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はじめに
本稿の目的は、フランスの哲学者ポール・リクールの著作『生きた隠喩』（1975年）における「ミ

ュトス」論および「ミメーシス」論を検討することによって、リクールの隠喩論に内在する物語論

としての側面を示すことである。さらに本稿においては、リクールの隠喩論の意義およびその問題

点を析出することを通して、リクール哲学における『生きた隠喩』の位置づけを再解釈することを

試みる。

リクールの解釈学において、「ミメーシス」論の重要性は早くから指摘されてきた。というのも、

リクールの主著『時間と物語』（1983－85年）において、〈いかにして時間と物語は媒介されるの

か〉という第一の問題に答えるためのアプローチとして、「三重のミメーシス論」が展開されるか

らである。さらに、「真なる知識」や「正しい信念」の可能性そのものに疑義を付すポストモダン

の思想状況を見据えつつ、『時間と物語』におけるミメーシス論の哲学的意義を指摘した先駆的な

研究として、Schweiker（1988）の論攷が挙げられるべきであろう1)。このように、従来のリクー

ル研究においては、『時間と物語』のミメーシス論に主要な関心が集まることが常であった。

だが、その一方で『生きた隠喩』におけるミメーシス論に焦点が当てられることはほとんどない。

例えば、国内においては杉村靖彦（1998）が『生きた隠喩』の「テクスト世界」論から『時間と

物語』における「三重のミメーシス論」への理論的発展について論じているが、その際に『生きた

隠喩』におけるミメーシス論の議論が詳細になされているわけではない2)。国外においても、例え

ばSunkenberg（2008）とTétaz（2014）が「ミメーシス」や「指示作用」の観点から隠喩論を検討

しているが、それらも断片的な整理にとどまっている。こうした先行研究の状況を省みるならば、

『生きた隠喩』における「ミュトス」論および「ミメーシス」論に迫る研究はおろか、そもそもリ

クールの隠喩論を体系的に研究する試み自体がほとんどなされていない現状であると言えるだろう。

しかし、『時間と物語』における「三重のミメーシス論」を解釈するためには、まず『生きた隠

喩』のミメーシス論を詳細に検討することこそが必要である。なぜなら、「三重のミメーシス論」

においてとりわけ多くの議論を呼ぶ「ミメーシス III」3)に関しては、明らかに『生きた隠喩』の議

論が前提とされているからである（Cf. TR, I, 118ff.）。こうした観点から、『生きた隠喩』のミメー

シス論と『時間と物語』のミメーシス論を繋ぐ研究が必要であると言える。そこで本稿においては、

『生きた隠喩』に内在する「物語」の論理を検討することを通して、『時間と物語』の議論にリクー

ルの隠喩論を接続することを試みる。

本稿においては、次のような順序で議論が進められることになる。まず、第一節においては、隠

喩とモデルの力能が比較・検討される議論の要諦を確認する。続く第二節において、隠喩理論とモ

デル理論の比較から導かれる「隠喩性」の概念を通して、リクールの隠喩論がレクシスの次元から
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ミュトスの次元へ拡張される様相を検討する。第三節においては、ミュトスとミメーシスの緊密な

相関関係に着目しつつ、リクールの隠喩論において「作話的案出」としての「ミメーシス」の局面

が秘められていることを明らかにする。そして第四節において、リクールの隠喩論が「物語」の観

点から拡張されたことによって生じた理論的問題点を析出しつつ、『生きた隠喩』において展開さ

れた先駆的な物語論が、続く大著『時間と物語』における「フィクション物語」と「歴史物語」の

「交叉」という問題系を準備するものであったことを明らかにする。

1．隠喩理論とモデル理論の比較
『生きた隠喩』において「ミュトス」および「ミメーシス」概念の論究がなされるのは、第一研

究および第七研究である。しかし、テクスト上の事実を確認するにとどまらず、私たちは次のよ

うに問う必要があるだろう。すなわち、『生きた隠喩』という「隠喩」を主題とする著作において、

一体なぜアリストテレスの『詩学』が参照されるのか、という問いである。確かに、リクールは『詩

学』における「ミュトス」（「作話［fable］」、「［物語の］筋」［intrigue］）や「ミメーシス」（模倣

［imitation］、再現［représentation］）の概念を用いることを通して、隠喩の創造性を論証せんとする。

しかし、そもそも『詩学』において「隠喩」とは、「ミュトス」ではなく「レクシス」の一部とし

て分類されていたはずである。にもかかわらず
0 0 0 0 0 0 0

、一体なぜ
0 0 0 0

「レクシス
0 0 0 0

」ではなく
0 0 0 0

「ミュトス
0 0 0 0

」が隠
0 0

喩論に導入される必要があるのか
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。そして、そのとき「ミュトス」はいかなる効力を持つものとし

