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醤

離れるのであるか︒
一つの作謀⁝は背後の意細心を豫糀心する︒

な

む

．

︵承前︶

鱗弔三百六十・號

酬判

三

静．

譲＝慌十︻巻呂

第

壽

群肱集の蜘際を．排して︑批評は︑それ剛が門より深い宿然﹂の

眞賢を霧くのであおことを闘⁝明するのでみる︒

一つの作男が爽はすものをh従へて︑それを知識の⁝封象

である︒批評はしかし︾葱騨術奥に厳いてのやうに︑作隠潴︐

として取り上げることにおいては︑批評も藝術史も同様

の表はす亀のを軍に論賦することのみに止まらす︑その

る︒それは来來の⁝問題である︒脳根濠的に︑そとには︑い

かにその運筆菰費現せられるかといふことに封ずる問ひ

作晶の表はすものが︑懲だ術の要求するものを︑いかに表

る︒藝術の要求とは︑鴇ふまでもなく︑その作晶の鏡す

ノ

・る蝋㍑衛領域の㎎求である︒7孜の諭⁝霧については︑それ

はしえ九かといふ問ひに︑その中心㊧問題を竜つのであ

その掛口びは︑さまざまの形態に涛いて爆口はれるζとが
できる簸そこに霧かれ艶⁝封

ノ

漏鎚の灘窟興︵承葡︶

一

象は︑一図然の㎞翼費を表はして

威立するのである︒

が豫愛せられてるる︒この間ひに讐へて︑藝術の批評が

要求は︑そこに霜だ存 憂し蹴いものについての要求であ

ζの柿としての︑⁝親獄の根源的秘求が現れ拠のである︒

一つの繍⁝の欝は︑

みるかといふ隙凹ひであることができる︒そこには⁝封象の

●

美鍬窄もしくは薇四聖乱災から解毒ぜられる﹁批評﹂隻いへ

葺

甕

亀彩が︑自然の翼賢を正しく篇さないの．みならず︑その

蕪

ど竜︑背後への反省を豫想する顯に軽いては︑これらの

藏

の

形瓶も著しくくづされてみた︒それを批制し︑嘱笑する

田

學

竜のと同檬である︒批評は何について︑その特質が見撫

植

美
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が絡霞の要求するもの︑郎ち縛鍵の褒猷すべをものを︑
いかに表はしえ九かを間ふのである︒それは⁝つの︑既

．見方があっ允︒金く同じものとして見ることはできない︒︑

さうしてそれは︑多くの先傭囚が見出 され疫やうに︑彼が

といふ︑悲しむべき事費として現れることもあるであら

ドその伶賢⁝⁝に霞かれ粍竜のを十分諒解することがでをない

特有の作風を竜って﹁或る離物﹂を鑑いたのである︒締

彼が見ること馬．あるであらう︒しかし果してさうであら

う︒反⁝欝に︑一家には一兄みことのできなかつ距ものを︑〜

⁝っは霞．蒙その．入の意畑心として現れる︒帥ち

うか鵠盤家の隣が見激かつ九Fとすれば︑玩おそらくそれは
ノ
叢かれ蔽かつ允であらう◎鍵かれ菰いものを⁝批評家の属

批評はその輔騨物の倫榊が彼れの盤かうと葱瞬し疫ものを︑

いかに蓑はしえ允かを問はねば激ら慕い︒他爾にしかし︑

書かれないコもの﹂を見るのではない︒批評家の臼と

が一疋るのであ為か︒

︑

くべきものが鍵かれてるない禦費を見るのである︒しか

のをでは蔽い︑霞かれない﹁こと﹂を見るのである︒︑盤

いへ悌と庵それを鳳川ることは不可能であるQ震かれない沼も

彼が勝心にその作品を離れて室賦するものを巽ふのでは

し果してさうであらうか︑綴かれないことといふのは︑

もの−．㌦は︑

癒い︒﹁その作品を見る人﹂として浩然彼れの要求すべ

．

ゆゑにその園が翼に開かれてあるかぎり︑﹁その作品に鍵

ゆ

徴兄お目は︑先験的激親⁝覚の彼に涛ける一つの現れである

批評は槻照の反省を幻想する︒批評家が⁝つの作品を

してそれが分るのであらうか︒

ば激らない︒それが盤かれてるないのではないか︑どう

されないと云ふには︑要求せら﹂れた﹁或もの﹂が熱けれ

何かが鍵かれないことでなければならない︒要求が充疫

私は諸鷺の注嘱を願ふ︑m黒鍵︷数が栗捜すwる

かれ悦かを問はねば撫らない︒

⁝批導は帯田然︑彼らの要求すゐ馬のが︑そこににいかに霧

覇簾偲の意志は︑疵評廊猟を・曾め熟公衆の要求として競れ〆る︒

て現れる︒

鍵の意志は︑さ衰にも鷲つ熟やうに︑二つに照別せられ

に作られてそζに在る作興である︒一人の轟鷺家が︑その

畿

そこに霞かれ拠

・きものを薯求することを云ふのである︒

ｮの形と角︸とそゆ⁝構成は︑そのやう六特殊な蛮題とし
ア
ての硯⁝覚が︑一入の霧家をとほして現れ距竜のであるゆ

一同一のものを見るのである︒しかし鱈呂には彼に特有の

もの﹂を見るのである︒

馬ま心病特認の見方をもつて︑そこに㎝︑美術抜の叢い︑丸

ゑに︑疵評鑛も読疫當然それを見なければ激ら蹴い︒彼

輌駆
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そこに漏る相異をもつて︑﹁岡⁝の竜の﹂が見られるご

