
文学とオルタナティブな自己について 1 

 

                       本の読み方を知っている人間はみな自在に自らを拡大すること

ができる。つまり、いくつもの生き方を持つことができ、人生を

充実した、意義のある、興味深いものすることができるのだ 2。 

オルダス・ハクスリー 

 

一 はじめに̶̶文学部の消滅 

 日本の大学から文学部が姿を消しつつあるという。東京大学創立時から存続する文学部

は日本で最も歴史のある学部の一つといえるわけだが、「外部からの資金誘導を望みにく

い」、「就職の役に立たない」といった理由から運営側からも大学進学希望者からも敬遠され

る傾向がある。さらに、少子化などによる大学運営の危機もあいまって、文学部の存在感は

薄れ、文学を読む意義がますます問われている 3。 

そもそも文学とは何か。J・ヒリス・ミラーによれば、近代西洋的な文学の概念が生まれ

たのは十九世紀である。当時、真理を探究する「学問」と近代民主主義的市民育成のための

「教育」という二つの社会的責務を担っていた大学をはじめとして、新聞や雑誌、在野の批

評家や評論家たちによって文学という概念が徐々に形成された 4。つまり、当初大学におけ

る文学は「学問」と「教育」の素材としての役割を期待され生みだされたのだ。 

現在の日本の大学においても、文学を「学問」と「教育」の素材としてとらえることに違

和感はない。というのも、わが国の教育基本法においても、その目標に「真理の探究」と「民

主主義的な国民の育成」が掲げられているからだ 5。 

しかし、十九世紀のヨーロッパの大学と現在の日本の大学とにおける「教育」の背景には

大きく異なる点がある。それは目標とする民主主義的市民・国民のあり方だ。十九世紀には、

特定の国家が「その
、、

国民国家にふさわしい精神」に基づいて市民の育成を目指したのに対し

て、現在の日本ではグローバリズムの影響により文化や人種、言語、経済などの差異を理解

したうえで他者との共存が可能な国民の育成が目標とされている。つまり、民主主義という

枠組みは等しくとも、交流すべき他者の範囲と多様性が広がりを見せているのだ。二一世紀

の現在、人種、民族、宗教だけでなく国家をも乗り超えて、より大きな世界主義的な統合を

目指す必要性が依然として求められているといえよう。 

本稿では以上の前提を踏まえて、文学を読む意義を二つの観点から検討したい。はじめに

ミラーが主張する「文学を読む理由」を下敷きとして文学を読むことが読者の生き方に与え

る影響を考え、つぎに文学を読むことが社会的にどのような意義をもちうるかを検討する。 

 

二 なぜ文学を読むのか 



人生が一度きりであることは当たり前であるけれども、本を読むことによって疑似的に

ほかの人生を生きることができると考える人は少なくない。アメリカの作家ウィリアム・ス

タイロンはすぐれた本を読むことの効果を次のように述べている。 

 

すぐれた本は多くの経験をもたらしてくれるが、読み終わったときにはわずかではあ

るが疲労感を覚えるものだ。その本を読んでいるあいだに複数の人生を生きることに

なるのだから 6。 

 

 読書は有限の時と肉体に閉ざされたわれわれを疑似的にではあるが解放してくれる。J・

ヒリス・ミラーも同様に、文学が「他の方法では知りえないバーチャル・リアリティへ導い

てくれ」（九九）ること、そして「人間は想像の世界に住みた」いという「明白な欲求」を

持っていることを指摘している。さらにミラーは、バーチャル・リアリティを生みだし読者

をそこに誘い込む文学が、その構造ゆえに二重の意味で読者のアイデンティティに働きか

けるという。文学はアイデンティティの構築しつつ、その相対化と再構築をも行う。 

 

文学を読むことの確かな理由は、その行為が、良かれ悪しかれ、人をその文化に同化さ

せ、文化のなかに入り込ませ、文化に所属させる最も手っ取り早い方法の一つであると

いう点にある。……文学を読むことはまた、ほかの文化のなかに入る̶̶そのことがともか

く可能であり、人がそれを望んでいるのなら̶̶最も手っ取り早い方法の一つなのである。

（一〇九－一一〇） 

 

