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は何ですか？」といったタイプの質問に，どのように答えれば

いいのだろうか。その問いはごくありふれたもので，解答もそれほど苦労はいらないよう
に思える。この極めて日常的な問いかけから考えてみたい。

冒頭の「今」という部分が示すのは，他の時間とは区別さるべき対象の存在である。そ
れは，多分に浮動的な事群であり，非限定性からある特権的な地歩を占めている。そして
その時間指標は空間的な言辞を伴ってくる。「今，日本で（フランスで，アメリカで，中
国で，カンボジアで・・・）」といった具合に，問いかけは拡大していく。さらに問題の
テーマもかなりの自由度を示している。つまり「流行っている文学（映画，批評，映画，

漫画，音楽・・・）は何ですか」と様々に展開していくことができ，この連鎖は止めどが
ないものとなってくる。

ただ，ここで確認しておかねばならないのは，こうした増大していく差異の連鎖が無秩
序を引き起こすわけでないということである。アナーキーな揺れば微妙に回避される。不
協和の連鎖を管理するコード化の動きがあるからである。差異はその存在が確認されるや
否や，価値体系の網の目に絡み取られ，評価される。つまり優れた流行と劣った流行が併
存する。そうした判断基準があればこそ，ある程度の情報の拡大にも対処していける。日
本の後進性が言われることもあれば，その先進性が強調される場合も出現するわけである。

つまり差異は差異として存在するのではなく，それを解釈し，意味づけをして処理する

動きと連動している。比較は判断に基づく権力関係を構成する。そして独自性も判断付け

を正当化する契機として位置づけられるかぎり，その存在によってますますそうしたビ
ジョンの拡大化，徹底化に貢献してしまうことになる。異質なものは，均質化と連携した
プロセスを促進する触媒となっていく。以下では，こうした差異と均質化の共犯関係の動
きを生み出してきた言語文化空間の様相を考えてみたい。

1．現代を巡る言説と場の問題
現代という言説とその言説を支える言語文化空間という場の在り方を，3人の人物，ボー
ドレール，ベンヤミン，フーコーが展開するテクストを参考にしながら簡単に見ていくこ
とにしよう。

a．ボードレール
現代を論じる時の位相の新しさを最初に指摘した人々の中にボードレールを入れること
は許されよう。彼は既に「現代生活の画家」の中で，美の複合的な構成を指摘していた（1＞。

つまり美には永遠的な面と流動的な面があるというのであった。その当然に思えるような
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言説は，大きな問題点を孕んでいた。後者の視点，つまり浮動的な価値への配慮は，その
価値を認定する視座に向かって問題意識を展開していくことを意味したからである。美の
問題は，そうした対象を成立せしめる現代という場に対する観点を内包するのである。芸
術をめぐる言説は，それが置かれたコンテクストへの問いかけへと開かれていく。今や現
代にまつわる課題は，そうしたテーマを提示し，解決を求める時代の在り方を問うという
自己言及的な作業となる。それは現代という生成の空間を考察の対象とするということで
ある（2）。

b．ベンヤミン
こうした自己言及的な視点を持たなければ，「現代」という言語文化空間の特異性をつ
かむことは難しいだろう。ボードレールに注目しながら思索を重ねていったベンヤミンが
提起した「アウラ」という概念の理解にもぞうした視座が必要である。「アウラ」につい
て，ベンヤミンは以下のように語っている。

これらの特徴をアウラという概念でひとまとめにして，こう言うことができる一

芸術作品が技術的に複製可能になった時代に衰退してゆくもの，それは芸術作品
のアウラである（3）。

そもそもアウラとは何か。空間と時間から織りなされた不可思議な織物である。
すなわち，どれほど近くにであれ，ある遠さが一回的に現れているものである。
夏の午後，静かに憩いながら，地平に連なる山なみを，あるいは憩っている者の
上に影を投げかけている木の枝を，目で追うこと一これがこの山々のアウラを，
この木の枝のアウラを呼吸することである傾。

「アウラ」という概念は，その喪失という形態を通じ，過去との断絶を浮き彫りにする
ことで，現代という空間の特異性を明らかにしょうとしている。ただ「アウラ」は失われ
いくものとしてのみ，積極性が強調され，ベンヤミンの描写にもかからわず，その姿を実
体的に捉えようとするとき，実に漠たる形象と帰してしまう観がある。言い換えれば，そ
の形は事後的にしか語り得ないのである。実体が存在するというより，その痕跡を想定す
ることで，そこに働いた過程を分析しようとする極めて操作的な道具なのである。しかし
何がそうした概念操作による解釈を正当化するのだろうか。またベンヤミンが「いま一こ
こ」的な一回性をアウラと結びつけることで，現代の複製芸術の様相を規定する時，「い
ま一ここ」という問題設定を可能にするのは何だろうか。
C．フーーコー

