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叢繍

第三百五十九號

藏

・舞︑

鋼へ承前︶

田

1階奮

晶齎瀧へのままをではな

批簿の飛信及びゐガ激︒批評の歴爽をとほして我々の鋪
サヅゼ

クリテイイクダヅゼクテイィゆア

零材︒協雷￠槍鉱疎ρ型費μ識曾βΦ上野・凶︒︶そζには㌔丈藥と美⁝徽

澱めて我々の見出

と︑客観曲批評の存在することである︒藝術作口噸に

は︑彼れの論蓮に信頼して︑私自身の論強を省略するた

藝術の川蝿評について考へらるべ豊問題の︑戴ものについて

に﹁謂介してみようと愚ふ︒竜ちうん︑すべてでは癒い︒

距◎私はそれを︑さうしてそれも︑ややくはしく︑次ぎ

多くの亀Oを見る︒種々にして彼は︑ラシイヌ自身が全

婦まない述もある︒姓む入は︑そ．の藷⁝作晶においてよ診

れは事實ではない︒ラシイヌの作晶を姓む人もあれば︑

れに附算し療治ののみであると︑もし紫ふとすれば︑そ

一

しかし︑その作贔のうちに券准ずるのである︒我々が建．

く思ぴもかけ癒いやらな竜のをさへ愁見る︒それ勇ま授

美の漁四翻附︵樋ρ賄⁝︶

更によりょく考へてみる允めに︑籍めうると考へられる
．ノー

︑めに︑北竜のについては︑それを一つの手掛りとして︑

す竜のは︑實はただ︑我々肖身がそ

に封ずる批評の夙酌と方法と醗能とが詳細に論ぜられ

バ

O鼠簿峯早事9黛護op雛5認︒ω蒙吋一．U嵐添◎貯Φ釦Φぎ碧露勘？リ・うることは︑㎝批評の屠的の・賃在するζと︑蓉びかへる

ぜらるべき一つであらう︒︵帽￠熱傷〜琶急鰐建質Φ㌶曾O矯U鋳

もののみを抄潟しょうと恵ふのである︒説蓮を短く︑さ

二十

藝綱⁝の批評とは何であらうか︒多くの考へが︑この間

壽

鑛第

うして紗課解しやすくする誉めに︑

植
ぴについて︑竜既に遍べられ艶︑フェルディナン・ブリユ

畿

欝
の

く︑意味の旋だ粛粛のみを︒

攣

ンチエェルのっ批評し論は︑そのうちに論いても特に注意

鷺1

轡暴研梶

第瓢蔦弧十允雛

サンチマン

つた鷺念や慈鷺を捉へる艶めに︑その作晶の亀つ轄軸榊の

影響を要求するζとは︑文藝の根本的な漢書である︒

つの三三に封ずる批評には矛盾する竜のもある︒し
か・しそれらの矛盾は︑必ずし馬多くはたい︒ま幽しばし

ば翼の矛盾では六い︒竜しまた︑批評の矛盾が多く︑さ
うして一旙露大であ為として亀︑我々はその時︑彼らが

煎の批評寂と漬ふに簸するか否かを楡卜してみ癒ければ

ケラベセゐ

にクペプリケま

論明

殊らない︒批評の⁝闇に瀞ける矛盾は︑客糊駒批評の存在
ジゑゼみ

が否定せられる理爵にはならない︒
批評の鐵蘭は︑藝術作燐⁝⁝を︑覇卜し︑分類し︑

するζとである︒この三力淡は︑脅那に一つのものである︒

批評はζれによって︑はじめて成立するζとができるの
である︒

アナ ウ ゼ 諏 ．

疑Yンナ濫

論明り以晶前は︑丈﹁菰一作隠賄を岨説明すると云へば︑ほとん
一7・クリイ兀

ど軍にその記逃︑分翫︑もしくは削回に止まってみた︒
八サ鷺といへど・もそれは柵三川ではない0疫だ作訊⁝の論明と

翼に云ひ弓るためには︑それは一つの作晶とその壌境︑

の作晶⁝の州説明の熟めに知られねばならない︒蘇襯術⁝は常に︑

シイほヨ

蔵會の蓑環であり︑作風は人その馬のであるやうに︑作

晶もま九︑㎞瓜にありしものの記號菊しくは三三である︒

一つの作蔽は決してひとり作寂その人のみによって戯
コルラがジツウル

立するのでは六い︒彼れの陶隣代人もま慨徽にその作贔

の鹸欝唱の洗四三諏購である︒彼は時代とと・もに考へ︑時代

は彼とともに欝く︒作謡を藁に現解し正しく論明する掩

めに纏︑作轟その︑竈のと一代精薄との⁝關係を研號し激け

れば激らない︒輩にその一斗もしくは時代とのみでなく︑

それにさき立つ作贔論よびそれに患いて旧作せられる竜

のとの︑三三的強聴な明らかにして︑はじめて十分醗明

することがで費為のである︒

批評に葺ける介．類︒説明せられ允作轟は︑つぎに分類

せられねば叛らない︒それらの作阿⁝⁝の㎜側において類似や

胴異が比較せられ︑種類に訟ける下位や上位の等級が麗

曝せられて︑ 一つの困頓し湘諭類がよ厩立しなければ撫ら
ブラつゾシイプシワン

プィブイィク

ないQ分類を認み原堀は三つにわかたれる︒

その作晶の種⁝灘朗の没噌期︑文呼藝︷般の歴災導との醗齢脚を明

あっ允とすれば︑婆⁝徽の駕V級に灘いて凸詩を繍⁝講〃よりも

く︑またより正確に物を由獄はしうるやう叛覆類の籔翼術で

一毛下職学的原理﹂たとへげ⁝︑詩．が捨⁝霞よりもより深

らかにし碧ければ癒らない︒作蒙の郷里︑寂庭︑身分︑

上付⁝に⁝直くやうな竜のである︒

らら

蒙柄︑氣質︑激育︑時代︑そのほかさまざまのことが︑そ

ンやンル

二

69．

づジ

ピシイプモゆず

ヨ

ニ︑一徳的原理︒郵術は︑入が入の掩めに作る亀ので

ﾆの燐係が考へられねば撒らたい︒︑その勲一寂購め蝕鵜㎜果は

ある︒とすれば．そζには塾衛の駄禽的使命．恩徳と籔

ｻ煎ほ逓繭悶に龍衣はすから弔ドこめる◎その膨甲式がその内︷終に︑

れらの作隠陥が︑種々の内︷聾を轄駅弓50掘⁝樽⁝酌に︑しかもま究

鷲期の俄呼級に誇いて︑あれほど幽麟くい許榊凪せられるのは︑そ

コルネイ晶らの諸作が︑フラレス演⁝醐黛に論いて︑旧作

．．弓鋸ウの量によって響れる・モ亙三ル︑．ラシイヌ︑

三・ブ滋強強磁駕鋤文藝作高の債櫨は・それが寮︹環する

級を焚見し撒ければならない︒

更に科學酌原理によって︑．それ隊のものの齪に齢ける等

脚欝

も凝褥失せしめるであらう︒

を措いては︑漁御瓢桝はその帝⁝諦⁝を失ひ︑批瓢郎の瞬蘭酎のみな

らす︑隙臨時に⊥又臥の量的を懸へ

藝徳の作晶は︑硲人鵬精榊の謎災の︷つの雛録亀しく鳳

︷つの罷號である︒とすればそれ纏︑多かれ少かれ表競
シヴィ

酌であり慈蔓に充ち︑ 一つの⁝︑心の三態し馬しくは丈

賜を表はすであらう︒我た酸常に藝癖家の愚想と手︑

リザシオン

意濁と自行との簡に誇ける資盤の親れををこに見出すで

あらワ︒それはいか叛る別の﹁記號﹂どしてよりも︑そ

れが本來あみもの︑部ち三三作灯⁝⁝乏して驚・へられねばな
ら簿い︒

我汝の無為に轟ける鋼翻には︑．或は劃そらく︑我凌の

藪い趣味︑誤れる先入見派ど髪混眠ること竜あ添で獄あ

らう︒批騨は堂⁝にその個人的誤謬に陥ることな警戒し癒
アプレシほ

ければなら撫い︒批評の課題は︑渦虫な正しく知り︑正

翫罪Wの海黄能︒旧制町の樽凹能ほ藝川鶴斌露身汲び糎獣醐の晶万肉

しく享受することにあみ︒

め︑璽徳の二重の要求︑それに螺旋す為方瀧を指し示す

