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抄録
本稿は三木清の『パスカルにおける人間の研究』（1926）が，中井の２つの媒介概念である「メ

ディウム－ミッテル」関係にどのような影響を与えたかについて，中井によるこの書に対する書評
（1926）を手がかりにして考察する。三木のこの書物における二つの弁証法のそれぞれと，中井の
メディウム，ミッテルとが対応することをまず想定した。その上で，そのように想定された意味で
のメディウム，ミッテル概念をキー概念として用いて，『パスカルにおける人間の研究』が中井に
与えた影響を探り，その後の著作も整合的に解釈できることを示した。なおかつ『パスカルにおけ
る人間の研究』と書評にみられる諸概念も用いて，その影響をさらに明らかにした。これらの作業
によって，中井のメディウム，ミッテルに対する二人の論評者（稲葉三千男，杉山光信）の論文へ
の再吟味を行い，メディウム－ミッテル関係の再考を図った。

Abstract
Masakazu Nakai was deeply influenced by Kiyoshi Miki's A Study of Anthropology of Pascal (1926).

There are two kinds of dialectics in Miki's book, one, dialectic for the medium being, another, dialectic
for the converted man who surpassed the wall. Masakazu Nakai reviewed this book for the Tetsugaku
Kenkyu（Philosophy Studies of Kyoto Philosophy Society）in 1926. In this paper we intend to evalu-
ate the impact of this book on the thought of Nakai.
Miki's two kind of dialectics, dialectic for the medium being, another, dialectic for the converted

man, correspond to, we think, Nakai's two concepts, medium and Mittel.
We can read Nakai's text consistently, supposing this correspondence.
And we can reexamine the relationship between medium and Mittel.
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１．問題の所在

私は『中井正一のメディア論』（2005）並びにそのもと
となった諸論考以来，一貫して中井正一の二つの媒介概
念，メディウムとミッテルについて，概念の内容や関係
の精査に研究の関心を傾けている。現在，京大時代の中
井に影響を与えた先輩として三木清や戸坂潤についての
諸論文，後藤（2006；2007a；2007b；2007c；2008b； 2008c）を著
し，若干研究の軸足を中井からその周辺に広げている
が，これらの論稿も基本的に，この中井のメディウム，
ミッテル関係をはっきりさせることを最終的な目的と定
め，その前提作業と考えている。
本稿ではあえて，以下にこの段落並びに次段落で記す

自分の当初の理解への，修正を図るのだが，後藤（2005 4）
で記された私のこれまでの考えに基づき，中井の錯綜と
した議論を単純化して，まずは述べておく。メディウム
の一つの意味は，知識人と大衆との間に距離があると考
え，双方を異質なものとみなす媒介である。あるいは知
情意，人間の部位相互のように領域相互の媒介も意味す
る。また，体系や理論，本などのように知識人固有の媒
介物は，メディウムの媒介物である。具体的には，知識
人がその高みから大衆に話しかける，一方向的なコミュ
ニケーション状況もこれに相当する。他方，ミッテルの
一つの意味として知識人と大衆とを基本的に対等と考え
る，同質なもの相互の媒介が考えられる。したがってコ
ミュニケーションの双方向性は，このようなミッテルの
媒介に関連性が強く，中井が戦前実践した，読者の投稿
で作られる新聞『土曜日』の刊行なども，このミッテル
の媒介をめざした活動と考えられる。またこのミッテル
の媒介では，知識人の専有物である理論の解体をめざ
す。
他に，対比的なそれぞれの対の組み合わせでいうとメ

ディウム・ミッテルに，思想（理論）・現実（実践），記憶
（意識）・無意識，実体概念・機能概念，本・会話，知識人・
大衆，一方向的なコミュニケーション（マス・コミュニケー
ション）・双方向的なコミュニケーション（パーソナル・コミュ
ニケーション），静座標的・動座標的，受動的・能動的，固
定的・流動的等々が挙げられる（後藤 2005 7-13）。
この中井のメディウム，ミッテル二つの媒介概念に着

目して，彼のコミュニケーション論を研究する端緒を開
いたのが，稲葉三千男である。稲葉は1969年に発表し
た論文「中井正一の“媒介”論」において，中井にはメ
ディウムの媒介からミッテルの媒介への志向が一貫して
あったと指摘する（稲葉 1969→1987 25）。他方，杉山光信は

1975年の論文「言語・映画の理論と弁証法の問題 －中
井正一論の試み－」において，中井には両方の志向があ
りつつ，結局は「メディウムに支えられたミッテル」を
めざしたといい（杉山 1975→1983 157-158），稲葉を暗に批判
する（杉山 1975→1983 147）。また木下長宏は，1995年に上
梓した『中井正一－新しい「美学」の試み』において，
中井が結局はメディウム，ミッテル問題を解決しえな
かったと評する（木下 1995 174）。さらに北田暁大は，2000
年の論文「《意味》への抗い－中井正一の映画＝メディ
ア論をめぐって」で，基本的には稲葉の主張の延長上に
（北田 2000 64），自らの論を展開し，「超越的な理論によっ
て諸個人が結びつくのではなく（Medium的媒介）」，「Mittel
的現実行動によって構成される集団に賭ける中井の知的
態度」（北田 2000 68〔括弧は北田〕）を捉えようとしている。
このメディウム，ミッテル問題をみることの意義につ

いて，私は当面以下のように考えてきた。第一に《メ
ディウムからミッテルへ》（稲葉 1969）という考え方は，理
論よりも実践を，記憶や意識よりも無意識を，というこ
とであるから，中井のそれへの迷い，躊躇をみること
は，ポストモダン的な思想状況，及びそれと親和的な現
代のマスメディア状況を批判的に映しだす。またミッテ
ルと「メディウムに支えられたミッテル」とは状況に応
じて選択的に援用すればよいという考え方もありうる
が，第二にこの両者を「選択的に援用すればよい」とい
う立場への批判こそが，中井がこの二つの媒介概念をめ
ぐって逡巡する理由でもある。よって，機会主義が一般
的になっている現代でこそ，それを掘り起こし，中井が
どのような場合分けを考えていたかを問うことに意味が
ある。第三に，このメディウムとミッテルの関係を論じ
ることは，中井の思想全体を統合的に理解することに繋
がり，思想史上充分に意味がある。第四にこの問題は，
中井による西田幾多郎批判と西田の乗り越えに繋がる。
この問題については別稿で論じるが，トポス論，共通感
覚論による西田場所論の批判的継承という，中村雄二郎
（中村 1979）の問題関心にも照応する。
なお，四段落前で私は拙著に依拠し「ミッテルの一つ

の意味として知識人と大衆とを基本的に対等と考える，
同質なもの相互の媒介が考えられる」（後藤 2005 4）と記し
たが，本稿ではこの表現への修正を図る。中井は「生き
ている空間－映画空間論への序曲」で，「「媒介」が「無
媒介の媒介」として，自分を切ってすてることで，自分
が発展すると考える」（中井 1964 216）と述べている。本稿
での見解の修正の見通しを予め申し上げると，このよう
な「自分を切ってすてること」こそミッテルの大きな意
味であるとまず考えられる。そしてそこを重く受けとめ



－29－

後藤　嘉宏　中井正一の理論にみられる三木清『パスカルにおける人間の研究』（1926）からの影響について

る限り，知識人にとっても大衆と最初から対等と考える
のではなく，異質であるからこそ，「自分を切ってすて」
て，異質な世界に飛び込むことになるとも考えられる。
飛び込んだあと，はじめて対等性は確保され「同質なも
の（とみなされるもの）相互の媒介」が可能となる。このよ
うな見通しがある。

２．『パスカルにおける人間の研究』にみられる
弁証法

三木清の愛弟子で，『三木清全集』の編者の一人でも
ある桝田啓三郎は（1），『パスカルにおける人間の研究』で
三木独自の弁証法が示されたとして，次のように述べ
る。「著者はパスカルを解釈しながら，その解釈を通し
て自己の思想の土台を築いたのである。主体的真実論，
パトス等，のちの著者の諸根本概念はもとより，まった
く異質な世界のように見える唯物史観研究も，独自な弁
証法も，『構想力の論理』も，『親鸞』も，その萌芽はこ
の処女作のうちに含まれている」（桝田 1980 232）［2-1］。 実
際，桝田のいうようにこの書物では三木独自の弁証法が
展開される。後藤（2007a）でも確認したが，この独自の
弁証法は二種類記される。あえて後藤（2007a）が用いた
表現をくり返すと，それらは「中間者の弁証法」と「次
元越えの弁証法」である。ただしこれらは切り離されて
存在しているのではなく，一つのセットになっている。
三木はこの書で次元（秩序，ordre）の相違について述べ，
人間の両重性について語るが，それらがこれら一セット
の弁証法に関係する。三木は『パスカルにおける人間の
研究』で以下のように記す。
パスカルによると，「各々の生の固有なる存在の仕方」

