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【研究ノート】

保田与重郎と三木清におけるロマン主義
－「近代の超克」再考（その５）－
菅原

潤＊

Rethinking of “the Attempt to Overcome the Modern”(5)
Jun SUGAWARA

Abstract
In“About Schestov’s Anxiety”Miki Kiyoshi ragards Schestov’s thought as the research for extraordinary rality. In
this respect his interpretation is different from existentialistic one of Kamei Katsuichiro. And Miki asserts in“Ideology
and Pathology”that pathetic elements should play more serious roles than ideologies, this issue influences Yasuda
Yojuro’s romantic conceptions. While Miki criticizes that Yasudas romanticism floats between objecitivism and
subjectivism, Miki’s proposal of pathos leads to mythical critics of Yasuda.
Key Words : pathology, romanticism, myth

ーワードにして緩やかな結合をなすと見ることがで

１．保田と三木の関係－二重の視点より
前々回見てきたように、保田与重郎と亀井勝一郎

きるのである。

は、一般に「日本浪曼派」として一括されることが

他方で保田における「不安」への関心は、亀井と

多いものの、保田の関心が主にドイツロマン派に限

の関係だけでは説明し切れない要因を含んでいる。

定されるのに対し亀井がニーチェ、ゲーテに興味を

既に示唆したことだが、シェストフの不安論の意義

抱いているという具合に、両者の間にはいささか見

を声高に唱えたのは亀井勝一郎一人ではなく、文学

解の差異が見受けられた。ただしこのことは両者の

畑の亀井とは違う立場ではあるが、哲学の三木清も

決定的な差異を導かず、亀井に存在するシェストフ

シェストフに注目していた。三木は1934年に発表し

への熱狂は、雑誌『日本浪曼派』の前身である雑誌

た「シェストフ的不安」という論考のなかで若者を

『コギト』の同人である中島栄次郎を介して保田に

中心としたシェストフ熱を紹介し、シェストフの議

受け継がれている。詳しい事情は前回述べたが、改

論は若者の言うような実存的な不安ではない別の社

めてかいつまんで言えば、中島は「生活について」

会的次元を含んでいると指摘した。このある意味で

のなかで明らかにシェストフの不安論を念頭に置い

亀井批判とも受け取れる三木の言説は、保田と中島

た転向文学批判を展開し、これに示唆を受けて保田

にも大きな影響を与え、その後保田と中島の不仲の

は「当麻曼陀羅」のなかで不安の精神史について論

原因にもなってゆく。このように考えれば保田につ

及しており、その意味で亀井と保田は「不安」をキ

いて考察する際は確かに亀井との関係が重要ではあ
るものの、これとは別に三木と保田の関係にも注目
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しなければならなくなるだろう。
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考察するが、この組み合わせは近代の超克全体を考

 