のとし事では癒く︑それぞれの禽に特有の見㌶カによって︑

入汝もま熟ぴとしくそれを見るはすである︒発く周じ竜

らのものを形威する色と線とに誇いて穿る精融を見た︑

すである︒彼が人物な見允︑出を見た︑川を見π︑それ

かぎ砂︑入 も玄疫帯当然そこに﹁彼が一見π陶もの﹂を磁瑠るは

かれなものは見られねばなら癒い︒彼れの曙に見︑ちれる

って︑その作晶の背後を反署してみることもでまる︒そ

見出し疫竜のから︑美の意志の根源駒鳥三雲の一つに從

そのどちらかに向ふかはり．に︑彼がその作男に訟いて

繊すであらう︒

或る粕異性をもつものの︑ 一つの作ロ⁝⁝どしての結果を見

有の見方虐おいて見当し％もの︑我々が見﹁繊す馬のとは︑

ζれらの囲⁝つの場ムロに語いて︑我汝は彼らがそれぞれ特

験として止まることも︑我順が曹通に維験するやうに︑

れの意識のうちに閉ぢζめられて︑翠に彼⁝人のみの経

られ洗色と形は︑現實・の︑他に・賢在の憶想せられる一つ

一する︸つの霞然管鑓ち柿を考へる・のでみる︒そこに見

を︑それな陰欝的⁝面として他の種汝の鵬⁝性とともに統

があると竜思ふであらう︒鍵かれ売色と形の特殊叛構成

れは⁝つの締の似細であっ拠◎彼は或は︑ここに山つの柿

しばしばありらるであらう︒しかしその見出 され九もめ

心用ゐられたのである︒口回驚㎝ではあるが︑それほ一人の小

の糠を指し示す﹁つの﹁鷺葉；

彼が一つの作高において擦み黒し九ものが︑その驚豪彼

とは︑さきにも云つ％とぼゆである︒

はハ竜とより﹁つの繭⁝嶺渡菰ものである︒親輝々曲〜な竜の

るものとする﹁彼が見隠し九ものしとしての︑ ︸つの部

は決して同じものではない︒小論嫁に取って軍騨なのは︑

と乏くのとは形においては登く同二であるが︑その性贋只

論象が︑その作口賄の一節として﹁ここに一つの糠がある篇

もしくは﹁交字﹂として

は．﹁見らるべきもの﹂である︒︑その作品を一つの背後な

分納電環であるGそれが観畳の根源憶意憲によって︑＝

そこに書かれ︐掩雷葉である︒いふ続でも撫く欝葉の直接

つの新雪漁る欝欝として幾擁することがで与る︒彼が一
入の．霧家であり︑

︑叛内算である︒それに相轟勒する柿の︷賞寝その竜のでは漁

一つの作贔を模篇する時に︑誠汝は︑

まさにζの露鋒〜をもつ事費を見るであらう︒彼が一入の

することを

い︒

罵

丈長は要求し搬いのである︒皆ひかへれは︑それが存在

資在してほ．漁らない■ζ︑いふのではない︑

小論家で融る時に︑破はその作品に驚いて転轍ものを︑
一つの・父藪謝作撹賄として鰍蝋描すみζと竜できるであらう︒．

㌔

美⑳魏例へ承雛︶
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つの現れとして見るべきことを︑確信むもって豫卜する︒

哲図墨研究

し報いのであるP丈藝に誇いては︑問題は︑鷺葉そのも

カン︸によれば﹁意見を異にすることを許さ激いのであ

〆
のが︑忍者によっていかに受け取られるかとい・ふごとの

る﹂︒彼れの豫想は正田田である︒

ぴとしく見るべきもの

彼れの口Hがそこに一兇山陽

みである︒訟訴の鉱噴る一二象そのものの費・在を豫心するの

であるゆゑに︑すべての人が彼と

彼が語る畦︑入々竜またそれがいか優る⁝幌覚の封・・象を意

焦

すものは︑破に特配の見方を含んで先験的激⁝脱発の現れ

ば

は︑文藝ではなくて一つの﹇き報告しである︒もしくは一

つの﹁記録﹂である︒

味す欝かを諒解し歩け鮒ば叛ら蹴い︒

でなければ撫らない︒それを﹁門つの柿﹂の名において．

の尉つの柚を競馬するじと叛く︑﹁これは一つの柿の絡

起きうる覇象の㎜づの軍純激例である︒︸枚の繍はしか

﹁こてに一つの柚がある﹂といふ書葉竜しかし︑現實
である﹂といふ意味のみをもって語られること竜できる◎

一つの柿は絡盤の

それは︑その絡に勲兇禺され九形と色の特殊な繍腕一から︑

それを一つの現れとする︑より筒壁背後の胃病羅⁝燈．が反

し蹴に﹂っの柿をのみで激く︑無畜に多様なる勤象を窺
ノ
くことができる︒豪允欝かねば撫ら激い︒それは一つの

チ口調ルは二番と剃噺を麗赦した︒しかし︑判⁝蹴すると

たのである︒見られたものの﹁言言﹂．である︒ブサ︵ン

るのである︒輩純熟﹁一つの柿﹂といへども．その實は

うしてそれがすべて知的蹴反省の勤象となることができ

限に多くの段階をもつて構成せられることができる︒さ

ものとその背後との︑部分とそれを軸机⁝する桜鱒⁝の︑蕪︷

鳳﹁語る﹂といふことである︒藷ること六らぎる制断は

多くの段階をなす部分の統一である︒

一つの幌畳⁝二面が﹁柿﹂といふ自然によって名づけられ

省せられ掩のである︒現費の柿を指し示すのでは倣く．

激い︒語るとは記処するζとである︒それが自然の﹁つ

その給に一兄出す竜のが︑この名を﹂もった一親覚構燈の︑

かに客土的存在をもつ状況にまで蓮展︑し疫のである︒そ

つ先験的蹴讐麺性が︑箪なる彼れの経⁝駿を超えて︑明ら

記蓮によつて︑彼が一つの作晶において見﹁允もののも

つの現れとして反省せられ尭のである︒もとより彼は︑

れをとほして我六は︑彼 がその難山期において︑何を見黒

ρ⁝封象として柿といふ名において呼ばれるゆゑに︑彼が

彼がその絡において見る色ど形の特殊漁構造を︑いか激

しえたかを知ることができるのである︒根源的にそれは

一

る人馬彼とぴどしく︑柿の名において呼ばれる避難の一
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何入の嘩をもφて毛見つくしえ厳いといふことである︒

つといふζとである︒ 一つの藝術作品が包適するものは︑

る︒典通性と相異性 は 互 に 孤

我々はさきにその作礎蹴を製作した猟曜術家自砧牙といへども︑

私の見るものと︑或る糟異をもつ丸﹁一つのもの﹂であ

刷は詠いを豫諭する︒典通性を豫想するζとだを相異性

製作の難もしくは筆を置いてそれを見る立場に立てば︑

立することはできたいハ．隈

はなく︑相異煙を豫葱す惹ことなき勢通煙も厳い︒鷲つ

彼もま旋一入の公衆としての意味を取るζとに雨意し丸︒

さうしてそれはほかでは謡い︑その作晶のもつ竜のが彼

のものの相異が激騰せられるには︑それについての相異

によっても一見つくされないといふ窺罵買を藷つ允のであるq︑

されるものが根塵的に嘉穂せられねばなら癒い︒・

が見出

；の作言レ辛煮か薯ものであっても・永ズに

心慮性が語られるには二つのものが︑・即ちこつの異れる

見つくすべからざる無限の内容をもつものである︒・

ノ

には齢競輪㎞性への闘捌心はない︒・

ものが必然的に豫診せられねば漁ら弱い︒﹁一づの竜の﹂

ば六らない︒彼が︑彼らの鳳四る﹁⁝つの作ロ略しを見旋︑

それを﹁見るべき人々﹂の︑意識を超え距根源的︑漁要求

のの︑云ひかへるど︑それを製作し霞美術象の︑岡晴に

六の厨に誇いて獄押られねば叛らない︒それは作品そのも

さうしてそれをいかに彼雑有の心門をもつて見出しなか

である︒我々は一つの作品において我六が一見るものその

霞かれ血ものは︑その深底の根源的な㎎求に窟って入

が諒解せられねば聡らない．．藝術家自身がをの一入であ

ものをとほして藝術家の意國を諒解する︒ブリ晶ソチエ．
．エルも渡労したやうに︑しばしばそζに恩徳寂霞身が意

彼れの記蓮が︑彼が冤出しえ距ものを清しぐ語るもの

ることができる︒云ひかへると︑彼が懲分の悪尉Mに器い
．て︑他の公衆が︑いかに彼慮らの見る竜のと違ったもの

謝し蹴かつたものをさへ見るのである︒彼れの底削る︑

とすれば︑それは醤然すべての入によって諒解．せられね

を〃愚弄し距かを︑ そ れ 挺 よ つ て 恥 認 解 す る の で あ る ︒

それを作った藝術象自身の見る竜のに一致し黒いといふ

瀧らく褻徽⁝の意志の︑輩なる一部の現れに渦ぎ厳い︒

衛家霞身の漁識する製作の意馬は︑その製作に器い︐ては

．鷲識せられ距意闇を超越する意㈱に滞れるのである︒藝

ことは︑それを云ひかへると︑その作ロ叩が彼れの兇出す

それをもう諜炭云ひかへると︑藝術家が彼自らの作温

一つの褻愚作昂において公衆の門人が見鵬すものが︑

竜ののみでなく︑彼によつてはH兇欝されないものをも竜
契の・批粥へ承煎．︶

就
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六

コヅラァソ・買イスタアル竜︑偉大厳る岡時代入フ叉ソ
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が漁燈はす毛のについて︑馬入の激へを受ける⁝双調がみる︑