（三木 1980 127）には，「身体」の秩序（ordre，次元），「精神」
の秩序，「慈悲」の秩序の三つの秩序がある。ここで後
に挙げられたものほど高位の秩序とされる。それぞれの
秩序は基本的に次元を異にする。したがって，より低位
の秩序にいる人間はより高位の秩序に，基本的には到達
できない。それは「或る次元における連続的なる大いさ
は，これにそれよりも低い次元の任意の大いさを加える
とも増加しない。かくて線は点によって，面は線によっ
て，体は面によって少しも増加されない」（三木 1980 115）
というパスカルの数学者としての発言からも導かれる。
ただし「これか－あれか」と目覚めて改心する際，よ

り高い秩序に入ることが可能になる。その際の弁証法
は，キルケゴール的な質的（性質）弁証法となる。「しか
るに神に関係する限りにおいて我々が中立的であること

こ あ

は不可能である。そこではいつでも「此れか－彼れか」

があるばかりである」（三木 1980 79〔ルビは三木〕）［2-2］。（2）

この弁証法が，以前の論文で私が名づけたところの
「次元越えの弁証法」（後藤 2007a）に相当し，もはや「我々
が中立的であることは不可能」（［2-2］）になる。しかしこ
のような「此れか－彼れか」の選択はまさに改心の機会
に行われる。日常頻繁には行われない。普段，人間は栄
光と悲惨の間を生きる両重的存在である。この両重性は
中間者であるがゆえの性格といえる。そして栄光と悲惨
の間を生きる存在にとっての秩序は，通常，先ほどの三
つの秩序のうち「精神」の秩序となる。栄光の外側には
「慈悲」の秩序が控え，悲惨の外側に「身体」の秩序が
広がる。二つの異なった次元を極とした中間地帯で，人
は日常生活を送る。普段は，私のいう「中間者の弁証法」
（後藤 2007a）を生きる。要するに中間者たる人間は通常，
「慈悲」の秩序と「身体」の秩序には入れず，その間の
部分である「精神」の秩序の中を行き来する。改心の際，
稀に「次元越えの弁証法」へと至る。　　　
この中間者は三木においてmilieuという言葉で表現さ

れるが（後述［3-1］参照），mediumで表される部分もある。
「人間の存在を種々なる意味で中間者と考えることは古
典的なる哲学にしばしば現れている。ここでは私はデカ
ルトが人間を《medium》と呼んでいるのを注意するに
とどめよう」（三木 1980 15）［2-3］。
つまり「中間者の弁証法」は自分の中の両重性を意識

し，自己内部での対立に相当し，止揚がない。それに対
して，「次元越えの弁証法」は，自分の外側，自分とは
次元を異にするものによって止揚される。
また「中間者の弁証法」は，対立する二つの間をただ

何となく揺れ動くものではないと考えられ（後藤 2007a），
「此れか－彼れか」で迷い，双方が緊張関係をもつ。三
木の三高時代の教え子，大塚久雄がよく用いるシュパン
ヌング（緊張）関係が，それら相対立するものには介在し
ていると思われる（後藤 2007b）。三木自身ハイデルベルク
留学中リッケルトを通じてウェーバーを学び，その影響
が『パスカルにおける人間の研究』でも示されている（同
書にシュパンヌングの言葉はないものの）と後藤（2007a）では考
えた。以下は大塚によるこの言葉の説明である。「彼
（ヴェーバー）のいうシュパンヌング（緊張）やフリュッシッ
ヒカイト（流動性ないし移行）は，マルクスのばあいの「矛
盾」とはもちろん違いますが，しかし，まさに彼の「矛
盾」に照応するような概念でありまして，マルクスが矛
盾という方法概念で対象をとらえていくところを，
ヴェーバーなら，シュパンヌング（緊張）とユーバーガン
グ（移行）という方法概念を駆使しながら対象を処理して
行くのであります」（大塚 1966 54〔最初の（　）は後藤。他の（　）
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は大塚〕）［2-4］。
実際，４．でもみるように，中井自身「シュパンヌン

グ」「緊張」という言葉をある時期多く用いている（［4-1］
［4-2］［4-12］［4-4］）。三木から共に青年時代に影響を受けた
中井と大塚が共通した言葉を重視しているといえる。
要するにシュパンヌングの緊張・対立関係に置かれつ

つ，止揚されることのない二つの極の間を生きていく日
常生活上の「中間者の弁証法」と，改心した際に，「此
れか－彼れか」の窮極の選択をする，「次元越えの弁証
法」の二つが，三木の処女作では示されている。そして
これら二つの弁証法は別のものではなく，一連の過程で
あり，一つのセットと考えられる。「中間者の弁証法」に
は止揚がなく，その意味で「シュパンヌングの弁証法」
ともいえる。他方，「次元越えの弁証法」に至ってはじ
めて，この「中間者の弁証法」は解決を与えられ，その
意味で，これが「中間者の弁証法」の対立項相互の止揚
されたものと考えることもできる。「人間の存在の矛盾
を綜合する見方はエスプリ（精神）の秩序にある生には与
えられておらず，これを獲るためには生は慈悲の秩序に
まで昇ることが必要である」（三木 1926→1980 182〔太字及び
（　）は後藤。太字は以下，特記せぬ限り後藤〕）［2-5］。これらの
ことを踏まえた上で，３．では，この三木の著書への中
井による書評を検討しよう。

３．中井正一による三木『パスカルにおける人
間の研究』への書評

中井正一は三木『パスカルにおける人間の研究』への
書評を，京都哲学会の『哲学研究』1926年８号に載せて
いる。
中井はこの三木の書をパスカルの「中間者」の概念か

ら分析する。「パスカルにおいて，無限に比しては虚無
であり，虚無に比しては全体であるところの中間者mi-
lieuとしての人間，そのもつ不安定inconstanteが魂の具
体的形式であった。それが倦怠の源であり，死への怖
れ，宗教的不安，愛の意味となり，さらに人間性のもつ
悲惨と偉大の原型となる。この中間の意味をディアレク
ティッシュに解釈することによって，パスカルの魂の内
面的構造の秘密を啓く鍵を握らんと著者は試みる」（中井
1981 362）［3-1］。
ここでは中間者の仏語としてmilieuを充てる。三木も

『パスカルにおける人間の研究』でパスカルに依拠して
主に中間者にmilieuを充てる。ただし２．で先述のよう
に，三木は中間者の意味でmediumも用いている（［2-3］）。
しかもこの「中間の意味をディアレクティッシュに解釈

する」ということからも，これは弁証法と関連づけられ
た中間者であり，中井後年のメディウムに相当する可能
性が高い。そう考える理由等については，本節の終わり
にふり返られる。
ここで無限と虚無の間の中間者として人間は規定され

るが，では，中間の外側，つまり「無限」や「虚無」は
何になるのか？それらは中間者としての人間と次元の異
なる領域のものであり，次元の異質性が議論される。
「人間は三つの秩序をもつ。すなわち身体（corps），精神

   ′（esprit），慈悲（charite）がそれである。精神に対する身体
の無限の距離は，慈悲に対する精神のいっそうかぎりな
く無限なる距離をかたどる」（中井 1981 363）［3-2］。
三つの秩序相互の間には「かぎりなく無限なる距離」

がある。中井は述べないが，前節でふれた三木自身の考
えから察するに，通常中間者である人間は「精神」の秩
序に住んでいるのなら，「身体」の秩序は中間者にとっ
ての「虚無」，「慈悲」の秩序は中間者にとっての「無限」
に相当しよう。ただし次元を越えないのが「中間者の弁
証法」で，虚無と無限の間を，中間者は揺れ動く。他方，
この揺れ動きの外に出ていくのが「次元越えの弁証法」
となる。続けて中井は述べる。「一つの秩序は他の秩序
に対して異質的であり，超越的である。そこでは単に
「これか－あれか」の最後決定的なる態度，自己の全体
をもってする飛躍が意味をもつのみである」（中井 1981
363）［3-3］。ここではキルケゴールの「これか－あれか」
に言及される。なお三木自身『パスカルにおける人間の
研究』の第四において似たフレーズがある（三木 1926→
1980 133-134）。
上記の引用文の続きにおいて，中井は賭けに引きつけ

る。「それは一つの賭けであり，一つの悲劇である。生
がいっそう高い秩序に達するその飛躍は，一つの転換で
ある」（中井 1981 363）［3-4］。
本稿４．にて後述するように，中井はこの書評の後，

