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Ｉ　メディア小論

１.　写真論　その１

写真の伝来 

フランス人ニエプスとダゲールが初期の写真技術を確立してから10年の時を置い
て、その技術が開国間近の日本にもたらされたのは周知の事実である。小沢健志の
『幕末・明治の写真』 (注1) によると、写真が日本に輸入されたのは嘉永元年
(1848年)とされる。以下、同書に即して、その導入の経緯を簡単に振り返ってみよ
う。ダゲレオタイプ(銀板写真)の器具一式が長崎に到着したのをもって、日本への
写真伝来とされている。輸入したのは上野俊之丞だが、機材は薩摩藩へと渡り、次
期藩主だった島津斉＝(なりあきら)が研究に着手した。蘭書からの翻訳による知識
の吸収はともかく、成功にいたるケースは稀だったという。 

その後、そうした研究を支えたのは外国人たちとの接触だった。1854年のペリー
艦隊来日の際には、従軍写真家としてエリファレット・ブラウン・ジュニアが上陸
し、函館で事実上国内最初の撮影を行っている。さらに同じ年、ロシア艦隊ディア
ナ号の乗組員モジャイスキーが、やはり函館で撮影を行っている。 

続く湿板写真(コロジオン・プロセス)の導入に際しても、初期の導入者は苦渋を味
わう。湿板写真は長崎、横浜、函館を経由して入ってくるが、特に長崎の医学伝習
所は、後の職業写真家の草分けである上野彦馬(俊之丞の息子)を輩出している。そ
してここでもまた、外国人指導者らが大きな役割を果たしている。すなわち、伝習
所の開祖とも言うべき軍医ポンペ・フォン・メーデルフォールトと、欧州の職業写
真家だったロシエである。一方、同じ安政末の横浜では、絵師の下岡蓮杖がアメリ
カ人ウンシンから写真術の手ほどきをうけ、また函館では、木津幸吉が初代ロシア
領事ゴスケビッチから学んでいる。 

上野彦馬の場合は元来が化学者であることから、蘭書による機材の自作から始めて
いるが、ロシエによって教えを受けるまでは撮影に成功していない。文字情報によ
る技術習得をロシエという専門家によって補完された恰好になっている。下岡連杖
はウンシンから機材を譲りうけるが、ウンシンが帰国した後、暗中模索の末に技術
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を体得している。木津幸吉の師となるゴスケビッチはアマチュアだが、その教えを
受ける前にはやはり撮影できていない。 

黎明期の写真技術習得においては、以上の略史に見られるように、来日外国人によ
る直接的指導が不可欠だった。化学・光学の基礎知識は文書により伝えられても、
それを具体化する際に直接的介入が必要になるという点は、知の伝達という観点か
ら見て興味深い問題である。例えば人類学者ジュヌヴィエーヴ・デルボとポール・
ジョリオンは、『知の伝達』という著書の中で、学校教育と現場での職業教育につ
いて、前者を命題教育、後者を慣習行動教育と分けた。命題教育はセオリーを教え
るものであり、実地教育は「いかに行うか」を示す (注2) 。文書の世界はいわば抽
象化されたセオリーであり、身体的な体験によってそれがサポートされなければな
らないのだ。こうした知(技術)の伝達の問題に深く立ち入るのは別の機会に譲ると
して、さしあたりここでは、写真の伝来時に、外国人による「実地教育」が大きな
役割を果たしたことを確認しておこう。日本の写真が商業行為として早くに立ち上
がった背景には、そうした実地の支援があったのだ。 

写真の「脱コンテキスト性」 

ここで写真そのものについても考えておこう。私たちが写真を眼にする時、私たち
はそこに「記録された過去の事実」を見ていると考える。それは捉えられ固定化さ
れた瞬間であり、私たちはそれを自明のものとして受け入れる。自明のもの、つま
りそれはすでにして文化的な事象であり、安定し予測可能なものである。だが一方
で、写真を見る時にどこか視線が落ち着かない場合がある。卑近な例になるが、最
も顕著なのは自分の顔が写っている時だろう。過去のある瞬間において、自分がこ
んな表情をしていたという赤裸々な事実性を、事実性として受け入れがたいという
軽い混乱に襲われる。ロラン・バルトの用語で言えば、前者がストゥディウム、後
者がプンクトゥムということになるのだろうか (注3) 。技術哲学者(この呼び方はい
ささか語弊があるが)ベルナール・スティグレールは、プンクトゥムは記述すること
ができず、それゆえその記述(description)は無限に遅延することになると述べる
(注4) 。これは写真における時間性の話だが、いずれにしても、安心して受け入れ
られるような事実性に揺さぶりがかけられ、その混乱ゆえに視線は落ち着く場所を
探してさまようのだろう。 

写真を見る、という行為に内在するこうした要素を、初期の写真技術に照らしてみ
よう。銀板写真では、被写体を写すまで5、6分はかかり、しかも出来上がった像は
左右が逆の鏡像となる。まずこの時間について言えば、捉えられた被写体は過去の
瞬間の一点ではなく、継時的に存在したことになる。写真はすでにして時間的継続
の中に存在しているのであり、そもそも事実性そのものが時間的存在なのだという
ことがわかる。また、左右が逆になるということ自体、事実性のただなかにぽっか
り空いた空隙と言えるかもしれない。 
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ここで言う事実性とは、いわば文化的コードが織りなす決まり事の総体であると言
える。それは振舞いや空間配置などの一切を含んで、瞬間瞬間に「立ち現れる」も
のだ。それは見慣れた、私たちにとっての自然だが、それが極めて文化的なコード
の諸体系であることは周知の事実だ。その意味で、それはコンテキストと称するこ
とができるだろう。一方、事実性の揺さぶりとは、まさにそういったコードの中に
出現する不意の一撃である。ならば、衝撃によって事実性そのものに疑念を抱かせ
るような作用は、脱コンテキスト性と呼ぶことができる。ヴァルター・ベンヤミン
は複製技術全般について、「オリジナルの模造品をオリジナルそのものではとうて
い考えられない状況に置くこともできる」 (注5) と述べているが、それはすなわ
ち、事実性の中に生起するオリジナルに対し、複製はその事実性とはまた別の事実
性に置かれることを意味している。複製それ自体がオリジナルの事実性を裏切ると
いう構図である。写真はそのオリジナルへの裏切りという関係性を、具体的なレベ
ル(被写体、または写されたものという)でも提示(再提示)していると言うこともでき
るだろう。 

一見、写真技術の改良とともに、技術それ自体が内包し写真の表面に顔をのぞかせ
る脱コンテキスト性は薄くなっていくように思われる。コロジオン・プロセスに
よって露光時間は短縮され、左右が逆という現象もなくなる。だがそれはまた別の
プロセスによって現れてくるのだ。それは写真が大衆に取り込まれていくという過
程そのものに密接に関係しながら現れてくるようである。 

浮遊する写真 

初期の職業写真家たちはずいぶんと苦しんだようだ。下岡連杖が写真撮影に成功し
開業したころの話として、石井研堂は、当時写真は魔術とされ、寿命が縮まるとの
迷信から、客は来ず、外国人が客の大半を占めていたと記している (注6) 。ただ、
文久2年(1862)の生麦事件のころになると、死を覚悟の出陣前に父母の記念として
写真を撮ってもらう者が増えたという。 

外国人を相手にする写真店はやがて土産用に「写真アルバム」を作成するようにな
る。名所の風景や風俗などの写真に絵の具で着色したこのアルバムを、小沢健志は
「横浜写真」と呼んだ (注7) 。連杖や清水東谷らが最初に手掛けたそれら横浜写真
には、すでにして「演出」が施されている。木下直之は風俗の演出法の展開は難し
いとしながらも、1860年から70年ごろにかけて来日した外国人らが演出法を定
め、連杖他の写真家に受け継がれていったのだろうとしている (注8) 。その演出法
とは、例えば家族の団らんというコンセプトをまず設定し、それに従って室内と家
族のイメージをいわば合成するというものだった。それは西欧の家族のイメージか
ら再構築されたイメージであり、あるいは植民地主義的なまなざしと言えるかもし
れないが、いずれにしてもここですでに、写真には実物をありのまま記録するとい
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う性格ではなく、記録のために記録するという、事実性から乖離した性格が付され
ているのだ。事実性それ自体がここでは別の事実性にすり変えられてしまうのであ
る。事象が出現するコンテキストは作り変えられ、あくまで写真のための、記録の
ためのコンテキストとなることが大事なのだ。スティグレールは文字について、音
声の正しい記録における基本的現象は、「音声」そのものにあるのではなく記録の
「正確さ」にあると言う (注9) が、写真の以上の側面は、まさにそれに当てはま
る。 

さらに、着色するという事実も、写真の撮影時におけるコンテキストを弱めるのに
一役買っているだろう。明治18年(1885)にファサリ商会を開いたファサリは、焼
付印画の着色を手掛け、明治後半の蒔絵アルバムの最盛期をもたらした一人とされ
る (注10) 。その少し前、1882年ごろには、連杖の弟子であった横山松三朗が油絵
の絵の具で着色するという「写真油絵」を完成させた。いずれにしても、撮影され
た写真を後から加工するというこうした技巧は、撮影時の演出とも合間って、写真
が単なる記録ではなく、見るものの側のコンテキストに引き込まれていく過程を、
如実に示していると言えるだろう。事実性そのものの記録という、一見あきらかな
写真の特性は、こう言ってよければ早くから脱構築されていたのである。そしてそ
の遍歴はまだまだ続くことになる。 

先に触れたように、戦地に赴く者たちが形見として写真を残そうとしたため、明治
初期の写真店は繁盛するようになる。そのはるか後になって、日露戦争時には逆に
兵士の慰問のために美人絵はがきが送られるようになる。もちろんそのためには、
コロタイプ印刷の導入など、大量生産を可能にする技術の導入が必要だったが、こ
うした絵はがきに通じるのは印画を台紙には貼って出回っていたみやげ用の美人写
真だった (注11) 。写真とはがきが出会い、流通していく環境。もはやここには記
録性はない。むしろ脱コンテキスト化が一つの極としての、世俗的崇拝対象として
の呪術性の圏内にすら踏み込んでいる。職業写真家たちが戦地の記録を残している
のと逆のベクトルにあるそれらの写真は、事象の記録から遠いところに浮遊してい
く。それはコンピュータによる手軽な写真画像の処理という現代の環境にまで通じ
る、長い道のりなのである。 

注： 
1. 小沢健志『幕末・明治の写真』、ちくま学芸文庫、1997. 
2. Genevieve Delbos et Paul Jorion, "La transmission des savoirs", MSH
Paris, 1984), p.19. 
3. Roland Barthes, "La chambre claire", Editions de l'Etoile; Gallimard; Le
Seuil, 1980, pp.47-48. (邦訳「明るい部屋」花輪光訳、みすず書房) 
4. Bernard Stiegler "La technique et le temps - 2 La desorientation", Galilee,
1996, p.30. 
5. Walter Benjamin,「複製技術時代の芸術」ベンヤミン著作集2、高木・高原訳、
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晶文社、p.13. 
6. 石井研堂「明治事物起源」、ちくま学芸文庫版第6巻、1997、pp.187-188. 
7. 小沢健志、前掲書、p.199. 
8. 木下直之『日本への／日本からのまなざし』「映画伝来」所収、岩波書
店、1995、pp.134-135. 
9. Bernard Stiegler, 前掲書、p.24. 
10. 小沢健志、前掲書、pp.205-206. 
11. 佐藤健二「風景の生産、風景の解放」講談社メチエ、1994、p.52. 

 

２.　写真論　その２ 

医療写真というまなざし 

写真の出現は人々のまなざしをどう変えていったのか。あるいはどのようなまなざ
しのあり方が写真をもたらしたのか。こうした大きな問題に取り組むためにはさま
ざまな作業が必要であり、とても一朝一夕に答えを出せるものではないだろう。だ
が、そのための予備的な作業は、あちらこちらで様々な形で進められているように
見受けられる。まさにたのもしい限りだが、そうした動きを睨みながら、今回は
「写真が用いられる場所について」というテーマでまとめてみよう。 

手がかりの一つとしてここで立ち止まるのは、フランスにおける初期の医療写真で
ある。これは様々な問題を投げかける見逃せないコーパスだと思われる。フランス
の文化省などの後援により1995年4月から6月にかけてパリで開催された「身体と
理性に 医療写真 1840-1920」という展示会を再録した書籍 (1) が今手元にあるの
だが、同書の中でモニク・シカールが指摘しているように、医療分野での写真の利
用は、すでにそれを受け入れる素地が整った後にはじめて確立されることになっ
た。フランス革命後の制度改革によって、外科医と医師とが同じ集団に属するよう
になり、医者は患者の身体に触れ、その体を「目にする」ようになる。身体はここ
において可視性として構成されていく (2) 。

身体が可視性として構成されていくとはどういうことだろうか。それは身体が「そ
こに存在するもの」として意識化されていく過程にほかならない。周知の通り、18
世紀以降、西欧では遺体の解剖が一般に公開されるなど、物質的な肉体という部分
が衆目にさらされ、ひるがえってそれは自己の身体性の意識化を高めていくことに
なった。同時に、自らの身体にあって不可視な部分をも目にしたいという欲望も
いっそう導かれることになる。それはまずもって科学の領域で高まる。ダゲレオタ
イプの登場後まもなく、すでに一部の医師らが顕微鏡写真の撮影に着手している
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(1839年のアルフレッド・ドネ(Alfred による骨の組織の写真、レオン・フーコー
による血液の写真など)が、それはレントゲン写真の受容にまでつながる系譜となる
だろう。 

一方で、周知のとおり、19世紀の科学は世界を記述することに重きを置いていた。
それは水銀柱を用いた心音の記録などでも明らかだが、ここに写真が記録媒体とし
て受け入れられる素地ができあがってくる。フランスの場合、 サン・ルイ病院
(Hopital Saint-Louis) という施設において皮膚病患者の写真が多数撮影される。
だが、症状の分類を目的としたであろうそれらの写真(多くは写真家 フェリック
ス・メウー(Felix Meheux) の手によるもの)は、人工着色をほどこされ、どこか見
世物としてのキッチュな感覚を呼び起こさずにはいない。さらにメウーの写真に
は、いわゆる奇形を撮影したものも数多く残っており、ロベール・プジャド(プロ
ヴァンス大学哲学教授)は、同書の巻末に収録された一文で、「これらのコレクショ
ンでは、職業上の関心に、不健全な好奇心に応じた快楽が加わっているのではない
かと問うこともできよう」と述べている (3) 。こうして分類記述のために用いられ
ていたはずの写真は、別の文脈へと浮遊していくのである。 

フランスで19世紀の医療写真の双壁をなすもう一つの施設が サルペトリエール医
院(Salpetriere) である。そこで撮影された写真には、ヒステリー患者の表情や反
応などが見てとれる。精神の病の写真は、患者の治癒後、親族への配慮から多くが
破棄されたという。ところがこのサルペトリエール医院の場合には、 シャルコ医師
(Jean-Martin Charcot) によって写真集『サルペトリエールの写真図像研
究』(Iconographie photographique de la Salpetriere)として刊行される (4) 。

シャルコは医師であり、自らが写真撮影を行ったわけではない。すでに専門の写真
家の支援をあおいでいる。それが アルベール・ロンド(Albert Londe) である。モ
ニク・シカールが指摘しているのだが、ヒステリー患者の撮影はいわば演出された
ものであり、写真に写った患者の発作が臨床と写真撮影に反応してのものだったこ
とに、この医師も写真家も気づいてはいなかった。写真家が撮る写真は、医師の記
述をひたすらなぞっていくにすぎないのだ (5) 。そもそもシャルコは、ヒステリー
研究において観察をその中心的メソッドと位置付けたがゆえに、写真の使用に思い
至ったのだが、自らの論文においては、写真についてなどほとんど言及していない
という。だが少なくとも写真はその記述を補完し、ヒステリー患者の写真を『図像
研究』として一般公開したことによって、「ヒステリー」というものを広く知らし
めることになった。写真の公開によって、ヒステリーの症例はあたかも社会現象の
ごとくに拡大していくのだ (6) 。

