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古 屋 裕 一

(本稿は, <

平成七年三月発行の東京大学平成六年度文部省科学研究費補助金 (総合研究A) 研究成果報告書

『ドイツ文学における 〈批評〉 の展開』

に掲載された拙論 :

「 〈近代〉 の幼年時代

- Frレシュ レーゲルとW. ベンヤミ ンー (その一)」 ダ

(序章 合わせ鏡のなかの交錯世界 し 二

第一章 シュ レーゲルのロマン主義文学理論 ¥ ■ ■ ■

第二章 ロマン主義文学の物象化形態と しての 「神話」)

を受けて書かれたものである。)

第三章 ロマン派批評論にみ られるベ ンヤミ ンのシュ レーゲル受容

ベンヤミ ンとシュ レーゲルとの直接的なつながりは, ベンヤミ ンが1919年に学位論文と し

てベルン大学に提出した 「ドイツロマン派における芸術批評の概念」 において明らかに認め

られる。 彼はそのなかで, 上述のようなシュ レーゲルのロマン主義文学理論を自らの思考領

域のなかに取 り入れるのTCあるが, その際, ある種の限定がなされている6 - つは, 運動総

体か神話かという ロマ ン主義文学のもつ両義性を排除し, これを総体概念と して限定してい

る点である。 ベンヤミ ンがロマン派批評論め第一章において, フ ィ ヒテとシュ レーゲルを何

とかして区別しよう とする基本的な意味は, この点に求められる。 もちろん, 反省の働 く場
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が, フ ィ ヒテの場合 daslch ( 自我) であ り, シュ レーゲルの場合 Selbst ( 自己) であると

いう違いや, 反省そのもののあり方も両者の場合違うのであるが, ベンヤミ ンが基本的に両

者を区別しよう とする主眼は, フ ィ ヒテの場合自我の働きは 〈定立〉 と 〈反省〉 という二元

的立場なのに対して, シュ レーゲルの場合自己の働きは 〈反省〉 のみの一元的立場である,

という点に置かれている。 要するにベンヤミ ンは, フ ィ ヒテの絶対的自我の定立の働きを排

除するこ とによって, 絶対的自我のもつ 〈理論理性の根底に同一的にある先験的統覚〉 がら

〈自我と自然の根底に同一的に存在する絶対者〉 へと転じてゆく実体化傾向を排除し1), そ

れによってシュレーゲルのロマン主義文学のもつ両義性からその神話的傾向を排除し, ロマ

ン主義文学を反省という一元的な運動機能の働く場と して限定しよう と しているといえる。

第二点は, これはロマン派の芸術批評の概念に問題意識を絞って研究しよう とするベンヤミ

ンにとってはあたりまえのことであるが, フランス革命という 〈近代〉 の幼年期の根源的欲

動と結びついていたシュレーゲルのロマ ン主義文学から, ベンヤミ ンはこの社会的側面を排

除している。 しかしこの近代意識は, シュ レーゲルの批評理論をベンヤミ ンが受容する過程

で, 彼の思考領域のなかに潜在的に受け継がれ, のちにパサージュ論のなかで, その社会批

判に有効に機能することになる。

このような限定がなされたう えで, ベンヤミ ンがシュレーゲルのロマン主義文学理論を具

体的にどのよう に自らの思考領域のなかに取 り入れたかと言う と , 彼はシュ レーゲルの

〈Universum〉 という概念を, 彼自身がロマン派の研究以前に初期の言語論2)において展開

していた 〈Medium (媒質)〉 という概念に重ね合わせ, これを ー ベンヤミ ンの言葉を使

えばー 「対象認識」3) 的に受容するのである。

シュ レーゲルの文学理論の最も基本的な特徴は,づ文学作品を完結したものと見なす静的芸

術観を退け, それを生動する運動体と して捉える視点にあった。 ベンヤミ ンはこれをそのま

ま受け入れる。 というより, ベンヤミ ンの批評はこのロマン派批評論の以前も以後もこ貫し

て, 事物をそれ自体で完結した固定的実体と見なすような惰性的見方を批判= 破壊すること

によって√そこに批評によって展開可能な運動領域を認めよう とするものであり, むしろこ

のことがベンヤミ ンの関心をロマン派に向かわせたと言った方がいいだろう。 しかしシュレー

ゲルの場合この運動は, 芸術作品あるいは芸術作品内部の諸要素が, 相互に不断に交錯し,

連関を深めてゆ〈 混沌と した無限運動と して捉えられ, 〈Universum〉 はその運動総体と し

て想定されていた。 この場合, この運動を 「予見的」 に総合する視点はー けっ して現実に

到達するこ とがないにせよー シュ レーゲル自身 「あらゆるものを高みから見渡す気分」4)

