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ベ ンヤ

Hiroaki NAKAJIM A

ブレヒ トとベンヤミンはと もに, 現代の文学 ・芸術がブルジ ョ ア社会の中で低められた危

機的状況, すなわち, 芸術の自立性とい う仮象あるいは芸術至上主義を批判し, 現代におけ

る芸術の社会批判的機能を検証し, 芸術のあらだな基盤としての 「芸術の政治化」 を要求し

ている。 しかし芸術のこの社会化 ・政治化の過程の中で芸術が直面した最大の問題は, 芸術

がまさにその財産とし, それと対決する中で自己を形成していく こ とになる芸術上の伝統と

その背後にある歴史を どう捉えるかとい うこ と, そして, 芸術家それぞれの志向を芸術の領

域でどのよ うに実践するか, その手法の問題であった。

ブレヒ ト とベソヤ ミソは, その政治的志向の近似性にもかかわらず, 伝統の捉え方と芸術

実践の手法において, きわめて対照的である。小論ではブレヒ トの「異化 > Verfremdungく 」

とベンヤミンの 「救出する批評 > rettendeKritik< 」 とい う, 両者にとって, その芸術活動

の基盤をなしている批評方法を比較検討し, 芸術的伝統に対する両者の態度を考察する際の

一助と したい。

1

ベンヤミンの「救出する批評」 はハーバマースによって取り上げられl), その後, 様々に論

じ られたものであるが, その基本的内容は, 芸術作品に対する批評活動において, 過去にお

いて未完のまま埋もれた真なるものを現在に救出し, その理念の潜在的な力を実現させると

い う ものである。 ブレヒ トの 「異化」 は, 一般的には芸術表現上の一つの手法と見なされて

いるが, 本来, 批判の方法の一つであり, 芸術表現が対象の場合は, これに心身を奪われて

我を忘れることのないよ う盲目的 ・全面的な 「感情移入」 を意図的に妨害し, 対象に対する

批判的観察を可能にするような精神的距離を生じさせることである。

ベンヤミンの手法は, 過去の芸術作品に対する肯定的接近によるものであるのに対し, ブ

レヒ トの手法は, と く に過去の芸術作品については否定的に距離を置 く ものであ り, 拒絶的

な態度を示していると見える点では対照的である。 だが, 時代状況についての両者の認識に

は共通性がある。 過去の伝統は無条件に現在に維持されるものではない。 そのための受容の

可能性がほとんど消滅しているだけでな く , 批判的摂取に値する意味を探し出すこと も困難

になっている。 それほどまでに, 現代の危機的状況と過去の様々な理念との交流は途絶し,

架橋の可能性が小さ く なっているのである。 その一方で√現在が背負う歴史の悪しき連続性

ブ レ ヒ トの 「異化」

中 島 裕 昭
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は必然的なものと感じられ, 過去は現在に重くのしかかっている。 ブレヒ トもベンヤミンも,

この歴史の悪しき連続性を断ち切って, 過去の現在に対する要請に応えつつ, 現在を悪し き

過去からよ りよき未来へ向けて解放しよ うとしたのである。

両者の知的作業の中での過去の芸術作品の扱い方は異なるが, 上述したような批評の機能

とい う面を考えると, 対象に対する批判的関わりによって, ブルジ ョア社会が既めた文化遺

産の価値を人類が再獲得するという過程に積極的に貢献しようと意図している点で, 一致し

ていると言えるのではないか。 以下, いま述べてきた点を具体的に両者の批評方法を検証す

るこ とによって確認してみたい。

2

ベンヤ ミンの芸術批評の基盤が 「経験」2)の理論にあるこ と, と りわけそれが, 過去への救

済的な介入という形を とることはすでに知られている。 ベンヤミンは, 現代における 「経験

の縮減」とい う状況から出発している。すでに1913年には彼は, その著述活動の出発点となっ

た雑誌 > Anfang< に, 『経験』 と題する小論文を発表しているが3), ベンヤミンは彼自身の

世代にとって, あるいはすでにかなり以前から, 「経験」 というものの歴史・社会的条件が変

わってしまっていること, 個人の経験というものに素朴にそのまま社会性を与えることは,

以前より以上に困難にな り, およそ 「経験」 とい うこ とがらの歴史的観点にたった上での検

証√概念の再構成が必要であることを感じ とっていた○ ’

