
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

18世紀の風を求めて : 言語文化空間論構築の試み

阿尾, 安泰
九州大学大学院言語文化研究院

https://doi.org/10.15017/1784835

出版情報：言語文化論究. 37, pp.63-78, 2016-10-14. 九州大学大学院言語文化研究院
バージョン：
権利関係：



63

Studies in Languages and Cultures, No. 37

18 世 紀 の 風 を 求 め て
―�言語文化空間論構築の試み�―

阿　尾　安　泰

イメージからはじめて

かつて、18世紀の声について論文を書き始めたことがあった�1。今は、風をめぐって書き始めた
い。ただ考えることはそれほど変化していないと思う。それは言語文化空間成立の条件の探索とな
る。すこし、イメージに頼って書くことをお許し願いたい。

サーキットを爆走する F1の車を考えよう。各メーカーともその性能をあげるのに必死である。
コースに応じて、車の性能を作り上げていくだろう。カーブが強い車もあれば、直線に強い車もあ
る。様々な個性を持った車がぶつかり合い、激しいレースが展開するだろう。ここで視点を少しず
らしてみよう。車の性能もさることながら、他にも重要なことがある。そのレース場が持つ特性で
ある。地形的特性だけでなく、その場所が影響を被る条件、たとえば、気象条件なども重要な要素
となる。風が登場するのも、ここにおいてである。

このレース場にどのような風が吹くのか。指定された場所を走る以上、どの車もその影響を受け
るのであるから、それは考慮に値する事項である。ただ検討が難しい要素でもある。風は見えない
からである。その不可視の存在を、既定のデータの集積の中から推定していかなければならない。
各車の動きを分析する中で、何らかの影響力を想定しない限り、その運動が説明できないときには
じめて、介入要素としての「風」の存在が浮かび上がってくるのである。そうした観点から、最近

「風」の描写に注目して、映画とマンガの問題に言及した研究文献が登場した。

（…）「風」、つまり大気の流れは、そもそも人間の眼には本来見ることのできないものである。
そして、そのことは、それが映画の中に示されたとて変わらない（…）不可視の対象を描きう
るというこの事実もまた、驚くようなことではない。目に見えない大気の流れを線として表現
するのは、マンガにおいては極めて広範に普及した手法の一つだ�2。

� 不可視のものをめぐる分析と調査は、通常行われているものとは、異なってくるだろう。いつも
は、ひたすら車の性能をあげることを目的として、その能力だけを測定すればよかった。車を細か
く、そして深く、徹底的に調べあげていくことが求められた。しかし、「風」の場合はそうはいかな
い。一つの車だけを対象としても、効果的ではない。なぜなら、「風」はどの車にも影響を及ぼすも
のとして現れているからである。

求められるのは、調査範囲を限定した上で得られる、厳密なデータではない。対象を広げていき、
その調査群に通底して流れる運動を検知することである。探求は垂直方向に伸びた、深さを志向す
るものではない。むしろ、水平方向に広がりながら、その拡大の中に現れる運動を画定するものと
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なる。
こうした比喩による迂回を経た上で、これまで行ってきたことがより正確に伝えられるかと思わ

れる。従来の18世紀研究はいわば、車の性能を高めるかのように、作家、思想家ごとに行われてき
た。確かに、個々の作家、著作家、思想家たちの理解を深め、彼らの行為のもつ意味をより的確に
位置づける上で、そうしたアプローチは有効なものであったといえるであろう。ただそうした方向
がすべてではない。18世紀研究においても「風」を志向する方式もあってもいいだろう。サーキッ
トに吹く風を調べるように、18世紀の言語文化空間に吹き渡る風、つまりその空間の有り様を規定
する文化的な磁場の状況を調査する道も求められてもいいだろう。そして、それは、従来のような
個別研究とは異なるスタイルを取ることだろう。

従来の文学研究、思想研究が対象を深めて行くという垂直的な方向を持つのに対し、この新しい
研究は、むしろ領域横断的に対象を選びながら、そうした領域を通底して働く力を記述するという
水平拡張的な方向性を持つことだろう。実際これまで遂行してきた探求を振り返ってみるとき、対
象領野は、文学から始まり、芸術、思想、政治、社会におよび、そこから更に、医学、化学にまで
達しようとしている�3。その活動を前にして、恣意的に領域を選別しているだけだという批判が出て
くるかもしれない。ただそのような見方は、あまりに従来の方式に慣れすぎたところから来るもの
のように思われる。目指されているのは、恣意的に見えようとも、あくまでも領野を横断して作用
する力の検知なのである。「恣意的」という言葉のもとに、こうした新しい試みを葬り去るとした
ら、建設的とは言えないだろう。それにより、言語文化空間に作用する力の探索は、封印されてし
まうからである。むしろ考えるべきは、そうした測定から現れてくるデータの精度を上げることで
あり、探索を否定すべきではないように思われる。この力は文化の現場においては、ごく自然に作
用しているため、それを改めて問題とすることは非常に難しい。同時代人からはほとんど意識され
ていないものである。深く隠されているから見いだすのが難しいというのではない。むしろごく自
然に文化空間の至る所に、空気のような存在でその表面に拡散しながら、広範に広がっているため、
意識にのぼることが少ないのである。