ロンドの方はといえば、後に医療写真の功罪について、医師の教育的観点において
は重要性は高いとしながらも、患者にとってはまるで役に立っていないと語ってい
る (7) 。シカールは、シャルコがヒステリー研究で「観察すること」に重きを置い
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た(フロイトが「聞く」ことに置いたのと対照的に)のは、医学生たちのまなざしを
動員し交差させるためだったと述べている (8) 。ここからわかることは、医療現場
において写真は医師の記述を補完するための役割しか与えられておらず、記述なき
写真は、社会的文脈も歴史的文脈も持たないまま、ひたすら見世物的な視線へと向
かう以外にないということだろう。それは写真の持つ宿命なのか。写真という記録
保存媒体に対して、科学が一般にどこか冷やかな視線を投じてきたことが事実だと
すれば、それは写真がデッサン以上に記述性を欠いていると判断されたことによる
のだろう。そしてその判断は、写真を取り巻いているまなざしのあり方に関係して
いるはずだ。よってここでわれわれは、写真について語るために、写真から一旦遠
ざかってみなければならないだろう。写真をめぐるまなざしについて、まずは周囲
から考えていこうというわけだ。 

２.身体をめぐるまなざし 

転じてここでは日本における医学的なまなざしの変遷について簡単に言及しておこ
う。タイモン・スクリーチは、日本の解剖史について京都の古医方派(18世紀半ば)
から振り返り、ヨーロッパの抽象的な解剖図とは対照的に、そこでは肉感といった
ものが捨象されずに、解剖の経験、あるいはナラティブ(物語)が描かれていること
を指摘している (9) 。解剖学的知識はその後画家にとって重要とされるようにな
り、また一方では舶来の身体模型やその亜流、はては書物などを通じて世俗の一般
大衆に普及する(19世紀初頭)。解剖をシミュレートするそれら模型や図には、ポル
ノグラフィックな欲望が注がれていた (10) 。解剖に対する西欧的なまなざしが、
たえず淫靡な欲望に沿って注がれていたにせよ、どちらかといえばそれは抑圧を受
け、抽象的なまなざしにすりかわってしまうのに対し、江戸中期以降のまなざしの
あり様は、細部の生き生きとした物語性に貫かれ、抑圧とは違った回路で処理され
ていたと見ることができるだろう。 

ところが明治以降になって、こうした回路は表面的には遮断されていく。もちろん
欲望自体が消えるわけではないのであって、あくまで回路に変化が及ぼされたとい
うことだ。吉見俊哉が述べているように、例えば明治政府が欧米に模して開催した
内国勧業博覧会では、江戸から続く「博覧会と遊玩の場、つまり開帳や見世物とを
峻別する」ことが肝要とされている (11) 。欧米に対し自国の近代化を旗印にかか
げた明治政府は、その求心的な力をもって江戸から継承された庶民の欲望を抑圧し
ようとしたのだろう。だが一方で大衆は、これを「江戸時代の見世物と同じような
感覚で受け取った者たちも確実にいた」のである (12) 。受容の条件として、見世
物的な感覚は江戸から明治に至るまで綿々と受け継がれていくのだ。しかしいずれ
にしても、政府の側が新しい(近代的とされる)まなざしを植え付けていこうとした
のは確かであり、見世物的なまなざしにもかかわらず、あるいはそれと拮抗しなが
ら、そうした政治的立場がなんらかの効を奏したのも間違いないだろう。その一つ
に衛生展覧会がある。 
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田中聡の『衛生展覧会の欲望』によれば、「衛生展覧会の目的の一つは、民衆の相
互監視の眼差しを育て、その向けるべきポイントを教えることにあった」という
(13) 。虎ホームや結核といった伝染病を、恐れるべきものとして示し、啓蒙という
名において感染メカニズムへの無知を糾弾すること。それは時に、昔ながらの習俗
すら攻撃の対象に据えていく。行楽気分で見物に来た大衆は、そこでなにがしかの
潜在的な恐怖を植え付けられていったことだろう。伝染病についての啓蒙は、きわ
めて豊かな物語性に彩られて、見学者に与えられる。トラホームで良縁を逃した娘
の話、出世できなかった少年の話、無知ゆえに老人がまきちらす結核菌の話など…
。それらが時には漫画さながらの絵入りの文章で綴られ展示されるのだ。その影響
はどれだけのものだったのだろうか。それは推測するしかないが、田中はこうも述
べている。「僕らの眼差しはすでに、衛生啓蒙によってしつけられたとおりのもの
になっているらしい」(同、p.54)。 

ここで気になる点がある。衛生観念の普及を目的として開催された衛生展覧会は、
このように大衆向けの物語性を通じて、病気の怖さについて人々を啓蒙していっ
た。そのため実際の展示内容は、漫画に近い絵入りの文章や模型が大半を占めてい
ることがわかる。具体的な割合は不明だが、写真のような写実的な展示物は、あま
り重要な位置を占めていなかったのではないかと思われるのだ。ここから次のよう
な推測が成り立つ。つまり、西欧において科学から放逐された写真は、今度は展示
会からも放逐される。二重に放逐されるというわけである。いずれの場合も理由は
同じだ。すなわち写真には、記述性・物語性(いずれも一種のナラティブだ)がない
と判断されたのである。そしてその判断はある意味で正しいといえるだろう。なぜ
なら写真は、過去のある時点における空間を、媒体物の上に化学的に再現する技術
であると考えられるからだ。それは具象的再現ではあっても、時間性を切り取られ
た表象であるという点で、きわめて抽象的な意識の産物であるように思われる。し
たがってそれは記述性の補佐を成すことはできても、それ自体が記述性を成すこと
はできない。われわれは現代的なフォトロマンを目にすることができるが、その場
合ですら物語性は文字で構成されるのだ。 

衛生展覧会の場合は、展示物の中に写真が占める割合こそ少ないと考えられるもの
の(この点は検証が必要だが)、団体で見学する際に、それに先だって、教育的配慮
として映画が用いられていたことを見逃してはならないだろう。人々はあらかじ
め、講堂で幻灯や活動写真によって説明を受けていたのだという (14) 。そのため
実際の見学は、そうした映画に示されていたものを実際に肉眼で確認する作業とな
る。だからこの場合、同じような複製物である写真は極力斥けられることになった
のかもしれない。だが、ここでもう一つ注目すべきは、映画によって写真はある種
の記述性、物語性を獲得したという点である。写真が時間性を再び獲得する(それは
撮影時とは別の文脈に置かれた時間ではあるが)のは、映画をもってしてだった。 
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以上、写真が科学の現場でも、見世物の空間においてもマージナルな存在になって
いくことを概略的に見てきたが、一方でそれは記述性とかかわらないところ(例えば
絵はがきなど)や、記述性を補うことが重要となる場所(新聞や雑誌など)で多用され
ていく。さらに写真そのものが芸術として成立するという歴史もある。これらの問
題については、再び稿を改め考えていくこととしよう。 

注： 
1. Monique Sicard et al., "A corps et a raison : photographies medicales
1840 - 1920", Marval, 1995. 表題は「a tort ou a raison(是非はともかく)」とい
う仏語表現のもじり。 
2. ibid., p.11. 
3. Robert Pujade, 'La catastrophe et le phenomene', ibid., p.90. 
4. ibid., p.18. 
5. Monique Sicard, "L'annee 1895 - l'image ecartelee entre voir et savoir",
Les Empecheurs de penser en rond, 1994, p.27. 
6. ibid., p.30. 
7. ibid., p.42. 
8. ibid., p.55. 
9. タイモン・スクリーチ『大江戸異人往来』、高山宏訳、丸善ブック
ス、1995、pp.151-153. 
10. 同、pp.181-184. 
11. 吉見俊哉『博覧会の政治学』、中公新書、1992、p.124. 
12. 同、p.133. 
13. 田中聡『衛生展覧会の欲望』、青弓社、1994、p.54. 
14. 同、p.76. 

３.　写真考 - その３ 

１.芸術と写真のニッチ 

再び写真の発明期に注目してみる。1826年にニエプスが窓の外の風景を撮影する
ことに成功し、1839年にはダゲールの「ダゲレオタイプ」がフランスの科学学士
院に発表された後、1844年にはタルボットによる初の写真集『自然の鉛筆』が刊
行される。ここではまだ「写し取る」という技術的側面への驚異が示されているだ
けで、当然ながら写真家の創造行為という意識は介入していない。1849年にマキ
シム・デュ=カンが出版したというカロタイプも同様だと思われる。そこではまだ
記録すること自体が有用とされている。では、その創造行為としての意識はどこか
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ら生じてくるのだろうか。 

西村清和は著書『視線の物語・写真の哲学』 (1) の中で、タルボットたちが写真的
視線と肉眼の視線との違いにとまどい、またその記録性が絵画の伝統を破壊するが
ゆえに疎んじられる事態をまのあたりにし、徐々に写真を絵画的構図に合致させる
よう腐心するようになることを指摘している(p.16)。写真そのもののサロン出展
(1859)後、芸術家の側からの反発を受けつつも、写真は絵画の下敷としての役割を
果たすようになっていく(アングルが下絵に使い、やがては印象派にも影響を及ぼし
ていく)。西村はまた、やがて写真的視線が絵画を規定していくことも指摘してい
る。 

おそらくここには、市場での流通により写真が一般化していったことの結果が認め
られるのだろう。芸術はもちろん、それが流通する一つの空間を形づくっていたわ
けだが(サロンなど)、写真はここでむしろ、より裾野の広い、大量配布へと転じて
いく。高価であり露出時間も長いダゲレオタイプは、早々にカロタイプに取って代
られる。さらに1854年には「カルト・ド・ヴィジット」(名刺写真)が考案され、肖
像写真という形で普及していく。肖像画が古くから、貴族のみが所有できる特権的
な、従って限られたステータスシンボルであったのとは逆に、肖像写真は新興のブ
ルジョワジーをターゲットとし成功をおさめるのだ。西村はこれを「新しい自己像
の付与」という観点から読み取り、興味深い論を展開していくのだが、ここでは哲
学的議論は後回しにし、さしあたり、西欧において芸術との葛藤を経て、写真の見
つけたニッチが、芸術に対してより低い層、より広い層にわたっていたことだけを
確認しておこう。 

日本の場合はどうか。先に見たように、写真は輸入されるとすぐに民衆の見世物の
側に回収されていく。そこには、成立したばかりの「芸術(美術)」との葛藤すら見
られないように思われるのだ。つまり、日本における写真のニッチは、もとより芸
術のニッチと並存する形で、しかも急速に形成されていくのだ。そしてこのニッチ
の差は、その先まで長く続くことになるのではないだろうか。われわれはいまだ
に、芸術写真と称されるものに、どこか微細な「よるべなさ」のようなものを感じ
てしまわないだろうか。もしそうだとするなら、それはおそらく、芸術写真なるも
のがそうしたニッチ、あるいは先入観としてのカテゴリーの、境界線上に位置して
いるからではないだろうか。 

２.肖像写真のベクトル 

肖像写真は新興ブルジョワジーが自己像を得るための契機となった。だがそこから
はやがて、モデルという形で「写される側」が浮遊していく。西村の著書による
と、名刺写真は「近代市民社会の構成員としての自己像」を与えたものの、その者
を「ふたたびあらたなレベルで市場法則にしたがう商品へと疎外する」(p.110)ので
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ある。その一つは名士の写真であり、また俳優やダンサーの写真もある。後者はそ
の後のポルノ写真などへと繋がっていく系譜だ。前者は「人生の模範」というより
も、「自分の利害をもっともよく代表するひとびとに肩入れすることによって、自
分の未来をコントロールする」(同、p.106)ための装置となる。よく知られているよ
うに、記号学者パースは写真をイコン(自然との類似関係にあるもの)とした上で、
あらためてインデックス(自然と物理的な対応関係にあるもの)に分類している。西
村はこれをイコン=インデックスとしているわけだが、後者がむしろインデックス
寄りへと向かうのに対し、前者はイコンへと向かうのである。 

日本での写真受容の場合にも、これら二つのベクトルが見てとれる。特に見世物の
系譜につながる後者については、1891年(明治24年)に浅草の凌雲閣で開催された
「百美人展」などが挙げられるだろう。前者については1895年ひ(明治28年)に創
刊される各種雑誌の口絵写真が挙げられる。これらについて紅野謙介は『書物の近
代』 (2) において、軍関係者や各国君主の写真が採用されていることを指摘し、そ
の「写真効果が国家と戦争とを人々のまなざしの中で具体的なかたちとして視覚化
する」と述べている(p.168)。すでにしてそれは天皇の「御真影」につらなる系譜で
もある。 

紅野はまた、作家の写真についても多くのページを割いて論じている。それはいわ
ば、名士と俳優などの二つのベクトルが交差する場所にある。当初それは後者の側
にあった。なぜならまずは、女流作家の写真が流通するからである。文学者の写真
は「男性読者の、あるいは男性のまなざしを先取りした女性読者の好奇の視線の下
にさらされることを目的とした登場したのである」(p.171)。それはやがて「故人の
全集という形で」(p.173)前者のベクトルへと加胆していく。 

名士の肖像写真はここで故人の写真に連なっている。そもそも故人への崇拝とは、
いわば故人を一種の名士として扱うことにほかならない。葬儀で飾られる写真、仏
壇に飾られる写真は、いわば世俗の戒名(妙な表現だが)として機能しているのでは
ないだろうか。現在のところ、その習慣がいつどのように始まったかを示す具体的
な資料は持ち合わせていないのだが、いずれにしても、そうした写真はやはり人生
の模範としではなく、崇拝対象の側へ、聖なるものの側へと故人が移行したことを
示すイコンなのではないだろうか。いわば一種の聖遺物をなすということだ。その
意味で故人の写真は「御真影」とも反響しあうことが見てとれるだろう。縁談の際
の写真の利用が二葉亭四迷の『浮雲』に言及されていることを紅野は指摘している
が(同、p.162)、そのインデックス的な利用法の対をなすものとして、イコン寄りの
利用法も当然成立するだろう。イコンは交換呪術によって実物に結びついている(西
村、前掲書、p.30)のだとするなら、当然そこには、宗教的なもの(国家といった幻
想をも含めた)が宿らざるをえないだろう。 

バルトやソンタグが写真の中に「死」を意識するのは、まさにこのような意味にお
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いてだろうと思われる。西村は同書で、両者を批判し、「あった」「おわった」と
いう実在性こそが写真を見る経験なのだと論じている。バルトのいう死を、実際の
死ととればそれももっともだと言えなくはないのだが、バルトはむしろ、写真に宿
るメランコリー、あるいはなにがしかの呪術的なものの側面にヴィヴィッドに反応
しているのだと思われる。とするならば、写真がイコンへ、そして呪術の方へと開
かれている限りにおいて、それは「おわった」実在性だけを指し示してるわけでは
ない、と言うことができるだろう。写真はつねに、またすでに、社会集団における
機能を担わされているのであり、それによって時にはインデックスの方へ、時には
イコンの方へと揺さぶられるのだ。写真を見るという経験を西村は「未知のテクス
トの引用」(未知の物語の切片)としているが、それはあくまでそうした諸機能を捨
象した上での議論でしかなく、その経験は社会的コードや技術によってつねに狭め
られているのであり、われわれはその都度、なんらかの回路を経た上ででしか写真
と向き合うことができないのではないだろうか。とするならば、そうした多様な向
き合い方を決定づけている歴史的、社会的な力学が明らかにされなければならな
い。そしてそのためには、より巨視的な社会的受容の問題へと進んでいかざるをえ
ないだろう。宿題は山積みだ。 

注： 
1. 講談社選書メチエ、1997。 
2. ちくま学芸文庫、1999。 

（Text: 1998年4月～2000年03月） 

４.　ラジオと組織 

何回かにわたってラジオについてのノートを記していきたいと思う。メディオロジ
ーはいわゆるマスメディアを論じる狭義のメディア論ではない。だが、その問題系
に含まれる集団の力学を考える上で、ラジオはある種の特異な位置を占めているの
ではないかと思われるのだ。というのもラジオには、その戦時下での神話や、機械
を軸とするサークルの生成など、様々な付帯的意味作用が付されているからだ。そ
うした意味作用に光をあてること、それがこのラジオ考ノートの目標となる。 

戦時下のラジオという神話 

「第二次世界大戦時、ラジオはナチスによってプロパガンダに利用されていた。ナ
チスはラジオのファシスト的性格を見抜いていたのだ」とは、しばしば耳にする議
論だ。だが、仮にそれが政策レベルでの事実であったにせよ、実際にどれだけ効果
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があっただろうか。そもそもラジオはプロパガンダの流布に効果的なメディアなの
か。もしそうであるなら、ラジオのどのような特徴が、そうした流布を可能にする
のか。もしそうでないなら、ラジオはどのようにして、そうした神話を呼び寄せて
しまうのか。いささか素朴な問いではあるが、まずはそうした神話に関わる部分を
見ていこう。 