た影響することである︒．藝術の叛しうることを敷畳せし

輔臨⁝の義務︒批評は嵐酷に舗臨である○かつては幾評鋳⁝

﹂

／

薦

れが藝術鍮托ちに影響しうる寧蜜を知ってみる◎翫評は

人は騨に︑批評は無恥であると灘ふ︒我療はしかしそ

蹟

ことである︒

襲の撫剃︵魚鶴︶

よ勧蟻壁︑さうしてより深蓑館驚の蓑親となつ禿︒判駆

かつ売琢のは︑命や挽動気の偶入醜翻る菊のを趨えて︑

の氣まぐれ︑不機嫌︑趣味の卓越の藷僧の美翼に過ぎな

︑充濁しえたζとを示し托からである◇

し︑その作鐸Mの稀⁝類の歴典において︑完金にその本質㌃

ジャンル

く適含してみるからである︒絶戸たるものを完憂に表現

幣の性格に︑もし護は行動の蛙格が主題の慮熱に最竜よ

その方法がその賠的に最もよく呼出し︑作風の自然が熱

暑触
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熟とひ碧羅が鍍㎝らの反

抗に禽

学徳寂に肖分をよりょく知るζとを助け︑彼らの才能の
?へ﹁漕騨くζとがで灘αる︒

愛し︑分類し︑論明することである︒ζのどれ一つな除

いて竜虞の挽騨を傷つけ︑馬し〜︑はそれを不自然捻らし
めるのである◎

邸ちプリュソチエェルによれば︑藝術⁝の批評は軍なる

批評・嬢の氣まぐれもしくは自分の趣味の卓越を斑尾る自僧⁝

のやうな竜のに太−つく︑二丁的なる蓑明ではなく︑て︑瞥ハ

口蹴の霧鯛隅的な嬢贋に太コつく齢判麗鋤︑ム鳳類︑瑚説明である︒科

くはその結果蹴らざる
と美學とは︑椒雌鑓的にも︑

されるのである︒藝術⁝作藷の批詳とは︑それを翻碍

せられ疫

ドゲ
ジいかに關卸するか︒未踏をそれは荷ふ馬のであるか︒人

その産出 にいかに影響し拠か︒藝術発般の歴・災にそれは︑

か︒彼れの同時代入は︑時代の糟紳は︑愚去の時代は︑

る藝野宮によって︑いかなる環境に誌いて打出

學聞︑⁝題徳にいかに蘭慨するか︒それを分類し︑いか撫

泣班曝に置かれるか︑い．か撫る藝術の秩塵を形威するか︑

か蔽る優劣があるか︑㌔の藝術⁝の種一類に謁して泌か癒る

それらの作麟隙が他の作高に比較ぜられるか︑そこにはい

直隠なる電のを︑いかに褒はしえたかを鋼恥し︑いかに

を表はすか︑その塵黒の方法︑その作風は︑いかにその
︐藝術の種類の本質を変はし︑作轟の櫃億を決定すべ邊絶

に照して︑ 一つの藝術作諭聞のもつ形式がいかにその内容

學的．置物酌︒美答案の三つの方面に製鋼せられる原理

に一つの客櫛⁝溶融一望徳謡剛⁝昇画一の醐⁝明である︒郎﹁ち藝癬⁝作

ものしの上に

のなしうる︑さ5してなすぺ豊識別である︒

が見出

はじめて翼に︑これらのものの︑覇蕪もしくは翼の存在

賢⁝競的にも一つである︒それらの亀のの統一に激いて︑

・ものはない︒赤島に批評と丈燕倒礎

にして．これらの法細の膝⁝燭軽し

戯曲の法則ぽ戯曲の購⁝託し盛⁝⁝關係でばない︒批評魏制麟

﹁丈藝史しを馬た意い﹁︐美學﹂は︑いはば墨串櫨閣である︒

において︑その悲礎として同時に爵粍その結果として︑

﹁美羅この慮用敷らざる﹁謬言﹂は︑幾評ではない︒他面

．おそらく人柄︑我汝が批評を文藝災と混書し︑それを十
分葵學から職超しないと云ふでもあらう◎しかし つの

鳴いて賞揚するとと竜ま尭批評の腋すべきことである︒

ある︒それを︑不鰹綿に鼠︶僅に望めく﹁にせ

懸れ謝る嘉徳の功績は批評にまって表彰せらるべきで

せ竜のと混隠せられては叛ら漁い︒ζれ蛤ま尭批評のみ

崇葬を捨てしめることがで昇る︒翼σ話術的才能が︑に

確保することができる︒世論の方向をさし示し︑誤れる

ひ︑彼らの僑頼を確保しえ撫いとして竜︑彼らの公衆を

潮力
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開により︑人二八の茨めに作られ飛鰭瓢騨の蘇墜災の記録〃とし

て︑いかなる人閥的﹂窺賢をもつか◎すべてこれらの間々

海とぴ或る批拝︷数霞ちの間において︑蒔に構らかの矛

な設明せんとする・のである︒

一σの作晶の⁝批評蒙が︑羅にその亡者についての邊憶を

語ることのみに満⁝足して︑﹇︑彼れの詩蘭原則を攻珍しよ

うとし癒かつたしのを償辮輯し便ゲエテが︑他の一人の批

評隷を語って︑﹁彼ほ詩人にその行くべき道を指欄．しょ

で被を薩正するやう激ことはで邊癒いから︒﹁入は詩︒八

うとし叛qζれは大嚢い誤りであるし8叛ぜ蹴ら︑それ

を︑︑薗回廊が彼に賦興し疫竜のよりぽかの庵のには決して

盾が見患され疫として竜︑それは彼らの鰍入女談謬が警
戒せら勉ねば厳らないといふに止まり︑客⁝観的翫⁝

で嚢ないであらうし．と云つ弛のは︑

許その

竜のの存旛・は︑ζれによっては脅されるものではない︒

娼幾OげΦ誓欝￠◎Φ鶴レρ燭︒良蜜霞ご回田囲・轟慶・8擁︶多 くの一例

反する考へである︒あ艶か・も

偲になるのかしとフ獄オペ

○っ護＄噴︒群野師暮oo魯窪⑦Q・

一人汝を一嶽へるζと菊で嚢るゆ

乙Q〜影沖℃・督こ︒︶更に多護の；ここには省略せんとする

エル竜最っ熟︒べ鷺碧魯Φ溢

を認め撫い︒そ・れに⁝批一許など

は人が自分にその狡徳も蜘ら蹴い駆⁝術の批評なするζと・

びユ⑦鴎①鈴βo駐伽︒湾昌禽きN昏滞ぴの登q蔚げ壇鄭鎗急禽r≠望ゆ︶︐私

家に從ふごとはで霞石いと鷲っ海︒︵︵︾湊嘗①5誕郎護窪◎塊・

あてて︑﹁敏養に富み︑豊か激趣味の比々らしいし批評

それを叢書選する人であるやうに︑ミレェはサソシェに

考へとは︑嫌とんど急く縮

汝を承服せしめる例の⁝つである︒ブリ晶シチエ手ルの︐

め︑さうしてそれ粒藷つ沁人の名によって︑論そらく人

ハ魔aε同ヨ等ゆ膨MφO苧

允とひ一部の五二が周回の批評を無溺乱し陀として竜．
蔑

藝徳の批評は無絹でほない︒それは髄しかに藝術につい
ての輿論︑に︑翼脚徳蒙に︑藝艦粥〜晒欺のゐカ︷囲に影響を幽興へる

藝衛醤蝦ちに被らの才能を自発

へ
ことがで邊る︒高価のなしうることを自鋭せしめ︑・それ

に適する方法を指示し

せしめ︑その蓬むべ邊方向に導くζとができる︒敵意を
示す悪徳家があるとしても︑批評は隣代の輿論に三って︑

貫に才能ある菟のを示し︑隠れ怠る功績を表彰し︑偶懲
化せられ元まがひ竜のには︑世論の籠を失はしめること
ができると︑晶徴は考へ脅のである︒

多くの芸術⁝歎拠もに取っては︑しかし批評象が彼らを
指導す顎るといふやうたことは︑さ豊にも断つ艶やうに︑

決して認むべからざる室し謹恩ひ上夢に愚磐なかつ発︒
・癸の鋤興︵承箭︶

鼠
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蕪姻術⁝．の批評を ．覆るに観する竜のとして臨賞為する入々