1930年頃の諸論考で「パスカルの賭け」「賭け」に頻繁
に言及する（［4-2］［4-3］［4-4］）。ここの引用部分を，前の引
用部分とあわせて考えると「これか－あれか」で最終的
な選択をし，そこで三つの秩序のうちの新たな秩序を
（たいていは「慈悲」の秩序を）選びとる。それが「一つの賭
けであり，一つの悲劇」となる。そしてその賭けは「生
がいっそう高い秩序に達する」ための「飛躍」で，「一
つの転換」となる。このような転換が２．でみた，「中
間者の弁証法」に対する「次元越えの弁証法」である。
ただしこの引用文に続けて中井は「自覚」という言葉

をもち出す。「この転換を規定するものが自覚である。
人間はかよわき葦であるとともに，考える葦である。空
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間によって宇宙は私たちをあたかも一つの点のごとく含
むと同時に，意識によって私たちは宇宙を含む。人間の
偉大さは，彼が自己をみじめなものとして自覚すること
の偉大さである」（中井 1981 363）［3-5］。
「とともに」とか「と同時に」という用語にも示され
るように「自覚」によって，中間者の両重性が強調され，
「次元越えの弁証法」から両重性，「中間者の弁証法」へ
と戻る感もある。ここで，中井は「象徴」に言及する。
「この偉大と悲惨のディアレクティックが分離されて総
合せられざる場合，私たちはエピクテートの傲慢と，モ
ンテーニュの怠惰を見いだす。一つの他のいっそう高い

｀ 　′光によってpar autre lumiere superieureそれは結合せら
れる。それは心情による象徴 figuratif signeによるもの
である」（中井 1981 363-364）［3-6］。三木＝パスカルはこの
二人の思想家を否定的に把握していたが，それは両重的
な「総合」がないからというのである。中井はこの同じ
書評の中のいま検討中の文章の少し前で，次のように述
べる。
「象徴とは，パスカルにおいては，非連続的なる次元
的異質性における心情coeurのもつ連続である。この問
題が，第四篇三つの秩序以下において論ぜられる」（中井
1981 363）［3-7］。要するに，心情を通じて，異質で次元が
異なり非連続なものを，あえて連続させるものとして象
徴が示される。先のモンテーニュらに言及する引用部分
（［3-6］）を，中井は次のように繋ぐ。
「幸福に対するかぎりなき渇望と，それを獲得するに

　′由もなき汚されたる人間の歴史，すなわち「原罪」peche
originelの意味は，そこにある。偉大から放たれた悲惨，
すなわち廃王の悲しみは，彼が高所より堕ちただけいっ
そうみじめである。この二つの両立しがたき矛盾を解く
ものは，十字架の死にいたるまで辱められたる神，死に
よって死に打ち勝つ救世主，神人としての贖い主として
の二つの性質，二つの生，人間の本性の二つの状態であ
る」（中井 1981 364）［3-8］。
「両立しがたい矛盾を解くもの」が神であるとして，
そのことと，先ほどの中井が「自覚」にふれた部分とは，
やや矛盾する感じもするが，どうなのであろうか。
神が自己の外にいるものなのか自己の内にみつけださ

れるものなのかという点でも，理解は異るが，神という
異質なものにふれ，そこへと「これか－あれか」で飛翔
して（［3-3］）矛盾が解かれる（［3-8］）という説明と（ただし
神自身の中に超越性を強調した絶対神と人の形と心とをもった救世主

との矛盾が残り，それが象徴としての二重性でもあるが），自分自身
で人間の両重性を自覚し「偉大と悲惨のディアレク
ティック」を「分離」せず「総合」する（［3-6］）という

説明とでは，開きがある。要するに，前者は自己否定的
媒介＝ミッテル的であるのに対して，後者は中間者＝メ
ディウム的である。
しかもこの矛盾は中井の矛盾というより，後藤（2007a）

でも示唆したが，三木自身のテキストに矛盾があり，そ
の反映とも思われる。三木の次元の相違の議論は，その
相違を人のカテゴリーの相違とみなす箇所がある。王
侯・富者・将軍（「身体」の秩序を代表する），学者（「精神」の
秩序の代表），神・聖人（「慈悲」の秩序の代表）といったそれ
ぞれの次元に相当する人のカテゴリーの相違である限り
においては，次元の相違は乗り越えられない。例えば
「慈悲」の秩序は，神や聖人というカテゴリーに関連す
るので，普通の人は入りえない。通常三つの秩序は相互
に媒介不可能なものとなる。他方，宗教は人々の救済を
目指す。「ひとり宗教のみが人間的存在における栄光と
悲惨のあいだの矛盾に解決を与えることの出来る理解の
仕方を教えるのである」（三木 1980 146）。つまり宗教は，人
の移動可能性が高く，参与を許す。他方，三木の文脈で
神や聖人という存在は人の参与を許さない。神や秩序の
異質性を論じつつ，宗教も論じるところにある意味三木
の矛盾があるし，《神にして人の子》という象徴として
の二重性がその矛盾を解決しているともいえる。またこ
の矛盾は，三木『哲学ノート』所収の諸論文相互におけ
る異質性と連続性に関する扱いの揺れやズレにも通じて
いく（後藤 2007b）。さらに「自覚」の強調によって，中井
はここで次元の異質性，「非連続」性を読みとるばかり
でなく「連続」（［3-6］）性も強調するに至っている。キリ
ストが人と神の両重性をもっているため，「慈悲」の秩
序なりその秩序に住む「神」なりが一つの解決，止揚で
ありつつ，キリスト自体が再び両重性をもつに至るので
あろう。ハイスはキルケゴールの弁証法は宗教的実存の
段階で一応完成するが，そこでの神は再び逆説・矛盾を
抱える存在になると指摘している（ハイス 1959＝1970 77-78）
が，その指摘にも相当しよう。しかし基本的に3-4に典
型的にみられる非連続性が，「慈悲」の秩序への「次元
越えの弁証法」にみられ，それに対峙するのが3-5等に
みられる連続性，両重性の強調，つまりは「中間者の弁
証法」であり，三木のこの両者の対比を中井も受け継い
でいるといえる。
そこで以上本節の検討から，私は三木の「次元越えの

弁証法」が中井のミッテル，「中間者の弁証法」がメディ
ウムに相当すると考え，次節以降でこの捉え方の妥当性
を検証したい。確かに三木においては，三木がデカルト
から引いた言葉しか，「中間者」とメディウムとを結び
つけてはいない。その意味ではこの仮定は上記の書評の
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検討のみでは根拠が弱い。しかし三木追悼の意味も籠め
て中井が書いた「カントにおける中間者としての構想力
の記録」（1949）において「中間者」とメディウムの関連
は明確に記される。この論文では三木における「中間
者」の位置づけが次のように記される。「三木清君の思
惟の跡を思い返す時，カントの個性の問題を彼が卒業論
文として以来，彼の体系の基礎はカントの上に出発して
いるといってよいであろう。そして，パトスの問題と，
中間者の問題は，彼が後に存在論的思惟をはじめるにい
たって，中心的課題をなし，やがて構想力というカント
のEinbildungskraftなる概念が，彼の眼前に大きく浮か
び，全哲学体系を，このライト・モティーフのもとに構
成していたかに思われるのである」（中井 1981 305）。つま
り，三木の後半生のテーマであった「構想力」へと繋が
る中心的課題として「中間者」があるとされる。しかも
「彼が後に存在論的思惟をはじめるにいたって」という
のは，独仏留学中にハイデッガーに存在論を直接学び，
ハイデッガーやハイデッガーのつけたチューターである
レーヴィットの薦めでパスカルを読んだことを指してい
るはずである。「弁証法における「媒介」の問題は，こ
の「中間者」の問題の取り扱いによって決する。この中
間者が創造者としての「構想力」として捉えられること
はさらに，弁証法との間を複雑化せしめるのである」（中
井 1981 305）。つまり先の引用では「中間者」は中心的課
題と記され，「構想力」がライト・モティーフであると
されたが，その「構想力」も「中間者」の一貫であると
いうことから，「中間者」も三木のライト・モティーフ
であると読みとれる。「ここに記すものは，この問題で，
一七七三年より一七九〇年まで，カントがたどった一七
年間の紆余曲折の記録である。そして，ついにメディウ
ムとしての中間者を脱することができず，ミッテルとし
ての媒介に到達できなかった苦闘の記録である。苦し
かった三木君の思惟を弔うにあたって，思惟のもつ，い
たましいある種の厳粛さ，として，はなむけとする次第
である」（中井 1981 306）。ここにみられるように三木のラ
イト・モティーフである「中間者」が中井にいわせれば
メディウムであり（「メディウムとしての中間者」），その対立
項が「ミッテルとしての媒介」であると中井は，はっき
りと記している（3）。そうであれば，パスカルの「中間者」
をメディウムであると仮定して検証することは妥当であ
る。
つまり中井の発言そのものの客観的妥当性はともあれ

