ガダ マ玉とリ︒ク巫
蓋然性の観点から
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釈学をできるだけ公平に比較し︑両者の相違を明らかにしなければ

リクールのガダマi批判の妥当性を間うために︑我々は二つの解

IG・ガダマーの解釈学を批判︑克服するという仕方で展開される︒

ならない︒これが本稿の課題である︒但し︑その場合︑蓋然性の間

一九七〇年代初頭以来︑P︒リクールの解釈学は︑なかんずくH

だが︑ガダマーの解釈学はリクールによって本当に超えられたので

らに最終的に軍配を上げるにせよ︑最初から一方に与することは避

は︑二っの解釈学から等Lく距離をとっておくことであろう︒どち

らかにされていなげれぼならない︒しかし︑その際注意すべきこと

われずに済むという利点を有する︒リクールの蓋然性概念はガダマ

接構成していないために︑かえって︑リクールが敷いた土俵にとら

ばれたのではない︒この観点はリクールのガダマー批判の争点を直

比較するための可能な視点の一つに過ぎないが︑決して悉意的に選

題に焦点を絞る・﹂とにLよう︒蓋然性という観点は二つの解釈学を

けるべきである︒殊に︑リクールはガダマーを批判Lっっ自已の理

更に︑蓋然性はリクールに於てもガダマーに於ても︑精神科学独

ーのそれを批判することによって練り上げられたのではなく︑別個
︵2︶
の源泉から引き出されたものである︒

この問いに答えるには︑二つの解釈学の共通性と相違が十分に明

あろうか︒

論を形成するので︑リクールが描き出したガダマー像とリクール自

自の確実性︑客観性の重要な契機と見なされている︒従って︑蓋然

身の主張との相違をもって両者の相違とされがちである︒例えぼ︑

本稿とタィトルの一部を共有するヵークラソドの論文﹁ガダマーと
︵1︶
リクールーテキスト︒パラダィム﹂はその例である︒この論文は

述に忠実に描出し︑皿では︑ガダマーの蓋然性概念をその存在論的

我々は︑まず1で︑比較すべき解釈学各々の蓋然性概念をその叙

性の観点はその外見上の間接性にもかかわらず︑二つの解釈学の本

ガダマーの﹁対話パラダィム﹂に対するリクールの︺アキスト︒パ

質的な相違に光をあてることが可能なのである︒

ラダイム﹂の優位を予め前提Lているために︑リクール解釈学の補
足的解説の域を出ていない︒

7 I

ll7 ;if t‑

ノレ

発しながら︑依然として認識論的デカルト主義を信奉していた結果

た︵オ髪s㌣pくσq出﹄s︶︒これは︑ディルタイが生の哲学から出

であるという︵ミ竃§戸M轟︶︒・﹂こから︑ガダマーは﹁精神科学

れに比べて理解しやすいので︑皿ではリクールを独立した形で扱わ

に於て行われている経験と︑そこで到達しうる客観性をより適切に

基礎にまで遡って解明する︒リクールの蓋然性概念はガダマーのそ

皿までの議論をまとめて︑引き出された帰結の意味を考える︒

ず︑ガダマーと比較しっっその蓋然性概念を掘り下げる︒wでは︑

の解釈学の全体︑精神科学の固有性との関連に於て取り出す︒その

本節では︑ガダマーとリクiルの︑蓋然性に関する主張を︑各々

普遍的原理からの推論や根拠に基づく証明は場違いである︵峯竃

様︑無限の多様性の中で把握されるべき状況が問題なのであるから︑

として表現されている︒精神科学に於ては︑修辞学に於けるのと同

︵3︶
精神科学固有の客観性は︑彼に於て︑もっともらしさ︵蓋然性︶

記述する一﹂とが重要であるし︵オ寓§o︒︶ことを悟ったのである︒

際︑彼らの叙述を可能な限り尊重して︑立ち入った議論は慎むこと

伝承︵ζげ巴艮蟹冒σq︶の真理を回復しようとした︒了解されるべき

的証明に隈定したい人文主義的・修辞学的伝統に属しており︵

の共通感覚論に求めた︒精神科学もヴィーコと同じく︑認識を合理

ガダマーはこの蓋然性の思想の根拠を修辞学︑とりわげヴィーコ

理と同程度の強い確信を生み出すのである︵オ竃8︶︒

い︒歴史的認識はたとえ一つの証拠にLか基づいていたくとも︑公

ある︵峯竃畠O︶︒しかし︑これは否定的に考えられるぺきではな

8︶︒むしろ︑妥当な解釈はそれ自身で端的にもっともらしいので

ユ ガダマーの場合

にしよう︒

ガダマー解釈学は︑従来方法論主義によって誤って記述されてき

伝承は対象として解釈者に対時しているのではなく︑その真理性に

た精神科学像を︑従ってまた︑伝統的解釈学を批判し︑見失われた

於て解釈者に語りかけているのであり︑了解とはそのような伝承と

8−−︶︑しかも︑精神科学の対象である︑人間の遣徳的︒歴史的実

存はそれ自身共通感覚に決定的な仕方で規定されているのである

婁

の出遭いである︒