る偶鋏⁝の事鰹ハではなぐて︑鱒粟為深い根源的な理由の上に㌔

として否定する人々とから︑我汝の知夢吏熟ことは︑そ

して霞かれることは︑いかなる刷のζとで轟轟く︑漣つ

一つの⁝蜘禁が澱いった馬のとして雛μられ︑蓮つ允ものと

立つことを知つ癒のであ為︒

れがどちらも二つの問ひを巡って霊産せられ允といふこ

脅繊と色とがるこに見縄されるといふことである◎試み

にこζには一混羅盈点けて一箪に輪郭の線のみにつ

﹃を

る奴果をもつがといふ閥ぴはその一つである︒藝四二

されるのである︒これ

ばむ．ら敷い︒外﹃形のみが澱⁝ふの．では撫い︑澱㎝つ拠

らの諸契機のどれ一つに亀︑その三三を左右するものと

精気を含む竜のとしてそれが見出

されね

馬ののどれ一つ違って竜．︑︑そこには鱗・ず別のものが冤出

形威する線が︑その方殉と遽さ︑太さとそれが紙を抑へ
惹力に驚いて︑沖つ挽作風を馬つことである︒それらの

︷つの鉗∵駅を

いて見ると︑灘一つだ竜のが漁猟かれると獣︑

9頭蓋をもつて

レオナルドオはミケ

して︑轍︸っ疫亀のが見出されるのである︒

こり瀞鰯鮨的理︑臨糊に規ぬぬせられて︑

ゼuは︑イクリヤの雑学とフランドルの給⁝戴の相異に注

ランゼ獄のやヴには蹴如くζとがで蓮蔽かつ授︒ミケラン

鐘が先天醜にもってみる︑それぞれ燭禰の見方幽門ち作風

意し托︒さうしてそれを語つ掩後に︑イクリァで作られ

フ爵Oげ儲無海劇毒①一◎い彫・Qωゆ⁝轟O︶

によって︑すべて蓮つ掩﹁その饗しとして騨⁝かれる︒圃

へH痢︵筒哩O陶幽

我汝の肥大なる聯繋も高遽導燈周轟Xのやうに欝くことは

ﾖられる燈

た給認可のみを︑贈銚に絡識蹴といふζとがで毯みと鷲つ翫と

ころであっ霞︒ ︷つの山が鍵かれるには︑それぞれの鍵

象﹂として見出されねばならないといふ事驚を知つ疫と

それ群﹁︸つの封象﹂が︑摂甫嶺に蓮つた﹁一つの封

ゐ海であらうか︒︑

は︑この職一ひに警へる距めには︑い．かな︸

エエル．の考へを遍く拠めに︑私自身の考へ粒．とめ掩地階

をも申っ︑いか翻る磁群肝㍗ぎもつ．て一議嚇乱す︑為か︒︒フーリ瀟﹁ンチ

てこ．のやうな二つの課題を竜っごとがでまるものである
ぬ
か︒．臨ちうるものであるとすれば︑それはいかなる根源

指導しうるかといふ閥ひは他の一つ︑である︒批諦︑は果し

と・で．むる︒二品術を正しく理︑鱗糾するために︑．それがいかな

と︑それを無纈激馬の竜しくは鳴禽に前立しえざる亀の

ノ、
嚇

じ理由によって窪究そめ糖が︑それを見る入々によって
すべて繋る相異を・もっ て 回 見 ら れ る と い ふ こ ど で あ っ 拠 ︒

我汝はこれらの口置轡通に見爾される寮費が︑褒に輩な

韓牒
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で催事かつ光︒彼らはすべてその著るしい特質を竜つ⁝硯