て理解されているのだろうか。これらの問いに答えることが本節および次節における課題である。

本節の課題を遂行するためには、まずは隠喩論とモデル理論が接続される議論の要諦を確認しな

ければならない。そこでまずは、隠喩論に「ミュトス」の概念が導入される経緯を検討し、その後

に、「ミュトス」と相補的な関係を持つ「ミメーシス」の概念を論じていくことにしよう。

『生きた隠喩』第七研究においてリクールが着目する人物が、『隠喩とモデル』（1962年）を著し

たアメリカの哲学者マックス・ブラックである。ブラックは当著作において、それぞれの特性に応

じたモデルの分析および類型化を行っている4)。それぞれ、「比例尺モデル」（例：船舶模型）、「類

推モデル」（例：経済学体系の水力学的モデル）、「理論モデル」（例：マクスウェルの電磁場）等が

その種別であるが、ここで着目されるべきは、それぞれのモデルに共通する性質である。その要

点は以下である。（1）モデルは「原物〔再現される当の事柄〕」を網羅的に再現するものではなく、

いくつかの特徴を際立たせると同時に、その他の特徴を捨象するものである（MV, 302f.）。（2）と

ころで、こうしたモデルに基づいて「原物」や「現実」が解釈される。「事物それ自体は〈［何か］

として見られる〉」（MV, 305）。（3）それゆえ、モデルは「現実」を説明するメリットを有してい

るが、その反面、〈何かを再現するモデル〉がそれ自体〈再現される対象〉として「神話」5)化さ

れる恐れがある。

こうしたモデルの諸特徴において注目されるべき点は、モデルによって現実や諸対象の解釈が根

本的・体系的に規定されるという点である。例えば、マクスウェルの電磁場方程式の例を挙げよう。

マクスウェルの提唱したモデルは光を電磁場として見なすことを可能としたばかりではない。マク

スウェルのモデルを出発点として、そこから派生的・体系的に物理学モデルが考案されていったと



― 255 ―

リクール『生きた隠喩』における「物語」の論理（山野）

いう点こそが重要である。このようにして、優れたモデルには「体系的展開可能性」6)が備わって

いるということが例証される。

さて、こうしたモデルの諸特性が、隠喩の諸特性と根本的には同質であることを、ブラックとリ

クールは指摘する。「多くの点に関して、科学におけるモデルの使用は、隠喩の使用と酷似」7)し

ており、それゆえ「モデルと隠喩の類縁関係という観念は非常に生産的」（MV, 302）なのである。

具体的にいくつかの隠喩を見ていこう。例えば、「人間は狼である」と隠喩的に述べるとする。こ

のとき、「人間」という主語が「狼」という述語によって措定されることによって、「人間」に〈狡

知〉・〈狂暴〉・〈肉食〉等の認知的価値が付与される。それは、「人間」においてしばしば見られる

利己的で残忍なアスペクトを際立たせ、それ以外のアスペクトを隠蔽する効果を持つ。すなわち、

Sunkenbergが指摘するように、生きた隠喩は日常的な知覚を中断させ、「現実の新たなスペクトラ

ム」を、そして「新たな存在様態」を発見せしめるのである8)。

さらに、「時は金なり」9)という隠喩の例を取り挙げてみる。この有名な隠喩は単に「時間」を

「金」として見るという局地的な隠喩的描写としてのみ機能するわけではない。それは「時間」に

対する認識を変容するだけではなく、「時間」に関わる行為そのものを変容することになる。例えば、

「時は金なり」という「根本隠喩」10)から諸理解が派生することによって、「時間を投資する
0 0 0 0

」や「時

間を節約する
0 0 0 0

」等といった一連の行為を投企することができる。すなわち、こうした潜在的な経験

を含んだ隠喩的言表を理解することを通して、経験の諸可能性が開示され、それが実践的な行為を

伴いつつ現動化するのである。このように、隠喩には自らを土台として「隠喩的なネットワーク」

（MV, 306）を形成する力が備わっている。それが隠喩の「体系的展開可能性」である。かくして、

モデルと隠喩の間には本質的な同型性、すなわち、それまで未知であった現実を「発見」し、その