この作業を認識論的観点から準備し, その後のベンヤミンの批評の方法論上の基礎となっ

たのが, 1924年から1925年にかけて書かれた 『 ドイ ツ悲劇の根源』 の 「認識論的序論」 であ

る。 この論以降のベンヤミンの批評活動において, 「真理」 と 「歴史」 の捉え方はほぼ一貫し

ていると言える。 すでに 『ゲーテの親和力』 (発表は1922年) の冒頭において 「事象内容」

と 「真理内容」 を区別し, 本来ノ 「真理内容」 と 「事象内容」 は目立たぬ形で結びついていた

が, 「事実関係」 と しての 「事象内容」 は歴史的経過の中で死滅してゆく と とでかえって外見

上は露わになって行き, 注釈という仕事の対象になるのに対し, 「真理内容」 の方は, 「事実

関係」 だけを問題とする丁注釈家」 にとっての分析対象とならず, 批評家が 「存在したもの

の薪や体験されたものの灰の上に燃え続ける炎としての謎」4)であるところの 「真理内容」 を

追求しなければならないとみていたベンヤミンは, 「真理」を個別の体験や単なる事実関係と

は明確に区別している。

ベンヤミンによれば, 概念は論理的連関と体系化を求める悟性に由来するが, それに対し

真理はこのよ うな悟性の手の届かないところにあ り, 諸理念の世界に浮かび上がるものとし

て認識の連関の外側から, はじめから与えられたものとして存在している。 哲学はこのよう

な真理を認識するのではない, 哲学の役割は真理を表現することである。 つまり真理の表現

は, そのまま同時に真理という理念の世界への到達とい うこ とと同義である。 以上がベンヤ

ミンの 『 ドイ ツ悲劇の根源』 「序論」 における 「真理」 の捉え方である5)。 「真理」 の存在様式

は, そのまま 「真理」 の自己表現様式であり, それはまた 「個物」 として存在し, 表現され

るとベンヤミンは考えている。「個物」において「事象内容の細部に精密に沈潜することによっ

てのみ真理内容を捉えることができる」6) (下線筆者) のである。 この 「個物」 は理念の中で

「保護」 されることによって 「総体性」 を獲得するが, しかし概念の下では単独性から脱し
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きれない。 つま り, 理念の下で経験されるこ とによってこそ 「個物」 の 「存在 (Sein) の中

で諸現象の生成 (Werden) が確認できる」7)が, 論理的連関や体系化のみを求める悟性によっ

ては, いわば, この 「個物」 における総体性の追認識は不可能である。 つま り, ベンヤミン

の認識論の意図は, 「個物」への細密な接近によって, 歴史的経過のなかに埋もれていた理念

の今日的意義を, 事象の歴史の盛衰の枠組みから解放することによって, 再認識し活性化さ

せよ う とするところにある。「個物の救出」8)とは, このような, 個物の中に理念としての真な

るもりを確認 ・発見するこ とである。

彼自身の歴史哲学的意識が明確なところでは, この 「救出」 の作業の持つ歴史哲学的意味

も, よ り明らかになる。 ベンヤミンのボードレール研究 (ベンヤミンは30年代の後半をこの

ボー下 レール研究に費やした) は, 彼の芸術批評という仕事の歴史哲学的意味を検証しなが

ら, 彼自身にとっての 「現在」 である 「近代」 の意味を確認するとい う成果をもたらした。

近代における「経験の縮減」, 「経験をだまし取られたもの, 近代人(einModerner) 」9)が意識

化され, 「現代における抒情詩受容のための条件が悪化しているのは抒情詩が例外的にしか読

者の経験とのコンタ ク トを取 りえないためである」lo)と述べられ, そこに読者の経験の構造が

変質してしまったことが認められている。 抒情詩の前に立ちはだかる 「文明化された大衆の,

規格化され変質してしまった生活に沈澱する経験」11)は, 上に述べたよ うな, 「個物」 におけ

る, 個別的 ・個人的ではあるが, 濃密で生産的な経験を駆逐してしまったのである。

ボー ドレール論に 「文明化された大衆」 として登場する 「近代= Modeme」 は, さ らに,

複製技術による再生産が可能になった時代の芸術作品における 「アウラの喪失」 とい う芸術

の危機的状況をもたらすが, しかし, こ こでベンヤミンは, これを単なる喪失としてではな

く , その進歩的な側面を見ていく よ うになる。 『複製技術時代の芸術作品』 (1935年に執筆)