１．言語文化空間論分析のために

a. フーコーに導かれて
ただこうした探求がこれまで皆無だったわけではない。たとえば、ミシェル・フーコーの業績が

存在している。ただ、現在フーコーについて語ろうとするとき、語りのコンテクストを確保する必
要性を感じている。かつて、ボードリヤールは戦略的な意味でフーコーを忘れる必要性を説いた�4。
ただ現在においては、フーコーはその明白すぎる認識度により、バイアスがかかり、逆にその評価
において、ある種の空白が生まれてきているように思われる。
『監獄の歴史』により、権力に関する新たな視点を開いたとされるフーコーからは、以後数々のド

ラマが生まれていく。『性の歴史』第一巻においては、抑圧の仮説により、性の分析に関して新たな
糸口が開かれ、壮大な性の歴史分析のプロジェクトが予告される。ところが、その後新たな展開を
迎え、分析の方向は急遽古典古代へと向けられ、研究主題も「性」から「自己」へと変化していく。
こうしたドラマチックな展開を通して、人々のフーコーへの関心は、いやが上にも高まっていく�5。
その新たな権力概念によって、現代管理社会の分析を行おうとする方向もあれば、性の歴史プロジェ
クトの破綻の原因を考察しようとする方向もあり、また最後に現れた自己という主題の持つ意味を
考えようとする方向もある。ただそうした多様な可能性の中で、次第に忘れ去られようとする業績
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として『言葉と物』に代表される研究がある�6。
フーコーの活動の中では、考古学的、系譜学的な探求の中に位置づけられるこの研究こそ、これ

まで述べてきた言語文化空間分析の目指す方向と重なるものである。時代の認識の枠組みを明らか
にしようとする試みは、まさに強調してきた探求に応えてくれるものである。ただ現在この業績に
言及するものは、18世紀研究においても、また思想史研究においてもそれほど多くない印象を受け
る。すでにこの方面の探索は、フーコーのこの仕事に尽きるという感じで、さらにそこを踏み越え
ようとする研究は少ないかのようである。そうした中で、貴重な例外として浮かび上がってくるの
が、ジョナサン・クレーリーの研究である�7。彼は、フーコーのエピステーメー論的分析を踏まえな
がら、フーコーがあまり重要視していないところに分析をすすめていこうとする。それは、たとえ
ば、現代に至る歩みのなかで、変容していく「視覚」の問題である。

こうして、言語文化空間論という方向に進もうとする時に取るべき道筋が少しずつ見えてくる。
フーコー、そしてクレーリーという二人の巨人の背に乗って、見渡すべき地平が徐々に現れてくる。
選択すべきものとしては大別して二つの針路が存在するかと思われる。ひとつは、フーコーやクレー
リーが言及しながらも、これまで他の人々からあまり関心を持たれなかった主題をターゲットとす
る方向である。また、もうひとつは、分析を進めて行く中で、当然強調すべきであったはずなのに、
そうした扱いを受けなかった主題に注目する方向である。たとえば、前者の主題としては、フーコー
が特にこだわった「生命」という問題がある。そして、後者については、フーコーは視覚の変容に
関して、あまり意識的ではなかったこと、また「表・タブロー」という概念が展開するダイナミズ
ムを十分には把握していなかった事などがあげられよう。確かに、フーコーはいわゆる文学史的な
発展図式を避けようとするあまり、言語文化空間の中で発生した活発な運動を取り逃がしているよ
うにも思われる。長期的な展望を志向するあまり、1750年代から1760年代にかけての新しい動きを
あまり重視していないように見える。そうしたことを踏まえたうえで、これまで遂行してきた探求
の位置づけを行いながら、今後の読解の可能性について考えてみたい。

18世紀の言語文化空間に影響を及ぼしている認識の枠組みを考察するためには、既に述べたよう
に、一つの作品だけを取り上げても十分ではなく、複数のテクストを対象として、内容的な差異に
もかかわらず、共通して働く文化的な磁力を測定する必要がある。行うべき探索においては、小説、
演劇などの文学的な分野に加えて、その領域の活動を支えるものとして、特徴的なメディアである
手紙、加えてそうしたジャンルからの影響を受ける芸術、哲学などの領野も扱う必要がある。さら
には、同じような思考の枠組みが機能していると想定される医学、化学などの分野も考慮に入れる
ことになろう。

実際、そのような広い領域を結びつける要素とはいかなるものなのだろうか。異なる分野で、同
じ問題が論じられているわけではない。問題の共通性と言うよりは、問題への対応に当たって共通
した方式が用いられると言えるだろう。内容が通底するというよりは、処理する上で、有効な仕組
みとして機能する要素が、領域を越えて存在しているのである。とりあえず三つの要素をあげてお
きたい。それは、「視覚」、「記号」、そして「論理」である。この三者が連携して働くことで、18世
紀の文化空間において安定した知の構築物が、各領域において確保されると思われる。以下におい
て、その具体的な現れが顕著になる1750年代、1760年代を中心に考えてみたい。

ｂ．情報の変容
言語文化に関する情報形態はすべての時代を通じて、同じ状態ではない。それは、歴史のよく示

すところであり、活版印刷の発明を見るまでもなく、様々な変転を遂げてきている。たとえば書物
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という媒体もその傾向を免れるわけではない。かつての羊皮紙という形態から、次第に書籍といっ
た、現在人々のイメージするものに近い形を取るようになっていった。そうした変化にともない、
本を収蔵する空間も変容し、さらに本を所有するという意識も以前の時代とは異なるようになって
いく。すでに18世紀には、書籍は教会などの施設の保有する特殊なものではなく、所有の対象とし
て、いわば富を顕示するものとして受け取られるようになっていった。実際、読みもしないのに、
書籍を所有しようとする者にたいする批判が現れはじめる。