︵オ竃8㌧︒

しかし︑ガダマーはこれによって精神科学独自の客観性・科学性
重で否定したのではない︒むしろ︑彼の意図は︑誤った方法論主義

ガダマーによると︑ヴィーコの共通感覚概念は諸感覚を統合する

説得力あるもの︑に対する修辞学的感覚︵峯竃−・︒︶︑更にそれを超

先天的感覚ではなく︑もっともらしいもの︵影ω目邑窪o臣昌宗︶︑

によって過度に疎外されてきた精神科学の客観性︵オ竃畠H︶を適

切に捉え直すことにあった︒このことの必要性は︑ディルタイ解釈

︵オ竃お︶︒この概念は古代ローマのそれに由来し︵峯ト︶︑更に︑

えて︑正義と共通の福利に対手る杜会的・道徳的感覚を意味する

学についての批判的考察から引き出されている︒ガダマーによると︑

に求めるべきであったのに︑︑実際は︑科学の確実性にそれを期待し

ディルタイは生の不確実性の克服を堅固さへ向かう生の自然な傾向
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とが生ずるような仕方で普遍的なものの下に所与を従属させる道徳

この実践知は具体的状況に関わる単なる個別知ではなく︑正しいこ

アリストテレスの実践知の概念にまでその起源を遡る︵峯竃一〇︒︶︒

ることを示すのとは別のことである︒この方法によってテキストに

よりもっともらしいことを示すのであり︑これはある推論が真であ

科学は評価を方法とする︒評価は既知の事柄に照らしてある解釈が

知である︵オ竃Ho︒ム︶︒それは習得すべき能力ではたく︑道徳的存

リクールの蓋然性概念はこのように推測と評価の弁証法の申にあ

せず︑しかも︑後者は大低の場合確認不可能である︒このため︑解

ては︑対話の場合と異たって︑その言語的意味は著者の意図と一致

文字によって固定された言述︵o弓一〇︒一︶︑つまりテキスト︑に於

る︒このコソテクストを更に明らかにしておこう︒

ついての科学的知識が獲得されるのである︵胃轟−P竃↓ひお−8︶︒

神科学はエピステーメーよりも︑輪郭に於て事態をとらえることに

在の規定なのである︵オ竃お︶︒人間とその自已知を対象とする精

一層近い関係にある︵オ竃8べーo︒︶︒

より道徳的意識を助ける︵オ竃轟⑦︶この道徳知︵フ涙ーネシス︶に

リクールの場合

釈者は著者の意図を基準にしてテキストの意味を決定することがで

2

リクールはガダマー解釈学が そ の 作 用 史 的 意 識 ︵ 昏 ω ま 岸 旨 σ q ω −

きたい︒解釈者がまずその意味を様々に推測しなげれぼならないの

している︒それは︑第一に︑単なる文の連鎖には還元できたい多義

これに加えて︑推測されるべきテキストは極めて複雑な構造を有

はこのようた理由によってである︵胃べ9寓一竃弓Φミ︶︒

σq窪o江臣撃臣⑯b0婁覧片ω①ぎ︶概念に於て頂点に達するように︑解釈

伝承に対Lて批判的な態度をとることを不可能にしてしまったと批

者の伝承への帰属性︵N轟県α島訂6を強調するあ重り︑解釈者が

を媒介することによって・﹂の欠点を克服しようとした︵ρσq・旬顛◎︶︒

判し︵⑭・σq・↓饒お甲8o︶︑帰属に︑客観的操作を可能にする疎隔

は必然的に全体と部分の循環に巻き込まれる︒第二に︑テキストは

的全体であり︑主従のテーマが階層を成している︒このため︑推測

文学ジャソルの適用を受けて個別的な作品として産出されている︒

︵4︶
この媒介は方法論のレベルでは了解と説明の弁証法として現れる︒

最初の素朴な了解は説明を経ることによって︑批判的な了解に高め

第三に︑それは直接的な意味と共に︑可能的な意味の領域を持って

肯定的には︑推測の有する蓋然性の高さを示すことであるが︑否定

評価は主観的た推測に対して︑客観的な操作たのである︒それは︑

論的操作を拒むが︑推測を評価する方法は存在する︵①・σq・胃豪︶︒

推測は解釈者の直感と天才性を要求し︑従って︑それ自身は方法

である︵胃ぎ占︶︒

いる︒テキストのこのような構造の故に︑推測は常に一面的で複数

られるのである︵胃虞IFooべ︶︒

蓋然性が問題とたるのはこの解釈過程を第一の了解︵推測︶から
説明︵評価︶へ移行する際である︒テキストの意味は︑まず︑様々

な仕方で推測され︵電浄㌘σq馬邑︑次に︑この推測はその蓋然性

ガダマーの場合と同様︑リクールの蓋然性概念も精神科学独自の

︑︑︑︑
︵5︶
︵肩◎訂竃ま一召O副彗一q︶に関して評価される︵き巨員き巨算①︶︒

科学性を表Lている︒自然科学が検証を方法とするのに対して精神
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ける︵胃富︶︒一﹂れによって諸推測の葛藤は調停されて︑テキスト