と述べている よ う に, 個々の運動の外部の高次的な位置に置かれている。。 いわば

〈Universum〉 という総体的な運動領域のなかで, 個々の芸術作品や作品内部の諸要素が連

関を深めてゆく といったイメ ージが強い。 これに対 してベンヤミ ンは, 個々の芸術作品その

ものを 〈Medium (媒質)〉 という総体的な運動領域として捉え, シュ レーゲルの総体的視

野を個々の芸術作品の内部に転化する。 すなわちあらゆる芸術作品は, シュレーゲルが理想

として希求する運動総体を自らの内部に潜在的に保有するのであり, この展開可能性を秘め

た潜在的可能態が段階的に自己を展開し顕在化してゆく運動体のこ とをベンヤミ ンは く媒

質〉 と呼び, 芸術作品を媒質として定義する。 したがって芸術作品は, この潜在的可能態が

未展開なままにとどまっている, 作者によって創作されたままの作品の原 「叙述形式」 から,



〈近代〉 の幼年時代 - Fr. シュレーゲルと W. ベンヤミ ン ー (その二) 119

これが完全に展開し顕在化している展開の極限値を無限目標として, く自己破壊一自己創造一

自己限定〉 を繰り返し, 自らを無限に展開してゆかなければならない。 ベンヤミ ンは, シユユ

レーゲルの理想と しての運動総体に相当するこの展開の極限値を, 「絶対的形式」5) と呼ぶ

のであるが, 作品の原丁叙述形式」 から 「絶対的形式」 に向かう このような個々の芸術作品

内部の媒質的展開運動は, けっして文学総体を視野に置いたシュレーゲルのロマン主義文学

理論を歪曲して捉えたものではない。 なぜなら, この媒質と しての作品に内在する展開可能

性は 「連関可能性」 と して捉えられてお り, その展開の極限値と しての 「絶対的形式」 は同

時に, 様々な叙述形式が相互に不断に連関 ・交錯してゆく無限な連関の総体と しての 「諸形

式の連続体」6) と して捉えられているのだから。 つまりベンヤミ ンの場合も, 芸術総体その

ものをJ つの媒質と してみるなちば, そ こでは個々の芸術作品のもつ様々な叙述形式が, 相

互に不断に交錯し, 連関を深めてゆく混沌と した無限運動を繰 り広げ, この連関の広がりの

極限において, こ の運動総体と しての 「諸形式の連続体」 が理想と して求められるのであり,

その意味ではシュレーゲルのロマン主義文学理論を正確に受容していると言える。 しかしこ

の総体プロセスは一方では, 芸術作品という個体を一つの媒質と してみた場合, 作品が自ら

の限局された叙述形式の内部に 「連関可能性」 と して潜在する 「絶対的形式」 を, く自己破

壊一自己創造一自己限定〉 を繰り返しながら段階的に展開し, 顕在化してゆく という泊己認

識, ¥また同時に, それによって顕在化しゆく芸術総体の理想と しての 「諸形式の連続体」 の

なかでの作品の自己解消, という プロセスと同一のものである。 このような個体 ・総体の双

方における二つの運動プロセスは同時になされる, という より伺一の媒質的展開運動を異な

る視点から捉えたものに過ぎないのであ り, それゆえここでは個体一総体という厳密な区別

は意味をもたないことになる。 このよう なベンヤミ ンのロマン主義文学の理解の仕方は, 芸

術作品の無限運動を通じて, 〈ldealismusと Realismus〉 , すなわち理想と現実, 総体と

個体, 体系と断片の統一を目指さすシュ レーゲルの考えを, 〈媒質〉 という独特な概念によっ

て踏襲しているのであるが, この媒質における個体¬総体という相関関係の廃棄の根本にあ

るのは√さらに主体一客体という相関関係をも廃棄してしまう ような, ベンヤミ ンが 「対象

認識」 と呼ぶところの理論である。 ペンヤミュンは批評と作品, 認識者と認識対象との関係を,

シュ レーゲルに基づきながらも, これを 「対象認識」 という形で発展的に理論化する。 認識

者が対象を認識するという こ とは, それによって認識者自身があらたな段階に進んだ自己を

認識することでもあるが, この認識者と対象との間の認識作用は, 能動即受動的な相互方向

においてなされる。 すなわち, この認識者の新たな自己認識は, 認識者が認識対象によって

逆に認識されるこ とによってもたらされるのであり, そのとき認識対象自身もあらたな段階

に進んだ自己を認識する。 このような, 認識者による認識対象の認識, 認識者の自己認識,

認識対象の自己認識, 認識対象による認識者の認識, という四つの認識が同時に不可分に一

体化してなされる認識のあり方が, ベンヤミ ンが 「対象認識」 と呼ぶものである。

このような 「対象認識」 においては, もはや主体一客体という相関関係は廃棄されており,

そこ にはシュレーゲルが 「文学的反省の翼に乗って, 描写された対象と描写する者との中間

に漂い, この反省を次々に相乗して合わせ鏡のなかにならぶ無限の像のよう に重ねてゆ

く」7) と述べた, 主体一客体, /個体一総体 という相関関係を超えた 「連関可能性」 の二元的

な媒質領域が広がることになる。 したがって批評が芸術作品の 「対象認識」 であるとすれば,
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先ほどの芸術作品そのものの無限な自己認識と しての媒質的展開運動は, 批評そのものの展