三木が自分のあとを受け継ぐ後輩として最も信頼してい
る（羽仁1981 142）中井によって，三木の思想家人生がメ
ディウム，ミッテル概念によって要約されている点は，

重視されて然るべきであろう。
そこで次節以降では，この三木の「次元越えの弁証

法」が中井のミッテル，「中間者の弁証法」がメディウ
ムに相当すると考え，それ以降の中井を整合的に捉えら
れるか否かを，検証することで，この仮定の妥当性をみ
ていくこととする。

４．中井のその後の諸論考のテキストにおける
「緊張」「シュパンヌング」「賭け」「パスカ
ル」「これか－あれか」

本節では，その後の中井の議論の展開を，この書評に
出てきた「賭け」「パスカル」「これか－あれか」などの
用語との関係や，この書評には現れなかったが，２．で
三木の『パスカルにおける人間の研究』を検討する際に
示された，「シュパンヌング」，「緊張」関係などの用語
との関係でみていく。特に，そのような観点で「委員会
の論理」（1936）の準備段階である1930年頃の著述を追っ
ていきたい。
1930年『京都帝国大学新聞』に掲載された「スポーツ

の美的要素」では，シュパンヌングという振り仮名を
「緊張」という語に付ける。「競争者 ＡＢにおいて「Ａが
勝つ」の判断と，「Ｂが勝つ」の判断が相互否定的であ
るにもかかわらず，同一主観 の判断構造の中に共在する
場合，論理的判断としてはウィンデルバンドのいわゆる
無関心的零点としての判断形態であるにもかかわらず，

シュパンヌング

その二つの判断構造は一つの力の緊張として相干渉して
他の類型の判断構造となる。換言すれば判断構造は一つ
の「力」の場として収斂形態を取る」（中井 1981 411→中井
1995 94〔ルビは中井。なお1930年の初出ではほとんどの漢字にルビあ

り〕）［4-1］。
この引用文のすぐ後の部分で，パスカルの賭と，シュ

パンヌングが随伴して記される。
「ドストエフスキーの『賭博者』を読んだものは，こ
の最も純粋なものを見るであろう。判断のシュパヌング
のもつ愉悦の中には人間の永遠なる謎への限りなき問，
その「問の構造」が本質的に関連している。パスカルの
賭はその意味で深い感情を存在関連の上に投げている」
（中井 1995 95）［4-2］。
中井の三木『パスカルにおける人間の研究』書評に

は，「シュパンヌング」という言葉は使われなかったが，
この文章では「パスカル」「賭」と一緒に「シュパンヌ
ング」が使われている。「「Ａが勝つ」の判断と，「Ｂが
勝つ」の判断」（［4-1］）は，３．での表現に従えばいわば
「これか－あれか」（［3-3］）の関係にあり，「人間の永遠な
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る謎への限りなき問」い（［4-2］）にも相当する。この「二
つの判断構造は一つの力の緊張 と」（［4-1］）なり，そのま
まではシュパンヌングから変化しようがない。しかし
「緊張 として相干渉して他の類型の判断構造とな」り，
「収斂形態」（［4-1］）になる。つまり，一つを選びとる「賭」
（［4-2］）へと至る。
三木『パスカルにおける人間の研究』書評（1926）での

「中間者」が「シュパンヌング」に置きかわり，その「中
間者の弁証法」に対する「次元越えの弁証法」が「賭」
として表現され，前者から後者へと進むことが示され
る。
同じ形の言及は1930年の「探偵小説の芸術性」にも

みられる。
「歴史は，いわば，罪より裁判へ，一つの犯罪的興味
の上にある。パスカルの賭けはその裁判（最後の審判）に
賭けられた滲み透る賭けともいえよう。人の償いがたき
罪，その罪を寂しくも待つこころもち，その嘆きと願
い，祈りに満ちた問い，この問いこそ，ハイデッガーの
指摘する時のすがたであり，現在の意味なのである。そ
れは存在の深い暴露である」（中井 1964 269 →中井 1995 131
〔（　）は後藤補記〕）［4-3］。
「パスカルの賭け」と「祈りに満ちた問い」とが随伴
される。また賭けは，この論文のもう少し後ろのところ
でも出てくる。「この論理は特殊の構成をもっている。
すなわち犯人がAである，Bである，Cあるいはそのほ
かである，のすべての判断が同等の力をもって一つの意
識内－読者－に共存することである。すなわち機能論理
はそこで力学的構成をもつ。あたかも賭け，あるいはス
ポーツでAが勝つ，Bが勝つの二つの判断の共存が意識
のひずみ，一つの緊張となって，いわば戦慄的情趣thrill
を構成するように，冷厳なる判断は鋭い力学的構成のも
とに摩擦によって白熱する鋼鉄のように，深い情熱，焔
焦せる論理を構成する」（中井 1964 273-274→中井 1995 135-136）。
［4-4］。
ここでは，「賭け」と，ふり仮名こそ付いていないが，

シュパンヌングの邦語訳でもある「緊張」とが，伴って
使われる。また先にみた「スポーツの美的要素」同様（［4-
1］），「スポーツでAが勝つ，Bが勝つの二つの判断」が
指摘され，次のように続けられる。
「そこに特殊の情感がある。非常に冷たきものにふれ
た時熱き感触を味わうように，探偵小説の運ぶものは冷

も

たい熱情，焔ゆる冷厳であるであろう。ウィンデルバン
ドの判断論の肯定と否定の無関心点としての零的中間
が，ここでは交流的  となって生き生きと働く。そ
れは神の創造をのがれたる真空である。そこに動ける判

断，一つの魂の戦慄が生まれる。それは一つのおののき
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

である。生ける問いの構造は，むしろかかる決定せられ
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

たる不決定，この放たれんとする弓絃のおののきのごと
き，その一致の極致にあるともいえよう」（中井 1964 274→
中井 1995 136〔振り仮名と傍点は中井〕）［4-5］。
ここでも先にみた（［4-1］［4-2］）のと同様，「ウィンデル

バント」と「問いの構造」に言及される。さらにここで
ヽ ヽ ヽ

はもう一度「生ける問いの構造は，むしろかかる決定せ
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

られたる不決定」という形で，シュパンヌングの宙づり
状態，人間の両重的状態に戻る。要するに「スポーツの
美的要素」では，メディウムからミッテルへと進んでい
るのだが，他方，ここでは「賭け」に言及された後であ
るにもかかわらず，メディウムの状態に逆戻りしてい
る。
これは一見すると後退（もちろん，ミッテルの方向に進むの

が前進であるという価値判断をもって論じているのではない）にも思
われる。しかしそうともいえない。
というのも，次に言語論を通じて詳細はみるように（4），

この時期中井は送り手レベルと受け手レベルとを分ける
発想を採り入れているからである。つまり本節の後の議
論をやや先取りすると，送り手側で彼の感じる矛盾が
シュパンヌングの緊張の下に置かれ，「肯定と否定の無
関心点としての零的中間」（［4-5］）状態が示されようと
も，受け手の側で賭け，つまり「これか－あれか」の選
択がなされれば，ミッテルの媒介がなされると考えてい
る節が中井にはある。
例えば1927-28年に『哲学研究』に分載された論文「言

語」では，ギリシアにおける弁証法（ディアレクティック）と
修辞学（レトリック）の関係が述べられる。ソクラテスは
少数の者にのみ問答を吹っかけた弁証法の人であり，弟
子のプラトンは師ソクラテスの言葉を書き写し，なおか
つ自己反芻したので，弁証法を尊びつつ修辞学の方をよ
り重視した（中井 1981 221）。他方，プラトンの弟子アリス
トテレスは弁証法と修辞学の「両者を二対の思惟の合唱
者となした」（中井 1981 221）。いわば弁証法は「他に談ら
れたる外なる言葉」（中井 1981 221）であり，それに対して
修辞法は「みずからに語りかける内なる言葉」（中井 1981
221）である。プラトンの場合，それら二つが対立してい
たが，アリストテレスでは双方が頌歌の合唱者になって
いるという。そう記述した上で，中井は次のように述べ
る。
「ディアレクティクとレトリィクを思惟の二対の合唱
者であるといったアリストテレスが，その著書において
論証的思惟に先だって，exorteric discoursesにあたるも

ママ

のをもって問題の提出者たらしめし，そのしかたの中に
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は，みずからに語る内なる言葉と他に語りかける外なる
言葉の分かちがたき溶融をそこに見いださしむる」（中井
1981 223）［4-6］。
アリストテレスで弁証法と修辞学が対の合唱者となっ