ス・ハルス︑レムブラyトとと庵に．常費の公衆に理解

管準漁醗究

といふことではないか︒丈六が二三の例を語つ疫やうに︑

せられす︑孤猫の晩年を巡してつぴに寂しく病院で鞭を

去つだ︵箋暮げ9誤Qoぎぼ︒露︒貸︒門窯鑑跨︒ご囲H・澱●︑怒︒︶︒

批評家が藝術家を指導しうるといふζ乏が有りうべから
．ざる黒︸ひ上がりに過ぎ言いと︑多くの蝋瞬術礁猟たちが確信
か

十九勘案の傘・頃にはエヂ芸アル・マネエを中心とすろ若

へ

することは︑根国なき濁漸に渦⁝ぎないことが︑手術の根

い優れ靴観家距ちが︑中にもポオル・セザンヌ．が︑ いか

り募ることは︑我々のしばしば見慮るとほりであら

か竜理解せられ叛い作断甑についての最も有釜厳批評であ

ネ灘の作藷についてのゾラにおいてのやうに︑優れたし

に常時の無理解な潮笑︑悪罵を浴び丸ごとか︒批評がマ

源的意味を諒解する人によっては︑容易に理解せられ撫
マいであちうか︒それは藝術その菊のの最も深い根源に立
つく動かすべからざ る 事 嫌 蚊 で あ っ 疫 ︒

の
ビ︸つの葱碑術作愚図が一八々に酒田へる即象るさまぎ まで山のる︒

ま

う︒・⁝八六三年のサ雛ンに︑マネ瓢は﹁芝生の朝餐・一と

・題する大作を繊尉⁝⁝し九︒それが拒絶せられて︑．その年開

ミケランゼロのカプペラ・システィイナの天竜鍵﹁を憎兄た

ゲエテが﹁私はそれな見て︑・ひ允すら驚嘆するのみであ
メンリヒカイト

ののみを日降ること も あ る で あ ら う ︒ 反 麹 の ⁝ 陽 A

に批評の籔を執り一公衆の怒りのために︑・つひにその

の華を短いて

六六年の﹁ 篇を吹く少年﹂も噸塀火を受けた︒ゾ︑うは小論

ピア﹂は通歯し海︒それもま元ぴとしく賞遇をあび旋︒

ゐ な

ｵい嘲笑を浴びた︒翌々年のサロンへ逡つた﹁ロラム﹇

かれた﹁サロン轟ヂ・レフ議ウぜ﹂に陳列せられで．公衆の

の

つ拠︒この大家の内薗的な確かさと︑剛健惟と︑その大
ド

費さほ︑あらゆる表現を超えてみる﹂と云つ九やうに
T凝︒眩コ︒09罰︒謬ρH・一の・￠9ぴ九すら賞讃すべ毯竜

あらう︒脚貿に︑その押切ムロがあ遺りにも多い︒レムヅラン

聴許な中止しなければならなく弗

力Lを力馨し︑﹁マネエはきっと明転の互匠であらう﹂

γ雷を︑りくして︑マネエの作並⁝⁝が懲つ鴨︑生命と眞︷貫と

藩やう穴結果を堵けて

︑フィガロ﹂紙の晶醐︑身︷奮レヴェヌマソ﹂紙一

トが﹁夜警﹂の大作をはじめ︑これを奪い允一六鱈二年頃

事のオランダにおいて︑偉大なる風量墨家の一入激るヤ

んだかは弟君も熟知せら肛るであら弓︒ぴとしく・→七庶

愁あるで

認激

以後の多くの作品について︑いかに常時の無理解に苦し

（回
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と頭ぴ︑﹁マネエ氏が．勝利の臼をも露ないといふζとは

