盤的と歎はねばならない︒離家は︑欲求が霧の

憲みので．ある︒︵軸軸︶

から隅別する癒めに︑こσ表明を表芸にも移すことがで

激程陵の明瞭性を添って臓旧轍凶に興へられるもの︵表象︶

よ珍低W都分から癒するゆゑに︑それを︑あら．ゆ︑る圃能

である︒しかし混々し粍慕い表象が︑我澄の認識能力の

漉観し九事象から生するかぎり︑それを感襟酌と弐ふの

．よって﹁混鱗⁝せる表象しを竜つことと︑これから強調して

潔しく理解する用意を忘れては蹴ら叛い︒感性的認識に

誤解に陥らないために︑この﹁感撫⁝駒認識篇の意帳を︑

・・

麗湖せられ癒﹁明瞭激認識偏を得ることとは︑蹴に明瞭
爽．の 批 興 ︵承演︶

剛

を竜つζとでなければならない︒我々は︑先例のある

ならない︒物の混観し距表象︑盤．きい蓬として透明な炎

センシやイワ

﹁我々の認識能力のより低い部分によって得る謝⁝庚の表

ことに役立つであらう︒

られ癒︑次ぎの一郷は︑瓢果にその帥認幅川の一志かさを加↑へる

がで測るのであるが︑︸︐メディタティォネスしの申・に蓮べ

煮講義の内容そのものから略十分明らかに諒解すること

の程度が窟淫するこ・︑﹂では厳い︒このことは膚に紹介し

セ

鱗甲三百五十五︷號

判

認識の完至性としての経験．である︒認識の完杢韓⁝が爽と

藏

研

して捉へられるには︑それが明瞭漁も．のであってはなら

植

の

以上の思想に︑バウムガルテソの講誕黒輪軸累騰の︑輩六為
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感畳を煙霧の寧に漆撫しうる感宕であ．ると説い戎◎窓う