（…）心を涵養するのに最適な手段である（…）読書がその望ましい効果を上げるのがこれほど
稀で、これほど少ないことなどということが、そして良書を求める気持ちが、節度をわきまえ
ない偏愛に堕するなどということが信じられただろうか。
� しかしながら、こうした悪弊はまさに現実のものであり、どこにでもみられるものに他なら
ない。これほどあらゆる種類の本が出回った時にはないのに、人々がこれほど（…）しっかり
とした読書をしなかった時はないのである�8。

� こうした動きが、別の面では、識字率の向上、黙読の普及、読書を行うための個人的な親密な空
間の出現といった事態を生み出していくことも周知の通りである�9。また流通する情報量も増してい
くことになる。

こうした情報面の拡大は、別の領域でも変化を引き起こしていく。同じメディアである手紙にも
変化が生じるのである�10。17世紀には、それほど広がったわけではないこのメディアが、18世紀に
入ると、単に個人間に情報を伝達するだけでなく、様々な機能を持つようになる。書簡は、それだ
けで文学作品として一つのジャンルを確保するとともに、その描写能力の精密さ、感情面での喚起
力の強さなどを通じて、小説の世界にも導入されていく。実際、この時代において、書簡を全く利
用しない小説などは考えにくいものがある。また書簡は、その説得性の観点から、様々な議論の場
において、利用されることとなった。手紙という形を取って、自らの立場を明らかにするのである。
確かに、17世紀においても、パスカルなどをはじめとして、書簡を議論の場に利用した例は見られ
たものの、18世紀においては、その傾向が飛躍的に増大すると言える。さらに忘れてならないのは、
この時代においては、病気の相談や診断にも手紙が利用されたということである。確かに今日ほど
交通機関が発達していなかった時代においては、直接診断を受けることが難しかったことを考えれ
ば、手紙という手段を用いることは、決して不思議とは思えないかもしれない。ただそうした理由
を考慮しても、やはりそこには、手紙が可能にする現実再現能力の確かさへの信頼があったのでは
ないだろうか�11。このように、この時代、多様な機能を担ってきた手紙をもとに、それが踏破して
いく当時の言語文化空間の状況を考えていきたい。それを考えることで、19世紀以降機能が変化し
た手紙が、別の関係を示していく事情が明らかになっていくように思われる。

確かに、手紙というメディアは今日でも存在するものであり、違和感なく受け入れられるものに
思える。ただ、そのメディアという形態が現在まで存続していることは罠でもある。連続性故に、
実態が昔と今でも変わっていないという印象を与えてしまう恐れがある。連続性の幻想とも言える。
むしろ、その信頼感によって隠されようとする性質をこそ、見逃してはいけないのではないだろう
か。そのためには、手紙の使用方法において、我々に違和感を与える事例に注目し、例外として除
外することなく、積極的にその存在理由を考慮すべきであろう。そうした中から現れてくるのが、
ルソーのドゥドゥト夫人宛ての1758年１月15日付けの不思議な手紙である。
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� あなたのお便りについて落ち着いていられるように、１週間ごとに白紙を１枚郵便でだして
ください。そうすれば、宛名書きのところにあなたの筆跡をみることができますし、あなたの
封印だけで、私は満足で、手紙のなかには、書かれていないあらゆることを考えます�12。

ここに登場するのは、白紙の手紙である。それは受け取り手であるルソーに、不安感をあたえるど
ころか、安心感を与えるものとなる。これを、ルソーという特異な例として、除外することはきわ
めて簡単である。実際、ルソーほど、自己の発言に意識的な作家はいないだけに、こうした書き流
したように思える言説に注目するよりは、ルソー自らがこだわり、繰り返し語り続ける問題の方に、
注意を向ける方が優先されるべきだとする見解もあるだろう。継続的な試みのなかから、『告白』、

『対話』、『夢想』などの自伝的な作品群が次々と生まれてきていることを思えば、そうした選択の重
要性は理解できる�13。しかし、意識的な言説だけが重視されるべきなのだろうか。ごく自然に書か
れているかにみえることの中にも、実はルソーの思考の枠組みを規定するものの一端が現れている
ことはないだろうか。ここでは、そうした可能性を考慮して、どのような構造がルソーの解釈を支
えているのか、考えてみたい。確かに、ルソーの場合は極端であるかもしれないが、その根底には、
当時の人々と共通する意識も存在しているのではないかという探求を試みてみたい。