する理論的表明で白ければならないσそこには理論的講一

り

謬があるか︑寓實の把握︐に誇ける混血がさぎ立允ねばな
お

駅町域であるしとも添つ托︒︵ン向Oゴ澱鋤つ謬一諸・ソ幽鴛μΦ掌

へゆ

カントは高炉のやうな考へを蓮べ疫︒

堂︹りうるであらう︒しかしM果して欝りうるであ貯．うか︒

り慶ぐせしめる勢を取るζとが守をる︒批評がその任に

出を練磨するζとを鋤めて︑敏が竜っ美を捉へる心をよ

であるかぎり︑離バがより癖︷い領域を竜つことを韓⁝げ︑親

嵐・のどいへwとも彼が能・への語漏を焼遮れらる甑姻瓢騨を四つ人

に

窯霧瓢〜跡︼oき酬︾・n℃o噛鵠ミ︶蓬命は籔に疑ぴ馬なく︑︸︑鷲

ら熊い︒漁夫學隷それを指摘するζとがで還る︒巽ハの他の

ルに語ける﹁※衆の位置を措定し物しと熟彼は云つ授︒

ラムピア﹂︑黛之ル識の脇田餐し︑︸︑．雑⁝を吹く少年﹂の︑ルウヴ

も

︵賦・︑︾回︷ご嗣︒望倒・笛ご娼・qゆ慧︶我々は今観︑このヨつの作・

昂を︑他の竜のとと電に︑新しい隣代を附いた﹁互匠﹂
優れ起作言σ諒解せられない理庸も⁝つでは順い︒藝

の太作としてルウヴルにおいて見るのである︒

．

︐もし入が⁝つの擁出物や風景や蘇⁝を滋筑しいと見激ければ︑

彼は届第一にすべて㊨入がそれを高く必鼠講する百の撃しょ

徳に封ずる誤起る思想に退せられて︑翼に藝術的なるも
のに到馳遷することがで費熟いといふのはその一つである︒

って竜︑内葡的には同意を彊．制せられ熟い︒尤も彼は趣

ズ

p二二⁝⁝に陶って理論⁝的潰費目妬丹紅組するのは一他の一例で

自分の﹂趣詳味を︑曲る種の輯封象の十一分激曲面の如識によって

るかのやうに襲ふかも知れない︒のみ張らす︑彼は馨允

十分形成し掩かを疑ひはじめるといふこともありうる︒

味がないと見られない緩めに︑破にも嶺︑距それが氣に入

のほ憎災に他の一つであ・る︒古典的六形髄の美をもつ作㍑耐

有数厳いか煽る謁糠臨磁ハへ徹いこと︑ま允︑どうかする

ある︒弱る隈られ掩美を宵．Ψ面することのみに偏しで︑そ

のみを愛するやうな見方がいかに多いことか︒我々はζ

と心入が破れのかはりに見︑ま掩親察することもでき︑

それに蘭

見慨と信⁝する破には︑理論的に︑從って論理的判断の九

︵略︶しかも撒ほ彼に︑他人の同意が︑羨の斜定の艶めに

サ
しい見方に導くζとができる︒それが明噺腋形態のもの

ま疫多くの入が一様に一見掩ものが︑それを遮ったものに

美の批剣︵承一朗︶

セ

蔽らない︒欝然それは何らかの宿紙へを豫慶し︑

の或ものをその誤りと狭さ蕪撫するζとによって︑正

てもそれは他人の替同を婆面する理論駒煮味をも究ねば

にもせよ︑驚距腰昧叛形態の亀のにもせよ︑いつれ・にし

れよりほかの軸製に内っては画く脳⁝され急心をもつといふ

籔曜

KO
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第議欝六十號

めには申一分徹論騒撒として役立って馬︑しか電齢他言に氣に

ける翼質である︒

厳いことを明齢賦に勤脚識・すろ︒我々に都ムロのわるい寺入の﹁

るのである︒覇允それを妨げる︑輌肥れる瞬心繭怨を彼がもπ

正伝紅礁︷見することは︑彼れの観力の健登なることを諮

一つの蝋㍑術作品において．欝然賞讃せらるべ量ものを

判断は︑正當に我みの判断な購躇せしめることはできる

ぶべきことであるのみならす︑他の公衆に取っても．︑豪

派いことを諮写するのである︒それはπだ彼に取って悦

︵選㌦節翻無︵遷d二郷︐乙欝偽π細隔・の︶．

ともに悦ぶぺ雪輿・賢である︒

た城㍑術⁝象たちに取つ

饗しても︑批詐はつひに施すべきすべを臨允激いであら

ふ癖質の備に隠れて︑自分ゐ趣味を移さうとし怪い人に

腋いであるう︒美の劇論が客槻的搬諮縷をも距激いとい

い入の欝には︑いかに優れた揖評も何の勧果も見醗しえ

ヅつの作附醐は一つの発櫨脚である︒種々の段階に麗別ぜら

かにせられ九やらに︑期単に﹁一つのもの﹂．のみでは漁い︒

鳶い︒；の作品において児田されるものは︑既に脇ら

といふ間ひについては︑我々は更に一考し六ければ漁ら

しかしすべての賞讃が直ちた破れの功蹟と激るか否かコ

殊に優れた︑しかも膏然彼れの受くべき賞讃を受け漁い

う︒ただ謙醸︑漏る心をも︑つ人の前にのみ︑批評はそれが

れる多くの部分がそれを椿成するのである︒これらの部

藝術家については︑特に箸るしい功績であらう︒

語るだけのものを傾鵜せられるであらう︒﹁語られるも

は費に無限である︒このやうな熾鱒造をもつ作製に導いて︑

分と発髄との⁝閥係は︑從ってそこに成立する部分 の段階︒

慮分の添筆を⁝踏倒して胃の難にも耳を傾けようとはしん

の﹂は︑根源的に唄踏漏かるべ蓼．ものしであや︒︑聴かるべ

ド

我々はそこ︑に違つ允﹁一つの竜の﹂ぞ見るのである︒そ

ことである︒輩に⁝汝の罪．素についてのみそれが考へら

．する部分の或ものが︸見られ︑或ものが一見られ永いといふ

ゆ

とは︑我々が入戸門とし︑ての一翼の在り⊥万を竜つことであるQ

れガ違つ丸ものとして見られるといふのは︑それを構成

に從ふといふことである︒他人における豊里は儀分に蕊

他州に屈從するといふこ︾．では賜い︒他入における翼費

謙震なる心をもつといふζとであ挙︒誰⁝虚とは︑徒らに

き馬のは驚かれ訟ば癒ら癒い︒聴かるべきものを穂くこ﹂

襲ふやう漁入の購に汰︑おそらく批評は無力であらう︒

ても︑

他人の思はくを氣にするゆゑに︑強ひて膚分の趣味を

が︑・しかし決してその誤り・葱設得することはできないQ．

入つ霞込のが︑美的鯛瞬の縫櫨としては︐決して役立ちえ

八