現実の解釈を体系的に展開するという共通の性質が認められるのである11)。

2．言語の隠喩性―「現実」を発見するミュトス
前節で確認してきたように、リクールは隠喩理論とモデル理論の比較を遂行した。そして、こう

した洞察を踏まえた上でこそ、リクールはアリストテレスの『詩学』の解釈へと立ち返るのである。

リクールは「この［モデルと隠喩の］比較は、不意に私たちをアリストテレスの『詩学』へと立ち

返らせる」（MV, 308）と主張する。なぜなら、「事実、悲劇のミュトスは［ブラックがモデルと隠

喩の双方に与えた］〈根本性〉および〈網状編成〉といったすべての特徴を提示している」（Ibid.）

からである。それでは、リクールは「ミュトス」についていかなる議論を展開するのだろうか。そ

の点について検討していこう。

まず第一に、ミュトスの「根本性」および「網状編成」の特徴について、リクールがいかなる事

態を念頭に置いていたのかを確認する必要がある。ミュトスとは『詩学』において、悲劇を構成す

る六つの要素の一つである12)。しかし、その地位は他の構成要素と同じではない。「［ミュトスを除

く］これらの構成要素は、支配的な要素、すなわちミュトスを中心に繋がった網の目を成している」

（MV, 52）。すなわち、ある完結した物語を展開するミュトスを中心として、劇中の登場人物の性

格や思想が設定され、劇的な視覚的・聴覚的効果の演出が施されていく。まさしく「ミュトスの根



― 256 ―

リクール『生きた隠喩』における「物語」の論理（山野）

本的な特徴とは、秩序、編成、組み立ての性格」（Ibid.）なのである。こうした秩序機能を有する

ミュトスの力によって、人間や世界に対する思想が展開され、そうして表現された人間観や世界観

が、視覚的・聴覚的描写を通して具象化されていく。

そして、このような事情を念頭に置きつつ、リクールは次のように述べるのである。

したがって、悲劇のポイエーシスにおけるミュトスとミメーシスの関係を、モデル理論にお

ける発見的フィクションと再描写の関係と同じものと見なすべきではないだろうか？（MV, 

308）

ここでリクールは、モデル（および隠喩）が有する「発見的フィクション」の性質が、「ミュトス」

の呈する性質と同質のものとして規定している。これまでの議論において確認してきたように、隠

喩・モデル・ミュトスのそれぞれは、「発見的機能」、および「根本性」・「網状編成」の特徴を有し

ていた。そして、これら三者に共通する性質を、リクールは「隠喩性」（Ibid.）と表現し、隠喩論

の文脈に「ミュトス」論を接続する。そうした意味で、次の一節は、リクールの隠喩論がレクシス

の次元からミュトスの次元に拡張された決定的な瞬間を示している。

隠喩性とは単にレクシスの特徴の一つなのではない。それは、ミュトスそのものなのである。

そしてこの隠喩性は、モデルの隠喩性と同様に、この作話の内に含まれた「体系的展開可能性」

のあらゆる力を用いつつ、フィクションではあるがよく知られた領域―悲劇の作話―の諸関

係に応じて、あまり知られていない領域―人間的現実―を描写することに存するのである。

（MV, 308）

ここにおいて、「隠喩性」としての「ミュトス」概念が提示されることになる。すなわち、言語を

媒介とすることによって、私たちがそこで〈生〉を遂行する現実を理解させる能力、それこそが言

語の「隠喩性」である。「隠喩性」の概念が導入されることによって、リクールの隠喩論はレクシ

スの次元からミュトスの次元へと発展した。こうしたリクールの戦略は、「隠喩的言表」と「世界」

の間に横たわる飛び越えがたい溝を埋め、両者の領域を接続するという意義を示すものである。実

際、「人間は狼である」等に代表される隠喩的言表だけでは、「世界」の次元にまで議論を拡大させ

ることはできないであろう。だからこそ、リクールは自らの隠喩論に「物語」の観点を導入するこ

とによって、「隠喩性」によって切り拓かれ、開示されるところの「世界」を探究する地平を提示

するのである13)。