において語られる 「アウラの喪失」 に対するベンヤミンの態度は明らかにアムビヴァ レソ ト

であるが, この 「アウラ喪失」 の積極性が充分に理解されねばな らない12)。 「アウラの喪失」

は確かに過去に成立しえた経験の喪失であるが, このような秘儀的経験が現代に受容される

可能性はほとんどな く , これを公共性のあるものとして復活させなければいかなる芸術的伝

統も現代にとっての意味を持たないのではないか。 ベンヤミンもその点を理解していたから

こそ, 現在から過去への救済的な介入によって, 最終的には現在を救済するこ とを志向した

のである。批評の歴史的役割は, 「芸術作品への秘教的な接近や観察者と芸術作品の礼拝的な

距離の喪失した」13)ところで, はじめて明らかになる。 この点を , ベンヤミンの最後の仕事と

なった 『歴史の概念について』 (1940年に執筆) に述べられていること, すなわち, 「われわ

れ以前の諸世代と同様にわれわれにも微弱なメ シア的力が与え られているのだが, この力を

過去が要求するのだ。」 とか 「歴史とは構成の対象であるが, その構成が行われる場所は均質

で空虚な時間ではな く <現在〉によって充填された時間である。 だからロベスピエールにとっ

て古代ローマは現在によって充填された過去であり, これを彼は歴史の連続からたたき出し

たのである。」14)とい う有名な記述と合わせて考えると, 批評の役割は, 歴史的対象との関わり

において現在の立場から過去の要求に応え, 失われた経験を, すなわち, 未完の状態にある

真なるものを現在に救い出すことだ とい うことが理解される。 このとき, 対象の秘儀的要素

が取 り除かれていなければ, 理念は救出されても現代とい う時代においては公共性 ・普遍性

を持ちえない。
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このよ うな方法論と 目的を もったベンヤミンの「過去への救済的な介入」15)が「保守的」16)で