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一入︑は

れるのでは蹴い︒崎れらのものの閣に誇謬る⁝闘聯そのも
のも︑或ひ飲見られ或﹁ひは一見られ想いであらう︒

癒い︒ 一入猷レかしそれな廉いてるる線そのものの内面

霜かれた一つの果物の箪に形を見るにとどまるか竜知れ

⁝入はさらに︑それらの果物一の霧爾
︑

発く淀意を梯は癒かつ九寓賢であらう︒それはその作晶

つの果物がそのものとして砂壁される尭めには︑鹸

の回る部分︑或る⁝飾言において見由出される事轡凪︐∵．あっ漁︒

タ
くべからざる形と色の要素であっ距︒それらの幾つかの

ものが鍵かれるかぎり︑當然そこに直立すべき︷つの關

聯であっ疫︒それが霧かれ激かっ疫のである︒批一儲家．は

を一見るで馬あらう︒

に誇ける億置の閲係にまで阿な進めるか竜知れ卜い︒最

それに注意し允︒さうしてそれを︑その作ロ略の﹁欲鮎﹂

う一⁝批罫家は︑激ぜそれを島影として批難することが

しかし一私はおそらくこの疑ひを豫期．すべきであち

の

とに感嘆の蝶を上するかも知れ激い︒ ⁝入はしかし︑そ

勧の一入は果物の形が白H然のものをよ−く聾し血といふこ

として指摘することを輝ら恥いのである︒

れを乏いてるる線が卑しい精紳な曝露してみるζとに氣
ついて層をひそめ九かも知れ悔い︑﹁お羨けに﹂ともう

で睡るのであるか︒あなたはそこに霧かれ拠ものの或る
部分︑もしくは物の

幅人が巡ったかも知れない︒﹁これらの果物は配置がば
らばらである︒それらのものの器財には呼びかけるものと

るか︒さだめしあ激旋は︑外界の自然がそれであると云

どこにそれがあ

あらう︒彼と蓮つ南湖を竜つ公立の混心する黙に彼れの

ふのでみらう︒しかし一1とこの聞ひが績けられるかは

くべきもの﹂が撫ければならない︒

かれ通いものを﹁無くべきもの﹂として噂求するには︑

ぬ

ノ
霧かれ距ものとそ彼が見九ものでなければ六ら撫い︒鍵

は︑誇そらくは彼が霧かうとしなかつ旋︑も・のでは激いか．

聞の關脳柳が霧かれてる云いと云ふの

答へるものが醜い︑ここにはいか蹴る︑灘自動も庶い﹂︾こ㌶

ではないか︑警かれないもの即ち書舞の見なかっ癒竜の

つ距か竜知れ六い︒
このやう旗︑もしくはこれに似距種々の柵観心亦が︑それ
を一意る永々によってさまざまに藷られることができる︒

涙慧が向けられたいこ・︑﹂は有りうべき豫想であっ允︒藝

へ
りに︑私がそれにつづけよう一問はれる・・﹁㎜ほりそれは

油墨寂鵠身ぱしかし全く薄れに氣つかない早撃があるで

術窺科白四身がその編垂⁝に詠いて見串固さない雍磐底は⁝：訟そ

ﾌ⁝窺劇μ︵承曲閏︶

九

全然であるGそこに叢かれ九千物が︑土盛の⁝果物がもつ

一、

らく云ふまでもなく一⁝それな製作叢る聞に続いても︑
魏汎

14X

折闘雄鼎鮒究

櫨謝薫冨

山ハ⊥丁鱗伽

ものをも疫ないと私は云ふのである鞠Dしかし私はあなた

吋O

いて未だ瓢⁝﹁出さ施敷い白M然が潜められてみる

外なる白囲

然が難眼であるやろに︑内盛る慮然も無燈の領域を

愚つ

の注意を願ふ︒紙

のである︒芝ちら馬それは我汝に蕾ける繭然であるb覆

−せられるかぎり︑一らの瞭然は⁝正より深き自然﹂によっ

刷はしかし統一を豫想する︒内と外︑二つの自然が麗胴

∵霞然を霧くべきもρとして見るのは︑

私がかつて﹄兄六・艶然の搬出物を思ひ繭起しで．︑．その維⁝がそれ

に一致するやうに盤いてるるか否かを比較し九のでは六．

て統一せられねば叛らない︒鍵かれ九自然が︑允とひ或

い︒それは一つの伽識的犀皮であみ︑葵術作品に向ふべ
寳態度ではない︒そのことはさ竃に云つ艶︒もし入がそ

女車⁝榔に驚いて外敷る自然に一致し漁いにしても︑ζの

謔關[き自然kにはご羨しなければなら敷い︒鍵くべ

の作陶⁝⁝の笹舟を指摘する允めに隔渦⁝去の経験に本ついて︑

︸つの場A獄とは︑

の場A臓を除いては そ れ は 誤 り で あ る ︒

霞然はなのやうなもので獄癒いと云ふと・すれば︑ ⁝つ

に一致するといふ︑根源的撫要求を充さないことを紫ふ

煮ものが霜かれてるたいと云ふのは︑このより深き自漏然

のであるσ

藝墨譜高が外界の霞然を臨く美術作品であるにして竜︑

こに諮られる入物の状況︑事件の経堂に憩いて︑それを

々の⁝封象と︑それらの亀のの關聯に誇廊て︑もしくはそ

一せられ九自然として受け取り︑そこに霧かれてるる極

審件を描く小詮であみにしても︑公衆はそれを一つの統

すζ

一つの新しい構威を見出

統⁝するもの︑隔即ちζのより深い自然を一意塒すご乏を期
界にある鍵︷然が我々のもつ﹁白囲

乏もできるであらう︒ 外

の甘口噸において︑九とひきはめて小さ激一部分に語いて

成に寄々するやうにそこに霞かれねば激らない︒もしそ

待するのである︒すべてのものが︑ζのやう煮自然の形

我々の覗難の一つの現れである︒我々の内には自然にお

一見る白同然は︑我々に駆ける一親耀茄の漆出するものである︒

然﹂のすべてではない︒さきにも云つ疫やうに︑我汝の

を弓形することによって︑

はない︒慮然のもってみる細⁝部を見ない︑験しくはそれ

﹂欝かねばならない︑霞かないのは欲熱であると云ふので

う厳歓勲をも距ない自然を封照して見せる場A隣である︒
．彼が自然を引照するのは︑自然がそれをもっからそれを

いかなる惟質のものであるかを論明する疫めに︑そのや

のものに誇いて︑﹁霞ちにそこに見乏どけ距種々の鮫鮎が

彼がその作鳳⁝の霞く一封象・もしくはそれらの謝象の構⁝遊そ．

ハ、
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騨⁝として顧れ︑た︑藝術⁝の意窓その竜めがそれを要求する