このラジオのファシスト的性格という神話について、佐藤卓己の論が示唆的だ。ド
イツの放送は「私的資本による公的な地方分権放送」( 1. )であり、ワイマール期に
は最初から非政治的な放送が目指されていた。1925年設立のドイツ放送会社も政
党利害の排除を掲げ、「ヒトラーの声を一度たりとも電波に乗せることはなかっ
た」( 2. )という。とはいえ、ラジオ演説が認められ、放送が中央集権化する32年以
降、ナチスはラジオをことごとく掌握するようになる。だが、ナチスのイデオロギ
ー宣伝が行われ、「ヒトラー青年団の夕べの集いで集団聴取され」る一方、「番組
構成が大きく変化したわけではなく、以前同様、音楽番組が7割近くを占め、ニュ
ースや政治番組は1割に満たなかった」( 3. )という。この傾向は戦時下も続き、戦
後は連邦主義的な制度に戻っていく。 

ここで注目されてよいのは、ラジオの集団聴取だろう。同じような事例が日本にも
見られた。竹山昭子によれば、日本ではラジオは国家が管理するものとして出発し
(1925年)、40年の情報宣伝政策の教化を経て( 4. )、戦時下では団体聴取が指導さ
れる。「隣組常会をラジオに合わせて開かせるというもの」という形式など、「政
府の指導する団体と放送とが合体して、団体を通じて下部組織に働きかけ団体聴取
を奨励している」( 5. )という。戦時下ですら音楽番組が圧倒的だったとされるドイ
ツに対し、日本のラジオは「報道と教養講演が70パーセントを越えており、音楽は
10パーセントに満たなかった」( 6. )といい、さらにその音楽も「勇荘な行進曲や軍
歌」であったりしたほか(開戦日)、「放送協会が最も力を入れたのは『国民合
唱』」で、「全国的合唱運動に指導的な役割を果たし」たという( 7. )。音楽もまた
組織的な指導に組み入れられていたということだ。ドイツをモデルとした日本の戦
時下の放送は、そのモデルを過剰に反復してみせる。だがここで注意すべきは、技
術決定論的にラジオが集団を組織したとは必ずしもいえないことだ。上の二著者の
記述からは、むしろラジオは集団の側に取り込まれた、あるいは取り込まれるよう
に指導されたということが窺える。集団はラジオに先行して組織され、ラジオは事
後的にその維持のために活用されているのではないか。 

ドゥブレの 組織論 の項目でも触れたように、大まかにいって集団を支える力学に
は、垂直方向の聖化と水平方向の対外排除がある。とりあえず今はこの単系のモデ
ルを批判しないでおこう。この図式をとりあえずあてはめてみるならば、ラジオに
は両方の力学を支える特徴があることになるだろう。まずは聖化だが、日本の場
合、玉音放送まで天皇の声がラジオから流れたことがなかったという点が重要だろ
う( 8. )。つまり、集団の想像的中心は隠蔽され、アナウンサーその他が聖なるもの
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の代りに視聴者に向かって語るのだ。この代理の構造によって聖なるものは支えら
れ、結果的にそれを中心とする集団が維持される。この点において、理念を中心と
しその代理として語ったヒトラーよりも、それをモデルとして反復する日本のケー
スは、いっそう過激な中心の聖化と、集団の強化とをもたらしたと言えるだろう。
しかも、ラジオが運んで来るのは声だけであり、そこに発話者の姿はない。視聴者
の側からすれば、遠隔に伝わる声はそれ自体が代理であるように響くだろう。すで
にしてラジオは発話者の代理となっているのだ。 

もう一つの対外排除については言を待たないだろう。戦時のプロパガンダそのもの
が、「敵国」を仕立て上げそれを糾弾することに始終するものだからだ。そしてこ
こでも、そうしたプロパガンダを伝えるのが声であることが重要だ。 キリスト教を
めぐる議論 でドゥブレが示唆しているように、口承性、即時性、身体性こそが伝達
作用においては重要なのだ。もちろんW.J.オングが言うように、ラジオを通じて語
られる、聞かれる言葉は書き言葉を経由した「二次的な声の文化」だ。だが「二次
的な声の文化において意識される集団は、一次的な声の文化において意識される集
団とは比べものにならないほど大きい」( 9. )のだ。対外的な排除の言説は、そうし
た意識をいっそう鮮明なものに仕立て上げるのだろう。 

ラジオ放送にこうした集団的意識を育む土壌が存在するとするならば、「集団聴
取」はその育まれた意識を視覚的に、あるいはより広く身体的に補完するものだろ
う。漠然とした帰属意識(国家という大集団への帰属意識)は、目の前に集っている
集団(国家的ヒエラルキーの末端としての寄合など小集団)により、いやが応にも強
化・増幅される。戦時下のラジオ放送の体制は、集団(大集団)の側に引き寄せら
れ、プロパガンダを担わされた。集団(小集団)もまた、ラジオのプロパガンダ向き
の特徴を強調するために利用された。これら二つのベクトルが相乗効果をもたらし
たのだ、と考えるられるのではないだろうか。 

もう一つ付け加えておくならば、ラジオがファシスト的な性格を持つと言う神話(以
上見てきたように、それはあくまで神話であり、実際には集団の利用との複合的な
作用があったのだと一応考えられる)もまた、ラジオが発話者の代理であると見なさ
れることと関係があるだろう。プロパガンダを担ったとして、発話者ではなく媒体
であるラジオが非難を受けるのは、そもそもその媒体が集団の中心に押し上げられ
ているからだ。媒体はスケープゴートと化している。その中心にはあらゆる欲望が
向けられる。同時にそれは卑しいもの、取るに足らないものとして放逐され、思惟
の対象には登らない。だが、ひとたび思惟または非難の対象に捉えられても(戦争終
結後など)、それは代理であるがゆえに、取り換えのきく存在として捨てられるだけ
ではないのだろうか。とするならば、ラジオを非難する神話もまた、まさにスケー
プゴートとしてのその意味作用を、新たに刷新するだけの機能しか持たないのでは
ないか。ラジオへの集中的な批判は、戦争の直接的責任を回避するためのレトリッ
クとして使われる可能性があり、つまりは旧来の体制を温存することに、密かに加
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胆してしまうことになりかねないというわけだ。「ラジオがファシズムを招いたの
だ」とはつまり「ラジオがなければファシズムはなかったのだ」というテーゼと表
裏一体になっているのであり、それは本当の責任の所在の隠蔽へ、あるいはラジオ
を利用して組織された集団そのものの維持・刷新へと繋がって行くのではないか。
ここに、技術決定論がはらむ危険、あるいは間隙がある。したがってわれわれに必
要なのは、そうした神話への批判的視座を絶えず持ち続けることに他ならないの
だ。 

＊　＊　＊

末尾にいささか横滑べりしたものの、この節では、戦時下の体制側による放送の利
用という、いわばトップダウンの方向でラジオと集団とを考えようとしてみたわけ
だが、単系モデルをそのままあてはめた点は今後見直す必要がでてくるだろうと予
想できる。それも課題の一つとなるが、それよりも前に、今度はボトムアップでの
考察もまとめてしかるべきだろう。このもう一つのベクトルをたどってみること
を、さしあたり次の課題としよう。 

注： 
1. 佐藤卓己『現代メディア史』、岩波書店、1998、p.159. 
2. 同、p.160. 
3. 同、p.163. 
4. 竹山昭子『戦争と放送』、社会思想社、1994、pp11-13. 
5. 同、p.15. 
6. 佐藤卓己、前掲書、p.167. 
7. 竹山昭子、前掲書、pp.21-22. 
8. 同、p.180. 
9. W.J.オング『声の文化と文字の文化』、桜井直文他訳、藤原書
店、1991、p.280. 

５.　ラジオと集団

愛好家集団の問題 

ラジオと集団(政治目的での)とが結び付くはるか以前、ラジオ(無線通信)の黎明期、
アメリカにはアマチュアの無線家が多数存在した(1900年代初頭)。一方、無線技術
はそもそも軍によって開発されたものであり、さらに商業利用もからんで派遣争い
がくり広げられた。第一次大戦前のアメリカには多くのラジオクラブが存在し、そ
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れら相互のネットワークも立上り始めていた( 1. )。そこではラジオは双方向メディ
アとして現れ、マニアたちがみずからの技術を競い、ひいては放送をも行って行
く。ところが1920年代になって、ラジオ受信機の販売と商業放送局の樹立が、ラ
ジオを一方向メディアとして一般大衆化していく( 2. )。 

一方、日本の場合も、ラジオが国家の管理の下に出発したとはいえ、それに先立つ
1920年代初頭には、アマチュアたちの多様な動きが見られたという( 3. )。フラン
スの場合も事情は同じだ。ジャック・ペリオーによれば、やはり第一次大戦直後の
頃は、番組という概念すら存在せず、ラジオは双方向の通信メディアであり、内容
を「聞き取る」というよりもそれが「聞こえる」ことにマニアが喜びを感じていた
のだ( 4. )。マニアは受信機を自作し、技術を競い合っていた。だがその後、廉価な
受信機の普及によって、ラジオは次第に娯楽メディアとして利用者に受け入れられ
ていくのだ。 

こうした黎明期に見られた愛好家集団はどのような力学において結成され維持され
ていたのだろうか。もちろんそれは厳密な意味での政治組織ではなかっただろう。
技術上の情報交換などをベースに緩い結束が存在したにすぎないだろう。だがそれ
でもそこには何人かのヒーローが存在し、同時に外部が成立していたはずだ。ヒー
ローの存在は容易に見てとれる。エッフェル塔からラジオ放送の実験をした人物と
して知られるド・フォレストが、15年以降アメリカで行った「ラジオ放送」はアマ
チュア無線家をひきつけた。ド・フォレストはアマチュア無線家のヒーローとなっ
た( 5. )。では彼らにとっての外部とは何だったのだろうか。それは同じ帯域を共有
する軍や、あるいは放送を事業化しようとする事業家たちだった。外部は規制とし
て立ち現れたわけだが、逆にそのことがマニアたちの集団としての輪郭を際だたせ
ていく。かくしてアメリカでは多数のラジオクラブが成立していく( 6. )。 

ところが第一次大戦において、そうしたマニアたちは軍に動員されて、しかも大戦
後はそれらのマニアがヒーローとなり、集団はさらに再生産されていくことになる(
7. )。かつて「外部」として現れていたものが、ここではむしろ集団の中に取り込ま
れていくのだ。するとそこに、新しい外部が出現する。それが「男らしさ」という
価値の介在である(ガレージ、むきだしの配線、etc)。少年にとってはラジオは通過
儀礼的な意味を担うことになり、女性はラジオにとっての外部になる。(この男女差
の問題はより包括的な検証が必要になるだろう。というのも、こうした区分はきわ
めてブルジョワ的なものであり、例えばピアノと女性との関係( 8. )や、交換手の女
性化の問題( 9. )など、合わせて議論の対象とすべきものだろう。性差の社会分布の
成立、これは検討課題の一つとして見過ごせない大きな問題だ) 

やがてラジオは大衆化し、マニアの集団は少なくとも相対化されていく。その際に
何が起こるかといえば、それは一つには集団をまとめるために仮構されるヒーロー
の不在化、そしてもう一つは外部の消失であることは容易に予想できる。前者はヒ
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ーローに充当される欲望そのものの失墜として見ることもできるだろう。技術性に
秀でているとされるヒーローの地位は、全般的な技術水準の上昇とともに相対的に
下降する。「受信する」ことがきわめてありふれたものになっていくのだ。一方で
ラジオに変わる技術産品(車、バイク、より近年であればコンピュータ)が登場し、
欲望はそちらの方へも振り分けられていく。こうしてかつてのヒーローたちは忘却
への道をたどるのだ。後者であれば、レディメードのラジオ受信機の普及が、女性
たちをも含む家庭環境へのラジオの浸透を呼び、女性の側が受信する行為の外側に
は置かれなくなっていく。「受信する行為」は集団化の契機として成立しがたくな
り、むしろ受信内容へと人々の欲望は注がれるようになる。これら二重の忘却に
よって技術が半透明化するのである。 

この作用は今現在のインターネットの普及過程などとパラレルだ。利用者の男女比
の推移などからもうかがえることだが、結局このブルジョワ的価値観はきわめて根
強く残っている。実際、70年代ごろの日本の学校教育の現場でも、例えば男子は
「技術」の授業で2石レフレックスラジオなどを作らされ、女子はその製作から排
除されるといった状況が大手を振ってまかり通っていた。そしてまた、そうしたラ
ジオ製作に長けている子がクラスの中で、一時的にヒーロー視されたりもするの
だ。そうしたブルジョワ的な価値観はどのように形成されていくのか。歴史的な問
いであるとともに、きわめてアクチャルでもあるこの問題を考えるためには、個別
の小集団を包接する大集団を考える必要があるだろう。だがここでそうした大きな
問題に踏み込むにはまだ準備不足だといわざるを得ない。さしあたり、もうしばら
くマニアの集団について考えてみることにしよう。 

内部と外部、そして媒体 

仮構された集団の内部においては、構成員としての各個人はヒーローを頂点に抱く
一種の階級構造の中に位置づけられる。仮にその個人が「集団」への帰属意識をも
たないにしても、少なくともヒーローに憧れつつ、自分にとっての最下の競争相手
と張り合うのだ。競争相手よりも技術的に秀でること、これがその個人のさしあ
たっての目標となる。それは自分の位置付けを高めることにほかならない。した
がって、たとえ明確に意識されていないにせよ、その個人はなんらかの階層に位置
していることになる。そしてこの競争相手や階層の位置を知らしめるのが媒体だ。
ラジオクラブの場合、その主要な媒体は雑誌の類であり、部品の専門店だった。ラ
ジオが真に媒体としての利用法を獲得する以前、それは「他者」と競うための、欲
望が向けられる「モノ」でしかなく、その欲望を導く媒体はその「モノ」以外の形
態を取るのである。モノそれ自体が、媒体(個人の欲望を運び、個人を集団に結び付
ける)の働きをするには、先行する媒体を必要とする。これは重要な点だと思われ
る。読書の形態を考えてみてもよい。書籍の流通はまず、口頭での読書、集団での
聴取という形態を取っていたではないか。口承を「音声言語という媒体」と見なす
ならば、書籍はそれを通じて「モノ」として欲望の対象となり、次いでそれ自体が
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媒体となっていったと考えられる。ラジオの黎明期に見られるのも、やはり同じ作
用ではなかったか。 

媒体は最初「モノ」すなわち欲望の対象として取り込まれる。それをめぐる各個人
の競い合いは、それがヒーローを頂点とする階層に組み込まれることにより安定す
る(競う相手のはあくまで同じ階層、もしくは一つ上の階層に位置する他の構成員で
あり、それもまた雑誌などの先行媒体を通じて仮構される。決して一気にヒーロー
そのものにまで挑むことはしないのだ)。安定化を支えるもう一つの軸は外部だが、
外部の存在を構成員に知らしめる働きをするのもまた媒体にちがいない。ラジオク
ラブの場合については、その媒体にどのような形で「外部」が顔を覗かせるのか今
後検証する必要があるが、ここではそれとは別に、道路網の整備に関するツーリン
グクラブの例を引き合いに出しておこう。ツーリングクラブはイギリスを筆頭に
1890年代にヨーロッパに出来た自転車愛好者の団体だ。自転車の競技会を開催す
るようなスポーツ団体、あるいは余暇のサイクリングを楽しむ趣味人の集まり(ブル
ジョワ階級が中心)だったのだが、その一方で道路行政に対する圧力団体にもなっ
た。ツーリングクラブの雑誌には、国の土木局の技術を糾弾する記事やその他の交
通機関を批判する記事が掲載されたりしているのだ( 10. )。非難・批判の対象は、
こうして集団にとっての外部として強く意識させられたのだろう。情報の拡散は集
団の緊密化と不可分なのである。同じようなことは、おそらくラジオクラブでも見
られたのではないだろうか。 