この手紙で表明されているように、空白がルソーをおびえさせないとすれば、彼はその空間に何
も存在しない空虚を読み取っているわけではないことが想定される。ここで「記号」の問題が出現
してくる。ルソーの目の前にあるのは、空虚ではなく、「あらゆること」が潜在的な形で存在してい
る充実した空間なのである。ルソーの解釈がそこに記号を召喚することで、伝えるべき意味に溢れ
る豊かな場が到来することだろう。考えてみれば、そもそも、手紙とはそうした送り手と受け手が
織りなす親密な空間を前提としたものでもあったのではないだろうか。確かに、数々の種類の手紙
が流通するにせよ、このメディアはそうした言語文化空間を準備することができるものである。そ
うした場が前提とされるからこそ、行き交う言語も情愛に満ちたものになるであろう。こうした言
語環境の成立については、決してルソーだけの特例とは言えないのではないだろうか。確かに、そ
こに言語文化空間への過剰な信頼があることは認めるにしても、そうした枠組みの認識と思い入れ
は、この時代の人々が共有していたものではないだろうか。空間とそこに招来される記号への信頼
がある。言語環境が適切に設定されれば、書かれるべきメッセージの内容は安定したものとなり、
またそれを読み取る方でも、解釈に間違いはないという構造が現前しているように思われる。書か
れることと読解への信頼が共存するとともに、それを可能にする文化空間への帰属感が表明されて
いる。ただここでその前提をもう少し別の角度から考えてみよう。空虚でさえ、聡明な視線の読解
により満たされるということは、確かに解釈の安定性をしめしているが、逆に言えば、空白といえ
ども絶えず意味の読解へと送り届けられることになっているわけであり、何もない、意味の真空と
も言える状態は絶えず回避されているということになるだろう�14。従来この回避の方向については、
述べられることが少なかったように思われる。そして、ルソーの言語文化空間への過剰な信頼が明
らかにしてしまうのが、この裏側であるように思われる。

確かに、ルソーはこの空間への志向、信頼を過剰な形で表明してきた作家であったろう。たとえ
ば、『対話』の原稿の対処の仕方にもそうした傾向を見ることができる。晩年、周りで自分に対する
悪意と中傷が高まっていくのを感じるようになったルソーが、自己の善性を論証すべく書き上げた
作品が『対話』である。彼は作品を書き上げるだけで満足することはない。その作品が意図するル
ソーの善性という命題が、読む者の解釈を通じて確認されることを求めるのである。それは作品の
置かれた文化空間の機能の正常さを確かめるかのようである。そこで、そうした理想的な読解の遂
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行を求めて、書きあげた原稿をまだ悪に染まっていない者に託すことを考える。寄託者として選択
するのが、親交のあったコンディヤックである。

� 私のごく古くからの知人である、とある著作家が（…）ほんの数日前からパリに来ているこ
とを最近知った。私には、彼の帰還の知らせが天の導きであり、私の原稿を本当に託せる人を
示しているように思えた。（…）苦労しながらも、ついに彼の住まいを見つけ（…）彼に原稿を
託す（…）�15

ルソーは、原稿がまさに向けられるべき真の寄託者が現れたと喜ぶ。原稿が位置する空間を厳密に
考えていけば、そこにおける最良の寄託者が、自ずから決定されてくるはずだという見通しがルソー
の中には、はっきりとした形で存在し、それが今かなえられようとしているわけである。ところが、
コンディヤックは、ルソーのこの過剰な期待を担うことはできない。

� ２週間後、私は彼の家を再び訪れてみる、時が来て、20年もの間、私の目を覆っていた闇の
ヴェールはまさに落ちようとしており、私の原稿を読んだからには当然現れてくるに違いない
と思われる謎の解明の手がかりを、この原稿を託した友人から得られるものと私は確信してい
た。ところが予想していたことは何一つ起こらなかった。彼は、文学作品について意見を求め
られたときに答えるようなことを、私の著作について語った（…）�16

ルソーが求めたのは、著作に対する単なる文学的な意見などではない。彼の作品に込められた善性
の証明を理解、納得し、それを明確な解釈の形で、コンディヤックに表明してもらうことだった。
いわば作品が指し示す世界を確認し、共有してもらうことだった。そうしたルソーの期待がかなえ
られることはなかった。希望を裏切られたルソーは、これから別の可能性を模索していくことにな
るだろう。ルソーのこの極端な姿勢を、例外的な事例として処理することは可能である。ルソーの
晩年の被害妄想的な傾向を指摘し、そこに精神的な病の表れを見ることは難しくないだろう�17。た
だ、ここでは、そうした方向とは別の道を歩んでみたい。心理学あるいは精神分析といった現代的
なアプローチを過去の事象に適用して満足するのではなく、そこにあらわれているルソーの認識の
枠組みの中に、当時の人々が暗黙のうちに形成していた知の構造が存在していないかどうかを検証
してみたいのである。

ルソーはコンディヤックのパリ帰還という事象のうちに、意味を読み取ろうとした。この現実が
語る「記号」を前にして、ルソーは解釈の機構を作動させる。「視覚」が提示するものに対しては、
無意味さが存在するとは思えない。いかにヴェールが厚くても、それを見通すような鋭い視線を前
にしては、視線が切り拓いていく「論理」の導きによって、意味は開示されるはずだとルソーは信
じたのである。その思考の動きが、この時代においては、それほど逸脱したものではないことを、
これから考えていきたい。

テクストにあらわれてくる記号群は、その位置する場において、豊かな意味を担うように配列さ
れている。発信されたメッセージは、受信者によって内容が確認されることで、相互交流を果たす
べき共同体の存在が保証される。その時生じる解釈は、空間がしっかりと構成され、受け手が揺る
がない見識を持っていれば、過つことはないとされる。不在に見えても、透徹した意識の力により、
記号群が呼び出され、そこに豊かな意味の空間が現出する。曖昧だったものが可視化されるとき、
それを可能にした解釈の力の絶大性が確証されるのである。ここにおいて、明証性と可視性とが重
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なりあう。見えなければ、明らかではないが、見えないものでも、しっかりとした眼をもっていれ
ば、見ることができるという展望がある。こうした中で記号の明証性を支える可視性について考え
てみたい。