 人は言葉の学習をとおして言葉が有する社会的な慣習や文化などの価値観を内面化する。

そして、その過程で社会という価値体系の中に自らのアイデンティティを見出し、そこに所

属するようになる。人が言葉を学習する素材として、家族との会話やテレビなどのメディア、

幼稚園・学校などの教育機関におけるコミュニケーションなど様々なものが挙げられるが、

ミラーが指摘するとおり、文学もその有効な素材となりうることは間違いない。 

そして、ここでミラーが指摘している文学のもう一つの重要な働きは、文学が「ほかの文

化のなかに入る」ことも「手っ取り早」く可能にしてくれることである。「ほかの文化のな

かに入る」ということは、未知の文化・社会を知ることであり、新しい価値体系を内面化す

ることでもある。結果として読者は自分が有する価値観や生き方だけ
、、

が唯一のものでない

ことを知り、既存のアイデンティティを相対化し、それを再構築することが可能となる。つ

まり、冒頭のハクスリーのいう「いくつもの生き方をもつことができる」可能性に気付くの

である。 

もちろん、新しい価値体系が内面化されるだけのことが起こるには、読書を通して出会う

バーチャル・リアリティやその登場人物への強い感情移入（empathy）が伴わなければなら

ないだろう。それが強い共感であろうと反感であろうとも。ミラーは、この強い感情移入



を̶̶共感（sympathy）に限定しているが̶̶呼び起こすことが文学の強力な効果である

と述べる。 

 

カントは私が文学を好むのと同じ理由から文学を嫌っている。つまり、文学とは虚構の

世界に共感しながら暮らすことへの招待であるという理由から。カントによれば、私た

ちは現実世界においては、共感することなく冷静に私たちの倫理的責務は何であるか

の判断を下すべきであるのに、小説は純粋に虚構の世界の人物たちに熱狂的に共感を

示す。（ミラー、一一四－五） 

 

以下の学生のとった講義ノートによれば、カントは小説が読者の共感を呼び起こし、その

生き方を大きく変えてしまうほどの大きな力を持っていることを確信していたようだ。 

 

小説読みを妻にもつ男は不運である。なぜなら彼女は心のなかで、グラディソン（サミ

ュエル・リチャードソンの『チャールズ・グラディソン』［一七五三－四年］の主人公

であり、十八世紀のドイツでは大変有名であった）とすでに結婚したことがあるのは確

実であり、今ではもう未亡人となっているからだ。そんな女が台所に入ろうなどと望む

わけがない。（ミラー、一一五） 

 

こうした経験は文学を嗜むものであれば経験のあることであろう。家族との会話やテレ

ビから聞こえてくる言説は、社会的
、、、

に正常な
、、、、

価値観をわれわれに教え込もうとする。「ふつ

うは」、「世間では」、「お兄ちゃんなんだから」、「女の子なんだから」などという修飾語句を

伴って。そうした言葉と言葉がもつ社会的価値を受け取りつつわれわれは特定の価値観を

内面化するわけだが、文学は容易くそうした既存の価値観に揺さぶりをかける。 

 たとえば，モービィ・ディックに象徴される世の不条理に復讐をはたさんとするエイハブ

は、この世的な出来事や世界そのものを形而上学的に象徴化すること、そして自らの直観に

もとづき仲間の命さえも顧みない極限的な個人主義的生き方を教えてくれる。人種や世代

を超えた友情を引き裂こうとする大人や社会に対して宣戦布告するハックルベリー・フィ

ンは、子供時代を抜け出し成熟したはずの大人たちがいかに不完全な存在であるかをまざ

まざと見せつけてくれる。 

 