るのを見る︵2︶︒更に︑ガダマー解釈学の存在論的前提からこの二

の存在を否定するような仕方で解釈・了解の相対性が主張されてい

︵6︶

了解・解釈の基準

と蓋然性を結びつける︵4︶︒

つの傾向が矛盾しないことを示し︵3︶︑最後に︑この存在論的前提

的には︑無効化︵ぎ養冨邑畠︶の操作として蓋然性の低い推測を退

このような仕方で推測が有し︑それに基づいて評価されるのが︑

の構造分析が可能になるのである︵OO竃9︶︒

1

﹁最も蓋然性の高い意味構成︵＊推測︶は︑一方で︑テキストの

なく︑蓋然性である以上︑その基準に従う解釈はもっともらLさの

排した︒精神科学に於て到達しうる客観性が自然科学的客観性では

蓋然性である︒この蓋然性の意味は次のように規定されている︒

潜在的な含意も含め︑テキストによって差し出された諸事実を最も

ガダマーは了解ないし解釈の基準を設け︑それを否定する考えを

多く考慮に入れ︑他方で︑それが勘案した諸輪郭の問の最も優れた

彼は芸術作品の解釈基準を否定するヴァレリーを﹁解釈学的ニヒリ

ガダマiは芸術作品の解釈や言語にも同様の基準を与えている︒

意味期待とに区別されるのである︵オ竃爵ド轟ド宣◎︶︒

︵蟹o︸實σ・①冒窪9︶客観的な意味期待と︑事柄に適合Lない恋意的な

待はテキストの事柄と照らし合わされて︑﹁事柄にふさわしい﹂

期待︵先入見︶をもってテキストを読んでいるのであるが︑この期

︵ω8肝︶に適合Lていなければならない︒解釈者は絶えずある意味

︵8︶

妥当な了解︑もっともらしい解釈は伝承内容︑つまり︑事柄

る︒﹂︵オ竃心紅OO︶

ただこれのみが基準を成し︑そして︑言葉へもたらされるのであ

解の可能た完成が存在する11それは伝承の内容そのものであり︑

﹁どんな了解にも︑それが測られる基準︑そしてその隈りで︑了

高い解釈を意味するはずである︒彼によれぼ︑その基準は了解され
︵7︶
るべき伝承ないLはテキストの内容である︒

補足︶

質的収束を与えるような構成である︒﹂︵竃勺饒H8 ＊は引用者の

つまり︑蓋然性は推測が説明する事実の量と︑その問の収東の質
の二面から規定されているのである︒リクールが蓋然性概念に﹁質
的﹂︑﹁主観的﹂という修飾語をつげるのは︑恐らく︑この二面性を
考慮してのことであろう︒・﹂れによって彼は単なる統計的︑従って

また︑純粋に量的な蓋然性から精神科学固有の蓋然性を区別したの
である︒

最初に︑もっともらしさの基準をガダマーに求め︵1︶︑次に︑基準

礎を明らかにする︒まず︑本節ではガダマーが扱われる︒我々は︑

いたが︑本節及び次節︵皿︶では︑彼らの蓋然性概念の存在論的基

これまでの議論はガダマーとリクールの叙述の表層にとどまって

n
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ズム﹂︵ミ竃8︶と批判し︑表現︵文学作品の読書やその演劇とし