２．可視性がもたらすもの

ａ．観察する視線
手紙というメディアは優れた文学装置でもあった。表現行為を繰り返すうちに、単調になりがち

になる文学空間に適度な揺らぎを導き入れてくれるからである。それを思えば、この時代、小説に
おいて、書簡が多用されたことは故なきことではない。たとえば、様々な発信者を設定することで、
多様な語り口を作品世界に取り入れることができる。また手紙という手段が用いられる以上、そこ
にはある距離が想定され、その距離をめぐって、物語を紡ぐ可能性が生まれてくる。その距りを短
くすることも、そのまま保つことも、あるいはさらに長くすることもできる。こうして、語りの地
平の様々な可能性が保証されることになる。また手紙というメディアの特性として、ある種の不連
続性も考えることができる。連続的な語りではなく、突然発生する出来事の報告などという形で、
事件を導入することが可能となる。読者のもとには、唐突に事件を告げる手紙が出現する。その導
入がもたらす以前の情景との鮮やかなコントラストが、強烈な印象を与えることになるだろう�18。

ただそうした揺らぎに目を奪われて、その下にある堅固な読解の枠組みを見逃してはなるまい。
すでに述べた明証性と可視性の緊密な結びつきである。確かなものは目に見えるものであり、目に
見える形にしてこそ、その確かさが認められることになる。逆に言えば、表面的な動きに目を奪わ
れることのない、透徹した視線が求められている。そこから逃れ去るものはない。

� あなたがあれほど巧みにかくしていらっしゃる神秘について、私がこれほどわかっているの
を、驚かないでください。あなたには申し訳ありませんが、わたしには、わかっているのです。
ひとつの感覚は別の感覚に教えることもできるのです。できるだけ油断なく、警戒されても最
もよく整えられた身仕舞いにも、わずかな隙間がいくつかできることがあって、それを手がか
りに視覚は触覚の効果をあげるわけです。何も逃すまいとする大胆な視線は、花束の花の下に
潜り込んでも罰を受けることもなく、飾り紐や紗の下をさまよい、とても手では試してみよう
などとは思わない張りのある弾力感を手に感じさせてくれます�19。

深層に入り込み、実態を明らかな形で把握するまなざしが存在している。単なる表面的な描写では
不十分であり、描写を根底から支える視線の透徹性が求められる。そして、時として、ある種のエ
ロティスムと連動しながら、機能することもある。こうした動きは、他の作品群にも見いだすこと
ができる。

（…）少し経ってから、首が傾き、本が手から落ちる、美しい腕が伸びる、呼吸が荒くなり、少
しずつ豊かさを増してきた胸が上下する、そして目は閉じられている。そうした姿を見れば、
彼女が理性を失ったのでないかと心配になってしまう�20。

ここにおいて視線は、対象の描写を通じて、エロティックな情景を作り上げる。表現されているの
は、官能的な書物の読書を通じて、性的な恍惚感に陥ってしまう少女の姿である。ただ強調したい
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のは、エロティックなまなざしの存在ではない。そうしたものは、各時代において、見いだすこと
ができるであろう。そうではなくて、見るということが、深部にまで達することで、確固とした全
体像を提示できるという展望の存在である。そして、そうした枠組みが、領域横断的に、この時代、
様々な分野で確認されるということが重要なのである。この視線の動きは、ポルノグラフィックな
小説だけでなく、それとは対極にあり、そうした小説群をむしろ批判する側の医学的な言説にも現
れてくる。

（…）私は身持ちのよい娘たちが皆の話の輪を離れ、そこで彼女たちが耳にしたことを実際に行
おうとするのを目にした（…）戻ってきた彼女たちをよく観察すれば、苦もなく、彼女たちが
はずかしさから顔を赤らめているのが見て取れるし、そうした事態を引き起こした狂乱に彼女
たちが身を任せたことがわかるだろう�21。

優れた観察者は、隠されようとする事の真相を見抜くことができるわけである。ここには透徹した
視線からは逃れ去ることのできるものはないという信念が表明されている。こうした明証性と可視
性の関係はどこから生まれてきているのだろうか。こうして、「表」という概念に至ることになる。

ｂ．「表・タブロー」という概念
フーコーは『言葉と物』において、古典主義時代の新しい知のあり方を説明する際に「表」とい

う概念を提起する。

（…）ルネサンスにおいて、珍奇な動物は見世物であって、それが姿を見せるのは、祭、闘技、
現実または架空の闘い、動物物語が無時間的なお伽話を展開する復元された伝説的過去のなか
であった。古典主義時代に設けられた標本陳列館や動植物園は、輪を描いてまわる「見世物」
の行列を、「表