三 バーチャル・リアリティとの邂逅からオルタナティブな自己へ 

バーチャル・リアリティやそこに登場する人物への感情移入の度合いが強ければ強いほ

ど、その同化は深くなり、「いくつもの生き方」が存在することへの気付きも強いものとな

るだろう。『チャールズ・グラディソン』を読んで未亡人となってしまった人妻が現実の夫

を無視して台所に入ることを止める生き方を現実に選択するような例は、その典型かもし

れない。 



文学を読む者はテクストを通して生き方を変容させる可能性がたしかにある。もちろん、

同じ作品を読んだものがみな同じ反応をするわけではないし、一つの作品から気づかされ

る「ほかの生き方」が一つに限られるというわけでもない。『チャールズ・グラディソン』

を読んでなお、台所仕事を続ける女性もあるだろう。ただし、「ほかの生き方」を予兆させ

る疑念が彼女になかに芽生えている可能性はつねにある。「なぜこんなことをしているのだ

ろう」と。 

文学が読者の生き方を変えるか否か、またどのように変えるのかはケースバイケースで

ある。しかし、思いもよらない世界、人物、出来事、価値観に出会い、感情移入し、新たな

価値観の内面化がおこれば、「エイハブだったらこんなときどうするだろう」、「ハックルベ

リー・フィンの周辺にいる大人ではなく、ハックルベリー・フィンの友達になれる大人にな

りたい」などと、自分の生きる現実を新しい視点から分節化する地平がひらけ、「生き方」

に多様性が生まれることは間違いない。この多様性がある状態を「オルタナティブな自己

（alternative self）」と呼びたい。 

「オルタナティブ(alternative)」という形容詞は、辞書的にいえば「従来の規範とは異なる、

もしくはそれに反する」状態と「別の可能性として入手・利用可能な」状態とを指す 7。文

学の提示する「自己のオルタナティブな状態」は、この二つの意味に合致する。文学はバー

チャル・リアリティを通して「従来の規範とは異なる、もしくはそれに反する」価値体系や

価値観を提示し、自分の生きる現実のみ
、、

が唯一の現実ではないし、自分の目に映っている現

実だけ
、、

がその真実の姿ではないと気づかせてくれる。また、バーチャル・リアリティをとお

して現れる「オルタナティブな」価値観や物の見方は、想像だにしなかった「別の可能性と

して選択しうる行動や生き方」に気づかせてもくれる。 

もちろん、「オルタナティブ」という形容詞につきものの「二者択一的」な性質も無視で

きない。人生は選択の積み重ねであり、選択をした瞬間にほかの選択肢は不可能なものにな

る。あたりまえのことであるが、「オルタナティブな自己」は複数の人生を可能にしてくれ

るわけではない。あくまでも主体的な選択の機会を増やしてくれるだけである。しかし、は

じめに与えられた価値観にのみ従って世界を眺め人生を生きるのと、そこに複数のあり方

を認識しつつ、主体的に取捨選択して世界を眺め人生を生きることには大きな隔たりがあ

るはずだ。常に複数の可能性に開かれていることは、生きづらさの袋小路から抜け出す道標

となり得るし、本来の自分らしさを追求することを可能としてくれる。 

 

四 エッセイの文学的作用 

 具体的に文学がどのように「オルタナティブな自己」を可能にするのか、つぎにその読み

の例を考えてみたい。先の章で参照した J・ヒリス・ミラーは主にフィクションを念頭にお

いた議論をしているのだが、ここではラルフ・ウォルドー・エマソンの“Nature”を例にエッ

セイという形式の文学にもバーチャル・リアリティと「オルタナティブな自己」の可能性が

あるのかを検討する。 



エマソンは 19世紀に活躍した講演家・思想家である。ユニタリアニズムやドイツ観念論

の影響を受け、「個人の無限性」を追求する思想活動をおこなった。詩人でありたいと願っ

ていたエマソンであったが、今日の文学界において中心的作品として考えられているのは

講演の原稿やエッセイである。エマソンはフィクショナルでない現実的世界を読者と共有

しつつ、その世界を解体・再分節化することによって、「オルタナティブな自己」の可能性

を提示する。 

もともと牧師であったエマソンだが、キリスト教神学だけでなくインド文学やヒンドゥ

ー教の聖典などにも影響をうけた 8。そして、その超絶的な思想はエマソンのなかでプラト

ンの「一なるもの（the One）」という概念と結びつき、汎神論的な世界観が描かれる。 

 