すことができると主張される︵﹂婁亀−︶︒

言語は多様なのであり︵宝冒亀O︶︑同じ事物を幾通りにも言い表

に環境に密着して生きているのではなく︑世界を持っている故に︑

︵9︶

の関係から引き出されるべきであるという︵オ旨旨①︶︒語もまた︑

同一性と多様性の一致

以上のように︑ガダマーは一方で解釈の基準を設定しながら︑他

3

ての再生等︶の正しさの基準は︑表現が持つ︑作品構造それ自身と
それが表している事柄に事後的︑窓意的に付される記号ではたく︑

を立てたのだと理解するなら︑それは浅薄である︒一見矛盾する主

方でその相対性を主張Lている︒これを︑彼が極めて緩やかな基準

張を同時に理解する鍵は︑解釈され︑表現され︑言い表されるもの

了解︒解釈の相対性

これに相反するようであるが︑他方で︑ガダマーは悪Lき相対主

2

事柄に拘東されていると主張される︵オ罵ω置︶︒

義とでも受げとられそうた仕方で︑了解または解釈の複数性を認め

の適合という一﹂との真の意味を探ろう︒

の存在性格にある︒・﹂のことを示すために︑我々は︑まず︑事柄へ

﹁事柄にふさわしい﹂という表現は︑認識ないし命題が事実と一

ている︒唯一正しい解釈それ自体という理念は︑常に新たに解釈し

致しており︑従って真であるということとは全く別の何かを意味L

直される伝承の本質を見損っており︵オ竃o︒δ︶︑人問存在の歴史

的有隈性に反している︵峯竃H崖︶︒解釈者はテキストそれ自体を

い︵婁違べ︶︒解釈者も歴史的に有限な人問存在であり︑常にそ

認識してから︑事後的にその認識結果を已れの状況に適用するので

鵠ωム︶と偶然性︵オ塞ωミ︶を含んでいる︒テキストの意味はこ

の時代の先入見の中にいる︒従って︑先入見と事柄を眼の前で突き

ている︒事柄はテキストの意味内容であるが︑自体的な存在者︑確

のように解釈者の状況によっても同時に規定されているので︑常に

合わすことは不可能である︒むしろ︑泰柄は先入見を通して︑その

認Lたり測定したりできる事物的存在者︵①ぎくo庄彗︷竃蟹︶ではな

著者の意図を超える︵オ竃心o︒◎︶︒了解は創造の反復ではなく︑そ

して際立たされない童まである︒そうであるとすれぼ︑どのように

変容としてしか現れない︒しかも︑先入見は大低の場合︑それと

の了解は即ち適用なのであり︵オ竃〜s︶︑必然的に一面性︵オ竃

れ自身生産的な行為であり︵ミ︑︶︑新しい創造なのである︵オ宝

はない︒人問は己れの歴史性を中断することはできないから︑意味

違o︒︶︒更に言えぼ︑﹁精神科学では︑テキストはそのつど別様に了

して先入見は事柄によって正当化され︑あるいは︑されないのであ

ろうか︒ガダマーによれぼ︑それは伝承が解釈者に語りかけてくる

解されて初めて了解されるのである︒﹂︵オ竃N竃︶

芸術作品の享受や言語についても同様のことが言われている︒再

るが︑一層根本的には︑解釈される伝承それ自身であると一言わなけ

れ︑それを具現するのである︒先入見を正当化するのは解釈者であ

ことによってである︵オ竃M0︒ω︶︒正しい先入見は事柄に語りかけら
︵10︶

つど異なった享受条件の下で別様に︑別のものとして現れる︵オ竃

生芸術︵音楽や演劇︶の場合は殊に明瞭であるが︑造形芸術もその

崖o山︶︒言語の多様性は人間学的根拠を有する︒人間は動物のよう

V P I
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ればならない︒

従って︑解釈の基準が伝承内容にあると言われる場合︑それはも

4

光の形而上学

ガダマーは﹃真理と方法﹄最終節︵ω︒︸戸ω一〇︶でこの存在論

味していると考えられる︒解釈は解釈者によって解釈されるものに

ある︒美は善と同様︑把みがたいもの︑超感性的なものであるが︑

の下に言語的なものが美しい事物の存在様式と結びつけられたので

的前提をプラトソの光の形而上学とLて提え直した︒この形而上学

付加される何かではなく︑その一部としてそこに属している︵オ竃

現前して︑人の心を直接とらえる︵オ竃畠①︶︒それは光のように︑

善と異なって︑それ自身の光を持ち︑他の可視的なものの許に自ら

っともらしい解釈は伝承の語りかげに属している︑ということを意

初めてその生命を獲得する︵老竃墨o︒︶︒だが︑伝承はこれによっ

曽戸轟ω︶︒解釈されるものは解釈の許に現前し︑しかも︑そ・﹂で

をも見えさせるのである︵オ竃δべ︶︒

他のものを照らすことによってその他のものの許に現れ︑それ自身

その上︑美しいものの光は単なる光ではなく︑精神の光︑言葉の

にとって無尽蔵であり︵オ竃巳︒畠一ω観︶︑了解と解釈はその一可能

光として︑それが照らし出すものを理解可能にもする︵事竃紅留︶︒

て汲み尽されてしまうのではたい︒むしろ︑それは有限な人間存在

だが︑同時に︑常に他のものであって︵オ竃轟件寄p紅亀︶︑解

性なのである︵オ竃ω覇︶︒伝承はこのように同一であり続けるの

心︶︑存在と生成の一致であり︑従って︑最も根源的な意味で時間的