技術を取り巻く環境が法制化されメディアがなんらかの利用法で安定化する以前に
は、様々な拮抗関係が存在する。ツーリングクラブの例では、1920年代になって
ようやく政治的な争いは道路法の整備により一応の決着を見る。おなじくラジオも
また、1920年ごろに公共放送としての体制が整い、マニアは拡散され、ラジオは
家庭に入り市民権を得る。それ以前の拮抗関係は改めて問われなければならないだ
ろうし、この1920年代の大衆化現象もまた、改めて捉え直してみる価値があるだ
ろう。大衆化とはそもそも何だろうか。それは日常生活という身ぶりの中に組み込
まれることではないだろうか。ラジオをめぐる身ぶり、これがさしあたり次に検討
する課題になるだろう。 

注： 
1. 吉見俊哉『「声」の資本主義』、講談社選書メチエ、1995、p.183. 
2. 同、pp.189-192. 
3. 同、pp.200-203. 
4. Jacques Perriault, "La Logique de l'usage", Flammarion, Paris, 1989, pp.148-149. 
5. 吉見俊哉、前掲書、p.178. 
6. 同、pp.182-187. 
7. 水越伸『メディアの生成』、同文舘、1993、pp.79-81. 
8. 例えば、西原稔『ピアノの誕生』、講談社選書メチエ、1995、pp.120-154.など 
9. 吉見俊哉、前掲書、pp.120-126. 
10. C.Bertho-Lavenir, 'Lutte de classes et d'influence', "Les Cahiers de mediologie 2",
Gallimard, 1996, pp.133-134. 
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６.　ラジオと身体 

ラジオ体操 

卑近な例で申し訳ないが、現在30代以下の人なら、中学高校のころにラジオの深夜
番組を聴くために夜更けまで起きていた経験のある人は多いだろう。番組を聴くと
いうその行為には、おそらく二重の意識が関与していたはずだ。一つにはラジオの
パーソナリティを中心として全国にいるリスナーと「幻想的に」繋がっているとい
う意識、もう一つには学校の、しかも教室内の狭いサークルの中で仲間と繋がって
いるという意識だ。前者があくまで想像的なものでしかないのに対して、後者はよ
り具体的な関係だ。放送の翌日には、その番組を話題として、連帯関係を容易に確
認できるからだ。あるいは確認がなされないこともある。だがその場合ですら、番
組の聴取は想像上、そのサークルに帰属する。番組を聴くという行為は、一義的に
は後者のような小サークルの連帯関係に従属するものとなるのである。視点を変え
てみるならば、サークルの維持のために番組聴取がなされるのである。 

前者のマクロな帰属意識と、後者のミクロな帰属意識は、メディアの介在にとって
必須といってよい現象であるように思われる。それはなんらかの聴取の形態を突き
付けてくる。いわば身体を拘束するのである。その顕著な例として挙げることがで
きるのがラジオ体操だろう。高橋秀実『素晴らしきラジオ体操』 (注1) によると、
アメリカの生命保険会社が1925年に考案したラジオ体操は、1928年に日本に導入
された。だがそれ以前に、すでに日本にはラジオ体操が受け入れられる素地が存在
した。それが国民体操であり、それを広めた母体には文部省所轄の修養団という組
織が存在した(pp.70-84)。さらにそうした流れにいたる源流には、神道の禊、それ
に続く高木男爵(元海軍医)の国民運動(禊のダイジェスト版)があるという(p.91)。こ
れらの基層の上にラジオ体操は成り立っている。いずれにしても大事なポイント
は、ラジオが先にあってラジオ体操が組織されたのではないということだ。ラジオ
体操はあくまで後発であり、それを受け入れる集団はすでに存在していたのであ
る。そしてその集団は、たとえ全国網で組織されていたにせよ、きわめて地域的
な、ミクロな集団だった。 

定着するにしたがって、ラジオ体操は一つの「共同幻想」を生んでいく。そしてそ
れは台頭しつつあった軍部によって利用されることにもなる。まずもってラジオ体
操は昭和天皇の即位の大礼に「奉納」された。だがそればかりではない。高橋は、
国際連盟脱退当時、ラジオ体操パンフレットなどを通じて「愉快」という言葉が頻
出することを指摘し、「非常時ゆえの『愉快』」つまり「みんな揃って同じだと確

21



認できる心地よさ」が鼓舞されたことを明らかにしている(p.142)。そのようにして
煽られたもの、それはマクロな共同幻想にほかならない。そしてその成立を支えた
のが、ラジオ体操そのものの「神話化」である。つまり、ラジオ体操で心身が改善
されるといった類の話が、雑誌などの他メディアをも通じて(無論、ラジオそのもの
もそれに加胆している)流布されていくのだ(同書の第5章を参照)。 

神道の禊からの系譜をもつラジオ体操が、新たに神話化される。神話のこうしたい
わゆる再生産過程、循環構造こそが重要だ。ミクロな集団にメディアが吹き込む神
話作用は、そのミクロな集団をより大きな、マクロな世界に接合していく。そして
それはたえず繰り返され強化されるのだ。こうした図式は今なお生きている。メ
ディア的に作られる映画、テレビドラマなどのヒット作は、テレビ時代になって
も、同じ図式に従っているように思われる。あるサブカルチャーを共有するミクロ
な集団に、なんらかの媒体がリファレンス(としての神話)を吹き込むことによっ
て、その集団は同じリファレンスを共有する他の集団と幻想の上で繋がっていく。
そしてそのことに無自覚であるならば、時に危険な事態をも招きかねないのではな
いだろうか。 

メディア/集団 

したがってそうした神話作用は、ラジオにのみ関与する事態ではない。ここにはさ
らにもう一つ、メディアに対する身体の関わりから見えてくる集団の問題系があ
る。ラジオ体操は、放送される音楽と運動の指示に従って体を動かすことを「強
制」する。だが実際にはそうした強制力は、そこに居合わせる集団、その者が帰属
する(たとえ一時的にせよ)集団からもたらされている。体操の場合はその集団がき
わめてはっきりと見えている。だが最初に記した深夜番組の場合、それは必ずしも
明確に意識されない。多くの人は、単にその番組が「楽しい」から聴取しているの
だと考えている。むろん、そういう側面もあるだろう。だが、そこに密かに、帰属
することの快楽、「みんな揃って同じ」という快楽が入り込んでいる。いわば、メ
ディアが(あるいはメディアが仲介する対象物が)前面に出ることによって、集団が
隠されてしまうのだ。 

この事態を、アドルノは音楽の社会学的検討の際に厳しく批判していた。例えば
『音楽社会学序説』 (注2) の次のような一節を見てみればよい。「音楽上の事柄に
は、音楽のさまざまなタイプにそれぞれ関心をいだくグループごとに、断固とした
ものでこそないがきわめて効果的な世論が存在する。これが伝播してそのステロ版
をつくり、そしてその逆が生じる。このステロ版は、世論の形ができるときになっ
てそれに色をつけるというのではなく、すでに一見初歩的な反応形式をあらかじめ
決定するもの、あるいは少なくとも、それらの構成要素の一つであるかもしれな
い。(...)おそらく無数の人間が、世論によってその手に与えられたカテゴリーに従っ
て聞いているのであり、直接与えられるもの自体、それそのものの中で仲介を経て
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いるのである」(pp.283-284)。媒介作用はこうして一種のかくれんぼ遊びに興じる
のだ。だが実際にメディアが媒介するものの受容に際して、その姿勢を規定してい
るのは、受容者が実際に、あるいは想像上で、帰属している集団にほかならない。 

われわれはおそらく、そうした集団への帰属と、メディアがもたらす媒介作用から
完全に自由になることはできないだろう。ならばどうするか。少なくとも、そうし
た媒介作用を捉えようとし、そこに逸脱がないかどうかに留意していなくてはなら
ない。高橋は前掲書において、戦時中の体操熱について「『御国のために」と言っ
ていたのは、真のラジオ体操人ではなく、御用ラジオ体操人だったのであ
る」(p.168)と述べている。つまり国のため、国民精神のためなどと公言していたの
は一部の関係者にすぎず、多くの一般大衆は、ただ楽しいがために体操をしていた
というのだ。だが、こうした記述は大きな落し穴になりかねない。それこそがまさ
にメディアの戦略なのであり、イデオロギーの最も巧妙な侵入をなしているともと
れるのだ。身体を動かすことが一つの楽しみであるのは間違いないだろう。だが、
集団が形成され、相互監視の目が光っていることを、その楽しみが忘れさせてしま
うのだ。フランス語でいうDivertissement(ディベルティスマン)である。メディア
の自己削除機能は、メディアそのものだけでなく、それが仕えている集団、それを
利用している集団をも視界の外に押しやってしまうのではないだろうか。そうなる
と、対象だけが残る。そして、そういう事態になっている時こそ、隠されてしまっ
ている部分を意識に乗せるよう、最大限に留意しなければならないのではないか。
それがあって始めて、はぐらかしの戦術も行使できるようになるだろう。そして
今、それは急務であるようにも思われるのだ。 

注： 
1. 小学館、1998。 
2. アドルノ『音楽社会学序説』、高辻知義、渡部健訳、平凡社ライブラリー、1999(原著は1962)。 

（Text: 1999年5月～2000年3月）

（プレリュード）

伊能忠敬展レポート 

(江戸東京博物館 98年4月21日～98年6月21日) 

地図という視線(まなざし) 

地図という俯瞰的な視点の成立には、おそらく領土の所有という概念が不可欠であ
る。李孝徳『表象空間の近代』に示されているように、最古の日本地図で、江戸初
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期まで典範となった行基図は、ごく大雑把な諸国の寄せ集めのように見える。この
展示会でも参考展示として 『行基菩薩説大日本国図』 が出品されていた。さらに
石川流宣の 『日本海山潮陸図』 (1691、元禄6)、長久保赤水の 『改正日本興地路
程全図』(1779、安永8) なども見られた。再び『表象空間の近代』によれば、行
基図に近代的な国土の輪郭が獲得されるのは、マテオ・リッチの地図にみられるよ
うな外部の視点が取り入れられてからだという。 

近代的な地図の特徴である均質的な扱い、緯度経度というグリッド(格子)への従属
は、長久保赤水のころからみられる。だが、それがより顕著になっていく過程にお
いて、伊能忠敬の地図は現れる。そこには、幕府の領土にまつわる関心の高まりが
対応しているにちがいない。忠敬が全国の測量を始める1800年の直前には、ロシ
アのラックスマンが根室に到着している(1792)し、東蝦夷地が幕府の直轄地となっ
ている(1799)。近藤重蔵のエトロフ探検もこのころだ(1798)。実際、幕府の命に
よる忠敬の全国測量は、蝦夷と奥州街道から始まっている(1800)。きわめてポリ
ティカルな行程だったと言えるだろう。 

図像としての伊能図 

展示会場に入ってまず圧倒されたのが、いわゆる大図と呼ばれる巨大な地図だ。さ
らにもう少し小さい中図、よりコンパクトな小図にいたるまで、街道を中心に山々
が描きこまれているが、いずれも海岸線からの視点がとられている。半島部分など
では、両側の海岸線から見た視点がぶつかりあっている。文字の書き込みも、実に
多方面からなされ、まだ一定の視点を獲得しているのではないことがわかる。そも
そも北が上になっているわけでもない。そうした視線の慣習は明治期の地図になら
なければ獲得されない(伊能図を元に作成されたという明治期の地図数点に、その変
遷がやや見てとれる)。だが、この多視点性、そして描きこまれる慣習的な、決して
写実的ではない山々に、近代において変容され失われた領土観が見てとれると思わ
れる。あたかもそれは、西洋の科学がもたらしつつあった均質性に、とまどい、そ
れゆえおびただしいまでに繁殖した視点であるかのようだ。領土はあらかじめ輪郭
として与えられるのではない(それが輪郭として成立するには、外、あるいは超越的
な視点が必要になる)。ここに見られるのは、あくまで内部から、内部にとどまりな
がら四方を見渡す視線なのである。 

伊能忠敬の方法 

忠敬がなぜ測量と地図作成に関わるようになったのか、本当のところはわかってい
ないのだという。江戸に出て天文学、暦学を学ぶようになるのは50歳になってから
で、それ以前は酒造業で成功をおさめていた。蝦夷地の測量に出かける時には55歳
になっていた。展示会の要覧『忠敬と伊能図』に井上ひさしが寄せている一文で
は、吉宗による西洋の書物解禁後、民間の学問好きが天文、医学、数学などで活躍
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するようになり、結果が歴然と出てしまうそれらの学問では、幕府お抱えの天文方
などよりも民間の方が優れた成果を出すようになっていたという。事業での成功が
背景にあり、忠敬は測量器具などの購入にも躊躇しなかったのだろう。1次、2次の
測量ではみずからのポケットマネーをつぎ込んでいる。 

当時の測量器具も展示されている。直線距離の計測に用いられる 梵天 (ポール)と、
曲がり角の方角を測定する一種のジャイロコンパスである 杖先羅針 が最も重要な
器具で、それらを用いる計測方法が「道線法」であり、それを検証するための目標
物への方位線の収束が「交会法」と呼ばれる。そうした地上の測量結果は、 象限儀
をもちいた天文測量によって確認された(以上、要覧より)。天文測量の当時のテキ
ストとして、仏人ラランデ(LA LANDE)の暦書のオランダ語訳、さらにその邦訳で
あったラランデ暦書管見が展示されている。こうした西洋の書物と器具の流入が、
視線の地殻変動をおこしていく様の一端を、この展示会に見た思いがする。 

（Text: 98年6月）
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Ⅱ.　「メディオロジー的なもの」へ

１.　シモンドン再び - 個体論について 　共・存論、亡霊論との関わり 

シモンドンの「個体化」論 

ジルベール・シモンドン(Gilbert Simondon)の『技術対象物の存在様態』(1958
年)について、以前 簡単に概略を記して おいた。同書(特にその前半)では、技術対
象物が示す収斂のプロセス(異質な要素が結合しシステムが刷新されるプロセス)を
描き、人間が機械と「疎外」ではない関係を結びうることを論じていた。だが同時
にこの収斂のプロセスと人間との関わりは別の問題系を内包していたのだ。つま
り、技術対象物と人間との間にも、異質な要素の結合という意味でシステム論的な
変動の可能性が見てとれるのではないか、ということだ。関係の変化ということで
ある。この関係性のダイナミズムということで言えば、人間そのもの、あるいは人
間社会そのものも、システム論的に考えることができることになる。シモンドンは
こうして、「個体化」という汎用の概念にたどり着く。それは同時に、存在論から
発生論へ、あるいは関係論へのシフトでもあった。 

博士論文の後半部分だという『心理的・集団的個体化』("L'individuation
psychique et collective", Editions Aubier, 1989)は、このように存在論の刷新と
して読むことができる。例えば1864年ごろにマクスウェルによる電磁場理論に
よって、それまで別々に研究されていた電気と磁場とが統合を果たしたように、人
文科学においても同じような成果を達成できないかというわけである(pp.34-35)。
この場合、それは心理学に属する個人のメンタルな現象と、社会学に属する集団の
現象との統合だ。その際の鍵となるのは、「情報」の理論である。この場合の「情
報」とは、物量的な意味ではなく応力(テンション)としての意味で使われている(例
えば写真のコントラストの度合などを思い浮かべればよい)。そして主体が世界と結
ぶ関わりは、その間の信号の応力に依存する。しかも複数の信号の応力は相互に拮
抗しあい、主体はそれを何らかの形で解消しなければならない。そしてその解消こ
そが知覚にほかならない。知覚とは互換性の問題の解消なのである(p.91)。 

情報の応力とは「あらかじめ決められてはいない受容体(レセプタ)によって、ある
シェーマが情報として受理されうる可能性」(p.54)に応じて高まる。形が与えられ
るためには、そうした情報の応力と、それに拮抗するような環境のエネルギーとが
前提になるのだ。形が与えられるとは個別化・ 個体化(individuation) することで
ある。そして個体化がなされれば、それまで一体だったもの(前個体
：preindividuel)が、個体と環境とに「位相化」されるのである(p.13)。あるいはこ
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れを分節化と言ってもよいかもしれない。 

だが、ひとたび個体化がなされても、それで安定した個体／環境がそのまま維持さ
れるわけではない。なぜなら環境には相変わらずエネルギーが満ちているからだ。
それは個体と拮抗したままであり、場合によってはそこから別の形で新たな個体化
が生じる可能性もある。この状態が 「メタ安定性」(metastabilite) だ。この状態
(エネルギーをため込んだ状態での安定)はそもそも最初の個体化においてもすでに
見られていたはずである。それがエネルギーの 「転導性」(transductivite) を介
して個体化を引き起こす(p.16)。人間の場合を考えてみよう。人間はまず生物個体
として環境から分節される。だがそれだけでは十分ではなく、生まれついた人間個
体は同時に社会的存在として社会のシステムの中に組み込まれる。つまり個体化の
「後に」さらなる個体化が続く格好だ(時間的にという意味ではない)(p.126)。シモ
ンドンはこれを個人化と呼び、個体化とは区別している。それはいわば言語学でい
う「二重分節」のような理論的概念だろう。 