開運動と等価になる。 それゆえ, 作者によって創作された作品の原 「叙述形式」 からその媒

質的極限値としての 「絶対的形式」 へと向かう展開運動は, 実際には批評の叙述形式と して

なされる。 しかもこの様々な展開段階をもつ批評の叙述形式は, 必ずしも単一の批評家によっ

て展開されるわけではなく , 批評家の複数性がこの展開段階に相当することがありうる。 つ

まり 「批評」 という名のもとでは, 批評家個人を超えた批評という言説 ・叙述形式の総体が

考えられているのである。

ベンヤ ミ ンは以上のような形で, シュ レーゲルのむマン主義文学理論を 〈媒質〉 という概

念のもと に 「対象認識」 的に受容する。 この媒質の特徴をあらためて整理すれば次のように

なるだろ う。①媒質とは, 事物をそれ自体で完結した固定的実体と見なすような惰性的見

方 (ロマ ン派批評論においては, これは芸術作品を完結したものと見なす静的芸術観) を批

判= 破壊することによって, そこに開示される批評によって展開可能な運動体を意味してい

る。② この媒質的展開運動とは, 主体一客体, 個体一総体という相関関係を廃棄してしま

うような展開可能性を孕んだ一元的な潜在的可能態がノ 〈自己破壊一自己創造一自己限定〉

を繰り返 し, 段階的に自己を展開し顕在化してゆく無限運動を意味している。 ③ この媒質

の自己展開運動は, シュレーゲルのロマン主義文学が繰り広げる, 個々の芸術作品が相互に

不断に交錯 し, 連関を深めてゆく混沌と した無限運動を受容することによって, 芸術作品に

内在する 「連関可能性」 の展開運動と して捉えられている。 ④ シュ レーゲルのロマ ン主義

文学が, 自らの運動の無限総体を到達すべき目標= 理想と してもっていたように, 媒質もま

たレ自らの展開の極限値を到達すべき無限目標と してもつ。 この極限値は, ロマン派批評論

においては 「絶対的形式」 と呼ばれていたが, やがて 「根源」 という用語のもとにベンヤミ

ンの思想のなかに定着する。 ク 十

・以上, シュレーゲルのロマン主義文学理論が 〈媒質〉 という概念のもとに, ベンヤミ ンの

思想圏に受容されていく様子を示してきたが, 興味深いことに, ベンヤミ ンの思考のなかで

この媒質概念が深化して捉えられるようになるにつれて, シュレーゲルの 〈Universum〉 の

もっていた両義性が, 媒質のなかにも回帰して く る。 卜 ○

すでに見てきたように, ベンヤミ ンはあらかじめシュ レーゲルの 〈Universum〉 のもつ両

義性, すなわち 〈近代〉 の幼年時代の憧憬を孕んだ運動総体か, あるいはその物象化傾向を

孕んだ神話かという両義性から, 後者の負的側面を排除していた。 したがって, この前者の

意味に限定 してシュ レーゲルのロマン主義文学理論を受容したベンヤミ ンの媒質的展開運動

は, 強い積極的価値をもつものと して捉えられている。 この積極性が, ベンヤミ ンのその後

の思想の展開のなかで疑われ, 媒質的展開運動はデモーニッシュな負性を帯びた両義的なも

のと して捉 え直されるのである8)。し 二

すでにベ ンヤミ ンが媒質という概念のもとに捉えたこのロマン派の批評理論そのものに,

ある種のジ レンマが内在している。 媒質という ものが, 潜在的可能態が自らの極限値を目指

して段階的に展開, 顕在化してゆく運動体である以上, その運動の各展開段階は, 展開の度

合いに応じた価値的序列をもつはずである。 事実ベンヤミ/ンは, シュ レーゲルにおける く自

己破壊一自己創造一自己限定〉 という過程を繰 り返してなされる批評という作品の反省運動
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を, 「勢位高揚 (Potenzielen)」9) という言葉で表現されるような, その展開の度合いと して