さらに、「隠喩」という概念の語源的な意味を振り返ることで、「隠喩性」概念の内実についてよ

り踏み込むことができるだろう。「隠喩」とはもともとギリシャ語の metaphora に由来するもので

あるが、言うまでもなく、meta とは運動や変化を表す前置詞であり、また「運ぶ、移動する」等

を意味する pherein が変化した語形が phora である。だからこそ、滝浦静雄が指摘するように、「『メ

タファー』は一般に『或る場所から他の場所への移動』を意味」14)するのであり、この力動的な
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特性が、隠喩、モデル、ミュトスのすべてに共通する「ある用語範囲をアナロジー的に転用するこ

と」15)として捉え返される。こうしたディスクールの出来事としての力動性が、言語の「隠喩性」

である。このことを隠喩的に言い換えるのであれば、隠喩性とは、言語によって灯された理解の光

が、人間を囲繞する暗がりに投げ込まれることであると言えよう。

これまでの議論において、リクールのミュトス論の内実について論じてきた。ここで、なぜリク

ールが『詩学』における「ミュトス」の概念を用いて自らの隠喩論を拡張したのかについて明言し

よう。一つには、「隠喩的言表」と「世界」の間に横たわる飛躍を「物語」の観点から埋めるとい

う目的があった。しかし、もう一つの戦略的理由があったことも見逃してはならない。それは、ミ

ュトスの議論を導入することで、主体的な言語的制作―すなわち〈創造〉―の局面を示すとい

う狙いである。もともと「意志哲学」を構想していたリクールにとって、一切が構造によって規

定された記号の戯れでしかないという構造主義モデルの世界観は、決して看過することのできな

いテーゼであった。だからこそ、『生きた隠喩』においては構造主義の克服というモチーフが一貫

して取られていたのであるし16)、新たな意味をもたらす詩的言語の創造性が探究されていたのであ

る。そうした意味で、リクールにとって重要であったのは、静的な「構造」としてのミュトスの構

造分析ではなく、動的な「構造化」としての「ミュトスの組み立て」（1447 a 9）の技法であった
17)。ミュトスを創造する「精神」と、ミュトスによって発見される「世界」。つまるところ、ミュ

トスがこうした言語的媒介の役割を担っているからこそ、構造主義の克服を試みる『生きた隠喩』

において、ミュトス論が枢要な位置づけを獲得しているのだ。

３．ミメーシスの存在論的効力
前節までにおいて、私たちはリクールによって導入された「ミュトス」概念の内実を検討しつつ、

それが隠喩論に接続される様相を検討してきた。本節においては、アリストテレスの『詩学』にお

いても緊密な関係性を有する「ミュトス」と「ミメーシス」の相関性に着目しつつ、リクールの隠

喩論における「ミメーシス」概念の内実を検討していく。

まずは『詩学』における「ミュトス」と「ミメーシス」の相関性（ないし準同一性）を検討する

ことを通して、「ミメーシス」の持つ存在論的効力を明らかにしよう。前節においては、ミュトス

を中心とした悲劇の構成要素の組織化について確認された。すなわち、「物語の筋」こそ「悲劇の

第一原理」であり、言わば「魂」なのである18)。そして、「悲劇」とは「行為と人生の再現」であり、

その意味で、「物語の筋こそその行為を再現するもの」19)である。ミュトスとミメーシスの準同一

性が極まるこの一節を受けて、リクールは次のように述べる。

前述したとおり、ミュトスとはまさにミメーシスである。より正確に言えば、ミメーシスを作

るのはミュトスの〈構造〉である。これは実に奇妙な模倣である。それは自らが模倣する当の

ものを、自ら制作し、構成するのである！ (MV, 55)

こうしてミュトスは、ミメーシスと準同一的な関係性を有しながらも、ミメーシスに対して秩序的
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な構造を与えるものとして示される。すなわちミメーシスは、創造的なミュトスが呈する「秩序機