あるとは言えないであろ うが, 対象をつねに「回顧的」に見ていることは間違いない。 「真理」

を 「個物」 への沈潜によって発見し, その経験を現在という時間のなかで再生させよ う とす

るベンヤミ ンの批評手法は, しばしば過去の忘れ去られたものを対象とする。 批評主体は対

象とその時代に肉薄しなければならない。 一方で批評主体によって対象が獲得されると同時

に, 批評という作業はその対象と ともに, 「現在」とい う時に瞬間的に移動する。 そのことに

よって歴史の悪しき連続性が批評という作業の中で断ち切られ, 理念の世界に現実的な力が

蘇るのである。

3

ブレヒ トが 「異化」 という概念を本格的な定義を伴って使 うよ うになったのは1930年代末

以降のことである。 こ とばとしては, すでに1936年, 『丸頭と とんがり頭』のコペンハーゲン

上演について書かれた文章の中に見つけることができる17)。 ブレヒ ト とベンヤ ミンは1920年

代に知 り合い, 1930年代には密接な連絡を取り合い, 場合によっては生活を ともにしている。

しかし, この「異化」とい う概念に限ると, ベンヤミンにとっては馴染みの薄いままに終わっ

てしまったはずである。ただし, その基本的な考え方は, ブレヒ トが自身の演劇について「叙

事的演劇」 とい う用語で考察していた20年代後半にすでに具体的な形を と りはじめている。

ベンヤミンは30年代に書かれたいくつかのブレヒ ト論で, 「異化」につながるブレヒ トの方法

論を, 大筋では正確に理解していたと言えるであろ う18)。一方, ブレヒ トの方はベンヤミンの

「神秘主義」19)的傾向を警戒していた。

ブレヒ トの丁異化」 とい う概念は, 彼の芸術表現の方法論と しては基本的な概念の一つで

あると同時に, ブレヒ トのオ リジナルな演劇の出発点でもある。 つまり 「異化」 といヽ う概念

の核となる 「距離を取る」 とい う発想は, かな り早い時期の, ブレヒ トの演劇に関するメモ

の中に見い出せる20)。 彼は観客を 「魅了しきって ( > mitreiBen< ) 」 しま うよ うな芝居を批判

していたわけだが, 「感情移入」に対する批判は, 決して理解と想像力の手掛かりとしての共

感一般を批判するものではない。 現実の世界の中に制度化され, 現実のよ うに見せかけるこ

とによって現実からの逃避の上に成 り立った自律的な芸術作品からの 「感動」 を, 現実に対

する何らかの働きかけや現状批判の実際的な効力と混同してはならないという批判である。

このよ うな混同を避けるためには, 作 り出そ う と しているものや提示されたものに, 完全に

心身を預けるよ うな, そのことで自らの批判的思考力を放棄してしま うよ うな態度が否定さ

れねばならない。 そのためには表現される世界に対して, 観客や俳優が, つねに自らの現実

の世界を突き合わせることのできる, すなわち批判的観察を可能にする精神的距離を保つ必

要がある。 これが 「異化」 における 「距離化」 というこ とである。 したがって 「距離化」 と

は, 見るもの ・作るものへの忘我的同一化を防ぐために, 対象を相対化し, その絶対的な自

律性 ・必然性の仮象を暴く ことである。 再現的に提示される社会的行為あるいはその裏にあ

る観念の, 現存する社会とその前史としての歴史とのイデオロギー的同一性を突き崩すこと

が目的なのである。 既存の事柄の実在するものとしての自己主張を無条件に認めてはならな

いのである。 「異化された演技は, 日常的行為の虚構としての充溢感に穴をあけ, 日常的行為

をその社会的決定要因に構成し直して, 日常的行為そのものの中に, その成立の要因を刻み
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込む」21)ので ある。