える上で極めて重要な意味をなすことに注意を促し

かしこの不安は単なる厭世の如きものではないで

ておきたい。連載の第１回目で指摘したように、竹

あろう。シェストフは、運命について探究したド

内好は座談会「近代の超克」に欠席したものの、本

ストイェフスキーの主人公たちが、キリロフの場

来なら出席すべきだった論者として保田与重郎と三

合を除き、誰も自殺しなかったことを指摘してい

木清の名を挙げている。２人のうち保田は、座談会

る。キリロフにしても、彼がみずから生を奪った

の司会の河上徹太郎が言うように、実際に座談会の

のは、生から逃れるためではなく、自分の力を試

メンバーとして招待されたが、座談会の当日に急に

すためであった。彼等は生が如何に重く彼等に負

都合が悪くなったことを理由に欠席している。それ

いかぶさろうとも生の忘却を求めはしなかった。

ゆえ竹内が出席すべき識者として保田の名を挙げる

またもし懐疑が真理はないとして探究を断念する

ことには頷けるが、そうした事実経過がないにもか

ことであるとしたならば、この場合の懐疑という

かわらず、三木について竹内の不参加の理由として

のも正しくはない。シェストフはパスカル論にお

わざわざ「当時軍の報道班に徴用されて国外にいた

いて、
「イエスは世の終まで悩み給うであろう、そ

i

からだろう」 と推測しているのは極めて異例である。

の間は眠ってはならぬ。」というパスカルの語を引

事実関係の説明だけでは満足できない竹内の推測は、

き、その意味について繰返し論じている。眼を殺

近代の超克の言説において三木の影響力がとりわけ

して探究を続けることが懐疑の精神である。何が

大きいことを示唆している。

そのように探究され、また探究されねばならぬの

私見によれば座談会「近代の超克」に三木が招か

か。日常は蔽い隠され不安において初めて顕わに

れなかったのは、彼が鈴木成高、西谷啓治らの京都

なるリアリティである。不安の文学、不安の哲学

学派と関係がよくないことを配慮してのものと思わ

は、その本質において、非日常的なリアリティを

れ、たとえ三木が国内にいても呼ばれなかった可能

探究する文学、哲学である。……かくしてまた本

性はある。とはいえ、近代の超克全体のなかで三木

来の不安を憂鬱、低徊、焦燥などの日常的な心理

と保田が重要な位置を占めるものの、実際の座談会

から区別することが必要であるii。

「近代の超克」に２人が出席していないことにはあ
る重要な意味が隠されているように思われる。とい

ここでの三木の主張は、不安の思想の目的が「非日

うよりも、この２人をキー・パーソンとして近代の

常的なリアリティ」の探究にあるということに集約

超克を理解することがこの連載のテーマなのだが、

できるが、その結論にいたるまでの彼の議論の足取

三木ないし保田一人の言説をクローズアップするの

りには、近代の超克に関わるこれまでの議論にいろ

ではなく、あくまでもこの２人の関係の視点から近

いろ関わるものが見られて興味深い。先ずドストエ

代の超克のあり方に肉薄してゆきたい。

フスキーの小説の登場人物がほぼ誰も自殺していな
いという指摘だが、これは前回触れた中島栄次郎の

２．非日常的なリアリティの探究－三木のシェス

「レアリズムの問題」における「作家は決して自殺

トフ論

しない」という印象的な表現と呼応しているし、ま

それでは先述した「シェストフ的不安」における

たシェストフの議論を紹介する際に彼のパスカル論

三木の議論から見ておこう。先ず三木は「不安の文

に言及する姿勢は、第３回の連載で触れた河上徹太

学、不安の哲学というものが、我が国においてあか

郎がシェストフのパスカル論を重視する態度と一致

らさまに問題にされるようになってから、もはや２

するものがある。これらはいずれも亀井勝一郎が見

年にもなるであろう。この頃のレフ・シェストフの

逃していた点であり、この問題をさかのぼれば亀井

流行はその連続であり、その最近の形態である」と

が反近代主義者と規定するニーチェを、必ずしも非

述べ、この論考の書かれた年に翻訳されたシェスト

合理主義者と見なさない生田長江を三木が高く評価

フの『悲劇の哲学』の反響の大きさを確認する。そ

した論点にたどり着くだろう。

の上で三木は、シェストフの流行は社会的条件や個

ニーチェ理解に関する三木と亀井の対立について

人の単なる気分に還元できないある問題を言い当て

は既に別の機会に論じたのでiii、ここでは三木が「非

ていると言う。

日常的なリアリティ」からどのように社会的次元を
見出したのかを考察していく。実は三木には、自分

不安の文学、不安の哲学は、しばしば懐疑論とか

が誰よりも先に不安の哲学・不安の文学に着目して

厭世論とかいう風に無造作に批評されている。し

いたという自負心があった。つまり三木は「シェス

 



 