の 「明瞭さ」10) の段階的高まりを示すものと して捉えていた。 しかしこの運動によって到達

すべき批評の媒質的極限値は, 媒質が自らの運動の無限性を通じてその彼方に理念的理想と

してのみ想定しうるものであり√現実には決して到達されることのない無限目標のままにと

どまるものである以上, この展開運動の価値的序列を定めるようないかなる判定基準も現実

には存在しないことになる。 そこにもし判定の契機が考えられるとすれば, それは, ある作

品が批評可能かどうかによって, それが芸術作品であるか否かという こ とを判定する, 副次

的な ものに過ぎない。

この極限値への到達可能性が疑われるとき, 媒質的展開運動は楽園からの 「堕罪」 という

神学的イメ ージのもとに, ある種の負性を担う こ とになる。 ベンヤミ ンがこのロマン派批評

論以降 「神学的政治的断章」 「暴力批判論」 「運命と性格」 のなかで展開したのは, この媒質

的展開運動が, 極限値に到達するこ とのない円環的な無限運動 く永続的衰滅 ・ニヒ リズ

ム〉 11) という様相を帯びるという ことであり, この負的価値を帯びた媒質的展開運動を, 彼

はデモーニッシュな 「神話的暴力」12) ないし 「運命」13) という言葉で表した。 先述したよう

に, シュレーゲルの 「新しい神話」 が広い意味での産業資本主義的な物象化のメ カニズムに

取り込まれてしまう危険性をもつものであるとすれば, ベンヤミ ンのこの負的価値を帯びた

「神話的暴力」 もまた, ヶパサージュ論に向かう彼の後期の思想の流れのなかでは, 同様の物

象化機構との結びつきをもつのである。 「神話的暴力」 とは何かと言えば, 「暴力批判論」 の

なかの記述によれば, それは法や社会規範を措定しよう とする総体的な力 ・エネルギーと し

て捉えられていた。 この暴力は, 法や社会規範が維持されている間はそれと意識されること

なく忘却されているが, 法 ・社会規範が侵犯を受け変動するときには, ¥それを再び新たに措

定し直そう と して喚起されて く る。 このような 〈法 ・社会規範の維持= 神話的暴力の忘却〉

と 〈法 ・社会規範の侵犯による変動 ・再措定= 神話的暴力の喚起〉 との間でなされる永続的

な循環運動の場こそが, 神話的暴力の呪縛圏なのであり, これが, ベ ンヤミ ンが 「運命」

「永劫回帰」 と呼ぶものである。 この循環運動は, これまで述べてきた媒質的展開運動と対

応してみるならば, 媒質という展開可能性を孕んだ運動エネルギー に の場合 「神話的暴力」)

の運動位相と, その各展開段階のもつ静的位相との間の循環運動とみることができる。 つま

り, ロマ ン派批評論においては, 〈自己破壊一自己創造一自己限定〉 を繰り返して展開され

る媒質と しての芸術作品のもつ運動位相と, 様々な批評の叙述形式として存在するその各展

開段階のもつ静的位相との間の循環運動である。 ロマン派批評論においては積極的意義をもっ

ていた, この循環運動によって進展する媒質的展開運動は, 媒質的極限値への到達可能性が

疑われるようになっていく につれてその性質を転化し, 「暴力批判論」 では く神話的暴力の

呪縛圏〉 という負性を帯びるようになる。 ところで, この神話的暴力の呪縛圏が織りなす

〈法 ・社会規範の維持= 神話的暴力の忘却〉 と く法 ・社会規範の侵犯による変動 ・再措定=

神話的暴力の喚起〉 との間の循環運動を, 商品の価格体系の維持とその変動 ・再措定との間

の循環運動と七て置き換えてみるとどう なるだろう14)。 商品の価格体系は, 新技術や新製品

が開発されるにつれて絶えず変動にさ らされている。 しかしこの変動は瞬時には起こらず ,

市場は現行の価格体系を当座の間維持し続ける。 利潤はこのタイム ・ ラグから生じる。 すな

わち産業資本主義以降の資本主義においては, 「新技術や新製品のたえざる開発によって未
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来の価格体系を先取りすることのできた革新的企業が, それと現在の市場で成立している価