するとζの慈畳ほ︑軍に擬や耳の殉畳蓑象を歎．ふのでは

も︑堂旧に．知欝〃と烈四識

を十分に織無しπ︒その際彼らには︑明らかに︑薄髭は感

雲ひ蓑はされるからである︒認識砿︑より高い認識能力

﹁内部的感構の長蛇﹂として諒解した︒へ冨霧σ驚謬歯黒ごじδ

象でなければならない︒ペルグマンもこの感性的認識を

い︒それ甑挙る能動的な蔦の︑叡知醜な屯のを含んだ表

に把へられ距内U部酌︷衣象を意味し血ので潔けれげ凹ならな

なくて︑或る活塞に思ひ浮べられ︑惣貸せられ︑なしか

師ち弧禰理糧憎の謝象で

︑

が

エベヂェゲイろシにヰペセンシヤツトマ

に助けられて認識せられるもの︑

︵心仏︶

I認畿が︑我凌な動かす︑美を感ぜしめるのは︑これ

は︑明瞭激表象に蓬することはで通ない︑盤⁝誕い広し距

によって︑我々のもつ混観し九表象のうちに或る規則が

そのやうな盤験匙︑理性．もしくは籍姓の作用としての

ノェク
．
鰯離誠によって︑明瞭性．の世一外へもち來ること︑郭ち明︷嚇

菰知識をもつことが︑これによって論ぜ避0れ九のであら

う︒﹁感性協曲⁝認灘⁝に軽罪陣か遡魍識の重工晶であるしといふ意瞼叩

れには︑こゆ﹁混鳳した轍衣象﹂と︑﹁明瞭姓の糧界﹂の・甲

搾ると思ふ︒象夜から黎明を越えて︑次第に驚難になる

﹂も︑このや︐つに考へては廊しめて・†分に仙謀解するζとがで

闇に置かれ艶﹁熱卜いきし距透曙盤﹂の意．瞭を︑よく理

つつけて︑次第に畷瞭叡認識に蓬する・のではない︒知鷲

や算のことでは漁ぐて︑生費い費︸として透明癒︐

飛躍するのである︒二つの世界は類な異にする世界であ

から認職へ︑燈懸脇の腱界．から慰広醐の世界へ︑刷の世界へ

やうに︑混織し九表難をもつことから︑同じ態度をちぢ

それが勝

美激る精瀞が鏡い感官をち充ねば菰ら激いことを講じて︑

解し驚ければなら博い︒雄ぱ︑・さ嚢にも紹甚し允やうに︑

かれを正しく理解することを☆やすくするであらう︒そ

が︑少しばかりよくそれに漂議してみることは︑却って
の

ふ表明は︑纏⁝れの思想の理解へ入りが動くするのであ〃る

瞭な認識の前に甑黎明としての混織し授認識がくるとい

いふ︑自然において毒正午の葡に黎明がくるやうに︑明

包㍉凝れてみるからであると讃ふ︒

美學講義の第七︐節に蓮べられ允︑﹁混回せる蓑象な七に

翻O鐙瞳俸寓魁駕謬σ今へ酬O呪釦愛爆エOげ〇二鰺自︒渉ψO鶏弁にC訟賦H︶その融懸

ある︒知畳は美的なる學⁝間師ち葵學に漏するのである︒

激ぜ激ら瑛に存在しない事象馬︵それゆゑ想像も︶さう

性蘭に知耀しうる懲のと岡⁝貸すべ還では撫いのである︒．

繊⁝にギリシアの折 可 搬 欝 聡 と 藪 一 父 母 ち

繭

溌明性憂とほして明瞭性の世界へ入らねばなら蒼い﹂と

性、

移参3

る￠

我々砿しかし云ぴ懲ぎては泳らない︑・種類な異にする
といふのはごつの農試の認識がム広く無翻係な竜のであっ

て︑何め典通するものも遇九ないといふのではない︒激
そらくそれはバウムガルテンの論く意味では．ない︒彼は

それは美叡る精淋の︑張い感情と内納な鷺識としての炉

硯れによって隷〜成せられ九のである︒さうしてそれが

罪なる精榊が共肩する﹁生⁝凍の灘酒﹂の再試であった︒
り

どうしてしかじそれが︑生益の﹁美癒しであるζとが

で竃るのであらうか︒鯖沢撮丁はバウムガルテンによれば︑

輩に﹁癸な櫛思考に封ずる規則しでは撫く︑むしろ納期

の纏長船の﹁盤系的な秩序﹂であっ熊︒﹁生⁝來の美黙ごは︑

誌臨識には明瞭面掛＾慾が謄されてるると考へた︒圭︐

要概念の明瞭な継〜握が帆粥繰⁝及び理性の認識であるのに灘削

竜ちうんζのやうな美女と嗣じ恐のではなぐ︑むしろ．感

感牲酌

し感鶴沼激認識は︑それをただ藍玉的に︑騨ち直接に把

ﾈた軸鰹風学とも呼ばるべ蓬菊のであっ流︒それは蔵脳性的

い頭とを・もっことであっ元︒いびかへると︑画配蝋聴唖コリ

の儒⁝から鷲．へられる醗︑それはこの輪鷹L刀がよい心情とよ

この認識の能力もしくに空膿としての﹁．美心る精紳﹂

成立すると考へられ尭︒生來の漁蓋掌は美入学といかなる闘欄

ねばならない︒㎎謀隙瓶溺贈識は職⁝株⁝鮪閃な瀦高裁の︷根松猟の上に

學は︑それが學問であるかぎゅ︑明瞭な認識の上に立た

認識のうちに含まれた規則であっ漏りこれに落して︑美

握するといふの・である︒

生きいきし允証明性を漆出しうる感官︑もしくは︑張い

蟄象として産診せら︐れることを織姫とするものであるか

彼を無い允︒これは恰か竜美學の研究その竜のが露なる

我なはさ蓬に﹁認識の離︵は凱穴學の繊説剛であるしといふ

係飛竜つもの一であるか︒

つの思想が美︑しく他人に緯達せられるζとがで轡幾︑他

辞る雨冷のこのやうな能力によって︑一面に器いては一

のやうな耳鱗のを竜ってみる︒さうしてそれは最後に蓮

べられ距考へと︑明膨かに矛盾し重ければなら激い︒認

あるか︒

識の藁が爽撃の粥曲であるといふのは粥を意輸すみので

鷲

の勃鰯であ惹︒
塾・の 挽 餌 ︵殊醗︶

のである︒餓窯の竜のは鋼⁝作である︒第二の唱のは漁⁝映

︐私の氣に入る﹂と︑端的に窓うして正しく震動せられ距

薦に背いて砿︑襲なる思慈が﹁ζ．れは美であ為し﹁これは

いてではあるが︑鏡敏搬明察挫．をもつζとであっ拠︒美

構想力とともに噛それに從醗する菊のとしての位置にお

嫌｛

56農

といへど竜﹁美しく驚へようとするζとしは竜とより整

の覇象としてもつのである︒理論曲認識な審とする美事

脇搬糎獣十蹴麟

彼によ為と︑発認識の美は⁝凱つの郁分に驚いて︑灘ち

鷺壌購究

愚書と愚案の秩序と︑その裟鏡師脇田想の衷示との爽と

細しい鋭意であらう︑距だそれ以前に︑その亡師の課顯

バウムガルテンは美なる繕⁝紳の一つの磯鶏訟契機とし

して成立する︒入嫉蹴なる思想を︑それが感蛙曲に美で

て﹁明察轍にをあげ左︒感略装蔽認識鶴⁝ち瞭へなる認識は

は︑それが明瞭に鷲．へることを要求するのであるQ

ついて瓢樽へる封憩剛と混難Wしない︒︑入は客構購を尭とひそれ

明瞭敷概念によるのではなく︑混猷隅し霞窓帆蕪⁝による癖湘桑⁝

．寧あるかぎρ︑親察し︑思想細しくは事物の美を︑それに

ﾌ品鎚の﹁第二の都バ分﹂ほ甑軟

が醜くとも美しく考へることもでき︑美くしても醜く考

挫の︐把握であっ癒︒物が発憂であるか否かを感性的に即

へるごともで藷ざる ︒ ︵ 同 C ◎ ︶

序である︒これなくしては何もの亀美であることはでき

ち加湿的に見閲て取ることが明戦凧蛙の作用であると考へられ

ばなら癒い︒︵H℃︶

る︒評贋が鍵瞥ハであるか否かがそれによって決定せられ

ち評憤が物の単費に該當するか否かを澗脳とするのであ

る︒駁しそれならば明察縫とは︑発心性の醸性曲認識即

第三ぱ荻示である︒表示その竜の

が互に調和しなければならない︒表示と秩序との一致も

すべてこれによって馴前脳する︒私は十分な吟味に從って︑

らない︒これ．が三つの一般酌撫美で︑私は美しい丈章竜

のこれら．の轟琴硬から︹聖別せられ究胴蜘特の作用⁝の而でなけ

明らかに随濁して考へられ旋風職凧韓塙砿︽帯盤然晶稀なる懸川勲旧

地力からも︑恩惣を美しく他人に侮達すべ豊素質から竜

るはすなのである︒離八なる精製旧の傘︷饗激輻醸力としwての纒群

鮫餓が思惣にあるか秩序にあるか炎蜆にあるかな見たけ

る結果が遜であるか否かを明擦するζとに溢いて︑その

れば撫らない︒さ・・3してそれが︑これらの契鋤の作用す

︑

これによって見るとバウムガルテンの考へる馴鱒識の嚇天

らば明察性は︑翠煙的な認識翻ち頸輪⁝態農に溢ける規正

本営〜の課題を瞥ハ現するものでなければなら弔い︒それな

麗な砺をたすものではないか︒もしそれならば︑美なみ

は︑或る封建のム醐理的認識を黛ふのでは激く︑明らかに

とどまるよりも︑はるかに大である︒へ8︶

ればなら激い︒それが第一の唱のにあれば︑表現だけに

発発性が現れる悼めには︑美しい場瞬に建てられねばな

知⁝労せられねばならない︒美しい彫像は︑特によくその

ベツアイヒぷング

な︑い︒黒垂縮五︑息想と鋤蒙の蔀分が互に調和しなけれ

剩]