タブロー
」のかたちをした展示様式におきかえたわけだ。かつての舞台とこの目録をへだ

てるのは、知識欲ではなく、物を視線と言説の双方に結びつける新たな仕方であり、記述とい
うものの新たなあり方だったのである�22。

知を新たに配列するものとして、「表
タブロー

」という形式が提起されている。そこでは、対象となる事物が
見やすい形で配列されている。確かに、可視性と明証性が共存する知のシステムの姿がそこにはあ
る。以前のようなおどろおどろしい見せ方とは異なるものが現れている。確かに、この説明には、
納得させられる点が多いし、この時代の知の変容をよく表していると思われる。ただ、これがすべ
ての様相を示していると考えてしまうと、この時代における概念の豊かな広がりを見落とすことに
なるだろう。フランス語の «�tableau�» という語に含まれる、意味の展開を見落とすことなく考えて
いくことが求められる。この語には「表」に加えて、「光景」「情景」「絵画」などの意味がある。ピ
エール・フランツはこの概念を1750年代の演劇の動きの中から捉えようとしている�23。そこには想
像力と連動してはたらく演劇美学的な、情動的な運動が記述されている。ディドロによる「タブ
ロー」の概念とは以下のようなものであった。

舞台上の人々の配置が、きわめて自然で真実味があるために、それを絵画で忠実に再現した場
合、絵画としてもすばらしいものに思えるものが、タブローである�24。 
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そこで言及されるのは、演劇と絵画を結びつけるような表現空間であった。さらにディドロは、想
像力とタブローの関係を以下のように述べている。

（…）想像力は、イメージを見つけ、集める能力であるが、この能力は我々の感覚にかかってい
る。想像力が形作るイメージはすべて、そのモデルを感受性によって、自然から受け取ってこ
なければならない。様々なときに得られた数々の感覚的経験を通じて、想像力はひとつのタブ
ローを作り上げることができる�25。

こうした引用を通じて、我々はフーコーの示した意味に加えて、「タブロー」という語が、この時代
において展開した広がりを明らかにすることができると思う。それは、新たな知の配置を示すだけ
ではなく、そうした知を踏まえた上での情動的な空間を示すものでもあったのである。そこにおい
て、論理性と情動性が共存する領域が成立する。それを考えなければ、医学的な言説の中で、この
語が出現することの意味が理解できないのではないだろうか。たとえば、ティソは、その著書の中
で、若者を恐怖の病から救うことを目指して、その病の悲惨な症状を記述しようとする。その時に、
この「タブロー」という語が現れる。

私が紹介する症例は、はじめからおそろしいタブローとなっている。私自身、その不幸な患者
を初めて診た時は、おそろしさにすくみ上がってしまった。そして、若者たちが進んで身を投
じる深淵がいかに恐ろしいものであるか、余すところなく彼らに示してやらねばという気持ち
が増したのも、まさにその時であった�26。

この後に、病のおぞましい描写が続くことになる。そうした描写が喚起する情動性をタブローとい
う枠組みが包み込むことで、読者への説得力が増すと筆者のティソは考えているようである。ここ
で導入されている情動性を、それが医学的な知識が不十分な状態からくる過渡的なものと考える発
想からは距離をおきたいと思う。情動性と論理性が可視性を介して結び合いあって、言説空間を作
り上げることが、この時代の認識の枠組みにおいて重要な点と思われるからである。実際、当時の
医学においても、その論理的な基盤としてのタブローをフーコーも鮮やかに示している。

� 病気が根本的に知覚されるのは、深さのない投影空間と進路変更のない時間的一致の空間に
おいてである。そこにあるのは、一つの平面と一つの瞬間だけである。真理が根源的に姿を現
すその形態とは、浮き彫りが現れては、消えていく表面である、つまり肖像画である。（…）分
類学的医学が自らに課す最初の構造は、永続的同時性の平らな空間である。つまりタブローと
図式である�27。

ただ繰り返し注意しておきたいのは、その瞬間は停止点ではなく、瞬間であると同時に、そうした
瞬間を包み込む広がりと流れをも示しているということである。瞬間は全体へと送り返させること
で意味をもつ。
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３．臨界への接近

ａ．可視性がむすびつけるもの
書簡に注目して文学へと向かうとき、可視性が大きな力をもつパラダイムを見いだすことになっ

た。それは新たな言説の秩序に対応して、見ることにより、意味を決定する機構であった。見るこ
とは語ることであり、目にしたものを正確に記述する仕組みがあった。ただここで注意しなければ
いけないのは、フーコーはあまり強調していないが、特に18世紀においては、この可視性のシステ
ムを活性化するのに、演劇が重要な役割を果たしたということである。啓蒙の世紀においてこのジャ
ンルが切り開いた新しいパラダイムの重要性を指摘したピエール・フランツの功績は大きい。文学
史的には、17世紀の古典演劇の完成が強調される中で、18世紀演劇はその単なる模倣であるかのよ
うに位置づけられることが少なくないが、むしろその演劇的な機能の深化、徹底化、その枠組みの
他の方面への流用は18世紀において進行したように思われる。それは、文学史的に著名な作品が出
るか出ないかとは別の次元の問題である。そして、もしより適切な言葉を選ぶとすれば、「演劇」で
はなく、「演劇性」をめぐって新たな問いかけが、遂行されていった時代が18世紀であったとも言
えるであろう。演劇を成立させている条件、環境への問いかけが深められていったのである。18世
紀の可視化をめぐる問題設定が、「タブロー」という形で、特に1750年代以降進められていったと
いう事実に注目しないわけにはいかない。タブローという形において、可視性の問題が整理されて
いけばこそ、その安定した処理方法が文学的な領域をこえて、批評、哲学、医学などの分野へと拡
張されて、利用されていったのではないだろうか。