摘せられるのは欝然であらうρ批評蒙の難意が徒らにそ
へ
れを語るので織ない︑それ㌃襲爵せんとすろ藝衛蒙の薫

亀のが兇禺されるとずれば︑それが一つの歓嵩とし﹁て指

でも︑この形〜威に寄戯ハしえない︑もしく戴それを鋳げる

のである︒その作晶⁝の鍛かにはそれを制定すゑ外曲な標

現れることも．その作品をとほしてはじめて見事される

晶をとほして現れるほかはない︒それが親れ熊いことも

志が︑﹁作る入﹂の疑に現れることが︑

現れ敷いか触である︒㎝︒見る人﹂の阿に現れ・る幌発の意

の雷墾ものによって妨響られ驚のである︒翼籍⁝の意芯は作

さまざまの理由

のである︒

そのものである︒﹄見る人の内なるものである︒根源的に

つの別の馬のでは襲い︑形叛嚢標準である︒褻術⁝の意志

肇はない︒批評の標準は︑作庵陥の厳かに用意せられ允一

つの石のやうに周賭し允⁝っの塵隠として我々の内に准

熟り深い自然と爵ふのは︑そのやうな一つの自然が一

るといふのではない︒そのやうな自然に︐ 致することを

嚢しかし私舞続るか﹄れ秩・器の批評は

批評は搬．砂壌である︒

作晶がいかなるものであ︐るかを語ることではないか︒そ

要求すると云ふのではない︒もしそれ叛らば︑それは一
つの知的態度である︒外界の自然を標準とするのと選ぶ

⁝れは藁・賢を藷らねば激ら謳い︒客親性をも元腋い眞費は

へ

ところはない︒より深き霞⁝然は︑そのやう癒 つの爽象

げ

的印象の上に立つ批評は︑︑鳴しき砂卦の櫻⁝闘に渦⁝ぎない

撫い︒客槻的費根ハ嬢の上に立たないやう激︑輩腋る霊鮪観

では趣くて種74の自然の1外界の︑もしくは藝術⁝家の
する竜の︑良然の根源そのもの

一つの霞﹇然㈱Wち見られ尭慮然ではない︒

創立 するi自然を薩出
を云ふのである〇

のでは叛いか︒

の

ζの疑ぴにはしかし一つの先入見がさ費立ってるる︒

それを見る竜の師ち噌脱⁝覚の齋心慨心そのものである︒両圏然が

へ
あ
番かれるとにこの意志がそれを廃介することである︒覗

ﾄるる〇九しかに空槻的であることは客親思であるこ

窒薦⁝的なる印象は客一観性を・も允叛いといふ考へがさき︷激

とはで燈ないであらう︒しかし家倉的であるといふこと

いて霞継が産出せられるといふことである︒一つの作晶

畳の意志が︽白﹇然に暴れるζと﹂が︑最も深い意映〜にお

渉優れ允馬のとして賞讃せられるのは︑この意志が資︑現

＝

は︑それ丁がすべてに病常するζと綿ち普漏⁝必然性をもつ
赫炎の描蜘㎝列︵承 萌 ︶

し拠といふζとである︒鋏黙が指⁝摘せられるのはそれが

つ、

14il

一二

昧をもつのも︑轡八にζの内なる標準そのものの︒根櫨の上︑

錦蕊胃六十騨側

といふことでは難いであらうか︒．批評がそこから出磯す

に．立つからである︒

野回離甲研究

ペ．弩親照が霊競繭蹴るものであ・るといふめは︑それが一

瀬必然性は論いであらうか︒六ぜそれならば美衛の作品

ふζとである︒個人の見出 し掩馬のにはしかし果して二

揚げてみる手が︑長い別離の仙後にやうやく巡りあった人

る︒その顔の方向馬上孚身の姿熱︷︑その一人の附く前へ

いふ例を見るのである︒二人の人が向ひあって立ってる

し允かは十分わかる︑しかし專費は霞かれ厳かつ髄と

一つの作品に何が霧かれようと

ぼゆ
が陳列せられ︑小論が出版せられるのである・か︒人汝の

賢にしばしば我々は︑

陥りゃすい誤りは︑論理的なる制臨でなければ客親性を

が︑驚きと喜びの㌻ちに︑いそがしく話しあふ光景を霧
ダ

︑

鍵かれ九蕃賢としては︑彼らが喜びに充ち允倉話は︑そ

こには酸とんど見られ潔いのである︒宴曲は明かに指摘︑

せられることができる︒彼らの齢は尚ひあってみる︒し

晶のみ敷らす︑自然そのものといへども︑その存在の判野

云ふのではない．︑それを見る疑の直接な濁世として︑二

を見たいといふのは︑それが現費の知識に一致しないと

かしその雪線が横へそれてみる︒そこに﹁話し合ふ人﹂

土を受けるのである︒それが我々に最も近く最亀親しく︑

見ないと云ふのである︒鍵︷数には・

欝欝たる貧在⁝性をもつものとして見解されるのは︑それ

り
それが氣つかれなかっ九︒彼は脱線の繭か向についての鏡

敏な尽力を亀疫六かつたの・である︒親力駈敏い允のでは

って話しあふ光景を露がうとする破俄の惹志が︑πしか

云ふ入竜あるであら5か︒しかし彼らが驚きと喜びを竜

な︑それ竜寮た一つの空槻曲癒る剛・象に数へらるべ慶事

愛の意窓が︑是等深い煮映 において︑その存荘の根源性

ない︑はじめからそれを霞かう・．﹂したかつ允のであると

を保諮するかずである︒平田観的漁標準が標準としての惹

脚買によるのではない︒それな駿々の購に蔚いて山州はす醗

が疫だ外か傷興べられ允竜のとして存在するといふやう

身の鳴門の晶柄軸㎜的〃精ムnを

費にこの内なる詮なき標準によってζぞ︑箪に藝術作

ごα︶

つかねば︑六らない︒︵￠璽ρ器戸津農場N・§ρマ

ρ二Φ重器諺Φ目︒︶とも云ふべ蓬竜のの存在することに氣

し．この考へを去らねばなら著い﹁慮然の論理﹂︵ぎHoo9や くのであることは十一分わかる︒にもかかはらす︑そこに

も允な﹁いといふやう叛種類の考へ方である︒彼らはしか

人の批欝欝がその作晶において見出し九竜︑のであるとい

ノ

に見出されるやう倣光景が︑そこには誤りなく霞かれ粍
のである○それを獄一る入々の鰭は︑富隈︑比それらの入物

一つの作晶を賞讃すること︑もしくば．鋏懸を指貫ナる

のである︒

二手の麗︹漁は轡八にそこに婆求せ㌧れて轟一かれた志の︑電

しくは要求せられでしかも鍵かれなかりたものについて

の羅に誇ける親線の繁張を⁝沁みことを要求するのである︒

彼らが恣にそれを要求するのではない一︑そこに鍵かれて

︸つの作高を語るのはこの要求を背後として

その美術家の要求であると岡時にそれを﹁見↑る者一の要

れを成立せしめ允理由としてあとづけられるのである︒

語ることであった︒その⁝嬰求は作晶そのものに聴いてそ

︑

るる亀の﹂その馬のが︑それを見る入の目に両って要求
ゆ
するのである︒その作品の星霜をなす自然がそれを要求

するのである︒

求である︒

はその作品に伽封す嶺去年の意志である︒鉱つの作嬉mはこ

その上に成立しπものを語るのである︒﹁背後のもの﹂

我六はま書きはめてしばしば︑一つの藝術作品が翠な
る愛い興味を呼撰起すのに渦ぎ旧いのに諒し︑ 一つのも

糧列に訟ける︑

の意志によって産乱せらるべき︑無限の可能上る作品の

のが深く我々の深廉を動かすことを鰹験し︑︑この後のも

認する︒しかしその際我々は必ずし竜それを渦

ダ
それがいかなる作晶であるかは︑もとより前竜って豫

のを︑より深く我涛め塾術的要求を充九すものとして承

作晶に比べるのでもなく︑ま癒何らかの既成の原則によ

じめて知ることができるのである︒我々は疫だ一つの作

見せられるものではない︒作られたものをとほして︑は

一つの竜のとして産出せられ疲のである︒

つてそれを制定するのでもない︒作晶の興へる維験その

去に㎞兇托

ものが山鼠ちにそれを決定させるのである︒我々における

してそれが軍に欝分にのみさうであるのでは搬く︑あら

それを我汝の深底から磯する驕きに聴いて此14評し︑さう

藝術の皆野その馬のがそれを決定するのである︒我々は

巾それならざる作例⁝⁝﹂を豫面するといふζとである︒ 一

て一つの慢心心性を亀って限定せられ九ものは︑発源的に

でみる︒それは紫ひかへると︑・一つの特殊なる作晶とし

闘⁝驕一をもつべき朱知の作晶を豫感ずることができるのみ

m㎜を鳳μることによって︑根源焦附にその作厩聞にこのやうな

ゆる人がぴとしくそれに岡意ずるといふ︑意識を超え疫

一三

つの作晶に封ずる賞讃としての︑もしくは鋏澱の指摘と
赫拠の批酬μへ承荊 ︶

確儒⁝をもつのである︒内なる標準と歎ふのはそれを晶試ふ

1美に塩ける我粛の根源的なろ傾向として現れるi

エ45
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しての形態に構いて︑その︐作温とともに一群の径列をな