成層性的激切絆㍊郎﹁ち慮鯛⁝である︒畠田風Ψはそれを腿︐脇⁝な澗岬識

，

五臓
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含すみζと

精紳燐そ総燈の・熟に︑霊夢秘慾力㍉規焉﹁
翫︑伽Wちいはば韓唄樽⁝・麟宿戸明察株⁝の︑二面を缶

に激るのである︒

カントはバウムガルテンに封ずる︑さ嚢に紹介し允や
うな︑・深い⁝關聯を喝っに竜かかはらす︑趣味離断のため匙

一つの

にぬ兀桑酒の撫∵念を導量入れる考へを馬韓し飛︒カントに
よれば︑完桑⁝惟は︸つの客槻朗合曝曲挫である︒

概念が勤象の原園︵その可能挫の轡∵心的根無︶と見られ

ボ

セ

ごいセぬゆ

豫め規定せら襲竃のと考へられ︑九だその癒めに必要

・

癒すべてのものが︑それに存在するかといふことが間は

れるのみである︒︵轡P羨︶

即

﹁客難⁝曲合口蘭閃性﹂は︑カントによれば︑一︐欝望鰹の外的

なA四隣的性郎ち有用蛙であるか︑些しくは内駒なもの

ち完盗性であるかである︒﹂ いつれにして竜︑﹁客親的μ織

目酌性を醐驚する癒めには︑我々は常に一つの闘的の概

念髪必要とする﹂郎︑ちそれは翫だ概念によってのみ認識

することがで蓬るのである︒︵羨︶

へ
然るに美的鋼㍑はすべて概念から猫立である︒一つの

封象の変象に蕊けるかタ糠なもの駐︑理狐翻曲馬鱒蹴識の寵めに

るかぎりにおいて︑ごの概念の覇叢は臓駒である︒︵銀門㌧
油錠犀幽O鴨償淫乱ジ野心貫け㎏融O︶いびかへると︑戒護とは一つ

だ主掘に蕊ける快不快の感幣に懸離せしめるのみである︑

の漿象の可能性の根櫨として渚へられる概念である︒そ
濃紅傑であるQ從

悟盤によつ︑て概念として統一するのでは激く︑それをた

の概念のその客盤に⁝關する照呆轍⁝がA

從って︑．その変甜いは︑

ﾍの既判臓〜による熾⁝足の欝〜憶見蘭騨ち﹁譲ハなる・もの﹂であへる︒

灘⁝足塾しくは不灘⁝足によつて剃慨する補極力である︒この

一つの謝顛もしくは麦象の仕方な︑いかなる柱心もなく︑

叫びつけられ究W翻延齢︑ち無心を作は激い︒帥ち趣映︸は︑

一つの物としての存在の意⁝識に仙識

って︑

ぴつけられ奪い︑趣映州聖断⁝の浦足は︑パ物の存・在の表象に

一つの物について馨脱酌激合口附概な襲職恥する艶

めにほ︑その竜のの︑それがいかなる竜のでたければ叛ら

一つのものの響ハ千丁ψ乱発惟であち︒

︑

ものが︑︐そ◎ものの結︿11の撫儲則を撫ハへる概

ないかといふ概念が先脇立た勲ばならない︒そめ竜のに
即ける平織な

念に合致するζと が ︑

︵ζれに聾して量酌激発発桂は︑カントに．割れば︑嗣つの

携︑︵敷鶴﹀

灘

趣昧遺贈の綴錦に拭︑いか肥る霞醜の褒轍竜存越す．るζ

ワジみシスドンヂゆにカイト

蹴

物のその灘⁝に閃ける襯拓発議㎞︑細粗ち羅−織る︵細細囎⁝の∀黛乳

の

とはで引繕い︒すべて隠蘭獄︑それが濾箆の根織と見ら
一誕

概念である︒それには廠が鶴であ尋ぺ憲かといふこど獄

臨既
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れゐ場膏︑常にその狭感の勤象についての増感の規定綴

箪痴る彫式以外の蕪〃もので抵﹀あ秒え激い﹂のである食H＞

の︑あ︑らゆ四隣麹のない︑盛四輪繭會灘釣携郎脇合目的性の

鱗蹴醒蹴十鷺號

一つの⁝闘心勘律ふものである︒⁝世心は必ず概

﹁熟へはA欝織︹的〜殊⁝が⁝つの辮〜醸一に蕊いて︑鱗曲⁝の訟鼠懸準倣し

冷いて調察せられる︑償麟の脳⁝係によ惹契機として︑

る

蓋として︑

一つの霧鱒︸︑心意絹織︑もしく

剛つの物の表験に論ける形式的な亀の︑蒲︸ちその多蝶

に蝋鷹せられる限りに癒ける︑封〆．の金鱗納性の彫式で

徽ものが︑︵それが釘でなければならないかといふこと嫉

想し熱いとしても︑そこに一つの目酌⁝による因果性を朗﹁

つの慧志を︑それらのものの糧⁝紙︹に假糊してのみ︑その

規定せられホい︶ 一つの物として調和することは︑それ．

ある﹂と澄⁝い飛のである︒︵寄︶

それもま面輔学的的と名づけることができる︒朗⁝ち合目︐

肖身には葺く何らの客前的合百的煙竜認識せしめない︒

る目的も蓑象せられ潅い︒しかもその勤象の表象が︑こ

が︑ζの判臨剛に撮ハへる備騰隔心即ゆり紘盗読の霞めには︑いかな

外の侮馬の竜幾らないからである︒この室親的ム昌的性

九だ郷⁝照層の心意に画け為藷⁝表陥駅の︑主擬的A熾円的韓噛以

といふ︶旧的としてのコつの竜の﹂は深川銀せられて︑

六ぜたらそれには︵そのものが侮でなければならないか・

の離断に一つの快感を凱ハへるのは︑その蓑象が覚る︑我

は︑叢親に誇ける表象厭態の或る合目的性を表はしては

ない︑客儲のいか漁る完︑落雷も示してはみない︒貸的な

みるが︑しかしいか認る目的の概念によつても考へられ

しに︑形式曲激客槻曲合目的性を︑即ち完冥慮の輩激る

のみにして竜︑そのものとして調離せしめられる概念な

彫式を︑︵すべての質量と︑疫とひ允だ法則性一般の理念

癖のるやうた︑表象構嫁瀧をもつことによると藤リへられる︒

い︒それ致︑封穣の糞蒙に普いて我々が意識するかぎ蓼

輝︸の爽象や︑善の概・怠などのうち．に含まれるものではた

離躍宅．︑趣映錬口断に泌ける快感の規定根櫨⁝は︑懸∵瞭の究全

綜果になる⁝つの目的が︑それによつて達せられるので

々に取っては謄され癒︑その轡凡現﹁が我々に満足を湘異へる

趣殊判断は概念に慣熟しない冶その窓蓋としての爽盤

傷悲はま疫︑無目的であること竜できるのであみ︒︵回O︶

可能性が論明︑博しくは理解せられるや構な場合には︑

ち或る規期の炎々に二ってそれらの馬のを秩序づ﹂ける一

は一つの行動璽寸の可託肥蟹田が︑必然論︸には門曲の粛鵯駅を樵欺

允だカン．︸に よ れ ば ︑

かくしてカントは趣味鋼騎の第三契機︑灘ち趣味鯛漸駕

fN
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ないやうな勃断である︒だかち一つの形式的叢槻的・曾霞