格体系との差異を媒介して利潤を生み出し続けている。」15) この新技術や新製品の開発によっ

て絶えず繰り返される, 商品の価格体系の維持とその変動 ・再措定との間の永続的循環運動

こそが, 資本主義的利潤収益システムをなしているのであり, おそら くベンヤミ ンがパサー

ジュ論のなかで分析の対象とする くつねに新しさを求める同一なるものの永劫回帰〉 とは,

彼の商品についての考察に関する限り, このような事態を指しているように思われる。神話

的暴力はパサージュ論において, このような商品の無限運動と して回帰する。 そしてこの商

品という物が体現する資本主義的支配装置そのものが物象化のメ カニズムに他ならないがゆ

えに, ベンヤミ ンの神話的暴力という負性を帯びた媒質的展開運動には, すでにこの物象化

に向かう萌芽が潜んでいるといえよう。 し

ただしこのこ とは, ロマン派批評論における展開の極限値に向かう積極的な媒質的展開運

動が, この神話的暴力という負性を帯びた媒質的展開運動へと単純に転換したという こ とを

意味しているわけではない。 ベンヤミ ンは, この恐るべき神話的暴力のなかにあっても, な

お展開の極限値への到達可能性を模索する。彼がこの 「暴力批判論」 に続く 「ゲーテの親和

力」 および 「ドイツ悲戯曲の根源」 で問題にしたのは, 一面では, このデモーニュッシュシュ

な神話的暴力の渦巻く永劫に回帰する呪縛圏という負的価値を帯びた媒質的展開運動から,

いかにしてこの負性を払拭し極限値= 根源に向かう当初の積極性を取り戻すか, という こと

だと見ること もできる。 そしてこの解決を, 彼は消滅 しゆく 「美しさ」 や 「悲しみ」 のなか

での救済という思考のなかに求めたのである16)。ユしたがって, 媒質的展開運動がこのよう に

〈根源〉 における救済を希求する無限運動である限り, それは 〈近代〉 の幼年時代の憧憬と

密接に結び付いた, 連関の無限総体を希求するシュレーゲルのロマン主義文学と同様の積極

性をなお保っている。 しかしそれと同時に, 媒質的展開運動がデモーニッシュな神話的暴力

が渦巻く永劫に回帰する呪縛圏である限り, それは資本主義的物象化機構に取り込まれてし

まう危険性を孕んだ, ロマン主義文学の神話化傾向と同様の負性をもっている。 こう して媒

質は, シュ レーゲルの 〈Universum〉 のもっていた両義性を再び取り戻すのである。

第四章 〈媒質〉 から 〈パサージュ〉 ヘ

ベンヤミ ンはロマン派批評論のなかで展開したこの媒質という思考型をその後さらに発展

させ, 「 ドイツ悲戯曲の根源」 のなかの 「認識批判的序論」 において, それを一般的原論と

して最もまとまった形で提示する。 ところで, ベンヤ ミ ンがこの 「 ドイツ悲戯曲の根源」 を

フjラ ンクフルト大学に教授資格論文と して提出しよう と したのは1925年のことである。 結局

彼はこの論文を拒絶され, 著述の場をアカデミズムの世界からジャーナリズムの世界に移さ

ざるを得な く なるのであるが, ベンヤミ ンがパサージュに対して興味を示し始めるのは, そ

のすぐ二年後の1927年のことである。 彼はこの年の中頃にフランツ ・ベッセルと共同して,

「パサージュ」 と題するエッセイを残している17)。 おそ ら くベンヤミ ンがパサージュに興味

をもったときには, 媒質などという ものは彼の念頭にはなかったように思う。彼はただパサー

ジュの忘れ去られたような空間, 近代産業の精華と してかつては脚光を浴びていた様々な品

物が無秩序に並べられている幻想的な空間に, 純粋に心を惹かれただけのように思われる。



「実際この空間のなかの存在者は, 夢のなかの出来事と同じように, その輪郭が曖昧に

混じ り合うのである。 遊歩とは, このまどろみのリズムである。」19)
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しかしたとえ活動の場が変わったと して も, 彼は自らの思考のあり方そのものを変えたわけ