一

す﹁他の作親﹂の小下血を種くことであるQζの意味に

着て続評家も轟轟の綱作家であ︑つ尭︒
それは一つの霊⁝憩 に つ い て 竜 考 へ る こ と が で き る ︒

つの竜のは二つの存在形態をもつてみる︒一つぼ色と形︑
の察開的形態である︒一つは時醐的過程である︒一つの

一閥

のものが綾欝の封事として︑その隠事酌存在のいか激る

﹁形態にむいて取わ上げられるかといふ問ひを帳病的に豫

葱する︒ 一つの花ぼ蕾が鍵かれるζともで費る︒喫童揃⁝

ふ光景が鍵かれること馬できる︒散り果て﹁疫後が霧かれ

ること馬できる︒ 一篇の蔀悲劇︸は︑起らないさ費の李和海

と︑悲抽惨な厄難と︑曝露沿の後の哀愁の︑いつれかに

融いて見繊されることができる︒

石のやうにほとんどその色と形を︑少くと竜我々の隣に

のものの在り方の動き︑印ち⁝っの事件である︒ 一塊の

色と形が時敵陣において転或る繍蕉谷を示す︒それはその﹂つ

それが問はれるには︑霞かれるものの縫︒闇における種汝

つの藝術の意志をより多く表はしうるかを問ふのである︒

は︑いかなる藝網粥の意粛心を出猟はすか︑いかなる形態が一

ふことで窃る︒

一つの⁝封象の存在㊨選ばれた一つの形能心

は纐︷へ激いと見られる・もの・も︑それが爵梱る畔川間において

の存在形態が︑既に知られてみることを・豫癒する︒蕾が

これらのことが闇はれるとは﹁主題﹂が問はれるとい

そζに存在するといふのはそのやう永一つの疑心的事件

る認めには︑轟自画の光蠣︑凋落の趣きが知られてみなけ．

霧かれてるる︒その選樫が賞讃に俄するか否かが間はれ

である︒

ればなら癒い︒それは慨然の豫想であらう︒博閥におけ

の事件︑

へ

てのみその封象として取い上げられることができる︒隠

︑同区である︒

3る︒漣典︑熊野︑突婆に誇

ける事件︑すべて賦活的誤る朧題においても︑もとより

部とする下獄の智識輩豫想﹄

ある︒話題の閥題は︑根源的にそこに叢かれるものを一

ド

る存在はすべて⁝つの歴史である︒歴奥は過去の面識で

一つの竜のの時賄に器ける︷仔在の㎜

つの察⁝聞的形態のみである︒といふことはしかし︑︸つ

の霞きうるものは︑

源麟に一斑巣もしく用ほ物語を鍵﹂くごと醸で量たい︒絡叢

てはそれは蓑はされるこ芝はできない︒彫刻︑績霧は綴

閥を結允ない黍開のみの領域としての覗梵の藝術に論い

ゆ
ゆ
一つの⁝歴史を一見るのである9審件は・文臣㍑に誇い

﹁つのものの時蒲一的存在を見るのは︐常に⁝つ

ものはその特有の色と・形をもつて時一閥に幽いて点仔在する︒

…脱
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をより竜︑︑むしろ︑あの養い場面をζそ鍵くべきであっ