らの概念でも撫く︑從って一定の跨的の概念で志あの箏え

皇猷ド判購は つの革宍的蝋 瞬である︒その郷⁝定纒︷揃芯か糊目

派㍍︑むしるこの判定が︑

するにぜよ︑それは一つの封験の認識の能力としてでは

躊に亀ま疫︵すべての畑田に封してのやうに﹀悟性が疑

露盤である︒さうしヅ距とひ︑美駒調練としての趣味鋼

能力は︑そ．れ．が混遇してみても︑また購瞭陣であって恵︑

的嫌▽﹂しての瀧穴によっては︑決して封請倣のぬ兀︸論畳馬は謡略へ

可能なるかぎのに語いて︑主槻とその内的感構に封ずる

しに︶麦塾することは︑一つの翼の矛盾である︒費諺

られないQ美なる竜のと露なる竜のの登霞の麗別は︑拾

その關係に從って︑鋼噺と鋤象の概念なき表象を規定す

ゐ能ヵとして︑諭するのである︒︵艦︶

一つの警懸酌六規飼に從って

﹂も肋饗山隈が⁝早に脇繭理窟な形・式に從って翻睡助せられるのみで

あるかのやうに︑はじめのものは箪にぬ75全盤の一つの混

断⁝が全く概念を豫惣せす︑從って痴語感性の概念によって

カントが理総曲な認識と趣味制晦糊を明湖して︑趣味制

外の︑内容と起源によつては岡一であるかのや5に匿饗

は美を論くことはで麿ないと論じて︑バウムガルテンの

益し充︑後の竜のは完無性の明瞭な擬念であり︑それ以

することは無綴値である︒それではこれらの竜のの問に

ウムガルテンの考へが晶尖の本質を州説く九みに不十分であ

バ

認識判臨⁝と数るであらう︒美曲颯潔蹴は霧盤について憂く

ることは︑我々もま喪氣ってのである︒しかし諮⁝漕も疑

らう︒美が認識の鋤象でなく︑︵この意味に器いて︶

考へを否︷即することは︑そのか窪・りにおいては一止帯国であ

何らの認一蹴・も︑へたとび諭し避難のにしても︶幽異へ・る・

はれないであらうか︑美が姦濫．煙の混鰍⁝し距︑竜しくは

⁝つの

いか癒急奇曲匿南部暑く︑むしろ一つの趣味釧簸も︑或

ものでは激い︑⁝樹象のいかなる樽鞠質をで竜なく︑允擬そ

︸が考へ丸美が︑ 一つの封象の隔蘭剛な嚢ムロ目約煙の形式

感性的︸徽澗横構で由のるといふ考へから蹴敏しく四輪別してカン

竜のが善として明欝せられる制断も︑ひとしく︑

の鋤象については允らく表象力の規定に註する合口的曲

であ・るといふ考へには︑バウムガル調アンが⁝批難せられる．

な形式を注意せしめるのみで煽るの亀し入が混臨せる概
念とそれを根抵に亀つ客観的虫部を七曲と名づけようと

のと少くと竜或る類似をもつ理由に歳って批難せられる︑

黷ﾍないであらうか︒カン︸によれば︑麟晶剛は一つの・

するには︑感燈心に覇噺する悟性とか︑概念によつてそ
め箸燈を褒象すみ慈宮とか髪竜つべ邊であらう◎概念の︑
奨 の 鋤 興 ︵承覇︶

嬬…
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の類似によ器描篇であみ︒それに麓接に蟻糊す蕎硫競嬢

接に︑まつその概念鷺一つの感惟酌献身の勤象に適用し︑

つ窪にその・流親についての反省の⁝単なる規則を．︑一つの

美なるものは欝⁝徳曲善の象徴である︑さうしてまただ

を︑合円的曲であるといふのは明山りに一つの矛盾であ

髪幽乃へる立一喫とは金く別の︵畝燃叩に牽いて考へられてるな

だこの⁝顧慮︵あらゆる入．に膚然であり︑それをま尭あら

蚕く他の︑はじめの浄域がそれの輩撫る象徴に癒ぎな裕︑

ければ激ぢない︒理論的癒しくは懸鯛曲以外の︑さうし

ゆる人が︑義務として他入に要求する一つの關係︶に激

る︒カントが跡歴てし九や︑うに二曲の欝⁝念菰き口旧曲を甑乃へ

てそれは廓貰に幣炎蘭な︑勃麟に輝いて考へられた︾ので激のる︒

つて︑紳瀬に入るのであるQその際心意は︑閣下時に穣側宮の

いてのみ︑それはあらゆる他入の倉掛に饗する要求をも

灘蕉瓢に適修するのである︒

拠とひ﹁四日的叛瀞ざ﹂といふ︸胃葉距砺添へてではあ・つで．詣も︑

印象による快感め⁝早なる感受樽⁝を越えて︑薫る高貴と昂

揚を煮識し︑他人の綴偉を竜︑その毒断力の︑・岡様の格⁝
．

の矛后嗣では厳いか︒

の想艶する

叡㎞智的な謝もので瀞のる︒．我凌の︷薗級認福野さへそれに一致﹁†

華に從って評慨するのである︒

これは趣映

羨と善を繊面し允カントは︑しかし︑美な蓮徳性の盤

が生するであらう◎この紬罷力に愛いて︑甜判断力は触他の経

驚に︑趣味のなす講要求に此べられると︑明らかな矛盾⁝

る◎またこの〜致が．なければ︑それらの潤㈹識距醸あ刀の性脅ハの

ベイシみビイレ
カントによ為と﹁ 挫 滅 醒 拗 ． ⁝ ・ で

やレ

へるのみ

で︑いかなる礁性蘭曲槻もそれに遮要することのでき鳶

験的麟定に奪い しのやうに︑醸︑齢︐的法諺の他律性に從は

びぽおムじ

ゆる︒㎜吊に⁝蝿礁⁝が聯

いやう森擬念に︑先験曲に駅冠せられる涯鞭拡象微で

ず︑むしろ理儲性が歓求韓髄腔に耀してなすやうに︑その純

あるOそれは擬へ応に先騎⁝的に灘ハへられる直齢観即ち捻震

あるが︑しかし爺の薩接のではなく︑輩激る爵接の一つ

粋六識⁝足の欝験に關しで．霞から法則を附輿するのであ

で

について︶経験約擬念の霊芝性を茨はす警めの霞鞭は︑

⁝徴であると考へ拠︒︵五九箇〜︑﹁蓮徳盤の数微とし吟ての塾く

ぞζに薦みることが許さるべきであらうか︒それは一つ

理論的もしくは蜜践紬にのみ考へられる隣酌の概念を︑

ることが許されるとして竜︑それは概念を豫葱する目的

・更しゲベ嚢⁝間隙竜ない︒しかし︑鷹蘭の概念が撫いもの

この規定には無一らの曖瞭電ない︑從ってしれを勝手に繍久r 威立しないゆゑに︑・それについてば︑羅馬の翻判臨⁝力が聡脳

概念であ石︒瓠の購的に・曾致するごとが合購酌曲である︒

八

碁6窮

一つのぞr

瀦足感を見患すことを︑激へることによって隊いはば感嘗

い飛縢隅なしに可単路ならしめるのである﹂と鰍説くのであ

る︒それは主親 に 騰 け る こ の 内 病 的 可 輻 騨 挫 と ︑

れと一致する膚然の外論的可能性のゆゑに︑窒槻その竜
塾
のとその外に器ける或竜の︑自然で竜なく︑盲由で竜撫
る︒

ものにおいで卦理論的能力と留薩眠的能力が︑それらに共

つけられる或竜のに懸聯諭するのである︒この綱盤悠樽講剛な

あるか否か︑色彩を名づける純潔︑謙譲といふやうた智

る概念麟Wち叡御的徽ものが︑それ向⁝身霞ち忙鑓徳的轟⁝で

流穴なる寒のが勲爵徴的にその︷観念を描霞弼する戦蜘賄を蹴ハへ

の濃墨から温熱納難覆徳蘭薦心への移動を︑あまの激し

く︑しか亀その癩庸の根猿︑帥ち超感盤的叛ものに結び

通た︑しか亀知られぎる仕方にむいて統一にまで綜聴せ

これとひと︐

一つの疑鰍阿を抑門

慮るとして臨︑しかし︑ζれらの﹁似る竜の﹂翫媒介と

へみことはで鐙ない︒それを附勝ふこと籔暫く翻切の⁝機魯に

身の考へ駈訥のとづけることから生︒・ずる︑

・しく語ゆうみかといふ聞ひについて誌︑我々はカント段

に㎞見られる搬四竃︑弗灘艦艇等の﹁やうな崇︷語性を︑

徳的善の象徽たることを意味しうるか︑ま血建物や樹木

態に似・るといふこ乏が︑果して道

董へが︑道徳麟⁝な心薫鞭

へる撚⁝足︑⁝億霜黛刀の轡由︑剃四隣の菰ほ愚．的原理な芝につい

られるのである﹂と欝⁝費︑それにつづいて︑美と善の興

て︑瞬項目の異圃を比較し︑爽に進んで﹁この類似への

顧慮は通俗曲穴妊婦において竜萱趨である︒我々は自然
もしくば忍術の美なる覇象を︑しばしば噌つの道徳駒勃
定をその根祇に置くかのやうに見える名をもつて陣ぶ︒
我鳶は建物や樹木を翫嚴︑華麗であると潰ひ︑或樵野を︑