ていることは，内なる言葉と外なる言葉とが「分かちが
た」く「溶融」しているからに他ならない。そこで中井
は上記の引用文（［4-6］）の次の段落で受け手と送り手と
の対比に触れる。
「問える人の思惟せる言葉の意味より異なれるいかな
る意味が，答える人によって思惟されているか，はかり
がたい。しかしそれが問題となる以上，そこに暗い結
論，あるいは述語の定まらない主語を両者の間にもって
いると考えねばならない。その主語の広き面を指して

と彼はよんだようである。問うという判断は－そ
れがもし判断とよばれうるならば－考えかたによって
は，主語に無限に還らんとする不安なる述語をもつ判断
とも考えられよう」（中井 1981 223-224）［4-7］。
この引用文の最初の文章で，送り手（「問える人」）の籠

めた「言葉の意味」と，受け手（「答える人」）の籠めた意
味とがずれる可能性があり，そのずれを送り手の側は認
識できない点が指摘される。そうすると送り手と受け手
とは，「述語の定まらない主語」をもつことになる。こ
の「述語の定まらない主語」は，本稿５．，６．で検討
する「コプラの不在」への関心（［4-10］［5-1］［5-3］［6-1］）の
萌芽であるといえる。ともあれ「これか－あれか」で迷
い，両重的性格に悩む人は，他者に語りかけつつ自問自
答し，その意味で内なる言葉と外なる言葉とが分かちが
たく「溶融」しながら，述語を一応述べるが，本当は述
語を宙づりにしたい。したがって「肯定と否定の無関心
点としての零的中間」（［4-5］）を求めたい。「述語の定ま
らない主語」（［4-7］）である。しかし実際に発言するから
には「述語を定」めて，発言する。その場合「スポーツ
でAが勝つ，Bが勝つの二つの判断の共存が意識のひず
み，一つの緊張とな」（［4-4］）るのと同様，どの主語が正
しいのかという問いが続く。その意味で問うことは，
「主語に無限に還らんとする不安なる述語をもつ判断」
（［4-7］）であるといえる。
つまり送り手レベルでは判断保留されつつ，受け手レ

ベルでその判断は必ずしも留保される必要性がないとい
う構図が透けてみえる。
さらにいずれも『哲学研究』に掲載された1929年２

月の「発言形態と聴取形態ならびにその芸術的展望」，
1930 年２月の「意味の拡延方向ならびにその悲劇性」
で，この問題は深められるが，紙幅の関係もあり本稿で
は後者をとり上げる。

この「意味の拡延方向ならびにその悲劇性」は，「確
信」と「主張」とを峻別する視点を前面に出す。「確信」
とは論文「言語」における「内なる言葉」に相当するし，
「主張」は「外なる言葉」に当たる。そこでは「確信」は
「意味の充足方向」を，「主張」は「意味の拡延方向」を，
それぞれめざすとされる。
「この内なる言葉，すなわち思惟としての意味領域は，
それは意味の充足的作用であり，対象的論理構成への方
向である。これに反して，外なる言葉，すなわち主張と
しての意味領域は，意味の拡延方向への，充足不充足は
別として，一つの確信をそれと同一意味をもって他に確
信を要求するの方向である」（中井 1981 266）［4-8］。
ここでは先にみた「内なる言葉」と「外なる言葉」と

の「溶融」の議論（［4-6］）から一転して，「内なる言葉」
「意味の充足方向」（つまり「確信」）と，「外なる言葉」「意
味の拡延方向」「主張」とを，「これに反して」という言
葉によって明確に分けている。これは，この引用文の前
に次のようにいうことで，一度は導入した「溶融」の議
論を改めて否定しているからであろう。
「ジグワルト，ヴィンデルバントで擬人的に二重づけ
られたる否定判断の構造は，むしろ実にその内面に，自
我の内面なる聴取者，自我の外面なる聴取者，すなわち
その意味の二つの分離，二つの疎隔を意味するのではあ
るまいかという問いをここに提出せしめるものがある」
（中井 1981 265）［4-9］。
つまり「内なる言葉」と「外なる言葉」との「溶融」

（［4-6］）の議論では，自分自身に語りかける場面を想定し
て，両者は連続的に捉えられていた。他方，ここで中井
はウィンデルバントらに依拠しつつ，自分自身に対して
も語ることと受けとることがあるし，他者に対しても語
ることと受けとることがあるとして，４通りに分ける考
え方を示す。こうすると「内なる言葉」と「外なる言葉」
とは「溶融」するのではなく，より細かく場合分けされ，
基本的に峻別されうる。
この意味で「確信」と「主張」とは峻別される。した

がって，峻別を前提として一つ前の引用文（［4-8］）に続
けて次のように記される。　  　
「人が一度発言したことは，いかに謙遜であってもや
はり相手の承認を要求している。その場合の命題におけ
る「ある」は論理的エレメントであるSとPを複合せし
める連辞ではなくして，むしろ社会的エレメントである
AとBを複合せしめるモメントであることとなる。例え
ばここに嘘言の構造を顧みれば，ある人が「SはPであ
る」と確信せざる場合，しかも「SはPである」と主張
する場合，すなわちそれが嘘言である」（中井 1981 266）［4-
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10］。
ここの「連辞」という言葉は，中井の戦前の代表作「委

員会の論理」（1936）である程度示され，戦後の最晩年の
代表作『美学入門』（1951）でのキーワードとされる「繋
辞（繋詞・コプラ）」（存在動詞）とほぼ同じ意味で捉えられる。
主部と述部（「SとP」）を繋ぐはずの「である」「でない」
といった繋詞であるが，実際はそれらを繋ぐのではな
く，「社会的エレメント」を複合させる。「社会的エレメ
ント」，すなわち他者への配慮の中で「である」が曖昧
になり，「嘘言」が生じる。要するに自分の思うこと（「確
信」）をそのまま相手に伝えようとしても受け入れられる
か分からない。受け入れない他者の反応を自分が先取り
する。そうすると，受け入れられやすい形で発言する
（「主張」）。その意味で「嘘言」となる。つまり「嘘言」と
いっても，「確信」から180度方向転換するという意味
よりは，むしろ自分の「確信」に対して他者による受容
を求め，分かりやすくしたり，あるいは事実のみ伝え判
断は保留するという意味に理解されるべきである。そう
すると，結局「確信」の立場からすると判断を保留し，
「ウィンデルバンドの判断論の肯定と否定の無関心点と
しての零的中間」（［4-5］）に近い立場から発言することに
なる。つまり自分の思うところからすると，「無関心点」
から発言する，受け手の判断を先取りしその立場から発
言することが「主張」となる。
この「確信」と「主張」の峻別の議論は，さらに質と

量の問題にも発展する。
「すべての芸術において，いわゆる発表の意味はそれ
である。我と我を「凝視」する「自分」の眼の前に無限
にかえりみゆく充足的方向は，意味の質的深化である。
その作品を「他人」の眼の前に提出する拡延的方向は，
意味の量的展開である」（中井 1981 267）［4-11］。
ここで「「自分」の眼の前」と「「他人」の眼の前」と

は，峻別されるし，前者の「「自分」の眼の前」に意味
の充足方向，すなわち「質的深化」を，後者の「「他人」
の眼の前」に意味の拡延的方向，「量的展開」を，図式
的に割りふる。
この質と量の問題，及びウィンデルバントの「無関心

点」のような判断保留（「否定判断の機構」）が，「委員会の
論理」（1936）へと繋がる。さらに先ほどの引用で「連辞」
として出した「SはPである」という命題に即して次の
ように中井は述べて，方向性の問題へと議論を展開す
る。「すでにフンボルトの内的言語形式，ソシュールの
発言形態と聴取形態の二つの軸は，すなわち言語それ自
身の中にある「言葉の方向」を示すかのようである。同
一命題「SはPである」を，いう場合と聴く場合は，言

葉自身がその方向性の中に動く，思惟する場合と，主張
する場合においてもまた異なった意味でそうである。そ
して，その軸よりあらわるる言語構成の疎隔性は，あた

シュパンヌング

かも空間のもつ緊張性のそれのごとき，言語意味構成に
おける拡延方向の領域の緊張性がそこに成立する」（中井
1981 269-270〔ルビは中井〕）［4-12］。
「いう場合」と「聴く場合」，要するに送り手と受け手
とで「言葉の方向」が変わる。ここの「方向」とは，そ
こまでの中井の記述からすると，とりあえずは「意味の
充足方向」と「意味の拡延方向」（［4-11］）となる。しかし
また方向は，みる人の立場にもなる。立場を明確にして
いくのが「意味の充足方向」，他方，先ほどの「嘘言」の
例でいえば立場を曖昧にして，賛同者の量の増加を求め
「無関心点」（［4-5］）へと近づくのが「意味の拡延方向」で
ある。そしてそこにシュパンヌング・「緊張性」という
言葉が使われる。つまり「中間者の弁証法」として，両
極に引き裂かれた状態に置かれるというのだ。
そこで同じ論文の少し後で，このみる人の立場という