しかし、その拡大は限界への接近でもあった。見ることの拡大はそれを語ることによって知の拡
大をもたらしていき、その広がりは順調であるかに見えた。ところが、進行とともに臨界点に近づ
くようになる。そもそも仕組みの安定した運用とはいかなるものであるのか。次第に増していく過
剰な期待に視線は応えることができるのだろうか。ルソーの例が示すように、枠組みを極限にまで
当てはめようとする試みが出現してくる中で、均衡を保っていくことは可能なのだろうか。

また、視線は驚くべきものを見いだしていくようにもなる。「崇高なもの」、「異常なもの」の登場
である。従来の知では語ることのできないもの、処理しきれないものが登場するのである。一見し
たところ、そうした事象は、「語りえないもの」として位置づければよいかに見える。しかし、目に
見えるものを、ことごとく言語化しながら、知の枠組みの中に位置づけることで、この時代は秩序
を築き、安定した堅固な構造を確保してきたのではなかっただろうか。その認識の過程において、
言語の枠を越えるものが出現するというのは、つかのま許されても、それが続いていくようでは、
思考のあり方を根底から揺るがすものともなりかねなかった。語りを越えそうなものを、語りを制
御する中で、その都度知の中で取込んできたことを思えば、そのプロセスを解体しかねないものが
現れたことになる。これまで順調に進んできた知の表面の拡大において、その地殻を揺るがせかね
ない危険な兆候があらわれようとしているのである。たとえば、その兆候をフーコーはサドの文学
を述べる中で、記述している。

（…）サドは古典主義時代の言説と思考の果てに到達した。彼はまさにそれらの限界に君臨して
いる。彼以後、暴力、生と死、欲望、そして性が、表象のしたに巨大な影の連続面をひろげは
じめ、（…）この影の連続面を、われわれの言説、われわれの自由、われわれの思考のなかにと
り入れようとして、できるかぎりの努力をはらっているのだ�28。
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これまで順調に広がっていった知の世界に、不気味な振動を示すような兆候があらわれはじめている。

ｂ．視覚の変容
フーコーは現代に至るプロセスのなかでの思考の枠組みの変化を分析していくが、同じような探

究において、とくに視覚における変容に注目した人物として、ジョナサン・クレーリーがいる。彼
は、19世紀以降に展開していく文化の動向において、視覚の重要性を強調する。ただここで彼の研
究が特筆すべきものであるのは、視覚の重要性を述べるなかで、そのあり方が根本的に前の時代と
異なっているということを明確に指摘している点である�29。フーコーも見ることと語ることとの関
係が、19世紀以降変化していくことに注目しているが、視覚自体が変化していくということには、
あまり注意が向けられていない。また視覚の重要性を強調する研究の多くも、むしろ視覚の連続的
発展を言おうとする傾向がある中で、根本的な相違がもたらす断絶に注目したクレーリーの立場は
大いに評価されるべきであろう。

18世紀も19世紀も可視性に依拠して、知の基盤を築こうとした。しかし、その土台をささえる視
覚に関する認識においては、根本的に相違していたのである。その相違に気づくためには、むしろ
視覚に直接的に言及されていない部分にこそ、こだわるべきであるのかもしれない。たとえば、芸
術の分野である。小田部は、18世紀における美学的な新しい動きとして、二極構造から三極構造へ
の変化をあげている。

（…）芸術作品はそれを制作する人、それを享受する人を必要とするとはいえ、イリュージョニ
ズムの美学においては、「原像—模像」という二項関係が基礎をなしている。とするならば、こ
の二項関係に基づくイリュージョニズムの美学から、先に触れた「芸術家—芸術作品—享受者」
という三者関係に即して芸術を捉える近代的な芸術観が成立するには、芸術家が原像と模像の
間にいわば割り込み、それと即応して、享受者が作品の彼岸に原像でなく、芸術家を求め、そ
こに自らの焦点を当てることが必要である、と予想することができよう�30。

ここにおいて、考えたいのは、水平方向に安定して広がっていくかに見える知の運動のなかに、い
わば垂直的な契機として新たな動きが参入してくることである、原像—模像という安定した知の空
間のなかに、「割り込」むような形で垂直的な運動を導入するのである。こうした垂直方向からのベ
クトルの介入はこれまでになかったことである。基本的に、「表

タブロー
」が思考するのは、水平的な広がり

であった。こうした従来の進行に対し、垂直方向の力が出現するのである。それは、他の分野でも
見いだすことができる。フーコーは「生命」の概念を取り上げながら、見事な指摘を行っている。
フーコーによれば、「生命」という概念が現れるのは19世紀以降であり、それ以前は、生物は存在
していても、「生命」という概念は現れていないことになる。

� 古典主義時代の博物学が生物学として成立することができなかったのは、おそらくこうした
理由にもとづくのであろう。じじつ、十八世紀末まで、生命というものは実在しない。ただ生
物があるのみだ。生物は、世界のあらゆる物の系列のなかで、ひとつの分類階級、というより
むしろいくつかの分類階級を形成している�31。

そして、それまでの博物学的なものが変貌しようとするときに働くのも、垂直的な力なのである。
そこから、従来の方法に変化が生じる。
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（…）分類することは、もはや、可視的なものの一要素に他のすべての要素を表象させることに
よって、可視的なものをそれ自身に依拠させることではない。それは、分析をくるりと回転さ
せるようにして、まず可視的なものをいわばその深い理由に関連づけるように不可視なものに
関係づけ、ついでこの隠された建築物から、それを示すものとして身体の表面にあたえられて
いる顕在的なしるしへとふたたび上昇することなのだ�32。