饗へる隔ので藷のる︒門︐窺峡⁝に比べて或る激つ允竜の﹂を

である︒しかしそのやう漁時といへど竜︑彼は﹁肖然を

へするではないかと﹂も巽はれるで瀞めらうか︒そのと醸珍

ｭ・のである︒欝園無と︸盆く燃鰐のものを常轟くのではない︒

れ・︑︑精蟹に⁝致しズ鍵く手に誇︑いて︑淫つ疲ものを見鐵︹
一入の入物の姿・︑も︑一・奉の

異に寿いで︑といふのは︑纏⁝らの隣に荒いて︑周臨にそ

すほかは蹴かったので融のる︒

松の枝摂⁝が︑他入の維に慶いて︑演分の漁拙かない︑鶴⁝ち

見襲い竜のとして鍵かれたのを見卜し撫のである︒

っの﹁轍識かれ旋評もの偏︑

感同然こそ康本であり譲⁝礎であった︒

作晶は自然を﹁委し允﹂のである︒それがどれほど優

れ寵製作ではあって馬︑それは﹁膚然と違つ髄愚の≒富

か癒る竜の陀いへμyも︑それが

こと竜︑驚溢窓ま潔まの意映〜に涛いて藷⁝られることがで

の講一家の購幽いπ作潤醐を︑それが篇され九地黙に蕊いて︑

み︒我々がそれらの作品を︑晒しくは一入の謎籔が︑他・

コ隅である︒凝然の竜のとは違つ究灘物質による危と彫を

翫一つの意昧粒竜つ幌畳構⁝幾として形戯することはその

嵐然と我汝は敦ふ︒しかしその艶然は費は我ゐ霞身の

鋼入麺冤方をもつて兇干し髄膚然である︒その慧味に轟

いては︑それは一つの碓請㎜と岡様である︒といふより藪

いかなる他の欝蒙の︐作晶より竜︑我々に歌ってはよ参笹

下然はむしろ我為憂身の欝に戴ける︸つの製作である︒

いふことは︑・彼が椿異な︑彼肖らの竜のを棚掬すみとい

韓燃撒︑より確轡へ激篤二の作晶である◎このや5心慮然を

びうるのみである︒しかし必ずし亀さうではないと鷲は

ふことであると讃はれるであらうか︒さうして麗・にそれ

し海竜のである︒戯曲が外界に驚いて︑・否外界その もの

一人の叢欝⁝が爲し合作隠㎎は︑いはば我凌黛身の作㍑⁝⁝を御鳴

美の挽鋼︵承欝︶

七

に︑まπ．それらの兵威に︑著るしい攣璽を蜘へて牽きさ

の義では振い︑彼らはしばしば意識して︑封象の形と色

れるであらうか︑彼に闘凋の作風をもつて自然を見ると

が難を揃へて船艦つ髄やうに−彼らを間む自然な麗Ψ

るこ為事で瞠る︒いか煎る電鍮も一多くの偉大なる美

亀つそれを高くといふこと もその⁝爾である︒

承る︒絡書が霞然の時購的な為存在帽瓢璽間化して︑それ︐

然ならざる﹂竜のであっ髄︒讐︑輿然ならざろ竜め﹂といふ

ﾉ器いては︑それは外界に見撫される艶然と同様であ

霊かれて﹁そこに上る竜の﹂として見患されるといふ塩

蓮っ尭見方即ち違つ霞作風に糖いて鍵かれ允作晶のい

鴬恥

それを篇L飛自然と野照して兇﹂る・やうな揚金を〜考へてみ

讐ハ
…徽

嘱
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知つ癒のである︒いかに疑ふと匙それがその趨然と見え

哲蟻研究

として︑1我々がそこに我々の存在を耀く︑そこにこ

る以上︑それはその自然である︒彼が欝いてるるその線︑

は︑一つの一難らしい磯牌見である︒それは疑ふべからぎる︑

そはじめて我々の存在を保ちうる世界として1見出す
て深く我々に呼びかけ︑我・へに親しく︑最も確嗣疫る悔八

その色はまさにその白H然の竜つ線であり色である︒それ

鍵盤㌘もって見られるのは︑それがこのやうな我々自身

︷賞である︒それが自分の見るのとは違ってみるといふ理

醜によって︑その存在を否定しようとする試みが一さ

我々欝身一の瞬によつて保︑讃せられ允確圃允る⁝親 覚の鱗

費に観聾としての我々の最も量器な現れである︒縄畳酌

そこに見るのと発く吟じ﹁一つの二男﹂が︑彼に降下⁝な

つ梵ものとして鍵かれてるるにはしても︑それは我々が

彼れの後ろに立つ人がそれに比較する自然と︑いかに漣

いであらうかQ給⁝欝は説明閥では叛い︒藝衛⁝作品が遮断

ことではないといふζとを︑改めてくり返さねば叛らな

る﹂といふことの意映㎝が︑﹁白⁝然とし唱て覇馴せられる臨

は諒解せられないであらうか︒そのしかし﹁自然と見え

であみといふことである︒鍵かれ血自然が白M然であると

と見える自然らしさをもっといふめは︑我々の目に自然

αて我々は．瓠自然が我々の見るのとは︸っの﹁違つ飛も

一が︑攣る精紳を︑疑しくは生命を︑即ち何らかの美を

竜つ⁝璋竜の﹂として見られるといふことである︒この意

い・ふのは︑一つの自然を黒く線と色︑それらの竜のの統

かに︑我々が一兇るのと岡じ自然として見られてるるの．で

味を導く竜のは︑㎝藝籍⁝の鞭舞において︑白﹇然とは断ふこ

の﹂として見られることを知るめである︒我々の見る繊

あることを︑承認しつつ見るのである︒そのやう繰形と

とはできない◎

一つの作斑㎜が︑もしその桑部竜しくは⁝卑

色に卜いて玉︑一つの霞然﹂は存縛する電のであることを

と色︑それらのものの統一と淫つ允ものが︑しか憲丸し

﹁その風景﹂の嚇つの別の萎である︒それを見るζとによ

﹁批評しζそ常然否定せらるぺ毯理由を︑既に十分諸君

の名において〜敢て企でられるとすれば︑そのやうな

うしてそれが⁝部の人に論いてのやうに︑︻藝術の批設﹈

ﾌ露然に誌いても事様である︒

自己の次ズであるっ臼摩の晋に誇いても︑︸災にあらゆる意

の創作するものたるがゆゑである︒風乾の見る慮﹄然は︑

膚然が︑いか撫為解毒のいか癒る優れ距風景霊にもまし

八

見目ヵによつて贈兄窺され比のである︒それは我々が瑠掌る

一入の婁がその溝鼠を晶剛起して爲しっっある作品が︑

映

7，5

にその一声に粘いてで馬それを鋏︽かぎり︑それについ

騨にそれを．﹂︑相異する電の﹂として見出

縫を見分けるζとは︑新掩にそれを見ることであり︑︑同

に貫いて馬発然そ丸を餓くやう癒竜のを︑我々の口は見

て相等︹するのであみ︒﹁それならざるもの﹂は︑L石に雪

ることである︐︑梱毒するとは︑それならざる竜のに肥し

す露分を饗見す

ての指摘を受けるのは平然である︒しかしいかなる部分
るζとはで麹町い︒叛ぜ強らそ丸を穐⁝賞することは︑垂

つ洗やうに︑三蓋郎叫ち演分の外界に見る輿然であるか︑

私は一つの疑ひを一ζの審察を進める聞一窪く毛

るか︑どちらかでなければならない9

竜しくはそれ富み作訂鴫として遜蓋し允遜分の作風であ

然斜脚酌敷らざる線と色とを考へるζとを︑即ち不可此賑
糠るζとを考へることを轡愚昧するから売である︒
・新⁝しい一つの作㎞風は⁝常に一つの斬⁝㌧い覆㎞兄である︒ミ

に．陰されてるる︒彼は疫だその難を懲って︑それを塾して

ち幾けて・覧た︒私はさきに晒撃つ九︑ ︸人の廃家の作風

ケランゼ殿が︑彫刻蒙の想像する形象は石その亀のの申
みる石を取除くのみであると考へてるたと億へられるが

︵甥H帥◎犀O填脳内ざ㌶甘げ免欝慕qU◎ざ℃憩・ぢO︶それはまたこの は︑その入定錨偲の見方である︑臨監よりぽかのいか搬る磁轟

烽ｻのとほりには見ることはで蓬ない︒それ泳ら一

さうではない︑意志そのもののは弛らく難として︑常に

のの現れである︒我浸の目はこの意志に規壊せられて︑

いかなる騎のことで馬戦い︑それが藝徳の意志そのも

憩いといふことでは漁いか︒私はしかし右に叫べたやう

るζとがでぎ卜いといふζとは︑彼れの見るものが見え

どうして見ることがで凌るのであるか◎彼れのやうに見．

私ほ私自身に間は．ざるを得ない一それな彼以外の人が︑

漁味においても諒解することができる︒

新しい自然の磯見に向って進むのである︒藝構の世界を

に︑

一つの﹁⁝心入の作昂﹂として︑しかし﹁我々が﹂それを

九︒そこに疑ふべきすちがあ岬 9であらうか︒いかに瓢の

とを知った︒根源的な略工合の︑それが一つの馬脚れであっ

したにして竜︑．

見るのとは鞭槽つ☆趨思せ

人の鱒国璽が琴芝

である︒︑我為が⁝︐鐵熱とし∵．見る竜の﹂とに別の︑︷つ

ﾌ批酬月く承舳削㌧

九

彼れの見る自然竜私の見るものとひとしく根肥蘭叛⁝親畳

晃出し癒◎そのかぎりにむいてそれはま疫﹁我々の作晶㎞

一つの作風は輿然の一つの新しい姿の磯見であるζ

斎くするのである︒藝術の世界を深くするのである︒

鍵…

の新しい形態に溌ける自﹇然であみ︒その作風の辱つ糖異
離ハ

r・6

騎せられ九偶物として騰出せられるゆゑにこそ︑はじめ

するものは︑それが︷ゆの特殊なもの︑鶴臨のから解職

﹁見られ漁法竜の﹂があのうるであらうか︒醗騰の産黒

の繋れである︐根源酌鷺即ち曹燵必然曲︑翠黛慨の理れに

こに始めて見る︑從ってその撫懸殉らない競物かであら

その栗物は我汝が省くから箆篭れ飛懲のか︑若しくはそ

や蔦に︑それを⁝︑⁝二つ髄脳覇にとして附児ることがでまるq

げてみる二とバで蓬る◎我々獣遮断めて満場に︑自明の

の㎝つの鍛・純撫手掛りとして︑∵一つの果物の絡を取りあ

﹇Q

︑てそれが﹁そ⑳竜のしとして⁝見られることができるので

う︒その︷汝の果物の竜つ形と色と︑その大嚢さを︑

鰯蹴貿践十九猟

ある︒〜つのつ異れる竜の﹂なればこそ︑鳳じめてそれ

醤畢研兜

が︑曹漏⁝蘭必然駒た存廠なるζとがで搾るのである︒も

て見るのである︒それらの恋のを明らかに殉鷹するので

そζに含まれ笠雲淋の晒⁝邊︑もしくは盈命の緊張をもつ

ある︒しかしその絡を︑コニっの果物﹂として毘るのは︑

しそれが違つ尭見方によって見られ疫ために︑その他の
目にほ覧ちれ撒いものであるとすれば㌦それが違っ距．闘

翠にそれらの

それらの黒ハ物の角﹇と

形とふ八蓬盛について︑︻二つの亀のの照凹に蔚骨ゐ為る關聯

つ﹂の興一物を見るといふのは︑

汝の亀のを見るの左敵同じことではない︒

によって冤られ允といふそのζとさへ認も見患され撫いで
あらうa關心覚の惜︸界は嘱溌そらく・域質し撫いであらう︒さ

酎つの離穴術作温⁝は根源的な親節の現れであるゆゑに︑

或ものほ党則い影をもつひ︑そこには色の封書と難〜縛⁝が見出

熟して黄色流しくは赤色である︑或ものは緑色である︒

を阿兄るのである︒癒とへばそのう瀞りの︐﹁一つのρもの﹂は︑

根源的に曹濫漫激る親照懸要求し窪ければなら旧いハ．魏

んで向ぴ合ってみる︑それぞれの庵のが位綬を魯ってみ

されることがで隔る〇三つのもの嵩み懸それぞれの輪郭

る︒そこに凝讃が見萬すもみは︑次ぎに試みるやうな幾

る︒隔たってゐ為か︑樵滅多圃してみるか︑銘しくは前後に

を三って︑ひとしく背歎の醗に置かれてゐ為︒背暴を挾

つかの決別をもつて欝られるζとがで蓬る︒知難せられ

とがで奪る◎これらの〃擁粛の﹁闘脚係﹂は︑﹇︐⁝嵩っのもの﹂

躍癒り合ってみる︒我汝はζれらの激置の關係を見るこ

授繍榊もしくぼ生命をもつて見嵐されみといふことであ

の最も山人闘い剛つである︒︑私讐それを明らかにする免め

ろ褒象と︑それに笑いて翼れゐ亀のの 賊鯛は︑そのうち

照とはそれを形戴する線と色との統︷が轟そこに含まれ．

うしてそれが湾へえらるぺ壷であらうか︒

「〜
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線とは︑どちら恵それぞれの一中態に嫁ける予研の延長で