この理論的概念の射程距離は長い。例えば社会集団についてもこの概念は適用しう
る。グループに属するということは、あらかじめグループがあってそれに新規加入
者が加わることではない。「そのグループに加わる個人」として個体化が生じると
いうことなのだ。それによって諸関係のシステムとしてのグループもそれまでのグ
ループとは違ったものになる。たとえそれが感知できずともだ。また、それに加わ
る者としての個人(それもやはりシステムだ)も、それまでとは別様に個体化された
個人となる。当人にとって加入は新たな「誕生」なのである(pp.183-184)。シモン
ドンによれば、信仰という現象(それはまさにメディオロジーの根本的主題なのだ
が)、信仰対象というレフェランスの意味の発見されていく過程にほかならず、いわ
ば集団的な個体化が存在しつつある状態なのだ(p.186)。信仰はグループにとって、
一面では解体・変容の現象なのである。 

ナンシーの共・存論への接合 

あらかじめ存在する二項の間に、後から関係が成立するのではないとする点で、シ
モンドンの個体化理論は、ジャン=リュック・ナンシー(Jean-Luc Nancy)が『複数
的な単一者であること』("Etre singulier pluriel", Galilee, 1996)で素描した「共・
存」(etre-avec)による存在論の読み換えに呼応していると見ることもできる。ナン
シーの基本的な議論は次のようなものだ。「在る」が意味として与えられる以上、
それは間隔を前提としており、常に他の何かと「共に在る」ことになる。他の何か
は個々の独自性であり、それは一つではありえず常に複数ある。これを一つとみな
してしまうがゆえに、「他者」(大文字の)が仮構されてしまうのだ。だが実際には
複数の他者(小文字の)がいるだけだ。つまり「在る」こととは常に複数の他者と関
係が結ばれていることなのだ。 
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このラディカルな「連帯論」は、フロイトの自我論や資本の問題などに根本的な批
判を突き付ける。自我論のエスや超自我は実は自我と「共に成立したもの」(co-
constitution)だ。一方のシモンドンも、主体というものは3つの位相、つまり前個
体化部分、個体化された部分、超個体的部分を統合するものとしてあると述べてい
る(p.205)。また、資本の問題についてナンシーは、マルクスにおける経済主体が
「共に独自な」(co-orginaire)主体であるのに、交換によってその「共・独自性」
が姿を消してしまい、主体は単に生産を示す象徴でしかなくなってしまうとしてい
る。そして資本は「社会的存在(共に在ること)」の疎外でしかなくなってしまう。
資本はその一方で、共同体的でも個人でもない単数的・複数的配置を如実に示して
もいる。ナンシーはそこに共存の新たな存在様態とでもいうべきものの可能性を見
出そうとしているようだが、システムというものが絶えず次の個体化を準備してい
くという意味では、おそらく資本に転導性を引き入れるものの一つは技術だという
ことになろう。 

シモンドン自身は経済についての議論はほとんど行っていない。だがその技術論
は、ある意味で経済の問題をも包摂しうるように思える。繰り返しになるが、シモ
ンドンは前著で、人間が機械に隷属しない形で機械との関係を結ぶことを論じてい
た。そして本書では、グループにおいても、意味が失われステレオタイプ(排除/包
摂など)に陥り閉じてしまう「共同体」ではなく、価値の諸レベルが無限を織りなす
ような「社会」の回復こそが奨励されている。その中では人間は、組織に隷属する
ことなく活動を行うことができるのだ。そして人間の行為は、他の複数の行為を生
じさせる(転導によって)ものでなくてはならない(p.243)。それこそが「倫理」なの
であり、個体化理論から導かれる帰結なのだ。 

技術はその中で、人間を世界に向き合わせるものでなくてはならない。資本主義の
拡大はナンシー流に言えば「共・存」を隠蔽し、疎外された形の存在論を突き付け
てきた。ならば技術はその硬直化した存在論を揺さぶり、再び「共・存」を見出す
ための契機になりうる。ただしそれは人間が技術にも組織にも隷属しない限りにお
いてだ。技術はおそらく、資本主義を支えていると同時に、そこに割け目を導いて
もいるのだろう。資本主義がシステムである限り、そこにもまた次の次元の個体化
を開く契機が宿っているはずである。が、この問題は、さしあたり宿題として残し
ておこう。 

デリダの亡霊論への接合 

シモンドンは個体化論によって心理学的事象の刷新をも試みている。シモンドンは
感情や感動を、主体(包括概念としての)の中に、前個体が「現れる」状態を言うと
している(p.211)。前個体はいわば個体化の前提でもありその残余でもある。いずれ
にしても感情はいわば「個体性の穴」(p.102)をなす。それは欠如(不在の現実性)で
あり、これが死者への恐れを、ひいては儀礼を導くとされる。感情によって前個体
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が集団的な個体化の媒体をなすのであり、精神性は、個体化した存在の、集団に対
する関係の意味作用にほかならない(pp.105-107)。 

デリダが『マルクスの亡霊』("Spectres de Marx", Galilee, 1993)で示す亡霊の概
念、それは思惟対象にならないものの、時に「現れ」てくるものであり、分散概念
のとしての他者性(大文字の他者ではない)と言ってもよいと思われる。それは位相
としてはシモンドンの「前個体」の領域と見事に呼応している。東浩紀『存在論
的、郵便的』(新潮社、1998年)では、それは宛先に届かない郵送物の「デッドス
トック空間」だとされる。亡霊が「現れ」るのは、おそらく技術的な媒体を介して
のことだろう。亡霊(spectre)は「肉体として生成する過程」であり、すでに受肉し
ている精神(スピリット：esprit)から区別される。ならば亡霊とは前個体における進
行中の個体化にほからなないのではないだろうか。とすると、ここから新たな展望
が開けてくる。 

デリダは西欧における亡霊の回帰、とりわけフクヤマなどのネオ・リベラル派の言
説(リベラリズムの亡霊だ)を前に、マルクスの亡霊を召喚しはらうための戦略を張
る。だがそのためにはマルクスの理論が「現状に適合できる」よう翻案されなけれ
ばならないという。そしてマルクスによるシュティーナー批判から亡霊の議論を引
き出してくるのだが、亡霊とはそもそも「見られることなくこちらを見ている」も
のなのだ(したがってマルクスもシュティーナーも除霊には失敗せざるを得ない)。
この幽霊的位置どりにおいて、技術は亡霊から見られるものとしての、身体の延長
にほかならない。生きた身体すら亡霊にとっては人工補綴器なのだ。ということ
は、技術は亡霊にとっての媒体をなす。つまりそれは前個体にとっての媒体だ。亡
霊が出現するのは技術という媒体があるからなのではないか。デリダ自身、出現の
速度ということを問題にしている("Spectre...", p.93)。 

媒体、あるいは技術の変化は、亡霊の出現にも影響を与えるだろう。そして亡霊論
を考える上できわめて重要なのは、見過ごしてはならない点として、亡霊は単に出
現するのではなく憑依するということだ。憑依論こそが重要なのである(デリダは存
在論(ontologie)に変わる憑依論(hantologie)を提唱している)。それはいわば、個体
化した存在の中に前個体が侵入し、個体化した存在そのものの再個体化をもたらす
プロセス(半ば強制的な)だろう。シモンドンは「個体性の穴」というが、それはむ
しろ穴から噴出し、個体化した存在のメタ安定性を突き破るものなのではないだろ
うか。単一の穴(欠如)を象徴として儀礼が組織されるのではなく、むしろ穴は複数
あり、そこから噴出するものが憑依者として儀礼をもたらす(促す)のだとしたらど
うだろう。そうした不意の侵入、儀礼の強制もまた技術によって導かれ支えられて
いるのだろうか。もしそうだとしたら、技術について、よりラディカルな批判が必
要になってくるはずだ。しかもそれは急務であると言えるだろう。世界を席巻しつ
つあるリベラリズム、あるいは帝国主義や右傾化、原理主義などの問題を向かえ打
つには、そうした根源的な批判(デリダに続く)が何よりも必要になるだろうから
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だ。だがこの問題もまた、ここでは宿題として取っておかざるをえない。 

いずれにせよ、このようにシモンドンの議論をナンシーやデリダの議論へと接合す
ることによって、再び共振を起こさせ、文字通り新たに「個体化」を促していくこ
とができることは間違いないだろう。 

（Text: 99年11月）

２.　中井正一の再評価に向けて （その１）
「委員会の論理」について 

戦略的社会関係論として 

雑誌『InterCommunication』12号(NTT出版、95年)に、ドゥブレ(ドブレ)のメ
ディオロジーを紹介する一文が掲載されている。その中で、著者である上野俊哉
は、1936年に中井正一が発表した「委員会の論理」に触れ、この「先駆的作業」
において中井が、「人間を『付託する存在』と規定し、他のものへの媒介作用をそ
の本質とした」と述べている。そこではさらに、「その場合の媒介作用は単なる中
間者としての『メディウム＝媒体』ではなく、自らが複数的に分裂する契機をもっ
た『否定的な媒体＝ミッテル』であるとしている」ことが指摘されている。この指
摘は、上野の最近の著書 『ディアスポラの思想』(筑摩書房、1999) においてさら
に展開し、「主体の二重性」という側から中井の思想全体に迫っていこうとしてい
る。その議論自体は、日本においてディアスポラ(離散：もとは離散したユダヤ人を
指す)を考えることの意味を探ろうという同書全体を貫く視座にきっちり組み込まれ
ている(この視座には疑問もないわけではないが、とりあえずは置いておく)。確か
にこれは刺激的な読み方だ。だがここでは、あえてもっと素朴な、あるいは愚直な
読み方を通じて、「委員会の論理」から引き出すべきものがあるかどうかを探って
いこうと思う。とりあえず、主体に関する議論はあくまでベースとして捉えてお
き、そこから飛翔しうる射程そのものを捉え直そうということだ。以下、そうした
ことを念頭に置いて、中井のテキストの概略を見ていくことにしよう。 

「委員会の論理」アウトライン 

「委員会の論理～一つの草稿として」(ここでは 『中井正一評論集』(岩波文
庫、1995) を参照している)論理学が一様化されている、という危惧から書き出さ
れている。同文庫の解説(長田弘)によれば、ここでいう委員会とは、 媒介 という意
味で使われている。さて内容のアウトラインを見ていこう。論理学とはそもそも、
ギリシア時代においては「いう言葉の合理性(いわれる論理)」(説得的意味付け)をな
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すものであった。それが中世以降、「書かれる合理性」(主観的意味づけ)となり、
後に「印刷される合理性」(商業的・市民主義的意味づけ)となっていく。そこにい
たり、論理には永遠の世界があるという考え方が浮上する。論理は「機能」と化
し、一般性が疎外される(認識論からの分離)。この第三の段階になると、論理学は
いきおい専門化してしまい、一部の「専門技師」が一般概念を占有してしまい、大
衆はその表象のみをもつに過ぎなくなってしまう。大衆には無批判性が付与されて
しまうのだ。そしてここにおいて、委員会の論理が、こうした状況への対応策とし
て構想される。 

いわれる論理と書かれる論理とは、討論と思惟とに対応する。それらは「確信」と
「主張」を軸に構成されている。確信とは批判的是認、意味の質的構成であり、一
方の主張とは批判的是認の是認、意味の量的構成だ。こうした両者の析出は、「虚
言の構造」によって可能となる(内的確信の否定の承認を外的主張の肯定で求めた
り、内的確信の肯定の承認を外的主張の否定で求めたりすることがある)。この虚言
の構造は、否定判断の契機に結びついている。なぜなら、肯定判断しかないのであ
れば虚言は生まれえないからだ。否定判断においてはまず問いかけがなされ、その
後に評価が下される。肯定判断(ただ受容すること)から否定判断へと移行する際に
は、現実の再検討を経由しなければならないのだ。そしてその現実の再検討と
は、「社会の具体的構造の中での評価」であらざるを得ない。これはすなわち、社
会組織的批判を導き入れる契機となる。いわば外的評価であり、そこにこそ討論の
余地が介在する。かくして書かれる論理、つまり文字の論理といえど、いわれる論
理、すなわち口承性の論理に繋がっていることになる。 

印刷される論理の段階になると、抽象化、すなわち論理(機能概念としての)と記憶
概念とが分離していくのだが、そこには技術と生産とが介在してくる。自然に働き
かけ自然を変化させ、ひるがえって自分をも変化させる生産行為は、目的性(労働
力)、対象、手段(道具)を前提とする。そして技術(労働力と労働手段を合わせ持つ)
とは、「自然系列要素」と「人間的系列秩序」とを媒介するものだ。するとそこに
は「予期せぬ秩序」が成立する。例えば時間だ。自然的時間は、技術の介在によっ
て「引き曲げ」られる(実験的時間)。あらゆるものが「引き曲げ」られ、それらは
機能性として抽象化される。こうして先の疎外状況が生まれていくのだ。機能の論
理は分業を招き、存在の生産は商品性をもつようになり(「である」から「がある」
へ)、そこに無批判性が表裏一体のごとくに張りつく。 

専門化がこうした論理によって必然的に導かれるのであれば、それらが「組織的協
同性」から遊離するのもまた必然となるだろう。先の無批判性とこの無協同性から
概念を救うべく、用意されるもの、それが審議性(思惟と討論の総合)と代表性(技術
と生産の総合)だ。これが委員会の論理というものの内実となる。委員会とはこの場
合、組織そのものを指すのではなく、あくまで審議と代表を媒介する機構を指すも
のと考えられる。両者が織りなす往還運動(それは実践の論理だ)によって、主体の
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回復を試みること。それが中井の戦略だ。 

展望 

以上が概観だが、中井の議論においては、最初の「いわれる論理」の合理性(それは
主体を構成する基本的な契機だ)が通奏低音をなしているように思われる。歴史的に
展開した各種の論理(いずれもそれは媒介作用の結果として現れる)を統合しつつ、
新しい土台の上に主体の概念を回復(あるいは刷新)する「委員会の理論」とは、と
りもなおさず、最初の口承性を新たな舞台に乗せるための装置として機能するだろ
う(中井は現存するとされる二つの委員会(組織形態)をともに批判する。一つは会社
専属の技術委員会、もう一つは研究的委員会だ。前者が商品性と無批判性を増長す
る。後者は内部の競争性を維持しているがゆえに、縄張的根性を育む土壌となる。
肝心の組織協同性はどこに見出されるのか、というわけだ)。中井が探る委員会(媒
介機構)の論理は、あくまで審議を基礎としている。審議の結果を委託と実行(代表)
に付し、さらにその結果を審議にフィードバックするという、いわば開かれた機構
形態だ。また、無限のフィードバックを可能にする動的な組織という言い方もでき
るだろう。 

一見、これは単なる代表制民主主義における議会と行政府の概念化のようにも見え
る。さらにまた、この媒介の論理というものが、貨幣の流通機構とパラレルな関係
にあることがわかる。「言葉」を「価値」に置き換えてみればよい。貨幣において
生じている貧富の差が、概念をめぐる専門家の占有と大衆の無批判性に対応し、い
わば国家による経済政策と介入行為が審議性や代表性に対応しているかに見えるの
だ。しかし、そうして現実に存在する貨幣装置において、経済主体が主体として回
復しているとはとても言えないのではないか、という疑問が頭をもたげてくる。で
は中井の「委員会の論理」にも誤謬がないとはいえないのではないか、という疑問
が生じる。 

だがここには決定的な差異がある。当り前のことだが、経済主体の主体性とは単線
的な主体性でしかない。一方の中井的な主体とは、包括的な(たとえ疎外され引きさ
かれていようとも)主体だろう。貨幣の担う尺度化された一元的価値とは違い、確信
や主張における価値は、すでにして多領域的な編目の中にある。専門家の占有と大
衆の無批判性という「疎外状況」は、そうした多元的価値について、概念そのもの
と概念の表象(中井の用語に従えば)とが分離することによって生じる。したがって
それは富の大小とパラレルにはなりえない。問題は、概念そのもの(つまり概念が産
出される現場)と概念の表象(産出された概念の流通)との間に橋をかけることにほか
ならない。どうすればよいのか。両方の過程に相互交流の道を開くのだ。専門家は
別の分野においては大衆に伍する。だがその専門家のもつ概念が、その別の分野の
概念に影響を与えることは十分に考えられる。逆もまたしかりだ。たとえば、ダゴ
ニェが言うように、ペストを媒介するものがネズミであったことは、病気の蔓延状
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況を地図に書き留め空間化しなければ発見されなかった。ダーウィンは、進化論を
記す上で参考になったのはマルサスの人口論とライエルの地質学原理だけだったと
述べているという(松浦寿輝『知の庭園』)。異質なもの同士の間に回路を開くこと
は、豊かな内実、まさに協同性というものをもたらす可能性にあふれている。 