意味での方向性への言及がなされる。
「絵画が三次元の空間を二次元のカンヴァスに色彩を
もって換算するのは何を意味するか。カンヴァスの二次
元性は物理空間を「見ること」のもつ一組織の上に射影
することである。見ることの一つの方向と距離を決定す
ることである」（中井 1981 271）［4-13］。
ここで「三次元」と「二次元」との「換算」がいわれ

る。例えば彫刻では，みる方向や角度は作者によって規
定されず，受け手＝鑑賞者に委ねられる。三次元の空間
そのものであるからである。その三次元の空間の現実を
二次元の平面に切りとって写しとる際には，作者の立つ
位置によって方向性が決まる。この彫刻と絵画との三次
元性と二次元性との対比は，そのまま演劇と文学との対
比にも通じる。
「文学は言語空間性を，さらに「いう」あるいは「聴
く」ところの構成体の上に射影する。例えば「甘いとい
われた」「甘いといった」「甘いといいなすった」「甘い
といいやがった」「甘いとほざいた」のごとく，同じ「甘
い」という言葉を聴くにあたって無限に多くの立場があ
るにもかかわらず，小説は一つの立場で全体のカンヴァ
スを塗らなければならない。ところが戯曲では，そこで
ただ「甘い」とだけいわす。そしてその聴く立場を自分
もすでに無限に多くもつと同様に，また観客の無限にゆ
だねる。そこに戯曲は小説よりも聴くことにおいてその
立場の可変性の要素を加えること，あたかもカンヴァス
より彫像に変ずる場合の関係にある」（中井 1981 272-273）
［4-14］。
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この文章と類似した文章は，「芸術的空間」（1931）（中井
1964 284-285→中井 1995 146），「芸術の人間学的考察」（1931）
（中井 1965 10→中井 1995 157-158）等にもあり，『美学入門』の
コプラの不在の議論に受け継がれる。方向性が自由であ
る彫刻や戯曲は，受け手が自由な方向から眺めうる。た
だし送り手からすると，自分自身が本来定めうる方向性
を曖昧にする。送り手，創作者の立場からすると，「嘘
言」（［4-10］）を入れる。自分の立場を曖昧にし「無関心
点」（［4-5］）をあえて作り出す。しかもその「嘘言」によ
る創作者にとっての「疎隔」（［4-12］及び次の引用の［4-15］）
性は，批評を受け入れ自己にたち返ると，作品を深め，
「飛躍」（［4-15］）する契機にもなる。そのことが次の文で
示唆される。「かくて，視覚的物理空間性と美術的空間
性の間に大いなる飛躍があるごとく，言語構成の空間性
と文学的構成の間には，大いなる飛躍がある。この飛躍
性は，すでに意味の拡延方向における疎隔の構造そのも
のを対象として，その疎隔性の意味そのものを充足性方
向へ再び還元するの作用である」（中井 1981 273）［4-15］。
創作者＝送り手は自分のいいたいことを素直に語る状

態からすると疎外状況に置かれる。その疎外を徹底させ
て「嘘言」，つまり自分の立場を「確信」からすると曖
昧にし，「意味の拡延方向」へと向かい，「主張」する。
だがそのことで多様な立場の受け手から批判を受ける機
会を増やす。そうするとその批評性により，再び「意味
の充足方向」が図られ，質の向上へと繋がる。
以上，1930年前後の中井の諸論文を検討した。1926年

の『パスカルにおける人間の研究』の書評で示された着
想を，それ以降の中井は展開させているのではないかと
いう観点で，これらの諸論考を捉えようと本稿では考
え，その妥当性が示された。よって，ここでその側面か
ら前節及び本節の纏めを試みる。
三木の『パスカルにおける人間の研究』では栄光と悲

惨などの両極の緊張（シュパンヌング）に引き裂かれた人間
存在の「両重性」がまず強調される。このような「両重
性」「中間者」性はメディウムとしての判断保留に陥り，
「これか－あれか」の決断に至れない。「これか－あれ
か」で自己否定的に新たな領域に入ることはミッテルに
なる。中井の1930年頃の諸論説で「パスカル」や「賭
け」と表現された箇所は，このような「これか－あれ
か」，ミッテルに相当する。しかし本稿でみてきた「賭
け」に言及する引用箇所の一部において，決断をぎりぎ
り留保し「無関心点」に至ることが，ウィンデルバント
の「否定判断の機構」に即して論じられる。それはある
意味「次元越えの弁証法」，ミッテルというよりはメ
ディウムの中間者性が強いともいえる。それはコプラ

（繋詞）の議論でいえば，コプラのない形になるし，送り
手の対象に対する判断を保留することになる。しかし，
それは決断に至れないという限りではメディウムである
が，自己の立場を捨て，それを受け手に委ねる点では
ミッテルになる。優柔さ・不分明さとしてのメディウム
がそのシュパンヌング性（両極に引き裂かれる面）を通じて，
自己否定としてのミッテルに転じる。おそらくは三木＝
パスカル（＝キルケゴール）の場合，自己放下の先にあるの
は超越者であったが，それが中井の場合，鑑賞者＝受け
手＝未来の人々に変わっていると考えれば，このことは
一貫したものとして理解できる。

５．「委員会の論理」（1936）におけるコプラ

中井の戦前の代表作「委員会の論理」は，1936年に『世
界文化』に３号にわたって分載された。1937年中井は治
安維持法違反で逮捕され，釈放後も当局の監視下に置か
れるので，纏まった論文としては戦前の中井のほぼ最後
の著述である。代表作であるものの難解で，私も後藤
（2005）等で分析し，後藤（2004；2007c；2008c）で概説的説
明もしているが，今回は前節までに論じてきた「これか
－あれか」，否定判断，コプラ等に着目し，その面から
のみ論じたい。
この論文では，工場の秘密委員会と民主的委員会とが

対比的に示される。工場の秘密委員会は商品の表象と機
能とそれらの背景にある技術すべてを一手に握ってい
る。彼らにとっての機能・目的は売れることに集中し，
歪んでいる。一方，人々はその商品の表象部分しか基本
的に与えられていない。実体概念はこのような表象とそ
の記憶に頼った概念であるが，他方，機能概念は概念を
表象から抜けさせうる。したがって機能概念に依拠し
て，ある商品を，受け手である人々なりに方向づけて，
本来の目的と異なった利用をすることも可能になる。要
するに受け手の代表である民主的委員会は，商品の表象
しか人々に与えられていない状況を機能概念によって批
判的に乗り越え，人々が自分たちなりの方向性をその商
品に与えることを可能にする。それによって商品である
ことの歪みから脱却しうる。
「委員会の論理」の13 でこの商品であることの歪み
が，「である」というコプラと関連づけて示される。「現
段階においては，売れないものとは，存在しないもの，
非存在を意味しているのである。「である」の可能存在
は，そのまま「がある」の現実存在に連続するのであ
る。・・・山でも川でも，生物，動物のすべてにおいて，
ついには人間すら，すべて売物であり，それが売買価値
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を失う時，それは常に非存在の領域に転落する強力なる
歪みを受けているのである」（中井1981 96→ 1995 61〔太字は
中井〕）［5-1］。
「である，でない」という存在動詞，要するにコプラ
は，商品性による歪みによって「がある，がない」とい
う存在・非存在の問題にまで展開できるとされる。要す
るに「○○であるか否か」という問いは，○○が存在し
てはじめて成立する。しかしその○○の存在の条件その
ものは，需要の有無が決めていく。
そしてこのような「である，でない」を発展させた「が

ある，がない」は，前段落でみた方向しか想定できない
訳ではない。単に企業体などの利潤を追求する側が，利
潤をもたらさないものを「がない」状態，非存在に転落
させる方向が考えられるだけではない。逆方向もある。
利用者の代表の集まりである，民主的委員会が商品の機
能や方向性を決めていくならば，当然，企業体の作った
もののなかに不要とされる財が出て，それらは存在しな
いとされる可能性も開かれる。
例えば専門家のつくり出す理論は，前節でもみたよう