調てゐ激い◎そこにまのあ穴り蓋か撃て購に見える色と

る︒關係その内のは一つのものの色と形のやうには鍵か

を覧為ことに耀いて︑はじめて異るζとがで嚢るのであ

ふことである︒一つの大長い果物に封して︑

が一つの大きい竜のを中心とする一つの続︸な見るとい

く注慧せられ☆もの﹂として見嵩され為のである︒避れ

なるも・のに﹁稗ふ泣欝二に︑齢ち心の．瀞︸繰に︑郎﹁ち﹁少

れにつづいて︑皆野におけるその他の泣．澱な︑郎ち主要

一つのもの

ある︒それは一つの蒲罵號によって﹁つの零漁闘を形づくる

はより近く溺

副つの竜の敏より澱一︸く八一かれて毛みるであ

らう◎︐二つの馬のの距離な⁝拘るとほ︑ヱつを隈別するご

﹁酬つの亀

の﹂には讐臨開田﹂はない︒關⁝係は轡邸に︑關愛する竜の蘭一

のであ為︒

とによって︑二つを結びつける電熱⁝．を見るζとである︒．

即ち﹁一つの覗嫌藤藁菰しで︐ある︒

ち隈瑚せられ夜﹁異れる薦の﹂を豫絶する︒⁝︑異れる馬の﹂

く鍵かれてるゐ︑︸⁝つは小さく盤かれてるる◎ζの大麹

ふので悩めるっ 霜かれた聯一っの物が︑ 掩とぺ一は一つはよ八肇

の物として︑色と織とに難かれないといふのほこれを籔

はじめて⁝つの瞬係が見出憲れるのであみQ關係が

つ

翼の前に立た訟ば叛ら払い︒その無限なる宗⁝⁝闘に聴いて︑

激ゐ色と形を見為ことを趨えて︑はじめてそれが一つの

はそれは﹁叢かれないもりしである︒ 一つ︑の馬のの︑箪

を竜って鮫鐙かれてるないのである︒この意味に蕊いて

がで愈る︒嗣隊に14かしこれらのもの瞭それ露身色と彫

に誓い薯兇繊塵れ為かぎり︑そこに盤かれ艶といふこと

それ﹁もの〃物の照澗において糎もしくは⁝つの灘物の翻・分の闘

一つの果物の含む麟紳︒三つの写物の腿の脂鰭關係は

さと小窓さは︑どちら菟他の竜のを憲って︑はじめて見

の鷺が︑そこに轟轟かれ許色と形の傭畳鰯衣漁伽懸もつことの

闘聯として見黒されることがで斯るのである︒もし我々

は︑∵石に黛つ允やうに︑それぞれ輪郭を︑建って無限の聾一

る告︑大憲さの鞘異が蝿揖決れるζとがで逼る︒大邊い

出されるのであ葛︒そζには⁝鵬じ種類の果物ρ形におけ

ひシテゆクル

みにとどまるとすれば︑我汝にそれ発見みことはで塗な

テル

者毒化契︑面々譜諾々勿篇飛知埆

ニベ

もの樵︑よ聖母噛く我々の目を引邊つけ︑寵しくは繕に迫

サテかノ

作ン盤︑驚掌於無二筆趨痕

ル

い︒三つのものが霧かれてるると云ふには︑知畳な超え

される︒小窪いものは︑ζ

る論刀を庵って獄〃える︒それを見る心の⁝嬉野に﹁餓銀の

嬰な薄もの﹂として口兄出

てこの顯⁝聯が見られねばなら闘い︒灘爾田が︑

て﹁童

位置﹂を占める︒蓉びかへるモ三つのもののうちに丸い

奨の幾鋼︵承糊︶

一
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と衰ぴ︑ま海
ザレパ

ノ

一二

侮入に馬その輪郭と︑色と︑特凋の光灘な亀って繁張す

る表面として見患される︒これらの種々の方藪を具へて

ﾍいか叛る傭⁝の憎果物⁝と・も早う︑かへることので蓬ない蝋

つの親発構造である︒我々は一つの柿の籍棚を見る前に︑

しばしば種々の柿を見尭といふ逓去を亀ってみる︒しか

しま養これに反してその絡によってはじめて締な見る人

な想像すること馬で邊る︒我々はしかし藏柄にそれが柿

一つの︷尚

天外之天︑水寧之承︑筆中之筆︑蜷外之鍵︑非二軸入
ヲ
ハ ル
ヲ
ニ ハ ル
逸晶整磁レ能レ得v之不レ能レ知レ之

と黛つ疫のはへ諏嗣被曝澱骸︶︑このやう愛憎費の︑

それが一つの︻︑自．然﹂としての勢象の︑それより懸か

ってみる雅な︑翼蜜の柿を見るやうに齢してゐみか否か

を購いた亀のであることを知り︑その絡が我汝の既に知

一つの作高が一つの量子の︐歴象として一人の美術数に

い︒そのやうな判醐の標準として取り上げらるべ邊過去

い︒雨冷の柿に似てみるか否かを剰断ずるζともできな

はできない︒それが﹁柿﹂といふ急なもつ穀とも知ら鷺

ものを見るより酸かに︑ζのやう二言麟∵作業を二つこと

柿の絡を見る人においてはしかし︑そこに霧かれてるる

いふ桑物を鋤象とする一つの知酌活動である︒はじめて

を舗癒することがで蓬る︒さうしてそれは明らかに柿と

に求めることので・き叛い在り方である︒それを⁝樽成する

關聯を軍ねて︑ そこに形成せられる最後の発顧戦︑郎ち

﹁写象しその馬のの⁝つ0作風における環れである︒
かなる梱入の作風によって馬見取されない﹁封象そのも

よって見出され歪竜のであり︑さうしてそれがいかなる

の﹂は見られ為ことはできない〇

別の起源を二つ馬ので込なくて︑禿．驚倒剛な税鰐覚の薩繊す

人々の⁝見る竜のは︑︸つのものの一高観網本質を捉へた竜

撫らない︒柿の彫︑色︑光澤ρ表象とその卒爾について

弩上げちれるには︑それは欝然観概蘭撫もの鴫︑六けれは

をもつ込のであら弓か︒それが縛聯⁝な剰完する究めに取

ζの漁去の知識はしかし︑我湊に取っていか叛ゐ意昧ド

の臥郷輪磯を彼敏竜霞ないからである︒

によって竜；一−特殊な黒蝿構燈に聡いて

ので撫ければなら誘い︒ 一つの締が欝かれてるる︒癩は

一見撫されねばならない︒鷲ひかへると︑その作癖聞として

ん一入の批評鎌

る竜のであるゆゑに︑学人によって馬それは一亀ちう

い

種汝の部・分も︑さまざ肇の段階における湾曲分と全盤との

い段階における例として見ることがセFきる︒

縮…
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ゑに却ってそれが批難せられる時もあるであらう︒それ