能」（MV, 56）に支えられることによって、「自然を反復するだけの単なる模写」（MV, 54）ではな

く、創造的な模倣という逆説的な存在様態を受け取るのである20)。この意味で、ミメーシスとはプ

ラトン的な意味において「模倣の模倣」（Ibid.）として貶められるどころではない。それは「現実」

を〈有機的な連関を持つ一つの全体〉として描き出す創造的な働きなのである。

さらにミュトスは、ミメーシスに統一的な構造を与えることに尽きるものではない。ミュトスに

よる人間の行為の「復元」は、「［人間的なものを］より偉大に、そしてより高貴にする復元」（Ibid.）

である。それはありふれた日常の描写とは異なる位相において表現される人間の行為である。ここ

において、自然の営みにおける行為と、悲劇において描かれる行為の間に「断絶」―ないし、日

常的な行為との「疎隔（distanciation）」―が生じることになる。

こうした「［ミュトスによる］崇高化する模倣〔ミメーシス〕」（Ibid.）の力に着目することで、

詩の普遍性についてのリクールの解釈をより明確に理解することが可能となる。

歴史は個別的なものにとどまるのに対し、詩は普遍的なものに高まる。普遍的なものという言

葉によって、ある型の人が、「蓋然的または必然的に」（1451 b 9）語ったり、行為したりする

であろう事柄を意味しよう。こうした型を通して、聴き手は「生起する可能性のある事柄を信

じる」（ibid., 16）のである。（MV, 56）

詩の再現の対象となるのは、第一に、日常的現実を生きる人々である。日常世界を実践的に生きる

行為主体がいるからこそ、そうした行為を描き出す詩作そのものが可能となる。その限りにおいて、

ミメーシスは日常的な諸活動に従属している。しかし、そうした日常の営為に立脚しつつも、ミュ

トスは詩的創造によって日常的現実からの「疎隔」をもたらす。すなわち詩は、歴史のように過去

に生起した個別的な出来事を述べるのではなく、起こりうるであろう存在の可能性について語るの

である。こうしたミュトスの「奉仕」（MV, 308）に導かれて、ミメーシスは新たな現実の可能性

を描き出す。その意味で、ミメーシスは「作話的案出（invention fabuleuse）」（MV, 57）としての機

能を有するのだ。

さらに、日常的経験に定位しつつも、日常的経験との詩的差異を生み出すミメーシスの両義的な

位置づけは、そのままミメーシスの「緊張」として論じられることになる。

ミメーシスに固有のこの緊張は二重のものである。一方で、模倣〔ミメーシス〕は人間的なも

のの絵画であると同時に独創的な制作である。他方で、それは復元であるとともに、高貴なも

のへの移動である。（MV, 57）

ミメーシスがさしあたり人間の行為の再現を意味する概念である以上、それは実際に人々が活動し

ている様子を指し示す働きでなければならない。その意味で、ミメーシスとはまさに、行為する

人々の姿を「絵画」のように再現する行為の組み立てである。すなわち、ミメーシスには人々の行
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為や、それによって引き起こされる出来事の描写を指示する機能があるのである。