﹁常に他のものであることによって存在するもの﹂︵オ竃ぱべ＞箏⁝

術作品や言われるべき存在にも妥当する︒芸術作品は︑祝祭と同様︑

の内容に拘束された多様な解釈を許すのである︒この存在性格蛙云

っともらしさに於て解釈者をとらえる︒ここで注目すべきことは︑

学に即Lて言えば︑伝承はもっともらしい解釈として現れ︑そのも

それ自身に於て端的にもっともらしいと言われる︵嚢〜︑︶︒精神科

との全体にどう統合されるのかということを未解決のままにLて︑

るように︑もっともらしい弁論は︑我々が正しいと見なLているこ

々の方針や価値付けにすぐ組み込まれることなく︑人の心をとらえ

美が我

即ち︑﹁美しいものも︑あらゆる有意味なものも︑臥邑窪穿宥乱︵輝

な存在者である︵オ崔Hミ︶︒存在もまた︑己れを多様な言語の中

美しい事物がそうであるように︑説得力ある弁舌も︑もっともらし

き現れている︑もっともらしい︶のである︒﹂ヘミく曇O︶

にもたらすが︑これによって第二の存在が生ずるのではない︒存在

い解釈も︑人間の行為ではなく︑事柄それ自身の行為だということ

同一︒であると同時に他である︑という存在性格の故に︑伝承はそ

釈者の状況に応じて別様に語りかけ︵オ竃薯戸おべ︶︑現れる︒

することと已れを示すこと︵言い表されること︶︑存在と生成の間

である︵オ竃亀p＜αq一1お⑩︶︒

釈が伝承の現れであるというところにその根拠を有するのである︒

従って︑もっともらしい解釈のもっともらLさは︑ただ︑その解

には完全な区別はないのである︵オ竃畠o︶︒伝承や芸術といった

られている︵オ竃違p畠Φ︶︒このような存在論的前提から初めて︑

文化的存在老ばかりでなく︑存在それ自身がその時間性に於て提え
ガダマーの蓋然性概念は十分に理解されるのである︒
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る必要性は︑テキストの沈黙ないしは無言と呼びうるものの相補物

﹁意味を構成し︑推測し︑その推測を蓋然性の論理に於て評価す

張される︒

﹁事実︑伝承から何かが我々に語りかけているところでは至ると

それ故︑ガダマーは次のように言う︒

ころで次のことが妥当する︒即ち︑どんな観点に於ても確かめられ

なのである︒﹂︵固ω轟︶

何かがもっともら﹂い︒﹂︵オ竃象◎＊は引用者の補足︶

ず︑判断されず︑決定されずに︑言われたこと︵＊解釈︶に於ては

ガダマーもまた︑テキストは﹁汝﹂と違ってそれ自身では語らず︑

ガダマーでは︑なお︑両者の類似性の方が重要であった︵ミ竃

しかし︑リクールが対話とテキスト理解の相違を強調するのに対し︑

ただ解釈者によってのみ語らされることを認めている︵オ竃ω雷︶︒

本節の目的は︑前節︵■︶での議論を踏まえてリクールの蓋然性

そこで本節では︑蓋然性が問題となる評価と推測の弁証法がどのよ

テキストが︑已れが語る事柄を語らせるのである︵オ竃ω留︶︒確

に事柄に参与する︒対話者の間には相互性が存し︑従って︑他面で

であり︑対話者︵テキスト理解の場合は︑解釈者とテキスト︶は共

墨pω竃一ωs︶︒どちらに於ても事柄にっいての了解が行われるの

概念の存在論的基礎を明らかにすることである︒前節に於て︑ガダ

うた存在論的地位を与えられているかを示L︵1︶︑更に︑我々の議

かにガダマーはテキストがその書記性︵ωO筆匡一〇匡・①6の故に疎

マーの蓋然性概念が事柄の行為に基づくものであることが示された︒

それが蓋然性と分離されている事実を指摘しよう︵2︶︒

た︵オ竃観9︒︒①o︒一零ガおo︒︶︒だが︑それは非胃語的伝承物と異

外されており︑了解に際してそこから救済されるべきだと考えてい

論を補強する意味で︑リクiル解釈学に於げる事柄の行為の存在と︑

テキストの沈黙

王 解釈者の行為の中の蓋然性
︵a︶

って遇去を十全に現前させうる︵婁鵠デo︒一ω8一零◎︶︒﹁書かれ

なりその精神性︵オ竃旨p鵠o︒︶と観念性︵オ竃・︒べ9ω竃︶によ

たものはすべて︑それ自身から言葉の中に覚醒することを︑それ自

リクールに従えぼ︑テキストと読者の関係は対話の相互的な関係

体で要求するのである︒し︵オ竃ω竃︶

と異なり︑不均衡である︵⑦．σq．胃轟︶︒対話の相手と違い︑テキ

ストは自ら語らないからである︒著者の手を離れたテキストの意味

︵b︶推測と評価

は︑このようにそれ自身から語るものと考えられている︒

リクiルに於てはテキストは沈黙しているのに対し︑ガダマーで

を救うのは︑しかし︑意味それ白身であり︑具体的には︑やはり解

に解釈者の方でその意味を正しく引き出してやらなければならない︒

釈であるとリクiルは言う︵竃づ留㎝︶︒テキストは黙している故
そして︑解釈は推測と評価の弁証法から始まるので︑次のように主
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推測と評価は沈黙したテキストに対する解釈者の側の対応であっ