ここで描写されているのは、水平的な運動とそこに作用してくる垂直方向の運動であり、その交錯
によって、獲得される新たな知のあり方である。さらに注目すべきは、その説明においてあらたに

「不可視なもの」が現れてくることである。

不可視なるものの出現
これまで、可視性にもとづく思考の枠組みについて、その堅固さ、柔軟性、領域横断性などにつ

いて、述べてきた。その探索の果てに見いだすのが、新しい思考の枠組みを支える「不可視なるも
の」である。注意しなければならないのは、この概念は「崇高なるもの」を規定する際にあらわれ
たような、筆舌につくしがたいものなどとは根本的に異なるということである。言語の外部に例外
的な存在を想定しようというのではない。例外ではなく、システムに最初から寄り添い、その存在
をささえるのに必要なものとして、いわば必要なゼロ記号としてあるのが、この「不可視なもの」
である。思えば、空白ですら、満たされるべき空間として祝福されていた地点から、かなり遠い所
まで来たことになる。満たされている空間にもそれをささえる空白がつきまとい、それをぬぐい去
ることはできないのである。仮面をかぶる人々を前にして、その下の素顔の予測をして、楽しんで
いた時代から、その仮面を取った下に素顔がみられるかどうか、顔があるかどうかですら、さだか
ではない状況にまで至っている。そのあたりの恐怖を、モーパッサンが小説の中で書いている。主
人公は、誰かにつきまとわれている感覚をずっと持ち、相手の正体をあばくことを決意する。そし
て、相手を部屋のなかに誘い込み、勝負に出る。

� 私は手をのばして、立ち上がり、急いで振り返った、その勢いで倒れそうになった。何だ？ 

…昼間のようにはっきり見えるのに、鏡には私の姿が映っていない！…何もないのだ、くっき
りと奥まで光で一杯なのに！私の姿はそこにはなかった…鏡の前にいるのに！大きな鏡を上か
ら下まで見てみた。もう進むことはできなかったし、すこしも動けなかった。ただそいつがそ
こにいて、またもや私のもとから逃げていくのも感じていた。やつの見えない体が私の姿を見
えなくしていたのだ�33。

鏡は、ものをありのままに映す道具である。それが今やその機能が阻害されている。その機能を越
えるものが現れている。思えば、19世紀に登場する吸血鬼である、ドラキュラも鏡には映らない。
そうした怪物たちの登場は、新たな恐怖をかき立てるためだけではない。それは新たな思考の枠組
みの登場を告げてもいる。不可視なのは、怪物だけではない。たとえば、ポーの『盗まれた手紙』
に登場する謎の重要な手紙は、物語の最後に至っても、その内容が明らかとなることはない。透徹
した視線が、書かれていることを、最終的に皆の前に啓示することは、もはやないのである。しか
し、その不明確さにもかかわらず、物語において機能を十分にはたしている�34。こうして、思考は、
不可視なもの、不可能なものとの連携を持たざるをえなくなっていき、そこから新たな世界が開か
れていくことだろう。その世界の展開については、稿を改めて論じるべきであろう。
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Parmi les études sur le XVIIIe siècle, nombreuses sont celles qui portent sur des auteurs et des 

textes qui exercent encore une influence considérable sur les activités culturelles d’aujourd’hui.  Au 

contraire, peu d’entre elles étudient les conditions épistémologiques qui déterminent à cette époque les 

productions de textes philosophiques, politiques, économiques, ou scientifiques.  Nous pouvons citer pour 

exemples les ouvrages de Michel Foucault, qui nous donnent un splendide panorama des grandes idées en 

Europe depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, ou encore ceux de Jonathan Crary, qui soulignent claire-

ment l’apparition d’une nouvelle perspective dans les sciences humaines à la fin du XVIIIe siècle.  Marchant 

sur les pas de ces deux géants, nous nous proposons donc d’analyser l’espace culturel de l’Âge des 

Lumières. 

Cette approche «topologique» n’est pas sans faire penser à une étude météorologique qui viserait à 

mesurer les conditions atmosphériques en tenant compte des mouvements de l’air dans la mesure où, dans 

les deux cas, on recherche des objets invisibles.  Au XVIIIe siècle, le cadre épistémologique est fondé sur 

la visibilité, qui confère aux discours et énoncés des fonctions représentatives fort claires.  Inutile de sou-

ligner le fait que cette perspective se développe d’une manière transdisciplinaire dans divers domaines 

comme la littérature, le théâtre, la philosophie ou la médecine.

Mais à la fin du XVIIIe siècle, ce système atteint ses limites pour laisser la place à un nouveau modèle 

épistémologique qui se développera au XIXe siècle : l’important dans ce nouveau système n’est plus la 

visibilité mais plutôt l’invisible.  Loin du mythe de la visibilité, selon lequel un regard clairvoyant pourrait 

pénétrer au fond de n’importe quel objet, nous arrivons au XIXe siècle à un paradoxe : c’est le vide qui 

fonde l’existence des objets, comme le zéro fonde l’ensemble du système mathématique.

En quête du « vent » au XVIIIe siècle

― Introduction à l’analyse topologique de l’espace culturel du XVIIIe siècle ―

Yasuyoshi AO