に類似する︑或馬のを含む然じを曄び起すからである︒

が︑遺徳⁝的野階によって引費趨こされた心葱恭態の意識

謙譲である︑熔⁝愛があ・ると鷲はれるのは︑これらの色彩

轄激いか︒その︸つから一つ．への移り行pきは正に一つの

懲しくはそむ感奨性と︑滋徳曲騰心と醸全く別の竜ので

いか蹴ることであちうか︒いふまで竜なく︑感性的剃職

よ︑這︷偲酌照肝心へ移駄り行〜︑ζとが可能と蹴るといふのは

して︑慾鷲晒剛査勅職から︑たとひ僻幟習的婦鳥竜のにもせ

趣味は︑懸銭力を竜ま究その職由に説いて︑悟魍に舎鷲

飛賑を意味し噴ければ漁ら敵い︒飛躍は煮味な轟にする

ﾁてみる︑ま霞蝋諏しげ︾であると⁝駅ふ︒色彩で漆へ砕縄潔︑

麟鹸嚇に規定しうべ臨海のとして裟細し︑︸災に喪癒感慮の

領﹄域の閥に驚いて︑はじめて考へ認れるので轟⑳為︒単小し
の

幾

興

︵敷醜︶

脱誤において鄭︑慈官の繭戦鷺戴窺李︑
美

九
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てそこに強い︑飛⁝．灘と婁うで激い飛騨⁝を考へ﹂らる︑であらう

惚○

為惑へ︑不明瞭黒鍵脚礁繍から明瞭⁝激烈薄湿への移勲⁝な一説い九

のは︑羅なる諺語では豪くて︑忌避の飛騨が営めて語ら

︽こには︸つの︷巡癬帆が

かO 礫ぶ震が考べられるとすれ脇ば︑

から鵬追徳的隔剛心への移行を〃説くのと・も似ないであらうか︒

れてみろのである︒さうしてそれ鳳カン︸が感挫麟甥載

我々のなすべきことは︑費にこの我涛の興味をそそる類

豫解せられねばなら監護明らか裳︑こ差ほ；の．字
面贋が灘四在︑す る の で あ る ︒

似をもつ光︑一らの祭読の欝欝を潅濁することをとほし

て︑下院に我々の提愉し距喰囚の濾臼簸牲の㎜月卿への︑

瓢はつまらない暫葉尻を捕へ．るかはゆに︑．むしろその

を竜つことを指示せらるぺ選であらうか︒それこそ鳳の

を進めうるか否かを検討することではないであらうか︒

矛漏するや・うな開銀葉によって難馴られる翼︷総を捉へる縮．意

希罰するところである︑私はひとりカントの丸めのみで

バウムガルテンの考へる融怒性受認瓢嘱が︑犠災髪見為︐九め

を否定し允︒私はしかしここに臨ま血︑磨分の竜ち奔は
．す定跡によって他入の考へを否定する酋に︑語る入霞身

は直親によって見出される景雲性である︒カントはこれ

ワ

によって︑癒し．かに認めうると思ふ︒離あ破によれば美

あることは︑上に精しく蓮べて費疲彼れの論明その亀の

．實ほカン︸が美の揉めに艦張する直筆⁝を意序するもので

︸止夕

尊く︑遙んでバカムガルテンの癒めに愚︑それを希蟻し

の方法としては︑カントの否定駒批評にもかかはらす︑

．バウムガル﹂テンが美を完緊性の認識に求めて︑そこに

ょうとする齋である︒

﹁混一詳し元しといふ鰍脚約を添へ掩ことは︑カントが美を

﹁A口顧鮒性に求めて︑しか馬へ同的叩きといふ言葉を添へ
掩のと類似・するではないか︒さうしてそれは︑バウムガ

ルテンの美翠に取って︑見逃がすぺからざる制約であっ

蕊ける完金性である﹂﹁と︑﹁エステテイカ﹂に馬蓮べられ

くは︑早い迎撃に諮サる趣味によって認めうるか撃りに

霜な美し︑訟見る︑それもまπ完全性が冤られ旋からでな

と見る︑モれは完窮性が親槻■せられ癒はすである︒線の

される完遥遥とは何であらうか︒我々が一つめ花を美し

つの浦鰯ムロを一兄ると思ふのである︒直糊剛によって⁝兄出

によって飼が意味せられてるるかを︑検⁝碧してみるべ邊︑

允完発性を語るのである︒︵︾O℃慰ρつ℃・◎誌・駿・轟鴛

らである︒で災は一つの現象であみかぎりにおける︑志し

九︒それが美の簿から葉影せられ丸商槻性を規定するか

夜の膳さから︑黎明のほのかな明るさを越えて︑貫欺且の岡
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で熟なく︑．外部に豫懲せられ孫といふことである︒この