さらに、構造主義の克服を基本的なモチーフとして掲げている『生きた隠喩』においては、言語

内在的な「意味」と、言語外在的な「指示」という区別が採用されており、前者には「意味の内

的構成」という性質が、そして後者には「指示作用の超越的志向」（MV, 274）という性質が付与

されていたことを想起しよう。このとき、リクールが「指示対象」こそが「言語外の現実」（MV, 

273）であると指摘していた点を見逃してはならない。

述語づけの行為を土台として、ディスクールの志向対象は言語外の現実を志向する。その言語

外の現実とは、指示対象である。記号は体系の内在性においてその他の諸記号と関係するのみ

であるが、ディスクールは事物に関わる。記号は記号との差異を示し、ディスクールは世界を

指示する。（MV, 273）

決して記号体系の内部には還元され得ない「現実」の次元は、「指示対象」、およびそれを導出する

ところの言語の「指示作用」と直接的な関係を持つということを、ここでリクールは示唆している。

さらに述べるならば、「言語外の現実」こそは「指示対象」に他ならないのであるから、「指示対象」

に革新をもたらす詩的ディスクールは、まさに「現実」に革新をもたらす存在論的効力を発揮する

ことになる。言い換えれば詩は、存在の意味の豊かさを取り戻すことによって、新たな可能性に満

ちた「世界」を開示するのである。このように議論を進めたとき、新たな指示作用の創出を目論む

ミメーシスの緊張性は、まさに新たな現実の創造の可能性と結びつけられることになる21)。私たち

はこうした事態を、Tétazの卓越した表現を借りて「指示作用のリアリズム」22)と形容することが

できるだろう。そして、このようなミメーシスの存在論的効力をこそ、リクールは「隠喩的指示作

用」として定式化するのである。

４．物語の多層性―フィクションと歴史のはざま
前節までの議論において、リクールの隠喩論は「隠喩的言表」にとどまらず、すでに「［物語の］

筋」としてのミュトス、さらに「作話的案出」としてのミメーシスの議論を含意していることを確

認してきた。こうした点において、私たちは、『生きた隠喩』においてリクールの物語論が先駆的

な形で展開されていることを見通すことができる。すなわち、語り手がミュトスを制作することを

通して、人々がそこで〈生〉を遂行するところの「世界」を作話的、ないし物語的に創造するの

であれば、それは「ミメーシス II」に当たる「統合形象化」行為の萌芽的段階であると言えるのだ。

実際、リクールは『時間と物語』の「まえがき」の中で、「異質なものの綜合」（TR, I, 11）において、

隠喩と物語が接近すると明言している。こうした記述から、私たちは、リクールが自覚的に隠喩論

と物語論の近接性を『生きた隠喩』の段階において提示していたことを窺い知ることができる。だ

からこそ、あれだけ分量と体系性の面で規模の異なる『生きた隠喩』と『時間と物語』を、リクー

ルは「二つの双子の著作」（Ibid.）と表現し得たのである。

ここでさらに、『悪の象徴系』（1960年）以降から胎動したリクール哲学における「解釈学的転
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換」の流れが『生きた隠喩』の議論に結実するという思想史的事実を想起するならば、『生きた隠

喩』という著作がリクール哲学を画する一つの分水嶺をなしていることが明らかとなるであろう。

すなわち、60年代から70年代前半にかけて行われたリクール哲学の「解釈学的転換」は、『生きた

隠喩』において「物語的創造」を主軸とする自らの解釈学の立場を明確化するのであり、そのとき

に提示された物語論的着想が、後期の大著、すなわち時間論をその内に含む形で展開される『時間

と物語』へと発展していくのである。

これまでの議論において、私たちはリクールの隠喩論における「物語」の論理とその意義を明ら

かにすることができた。しかし私たちは同時に、リクールの隠喩論に内在する理論的問題を指摘し

なければならない。すなわち、リクールは『生きた隠喩』において、「物語」の多層性をめぐる議

論に全く言及していないのである。リクールは論述の中で「物語」や「ミュトス」という一般的な

表現を用いるのみで、具体的な「物語」の例を参照しない。確かに、リクールが「歴史」に対する

「詩」の普遍性の議論を引き合いに出している点を考慮するならば、歴史物語ではなく、フィクシ

ョン物語のみが想定されていると言えるかもしれない。しかし、本当にそうだろうか。例えば、リ

クールは『生きた隠喩』の末尾を飾る文章において、「詩的ディスクールによって開示され、再び

獲得される帰属の経験」（MV, 398）という表現を用いるが、実際の帰属の対象としてのテクストは、

一般に「フィクション」と名指されるような文学作品だけではなく、何らかの史実を対象とする歴

史書であっても良いはずである。さらに、杉村靖彦が指摘するように23)、リクールが「ポエティッ

ク」という語に「制作的・産出的」という原義的な意味を込めている点を想起するならば、リクー

ルの議論における「詩的ディスクール」の幅は「フィクション」や「歴史」というジャンルを超え

て適用されうると言えるだろう。

それでは、実際リクールは『生きた隠喩』においていかなる「物語」を想定していたのだろうか。

この問題を解決する為に、リクールの議論からいくつかの推測を重ねることは確かに可能である。

例えば、アリストテレスの『詩学』の記述を導きの糸としている点から見て、それは『オイディプ

ス王』を代表とする「悲劇」であるかもしれない。あるいは、リクール自身が「ミュトス（muthos）」

と「ミュトス（mythe）」(MV, 55)の語源的関連性を示唆している点から見て、それは「神話」であ

ったり、「民話」であるかもしれない。しかし、いずれにせよ、リクール本人が『生きた隠喩』に

おいて具体的な「物語」の例を挙げていない以上、こういった推測はあくまで憶測の域を出ないも

のである。つまり、あくまでも隠喩論の枠組みの中で「物語」の議論を展開したために、『生きた

隠喩』においては、「物語」の多層性をめぐる分析が看過されてしまったのである。ミュトスを隠
0 0 0 0 0 0

喩論に導入しつつも
0 0 0 0 0 0 0 0 0

、当のミュトスの多層性について言及しないままにとどまっている点
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。それこ