トフ的不安」の１年前に書いた「不安の思想とその

ければならぬ。……ルネサンスの仕事がよく言わ

超克」の論考のなかで、ヨーロッパでは第一次大戦

れるように「個人の発見」にあったとすれば、新

後顕在化した不安の思想が、我が国では満州事変後

しいヒューマニズムの問題は社会的人間でなけれ

にクローズアップされたと言っているのである。周

ばならぬであろう。けれどもそこでは単にいわゆ

知のように満州事変が勃発したのは『悲劇の哲学』

る「社会」のみが問題になるのでなく、ヒューマ

の邦訳が刊行された1934年から数えて３年前に当た

ニズムはもとよりヒューマニズムとして人間性の

る1931年なのだから、不安の思想を先導したのは他

問題を割引して考えることを許されていない。か

ならぬ自分だという態度が言外ににじみ出ているの

くして新しいヒューマニズムにとっては社会性と

だが、この段階で三木は既に、不安の哲学・不安の

人間性との結合ということがその中心的な問題で

文学は不安にとどまり続けない旨のことを述べてい

あるべき筈である。もちろんこの２つのものは本

る。

来別のことがらではないであろう。しかしながら
これまで、社会性を強調する場合多く客観主義の

人間はいつまでも不安のうちにとどまり得るもの

弊に陥り、人間性を力説する場合多く主観主義の

ではない。ゲーテがいった如く、植物でさえすで

害を伴ったということも争われない。それ故に新

に「純なる太陽に向う」、
「色どられたる地上に向

しいヒューマニズムにとっては、単なる主観主義

う」衝動をもっているように見える。人間もまた

と単なる客観主義とを自己のうちに包むより高い

かくの如きヘリオトロピズム（向日性）を具えて

立場において、人間性と社会性との総合を企てる

いる。……例えば、プルーストはもはや人格の破

ということが問題であるv。

壊者とは見られないで、人間に芸術的創造をその
生存理由として与える詩人と見られるようになっ

三木らしく気宇壮大な思想の構想が語られているが、

た。同じように、ジードはもはや道徳の破壊者と

ここではどちらかといえばネオヒューマニズムの出

してでなく、ヒューマニストとして、
「新しいゲー

発点となるべき「不安」の問題よりも、ネオヒュー

テ」として理解されるようになった。……「知識

マニズムの名の下で「人間性」と「社会性」、「客観

の悲劇」に「新ヒューマニズム」の肯定が継ぐの

主義」と「主観主義」の対立の克服が早急に唱えら

iv

である…… 。

れている印象があるので、この点について若干付言
しておきたい。
三木はシェストフ的不安に深入りする直前に、マ

ここで言う「新ヒューマニズム」に、三木は不安

ルクス主義の摂取に真剣に取り組んでいた。少し具

の思想の進むべき道を認めるようになる。

体的に言えば、1927年に彼はマルクス主義に関する
３．不安からネオヒューマニズムへ－パトスへの

論考を次々と発表し、それらをまとめて翌年に『唯
物史観と現代の意識』を刊行した。そしてこの本が

眼差し
彼は「不安の思想とその超克」の直後に書いた

マルクス主義者から様々な批判を受けることになる。

「ネオヒューマニズムの問題と文学」のなかで、
「新

例えば自然弁証法の研究者として名高い加藤正は、

ヒューマニズム」を次のように展開する。

三木の言うイデオロギー解釈はマルクス主義に馴染
まない旨のことを述べているvi。他にも多くの激しい

すこし以前私は不安の思想とその超克について論

批判が相次ぎ、このことに懲りた三木はその後マル

じ、現代の文学と哲学とに共通する態度及び方法

クス主義に対して目立った発言をしなくなる。けれ

の主要なものを分析し、そのひとつの結論として、

ども上に挙げた「ネオヒューマニズムの問題と文学」

新しい人間タイプの構成ということに及んだ。こ

の一節にある「社会」、「客観主義」といった語句を

れはいうまでもなく、より広い関連と立場におい

読めば、これを書いた時点の三木はマルクス主義に

て考察されねばならないことであって、その場合

関心を失ったのではなく、ネオヒューマニズムのな

すぐに思い附かれるのはネオヒューマニズムの問

かにマルクス主義という「客観主義」を包摂しよう

題であろう。……ネオヒューマニズムのもとに理

としていることが読み取れる。

解するべきは何よりも新しい人間性の探求、人間

ともかくこうした三木の隠された目論見は、ほぼ

の新しいタイプへの努力であり、それはかような

同時期に発表された「イデオロギーとパトロギー」

探究と努力とを文学においても期待するものでな

のなかで鮮明になってゆく。この論考で三木はイデ

 !"