とが要求せられればならない︒鴬晶観曲であるとはいふま．

外︑蔀曲虚夢に照して︑ 一つの亀のが究儀挫をもつといふ

ければならない︒しかしその花と緑の山猷違つなもので
ある︒ ての︑凸穴は決して誹門じ美では撫い︒

一般に凝はさま

ざまの繍灘難を竜ち︑さまぎまの程慶を竜ってみる︒それ

竜つはずが撫い︒幾ってそのどちらかが美では撒い

ならば︑それ・︑篇違つ丸穐︸の亀のが・︑それとびとしく完登

2か︒もちろん入が

をひとしく︑カン︸が理解し尭やうな意味においての心
際性の現れであると鼠ひうるであら・

る⑳であって︑それに封して優劣の賜係にあ偽他の美を

窒ﾉ蓮っ旋意味をもつものでなければならない︒

ムガルテンのいふ完塗樽⁝は︑殉ントが推定するのとは︑

は・ずであるとい︐ふ結果が引離塁されねば数らない︒バウ

聯想し︑比較㌻るのではない︒優美や滑稽や崇高や︑概

つのものの島民を見︑るのは︑そのもののみに注慧を幽いめ

榔…

らの概類と燈心の差が平然として存在し︑我汝に美の比

以外のものでなければ数らない︒外記に豫想せられる標

とすればそれば一つの概念を豫想する霧親曲奔麟的性

竜のでなければ藷．無らない︒含目的性を意味す為とすれば︑

準であることはできな．い︒完垂性は内幕的﹁癒性貿をいふ

しく畔塗性が現れることであるとすれば︑︑心頭性の環れ

それ醸窒釣的合跨騎射でなければ激らない︒それは㎞つ

一つの赫四一せられ旋画思

一つの融解象である

にほ㌣轍︸つ距種類︑と段階があるものと編乃へられねばなら

一つの山愛一票に︑

識内蓉として︑その将有の意味を朗﹁ち概念をも癒ねばな

こともでき撫い◎

の夢殿心であるこ・．覧がで嚢ないやうに︑

らない︒竜七それが完楽性の現れとして︑；の凝象を

られ癒竜のが完全性を恵つといふこと

ことではないか︒峡くるもの訂しと見られるからでなけ

そこには欝然︑ζれらの爽璽がその上にむいて比較せら・

ではないか︑ぬ蒲灘黙ることがその賜象において見られる

れる竜の卸ちそれらを包猛す為圃っの概念を豫想するか

それに照して検討すぺ登一つの表象であったとすれば︑

へるやらに︑⁝つの概念を豫旧態する客糊⁝蘭ム臼目的盤の一

らである︒完蚕盤がそれに照して検討せら為べ竃︐﹁侮ら

囲．圃

つであるとすれば︑ ㎜つの物に完扇動が見られ為といふ

美 の 蹴 麹 ︵承潮︶

に獄︑それがζの擁護醜蛙に照して︑完桑⁝に一致す惹こ

れば激ら憂い︒バウムガルテンの一丸垂樽⁝が︑カン︸が畿踏

るといふのは︑︐見

ない︒りてれが甑嘩へうることであらうか︒︷笛・黛携が見﹁られ

．較が脚立することは疑．ひが癒心算費である︒それがびと

類の違ふ美にたいてもそれは岡様であ．る︒しかし︑これ

…鵯

菖7黎

を略越えた慈ので汚ければ蹴ら叛い︒とすればそれ櫨欝

かの標準﹂が豫課せ脇れるとすればそれはいか蹴る変象

凝の論へしと辮兄る灘穣は︑嫌なる晶糖鮎騨の構加謡講を離れて存

作粥な喚び鵡しう為撫幾な勇つことである︒もとよ⇔我

れは勤象その為のが︑隷囚なる精紳のこのやう．漁品就⁝曲た

綱凱

掌篇象そのものの構趨に海いて見 られねば搬らない︒紫

在する瓠とはで嚢ない︒それによってカントが云ぴ騨れ

響鱗麟究 銘⁝鵬翼蹴ナ蹴號

ひかへると︑それな影野す我論の煎識の欝競その竜のに

六紫ぴゐカによ︑航げ⁝︑珊蒙が漸興へられる書聖その・ものの織W

の⁝W㍑葉に

説︑もしくは美心・る精紳の統一酌轍作用が威立するζと

広いて蒐嵩されねげ臓なら嘱焦い︒．バ山ソムガル︸アン

激ら撒い◎いふまで慈温くその﹁規則一が︑明弼さまに

を意味す為時に磨いて︑費に血だその意味に闘いての

懸は︑美撫る精聯の作絹そのものの︑その蓑醗としての︑︑

演意せられるのでは醜い︒混鰍⁝せる褒象そのものが︑そ

み︑貌々はバウムガルテンの﹁急心牲﹂を諒解すること

從へば︑識愁繊純．的認識によって我粛のもつ︑いはゆる混蹴

のまま榔慨期のやうな意嘘・をもつのである︒櫨⁝糧⁝的認識に

がで躍ると思ふのである︒尭とびその饗象が︸つの花で︐

一つの為れで広ければ癒らない︒このやうな鹿骨の穂⁝造

は賜認む概念は隠されてみる︒険要概念は︑それによっ

郷⁝叢ほいかに覇藻っても︑それが一つの表象であり︑部分

あっ允にして賂︑織の由であっ允にしても︑その爽象の

せる蓑象が規則を含むやう激竜のであるからで激ければ

て一重的に捉へられ懸ので藷め添︒規則を規⁝則叛らしめるも

一つの続一か⁝出癖するからである︒

によって樽属せられ六竜のであることは︑嫉ちにそこに

ルチンによれば︑鋭敏な︑生噛に充ち癒面明挫を膿出し

譲変掘る麟・融⁝に論ける構紺二刀が︑その︷風息いの形威的廊準面

感惟酌女．識の霊膿として璽妊る精榊には︑バ？芳

のは︑傭よ吟も そ の 笹 踊 紫 女 至 愚 で あ ら う ︒

うる感宮もしくは張い構惣力と︑熊蜘敏な明察機⁝が旛して

ななし︑明察盤が批判蘭糞︑丙を源すことは鶴に涯惹し霞

一．

みる︒完女性はこの構造の作用において見﹂出﹂されねばな

﹁明露一様一は凸流諮る一徹瀟旧の︑一つの必然的な糠⁝暦へである﹂

と蓬．べられ九︒しかしなぜ悠うであるかは越．へられ庶

とほ鯵であみ︒この爾短はいかに購係するものであるか︒

かつ距︒沓だそれは主婆驚能力であっては六ら六い︒難

ら蹴かつた︒もちろんこれらの二りの契機が︑別愚に亙

に窟反することばで逡黒い︒各々の富津が美煮る愁のな

に無煙係に作用するζと敏でぎ叛い︒いびかへると︑五

晃出し5るや5に︑統一繭には六らかねばなら撫い︒そ

鵬

猫に喰κ︑なる静棺謙の他説の能力から晦離されて作曲一すると

目に臨いて形威するめである︒田蒔に趣味がそれを審判

に他の偲抗力を嘘八撫脳する允めの臨鐸かハに止まらねばならない﹁

する︒それは構成することではない︑羅⁝威することを見

り見ちれねばならない︒さうしてそれは構胆力がそれを

とはで蓬撫い〜他の能力に難ずる⁝關係は美なる精聯その

守ることである︒趣味の牢質は明察性で徽げればならな

は考へるこ・．し娘できない︒諏隔昧が強調翻口する綴工費は・もとよ

．竜のの根源賄な構燈によつて︑必節約に規定せられてる

い︒明察性は遺ちに趣味と瞬親するζとはで凱陣いと云

ことが要求せられ距のである︒もちろんこの糖紳に必然

なければ轍ら激い︐︒それが他の二醐に勤する從腸的な意

／はれるかも謀れない︒藝術家ほしかしその測作の崩程に

曲であるものは．輩たる外部的要求によって演⁝長ずるこ

殊をもつべきであるどいふの敵︑いかなる薫味に密いて

・索けるあらゆる瞬︐潟に︑明察儀の協力を竜癒ねばなら漁

い︒それによって彼れの綱作が完溌なものであるか否か

捷し︑掛減する能力である︒それは一つの蓮動である︒
蓮動は繕化である︒蓬動は必然飽に︑酔それに⁝封して憂化

をL判慣し︑．もしくは︑その作藷の槻照が明察駐必要とす

であるか︒構想力は美隣るものの素材︑．葱畳︑記憶を結

の成立する動かざるもの︑それを見守る背後を豫想しな

るやうな構造を附蹴ハすることがで費るのである︒作晶の

ボイムラアが引用するとζ︐うによると︑晶災學第一灘鵬の

ければなら六い︒これに諭して越励の速馬と方向が素立

﹁趣味についてしと題せられた一章には︑︵赤点−郵ぢ︶賓

構造︑もしくは創⁝作の愚礁な鏡敏に毘分けることを︑趣

と見るζとはでき無いであらうか︒それはま癒︑バウム

するのである︒嬉野力の形威しゆく竜のをこの必然的關

ガルテン自身もしたやうに︑趣味といふ名に結びつけて

は劇定力︵鋤磐覧︐舞ご蔭ご．藁︶ のみが漁ぜられた︒﹁蝋

味として諒解すみことは︑牽分認あらるべきであらう︒
エベチザカ

見ること竜できるであらう︒趣味は︑ 一つの物の︷兀全で

つの聞物の翻U撫規は︑その一物の癖79憂盤と馬上滞︸梵⁝性の溜鱒識のう

係のうちに︑あらゆる羅爾に滋いて見守るものを明察性

あるか沓かを︑悟盤竜理性謙も薯リへることので憲ないやう

ジンリツへ

ちに威立する﹂と云ひ︑剰定力織他物を醐定する能力で

︵承鋳︶

コ端

れ旋︒︵輌．論︶ 前の包葉は︑物の究発盤と不難壁姓を明

ぜペレ

量趣味がその生來の素質によつて︑窟ちに美心るものを

な直接性．に語いて︑審耐判ずる輪師力として競闘へられ距︒良

ある︑それが﹁王のと︷愁糠挫附のし．︑﹂にわかれると考へら

醐

選襟糺し︑その齪四欝ハを鰍夙ら鎧いのである︒我々はそれが襯塁
の

︐︑

號

蘂

・
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瞭に認識し︑後の欝葉は霞だ不明瞭にのみ︑憲うして物の