むき出しの大地に立つと、私の頭は陽気な空気につつまれ無限の空間へと持ち上げれ、

すべてのつまらない自己執着は消え去る。私は透明な眼球になる。私は無であり、すべ

てが見える。普遍的な存在が私を駆け抜けていく。私は神の一部である。 (Emerson, 

10) 

 

 自然のなかで人がその神性を発揮するさまは、エマソンの世界観を端的に表すと同時に、

その極端な筆致により戯画化されることも少なくない 9。しかし、こうした突飛な描写は、

「オルタナティブな自己」を可能にするエマソンの本質ではない。形而上学を用いて「オル

タナティブな自己」へ読者をエマソンが導く方法はよりストレートなものだ。 

 

このように自然について語るとき、はっきりとしているが、このうえなく詩的な感覚が

こころに生まれる。それは多様な自然の物質によってわれわれが覚える印象が完璧で

あるということである。その完璧さこそが、きこりが扱う材木と詩人の扱う樹木を区別

するものである。今朝私が見た魅力的な景色は、20から 30あまりの農場から成り立っ

ているのは間違いない。ミラーが所有しているのはこの畑、ロックはあちら、マニング

は向こうの林といった具合に。（しかし、）その地平線にはべつの資産が存在し、それは

すべての分割された部分を統合することができる目をもつ者だけが所有しているのだ

が、その所有者とは詩人である。この詩人が所有する資産こそが、先に挙げた人々が所

有する農場の最上の部分であり、農場の所有者らの権利書もこの部分については誰に

も所有権を認めていない。 (Emerson, 9) 

 

ここに描かれる世界（読者にとってのバーチャル・リアリティ）は形而上学的なものでは

なく、われわれにもなじみのある何の変哲もない風景だ。しかし、エマソンはこの物質的な

風景を二つの方法で分節化してみせる。それは資本主義的な世界認識と形而上学的な世界

認識である。エマソンはまず朝に見かけた農場を所有者という観点で分節化する。現在とは

違い当時のアメリカの産業は農業が中心であった。農場の所有権は大多数の人々の大きな



関心ごとであったに違いない。しかし、エマソンはそうした資本主義的な価値とは別の価値

を農場に見出す視点を導入する。それは透明な眼球ではなく、詩人の目である。 

そもそもエマソンが同著において詩人を称揚するのは、「詩が歴史よりも本質的な真理に

近づく」（45）と考えているからであり、また彼が真理を求めるのは「個人の無限性」とい

う人の普遍的要素を確認しそれを世に訴えるためである。そのために、エマソンは普遍的な

人間精神のあり方を暗示してくれる自然を重視するのだが、とうぜん自然のなかに人間精

神の暗喩を認めるには、目に映る農場が誰のものであるかなどという資本主義的な観点か

ら自然を見て論じても詮ないことと考える。 

エマソンが提示する世界は架空の登場人物たちが登場し、架空の物語が進行する世界で

はない。しかしそれでも、農場のような読者にとってより現実に近いバーチャル・リアリテ

ィを紡ぎだし、それを読者と共有しつつ、そこに普遍的なものを志向するオルタナティブな

視線、つまり新しい分節化を行うオルタナティブな自己を直接的に提示する。 

エマソンは、また自然が象徴する普遍的な人間精神の探究において、読者の感情移入もた

くみに呼び起こす。そもそもエッセイとは作家の独白であり、その精神世界にどれだけ読者

を惹きつけることができるかがその作品の良し悪しの判断基準となる。言語や国籍，時代を

乗り越えてエマソンが現在でもここ日本で読み継がれている事実は、それが日本人の心の

琴線にふれるからであるといえよう。 

次の引用でエマソンは、現実の自然から「世界の理（形而上学）」という「ほかの世界」

へと読者を連れていくのだが、そこには日本人にも感情移入をうながす馴染みの暗喩があ

ると Suzuki10は指摘する。 

 