しかし−ilと南入の批評家が考へπ1−彼はこの場西

術であっ免︒にもかかはらす︑その製作と親照との憎め

飛︒彼はこの物語のもってみる眞に霞くべ澄場面に氣づ

視畳の藝術は純粋に見るこ︑﹂のみに絡始せらるべき藝

に︑．知識の⁝關興が堀へ属せられる⑳は︑それが室開山の世界

を超えて隣醐の微界を見ようと試みるからである︒歴史

いであらちか︒露籔その人はそれを霧かうとはしなかつ

彼れの挽評は︑しかし輩なる彼れのみの私語に過ぎな

﹂か撫かつ旋と考へ海︒

一枚の絡が蕾の花を主題として霊く︒なぜ漏鰻寵る花

拠のであ．る︒それを要求するのは批葬︐数の輩なる我がま

を欝く彫刻監︑鳥跡⁝は美術と交藝の中開に立つ竜のである︒

艪ﾌ光黒以が識かれな︑かつ血か︒外叫蒙の口はその理由を

まに濯ぎ善いと批難せられるであらうか︒それが圭題と

・して︑この欝籔に取り上げられ九のは︑そこに褒はされ

類幽が若君せられることができる︒恐ろしさ︑近しさ︑

九﹁恐ろしさしの美のためであった︒︑﹁恐ろしさ﹂とは︑

⁝批評によってそれを諒解するζとができるであらう︒

激しさ︑凄み︑その徽か種パのものを数へることができ

る濾楚泳る氣品がみごとにも鍵かれ尭のを︑明断に霞家

これに茂する場合馬あるζとはで費る︒﹁恐ろしさ﹂

る︑フヲルケルトの．醗鵬は︑一期の糖腿塑の美に於いてのや

否定蘭なみカの崇高美を云ふのである︒それに9も種々の

を鍵かうとする鍵家が⁝放の絹を憶意し允︒そζに叢く

うに︑否定的なる崇高美においても詳窟である︒

篤

べ塗野象として︑彼は一つのひろく構に知られ勉物語を

あらゆる恐ろしさのうちで︹︑凄み﹂は最も恐ろしい類

型であるQ恥叛ろ恐ろしさも︑⁝殿しさ竜・その億の種々
／
の静態に叩ける恐．うしさは︑すべて堕白にそのものとし

﹁恐ろしいもの﹂はその形礁の発

て限定せられてるる︒

凄い場醸竜あった︒叢家はその

表はされうるやう叛

部をそこに暁磁に婁はしてみる︒これに養して一︑凄み篇

艶火

へ

激しく恐ろしい場颪髪取りあげ距︒それはみごとに鍵か

一五

は﹁測り飾るべからぎる竜の﹂である︒その形蚕の︑⁝翻
ﾌ軸抑酬μ︵漁獄蹴︶

れ元◎

れうるやうな一もしくは名優の演戯によつてはじめて

｢場面もあっ掩︒鏡敏激勝馬によってはじめ一戸見出さ

取りあ・げ允︒そζには恐ろしく激しい場面があっ免︒美

その入の意闘を表はす馬のとして見諾し距︒・公衆はζの

一入の批評家の回は︑そこに盛ひの花に酸見るべからざ

繁盛そのものに驚いて晃究めることができ闘い︒こ︑の降

成瓢

覧し

瀦

蜥圃鳳鰍研究

第滋欝山ハ十癬群

が祷景に規れて︑それが脇臼癒る照照をもつかはけに無

田六

を為たない．撲蘭が霞かれみのである︒発く輪郭が叢かれ

い︒或竜の竜しくはものの或る蝋闇分は︸・明白にその輪郭

ないのでは翫い︒そこには籍霧が存准潤ることはで謹た

をもつて鍵かれてるる︒ζれと密接撫る關聯をもつ ︑︑丁

ﾉ瞬⁝い背後へ 泄六つ︵みる○聾円後への膿一心騨は㎞撫さで卍の

る︒鎌囲みは無限の深さに漁ける恐ろしさであった︒深さ

それをも九たい室⁝闇がその︑ものの在り方として霊かれる

〆

激癒癸なる竜のはたい︒しかし明．急なる形髄㌃竜っ蕗の

限の深さ・せ﹂もつ・もの乏いへども︑それが一つの⁝封象で山の

電細部は蔽とんど見られることがで豊庶い︒深い曙が覆

かもその一部がやうやくそれと見られるのみで︑どちら

の豊である︒輪郭が齋衣面の丸み麹もつ駄欝かれてるる︒し

ｳ限摩るもの﹂は存在し嘲い︒存在する為のは限定せ

るか蓬り︑それもま血汐とより有限なるものである︒

ある︒窓は明断叛る輪郭をもつてみる︒窓をとほして見

に長い長方形が霞かれてるる︒壁に盤かれ距一つの窓で

ふのは︑その⁝封象の構⁝遭その竜のが無限なる竜のに蓮な

られる察内は︑発く何の︑綴⁝別も︐激い暗の察聞である︒セ

られ距ものである︒無画意の深さを間つりものがもっとい

るといふζとであ恥︒

きる︒レムブラン不の作臓にに︑はじめのものの多くの

ザソスの風景霧には︑ζの窓の︐多くの例を見ることがで

例がある︒彼らの絡霞が嚢はめて多−く無限定る深さをも帽

の熱思せられると繰りであ︑る．

能性︑即ち限定への要︑寒である︒無限の恐ろしさとは︑

られ蔽い竜のである︒限定せられ這い竜のは︑⁝眠定の可

凄みは無限の恐ろしさで笏つπ︒無限叛る竜のは限定せ

よりもまさる搬題替．して取り上げられねば叛らないのみ︒

︐一つの﹁凄い電の﹂はしかしなぜ︑他の恐ろしいもの

つことは︑誹⁝鱈

輪郭関内にその封象の変面を規定し︑外に無限の背．景を

ぷ

ﾂの部分とその背景が成立する︒

それらの灘⁝汝の意映︾を二つ室間において無限なるもの
へ
が鍵かれるとは﹂一つのもの・．﹂して窮断だ限定せられ数

も
い室間が鍵かれろといふことで癒ければなら諾い︒輪郭

一

らの蔀＾分の輪別郭に笑いても︑それによつて規定せられる

幾つもの段階を形成する部分の輪郭が見禺される︒それ

豫晶怨する︒その輪鷲郭に撫規定せられ免ものの爽面には更に

﹁つの⁝脱発の勤象はその特有の輪郭によつて戯駕する︒

へ

ふのである︒明るい蓑颪に叡明噺一な輪郭をもつ一つの竪

．つの層限漁るものである︒凄み獅ち恐ろしさにおける無

の深さはその忍野のもつ深さに限られて噛みる︒それは一

…眠
剛、

㌔、
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恐ろし孝への無限の要求である︒それが欝か船るのば︑

のとして遭遇感すことであるQ云びかへると︑この特殊な

は︑その作画㎜の﹁︑背後のもの﹂を一つの⁝限定せられたも

い要求その竜のが霞かれてるるのである︒目がそれを

それが偶然にも口によって騨．求せられるのではない︑深

深さをもつものが我々の口と無識係にそこにあるゆゑに︑

曙がその肛囲眠叛る深さを見ることを一要求するのである︒

こと竜できる︑一つの藝術作晶を早撃すべぎすべての契

輩に色のみが考へられること竜できる︒作髭噸の主題が問
も
はれ︑主題のいかなる面が取り上げられたかが問はれる

風が問題となることもで織るρその線のみが︑もしくは

る︒そこには踊機癖の段階が考へられる︒

る婆術の意志を︑⁝更によの高い背川後の蔚に置くことであE

へ

ての無限計る要求が目の⁝謝象として威照するのである︒

﹁深く要求する慰の﹂として見爾すよりほかに別の見方

轡門がこの反省門の⁝封勲仙窒叛るu

⁝つの作品は︑もとよの孤立して存在するものでは癒

一つの作ロ賄の作

が駆︑求せられるのは︑輩なる批評家の要求ではなぐて︑

がありうるであらうか︒それが主題として講⁝かれること

籔菰術の意謀そのものの根源的癒要求である︒1これが

い︑根源的に無限の段階をなす灘⁝幾において︑それぞれ

る︒摩根源的にこの無限叛る段階の構塗に解離して︑その

おそらくさうして愚輔導異る批評家の答へであらう︒

優れた批 許家に取って︑と云ふよりも批評家の名に値

意昧が問はれることも容易に麗解せられ潔いであらうか︒

の婆術⁝の種類を趨えて爽瓢術の最竜高い背後に蓮なってみ

する批評家に取っては何が要求ぜられるかを︑諸鱈はす

品をと蔽して︑それを旋議し究藝術家の意志セ知る人質

で癒ければ癒らない︒

燕瓢術家集身の蝋簾備の全領域に⁝曝する⁝嗣聯が陥問はれること

Nつの作灯⁝⁝の意味を遵ふζとは︑それと藝術家との關聯︑

叛ければならない︒その意志を知りうるやうにその作品

には︑しかし︑それが翻する南庭領域に誇けるその位置

でに明らかに諒解せられ寛いであらうか︒彼は嚇つの作

を諒解する人でなければならない︒心術⁝家の心志とその
ノ
作贔の現に表はすものとの關聯を︑正確に捉へうる人で

を正しく諒解すること那根源的に豫想ぜられてるる︒一

一七

枚の絡は﹁倫⁝欝⁝﹂であって︑いが厳る別の心術で竜ない︒

蝸つの作晶の表はす意昧を正しく諒解するといふこと

蹴ければならない︒
一ρの作口糧をとほして藝辮⁝家の意志を知るといふζと
美の拙剣︵謹上︶

15e

一八

さうしてそれは彼れの批詳があらゆる﹁そこに見出すべ

戴瓢瓢胃門山ハ十・號

それを正しく諒解する︑邸ちその意味を明確に隈号する

きもの﹂に向かって溺落せられ距楓を要求するといふこ

哲攣噸究

とは︑それに封して背旧型をなす竜の即ち倫脚盤の意咲〜その

とである︒彼が優れ距藝衛駒素質と豊かな藝衡的造詣を

燗煖翌ﾋば激らないといふことである︒

ものを明確⁝た艶藤解することを豫想し叛ければならない︒

それは云ひかへると︑彼れの批評が賞讃であるにはし

彼が⁝つの作晶において見飽すものは︑その西口剛におい

彼が藝術⁝批評家の名に値する目をもつ入であるか︐ぎり︑

に措いて正當に占むべき位置を知ることが要求せられる

て鳳押るべきもの︑そζに編仔在し︑一漁ることが要求せられ

天才に鳶いてのやう

といふζとである︒富目なる批難と賞讃が根源的に否定

られるのみである︒︵終︶

だその一︑慣しが︑翼鰹への彼であるこどが矯激的に要求せ

もまた良きものである﹂︒︵弱・国＾︶鐸彰篇︾甥鶴②ダ℃6Q︒︶た

オドオル・ルウソオが云つ九﹁︑彼に良きものは︑人類に

するのではないのかとあやぶむ人もあるであらうか︒テ

れるであらうか︑それはぽとんど不可能なることを要求

菰い︒どうしてしかし︑それが磯見せられるのかと問は

入のひとしく肯完すべき普遍酌なる書見でなければ激ら

とも語られ允やうに︵野選巳Φさ蜜愛馬Fこ︒・み悼︶萬

則に從ふ詩入ではない︑彼こそむしろ規則の原因である

に︵︸ハ．自．爵酔包路養津﹄轟α︶ま拠．﹁ホオマアは︑規

へる才能︵天界︶﹂として規定し喪

允もので激ければ癒らない︒カン転が﹁藝術⁝に翻刷則を︷興

荻に妨げられる恐れなく︑鋭﹁敏に提へられねばならない︒︐

めには︑その作晶の表はす馬のがそれを捉へる主観の備

の領域における⁝つの作晶の正七い位置が一見賊される允

それは無限に多様なる美が見患さるべ邊領域である︒こ

る關聯をもつ︑無限の深さを穿ってるる︒云ひかへると︑

一つの藝術の領域は︑無限の廣さと︑それに根源的な

鷲つ艶︒︵︾89︶

ぜさうであるかといふ理由を磯見しなければいけないと

れは良い︑これはいけない乏云ふだけではいけない︑厳

みってはならない︒そのルノアアルも︑入の絡㌘箪にζ

一髭噌沖国Φβ鼠さ℃・臆戯︶批一許はこのやうな嘆きの原因で

竜ないとルノアアルが窪い疫と傳へちれてるるが︵＜G

名轡は爾のやうに降るが︑しかし私には貫の亥人は一入

・せられてるるといふことである︒入は私の作晶を賞讃し︑

ても︑鉄鮎の指⁝摘であるにはしても︑それが絡欝の領域

、り