一簸

羅に多少の榔分曲解異を撃って︑殴とんど濁じ結集に遽︑
するほ．か

入の﹁美

らないと考へ悦︒さうしてそれがカン峯の考へる趣瞭で

激することであり・︑構愁嘆と悟性との調和に外な

も鈍いと考へるからで山のる︒カントは明らかに︑

叢ハと醜を認識する能力によって︑陶

蔵襯によって見繊されな主審富合門熱性綜︑霊的な嚢賦

ち趣味をもつて認識雑

することが競かれ允慈のと諒解するこまがで邊るであら
吻

曲に

矧

う◎︵卜鵜3衛綴讐︒ξ法燈緊節謬門門言口賦好篇霧d詳ゑ㌘ド剛織㏄

烽

あった︒雷葉匿蓮ふ︑内賢はしかし︑これら

學の翻⁝心嚢﹂は︑ほとんど蛮くご鉱毒る悪葱を鶏ってゐ

の弱作と︑ζれに篇⁝カしてそれを見︷弄る⁝明察轍︷︑竜しく

性を饗位するといふ黙をヵ興し究︒﹁趣味翻断はすべての．

カンるはそれが叢辮慨賄にして︑しか竜簡臨に轡懸小ズ當

尭のである︒

は趣殊の作用の調和を嫌味するほかはないではたいか︒

すべての人が︐︑彼とひとしくそれを美と明■⁝冨すべ蓬こと

入に如意を要求する︒油壷の駈美として畷 爵する入ほ︑

を欲する︒それ綜鱗々が︑その薄めに︑すべての入に共

すものであり︑

趣味はその変象を煽惑し︑そζに完藷魏を見る︑郎ち趣

高給は︑何が氣に入るか︑それとも氣に入らないかな必

存在として︑美なる精紳の構想力が見出

カン︑トはこれを︑あのやうに否定すべ蓬であっぬであ

然的にま究普懸償営酌に規定する一つの原理な竜距ねば

通た一つの綴搬を三つからである﹂と賞ひ︵芝︶．﹁趣味

らうか◎私はそれに陶激しが究いといふことを︑ここに

鷺らない︒しかしそれは一つの概念によってではなく︑．

㎜単に感轄⁝のみによって規定するものでなければならない︒

疫めには︑黙するものとして省かうとさへ恩ふのであ︑

が浄しかしそれを﹁つの私の感幣としてでは搬く︑一つ

見激されうるのみである︒︵8︶︻︐風選に∴亭づ曳のである

かういふ単磁は︑距だ共馬糧梵︵こC9羨塁◎︶旧解髪葺︷ぎと

る︒なぜならそれは︑いま我湊が試み允完登惟の橡罰討と︑

ﾌ気配滑旧を︑既に不敵川に︑少くと菟⁝塊鹿の我汝の隊桝蘭閃の

て︑誇そらく雷然に試みおべ邊︑カン︸の搬勲肋的合目的

表明するのみならす︑バウムガルテソの完発性につづい

味にご蚊する竜のを見参すζ乏でたければなら六い︒

趣味が︑完壷であるか否かを槍講ずる⁝鋤象は︑客槻駒な

いふ完垂性は︑美蹴る精轟の蜜要な契概としての構葱力

以上のやうに考へを進めで．みるき︑バウムガルテソの

乙a

軸陣

轟腎

の共逓曲蹴竜の︑趣瞭制漸を一つの安常盤を含む馬のな

一

るべ邊理・欄ならしめる竜のとするの︑である︒すべての人

が我々の剰臨に一致するであらうと黛ふのではなく︑

激すべきであると云ふのであ添︒意見を異にすることを
ｳないのであるQ﹂︵n恥︶バムヴガルテソの一網全赫賦もそ

へられたと思ふ︒構想力と︑明厳櫨と︑それらの作用に
共蓮する普五爵蕾性と︒

美なる季立のそれを構戯す為二化槻の統一によ為︐作用

がギ就握濁二女瀬田的であるといふことは︑いひかへると︑そ

野性についても岡岬である︒繕壁面と明察性の調和とし

ふまで亀奪い︒これと必肺然潮溜臨牌係を

もって考へられる明一

滋納必然酌な能力として考へ九のであることは改めて云

よO輩に．特殊な個人に隈られた竜のとしてではなく︑就り

しかし焚叛る精紳を考へ︑・構想力を考へ九のは︑電と

はそれを︑カン︸のやうに明らさまには要求しなかつ尭︒

る︒藝雛霰が︑その作晶の讐懸的に理解せられること鷺

として考へるのは︑この根源酌構燈丈短醗するのであ

の根源的な孕り造である︒藝術な︑﹁理冠せられざるもの﹂

幾が必然蘭に規定する寮蜜である︒それが藝衛その亀の

的に見繊惑れること争部ち諒解せられることは︑その構

の煮味に論いて︑織機愛醒田酌報答腹である︒それが終遜

が戸立すること︑存賊することである︒藝衛作品ほ︑

美なるものが囎兇寓されるといふことである︒菱なる竜の

﹁ れが客親的であるといふことであり︑害応安身性をもつ

ての奨なる精算が︑霊槻約であり囲時に普瀬的安當盤を

要求するのほ︑さうして藝術籔ならざる愛翫が藝術な理

こ

要求するごとに導いても︑カントにおいてと決して饗は

解せんとするのは︑いつれ竜徒ら穴要求では叛ぐて︑賢

にこの猟謝術の根源麟⁝構蓮的剛ち羅桝徳の意漁心そのものによる

要當駒なる舶臨山刀と潔・へられ職掌鰹ハ駈確め・癒◎我湊はこの

懸に引費止められ為私を褒見しな締ればなら徽いか竜錦

私はしかしここ齋で私の雷葉を紳ばすことによって︑

のである︒藝術⁝の意志その逐のの要求である︒

考へに溝期するζとがで取る︑美を見るといふ事糞ほ︑

鋤

批

難

︵承麟︶

これによって︑三つの窺要な槻総に争いて︑たしかに捉
癸

一．

れ漁い︒津蟹ゐ薫憲とあな翫酸讃ふのか︑藝術の薫恋綜
ぼ
藝鶴の灘嵩といふことで総領いか︑その下馬を慶黒する

って襲一な為ものな獄一る能力が︑烹観帥〜にして陶時に普掘⁝

我汝ほ︑美煎Ψの歴史に掛けるこれらの﹁翻織碧﹂によ

も黒いであらう︒

れを要求することがで謹るであらうか︒バウムガルテン

肱計
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一穴

立であると潟縛に︑﹁それを慧識するもの﹂の︒擬立であ