深い思索にふけっているとき、川を見て万物の流転を思わないものがいようか？ 川

に石を投げ入れれば、広がる波紋があらゆる影響力の美しく例示してくれる。人は自ら

の個々の命のうちか背後に普遍的な魂があることを意識しており、天空におけるのと

同じように、その普遍的な魂のなかにおいて、「正義」や「真理」、「愛」、「自由」など

の本性が立ち現れ、かがやくのである。この普遍的な魂を人は「理性」と呼ぶ。それは

私のものでも、あなたのものでも、だれかのものでもなく、われわれが理性のものなの

だ。われわれは理性の所有物であり、理性の信奉者である。さらに、私的な土地を覆う

蒼穹、永遠の静けさと不滅の星々を湛える空も「理性」の典型である。知的に頭を働か

せるときにわれわれが「理性」と呼ぶものを、自然との関係で考える場合にはわれわれ

は「霊」と呼ぶ。「霊」は「創造主」である。「霊」は自らのなかに命をもっている。そ

して、あらゆる時代、あらゆる国の人は、自らの言葉でそれを明確に表現する。「父」

という言葉のように。（Emerson, 21) 

 

冒頭の一行でエマソンは川の流れをみて「万物の流転」を見出しているが、Suzukiはこの

メタファーと、無常の観を表す代表的な随筆である鴨長明の『方丈記』の冒頭「行く河の流



れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ

結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし」（安

良岡康作、十三）の川のメタファーとの類似性ゆえに、日本人にとって受け入れやすいのだ

ろうと言う。鈴木はさらに、「川」と「万物の流転」はオウィディウスの『転身物語』やヘ

ラクレイトスの思想にも見出せるものであると述べ（「多様性の中の類似性」参照）、こうし

た言語対比による文学や哲学の読みをとおして、時代や言語、文化等の差異を越えた人間の

想像力や発想の類似性を見出し、人間同士の共感理解や連帯の潜在力、そして文学や思想が

その発祥地を越えて世界に流通する事実を説明する。 

さらにこのメタファーを掘り下げてみると、西洋世界を間接的にしか知らない日本人の

大多数にとってエマソンのこの描写は大きな価値を持つことがわかる。それは、エマソンが

川を見て万物の流転を思うその心情がその背後に日本人にはなじみのない「理性（Reason）」、

「霊（Spirit）」、「父（Father）」などのキリスト教的語彙や観念と結び付く可能性のあるこ

とを教えてくれる点である。「理性」という言葉は一八八一年に「reason」という言葉に与

えられた訳語であり 11、日本語の語彙としての「霊」や「父」について西洋のようにそこに

創造主的要素を見出すことは一般的ではない。しかし、十九世紀を生きたアメリカ人のエマ

ソンが「万物の流転」を思う心情を、「理性」、「霊」、「父」という語彙と結び付けることで、

その心情を頼りに時代と国を超えた他者の世界観・宗教観を垣間見ることが可能となって

いる。「キリスト教圏において神を感得するときの感情とは、日本人における世の無常を思

う感情に似ているのではないか」と。 

 以上のように、エマソンは自然というバーチャル・リアリティを言葉で構築し、複数の分

節化の可能性を示し、オルタナティブな自己の可能性を提示する。この意味で，エマソンの

例に見るようなエッセイという形式の文学もオルタナティブな自己に開かれる契機であり、

また歴史や国、文化を超えた他者への共感へとつながる契機でもある。 

 