ブレヒ トが, その創作活動の初期に, 既存の芸術制度に対する即自的な批判から本能的に

採用するに到った, 「距離を置 く 」 とい う考え方は, 当初, 過去の芸術作品には素材と しての

価値しか見い出せないという議論にまで至る22)。しかしその後, マルクス主義を学習する過程

で, 対象の非イ リュージ ョ ン化 ・相対化 とい う作業に, 歴史の観点が加わる。 対象の仮象の

絶対性 ・必然性 ・ 自律性を批判するための観点として, その歴史性を明らかにするという作

業が行われる。 ブレヒ トは 「異化」 を 「歴史化」 であると考えている23)。 「歴史化」 とは, 対

象に対する史的観点を失わず, 対象を 「歴史的に, 消滅するものと して表現する」 とい うこ

とであり, 「変革可能なものとして表現する」というこ とである。 人類史の上でのすべての出

来事や人間の態度 ・行動が, その時代の歴史的状況に結びついており, したがって歴史の変

化によって消滅してきた, あるいは消滅させられてきたものとして捉えられている。

このような 「異化」 の効果をもたらす表現手段として, ソングやその他の音楽の導入, プ

ロジ ェクタ ーの使用による場面のタイ トル表示, フ ィルムなども用いての歴史的 ドキュメ ン

トの挿入, 演技の最中での俳優自身による引用やコメ ン トなどが挙げられているが, それら

の技法すべてに共通し, ブレヒ ト以前の演劇と決定的に異なる特性が, 演技 ・鑑賞の意図的

中断という ことである。 これは, ベンヤ ミン自身が 「アウラの喪失」 した後の新しい時代の

芸術の特性 として, 映画やブレヒ トの演劇の中から読み取ったものであ り24), 現代芸術が広範

に受容される場合の受容形式と見なされている。

4

両者の > Kritik< を比較してみると, その批評の様態が異なるこ とから, そもそも両者の

知的活動において用いられている言語そのものが異質なものなのではないかというこ とをま

ず考えなければならないよ うに思われる。 ベンヤミンは何よりも芸術批評という分野で活動

し, その芸術作品を対象とした批評は, ほとんどの場合, 論文 ・批評という形で 「個別に読

まれる」 こ とによって受容されていく ものである。 彼の手法一批評対象への沈潜と救出- そ

のものが本来, 対象とベンヤミン自身とのディ アロークであるために, 彼自身の批評の成果

を読者が共有できるかどうかとい う点は, 読者がベンヤミンの批評言語の歩み, つま り対象

との対話についていけるかどうかにかかっている。 ベンヤミンの批評の成果は受け取る側が

彼の世界に入ることができて, 初めて授与されるものである。 この意味ではベンヤミンの受

容者は狭く限定されかねず, その言語世界を 「秘儀的」 なものにしているのではないかと思

われ る。

それに対 しブレヒ トの 「異化」 とい う手法は演劇というジャンルで発達してきたものであ

るために, ブレヒ トの方法論には受容者としての大衆が前提されてお り, 創作という形で現

れるその表現世界の特質としては開かれた公共性が不可欠である。 ブレヒ トの 「異化」 とい

う手法によって提供される表現は, 表現されたものが批評の対象であることを観客に意識さ

せるものであるが, その作業を実際に行うのはブレヒ ト自身であるよ り以上に, 観客自身で

ある, そ う ブレヒ トは考えていたはずである。 したがって, 表現の公共性はより広範な, た

とえば観客 と別の観客とのコ ミ ュニケーシ ョ ンを期待するものとな り, 提供する側はその議

論の素材を用意するのであるという考え方が成立する。 かれが文化 ・芸術上の伝統のなかに
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求めたものも, このような, 現在の社会変革に建設的に寄与するよ うなものとしての, 議論・

考察の素材であった。

このよ うな, ブレヒ ト, ベンヤミンの批評活動の, いわば様態の相違を, 批評対象と りわ

け過去の文化的遺産と, その背景にある歴史に対する態度とい うところに重点をおいて比較

することによって捉え直してみると, そ こに現代における批評としての本質的機能の共通性

が見えて く る。

ブレヒ トの 「素材価値」25)論を 「異化」 とい う手法の中に組み込み, 歴史とい う観点のも と

で考えると, 過去の作品の中から 「物語そのもの」 を 「素材価値」 としてブレヒ トが摘出し

て作品化するプロセスで, 歴史的事象から派生したイデオロギーの残滓に対する歴史的観点

からの価値評価 ・批判がおこなわれているというこ とが明らかになる。 つま り, 過去のイデ

オロギーの残滓の現在への悪影響26)に対する批判的態度が, まさにそのよ うな過去の作品の

批判的継承のなかで表現されるのである。

ベンヤミンにしても, すでに現代における芸術受容の形式が示しているとおり, 秘儀的経

験による 「真理」 の受容が不可能である ことを理解していた。 また現代において 「真理」 は

公共的なものであって初めて意味をもっ のであり, それはベンヤミンの政治志向にも結びつ

く ものである。 「アウラの喪失」 はそれを確認するものである。 つま り, ベンヤ ミンの 「救出

する批評」 は埋もれていた理念を再生させよ う としているが, その際の過去の芸術作品に対

する沈潜や共感的接近は決して没入的逃避や追体験を目的にしたものではな く , 現在と過去

との距離 ・乖離が前提になっているものなのである。 ベンヤミン自身, 自分の批評にとって,

この距離が必要であること, あるいはこの距離によって現代の批評が本来の力を発現でき,

その使命を果たせるとい うこ とを語っている27)。

過去の理念と取 り組も う とい う者には, その理念が過去のものであるとい う明確な意識が

ある。 また理念の成就はあく までも未来形によって語られるものかも知れないし, その道の

りは決して直線的ではない。 しかし, 理念の成就としての救済が突然に行われるとベンヤミ

ンが考えていた としても, それを よ り現実へと接近させるのは, 過去から現在への道程に対

する, 現在の場での > kritisch< な努力であって, それは過去の現在に対する歴史的要請で

ある。 ブレヒ トは現在を圧迫する過去の悪影響に否定的な態度を と り, ベンヤミンは現在に

再生されるべき過去を肯定的に救い出そ うとしているが, この二人の芸術家の過去との対決

は, その成果があく までも現在のものと して社会全体に共有されるよ う意図されたものであ

るとい う点で, ベンヤ ミンとブレヒ トの > Kritik< の果たすべき, 社会にとっての機能は同

質のものであると考えられる。

汪

ブレヒ ト, ベンヤ ミ ンについての使用テキス トは以下のとお り

W alter Benjamin: GesammelteSchriften in 4 Banden. Unter M itwirkung von Theodor W . Adornound

Gershom Scholem hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhauser. Frankfurt a. M .