ではなく , それが媒質的な運動概念のもとでなされていた以上, ペ ンヤミ ンの くパサー

ジュ〉 という概念には明らかに 〈媒質〉 という概念との類似性が認められる。 実際, 媒質が

展開の極限値 (およびそこにおける救済) を目指す運動領域であるとすれば, パサージュも

また通過 (およびそこにおける覚醒) を目指す移行領域なのである18)。

ベンヤミ ンがパリのパサージュに興味をもったとき, パサージュはすでに時代から取 り残

され, 零落しつつあった。 オスマンのパリ改造計画に基づ く ブールヴァールが整備されてゆ

く につれて, オペラ座のパサージュを始め, 古 くからあるパサージュは次々にそこに飲み込

まれ, 姿を消していった。 ベンヤミ ンは, この零落したパサージュに並べられてある時代か

ら取り残された品々のなかに, それらが生産された頃に秘めていた市民社会の幼年期の輝き

を見よう とする。 この輝きは, 産業資本主義が進展してゆく につれて, オスマンによるパリ

改造計画が象徴的に示しているような, 産業資本主義的な規格化 ・制度化, つまり物象化機

構のなかに取り込まれ, わずかに 〈痕跡〉 と してしか見い出し得な く なっている。 したがっ

て, ち ょ う どロマン派批評論において, 芸術作品を完結したものとみなす静的芸術観を批判=

破壊することによって, そこに媒質という展開可能な運動領域を開示しよう と したのと同じ

ように, ベンヤミ ンはこのパサージュ論においては, 人々の意識を惰性化させるこの物象化

機構を批判= 破壊することによって, 〈痕跡〉 と してしか残っていない近代市民社会の幼年

期の可能性を, パサージュという移行領域のなかに開示しよう とする。

さ らに, 媒質という ものが, 主体一客体, 個体一総体という相関関係を廃棄してしまう よ

うな錯綜する 「連関可能性」 の展開領域, 様々な事物が不断に交錯し連関を深めてゆく運動

領域を意味していたとすれば, これと同じこ とがパサージュについてもあてはまる。 パサー

ジュ とはなによりも, 街路と室内という二項対立的構図がくずれて機能しなく なる領域であ

る。 つまり, パサージュ とはた しかに街路ではあるが, それと同時に, 鉄とガラスでで きた

屋根で覆われ, 周囲を商店街のファサー ドによって内壁のように囲まれた室内をも成してい

る。 そ してこの街路と室内が未分化な領域を往来する群衆と遊民もまた, 未だ画一化した大

衆 (社会) とそこから疎外された個人 (私) という形で物象化されることなく , 集団と個と

いう二項対立的構図がくずれたなかを曖昧なまま彷徨っている。ベンヤミ ンはこのパサージュ

という空間を, あらゆる事物が互いに交錯し合い, 輪郭が融け合い, 混じり合う く夢の領域

〉 と して特徴づける。

「有機的世界と無機的世界, 最低の必需品と贅沢な奢侈品がこのうえなく矛盾した結合

を行い, 錯綜した夢め諸像のよう に, 商品が止めどなく互いに入り混じり合う。 消費

パサージュの両側には様々な商店が混然と して並び, 処々に貼られたポスターや広告は, そ

の万華鏡のような色彩言語によって多様な商品イメージを生産する。 そして何よりも商品そ

のものが, そこでは 「消費の原風景」 と して, この夢の交錯を繰り広げる。
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この媒質を想起させる夢の交錯世界と してのパサージュはまた, シュレーゲルのロマン主

義文学の 〈Universum〉 と, それを受容したベンヤミ ンの媒質そのものが本来もっていた両

義性をも, 自らのなかに引き入れている。 - このパサージュの夢の領域は, 太古のユー ト

ピア的世界とオーヴァーラ ップするがゆえに, 一面では強い積極的意義をもっている。 すな

わち, パサージュの忘れ去られた品々のなかに, それが物象化され時代遅れなものになる以

前の近代市民社会の幼年期がもっていた可能性を, 夢の領域と して現出させよう とするベン

ヤミ ンのまなざしは, 集団と しての労働者が, 自然そのものが潜在的に秘める無限な創造性

を, その労働を通じて発現させ享受する階級なき社会という太古のイメージと重ね合わされ

る。 ベンヤミ ンはこの太古のユー トピア的世界のもつ無限な創造性が, 封建勢力に対してブ

ルジョワジーと労働者がまだ共闘して伝来の価値規範からの解放や礼拝的アウラの崩壊を迫う

ていた近代市民社会の幼年時代において, 生産技術の躍進や群衆という集団形成という動向

を通じて, 新たな形で蘇る可能性を見る。 遊歩者のまなざしのなかで, パッサゞ ジュの時代

遅れになった事物は市民社会の幼年期の夢の世界と重なり合い, この夢の世界は太古の象徴

世界と重なり合う。 ベンヤミ ンが 「オーバーラップ」 = 「モード」 = 「永劫回帰」 といった

一連の言葉で表そう と しているのは, 本来的には, この 〈古いもの〉 と 〈新しいもの〉 。

〈新しいもの〉 と 〈古いもの〉 との重な り合いのなかに, 太古のユー トピアが現在に蘇る,

このような積極的可能性である。 - しかしながら,レこの幼年期の夢の世界は同時に, この

ユートピア的可能性のすべてを自らのなかに組み込んで隠蔽して しまう物象化のメ カニズム

を, それ自体のなかに萌芽と して秘めている。 すでに 「神話的暴力」 について見てきたとき

に述べたよう に, 「消費の原風景」 と して捉えられる使用価値から解放された商品の始源の

交錯 ・戯れは, 貨幣によって支えられた価値体系 (統一的パースペクティ ヴ) のもとに置か

れる。 しかもこの価値体系はつねに 「新しさ」 を求める 〈モー ド〉 によって絶えず刷新され

続けてゆかなければならない。 〈古いもの〉 と 〈新しいもの〉 との重なり合いのなかに太古

のユート ピアのアクチュアリティ を現出させるべきモードが, ここでは, 商品を時代遅れの

ものとし新製品の製造を求めることによって, 技術革新と剰余価値の産出を迫る産業資本主

義的装置となっている。 そのなかで商品のアレゴリー的運動は, この価値体系そのものの変

動と再措定という永続的循環運動, すなわち くつねに 「新しさ」 を求める同一なるものの永

劫回帰〉 のなかに組み込まれてしまう。 ベンヤミ ンはこのモー ドと同様, パサージュ, 広告,

流行品店, 万国博覧会, ガス灯, パノ ラマなど, 本来労働者階級のユートピア的願望を表し

ていたはずの市民社会の幼年期の様々なものが, 同時にこれと同様な産業資本主義的支配装

置となっていく様子を追う。 そしてこのような一連の物象化の過程の象徴となるのが, オス

マンによるパリ改造計画である。 それは, パリの街並みに幅の広い長く連続する街路を走ら

せることによって, それを統一的なパースベクティ ヴのもとに秩序づけること, またバリケー

ド闘争による労働者階級の革命を防ぐことを目的とするもので, 市民社会の幼年期のもって

いた様々な可能性を隠蔽してしまう制度化 ・物象化を, 一種の街路化と して象徴するもので

ある。 ただし, この産業資本主義的な物象化のメ カニズムは, たんに街路化と してのみとど

まるわけではない。 それはよ り大き く は, 街路と室内が融合していたパッサージュを両者へ

の原風景。」20)
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と分離させる機構と して捉えられる。 たとえば, 金融資本によって支えられていたルイ ・フィ