に「確信」に留まっていては無意味で，「主張」に至ら
なければ価値がない。生きた論理（「生けるラチオ」（中井 1981
68→中井 1995 33））は，理論が凝り固まることを避ける。「主
張」された理論は，常に生きた現実に照らし合わせて批
判され，修正される必要性が生じる。理論は完成される
ことがない。中井自身はこの「委員会の論理」に「一つ
の草稿として」という副題を付けたが，その副題の意味
も，「委員会の論理」という著述が一つの理論として凝
り固まることを嫌ったためともいわれている（竹内 1980
194）。例えば「委員会の論理」８では次のように書かれ
る。「本質の現象的表現を法則でもって，模型でもって
捉える時，その模型は，本質のほかの相における現象面
の検討に耐えるか否か，この問いの中に無限に立ってい
るのである。かくして，この検討によって打ち砕かれつ
つ，この模型は本質に永遠に近づいていくのである」（中
井 1981 76→中井 1995 40-41）［5-2］。
この「模型」としての論理を常に未完のものと捉える

文章の次の段落で，「コプラ」という言葉が登場する。
「論理がそれみずから推論的合理性を整えるにせよ，そ
の整合が，常に成立せるその場において，すでに一段階
性をもっていることに注意しなければならない。そし
て，そのすべての肯定のコプラ「ある」は，一全体性と

とうてき

して，底の脱けた無底の否定可能の蒼空に投擲されてい
るのである。そして再び，現象の検討面の上に降りたつ
ことによって，推論そのものが成立するのである」（中井
1981 76→中井 1995 41〔ルビは中井〕）［5-3］。

専門家のつくり出す論理・理論体系も「ない」可能性
が現象の側から吟味され，再検討される。そのことに
よって理論はより良いものへと転化する。「すべての肯
定のコプラ「ある」」とここで表現されるが，これは「○
○である」という意味の「ある」であるだけでなく，「○
○がある」という存在の意味の「ある」の意もある。要
するにその理論体系の存在そのものも「底の脱けた無底
の否定可能の蒼空」に晒される必要がある。
そして「あるか－ないか」は，じつはパスカルの賭け

の，基本構図でもあったはずである。パスカルにおいて
は，あの世が「あるか－ないか」が賭けの対象であった。
つまり「あるか－ないか」は「これか－あれか」に通じ
る。いずれかを選ぶという形で。そして選ぶ前の「ある
か－ないか」を表明しない段階で，両極の緊張に裂かれ
る。次は前の引用文（［5-3］）の４段落後，本稿４．で頻
繁に名前を出したウィンデルバントへの言及箇所であ
る。
「ヴィンデルバントは，判断の確実性の強度の漸増性
について興味のあることをのべている。「完全な確実な
両端（肯定，否定）から次第にその度を弱めるにしたがっ

インディフェレンツ・プンクト

て，強度は肯定も否定も現れていない 無 関 心 点 に
近づく。論理的評価の目盛りのこの零の点は，判断の性
質論にとってまったく重要な意義を有している。なぜと
いうに，それもまた一義的でないからである。すなわち
肯定的反応と否定的反応との間の無関心はこの場合，絶
対的か，もしくは批評的かでありうるからである。絶対
的無関心は，一般にいまだ判断せられていない時に存す
る。しかし批評的無関心は，完全な論究の後，肯定も否
定もまた同様に保留せられる時に存する」」（中井 1981 77-
78→中井 1995 42〔括弧とルビは中井〕）［5-4］。
４．でふれたウィンデルバントの「無関心点」に言及

される。しかもここでは「無関心点」に「絶対的無関心」
と「批評的無関心」の双方あることが指摘される。この
批評的無関心は，「完全な論究の後，肯定も否定もまた
同様に保留せられる時」存在するということで，両極の
緊張に引き裂かれた状況であると推察される。次の段落
で以下のように述べられる。
「思惟の領域内の否定の生ずる起点にあるところの，
この批評的無関心点は，肯定判断が第二の肯定および否
定判断に推移していくところの連続点としての零であ
る。この否定判断の出現の媒介としての問い，すなわち
表象結合は完成せられているにもかかわらず，その真理
価値の評価のみが欠けているところの判断の中止は，ま
さに討論において，承認を求められたる人々の，聴く立
場の機構にあてはまるものである」（中井 1981 78→中井 1995



－38－

図書館情報メディア研究６盧 2008年

43〔太字は中井〕）［5-5］。
この「批評的無関心」において，「肯定判断が第二の

肯定および否定判断に推移していく」。要するに最初は
肯定判断があった。「確信」と「主張」の峻別を前節で
検討したが，ここでは「確信」すなわち「思惟」の段階
での「肯定判断」をもう一度，「第二の肯定および否定
判断に推移」させ，「主張」の際に判断保留の状態にす
ることとも考えられる。それは主張の「承認を求められ
た人々」つまり「聴く立場」の受け手と同じ立場に，発
言者を置く。「再び討論の層において，その表象結合の
内容を聴くあらゆる人々は，単にそれを表象結合の完成
に再び還元して，その評価を保留する」（中井 1981 79→中
井 1995 43〔太字は中井〕）［5-6］。
受け手は，送り手の「確信」を伝えられても，それに

対する肯定・否定の判断をする前にまず，発言の評価以
外の部分，要するにここの表現でいえば「表象結合」を
まず得ようとする。送り手は「主張」する際にはそのよ
うな受け手の態度を予め自己内の対話によって先取りす
る。そうすると「真理価値の評価のみが欠けているとこ
ろの判断の中止」（［5-5］）を行うことになる。そして，受
け手も表象結合を得る際，判断を保留するが，最終的に
はその肯定・否定の判断は彼ら受け手自身に委ねられ
る。
以上を本節及び前節のキーワードを用いて纏める。

ウィンデルバントの「批評的無関心」は「これか－あれ
か」で悩みつつ，両極の「緊張」（シュパンヌング）に引き
裂かれる状態である。その意味で「両重性」「中間者性」
があり，その限りでメディウム，「中間者の弁証法」と
もいえるが，一度は自分の判断に対する「確信」を得て
いる点で，「これか－あれか」のいずれかを選んでいる
と考えられる。その点では「次元越えの弁証法」，ミッ
テルの媒介であるといえる。ただし「確信」も「主張」
する際に，自分の判断を「判断保留」にし，自分の「確
信」からすると「嘘言」を吐く。これは「○○である，
○○でない」という繋辞，さらにはその理論そのものの
肯定・否定であれば「がある，がない」という繋辞を，
「主張」の聴き手，すなわち受け手に，委ねることにな
る。つまり「委員会の論理」は，その著作自身も含め，
理論や体系を常に自己否定していくことを謳った作品で
あるだけに，「がある，がない」という繋辞を受け手に
委ねる必要性が生じる。
あの世があるか否かというパスカルの「賭け」を受

け，自分の理論の肯定，否定を問うているのが繋詞であ
るといえる。三木＝パスカルの場合，それは「慈悲」の
秩序という意味での他の次元への「次元越えの弁証法」

であったが，中井の場合，それは他者という異なった次
元への次元越えであり（後藤（2007b）で記したように三木も『哲
学ノート』で同じように他者を異次元と捉えている），その点でも
『パスカルにおける人間の研究』の視座を受け継いでい
るといえる。
以上，戦前の中井の代表作「委員会の論理」に至るま

での諸著作において三木のパスカルから触発された「賭
け」や「緊張」という概念が，どのように中井の「コプ
ラ」の捉え方に影響を与えているかをみてきた。そこで
次に，戦後の代表作『美学入門』において，このコプラ
の捉え方がどのように反映されているかを検討しよう。

６．『美学入門』（1951）におけるコプラを読む
視座

本稿の目的は，中井のメディウム，ミッテル理解を通
じて，本節でふれる中井の戦後の代表作『美学入門』の
コプラの不在の議論を，それまでの彼の著述の歩みを踏
まえて理解するというものである。『美学入門』「第１部
－美学とは－」「７映画の空間」」の「切断空間」は、次
のように記される。ここは中井の文章の中で恐らくは
もっとも知られている箇所である。
「一つの場面と，一つの場面がカットで連続している
時，おのおのの場面はおのおのの表象を人間に提出して
いる。しかし，その表象の連続にあたって，文法でいう
ところの，「である」「でない」の繋辞が欠けているので
ある。非人情の「図式空間」と「図式空間」は繋辞なし
の「切断」をもって連続しているのである。
製作者がその「切断」を何らかの意味をもって連続し

たつもりでいても，戯曲，小説におけるように繋辞によ
る説明展開を観客に要請するわけにはいかないのであ
る。
この「図式空間」と「図式空間」の「切断」を連続す

るのは観客大衆みずからの「感情」なのである」（中井 1964
77→中井 1995 305-306）［6-1］。
映画のカット，カットは，「繋辞」（コプラ・繋詞）が欠