(werkausgabe) , 1980. (以下この全集を, BenjaminsGS と略す)

Bertolt Brecht: GesammelteW erke in 20 Banden. Hrsg. von Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit mit

Elisabeth Hauptmann. Frankfurt a. M . ( werkausgabe) , 1967. ( 以下 こ の全集 を , BrechtsGW と略

す)
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1) JUrgen Habermas: BewuBtmachendeoder rettendeKritik. DieAktualitiit Walter Benjamins. ln:

Politik, Kunst, Religion. EssaysUber zeitgen6ssischePhilosophen. Stuttgart ( Reclam UB) , 1978. S.

48-95. (Erstdruck in: ZurAktualitatW alterBenjamins. Hrsg. vonSiegfriedUnseld. Frankfurta. M。

1972, S. 173-223.) ( 以下, この論文をHabermas, rettendeKritik と略す)

2) Habermas, rettendeKrlitik, S. 71.

3) BenjaminsGS, Bd. II , S. 54-56.

4) BenjaminsGS, Bd. I , S. 125f.

5) BenjaminsGS, Bd. I , S. 208-228 を中心と して参照。

6) BenjaminsGS, Bd. I , S. 208.

7) BenjaminsGS, Bd. I , S. 228.

8) BenjaniinsGS, Bd. I , S. 227.

9) BenjaminsGS, Bd. I , S. 611, 636.

10) BenjaminsGS, Bd. I, S. 608.

11) BenjaminsGS, Bd. I , S. 608.

12) Habermas, rettendeKritik, S. 67ff.

13) Habermas, rettendeKritik, S. 69. 二

14) BenjaminsGS, Bd. I , S. 694, 701・

15)I Habermas, rettendeKritik, S. 59.

16) Habermas, rettendeKritik, S. 57. ビュルガーは, このハーバマースのコメ ン トに反論しているが, 本

来, ハーバマースもビュルガーが反論の対象としているような意味で, ベンヤミンのこ とを 「保守的」だ

と言 ったわけではない。 Vgl. P. BUrger: Benjamins > rettende Kritik< . VorUberlegungen zum

Entwurf einer kritischenHermeneutikレln: Germanisch-RomanischeM onatsschrift. NeueFolge Bd.

23 (1973) , SバL98-210, と く にS. 200ff. さ らにHabermas, rettendeKritik, S. 58, 88f.

17) BrechtsGW , Bd. 17, S. ・1087.

18) ブレヒ ト演劇の最初期の重要な解説の一つである, ベンヤミンの 『叙事的演劇とは何か』 には1931年に書

かれたとされる初稿と, 1939年に書かれた とされる再稿との二つの版がある。両方ともにブレヒ トの演劇

を 「叙事的」 という用語のもとに理解・解説しているという点では一致するが, 再稿には初稿では用いら

れなかった > Verfremdung< の語が挿入されている。

19) Vgl. Bertolt BrechtArbeitsjoumal(Frankfurt a. M。 1973) , Notierungvom 25. 7. 1938.

20) BrechtsGW , Bd. 15, S. 62/Bertolt Brecht: TagebUcher 1920-1922. AutobiographischeAufzeichnun-

gen1920-1954. Frankfurta. M.(es979) , Notierungvom10. 2. 1922.

21) Terry Eagleton: AgainsttheGrain. Essays1975-1985. London, 1986. P. 167.

22) BrechtsGW , Bd. 15, S. 104ff.

23) BrechtsGW , Bd. 15, S. 301f.

24) BenjaminsGS, Bd. II , S. 535.

25) SieheAnm. zu22)

26) マルクスはこれを, 「すべての死んだ世代の伝統は, 生きているものの頭脳に山のよ うに重 く のしかかっ

ている」 と述べている。 Karl Marx/FriedrichEngelsWerke. Bd. 8 (Berlin 1960) , S. 115.

27) BenjaminsGS, Bd. I , S. 125f/Bd. II , S.539f.

Benjamins> rettendeKritik< soll, wieHabermasbetont, > dasW issenswUrdigeausdem

M edium desSch6neninsMedium desχVahrentransponieren< undsofUrdieGegenwartretten.