学的循環︵胃お︶は解釈者の側に完結していると言える︒ここに

推測も評価も解釈老の行為である︒従って︑その間に生ずる解釈

我々はリクールとガダマーに於げる蓋然性概念の相違を最も明瞭に

た︒これはリクールの蓋然性が主観性の行為に属していることを示

唆している︒このことを確認するために︑我々は推測と評価の弁証

竃オ雷o︶︒この規定から直ちに︑それが解釈者のテキストに対す

のであるが︑解釈は解釈者の行為ではなく︑事柄の行為である︒

であるように︑伝承内容ではなく解釈がもっともらLいと言われる

マーでも︑確かに︑美しく輝くのが美それ自体ではなく美しい事物

測の性格であった︒従って︑それは解釈者の行為の中にある︒ガダ

見ることができる︒リクールに於ては蓋然性は︑評価が判定する推

る行為である・﹂とが知られよう︒﹁主観的﹂というのは方法論的操

リクールでは蓋然性は解釈者とテキストの問の存在論的区別を前提

推測はテキストに対する主観的なアプローチとされる︵胃べP

法を検討Lよう︒

しえたい彼方に由来するというのではなく︑解釈者の直感と天才性

作が効かないことを意味する︒しかし︑一﹂れは推測が解釈者の制御

しているのに対し︑ガダマーでは両老の存在論的な結びっき︵帰属

2

︵u︶

に関わるということである︒無論︑推測は意味の推測であり︑ある

性︶によって基礎付けられている︒

蓋然性と事柄の行為の分離

以上見てきたように︑リクールの蓋然性概念は事柄の行為ではな

︵a︶

事柄の行為の延期

程度は意味に拘束されている︒しかし︑依然とLて推測するのは解
釈老であって︑意味ではない︒﹁薯者の意図が我々の手の届かない

傍点は引用者︶

ところにある以上︑我々はテキストの意味を推測しなけれぼたらな
い︒﹂︵胃畠

が与える諸事実と照らして︑その蓋然性を判定する操作であった︒

方法論的制御が可能であることを意味する︒評価は推測をテキスト

である︒この客観性は︑しか し ︑ 対 象 に 属 す と い う こ と で は た く ︑

トの内在的構造の分析に至る︒これが第二段階である︒この説明の
︵12︶
段階に媒介されてテキストはその外側にその世界を開示し︑読者に

過程は主観的な︑浅い了解︵推測︶から始まり︑評価を経てテキス

化︶に於て︑テキスト世界の開示とLて起こる︒彼によると︑解釈

の﹁事柄の行為﹂は解釈過程の第三段階︑つまり批判的な了解︵同

の事柄の行為に相当するものがないということではない︒リクール

その際︑解釈老はテキストからだけでなく︑主観的な推測からも身

新しい存在様式を与えるのである︒この第三段階では︑解釈は解釈

く︑主観性の行為の性格である︒だが︑リクール解釈学にガダマー

を離して客観的に振舞っている︒このことは︑評価が構造分析を導

者の︺アキストに対する行為L︵O弓岩C︒︶ではなく︑﹁テキストの

評価もテキストに対するアプローチとされ︵胃お竃オ蟹◎︶︑従

くことを考えれぼ明白である︒構造分析はテキストをそれ白身のた

行為﹂︵§ト︶とされる︒こ一﹂ではテキストの意味作用はもはや解

ってやはり解釈者の行為である︒但し︑評価は客観的なアプローチ

る︵OO竃ωoo︶︒

めに︑それ自身に於て考察される絶対的対象と見なす操作なのであ
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釈者の有限な能力の下にあるのではなく︑解釈者の存在様式を変容