け，それぞれの映像表象が「である」なのか「でない」
なのか「であると思われる」のか分からない（［4-14］）。し
たがってそれらの「「切断」を連続するのは観客大衆み
ずからの「感情」」といえる。
以上がこのテキストへの通常の解釈である。これに，

５．までの検討を重ねよう。先に５．でも検討したが，
この「である，でない」は「がある，がない」に究極的
には至る。最終的には，パスカルの「賭け」のようにあ
の世があるかないかとか，平等な社会が成立するか否か
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といった問題・課題に至る。そのような「大きな物語」
（リオタール　1979＝ 1986 8-9）はたとえ弱まっても，人は行
為する際，何らかの意味づけをそこに与えていることに
変わりない。そうであるならば少なくともそれぞれの人
は，自分なりの世界観や意味世界に基づいて行為する
し，映画の鑑賞行為においてもそうであろう。ところで
それぞれの人の世界観は，いわばそれぞれの人の物の見
方，物事をみる方向性を規定する。４．での議論に即す
るならば，方向性とはみる人の立場であり，「SはPであ
る」という命題をいう場合と聴く場合とで，方向性は異
なった（［4-12］）。「SはPである」の「である」はコプラ
であり，以上の事柄を踏まえると，コプラの不在とは，
送り手の立場，ものの見方を表明せず（あるいは曖昧にしつ
つ），その限りで「中間者の弁証法」，メディウムであり
つつ受け手自身の見方で映像表象，事態の推移を捉える
ことに他ならない。そしてその受け手のものの見方を再
び送り手がとり込むことで，送り手は自己否定的な媒介
をする。これがミッテルの媒介であると考えられる。ま
たそれは，世界観を異にする立場の人々のものの見方に
自分自身が立つことであるから，『パスカルにおける人
間の研究』の次元の相違の議論にも適合する。よって，
結果的に「次元越えの弁証法」，ミッテルに至る。つま
り，1951年の『美学入門』を1926年の三木への書評に
照らして読み返すならば，三木において「精神」の秩序
から「慈悲」の秩序に「これか－あれか」で飛び込むこ
とと同様のことを，中井は映画製作者・送り手に迫って
いるといえる。そしてそのことは映画製作者に託しつ
つ，文筆をもって表現する知識人としての自分たちにも
迫るべき事柄と彼は考えていたと推察される。

７．今後の課題

このように中井の最晩年の『美学入門』に至る諸著述
を，『パスカルにおける人間の研究』ないしはその書評
から照らし出し，そのことによって中井のミッテル概念
の意味内容を特定の側面からだけであるが，本稿では明
らかにしてきた。
６．の最後で述べた，自分自身のものの見方から脱

し，他者の見方を身につけるということに関して，共通
感覚の問題にふれておく。中村雄二郎は戸坂潤や中井
が，五感を変換する媒介に論及しており，彼らの試みは
西田幾多郎の場所論への一つの発展的乗り越えの可能性
を有していたと示唆する（中村 1979 303-304）。五感の転換，
例えば絵画的なものの見方から音楽的なものの見方への
転換などは，６．の終わりで述べた，自分のものの見方

から脱することの典型であろう。
多分，この書評の観点で中井を読んでいくと，『美学

入門』や中井のミッテル概念もより明確になろうし，中
井と三木，戸坂との関係も共通感覚の問題から明らかに
なろう。さらに中村のいうように，それらの問題が西田
の乗り越えと関連するならば，中井が西田とどのように
対決し，乗り越えようとしたかも，明白になると考えら
れる。それらを本稿の次なる課題としたい。
以上より，本稿１．で示した「ミッテルは知識人と大

衆とを基本的に対等と考える，同質なもの相互の媒介で
ある」（後藤 2005 4）という私の以前の見解を，「ミッテル
は知識人と大衆とを基本的に異質で乗り越え困難である
ことは認識しつつ，異質なもの相互があたかも対等であ
るかのように媒介することをめざす媒介である」と修正
することが妥当であると考えられる。これは，次元の相
違の議論や「これか－あれか」の質的弁証法を，「ある
か－ないか」の存在そのものの議論や「である－でな
い」のコプラの話へと結びつけた結果，得られた見解で
ある。またこの側面から検討する限り，稲葉（1969→1987）
と杉山（1975→1983）のメディウム，ミッテル理解に関し
ては，より稲葉（1969→1987）の見解の方に，中井の初期
からの一貫性という観点からみて，妥当性をみいだせ
る。ただし晩年中井がミッテル中心主義に逡巡の念を抱
きはじめていたのも紛れもない事実である。次元が異な
るほどの異質性を前提としてはじめて，異質性を乗り越
えるミッテルの媒介はその意義を主張できる。送り手と
受け手，知識人と大衆とが同質になる基盤が強すぎる状
況においては，次元の相違がそもそも成立しない。そう
いう状況を中井はみすえていた可能性もある。その辺り
のかねあいについても今後検討を重ねたい。

注

（1） なお，この全集の編者は，三木と同県出身で労農派
を代表する経済学者大内兵衛と，三木の義弟東畑精
一と，三木の留学時代の親友にして中井を国立国会
図書館に推薦した羽仁五郎と，桝田，そして，中井
の『世界文化』同人にして一時期中井宅の居候でも
あった久野収の５名である。よって編者５名のうち
２名は中井に深く関わりのある人物である。

（2） このようにキルケゴールのキーワードに触れ，さら
に注で名前も挙げる。「パスカルと多くの点におい
て共通した魂をもっていたキエルケゴールは我々に
語る」（三木 1980 82）。

（3） なお，三木の卒論「批判哲学と歴史哲学」（1920）で
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は，用語としてはmediumも「メディウム」も使わ
れていないし，「中間者」も使われていない（三木 1966
7-68）。ただし，「中間的存在」という言葉は一箇所用
いられている。「カントの説いたやうに，善と悪と
が単に天と地との関係でなく，天国と地獄との関係
であるとするならば，善と悪とに対して共に自由で
あることが出来る人間は，神と動物との中間的存在
ではなくて，却つて神と悪魔との結合である」（三木
1966 45）。ここでは，三木（1980）でみられるパスカル
の「中間者」の議論と問題の捉え方は共通しつつ，
結論というか人間存在への分析はむしろ逆になって
いるともいえる。ここに三木がカントからパスカル
に進む必要性があったのかも知れず，その辺は改め
て別稿にて考察したい。また京都哲学会の『哲学研
究』に掲載された卒論の次に同誌に掲載され，卒論
その他の論文と共に『史的観念論の諸問題』に所収
された「歴史的因果律の問題」（1921）で「中間領域」
という言葉が用いられている。「実際リッカートは
一方では力学，物理学，他方では歴史といふ，相異
なる認識目的を有する，相互に独立なる学問の中間
領域（Mittelgebiete）に生物学，経済学等の位置をば
定めた」（三木 1966 89）。ここでは，ウィンデルバント，
リッケルト以来の自然科学と歴史的文化科学，一般
化的方法と個性化的方法との対比が論じられるなか
で，「中間領域」に言及される。拙稿後藤（2007a）で
述べたように，三木（1980）の「中間者」には単にハ
イデッガーの影響があるだけではなく，リッケルト
やウェーバーの影響があることの傍証となる文章で
あるし（あるいは新カント派の影響を精緻化するのにパスカル
が役立ったといえるし），またここでは中井が「メディ
ウム」の対義語としている「ミッテル Mittel」が使
われていることが注目される。要するに，三木の卒
業論文及びその次の論文では「メディウム」も「中
間者」も使われず，その対義語の「ミッテル」が使
われ，「中間者」に相当する「中間的存在」もむし
ろ分析の方向は逆であるのに，中井は自分の文脈に
引きつけて三木の卒論を記憶していると推察され
る。

（4） 本稿の骨子は，日本マス・コミュニケーション学会
第31期第２回研究会（メディア史研究部会）での私の報
告（後藤 2008a）の半分の部分がもとになっている。た
だしそこでは中井の言語論への言及はなかった。
「中井正一－メディア・コミュニケーション論の先
駆者として」という全体のタイトルで2008年３月
15日同志社大学弘風館4Ｆ会議室にて行われた研

究会（司会・佐藤卓己京都大学准教授）にて討論者の門部
昌志（長崎シーボルト大学准教授）は，中井における初期
の言語論を「委員会の論理」に先行する「異本」と
捉え，「委員会」の成立過程を緻密に追うことを提
唱した。中井が引いた文献と中井の諸テキストとの
異同を緻密に検証しつつ，それらの「委員会の論
理」の諸部分との異同も論じていく門部の討論報告
（門部 2008）に触発されつつ，ここではコプラの問題
にほぼ焦点を絞りながら大雑把にのみ言語論とその
後の著述との関係を素描するにとどめたい。
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