委員会を媒介(媒介機構)と読み換えるように、代理性や審議性も読み換える必要が
ある。代理性とは異質なものへの委託であり、審議性とは異質なものの受容・検討
を指すと捉えてみよう。するとそれは、代理性民主主義のような、中央集権的な機
構ではなく、それが複線化・多数化したような、一つの交流空間として開きうるこ
とがわかる。貨幣制度が一元的価値にもとづく限り、いかに代理性・審議性(語の本
来の意味で)を統治機関に付与したところで、経済主体が主体性を回復することは難
しい。だが、複数の価値の間で、相互に反響しあうような代理性・審議性(上で示し
たような意味で)の空間が開かれたならば、主体性の回復もあるいは可能かもしれな
いのだ。そうした、複線的な媒介機構はいまだ実現されておらず、したがってまだ
実験すらされていない。その意味で、中井の「委員会の論理」を性急に糾弾するこ
とはできないのだ。それはいまだに「来るべき機構」として、可能性の中に存続し
つづけている。 

（Text: 99年12月） 

３.　中井正一の再評価に向けて（その２） 
美学への視点 - リズム論からのアプローチ 

「射影」概念の検討 

中井正一が映画に強い関心を寄せていたことは周知の通りだ。学生時代には実作に
も関わっている。 高島直之『中井正一とその時代』(青弓社、2000) によると、中
井はとりわけ同時代のロシア映画(エイゼンシュテイン、プドフキン、ヴェルトフ、
カウフマン)の手法を高く評価している。特にカウフマンの『春』(1930年)につい
ては、ストップウォッチでシーンごとの秒数を図るほどの熱の入れようだ
(同、p.104)。中井がかくも映画というメディアに引き寄せられたのはなぜか。映画
は「絵画的な要素を完全に超出し、音楽的かつ言語的要素に変容している」のであ
り、「それそれのカットの視覚的意味は極小であり、それらの観念連合が意味を担
うことになる」(同、p.104)。 

同書が指摘するように、中井にとっての映画は、「固定化された鑑賞システム」の
中に置かれていた絵画に対して、「イメージの所有関係」を開くものだった。絵画
の瞑想聖に対し、映画は「鑑賞者内部に作品を沈潜させていく」のである

33



(同、p.112)。つまり絵画はあらかじめ固定されていて、鑑賞者が瞑想のうちに没入
するものであるが、映画はシークエンスを追うことによって初めてその意味が鑑賞
者の内部で形成される。これは作品と鑑賞者の新たな、複製文化時代の関係を開く
ものだ、と中井は考えたのだ。 

そしてそれは射影論につながっていく。映画のモンタージュは各エレメントとして
のシーンをつなぎ合わせていくことだが、それは映画のシークエンスであるととも
に、鑑賞者の中で生じる意味作用そのものでもある。するとそこでは、実体論的な
主観・客観の関係は解体することになる。映画では「カットとカットの連続のあい
だに＜コプラ＞がないままつながっており」、「映画館という共同のコミュニケー
ションがおこなわれる空間のなかで、大衆の一人一人が＜コプラ＞を創造する行為
とは、映画のもつ「……である」「……でない」のコプラが切断されながら連続し
ていく＜横断面＞を媒介に、批判的主体を生み出すこと」なのだと高島はいう
(pp.139-140)。こうしたコプラ(連辞)のないイメージの連続の射影関係こそが意識
なのだと中井は考え、それは身体が媒介する。それはちょうど映画がスクリーンに
射影されるのとパラレルだ。映画のレンズとスクリーンの位相は、ここで鑑賞者の
眼へと転移される。芸術家の眼もその逆射影として機能することになる。 

またその一方で、映画に代表される技術的システムは、「標準性と類型性」をもっ
ており、ゆえに集団的性格に根ざすものである。よってそれは「集団的性格が個人
的性格に浸透していく」ものだ(同、p.60)。複製文化とはそうした集団による創造
行為としての芸術を導く。これは中井の組織論と密接な関係がある。高島の指摘に
よれば、組織感こそが「きたるべき＜快感＞の新たな原形質となる」(同、p.67)の
である。映画はいわば二重の変転として存在するのだ。だが、射影関係と組織感と
いう、この一見分離している二重性には、それらをつなぐ鍵が存在するのではない
かと思われる。それがすなわちリズムである。中井が『春』のシーンを計測してい
たことはきわめて示唆的だ。リズムがいかに両者の根底をなしているかについて、
中井のテクストに即して大まかに見ておこう。 

リズムの相 

その名もずばり「リズムの構造」と題された中井の文章がある(『中井正一評論集』
所収、岩波文庫、以下のページ数は同書のもの)。ここで中井はリズムを規定するも
のを3つに区分して示している。まずは身体的な反復現象を数的構造に「射影」す
ることによって得られる、数学的解釈としてのリズムが挙げられる。このリズムは
一度習得されてしまうと、情緒的領域をも規制するものとして働く。第二には、時
間的切断としてリズムを捉える場合の存在論的解釈のリズムがある。数学的解釈の
リズムが時間の計量に基づくものだとするならば、存在的解釈のリズムは、より質
的な含みをもったものであり、それは「間」の思想やスポーツでの呼吸の会得など
に見られる解釈だ。中井はボートの漕ぎ手を例に(この例は中井が好んで言及するも
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ので、「スポーツ気分の構造」や「スポーツの美的要素」にも散見せられる)、1つ
づつのストロークが投企として捉えられる時のリズム感を示唆している。そしてさ
らに、同時代的なリズムの変容として、第3の歴史的解釈としてのリズムが挙げら
れる。先の漕ぎ手がチームとして機能する場合において、その漸進的なパフォーマ
ンスの改良に向かって進む際のリズムである。中井はそれを「歴史的集団的歩みの
もつ反復性」(p.116)と称している。 

中井によれば、第2と第3のリズムの狭間には不安の感情がある。第2のリズム解釈
に留まる限り、それは同時代的なリズムそのものの変容を捉えることができな
い。「絵画の不安」と題された論考では、非人間的存在としてのレンズの見方が発
見されて以降、近代的な見る行為の意味は変わってしまったと述べている。技術に
よって、肉眼では捉え切れないものを捉える「レンズの見方」は、肉眼での見方へ
も浸透し、そのあり方を根底から変えてしまった、というわけだ。美学的な不安は
そこに根ざしているというのだ。そして中井は、レンズの眼とはまさしく社会的集
団の構成物にほかならず、よってその見方は集団の内面を見まもっているのだと述
べる。つまり、個人の見方は、技術を通じて新しい見方を「集団的に」獲得してい
るということである。中井はこのように、個人の射影がもたらす意識が、技術を介
することによって集団へと開かれたと述べているのだ。 

だが、ここで問題がある。この技術による媒介は、資本主義の進展と歩を一にして
おり、結果的に利潤追求の論理に蝕まれる。「美学入門」では、中井は音楽を例
に、このことを明示している。20世紀においては、「ある一定の約束をもった古典
的な音楽様式が、いろいろの形において崩れはじめ」、「あらゆる民族がみずから
の民族にふさわしい形で、(…)新たなリズム、メロディーを創り」、よって「私た
ちは、音楽のはじまりの姿、労働と生活の中に音楽を発見した昔に、地球上全体の
民族が帰ろうとしているともいえる」(pp.288-290)のだ。だがその一方で、レコー
ドなど販売される音楽は、「利潤を求めて製作され、利潤を求めるために頒布され
る」のであり、「音楽が、この利潤の隷従者となりつつあるということもいえる」
のだ。そして「われわれは大きな歴史的反省をしなければならないのであ
る」(p.290)と述べている。かくして、この状況を乗り越えるために、中井は集団の
中での主体論へと向かっていく。新たな芸術論たるべき視座を示すためにだ。 

主体の回帰として 

「美学入門」の前半の最後を飾るべく、中井はそれぞれ「映画の時間」「映画の空
間」と題する一章を掲げている。まず前者の内容を見ておこう。「聖なる一回性」
である歴史的事実が映画のフィルムに定着させられること(「物質的視覚」となるこ
と)によって、私という個人がその事実に「連続している」ことが示されるのだ。そ
れを中井は物質的手続きによる歴史感の撃発と称している。個々のカットを芸術の
素材として捉え、その物質が捉えた時間を自由につなぎ合わせることは、新しい試
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みなのだと中井はいう。瞬時の出来事を、フィルムという時間性をもった媒体に記
録することによって、そこから別の時間を現出させることができる、というわけ
だ。これは、いわばリズムの変動である。あるいは新しいリズムの付与といっても
よい。それは新しい主体性を生じさせる契機でもある。 

次に後者の章にいたると、今度はレンズの見方、すなわち「物質の見方」「図式空
間」は、「時間の中に連続する」ことによって、歴史的時間(単なる物理時間を越え
たもの)を確立するがゆえに、人間性の回復、つまり主体の現出を果たすと論じられ
る。「切断」された(コプラのない)「図式空間」をつなぎ合わせるのは、観客大衆
の「感情」にほかならない。中井に従えば、感情とは「すべての知覚が、方向を
もった力の関係に置かれること」だという。ところで利潤追求という一定方向にの
み走る資本主義の論理においては、人間そのものは無方向性を与えられ、疎外され
ている。だが、まさしく集団的芸術たる映画においてこそ、人間はその方向性を回
復できるのだ。無機質なものを主体的につないでいくこと、これはいわばリズムの
回復である。 

よって、技術に媒介された新しいリズムの発出こそが、人間性、主体性を回復させ
る契機であるということになる。もはや主観・客観ではない。というのも、そこで
問題となっているのは個としての実存ではないからだ。集団的に組織されたものの
中で、集団的に規定された個人が、新しいリズムを見出すということなのだ。技術
を介入させることで、哲学には集団性が引き入れられる。そして個の存在の捉え方
すら変わっていくのだ。射影としての意識は、物質的な射影を通して、集団的に思
考する。「委員会の論理」での委員会とはまさにそのようなものだった。「美学入
門」でも次のように言われている。「集団組織が物を考えるすがたが委員会なので
ある」(p.356)。 

さらなるリズム論を目指して 

だが、中井の論じた、利潤追求の論理をシフトさせるような主体性の発出は、歴史
的段階としてはやって来なかった。事実は、中井自身が音楽について述べたような
状況が、さらに敷衍されたにすぎないように思われる。では、利潤追求の論理のみ
が展開し、実践的な主体性が育まれなかったのはなぜなのか。一つには、資本主義
の論理が、そうした主体性を打ち負かすほどに強大なものとなったこともあろう。
その論理は、反省的思考を育む契機をもたないかのようだ。利潤追求の論理は芸術
の細部にまで染み込んでいく。映画産業の場合、利潤追求なしには成立しないとこ
ろにまでいたっている。主体はますます一方向にのみひきずられていくようになっ
ているのだ。もう一つには技術の変容もある。技術自体がおのれのうちにリズムを
組み入れ、パターン化、つまり解釈コードの硬直化によって、シーケンスのつなぎ
方を強要するようになっているのだ。あらゆるものが一元的になってしまってい
る。シモンドンが述べていたように、技術にはおのずと収斂していく性向がある。
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また、それにともない、技術が課してくるリズム的なものは、絶えず加速化されて
いる。こうした中で主体回復の契機はどこにあるというのか。 

こうした状況の中では、あるいはリズム論そのものを刷新する努力が必要なのかも
しれない。繰り返しになるが、再びまとめておこう。中井は意識としての射影に3
層構造を見ている。直接射影、上部射影、基礎射影の3つだ。直接射影は生理に根
ざす反射的行動であり、上部射影は個人としての意識的行動、そして基礎射影はよ
り深みにある、無時間的な行動とでもいうべきものに対応する。これらを中井自身
のリズム論に照らしてみるならば、3つのそれぞれがリズムの数学的解釈、存在論
的解釈、歴史的解釈に呼応していることがわかる。中井のいう主体の回復はこの3
つめの解釈での「リズム」から発出するものだった。無時間性の中で、通常の物理
的時間から解放された状態で新たな時間性を見出すことこそ、主体の回復にほかな
らない、ということだ。そうした時間性(リズム)を見出させることが、来るべき芸
術だったのだ。そして中井は、技術的媒介(集団的媒介)がそうした道を開くとみ
た。だが技術的媒介は中井の考えるようなものとはならなかった。とするならば、
上のリズムの3態の議論では今や不十分ということにならないだろうか。考えてみ
れば、中井の描くリズム論はきわめて静的に捉えられたリズム論だ。ならばそれを
動的に開く必要もあるだろう。技術的媒介は固有の、また別のリズムをもっている
のだろうか、われわれにリズムの加速化をもたらしているものとは、一体何に根ざ
すものなのか。それを逃れるすべはないのか。こうした別の視点からのアプローチ
が必要になってくる気がする。そしてそのアプローチは、また別の芸術論を導くか
もしれない。いずれにしても、中井正一のテクストが投げかける諸問題は、今こそ
再考されてしかるべきだろう。 

（Text: 2000年7月）

４.　エッフェル塔から「飛んだ」男（神話作用１）

肖像 

ニコル・ヴェドレス(Nicole Vedres)の記録映画『パリ、1900年』("Paris
1900"、1948)には、ある衝撃的な記録映像が収められている。奇妙なマントのよ
うなものを羽織った中年の男が、カメラを携えた報道陣が群がる中、エッフェル塔
の1階展望台の端に立つ。と思った瞬間、男はそこから飛び降りてしまう。次のシ
ークエンスになると、エッフェル塔の下の地面を警官らしい男たちが行きかい、そ
して地面に出来た穴が示される。手回しのカメラで撮影されたこの映像は、まるで
同時代の喜劇映画でも見ているかのような印象を与えてしまう。だがそれは実際に
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起こった事件なのだ。一人の男がまぎれもなくエッフェル塔の展望台からジャンプ
したのだ。観衆が見守る中で。 

それは1912年2月4日のことだった。パリ南部の郊外都市ロンジュモーに住んでい
た仕立て屋フランツ・ライヒェルト(またはライシェルト、トライシェルト)(Franz
Reichelt)は、自分が「発明した」とする「翼」を身につけて、エッフェル塔から飛
び降りた。この「翼」は、いわゆるマクファーレンインバレスという袖なしコート
で、空気抵抗を受けると、バネの力で翼のように広がるというものだった。上の映
画でライヒェルトが飛び降りる直前のシークエンスには、自宅で実験をする彼の姿
が映っている。約3メートルの自宅の窓から、彼はその「装置」を身につけて実際
に着地してみせるのだ。ライヒェルトはその実験で足を捻挫してしまう。実験はと
ても成功とは言えないものだった。 

そんな彼をエッフェル塔からの跳躍に追い込んだのは、シェリュポーとシャルマン
ティエという二人の人物だった。前者はパリ中央市場の仲買人、後者はその手下
だ。ライヒェルトはシャリュポーに借金があった。そしてこの二人は、半ば弱味に
つけこむようにして実験の継続とエッフェル塔からの跳躍を決意させたのだろう。
この話をメディアに売り込んだ「組織者」はこの二人だったらしい。このイベント
の許可申請を受けたエッフェル塔の管理会社の責任者、ミヨンとマルクの二人は、
ライヒェルトの「装置」を見るなり、それが自殺行為に等しいことを悟り、中止す
るようライヒェルトの説得にかかる。だが、この二人の責任者がそれならばと要求
していたパリ警視庁の許可はあっさりと下りてしまうのだ。シェリュポーらが裏で
手を回した可能性もある。 

直前には管区の警察署長や管理会社のミヨン、さらにはシャリュポーらすら(おそら
くは恐ろしくなって)延期するよう説得にあたったという。だが、集った報道陣を見
て興奮したライヒェルトは、そのまま「飛んで」しまった。落ちたといった方がよ
いのかもしれない。地上との距離は57メートル。落下地点には35センチもの穴が
出来たという。遺体の解剖にあたった医師は、ライヒェルトは落下途中に恐怖で絶
命したただろうとの見解を示した。この事件は絵入り新聞『プティ・ジュルナル』
の2月11日号でも報じられている。 