そが、『生きた隠喩』における理論的問題点であると言えるだろう。

こうした「物語」の多層性をめぐる議論は、むしろ『生きた隠喩』以降、リクール自身によって

主題化されることになる。だからこそ『時間と物語』においてリクールは、あれだけ綿密な執筆計

画を立てて、『生きた隠喩』の思索に対して自ら反省を加えつつ、〈歴史とフィクションの問題〉

に取り組んだのである。一見して対立する性質を持つ「フィクション」と「歴史記述」の「交叉」。

この問題を議論の枢軸に導入することによって、リクールの隠喩論はその内に含意されていた物語
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論としての豊かさを開花させることになる。すなわち、物語の筋に織り込まれた〈時間性〉の問題

を主題化しつつ、「交叉する指示作用」（TR, I, 124）という新たな課題に焦点を当てることを通して、

言語の形象化作用をめぐるリクールの解釈学は次なる局面へと発展するのである。

おわりに
本稿は、『生きた隠喩』における「ミュトス」論および「ミメーシス」論を検討することを通し

て、次の三つの結論を得ることができた。第一に、リクールの隠喩論において「ミュトス」論とは、

「隠喩的言表」によって開示される局地的な現実の再描写を越えて、「世界」の隠喩的発見という課

題を担うものである。ここにこそ、リクールがアリストテレスの『詩学』に範を求めながらも、「レ

クシス」ではなく「ミュトス」を隠喩論における枢要な概念として論じた根拠を見出すことができ

る。第二に、「ミュトス」論と密接に関連する形で論じられる「ミメーシス」論は、『生きた隠喩』

の段階ですでに『時間と物語』における「ミメーシス II」の議論が萌芽的に含意されていたことを

示すものである。そして第一の点と第二の点を綜合することによって、リクールの隠喩論に秘めら

れた物語論としての側面を照らし出すことができよう。さらにそうした側面は、第三の結論へと私

たちを導くことになる。すなわち、『生きた隠喩』と『時間と物語』の関係性は、〈隠喩から物語へ〉

という理路だけではなく、〈物語一般の議論からフィクション物語および歴史物語の議論へ〉とい

う理路をも示しているのである。リクールがミュトスとしての「隠喩性」の概念を隠喩論の中で展

開している以上、これまで「隠喩的言表」に限定する形で行われていたリクールの「隠喩」概念の

解釈は修正されなければならない。リクールの隠喩論は物語論を先駆的に内包する形で展開されて

いるのであり、ここにこそ、リクール哲学における一つの分水嶺としての『生きた隠喩』の位置づ

けを確認することができるのである。
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La logique du « récit » dans La métaphore vive de Ricœur
Hiroki YAMANO

Cet article a pour but d’élucider la théorie du muthos et de la mimêsis dans La métaphore vive de Paul 

Ricœur (1913-2005). On a souvent considéré la théorie de la mimêsis dans Temps et Récit, comme le moment 

important dans la formation de l’herméneutique ricœurienne. En revanche, l’élaboration de la théorie dans La 

métaphore vive s’est échappée largement de l’attention des chercheurs. Pour mettre cette argumentation en 

lumière, nous essayons, d’abord, de défi nir le concept de « métaphoricité » et examiner le développement de la 

théorie de la métaphore chez Ricœur. Nous tentons, ensuite, de clarifi er l’aspect de la mimêsis comme l’invention 

fabuleuse. Enfi n, en analysant le problème théorique suscité par l’introduction du concept du muthos dans la 

théorie de la métaphore, nous montrons le caractère pionnier de la notion de récit élaborée dans La métaphore 

vive. Nous avançons ainsi une possible lecture qui permet de relier La métaphore vive et Temps et Récit par le 

biais de la théorie du muthos et de la mimêsis.