オロギーの問題をその起源であるフランスのイデオ


４．ロマン主義をめぐる三木と保田の対立

ロジーにまでさかのぼり、そもそもイデオロジーは

こうした三木清の提言を保田与重郎は真剣に受け

「人間を単に客観的にしか捉え」なかったと批判し、

止めている。彼は1933年の論壇を回想するにあたり、

こうしたイデオロギーに代わって「パトス」ないし

三木の所説に注目する旨の話を次のように述べてい

「パトス的意識」の必要性を説く。彼によれば人間

る。

のなかにある何か身体的なもの、物質的なものを言
い当てるのがパトスであり、そうしたパトスとロゴ

「作品」３月号で三木清氏は「イデオロギーとパ

スが結合するところに弁証法的な発展を見ることが

トロギー」と題するエッセを書かれた。……僕ら

できると主張する。

は具体的な現実の人間として文学をなす事実を考
えるなら、作家は主体的真とか客観的に見た真を

人間の意識はロゴスとパトスという相反する方向

識別するといったところから発足し得ない。……

のものから弁証法的に構成されると考えられねば

現実の矛盾そのものをみつめるか－そこにたし

ならぬ。一方は客体的な意識であり、他方は主体

かに今日の一つのリアリズムは成立する、もしく

的な意識である。そしてロゴス的意識にいろいろ

ば現実を超越するロマンティシズムに立たない限

な種類と段階があるように、パトス的意識にもさ

り、主体的真実は方法的に成立せぬのでなかろう

まざまなの種類と段階が区別されるであろう。ロ

かと考える。勿論ここで示された客観的真は日常

ゴス的意識が、感性知覚の如きものから思惟の方

的な誤謬に対するものではなくさらに深い真であ

向に次第に高まるに従って、その対象性或いは客

るとしてである。しかもこうした場合客観的真は

体性を次第に増してゆくのとは反対に、パトス的

どこへおちつくのであろうか。……僕らの考える

意識は、主体的方向に次第に深まるに従って、そ

リアリズムは作家と作品のへだたりを除き、作家

の対象を失い、次第に無対象になってゆくと考え

に於ける世界観以上にリアールの精神を尊重する

ることができる。そこに両者の対立が最も明瞭に

のである。作家が真実に体験し、真実に見ていな

現われる。一定の対象、従って一定の表象に結び

い世界を描くことは不可能である。そしてこの方

附いているようなパトスはなお浅薄だといえる。

法は今日のリアリズムである。しかるに三木的方

深いパトスはむしろ対象を含まないものであり、

法論は「文芸」創刊号の三木氏のネオヒュウマニ

かような無対象なパトスとして、たとえばあの運

ズムの主張によって文学上に於ける社会的人間の

命の意識、原罪の意識などは解釈さるべきもので

原理の提証となった。ここに於て僕らも亦希望し

ある。……かような無対象なパトスに表現を与え

ていたところの、方法としてのリアリズムへの近

るものが芸術である。またそのように表現を求め

よりが感じられる。方法としての原来のリアリズ

vii

るところにパトスの主体性があるともいえる 。

ムは所謂思想とか世界観ではない。リアリズム（文
学上の）はむしろそれらの地盤であり、パトスを

先述のマルクス主義者との論争を背景にして考えれ

パトスたらしめる世界である。ここに於て三木氏

ば、ここで三木は社会的現実に結合されるべき人間

の主体とか客体の真というものはどう処置せられ

の主観的意識を言い表すものとして「イデオロギー」

るかに大きい興味があるviii。

よりも「パトス」の方が適切だと主張していると考
えられる。しかもイデオロギーを用いれば文学・芸

ここで保田は、中島栄次郎をはじめとする雑誌『コ

術といった上部構造はどうしても社会的現実を反映

ギト』における議論にいささか強引に引きつけて三

させるものとして消極的に捉えられるのに対し、パ

木の所説を解釈している。文中にある「作家と作品

トスだと作者自身すら判然とは言い表せない芸術作

のへだたり」という表現が分かりにくいが、保田が

品の深みがうまく説明されるという利点がある。そ

ここで念頭に入れているのは、以前に紹介した中島

のパトスがロゴスと結びつくことで社会が説明され

の「生活について」と「レアリズムの精神」で述べ

るというわけだから、三木のパトス論は芸術の社会

られているような、主体と客体の落差をいかにして

からの独立性を確保しつつ社会とのつながりも説明

解消するかという問題である。この落差を無理に解

できるという、芸術家や作家にとっては好都合な議

消するのが中島の言う「転向」であり、三木の言う

論だと受け止められよう。

対象的な意識を斥けたパトスの主張は、不安から感
動にいたるリアリズム論に相応しい論点を提供した

 



 