状況 

以上はドミニク・フレミー『エッフェル塔事典』("Quid de la Tour Eiffel", 1989)
にもとづいて出来事のあらましをまとめてみたものだ。言うまでもなく、この出来
事は大きな問題を投げかけている。第一にライヒェルトが装置の幻想にとりつかれ
たということだ。彼がいかにしてそういう精神状態に到ったのか、今のところ詳細
に論じることはできない。むしろここで気になるのは当時の一般的な状況の方だ。 
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ライヒェルトの装置が、パラシュート(注１)から着想を得ていることは容易に察し
がつく。彼が「飛ぶ」前年の1911年、ガストン・エルヴィオーという人物が、や
はりエッフェル塔からのパラシュート降下に成功している。ライヒェルトがそれに
触発された可能性は高い。彼は仕立て屋だ。自分の扱う素材で、同じようなことが
できるのではないか、と考えたとしてもまったく不思議ではない。だが彼はここ
で、ただ降下するのではなく、むしろそこからの滑空を考えていたのではないかと
思われる。自作の装置を「翼」と称しているらしいことからもそれが窺える。彼に
とっては「飛ぶこと」が重要だったのではないだろうか。 

やはり前年の1911年の暮れ、つまりライヒェルトの事件からわずか2ヵ月前、絵入
り新聞『プティ・ジュルナル』は、同年9月に自社所有の複葉機がモロッコ上空の
飛行に成功し、「航空ショー」(salon d'aviation)で展示されたことを絵入りで伝え
ている。実際、19世紀末からフランスは飛行機の研究が盛んに行われ、厚い研究者
層を誇っていた(これは18世紀のいわば伝統だということもできるだろう。1783年
の モンゴルフィエ兄弟 の熱気球、1797年の シャルル による水素気球、1852年の
飛行船など、フランスは航空分野で数々の実績をあげていたのだ。また、 アデール
は1890年代にいきなり蒸気機関付き飛行の実験を行っている。とはいえこれは失
敗だったのだが)。いずれにしても、アメリカのライト兄弟に先を越された(1903
年)とはいえ、長い研究の成果は徐々に結実していき、1909年には ブレリオ が英
仏海峡の横断に成功するほどになっていた。1910年代に入ると、フランスは名実
ともに飛行機大国となり、12年ごろまでには軍が航空部隊を設置するにまで到って
いる。 

ライヒェルトが航空ショーにまで足を運んだかどうかはわからないが、少なくとも
新聞報道その他噂話によって、今や空が身近なものになりつつあるという認識は得
ていたことだろう。当時はまた、19世紀後半から科学の普及のための大衆向け読み
ものが大量に出回っていた時期でもあった。たとえ直接読まなかったにせよ(今のと
ころ、読んだという確証がないからだが)、なんらかの形で伝え聴かされてはいたに
違いない。彼がどのような思いで「翼」を考案していったのかはわからない。だ
が、いずれにしても彼は自作の翼をしつらえるにまで到ったのだ。誇大妄想と人は
言うだろうか。そうかもしれないが、一方でそれは、科学の大衆への普及がもたら
した「副産物」なのかもしれない。というのも、科学の普及過程には、まずはじめ
にプロセスよりも結果が誇示されるといういわば宿命のようなものが宿っていると
思われるからだ。 

メディア殺人としてのライヒェルト事件 

再び『プティ・ジュルナル』の1911年12月31日号に話を戻そう。この第一面を
飾っている絵には、航空ショーに展示されたプティ・ジュルナル号なる飛行機と、
それを囲む殿方、ご婦人の姿が描かれている。ここに見られるのは、モロッコの横
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断飛行に成功した飛行機の雄姿と、それを称賛する人びとだ。この構図こそ、まさ
に科学/技術の成果の普及を司っている構図である、と言うことができるだろう。成
果は具体的な形、眼に見える形でしか示されえないのだ。万国博覧会が提示するの
はそういうものでしかない。ここに近代全般の眼のありようを見てとることもでき
るかもしれない。プロセスは問題になりえない。というのもそれは具体的な形を取
らないからだ。飛行機の場合で言えば、製造プロセス、飛行プロセスは誰の眼にも
映らない。単に結果として出て来た飛行機本体だけが、その姿を誇示できるのであ
る。それを見る人びとも、当然ながらプロセスには思いを馳せない。メディアはそ
うした傾向を一層煽っていく。 

プロセスへの配慮の欠如。まさにそれゆえ、誰もライヒェルトの暴挙を止めること
はできなかったのではないか。彼がいかに装置を開発したのか、どういう原理にも
とづいて、どういう計算の上に装置が作られたのか、おそらくは誰も知らなかった
に違いない。知ろうともしなかったのではないだろうか。人々はただ、彼がなしと
げるかもしれない快挙をのみ夢想し、そして見殺しにしていったのだ。若干の良識
ある人々(管理会社のミヨンや警察署長)は、その危うさに気付いていた。プロモー
トしたシェリュポーたちも、あるいは感じていたかもしれない。だが、イベントに
飛びついたメディアを前にして、そうした良識ははじけ飛んでしまう。報道関係者
たちは、とにかくイベントが成功する瞬間を記録しようとカメラを構え、ある者は
フィルムを回した。そしてライヒェルトは虚空へと向かって足を投げ出すのだ。 

このプロセスへの無関心、あるいはその隠蔽という構図は、今なお存続しているよ
うに思えてならない。あるいはむしろ一層精鋭化しているのではないか。広い意味
での流通・普及の速度が増すほど、プロセスよりは結果が重んじられるだろう。結
果がすべての基準となってしまうのだ。失敗してはじめてプロセスが問題になるこ
ともあるだろう。だが、その時にはすでに時遅し、という事象も確実に存在す
る。20世紀始めのライヒェルトの事件は、第一級のメディア殺人として捉えること
も可能だ。そしてそこから、私たちは学ばなくてはならない。場所を変え時を変
え、第二第三の、あるいは数百ものライヒェルトが、今もこうして生産されてつつ
あるかもしれないからだ。 

注： 

パラシュートが本格的に開発されるのは20世紀に入ってからだ。ダ・ヴィンチの手
帳に記されたアイデアは長い間実現することがなかった。それに類するものが実際
に作られたのは1783年のことであり、モンペリエの天文台の塔からルイ=セバス
ティアン・ルノルマンという人物が降下を試みている。また、今のパラシュートの
原型はガルヌランによるものだといわれる。始めて実用化されたのは第一次大戦中
で、イギリスが係留気球の乗組員の避難用に装備させた。 
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（Text: 2000年9月）

５.　ダ・ヴィンチ神話について（神話作用２）

偽りのアトリビューション 

だいぶ前になるが、さるテレビ局の情報バラエティ番組が、トリノの聖骸布(キリス
トの顔が浮かび上がったとして物議を醸した布)を取り上げた。その際、それがカメ
ラ・オブスキュラの原理を利用して再現できることを示してみせたことまではよ
かったのだが、その成立年代から、あくまで一つの仮説だと断りをつけながらも、
そうしたことができたのは当時の万能人、つまりダ・ヴィンチの可能性もある、な
どとコメントを付けていた。この推論にはもちろん根拠はない。ルネサンス期の万
能人といって真っ先に浮かぶのがレオナルドだからという、きわめて安易な関連づ
けにすぎない。だいいち、当時にはそうした「万能人」は他にもいたわけで、例え
ばそれは遠近法を理論化したというアルベルティであってもよいわけだが、通念的
に最もアピールするのはやはりレオナルドということになるのだろう。 

ここではテレビ番組のそうした取り上げ方はひとまず置いておく。むしろ考えてみ
たいのは、レオナルドのこうした「万能人」の代名詞化はどのようなプロセスによ
るものなのか、なぜ他でもないレオナルドだけが特権化(通念において)されている
のか、ということだ。それは一般通念の「神話」の一つであるように思われる。レ
オナルドはまずもって、イタリア・リネサンス期を代表する偉大な画家と評され
る。さらにまた、残っているその素描から、いろいろな技術的考案を図った技術者
としての側面も大いに称賛されている。われわれはなにも、これらの評価そのもの
を問題に付そうというのではない。ただ、そうした評価の横滑べりに注目したいの
だ。そのためには、評価の成立プロセスにも目を向けなくてはならないだろうし、
次にそれがどのようにして横滑べりへと転じていくのかをも考えなくてはならない
だろう。前者に取り組むのはそれだけで長大な論考が必要となるだろう。ここでは
とりあえずアプローチを逆にして、後者の方から前者を照らすことができないかと
問うてみたい。横滑べりの一例を示すことから始めようというわけだ。 

周知の通り、これまで絵画のアトリビューション(作者は誰かを特定すること)問題
は、時代を遡るごとに少なからず出てきた。レオナルドについても、文献資料が限
られていることから、そうした問題は少なからず存在してきた。 A.リチャード・タ
ーナー『レオナルド神話を創る』(友利修、下野隆生訳、白揚社、1997) による
と、例えばフィレンツェのウフィツィ美術館所蔵の絵画「メドゥーサ」は19世紀ま
でレオナルド作と考えられていた。これはルイジ・ランツィという18世紀の伝記作
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家が取り違えたため、その1世紀後にまで誤認されたまま引き継がれていく。ロマ
ン派の詩人シェリーが1824年に発表した詩にも取り上げられるのだ。同じような
アトリビューションの誤認問題は、その技術的な図案にも見出されることがあるよ
うだ。 

自転車をテーマとして取り上げた『カイエ・ド・メディオロジー』第5号
(Gallimard, 1998)には、 ヴィットリオ・マルシス(Vittorio Marchis)「自転車、
コデックス、および偽造者」 という論考が掲載されているが、その中でマルシス
は、ダ・ヴィンチ学者アウグスト・マリノーニによる「レオナルドは自転車を構想
していた」というテーゼの変遷を辿っている。マリノーニの説は、60年代に発見さ
れた「コーデックス・アトランティクス 133v」という一枚に自転車の素描が書か
れていたことに端を発しているという。74年に著書で発表されたこの説には、専門
家たちは否定的な見解を示していた。マルシスのこの論考は、後半で、この問題を
レオナルドの同時代の技術という観点から論じている。問題の自転車の素描には
チェーン型の動力伝達方式が見え、レオナルド以外に同時期の技術文書でそうした
伝達方式が見られるものはない、というのがマリノーニ説の推論だが、マルシスに
よれば、実はチェーンの方式(チェーンそのものではない)は技術的発明としては古
くからあり、「バケットエレベータ」(pater noster)式ポンプは14世紀には使われ
ているのだという(レオナルドの同時代人で画家・建築家のフランチェスコ・ディ・
ジョルジョがその原理について記している)。マルシスは結局、素描は後代の偽造者
の手によるものではないかと仮定的に述べるにとどめているが、仮にその真偽につ
いて保留するとしても、レオナルドを「特権化」する心性への間接的な批判は傾聴
に値するだろう。技術は一つのパラダイムを為していて、それを超えては進化しな
いのだという視点もきわめて重要だと思われる。 

実像をめぐる議論 

そうした「特権化」をいくらかでも相対化してみようとするなら、きちんとした事
実認識の目が必要になってこよう。 ベルトラン・ジル(Bertrand Gille)『ルネサン
スの技術者たち』("Les ingenieurs de la Renaissance", Hermann/Points,
1964) は、この点で非常に際だっている。技術史家であるジルは、ルネサンス期の
技術者に、古代・中世から受け継がれた様々な技術的要素を統合する機運を見、そ
うした環境の中にレオナルドを位置づけ直そうと試みているのだ。レオナルドの同
時代的の環境には、先行する人々の豊かな知識・議論が存在していた。1452年生
まれのレオナルドは、67年ごろにはヴェロッキオの工房に弟子入りしているが、そ
こから一人立ちするのは約10年後だが、その当時のレオナルドの知識は体系化され
たものではなかった。実用的な知識は網羅的ではあったが、それらは多分に個別的
要素の寄せ集めで不完全であり、伝聞的な、多少とも歪んだ要素が入っていただろ
うという。レオナルドは自らを画家というより技師であると称していた。初期の技
術的素描は、1480年ごろまでに書かれたものだという。 
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レオナルドはその後ミラノに移るのだが、そこで、上のコデックス・アトランティ
クスに収められているという有名な書状が書かれている。技師としての売り込みの
手紙だ。ターナーの前掲書も、この手紙が「臆面のないはったり」であることを述
べている。いずれにしても、レオナルドはスフォルツァの技師として名簿に載っ
た。では技師として、レオナルドは創意に満ちた仕事を数多くこなしたのだろう
か。ジルはこの点について否定的だ。つまり、レオナルドの実際の技術的な仕事に
は、すでに多くの先行例があったというのである。例えばミラノ公ルドヴィーゴの
武器担当将校のために彼が描いた騎兵・歩兵の防御システムは、すでに同時代に南
ドイツで実際に使われていたものだったりするという。数多くの素描が示す通り、
レオナルドが知的好奇心に満ちた人物であったことには疑いの余地はない。だがそ
の知は、後代の体系的・学問的な博識とは異なるものであったかもしれないという
わけだ。例えば有名な「飛行機械」の図にしても、それは丹念・綿密な自然観察の
成果だったということができる。とはいうものの、図に描かれた機械は厳密な寸法
計算に基づいたものではなく、きわめて「大ざっぱ」なのである。それは、レオナ
ルドに限らず当時の技師がごく普通に示す、技術へのアプローチだった。ゆえに自
然観察は科学的な体系化・理論化には到らない。あくまで実利的なアプローチなの
であり、伝統的に受け継がれてきた課題(人が飛ぶということ)への、断片的な要素
での対応なのである。 

ジルによれば、少なくとも技師としてのレオナルドは同時代のパラダイムを超える
存在ではなかった。いささか冒涜的ともいえる見解だが、それが同時代の技術の動
向に照らした際のレオナルドの姿なのだという。実際、技師として名簿に載っては
いても、レオナルドが評価されていくのはむしろ芸術作品の方でだったようだ。も
ちろん、当時の「技師」を現代的な「専門性をもった技師」に解するのは間違いだ
ろう。フランソワ1世によってフランスの宮廷に招かれた際の肩書は「主席画家・
建築家・技師」だったというが、それらの職人的活動が相互に密接に結び付いてい
ることは明らかだ。だが、そうした含みをもたせつつも、レオナルドの「全方位的
な」天才ぶりが一つの神話かもしれないという可能性は、その技師としての側面か
ら相対的に検討することでいっそう鮮明に浮かび上がってくるのである。ジルの論
考は、レオナルドの一側面に限定しつつも、そうした側面を同時代的な文脈の中に
置き直そうとする点で非常に画期的だといえる。 

何が偽りを助長するのか 

技師として側面から、レオナルドについていくらか差し引いて考えるべきかもしれ
ないというジルの議論は、われわれに大事な視点を与えてくれる。特権化された像
は、常にその像が位置していたと想定される元の文脈と、それの特権化を生んだ文
脈の中に、一度は置き直してみるべきだということである。 
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では再び「特権化」のプロセスに話を戻そう。レオナルドの絵画についての評価
は、同時代的にすでに相当高いものだった。再び前掲のターナーによれば、フラン
ソワ1世に先立つルイ12世は、「最後の晩餐」に異様な執着を見せていたのだとい
う。レオナルドの死後に残されたのは、いくつかの「類まれな」絵画作品と若干の
手記だけだった。そこから、後の伝記作家の活躍が始まる。空白の多いレオナルド
の生涯に、そうした作家たちが作り話(らしきもの)を練り込んでいくのだ。若い頃
にレオナルドが描いた盾が、見る者にそれが絵であることを忘れさせた、といった
類のエピソードである。おそらくそうした作り話は、中世もしくはそれ以前の神
話・伝説を下敷にしている。ターナーは、メディチ家の芸術顧問ヴァザーリが『列
伝』を書くにあたって挿入したこの盾の話の下敷に、ゼウクシスの有名な逸話(ヴィ
ーナスを描くために、美しい5人の処女を集め、その最良の部分を組み合わせて理
想像を作ったという話)があると指摘している。こうした鋳型に沿った語りによって
強化されることで、まずはその「天才ぶり」を押し上げていくのである。 