く存在する︒我々の関心を惹くのは事柄の行為の開始点に関わるも

るく事柄Vから︿了解﹀すると主張する前に︑構造分析がテキスト

のである︒リクールはガダマーを批判して︑︺アキストをそこで語

しかし︑リクールはこの第三段階では蓋然性に関しては何も語っ

させるようなものである︵竃旬饒H8一H↓震︶︒

ていない︒蓋然性が問題となるのは︑むしろ︑第一と第二の段階で

いなけれぱならないL︵饒OH震︶と主張する︒実際︑この主張の通

り︑リクールに於ては事柄の行為は推測から評価にかけてはまだ存

の深層意味論を明らかにするまで︑客観化の途を可能な限り進んで

は︑リクールに於て分離させられたのである︒

あった︒従って︑ガダマーに於て一致Lていた蓋然性と事柄の行為

在せず︑第三段階で初めて起こることは既に見た︒これに対し︑ガ

ある︒第一段階は︑リクールに於ては事柄︵テキスト世界︶を欠く

ダマーでは事柄の行為は第一段階からいつも既に始まっているので

解釈遇程論に於げる相違

ガダマーは彼に対するリクールの批判から推測されるのと違って︑
︵13︶
リクールのものと似た三段階の解釈過程を考えていた︒それ故︑蓋

主観的な推測であるのに対し︑ガダマーに於ては︑同じく索朴では

︵b︶

然性と事柄の行為の分離という我々の派生的帰結をより説得力ある

される素材ではなく︑解釈者を支配し︑変容させるようなものであ

あるが︑事柄に関する一致であり︑この事柄は解釈者の意のままに

︵〃︶

がある︒

ものにするために︑二つの解釈過程論の相違を明確にしておく必要

のに対し︵OO竃亀︶︑後者には存在しないのである︵オ竃農べ︶︒

る︵考竃窒9ω賢︶︒換言すれぼ︑前者には解釈の開始が存在する

ガダマーに於て︑伝承の語りかけが解釈者の意志的行為に絶対的

ガダマーによれぼ︵オ竃H寓一M富︶︑了解はまずもって事柄に関

に先行Lていることは︑とりわけ問いと答えの論理によって主張さ

する一致了解であり︑共通の事柄に対する共同の思念︵ミ竃H竃︶
である︒しかし︑事柄の統一性︑真理性についての素朴な先入見が

されたものである︒コリソグウッドは歴史的出来事を了解するには︑

れた︵婁c︒暫声︶︒・﹂の論理はコリングウッドから批判的に受容

維持できなくなると︑事柄は理解しがたい他者の意見として現れる
︵婁宗O．1ρミO︒︶︒この時初めてテキストを歴史学的︑または心理

例えぼ︑トラファルガーの海戦は成功を収めたネルソソの戦略をそ

それが答えであるような間いを再構成Lたけれぱならないと考えた︒

学的に理解する努力が始まるのである︵オ竃M富︶︒史的意識︵影ω

ーは過去の地平の歴史学的再構成を了解の一段階と見なし︵オ竃

それは偶然である︒同じことは︑テキストと︑それを書いた著者と

歴史的出来事が一致するのはむしろ稀であって︑一致したとしても

しかし︑ガダマーによれぼ︵オ竃観ωム︶︑有限た人問の意図と

の海戦の経過から再構成Lた時に初めて理解されるのである︒

ま黒艮8訂黒奏島葱一b︶がここで止まってしまうのに対し︑ガダマ

した︵オ竃H竈︶︒言い換えれぱ︑ここで過去の地平は現在の地平

8◎︶︑第三段階︵適用︶で再び事柄についての了解を回復Lようと

この解釈遇程論はリクールのそれとよく似ているが︑相違も数多

に媒介されるのである︵オ竃N0︒⑩︶︒

ガダマーとリクール
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成は不可能である︵オ竃H寒甲︶︒再構成の努力が向かうのは︑実

の関係についても言える︵オ竃ω震︶︒従って︑完全な意味での再構

は全く異質である︒リクールに於ては蓋然性は解釈者のテキストに

ストが語る事柄の行為に属している︒前者を認識論的︑後者を存在

対する行為︵推測︶の性格であるのに対し︑ガダマーに於てはテキ

際には︑著者の意図ではなく︑汲み尽すことのできないテキストの

意味︵事柄︶なのであり︑これは︑解釈者の歴史性の故に︑常に別

されている︒この結果︑蓋然性は前者では充実しているのに対し︑

て︑蓋然性と事柄の行為は一致しているが︑リクールに於ては分離

ガダマーに於てはもっともらしい解釈は事柄の一部であり︑従っ

論的と特徴づげることもできよう︒

テキストが︑まず︑語りかけつつ間うのであり︑問われた解釈者の

後者では空虚である︒だが︑他面で︑ガダマーでは︑ある一つの解

の仕方で出遭われる︵オ竃ω震ふ︶︒解釈老ではなく︑伝承された

キストが答えであるような間いを歴史学的に再構成しようと試みる︒

臆見を溶解する︒それから︑解釈者がこの問いに答えるために︑テ

うので︑解釈者が一﹂れに批判的に振舞うことが不可能であるのに対

釈が端的にもっともらしいものとして現れ︑解釈老をとらえてLま

し︑リクールでは解釈老は様々な度合の蓋然性を有する推測を︑冷

しかし︑この再構成は解釈者が︑テキストから解釈者の属す時代に

静に︑距離を置いて評価することができる︒

応じて別様に発せられる間いに答える中で行われるので︑単なる再

るのである︵オ竃ω雷ふ︶︒

クール解釈学はガダマー解釈学を克服したと言えるであろうか︒こ

リクールはガダマーを批判しつつ自己の解釈学を形成したが︑リ

構成は乗り超えられる︒つまり︑過去の地平と現在の地平が融合す

﹁了解がそこから始まる最初の条件は︑何かが我々に語りかけて
いるということである︒﹂︵ミ竃NO︒ω︶

この観点は多くの可能な視点の一つに過ぎず︑また︑リクールのガ

の間いに答えるために︑我々は蓋然性の観点から両者を比較した︒

ガダマーに於てもリクiルに於ても︑蓋然性は精神科学固有の客

ことができた︒得られたものとは批判性であり︑失われたものは充

じて︑蓋然性に関Lて結果的に得られたものと失われたものを知る

つの示唆を与えている︒即ち︑我々はリクールのガダマー批判を通

ダマー批判には直接関わらないが︑我々の議論はこの間題に対し一

観性の重要な指標であった︒精神科学的認識は検証や論証によって

ダマーを超えたと言えよう︒しかし︑失われた充実は批判性によっ

実である︒・﹂の損失部分を無視するならぼ︑確かに︑リクールはガ

精神科学の客観性を蓋然性に求める場合︑それは数学的︑自然科

て購うことができるであろうか︒

は了解や解釈が非合理的なものだということではなく︑数学や自然

だが︑こうした共通性にもかかわらず︑両者に於て存在論的基礎

認識の確実性とは別種の︑独得な確実性を持つということである︒

真とされるのではなく︑もっともらしいと言われる︒しかし︑一﹂れ

議論から結諭づげよう︒

最後に︑蓋然性の観点から比較した二つの解釈学の相違を以上の

w
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理解し︑本来の認識が何らかの偶然的な制約によって不完全な仕方