リ ップの七月王政やナポレオン三世の第二帝政下における, 金利生活者の暮らしを考えてみ

ればよい21)。 金利生活者は, 一方では街路へと開かれた事務所において資本主義的営利活動

を行いながら√そこから得た剰余利益を自らの私的室内のフェティ ッシュな装飾物収集に注

ぎ込み, 室内をこの営利活動に対する憩いの場とする。 このような形での街路と室内の分離

は, 室内を, 街路の支配機構から逸脱ないし逃避する様々なものをそこへと閉じ込めること

によって, 逆にこの支配機構を補完 ・強化してしまう装置にしてしまう。 街路と室内を二項

対立的に捉えること, それはあの幼年期がもっていた可能性を, 労働と自然, 技術と芸術,

文明と神話, 理性と心, 社会と私等々の対立へと分離し隠蔽してしまう物象化のメ カニズム

に他ならない。 そしてこのメ カニズムは, すでに第二章において見てきたように, シュ レー

ゲルのロマン主義文学が 「新しい神話」 へと転じるとき, それが必然的に果たしてしまう機

能と同種のものであった。

夢の領域と してのパサージュはこのように, ユー トピア的理想を孕む 〈近代〉 の幼年時代

の憧憬と結びついた積極性と, 資本主義的物象化機構と結びついた負性という両義性をもっ

た, 様々な事物が錯綜する連関領域と して捉えられている9 その意味で, ベンヤミ ンのこの

パサージュ という概念には, 前期ベンヤミ ンの媒質という概念や, さ らにはシュ レゞゲルの

ロマ ン主義文学との類縁性を認めることができる。 そして, 前期のベンヤミ ンにおいては,

この両義性を帯びた媒質的展開運動から, いかにしてデモーニッシュな神話的負性を払拭し

て, 展開の極限値と しての根源に向かう積極性を取り戻すかが, 消滅しゆく美性しさや悲し

みのなかでの救済という思考のなかに求められたとすれば, パサージュ論においてベンヤミ

ンが求めるのもまた, この両義性を孕んだ夢の領域から神話的負性を払拭し, 自然と技術と

労働が一体となった太古のユートピアの再生へと夢の諸像を覚醒させることに他ならない。

これがベンヤミ ンの革命のイメージとなる。 パサージュは夢の領域であるが, それは同時に

この夢からの覚醒を目指す移行領域であり, パサージュを通り抜けるということは, この覚

醒への 「通過儀礼 (Retesdepassage= パサージュの儀礼)」22) を意味している。

このように, パサージュ論におけるベンヤミ ンの基本的な姿勢には, 資本主義的物象化機

構に対する批判= 破壊と, 夢の領域の開示と, そこからの覚醒という弁証法的構図が見られ

る。 ただしこの構図はベンヤミ ンの独特な歴史認識によって支えられている。 〈覚醒〉 とい

う言葉で表される, この近代市民社会の幼年期が秘めていた可能性の救済= 解放は, ベンヤ

ミ ンにおいて, 現象的な歴史事象の分析に基づいた, ブルジョ ワジーの支配機構かちの労働

者階級の解放というスタイルをとる。 したがってその点ではマルクス主義的史的唯物論に通

じるものがあり, ベンヤミ ン自身自らのこの姿勢を 「史的唯物論丁という言葉で言い表して

いる。 しかしこの 「史的唯物論」 がいわゆる一般的な史的唯物論と異なるのは, それがユー

トピア的解放を, 進歩する歴史の流れの未来に求めるのではな く , 「かつて在ったもの」 そ

して現在忘れ去られているものの救済という形で, 〈いま〉 というその都度その都度の瞬間

において求めるという点であろう。 つま り, 先ほどのパサージュ論の弁証法的構図は, 進歩

に向かう連続的な歴史の流れという水平な時間軸め上で行われるのではなく , そのよう な̀物

象化された時間概念が破砕された くいま〉 という瞬間に開示する歴史の渦のなかで, いわば

垂直な時間軸の上で行われる。物象化機構の破砕と, 夢の領域の開示と, そこからの覚醒,



〈近代〉 の幼年時代に向けるまなざしのなかで, フリードリヒ ・シュ レーゲルのロマン主

義文学理論とベンヤミ ンのパサージュ論は結びつ 〈 。 両者はともに, 〈近代〉 の幼年時代の

憧憬とその物象化傾向に密接に関わるものであった。 そしてこの結びつきは, ベンヤミ ンの

後期の 〈パサージュ〉 という概念と前期の 〈媒質〉 という概念との関わりをも, 間接的に明

らかにして く れる。 なぜなら, ロマ ン主義文学とパサージュ論との結びつきは, シュ レーゲ

ルの文学理論を対象認識的に受容したベンヤミ ンの 〈媒質〉 という概念を, 文字通り媒介と

しているのだから。 あるいはベンヤミ ンの 〈パサージュ〉 という概念が 〈近代〉 批判に有効