が彼の嘗犠醗を受けるのではない︒その思ぴ繊があるがゆ

その封象のものとして牽くべきものを︑﹁︑それが霊いてる

が賞讃せられるのは輩熊る漁去O総験によるのではない︒

の竜ので癒ければ癒らない︒渦去の鞠識はそれを以龍に

ｳれてみるのである︒記債⁝はしかし︑入々も識するや

見たといふこと︑遜去の蕨験である︑．それが記鹸懸として

うに︑過去に得られ艶表〃家が︑そのまま淺存するめでば

覗彊が由衣験と．して現れようとする意憲を黛ふのでなけれ

﹁形式き稽意﹂が保存せられるに渦 窪ない︒柿としての

齢正せられ熟やう叛ゐ毅象が再び見出される掩めの︑

致するこぶ︑を思ひ繊すからではない︒⁝猫窺⁝が霞ちに藝籍⁝

かつて彼が見疫その地の現欝ハに案内記のやうに糟籍に一

煽面の︑髄とへば風濫夙の︑樵州窩が〃後れてみると一本ふ・のは︑

の膏一定の原圃では漁ぐてむしろその緒果である︒ ﹁つの

致が．語られるのは︑その作晶

るからである︒記憶との

には︑それをはじめての経験から羅離する一つの特徴が

ばなら叛い︒もちろん罷馳せられ魁維齢⁝の瓢生麺ち追憶

いふ蹴Ψ丁目に繋目つ允ことがある︒いかに竜それはこのやケ

し距人は︑蕊そらくそれを思ぴ起して︑樹下かつてかう

そこに霞かれ％物もしくは凶夢のやうな硯賢を嘗て経験

ん履く忘れられ疫ものもあるであらう︒普通にはしかし

てどこかでそれを見取といふ意識を伸ってみる︒ もちろ

る︒それが明瞭には認憶せられない時といへど・も︑かつ

みる◎それは普通に明断な隣と場研との表薄いを絆ってみ

見ることξして観畳が早れ距からである︒︐記憶によって

特殊な椿象として蓑験せられ允からである︒その封象を

保存せられるのは︑拠七かに過去に酔いて︑それがそ．の

いてと全く同一であるっ︐今鐵そのやう癒記憶として破に

ふ本質的な意味においては︑それをはじめて見る人にお

とへば柿の覗畳鋤象その亀のを事象するととであるとい

叛いといふのである︒記韓⁝が︑渦⁝素に一兇出

ふ混同し率い入であるかぎり︑︑常然さうでなければ癒ち

解する人であり︑それを知識の封象として受身取ること

﹁あるしと私が紫ふのはしかし︑破が正しく藝術を諒

的に優れ距撫⁝縫な竜つからである︒

この作晶はよくそのや﹁うな纂録の・翼︷質を爲し

され疫竜の疫

であっ允︒

コ昌

観発が現れるのではない︑醐闇覚が規れるゆゑにこそ記憶
ﾌ⁝描釧︵鱒承軸鰐︶

てみるといふやう挙挙ひのうちに︑それを糎⁝照するで竜

離罪

あらう︒し．かしさういふ愚ひ繊があるゆゑに︑その四温

締ってみる︒三戸に経験し授といふ特殊た意識が俘って

一つの

ない︒むしろ臨何らかの﹁費つかけしによって︑そこで維

馨

sg

鷺脳観究

錦欝買凱十九號

竜ちうん．はヒめて︷つの柿な見ると．い︑ふことと︑多

遮成冠するのである︒

くのさうして種々の締な見艶といふことを蕊もに醐二諭

に餓眼か

することほで壷ない︒やや扁年なさうして黄色のやや勝︑
つ疫燃W︑樽ハくして光っ％濃い応亦鶴〃の縮即︑その巾闇

れるやうな柿︑そのほか種六の難つ距縮⁝を見ることは点

箪にその一種鷺見るζとでは徹い︒それらの種汝の違つ
疫繍畔が︑その明噺﹁な痢黒ハに・もかかはらす︑いつれも縮岬と

して見られ癒の激︑それらのものがびとしく一つの巽逓
す為ものを︑一撃の名に豪いて呼ばれるやう激特殊蹴⁝幌縣⁝

礁⁝造を・もっからで激ければ叛らない︒それらの徳のの色

少の脇擁バに渦⁝ぎなかつ疫の

と形に器ける煽⁝黒パは︑いつれ竜鷺rに﹁柿﹂の竜つ覗静湘構
難の可能なる領域に臨け為慮

である︒それは鍛ひかへると︑縮岬としての一つの一縦畳が

その穫源曲意志による継湿性靴それらの締として表はし
飛のである︒猟躍徽⁝の種洩懸る作風として現れる閥覧の意

シェェ卓ルマン

圃照

ノル ・アルイヂエ

の繍∵定﹁蘭撫褻象な云ふのでは思いのである︒カントが

﹁美しい男子しの﹁騰格﹂を例として読い九﹁糠準蘭槻念﹂

L

のや弓なものを云ふのではない︒︵課甑鉱婦働Φ婦O喜◎鶏む2−

翻癬掌v働娼︶

輩に﹁一つの獣偏のみでは激くて︑さ奮ざ驚撫角⁝と彩

畳がその財源繭⁝意志の謝轄岨操⁝によって︑それ

に誌けみ﹁締の種類﹂が︼見出され為ことは︑柿といふ名
に器ける覗

するといふことであっ飛りそれが霞然の

⁝つの幽幽が無限に多欝⁝癒る作風をもって︑轍〜つ拠﹁一

ちの種類靴産患

つの錫象しとして鍵かれる事︷賞の根源駒な理由であっ疫︒．

畿∵々はこれらの敷盤蝋に聴いて⁝つの⁝貌⁝覚存在が︑根源的

にその存在勘規定すゐ曲官後の﹁憲細心を給餌することを知つ

距のであるQ一つの竜のが見られることにはこのやうた

深い理由が存在するのである︒存在する察實は根源蘭に

﹁見出され漬るし事費である︒﹁見出され塗る螺費﹂とし

し禿のである︒或は誤って解せられるやら訟︑渦 去に見

本質と亀職に酋つ霞のはこのやうな麟⁝愉〃の影ハ瀕⁝繭〜意士心を漁⁝

い飢ことが︑根涯的に︑その無駄の噛背後を反省するとい

を云ひかへると︑桝つの菰烈難壁貰醐の鵡愛はす喝のを菟︑ると

﹁毅丸の曇る審賛﹂として見揖されねばならない︒それ

ての﹁存醸する箏費﹂は︑根源繭に我々O意識において

られじた柿のさ宏ぎま叛表禁から︑それらの竜のに典︑逓す

ふことである︒

ｪ・．蝋つの磁判然を見為こととして現れ翫ので﹂ある︒楴の

る或る色と彩を抽量韻して︑それを︷つに形成し翫一つ

炉心
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菅後とはしかし栂であるか︒そこに鍵かれてるる鋤象
の︑より高い．竣元のものといふことであらうか︒さうで

あるとすれば︑それを反省するとはいか測ることであ為

か︒姻幌轟冤の齋欝心は鵬凝餓⁝と画蚕串・に呼ぶことはで壷ない︑塾く

㌧籍懲獄の矯において馴れるほかはない︒欝⁝かれ九竜のの曹一

ゆ

タ

後を反省するといふのは︑それたらば︑穫源蘭に︑それ

な製作する人としての美⁝徽籔の爆を反雀ずるこ︑﹂でなけ

れば激らない︒踊炎礁備︷籏の覗畳酌鋭い鞭を反省することでな

か︒その﹁繋曝し髪背後の竜のとして表象してみるとい
ふことであららか︒私はさ逡に我々の縫に特膚の見方即

・けれげ⁝たら厳い〇

︷つの雛鳥は無⁝限の段脇階を激す畑郡分と壼当職との醐⁝聯

一菰

駈豫節するといふのはしかし︑必ずし野臥女が環．質の紙

一つの作品を見ることが必然的にそれを反小輯すること

難い．守霧蒙の帯解その愚のを鋪鶏ζとはで・きない︒

ば︑我々はその作品の﹁表はす竜の﹂を見るヒとはでき

れらの馬のの軍に一部をで竜見るζとがで邊熟いとすれ

繊竜この意志を負は撫いものは著い︒評し我凝の︑職がそ

恋がζの關聯を形威したのである︒ 一つの線竜︑ ⁝つの

その垂鵜として﹁削つの作温﹂が威嘉する︒美和盤⁝の意

限に多くの鍛象がそれ駐統︷する背後のものを豫想する︑

一本の木な︒木と石と︑木立と野と川と︑山と室と︒無

を︑幾つかの花と幾枚かの噛菓が一本の枝を︑一回と瓢智とが

に語いて構戯せられてるる︒⁝幾つかの花びらが糊つの花

る︒

獣ちそれを作つ寵藝禰瓢諏の意志を反宿すみことを豫想す

一つの軸濫獲⁝件晶を見ることは根﹃麟麟〜にその作群賜の曲胃後

ち作風に誇いて兇出され叛い﹁聾錫象その馬の﹂駈見るこ
とはで費たいと射つ艶︒いか庶ゐ轟鮎撮椿魏一が白回然の凱マ欝⁝

として見るものは︑すべて破特有の作風にむいて冤る戴

か電量い︒その特薦の作風に難いて盤かれ究一つの作藷
と︑他の伶風に泌いて鍵かれた竜の︑製しくは外界に羅
いて見出す爵然との⁝闘に弾いて︑その明噺﹃癒粗黒ハにもか

かばらす︑一つの典通するものをもって見られる時に︑
義粛ははじめて︑それらの見方に難いて見られ甑一つの
離業象が存在すると淑菊へみので説のる︒・諏鱒へるのであみ︑︷敵