ニーは無を建てる、なぜなら建てらるべきものは、

と見たのである。
他方で保田は、イデオロギーではなくパトロギー

その背後にあるのであるから。またアイロニーに

によりマルクス主義に再接近しようとする三木の隠

おいて主観は消極的に自由である、なぜなら主観

れた意図にも気づいていた。後年になって否定する

に内容を与うべき現実はそこにないのであるから。

が、当時の保田はマルクス主義側の文学活動に強い

主観は与えられた現実がそのうちに主観を縛る束

ix

関心を抱いており 、マルクス主義から転向した亀井

縛から自由である、主観は消極的に自由であって、

勝一郎に日本浪曼派への参加を呼びかけたり、日本

かかるものとして浮動的である。このような自由、

浪曼派に反対するマルクス主義側の人民文庫と共同

このような浮動が人々に或る感激を与える、なぜ

討議を行ったのも、ある意味でマルクス主義とロマ

なら彼等はいわば無限の可能性に酔っているので

ン主義の結合を呼びかけてのことであった。当初保

あるから。キェルケゴールがアイロニーを説明し

田は、自分が信奉している「現実を超越する」ロマ

たこれらの言葉は、今日の日本の青年浪漫主義者

ン主義が現実との接点を有していないことを嘆いて

の心理をかなり適切に説明していないであろうか。

いたが、三木の言うように無対象的で深いパトスを

この人々は現状に対する反抗者である。このこ

ロマン主義に呼び込めば、ロマン主義もロマン主義

とは誰も尊敬をもって認めなければならぬ。彼等

なりの仕方で現実社会との折り合いがつけられると

のアイロニーはそこから生れる。然しながらその

考えたのである。

反抗は具体的な、限定された現実に対するもので

こうした保田の活動に対し、彼に影響を与えた三

はなく、寧ろ無限定的な反抗であるというのがそ

木の反応は極めて冷ややかなものであった。三木は

の特徴である。……現実は狭隘卑小なものとして

「浪漫主義の台頭」という論考のなかで『日本浪曼

感ぜられるが、如何なる原因に限定されてそうで

派』の広告文を取り上げ、保田が普及しようとする

あるのかは客観的に考察されることなく、それ故

ロマン主義が主観的だと断定する。

に現実と云っても無限定的なものに過ぎない。彼
らの戦いは一定の戦線というものをもたぬxi。

この頃の文壇における顕著な現象として指摘され
得ることは、とりわけ若い世代の批評家たちの間

前述したように保田は「一定の戦線」をもたなかっ

に見られる主観主義的傾向である。客観的な基礎

たわけではなく、彼なりに浪漫主義陣営とは別の勢

付けや論理的な連関には無頓着に、ただ自己の「心

力との共同戦線を張る努力をしていたのだが、三木

情」を主観的に語ることが彼等に喜ばれる。この

の激しい口調から察するに、そもそも彼はロマン主

人々の文章が難解であるというのも、彼等が意識

義に何ら期待していなかったように思われる。三木

的に或は無意識的にアイロニーを好むからにほか

にとって大事なのはシェストフの言うところの「非

ならない。アイロニーは風刺やユーモアとしばし

日常的なリアリティ」の方であり、その実存的な感

ば混同されているが、夫らは性質的に違ったもの

覚の延長にあるものとしてロマン主義を評価したに

であって、互に明瞭に区別されねばならぬ。先ず

過ぎないxii。これに対して保田は必ずしもシェスト

このアイロニーの本質を究めることが、浪漫主義

フ的不安に興味を抱いているわけではないが、中島

x

の意義を明かにするために必要である 。

栄次郎を介してそれがロマン主義と通じるものがあ
ると思って不安の問題に近づいたのだから、保田と

こう前置きした上でキルケゴールのアイロニー論を

三木のロマン主義理解は出発点からしてすれ違った

取り上げ、保田を含めたロマン主義者が現実と接点

と言ってよい。後年になった保田は三木清のことを

をもたないことが痛烈に批判される。

「言いたくない人の名」xiiiといったのは、当初抱い
ていた三木への期待が裏切られたからなのだろう。

彼〔キルケゴール〕はその〔論文の〕中で云う、
アイロニーは否定性である、なぜならそれは唯否

５．ミュトスの視点－三木から保田への影響

定するのみであるから。それは無限である、なぜ

けれども保田与重郎は、こうしたロマン主義批判

ならそれは此のもしくは彼の現象を否定するので

を受けて三木清の思想から完全に縁を切ったわけで

ないから。それは絶対的である、なぜならアイロ

はない。むしろ保田は三木の主張する「ミュトス」

ニーはその力において否定するものは実は存在し

の思想を引き継いで、その後の日本主義的な批評へ

ないところの、より高いものであるから。アイロ

の道を切り開くのである。
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我々の外部にある社会ではない。社会的世代はパ