に機能し得た微かな遠因と して, それが本来シュ レーゲルのノ〈近代〉 の幼年時代の憧憬とそ

の物象化傾向を取り込んだ 〈媒質〉 という概念をもとにしているからだと言う ことができる

のかもしれない。 こう して, ロマン主義文学が開示する合わせ鏡のなかに並ぶ無限の像は,

時空を超えて, 十九世紀の鏡の都市パリのパサージュのなかに, 「夢の諸像」 と して蘇るの

である。 。・ 上 ‥ ・。
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この三つの過程が, 歴史のアクチ耳アリティ ーを担った くいま〉 という瞬間において重なり

合う。 このことがベンヤミ ンが 「静止状態における弁証法」23) と呼ぶ歴史認識のあり方であ

る。 この覚醒の瞬間は, 歴史の流れのなかでは 「次の瞬間にはもはや救いよう もなく消えて

ゆく」24) という一時性を担わざるを得ない。 だがこの瞬間において, 生起した出来事は歴史

の根源構造 (「星座的配置」) のもとに位置付けられ, その真実の姿を取り戻す。パッサージュ

論の課題は, このような形での夢からの覚醒, 歴史の夢解釈であった。

1) ベンヤミ ンが 「絶対者の認識」 という言葉で述べているのは, 運動の無限目標としての絶対者のこ

とであ り, それを直感によって捉え一体化し得るような, あらゆる事物の根底に同一的に存在する

ような絶対者については, ベンヤミ ンは排除している。

2) UberSpra(ホetiberhauptundtiberdieSprachedesMenschen. GSII , S.140ff.

3) GSI , S.58 = --

ニ ー 【 註 】 I.

フ リー ドリ ヒ ・ シュ レーゲルの著作からの引用は, 上

K ritische Friedrich Schlege1Au電 abe. 35 Bde. H rsg. von ErnstBehler unter M itwirkung vonゲ

Jean-JacquesAnstett und HansEichner. Paderborn. M Unchen. 1958ff. 丿 こ

に拠る。¥(以下, KA と略記し, 巻数をローマ数字で記す。)

和訳にあたっては, Fr. シュ レーゲル 「ロマン派文学論」 山本定祐訳 (冨山房) を参照させていただい

た。 づ コ

ベンヤミ ンからの著作の引用は,

W alter Benjamin: GesammelteSchriften. 7 Bde. H rsg. von R 91f Tiedemann und Hermann

Schweppenhiiuser unte17 M itwirkung von Teodor W . Adorno und Gershom Scholem .

Suhrkamp Verlag. Ffta/M 1972-1989

に拠る。 (以下, GS と略記し, 巻数をローマ数字で記す。)
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4) KA II , S.152

5) GSI , 86

6) GSI, S.87

7) KA II , S.182f.

8) このことに関しては, 拙論 「初期ヴァルター ・ベンヤミ ンにおける媒質的展開運動」 (東京都立大

学大学院独文研究会下独文論集) 第11号 (1990年11月) 掲載) 参照。 (以下 「媒質論」 と略記する。)

9) GSI , S.37

10) GSI, S.31

11) GSII , S.204

12) GSII , S.197

13) GSII , S.171

14) この点に関しては以下の論考を参考としている。

岩井克人 『ヴェニスの商人の資本論』 筑摩書房 1985年

柄谷行人 『マルクスその可能性の中心』

15) 岩井克人 前掲書 58頁

16) 「媒質論」 第二章第四節, 第三章第二節参照

17) GSV, S.1041ff.

18) パサージュ論についての論者の基本的理解については, 拙論 「境域のなかでー パサージュ論素描」

(青土社 「現代思想」 第20巻第13号 (1992年12月) 掲載) 参照。パサージュ論の基本的構造を説明

する箇所で, 本稿は一部この論文と重なる部分があるが, シュ レーゲルのロマン主義文学理論 とベ

ンヤミ ンのパサージュ論とを対比させるためには, パサージュ論の基本的構造について説明が不可

欠であるため, 重複は避けなかった。

19) GSV, S.162

20) GSV, & 993 1・

21) GSV, S.52

22) GSV, S.617

23) GSV, S.578

24) GSV, S.592