ちにそれを見るのではない︒それ夢見恐ことは不可能で
趣のる︒﹁㎞見られ撒い竜のしが⁝瞬⁝堂の⁝封︑象として穽算・熱す為こ

とはでき叛い︒に電かかはらす︑それが卑賎の外目界にお

いて見出す︑愛しくほ鍵団飯ちの特殊な作風にぬいて難

く作謡として珊れるのである︒そζに識かれた饗歎の奪

ﾌ鵬蜘麟μ︵轍炉蘭酬︶

源的激綱作の轟慰撫心その竜のであ掛よりほかの知鮒であらう

・在以晶溺︑隔聯ちその覇漁瓢の名﹇に蔚ける一つの韻⁝管罵幣叢の彬ハ

鑑ハ

S2
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唄六

ものとして見られるといふ翠煙蘭た覗慨の意志による事

醤畢研究

験として︑ 瞬つの作贔な見るたびに必ず餓的に反省する︑
轡ハで・むつ尭︒

邊る︒

一つは他入の劇作した竜のであるゲ︻つ耽見る人

つ竜のである￠二つの亀のをそれにも随別することがで

む﹂電のと一．て一審から輿へられて我汝の前に立

黙褥作嚇は︑我みの一見る﹂・ものとし千一もしくは

竜しくほしなければならないといふのではない︒むしろ

︸前を漏⁝り過ぎるのである．︑d私が鷲ふのは︑それを美酌に

讐選の維験缶しては我没はvそれか噺距だ見たままにその

我汝

見るζとと︑それを蜘酌に反省することとの⁝隔には︑客

概蘭に必然的庶曳舟が存在すみと激ふのである︒

藝術は箪贈る心術鎭鱒身の漸動のみによって威心しうる

れ距竜の﹂︑

両転身の鋼．作である︒いつれにしてもそれは間つの﹁作ら

λの障常生添が侮らかの斑の理爵に遮られて︑それに・阿

州つの物撒餌であるし嵐は別の灘ハ命回に響いて︑

って．叢展しないといふのみである︒これに反して我々が

ものではたく︑必然醜な両々において↑葱桝櫨の材料﹂を

ｵ・π︒蘇懸想家を離﹇れ昭掩⁝︑猷馴術即の材耐思しを驚．へることが

豫繭激し癒ければならないといふ事賢の根接酌蹴理由を指

源囎に繕異がそこに成立すべ嚢背後が磁惣せられてるる︒

麗別するのである︒膿珊は耕異性である︐︑相異性には根

とは何らかの賦物を見るのである︑特蒋の色をもつ形髪

繊︹に頭⁝﹁れ為ことがで寝るのである︒彼らが箪に頭の巾・で

に丈な蓮ねる時︑彼弘︑に訟ける硯畳と言語は︑はじめて．

材に測み︑鍵象が筆を執って紙に善き︑小論家が原稿紙

﹁藝術∵家漏の﹁一煙しに愚ぎない︒彫刻蒙が盤をもつて本

できないやうに︑瓢岬術の耕口料を灘⁝れ涜菰㍑術網戸は︑㎜塁な惹
ロ

﹁背後しは反省せらるべ費亀のである︒親照は根源酌に

も

知識の反省を豫葱するの﹂であるりここに美學と口熱術の罐

想を練ウ︑澄しくは輩紅膚然を眺めつつあみ聞は︑彼ら

との︑賀堀竜深い理由が詞兄患されるのである︒客鮪観曲批一許﹂

四つの竜のが漣つた

の存在を避くブリュソチエェルは正しかった︒さうして
それはいか厳る別のことで・もない︑

あることができる︑︐美徳家は材料の協力を得てはじめて

︑︑乎の︑否全身の協力を憲ってはじめて﹁美術家の属﹂で

の繭作はまだ十分に現れてみないのである．彼らの闘は︑

爽と漁船⁝作晶の幾評との︑すべて美の疵判が成立するこ

く︑糎⁝照そのものが根藻繭に豫焦する要求である︒見る

るのは決して我々の恣︑慧による箪なる⁝魁然の事轡︷では癒

⁝つの〃躍層融の呼野につついて︑その背後への反省を試み

がそれを必ずしも知識の眠到象として反省しないのは︑我

「、

ひ鯛

眞に蘂徳家である︒それによってはじめて︑藝衛⁝はその

ではない︒﹁鍵くこと．⁝として⁝っの亀のを見るのは︑

ｩれ拠⁝つの作晶に・阿って︑いかなる繕諜災をも加へる

H見るので為る︒翠に手を束ねて一見るζとのみによっては︑

見る繕と儘く手の⁝致し允作濤によって︑繍呉において

するのである︒それ㍗二兇ることは直ちにそれを盤くこと

一つの作られた彫刻︑絡叢︑竜しくは

根源魚雷憲を翼に︷貰 遇 す る の で あ る ︒

︐いびかへると︑

紙の上に印麟せられた小説は︑それぞれの藝衛の根源性
が︑侮へによって愁客槻的な馬のとして見らるべき⁝つ︑
の藝術存鹿として︑物燈台凹しくは定府せられ脱のであ
る︒ζの春在は麺更せられることはで逡ない︒叛ぜたら

ことはで蓬ない︒それが⁝﹁つの作革﹂の根源的な寝り

明断に羅霧せられ拠︑それと混同すぺからざる一．見るζ

といふ專實はしかし︑叢くこととしての見るζとから

方である︒

とであり︑それによって一つの藝黒作贔に根源的に要求

︻つは藝術

と﹂が存在するといふことである︒郎ち﹁見る﹂といふ

ことには︑吋⁝っの形態が磁申せられてるる︒

籔の見ることである︒彼はその盤くべ逢竜のを見なけれ

唄鷺⁝彼

が作つ距作晶は︑それ惹一つの他の作蔽として纒﹂化せし

意志によってはいかんともしが尭いもの︑即ち彼に﹁外

作晶を見る公衆は︑これに遇して︑塗閣において一見るの

おいて次第に見撮されるのである︒批騨家を含めてその

めて製作せられるしとがで重る︒轟鐙くべ美馬のは時間に

︐叫︑瞬にして襲賦するζとはで邊ない︒時購においてほじ

ばなら倣い︒しかし纏登はあらゆる紅霞作品とぴとしく︑

から勤立する竜の﹂で叛ければなら厳い︒彼れの意志と

唄ρの出兀結し允もの郎W

周七

に︑即ち判つの室鯵において存在する竜のとして見るの
ﾌ細鰯剃︵承晶削︶

ち一つの発心脚として見るのである︒すべての馬のが一圃畔

塗衡において見るといふのは︑

でか塔︒ζれが抱O﹁つの形態である︒

はそれを違った歌態に置くこと︑二つ拠藝意表蕪⁝をそこ

ない︒離騨ち間っの作識は藝術黛一二ル哩に取って竜︑彼れの

めるζと癒しには︑決してそれに手を加へること臨で壷

な作つ掩譲ハ加爾寂もしくは小鷹取闘身といへど竜︑

せられる賀州性が失はれねばならないからである︒︐それ

麺︑更は︑それとは恥の馬のとして見られる竜のとするこ

轟鐙

他入のものはいふまで竜癒く︑作倉その入の馬のとい

漁X

へど竜︑藝⁝徽作画囎ばすべて外から我々に向って﹁凱立﹂

鷺駐靴墨の︑いかなる意志で轟りえないか
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であみ︒鰹膿は翻分の貌一であみ︒そこに霞かれ卜すべ