学的確実性に常に脅やかされる宿命にある︒蓋然性を弱い普遍性と

で実現される事態と見なす誘惑は常に存在する︒このような誘惑を

退けるには︑蓋然性を他に還元できない独自た確実性として十分な

なく︑質的にも規定することによって︑確かに︑その固有性を保持

仕方で規定しておく必要がある︒リクールは蓋然性を量的にだけで
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疎隔は説明の︑帰属は了解の︵同O崖㎝1①︶存在論的条件

−弓べ甲P竃弓震べー畠一〇〇竃お1胃︒閃Oには︑どういう

解釈︵＞易庁σq昌σq︶は了解︵く婁叫序8︶の遂行様式であり

両者を区別したい︒

にしている我々の文脈では重要ではない︒本稿では︑一﹂れ故︑

側面であるが︑しかし︑この相違は了解固解釈の複数性を間題

強いて言えば︑解釈は了解の言語的側面︑了解は解釈の患考的

︵ミ竃雰9c︒δ︶︑両者を切り離して考える一﹂とはできない︒

︵6︶

理由によるものか︑蓋然性に関する議論がない︒

︵5︶

である︒

︵4︶

そこではもδ訂げ畠宗︑となっている︵オ竃M◎︶︒

でもなく︑自身の考えを代弁するものとして︶引用しているが︑
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︵1︶ 軍竃斤竃．ら寿㌶ま︑Ω則宗冒胃§則峯8①冒﹄︸⑰霊蟹堅σq§
o︷亭①弓①慧︑Ω蟹︑§討き§Nξ︑迂Ns◎㌔
一−ωHIH紅紅

玄た︑真理概念に関してガダマーとリクールの共通性を指摘
したものに︑グロソダソの次の論文がある︒
宇竃ΩH8昧箏︑口o8色雪8︷￠茸婁邑宗一︑堅黒9おgポ
ミNo−

ものとされる︒

︵7︶

テキストは伝承されたテキストであり︑伝承と同様︑語る

迂

偉︵H⑩oo︸︶一お甲紅㎝ω

この論文はリクールのガダマー批判を退げている点で︑ヵー

肩o竃似冒①尉すく跨ま竃︸蟹冒ぎ竃↓昼篶︑本ミ迂ミ向き
き

クランドに向げられたようた非難はあては童らない︒また︑真

容︑テキストがそれについて語っている主題の・﹂とで︑しぼし

︵8︶

ぼ︑著者の生の表現と対比される︒生の表現がその源泉に還元

事柄とはテキストないし伝承が解釈者に語っている意味内

理概念はガダマーに於ては蓋然性概念と一致するが︑リクール

に於ては一致しないので︑我々の観点の独自性がこの論文によ

しうるのに対し︑事柄はその真理性に於て解釈考に訴えてくる

リクールはこの点を甲P雷馨︸に負っている︵弓べ9

って失われる・﹂とはない︒

︵2︶

ものであり︑背後にある何ものかに遡ることはできたい︒

我々は先入見の正当化をこのように理解する︒L．K・シ

読書も再生︵演奏︑上演︶も造形芸術の享受も︑本質的に

は同一と見なされ︑表現︵g尋讐昌σq︶と呼ばれる︒
︵10︶

︵9︶

一︑買◎証び崇宗︑︒しかし︑ガダマーは針ω里邑窪Oぎ馨−

事迂−目 ． M ︶

︑肩◎訂雲①

︵3︶ 血邑①暮ぎ蟹山︑という語が専ら用いられる︒リクールでは︑
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O︷．ピ署§8︑祭婁＆＜ω庄ま串﹃ぎ肉貰畠雨§NO豊く掌苓

ユミットのように真理の対応理論をそこに導入すべきではない︒

Q§轟ΩS〜§ミ三江§ト§ζ−シ◎︑導 に智辻§ミ §O︑く§−
§迂ぎ句畠島庄ユ触．く．一宇艸亀■竃σq一おoo㎝．

︵u︶ 帰属性とは︑ガダマーに於て︑伝承に語りかけられている

於て︑解釈過程の第三段階までは存在しない︒

ことである︵オ竃おc︒︶︒この意味での帰属性は︑リクールに

意味︵8員器富m︶墜言語に内在的であり︑指示︵器欲H9・

員艮罵8⑦︶は外在的である︒リクールはガダマーの事柄概

︵12︶

をテキストによって開かれた指示の総体と理解した︵弓ωp

念を︑︺アキスト世界L︵庁冒8宇ま需峯①︶と呼び換え︑これ

ガダマーがシュライユルマッハーを解釈学史の中に位置づ

ω■向ωM9竃勺饒Hs︶︒

︵蝸︶

であるだけでなく︑了解が行われるごとに反復されるものでも

けるために示した了解の三段階︵オ竃崖・︒ム︶は歴史的た順序

ある︒ガダマーは已れの理論を構築する際に︑史的意識に部分
的に譲歩せざるをえなかった︵オ竃轟甲8︶

筑波大学大学院哲学︒思想研究科在学中︶
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