の野に浮き上がちせることである︒その竜のの意識の域﹁

それと猷濁のこ・

る︒そのものが﹁見られるこ乏しは﹁それを見る人﹂の

ことならざる︑翠なる作白鼠の理解といふやう激ことは︑

みことはできないと私は鷺はれるかも知れない︒竜しそ

成立することである︒

偏ではないか︒それ難事衛の鷺憲ではあ

れならば︑私はさきにバウムガルテンの糠⁝懇力が︑必然

賢が威立する允めには︑このどちらをも厳くことではき

創作すみのみ﹂ではた炉︒徒らに絡筆や繋を持つ手を鋤

どこまでもそれは融⁝合することはで堂養い︒ 一つのもの

する︑その黙りに解いて︑それは﹁洛vく⁝つ﹂で繊ない︒

癒だそれはっちしのコ難山であ為◎二つの百は謝立

一つのものが見られるといふ堺

し無ければ菰らない︒それは直ちに．弐ぎのやうな︑さき

的に明察性を豫幽し究ことを︑恩ひ返されることを希望

違い軌それは﹇つの審費の辮つべからざる購額である︒

かすのみでは憩い︒その進行のあらゆる瞬鷹に︑それな

酔他のものを呑み︑他の竜のを否定するこ辱とはできない︒

にも如意も艶事費な語ることであらう︒藝術家は賢﹁軍に

観照を鋏⁝く綱作な

せられて行くか否かを見るのである︒

︐

見守りそれを槍聾し︑彼れの罎ざし無目的が好調に賢鎖

ものは激い︒創作の意志は︑創⁝作の必然的た豫蒲嶋とし

して存績しなければならない︒

永久に違っ旋︑五に他を穂落する︑蓋．に承引する竜のと

る

ば⁝つの出であり︑野であの︑花であり︑鳥であり︑ま

㎝職鷹の封鍛は器魏々の一ものであるζとができる︒九とへ

る葱冨鰹⁝の︷鯉山 心 な み 竜 の は な い ︒

旋人であらう︒それらのものは︑すべて違った欝象とし

ての日沁ることを意志するのである︒見るこ・．﹂を意志せざ

詩風はむしろ一陣直擾にゐ鋼期すること即ち見ること

て︑それぞれ特殊な色と形を竜ってみる︒それを見出

の︑︑万⁝に他を豫給する︑癌鰍⁝的画爪︑齪別の竜とに隷即して

⁝場合に違はねばなら整い︒我々はこれらの相異を︑二つ

す

の目ざされた室題を作高として形成するための行動であ

であると云ふべきであらう︒といふ意味は︑創作は一つ

照覧の蓬験為︑つ違つ宏もの﹂を見ることとして︑一々の

心急へる︒申黒煙帥の酬渕において考へられる﹁昆ふカ﹂

る︒一つの作漏としての裟象が形威してゆくζとの灘験
噺である︒新らしく生まれいつる表象の意識で．ある︒その

もしくは

威立しゅく作晶を見ることは︑その作晶の表象を﹁それ

?滋しと︑零麹⁝的に両署へら︑れ癌κ窮︷鴇焔然﹂即ち﹁畑剃象しで

≒

熟らざるもの﹂︑背後激る竜のから陛別して︑破れの意識

皿、

欝ヲ

色彩の美しさに集申せんとし允ρすべてこれらの態炭の

枳異竜︑．結局は︑その唱︑由のもつ竜の﹂が鍵かれようとし

一つの磁邸﹁

一封象も作風漕も︑どちら実記曲覚の現れである︒

疫難に驚いては一つであるQ 〜つの由の鞭濫つた爾が櫛蹴か

ある︒

山万﹂もしくは一作風の︑よ砂両院い背後の段階に融いて露櫛へら

その﹂ものLを見るのである︒

れたのである︒そのどれ疑見ることによって渦も︑我々は
ｧ

れ飛のが封象である︒硯蝿が一つの竜のとして干れ疫結
県を鷺味する封象は︑それを見る一児戯竜しくは作鳳を︑

らゆる由衣漁瓢樽⁝の癌献腱的縫閨怨である︒．耐鋤心鰻に蕊いてさうで

般に︑あ

幾人かの端野が嗣じ輸概から爲し充風景は︑それぞれ建

あるやうに︑作風に訟いて竜さうである︑すべての入が

闘二とと もに二化を含むことは︑幌発の︑

つ允作風をもつ︑一つとして岡じ作晶であることはで嚢

他の人とひとしく見﹂ることはで癒ない︒優れ元呪術蒙乏

︸

あ霞りに見る竜のは︑すべて撃つ疫作風を竜つ風最のみ

て豫零せられねば激ら癒い︒それが一つの無業の意憲で

違った竜のとして冤られることが︑その先験的制約とし﹂

遷れるζ

である︒すべての彊家がそれを﹁その出しとして叢いた

瀕七

と﹂の︑⁝根源露な豫紺惣の上に立つのである︒︵つづく︶

p⁝の批評は︑鍛に︑この﹁違づ疫漕ものが一見出

ある︒それによつて︑それが餅蝋限に生育するので︒ある︒

⁝

のは掩らきの生來の相異が鳳一出されるのみならす︑興作
の態慶における相異も合せて見毘されねば撒ら激い︒

人は︑なるだけ忠費叛爲生を試み艶︒一入は︑これに反
して︑彼がその由の舎む繕⁝醜を︑明瞭に糞はすことが響

巷ると愚ふ竜ののみを欝かうとした︒叫人はその蜘の︑
爽 の 批 粥 ︵承蒲︶

臓岬

のである︒竜ちうんそれらの﹁見方﹂にも︑輩に目と乎

面兄る山であって竜︑︑次の膿温聞には︑現に見．られるのとは

つのもの甑︑それが欝一かれ二丁であっても︑私が環贋ハに

諒解することがで董ないのは︑これによるのである︒

惨い︒同時にしかしそれらの竜のはいつれも﹁その出門

ｪ横疫はるζとに押湘つくのである︒我々がその聯∵まの

る︒私はしかし︑ここにも一つの見のがすべからざる聞

く﹂と讃はれるぽどの岡一性を亀って成立するのであ

いへど竜︑一つの作縫鰯を︑それを作つ疫興︷術︷蹴のやうに

ﾀに多く・凹む・ものとして驚へられる︒﹁⁝つの山﹂な︑

「，

を欝幽く︒それらの風禁叢は︑それがその﹁⁝つの慮を鍵

蜘｛
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