五 おわりに̶̶相対主義を乗り越えて世界主義へ 

 これまで、J・ヒリス・ミラーの文学を読む理由を下敷きに、文学がバーチャル・リアリ

ティを通してオルタナティブな自己の可能性を開き、他者への感情移入（共感）を可能にす

ることを見てきた。 

ここではじめにみた文学を取り巻く現代の背景に立ち返ろう。はたして文学は真理の探

究という「学問」と民主主義的な市民・国民の育成のための「教育」を担うことができるの

か。結論として、グローバリズムを契機とする他者理解の教育に文学は応えることができる。

鈴木章能は、文学作品の「声」に「それが生まれた、あるいは読まれる地域の文化、伝統、

歴史、社会的現実、法等へのローカルかつ多元的なまなざしとともに耳を傾け」（「ポスト理

論」、一七）、ゲーテが中国の詩に対して示したような、文学的「声」に対する「共感」がど

うして生まれるのかを、ローカル性を乗り越えて積極的に読んでいくことが世界文学の中

心的仕事であると指摘している。 



ただし、文学が言語や文化、国籍によって隔てられた他者との邂逅を容易にすることは間

違いないが、その読み方によっては人々の分断に加担する可能性も孕む。竹田青嗣は、文学

理論とも連動していたポストモダン思想に顕著にみられる極端な相対主義が、最終的には

力による支配を追認し、世界を分断する大きな潮流を成してしまっていると指摘する。 

 宗教や近代哲学が提示する「世界の成り立ちに関する説話や理論」としての「形而上学」

こそが、かつては竹田のいう「普遍暴力」̶̶ホッブズの言葉でいえば「万人の万人に対す

る闘争」̶ ̶に対抗する有力な手段だったが、宗教間の対立やマルクス主義に代表される原

理主義による惨事をも生みだし、結局は古代ギリシアの哲学者ゴルギアスに源流を持ち、ポ

ストモダン思想においてすべてを破壊しつくすまでに成長した相対主義理論によって葬り

去られてしまった。 

竹田は形而上学にかわって「普遍暴力」へ対抗し、人々を統合する原理を打ち立てるため

に、普遍的認識の条件を探ろうとしてフッサール的現象学に注目する。まず誰しもが内省に

よって検証可能な普遍的認識の条件として、魂や意識、美の概念などの起源を探るのではな

く、「快－不快」、「きれい－きたない」などの情動や欲望の内的プロセスを検証し言語化す

ることで、それを他者のプロセスと比較可能なものとすることを提唱する。 

対象に対する人間の情動や欲動のプロセスを検証し、人々がともに議論し調和を目指す

ことを目的とする竹田の理論は、まさに鈴木のいう世界文学の世界主義的研究目的に合致

する。 

 

世界文学は文学を世界的視野で捉え、ローカルな特徴とともに文学の、したがって人間

の想像や精神の普遍性を考察することによってしかも、世界中の人々が協力して考察

することによってその成果と研究の方法自体が人類の調和と平和に寄与する世界主義

的研究である。（「日本の世界文学小史」、一一八） 

 

 さまざまな文学作品のなかに見られる多様な人物や世界観に普遍的な要素（人間の想像

性や精神）を見出すことができれば、さまざまな差異を超えた人々との対話の可能性がひら

かれ、合意形成への地平が広がる。われわれ個々人が主権者として理想の社会について責任

を持って議論を行うことこそ民主主義の本質であるわけだから、適切な統治について議論

ができる条件を創出することは、民主主義を維持・発展することに寄与することは間違いな

いであろう。 

 他者との議論を可能にし、人間の普遍的な性質を探究すべき真理とする「学問」と健全な

民主主義的社会の維持と発展に資する人材を育成する「教育」との素材として、世界文学と

いう視点からいまいちど文学の「声」に耳を傾け、自らのアイデンティティに基づいた読み

を世に訴えることがまさに今こそ求められるのではないだろうか。 

 

注 



1. 本稿は，西洋の文学理論を乗り越え，世界主義的な合意形成に資する文学の新しい読み

方を模索する世界文学という鈴木章能（「ポスト理論」、「日本の世界文学小史」など）

が提示する比較文学論に依拠している。 

2. Bradfield, p. 29より。 

3. 倉部第２章を参照。 

4. ミラー pp. 4-5を参照。 

5. 教育基本法の「第一章 教育の目的及び理念」や「第二章 教育の実施に関する基本」に、

「民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民」

を育成することや、「真理を求める態度を養」うことが大学を含めた教育システムの目

的であると定められている。 

6. Bradfield, p. 55より。 

7. Oxford Dictionary of English 2nd Editionより。 

8. 市村（三三〇－三四四）を参照。 

9. Matthissen, pp. 10-11を参照。トマス・カーライルや同時代の仲間からもその筆致が

観念的になりすぎる傾向があると批判されている。 

10. Suzukiの韓国での講演内容については鈴木章能氏本人より個人的にご教示いただいた。

ここに伏して御礼申し上げる。 

11. 『世界大百科事典 第２版』（平凡社）を参照。 
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