それでは三木は、どういう文脈でこのミュトスの

トスを共に分つことによって形作られるxiv。

視点を主張するようになったのか。実はこの視点は、
先に取り上げた彼のパトス論から必然的に帰結する
ものである。「文学における世代の問題」
（1933年）

このようにパトスが世代の問題を介して社会的身体、

において三木は、
「イデオロギーとパトロギー」では

社会的物質と呼び換えられた上で、パトスを包むも

十分に論じることが出来なかったパトスの社会的次

のとして「ミュトス」が提唱される。

元を熱心に論じている。ここで彼は世代を単に同時
期に生を受けたという生物学的事実として規定する

運命というものに突き当ったとき創造は始まる。

にとどまらず、ある種の歴史的なものが考慮されね

文学は単に知ることではなく、作ることである。

ばならないと言う。ただしこの場合の歴史的なもの

作ることはつねに身体的なものと結び附いている。

は、マルクス主義のように個人から超越した類的存

創造もしくは創作の基礎はパトスである。デモン

在のようなものではなく、個人に出発しつつ個人を

の協働なしには芸術作品はないといわれるとき、

凌駕する契機が世代のなかで考えられなければなら

デモンとはあの内的自然もしくは内的身体のこと

ないというのである。こうした契機として、パトス

であろう。デモンは外部から干渉する力ではない、

が次のように論じられる。

それは人間の性格と離れ難く結び附いている。し
かるに注意すべきことには、このような創作的な

第二、世代の理論は文化の形成においてパトスの

ものこそ実はまた伝統的なものである。文学にと

意味を重要視するものでなければならぬ。パトス

っては科学の場合などとは比較にならぬほど伝統

というのは主体的に規定された意識、内的自然乃

というものが重要な意味をもっている。最も創作

至内的身体によって規定された意識である。文化

的なものが同時に最も伝統的なものであるという

は理性的なもの、ロゴス的なものであるとする立

一見矛盾したことがらは、伝統ということも創造

場にとっては世代の問題は多くの意義を有し得な

ということと同じくパトスを基礎としているとい

い。例えば現代の文化哲学として知られる新カン

うことによって説明される。伝統は合理的な、理

ト派の哲学は、すべての文化はいわゆる文化価値

性的な作用であるというよりもパトスにもとづく

を担うものであると説いているが、この場合価値

のである。伝統と創造とのいずれの場合にもパト

は文化の含む普遍妥当的な理性内容、非性格的な

スから生れるミュトスがその根柢にある……xv。

ロゴス的意味にほかならず、従ってかくの如き価
値哲学的立場においては世代の理論は歴史及び文

いささか難解な説明なので、少しかみ砕いて説明し

化に関する生物学主義として単純に排斥されるの

よう。パトスが個人に出発しながら個人を超越する

ほかないであろう。歴史理論として世代の問題を

という三木の規定を念頭に置けば、パトスにおける

重要視する立場は、これに反して、いずれの文化

超越の方向が２つあることが分かる。１つは個人を

においても、そのうちにそれの生産者の「人間」、

超越した社会的次元であり、このことはとりわけ世

この人間の「性格」が表現されていると考え、こ

代の問題を考慮すれば了解できることだろう。もう