Benjamins> rettendeKritik< undBrechts> Verfremdung<

H iroaki NAKAJIM A



302 中 島

Brechts > Verfremdung< wird generell alseineMethodeder Darste11ung verstanden, ist

aber 、eigentlich eine Methode der Kritik, die das Dargestellte, Vorgange bzw . Personen als

Gegenstand der Kritik ansehen und die EinfUhlung in diese absichtlich st6ren, um kritische

Distanz zu erm6911chen. Dieser Abstand verhindert, daB man sich dem Gegenstandvorbehalt-

los hingibt。

0 ffensichtlich weist Benjamins Kritik eine positive Annaherung an die vergangenen

Kunstwerkeauf undscheint, vonder Sehnsuchtnachder Vergangenheitdurchdrungenzusein.

Ein solches Verhaltnis k6nnte auch eine sympathetische Annaherung genannt werden.

Dagegen ist BrechtsVorgehen gegenUber den > klassischenく IVerken vorwiegend ablehnend.

Zu dem Dagewesenen wird jedenfa11s kritisch Distanz gehalten。

JedochistdieFunktionderKritikbei beideneinunddieselbe. BenjaminsKritikwill nie

dievergangeneKunstalssolcherestaurieren, sondem den > χVahrheitsgehalt< , der sich inden

XVerken niedergeschlagen hat, der aber schon langeverlorenging, retten, damit dessen Forde-

rungenandieMenschheitjetzterfU11twerden. GrundlagedieserKritikistdieEinsichtindie

fundamentale K rise der gegenwartigen bUrgerlichen Gesellschaft und das BewuBtsein, daB

zwischen der ldeenwelt der Vergangenheit und der Zeit der K rise ein unUberbrUckbarer

Gegensatzbestehe. ln Benjamins > rettender Kritik< gehtesdarum, daB dieErfahrungdes >

XVahrheitsgehalt< der Kunst, die als esoterisch-idealistische nicht mehr m6glich ist, in der

gegenwlirtigen Gese11schaft allgemein und 6ffentlich gemacht werden so11; das heiBt, darum,

daB unvollendete Projekte der ldeenwelt vollendet und > das Kontinuum der Geschichte<

zerbrochen wird. Das ist, kurz gesagt, die Funktion der > rettenden Kritik< 。

Brechts > Verfremdung< bedeutet gar keinetotale Negation. DieK ritik an der EinfUh-

lung und anden > klassischen< IVerken ziehlt auf diesozialeFunktion, diedieseRezeptions-

weiseund dieχVerkeselbst in der bUrgerlichen Gesellschaft erfU11en. Brecht sagtefrUh, schon

in den zwanziger Jahren, daB bestimmte > klassische< W erke nur noch > M aterialwert<

hatten. So entschieden hatte er einmal die traditionellen Kunstwerke abgelehnt. Aber

Gegenstand Brechtscher Kritik sind vor allem die noch Uberbliebenen EinflUsse vergangener

ldeologien. Dabei wird Kritik unter der Gesichtspunkt der Geschichte geUbt. Bei seinem

Studium des M arχismus kam er zur Uberzeugung, daB ein kritisches Abstandhalten - als

Gesellschaftskritik - eine Historisierung desGegenstandsbedeutet. DieseHistorisierung, d.

h. dieEinfUhrung deshistorischenGesichtspunktserm6911cht es, diegegenwartigebUrgerliche

Gesellschaft alsveranderbaredarzustellen unddenScheineiner Notwendigkeitder eχistieren-

den Gesellschaft aufzuheben。

XVenn man das Verhaltnis zur Vergangenheit, in welche die kulturelle T radition einge-

schlossen ist, als das Problem versteht, wie man eine zwar Uberlebte, doch nach wie vor

Ubermachtige Vergangenheit in der Gegenwart bewaltigen k6nnte, so laBt sich folgendes

sagen: Brecht verhalt sich negativ gegenUber einer V ergangenheit, w elche die Gegenwart

belastet; er will siekritisieren und zerst6ren. Benjamin verhalt sich positiv zu einer Vergan-

genheit, deren > χVahrheitsgehalt< er fUr dieGegenwart rettenm6chte. Beidewollen aber >

das Kontinuum der Geschichte< sprengen und der M enschheit aktiv dabei helfen, sich den

VVert der von der bUrgerlichen Gesellschaft depravierten Kunst wieder anzueignen, indem sie

am geschichtlichenProzeBeiner BefreiungderMenschheitunddem Versuch, dasGIUck aller

M enschen zu realisieren, mitarbeiten.

裕 昭