れは一放の繕霞であみ︑その．噺きは︑その維を見ること︑

かうは見論いとい誇無恥の難が忍の晦に．臓いてる灘︒そ

そこには常に︑これは私の見出し甑ものでは調い︑私は

網八

ての線と愈彩は︑多ぐの黛⁝階をなす構威の最竜高い背後

饗磁研究 舞蕊．爲翫十九號

としてその作矯⁝⁝を形威する︒我熊はそこに︑それぞれの

る︒それは一見ることし驚らざ為臓憲であるQ幽しま允

盈ち以の購を竜って製作することに鋤面する．者の雛であ

といふのはしかし︑我々の㍑がすぺての鶴分を附畔に見

それが一篇の小菅⁝であれば︑その心嚢はそれを私が譲む

ｪを見ると同趣に︑その発麟糧を見るのである︒岡時に

るといふのでは傷い︒それは不可能である︒いか︑に小さ

形成として︑藝術の批評が成立すみのである︒批評は︑

こととして書くことたらざる聲である︒この撃の一つの

るζとはで蓮ない︒闘臆﹁にといふのは︑その嚇蹴哩分つつ

い︒根灘絢に藝術め辮作で．あ為ことはで量願い︒

批評せられる作絵乏罰じ種類の燭作であみことはできな

られ窪蚕㈱⁝が︑﹁既に作られてそこにある亀の﹂︑動かす

藝衝の批∵謝は︑既に製作せられてる為作品に﹁封立﹂

って︑それな藏し懸搬界の深さに氣つかしめるのである︒

れ凝見あ賄に新しい一つの存在な児餓さしめるζとによ

することに沿いではじめて戯立．する︒⁝つの作画剛は︑そ

馬つと云ふのであみ︒

﹁見ること﹂が虚ちにそれな﹁戴つく﹂ことではない︒私

それに氣つくのであ礁︒籍面懸躍に意撮す為ζとは棄だ

の一兇方と慰っ九ものを一見るといふ審費によつてはじめて

一つの作贔を見ることは︑それ覆見る私に海立する魚︶

を竜晩ねば六ら撫い︒

のを︑蘭騨ちそれ．を見る騒から隈獺⁝せられ霞一つの﹁柚剛の

云びかへると糖異を鷺⁝識せしめる﹁より深憲葛の﹄が︑

は︑枳異な意課するもの即ち二分を慧識することである︒

少と亀h新しい一つの竜の島な見るζとであ9︑臨時に

私に恥いて親れるのである︒遭うしてそれが糠⁝照の根源

その距めには不十．分であみ︒しかし秘計を意識すること

それを讐他の竜の︾見る二分しを廟賛すること・である︒

竜の﹂衛環四るのである︒それ飼急見．為こと画配に取って多

我汝は常然ζれについての解羅

心霊は直心である︑それが覗鐡の根灘的撫⁝磁であるσ

何ものな慈除くべからざる︑︻︑謎簗すべからぎる竜．の﹂を

してみるといふのである︒何一能のを薦伽川ふべから．㍗う

ぺからぎる薦垂としてそこに存在してみることを︑醜に

緋・聞を遽うて見る⁝翻に肝竜︑我溜は︑それによって形成せ

い作例賄といへ︸ど轟も︑載削々の厨はすべての翻分を制口隠にM見

伽郡

紬訟

＄5

蘭に豫零する反省である︒

︑藝⁝爾の馨・賢を反省す為野戦納作業なすぺて︑カントが

﹁他の臨のr を．齢ち他の柚と無繊に多くの然︐竜の﹂の存

在を膿想するりその糠の漁塩かれてる為霧爾一⁝一絹︑紙な

熱るであらう︒それ轍一つの事賓とその背後との隷⁝聯を

に︑我涛も憲海航般に批判もしくは批評と陣ぶζとがで

こに無陵の鍛犠が叢かれることの豫繭戯せられゐ絹︑紙の

その野球6輪郭によって選分な腿興する柿に撰して︑そ

には叢かれてる舞いのであ為︒そこに見出ぎれ葛亀のは

懸図題ずる︒それ綜織だ護憲せられ恐のみである︑そこ

ど一f・の塗溝に纏いて︑それらのものが叢かれう聯ζと

蜘ゐ惹とであるあ愛ひかへ為と︑背嚢匹の竜の衛㎞根〃腺とし

下積．即ち無限愚弄臨であ葛︒そこには他の掃が．糊し

趣味の糊⁝ち﹁翻μ闘力篇の研究を﹁⁝舞御記と名づけ疫やう

て輔つの事鰹鰍が獅〃れ艶ごとな編阿るのであ為︒瀟〜れ為と敵︑

に成立し授愚のとして轡虫に痴いて見出ざれるやうに︑

における種趣の歎況が重患されねば倣ら漁い︒審鰻が題

つの事實の隠潮に謙ける越展であみ．．そこには費に隣町

れには一つの渦輪樺が櫓榊塘⁝せ熱れ戯ばならない︒それほ囲

しての特殊な観畳等号が︑⁝牧の繍として硯れ九といふ

うてそζに鍵かれてる番といふことである︒ 一︑つの柿と

現簸の墨銭獣しかし一つの締が無限の盗闇即ち背鰭を負

それが霞かれるかといふζと懲棄た將機甲の問題であるひ

の柿が鍵かれるか菟遅れ奪い︒しかしいか翻る糠として

邑くは別の種瀬の聾叢が霧かれるか脇知れ聯い．獲かれ叛
いか竜誉れない︒それ拡乗來の間題であみ︑幾つかの他

形な費ものから形を庵つ薦のが戒服することである︒そ

で作る︒このさ豊ぎ烹の櫃溌に語ける⁝つの審費︑砿その

威思すべ費竜のとして援引において禽獣せられみことが

知識がそζに威附するのである︒

を豫饗する︒圃つの封象が霧かれ充ζとは︑嗣縫に根源

それぞれ特記の作鳳をもつて︑それがま霞盤かれること

しばしば考へ挽やうに︑蝋︷限に多くの櫛鷺ぬ瓢絶ちによって︑

一つの縮が一入の欝︷鍬によつて叢かれ距ζとは︑醜に

聾後との⁝關聯が︑そこにに存在し解ければ蹴ら振い︒鱒
ひかへ獄と．華麗粥の翫劇判は︑焔犠源的に︑さまざまの形能順

・〜枚の維に一つの締が甕かれ疫ηそれは一つの︑甑に

醜に︑無⁝隈に多様廻る蜀象が電かれ．るζと鷺足惣する︒

を竜って構立し敷ければなら撫い︒

の特認の一つの竜のとして︑それに鋤して麗麗せられる

威麗し密漁去の宰蟹である︒その叢かれ九一っの締はそ

美の鴛例︑承鶴︶

九
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それは親等の綴源蘭撫る要求を豫話するのである︒この
要求は蜜現せられねば数らない︒﹁要求しであるか理り︑

それは来來の問題である︒﹁根源蘭撫る﹂興求であるか
ぎ珍︑朱露小に聴いて即ち現に見ることのでき計い為る形
態におい七︑それが脚賞適しなければ撫らない︒さうして

それを我汝に︑鰯賢無限に多様亙る作楓を竜って叢かれ
一つの鋤象が︑二つの進つ海作風︐を竜つ

艶無数の絵⁝盤において麟潤るのである︒
一つの︑縮刷が︑

作品として霧かれ戸戸費が知識の⁝鋤象として考へられる

蒔︑そこには必然網にその適意の封象としての一つの覗
畳築燈が︑二つの蓮っ艶作風としてその根源蘭要求駐費
現し允といふ知識が威嘱し煙ければ搬ら癒い︒ ⁝つの作

はこの

憎噸が変はし拠形態から稲︸の懲のの蓑はす形能醐へその庸賞現
の欺畢かさを加へ允ので蕾のる︒新艶なる＾ものの噛腕出

作風の背後として豫想せられ為硯提の根源駒要求である︒
この藩王が二つの作品の霧遵え玄馬のとして鵬貸現せられ

允のである︒一つの庵のから勉のものへ︑一つの竜のに
他の愚のが善いて︑瞬縣においてそれが寳環せられ尭の
である︒一一つの作品は同隠に霧かれ秘か琢知れない︒し︐

も允

かし二つの作家が蓮つ拠作風をもつ亀のとして︑その作
・風の相異について比較 せ ら れ る の は ︑ ︑ ⁝ つ の 馬 の の

瀧○

一つの作藻が霞いた竜のを他の作

・な込ものを他のものがもっといふ外販鈎が見綴されるので

ある︒それは同勢に︑

竜つ竜のを他の湘ものが竜平ないといふ見方魚vあり5ると

品が聯︷かなかつ疫といふことではないか︑ 畷つの庵のの

考へられるでもあら触か︒しかし一つの作路が﹁叢かな

い亀のしを我々はいかにして知ることがでぎるのであら

うか︒羅かれない竜のを見る惹とはで嚢ない︒見られな

いふのは︑他の作．品がそれを臨いてみると蛍ふのである︒

いものな知ることはで嚢老い︒一つの作凋膿が盤か厚いと

それがその下汐に澱爾かれ九のを見疫ゆゑに︑締一の作凝繊が

それを搬いてるない蹴温買を知っ距のである︒幅つのもの

つの作醐贈に

る︒さうしてそれは一つの竜のの鍵くに竃らなかっ疫も

が竜た廠いといふのは︒︐他のものがもっといふことであ

のな他の〃作期紺が劇画い拠といふことである︒

おいてほ見患され癒かっ粍ものが他の竜のに巻いて新掩

に稲岬へらtれ陀といふことで謙のる9新尭に晶川へられるとは

も知れ激

後﹂に︑つ績いてレ＝発黒され飛のである︒さ塗に亀弐つ

ぷ

ものが多くの竜のを鍵邊え慨場A獄

食やうに︑二つの軒高は岡隣に製作せられたか
ヰ

い︒或は晶削に盤かれ艶

を考へること恐できる︒それがいつれ．であっ寵にして亀︑

より多く鍛かれてるると考へられるのは︑欝に薪な叛も
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一つの竜のの後塀匹績い

のが魏へられ禿といふことであろ︒新距に加へられ究と
考へるのは︑その轡 轡 味 に 影 い て ︑

て威重しうる事誤である︒二つの作品の蔵立が︑このや

黷ﾆして考へられるのが葱調術斑の轟峨轟∴である︒竜ちう

う糠意味に灘いての時闘的麹縣脚に誇ける︑背所後の愁のの

ﾌ域に涛ける﹁それならざる竜の﹂の戯立を豫惣する︒

観醗菰W術が櫃別せられることは︑根・濠駒にま霞糊騙⁝党の厳製

る根源蘭要求を豫想する︒輸⁝鰹としての⁝つの特殊なる

する亀の乏しての﹁給欝﹂の意憲を︑絡盤の存在に記す

と考へられねば癒ら懸かつ癒︒一⁝黙の給撚麗ほそれを藍撫

想せられる聾後の親昼融榊幾脚ち一繕璽の上に戯立し弛亀の

二つの作晶が蓮つ允作風を亀つ竜O・として︑根源酌に豫

二放の諭⁝において︑一つの総⁝欝∵聖が威玄する究めには︑

して容易に諒解せられ六いであらうか︒

され距のである︒より窩く弓術災の威立竜︑ζれ嶺と畏

ん二h牧の繍⁝霜晶については﹁諭⁝叢・災﹂の小さい叫r簡剛が見照門

購堀

奨の撫鋼︵欺鶴︶

美⁝術の存准は︑これに⁝封ずる書樂︑文藝め存在を︑根

﹁美徳﹂な反省せしめねば熟らない︒

嘆費は︑ これらの竜のの存在を規定する背後としての

である︒繍叢と彫刻と二つの蓬つ疫親畳藝衛が存在する

彫刻は︑この根源的要求の一りの現れとして威立し免の

…術

源的に反省せしめねばなら癒かつ授︒すべて︑無限に多

くの段階をなして︑一つの事蜜が︑その存在を規定する︑

それを産繊する背後な反省せしめ悔のである︒これが藝

ザ

術の理論的考察である︒照臨竜しくは藝徳學は︑このや

う菰形態を竜って戯離するのである︒︵つつく︶

︸二