れを重んずるのでなければならぬ。このような人

１つの超越の方向は個人的主観を超えた無意識的な

間といい性格というのはパトス的なものにほかな

ものであり、これがとりわけパトスと深く結びつい

らない。

ている。三木によれば深いパトスは無対象的で、対

第三、世代はいうまでもなく個人ではない。と

象をもたないがゆえに意識的主観によっては捉えが

りわけ歴史的に意義ある世代の概念は家族系図学

たいからである。他方で社会的次元も個人的主観で

的遺伝的のものを指すのでなく、種々なる家族に

は把握しきれないわけで、こうした個人からの超越

属する諸個人の群を意味している。世代の基礎と

の層である社会的次元と無意識的なものが結びつく

考えられる根源的な物質としての主体は単に個人

ところに三木は「ミュトス」を見届けるのである。

的なものではなく、社会的なものでなければなら

三木によれば芸術的営為は個人の力だけで達成でき

ぬ。それは個人的身体のことでなく、却って社会

るものではなく、創作を支える無意識的かつ社会的

的身体、社会的物質というべきものである。主体

な「ミュトス」という伝統を介することで初めて成

はいわゆる主観のことではなく、却って主観・客

立するのである。

観的と考えられる人間を包むものである。世代は

 

こうした手続きでミュトスの意義を説く三木の議



 



論は、保田および雑誌『コギト』の関係者に大きな

なものは今後書きたいと思っている」xviiと述べ、中

影響を与えた。上記の議論のうち「社会的身体」と

島栄次郎との共同作業から訣別して独自の批評を確

述べられた部分を中島栄次郎が継承し、作家主体と

立する旨を述べている。保田が感じた中島との距離

対象の落差を克服する「言語の唯物化」の議論を展

は、中島が亀井を通じて保田に紹介した不安の問題

開する。そしてこの議論を後ろ盾にして中島は、保

が言語の唯物化によって解消するかということにあ

田の提唱する「書くことをためらう」立場が言語の

るのだが、同様の疑念を保田は、三木がその後強調

唯物化に徹していないとして批判した。この点につ

した「行動的人間」、「能動精神」といった語にも感

いては、既に前回述べた通りである。この中島の批

じている。これらの語の説明は別の機会に検討する

判に対し、保田がやはり三木的な「ミュトス」の視

とし、ここでは保田における不安への強いこだわり

点で、次のような反論を試みていることに注意すべ

は、座談会「近代の超克」における小林秀雄の態度

きである。

にも影を落としていることだけを言っておく。次回
は三木清とともに「ミュトス＝神話」の問題に携わ

〔中島〕氏が僕の11号の所説を生が内外からうけ

った京都学派の哲学者である高山岩男を取り上げ、

る「ためらい」と解された。従って氏の現実を借
．．．．．．．．
りて自己の肉体とする立場と、
（ここに氏の唯物言

「近代の超克」と「世界史的立場と日本」をつなぐ
はずのミッシング・リングを模索することにしよう。

語の概念があるらしいが）現実と自己との錯乱の
心情を自己の肉体とすることとどれ程の差がある
かと称する。正しくこの意味に於ては「ためらい」
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