挿入されるエピソードのそれぞれについて、そうした古来からの伝承の系譜を探っ
ていくのも興味深そうな作業ではあるが、それはひとまず置いておくとして、ター
ナーが間接的に示しているもう一つの神話の成立の契機にも注目したい。ターナー
は17世紀フランスでの芸術アカデミーによるレオナルドの再評価を挙げてい
る。17世紀の王立美術院が範としたのはニコラ・プサンだった。絵画の中での最高
位は歴史画だとされた。聖書や史実をベースにして描かれる一種の理想画を重く見
たのである。こうした文脈において、レオナルドの絵画観(手記による)と作品とが
大きく評価されていくのだ。アカデミーの成立が政治的な戦略に結び付いているこ
とも周知の事実だ。アカデミーは、いわば絶対王政の側面強化策に密接に結び付い
ている。そうした中でレオナルドの絵画が引合に出された事実は興味深い。これは
カノンの成立という別の大きな問題系になってしまうが、いずれにしてもレオナル
ドの絵画は、そうしたカノンの理想の体現として賞揚されていくのである。 

上流で作られたこうした神話的言説は、その後下流へと伝播していくのだろう。レ
オナルドの同時代的な文化背景や、神話に押し上げた力学は忘れられ、結果的に神
話的言説だけが、おそらくは簡略化された表現として流布するのだ。神話とは、こ
うして常に上流から下流へと下ってくるもののことなのではないだろうか。だが、
冒頭の示したような、何の根拠もないアトリビューションを、そうした神話的言説
の鋳型に沿って再生産していくような事態は見過ごせない。そのような安易な構え
は大きな問題だ。コーデックスの中に偽りの文書が挿入される事態も、心性として
はその同じ構えに通じるものがある。レオナルドの実像は、神話的な文脈の中に、
いまだに埋もれたままになっているというのが実情なのだろう。したがって、われ
われは常にそれとは逆の構え、つまりアトリビューション(広い意味での)への懐疑
的なまなざしを用意しておく必要がある。同時代的な状況と、神話化にまつわる
様々な力学への目配せを怠らないようにすべきなのだ。それはおそらく、下流の側
からの上流への押し上げ・押し戻しの力学を構築することに等しいだろう。 
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（Text: 2001年2月）

６.　ラドミラルの翻訳理論を考える 

翻訳論をめぐるメモ 

ある書物の議論を近接する別の議論の中に引き入れること、それは常に刺激的に満
ちた冒険であるといえる。ここでこれから考えていこうとするのは、まさにそうい
う行為にほかならない。翻訳という行為をメディオロジー的に考えること。それは
すなわち、そもそもの媒介行為である翻訳を成立させている技術的な部分、そして
集団的な部分を捉え直すという試みになるだろう。 

＊　＊　＊

ここで取り上げるのはジャン=ルネ・ラドミラル(Jean-Rene Ladmiral)の『訳すと
いうこと：翻訳のための定理』("Traduire : theoremes pour la traduction", Tel,
Gallimard, 1994)だ。これは第2版であり、初版は1979年となっている。ラドミラ
ルはエーリッヒ・フロムやハーバーマスなどの仏訳を手掛け、同時に「翻訳学」を
提唱する研究者でもある。基本的に、言語学や教育学において翻訳がある種の偏見
を付されていることを問題にし、それを批判的にとらえ理論化しようと試みてい
る。 

本書の内容を少しかいつまんで見ておこう。まずは前半では、翻訳理論の視点から
語学教育が検討される。まず批判されるのはいわゆる直接法などのメソッドだ。学
習対象の外国語のみで授業を展開する直接法は、文法的なメタ言語を極力排する
が、それはこのメソッドがバイリンガリズムの幻想に立脚しているからだという。
バイリンガリズムとはこの場合、ある二カ国の間に意味内容(シニフィエ)のレベル
で対応関係があるという幻想を指している。それは語学教育の理想とされているわ
けだが、ラドミラルはむしろ外国・自国の文化に関する全体的理解こそが理想とさ
れるべきではないかと説く。語学教育の具体的な実践もまた同様に批判されければ
ならない。学習対象言語への訳出と見なされる作文練習は、実は文法的なパラフレ
ーズであり、それ自体の有用性はともかく翻訳行為とはならない。それを翻訳の演
習としてとらえるのはバイリンガリズムが作用しているからだ。母語への翻訳とさ
れる読解練習も、単なるトランスコーディングでしかないと見なされている。それ
ゆえ教師はテキストへの制約を過度に設定しがちになってしまう(コンテクスト無
視、達成度評価のためのミス誘発問題など)。だがむしろそれは母語の理解と表現の
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鍛錬であるべきだ、とラドミラルは言う。 

本書後半はコノテーションをめぐる省察だ。よく耳にするまことしやかな「翻訳不
可能性」の議論はどこから生じるのか、そしてまたそれを乗り越えることは可能か
という問題だ。特に批判の対象に据えられているのはジュルジュ・ムーナンであ
る。ムーナンは翻訳の不可能性にまつわる議論を歴史的、論争的、理論的などと区
分するが、ラドミラルはそれらはむしろ不可分であり、結局は散文対詩という対立
構造に帰着すると見る。言語学の理論は、両者の区分をコノテーション(暗示的意
味)の有無に帰着させる。コノテーションは個人に存するものであるがゆえに、それ
は翻訳の不可能性として立ち現れるというのだ。だがラドミラルは、コノテーショ
ンと個人を結び付けるのもまた幻想だと指摘する。コノテーションはむしろ情報を
構成する一要素として、社会的なもの、つまり集団的個人に存するものなのではな
いかと言う。とすれば、コノテーション自体もまた、社会言語学的、あるいは広い
意味論の研究対象として掲げることができることになる。ラドミラルはイエルムス
レウの理論を適用し、その可能性を論じている。そしてそういう捉え方をする限り
において、翻訳という行為そのものをコミュニケーションの客体化、つまりメタ・
コミュニケーションとして捉えうると論じている。 

以上が実に大雑把な本書の内容だが、やや強引ながらここから一つの問題系を取り
出すことができないだろうか。つまり翻訳行為者の集団性だ。酒井直樹は著書『日
本思想という問題』の中で、「語りかけの構え」の対象の区分、つまり均質な聞き
手と異質な聞き手との区分を示している。実践としての翻訳は基本的に「言語的雑
種性」を孕んでいることから後者に関わるものであるのだが、表象としての翻訳に
おいては翻訳者の媒介が消去され、よって翻訳は前者の側に回収されてしまうとさ
れる。ここでの実践とは、あくまで個人の中で発話行為と仮定されているように見
える。だが翻訳行為はどこまでいっても集団性を前提にした行為のように思われる
のだ。ラドミラルが批判するように、教育上翻訳と見なされる実践が差し出すアウ
トプットには、すでに教師-生徒の関係性、教師の用いるメソッドが前提とするバイ
リンガリズムが刻印されている。同じように職業的、あるいは研究行為としての翻
訳の実践にも、同業的集団性の刻印が刻まれていないとは考えにくい。そしてそれ
はきわめて均質な集団だ。フランス語のecritureは、内実に立ち返ることなく安易
に「エクリチュール」と訳出されることが多いではないか。 

均質な聞き手への第一歩は、むしろ翻訳行為者が内的に抱える(教育によって培われ
た)幻想としての集団性からもたらされるのではないだろうか。「翻訳の成否を判断
するアプリオリな基準は存在しえない」(酒井、p.55)以上、少なくとも共時的に存
在しうる「翻訳行為者の集団」という最小単位の聞き手(均質的な)が想定されてい
ることになるのではないか。翻訳という行為そのものは、たしかに二言語がせめぎ
あう場ではあるだろう。よってそれは異質性を孕んだ実践であることは間違いな
い。だがそこに翻訳行為者の集団を仮構することによって、同時に均質性の萌芽が
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そこに宿る。実践／表象をそのまま均質／異質という区分にあてはめる図式にここ
で微妙なずれが生じはしまいか。ついでに言っておくと、そもそもそうした区分の
図式は、一対多という発話行為を前提としているのであり、これは言い替えれば一
対一というコミュニケーション的図式を踏襲した一変異形でしかない。一対多とい
う構図は、厳密には存在しえない。各項の規模の差はあれ、常に多対多という構図
で捉えなくてはならないのではないだろうか。 

ラドミラルが批判するバイリンガリズムは、明らかに均質的な聞き手の間に流通す
るものとして二言語を捉えている視点だといえる。翻訳行為が異質な聞き手への語
りかけを導く実践であることももちろん確かだろう。だが、語学教育の現場で現れ
てくる均質性は、翻訳の実践系において必ずしも異化されているとは限らない。翻
訳がメタコミュニケーションとして立ち現れる際に、必ずしもそれが均質なものと
無縁に捉えられるという保証はないのではないか。コノテーションの社会性を意識
するという場合でも、それが先行する諸研究に盲目的に追従しないという保証はな
いのである。 

したがって翻訳の実践は二重に均質性を逃れるものでなくてはならないのではない
か。そしてまた、翻訳行為者の集団性という様態もまた、批判的に捉え直す必要が
あるのではないかと思われる。『すばる』の99年7月号(集英社)に掲載の翻訳文学
をめぐる座談会で、柴田元幸が「わかりやすさ」と「引っかかり」との「真中に立
ちたい」と述べているが、それはまさに、そうした均質性とのぎりぎりのかけひき
を行う異質性の場に立つということなのかもしれない。いずれにしても今後、翻訳
行為について集団性の考察の方へと歩みを進めていく必要があるだろう。 

（Text: 99年8月）
 

７.　「転換期」の翻訳人--蘭学黎明期 

蘭学の成立 

中国を別にすれば、日本の外国語翻訳の歴史において『解体新書』はきわめて大き
な位置を占めている。西欧の文献をほとんど初めて訳出したその作業の困難は、お
そらく想像を絶するほどのものだったに違いない。吉田忠「『解体新書』から『西
洋事情』へ」( 芳賀徹編『翻訳と日本文化』所収、山川出版社、2000 )の書き出し
にもあるように、「蘭学とは翻訳の学問であった」のだろう。そしてその成立にま
つわる事情を伝えるものとしては、杉田玄白『蘭学事始』があるのも周知の通り
だ。吉田はその論文の中で、『蘭学事始』に示されている「訳の三等」(対訳(現代
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でいう直訳)、義訳(意訳)、直訳(仮名表記)に基づく形で、訳語の形成問題に少しば
かり触れている。扱う対象が身体という具象概念であったことから、対訳が出来る
限りは比較的容易だった。「軟骨」や「神経」のように対応語が従来の漢語にない
場合には義訳に頼るほかなく、それすら対応できない場合は音訳がなされていたと
いうわけだ。仏典からの借用の例などにも言及している。 

確かに蘭学は翻訳の学問とみることができるだろう。ではそれはいかにして成立し
たのか。周知の通り、それは腑分けの実地見聞を発端としている。1771年、千住
骨ヶ原でのことだった。それに先行して玄白は『ターヘル・アナトミア』を偶然入
手しているのだが、腑分けに際して同行の前野良沢も、奇遇ながら同じ書を携えて
いた。こうして腑分けは始まる。彼らはその書の図と首っぴきで腑分けの現場を目
にするのだ。『蘭学事始』(岩波文庫版)から引いてみよう。 
「老屠また曰く、只今の腑分のたびにその医師がたに品々をさし示したれども、
一人
某は何、此れは何々なりと疑はれ候御方もなかりしといへり。良沢と相ともに携へ
行き
し和蘭図に照らし合せ見しに、一としてその図に聊か違ふことなき品々なり」 
だが、専門書ではなく一般向けの解剖啓蒙書だった『ターヘル・アナトミア』の図
は、現実の解剖に照らしてみて理解を助けるようなものには思えないものだった。
タイモン・スクリーチは 『江戸の身体を開く』(高山宏訳、作品社、1997) の中で
この点に触れ、「玄白が話をこしらえている、あるいは少くとも多々脚色を加えて
いるのではないかというのがわたしなどの感じである」(p.167)と述べている。実地
に解剖を見たのではなく、絵上のレトリックを見たにすぎないと述べているのだ。
これは一つの神話化だという。ではなぜそうした神話化が必要なのか、玄白の意図
は別のところにあったのではないか、という別の疑問がここから沸き上がってく
る。 

集団を組織するということ 

その答えを探して、もう少しスクリーチの記述に即して、玄白が『蘭学事始』を書
いた当時の状況を見てみよう。まずもって蘭医の置かれていた立場の問題がある。
人体を切って中を見るという行為は、オランダでは神の探求にも通じるものとされ
ていたが、日本においては「肉」(うつしみ)を超越したところに意味が見出される
(p.9)以上、当然のごとく蘭医は周辺部に留まらざるを得なかった。それは香具師と
の類推から、いかさま師扱いされていた(p.102)。「蘭医たちは個々ばらばらで、強
固な流派(エコール)を形づくるにはいたっておらず、力の中枢から遠い所からの、
本質的には異を唱えるという形で為された挑戦だったのである」(pp103-104)とい
うわけだ。『蘭学事始』の成立は1815年のこととされているが、その頃もおそら
くそうした状況は続いていたと考えてしかるべきだろう。スクリーチは、『蘭学事
始』の物語にも「医学界の外に強力な支えを求めようとする思いが見られる」と指
摘している(p.172)。  『解体新書』の翻訳作業の記述を見ると、そこにわずかずつ
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同好の士たちが集って行く様子がわかる。まず翻訳作業に着手したのが玄白、良
沢、中川淳庵の三名。嶺春泰、烏山松円、桐島正哲、桂川甫周、建部清庵など…特
に後半部では各人の貢献が列記されていく。さらには作業への参加を呼びかけるべ
く奔走する自身の姿も記されている。おそらくは訳出作業の過程において、その難
しさから、玄白は人々を集めることの重要性を痛感していたのではないだろうか。
こうして『解体新書』はまとめられいく。スクリーチは「本はできるだけ多くの読
者を引きつけるように、面倒の種が少しでも少くなるようにという形でつくられて
いった」(p.172)と指摘しているが、とはいえその扱いは慎重にならざるを得
ず、「晦渋な衒学的漢文に変換された」(同)。桂川甫周は江戸城内とのパイプ(父親
が将軍家奥医)があり、本の完成後は、公儀などに献呈された後ようやく一般に出回
るという慎重さだった。思うに玄白は政治的な身ぶりに長けた人物だった。『蘭学
事始』の中で批判している漢学との対立は、そうした政治的な身ぶりをもたらさず
にはいなかったのだろう。 

このように訳出作業上の必要、政治的配慮、外部との対立などから、『解体新書』
の翻訳は、即同好の士を集め組織化する作業だったということが仮定できる。組織
論的に見て、集団の構築を促すあらゆる条件が揃っていたのだ。しかも上方に掲げ
ることで一体感をもたらすシンボルすらあった。スクリーチによれば、結石の切除
の手術を最初に行ったとされるドイツ人医師ロレンツ・ハイステルの肖像が、蘭方
医にとってのイコンとなっていたという。「オランダ正月」の図(大槻玄沢の塾で催
されたという)で壁にかかっているのはハイステルの肖像だろうという(p.110)。塾
という形の学校もでき、情報の交換も手段が限られているとはいえ、なんらかの形
でなされていたことだろう。スクリーチは蘭医たちが個々ばらばらだと述べている
が、こうした点からして、それは緩やかながら集団としての体裁を整えていた、あ
るいは整えつつあったと考えるのが妥当ではないだろうか。 

とするならば、実際の解剖で目にしたものが『ターヘル・アナトミア』の図と違わ
ない、と述べる玄白の意図もおぼろげながら浮かんでこよう。それは一種のプロモ
ーション感覚なのだといえないだろうか。より多くの人々を蘭学へと吸い寄せよう
というわけである。だが、内部を覗き見ることには多大な制約があった。機会その
ものがなかったのだ(p.164)。蘭学を多少とも志す人々がいても、社会的制約から実
際の解剖ができない以上、図を見ることくらいにしか頼らざるをえない。そうした
状況にあって、図が「違わない」と述べることはきわめて重要なことになってく
る。しかも翻訳としての蘭学が誕生する時の、いわば「起源の物語」においてそれ
を述べることは、まさに創設神話を高く掲げることにほかならない。杉田玄白はそ
の意味で、きわめてメディオロジー的感覚を備えた人物だったといえるだろう。西
欧の文献の翻訳という営為には、その最初期、そうした集団構築の運動が裏面に張
りついていたのである。 

（Text: 2000年11月）
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