ベンヤミンにおいて「いま一ここ」という視点に結びつけられたアウラ概念を考える上
で，フーコーのテキストを導きとしたい。フーコーは『啓蒙とは何か』と題された講演に
おいて，ボードレールを論じながら，現代にまつわる問題の特殊性を整理する（5）。彼は
その問いかけを従来の新旧論争と区別することから始める。実際これまで古代との比較を
通じてその優劣を論じてきた時代はいくつか存在した。ただそうした従来の論争と現代に
関する言説との問に，フーコ〜は境界線を引こうとする。その言説を過去の活動と隔てる
条件の中から，現代の言語文化空間の成立を語っていこうとするのである。フーコーは現
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代性（モデルニテ）という言葉より現在性（アクチュアリテ）という言葉を選ぶ。前者が
これまでの新旧論争で使われてきたものであり，静的な体系完結的な趣きを呈するのにた
いし，後者は動的で，変動していくプロセスを指示するイメージを孕んでいる。

フーコーがこうした言葉に拘るのも，認識の領野におけるシフト，変動を記述したいと
考えるからである。我々はあまりに「アウラ」のドラマに幻惑されすぎている。「アウラ」

消失の劇的な情景に目を奪われたままではいけない。喪失の舞台を演出したもの，そうし
たシーンを提出した動きの方にこそ注目しなければいけない。概念を押し出した地平の動
きを記録するのである。その地平は従来のものとは異なるものとして現れたわけであり，
ずれを引き起こした要因を問わねばならない。．「アウラ」という劇により，問題解決を図
ろうとした劇場の場そのものを考察することが要請される。

ただここで探求を難しくするのは，そうした行為には，二重の忘却が孕まれていること
である。「アウラ」が事態を説明するというのは逆で，事態を説明するためにそうした概
念が要請されたのである。その切り札自体が，問題解決のための視座を前提としているの
である。現代という問題が存在することを基盤としてはじめて，この道具が有効性を持つ
ことになる。ただこうした現代という視座も，実定的な，即自的なものとは言い難い。と

いうのも出発点にある種の前提があったからである。過去からのシフトという想定をした
上で，そのモデルに基いて，新たな概念の機i能を探っていこうとした。そこにおいては，

あたかも過去からの断絶が実体化され，自明のことのように新たな概念操作による解釈が
行使されたが，それは，ある種の錯覚に基づく行為に他ならない。我々は実線では書かれ
ていない設計図の前に立っているようなものである。とりあえず，点線で構造が書き込ま
れていて，その整合性が点検されようとしている。この点線の世界こそ現代を巡る言説が
構成されようとする場となろう。

2．アクチュアリティとしての場の論理

a．現代化の確認
現代を巡る言説生成の場は様々な条件の下で構成されている。そのメカニズムの一端を
以下で考えていきたい。ただその機構は決して顕在的に，直接的な姿を現しているわけで
はない。秩序は幾多の特徴的な事象を出現させながらも，構造自体は事象を巡る語りから
は抜け落ちていく（ただそれは構造が隠されているというのではない）。ここでは，そう
した兆候から教訓を読みとるのではなく，対象を兆候として読みとらせようとする動きに
注目しながら考えていくことにする。

a一望．保険制度
「命は金では買えない」というのを建前としながら，死を金額で換算するのが保険金制
度である。実際その制度を悪用して殺人事件まで起こる。貨幣という均質化できる量で命
という不連続にみえるものまで，計量しようとする動きがそこにある。18世紀より発生し

てきたこの制度においては，命はなにものよりも尊いとする人間中心主義的態度が，危険
回避という名目のもとに，資本主義的なメカニズムと連動している（6）。各個人の生命の
貴重さを強調しながら，各申込者たちの命はある基準の下に等しく判断されていくのであ
る。ここで保険金制度の欺隔性を語りたいのではない。確認したいのは，この生命保護を
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目的とするプロセスにおいて，分かちがたいものとして各主体を隔てるはずの死の意識が，

その分類差異化の動きの中で結び合わされ，貨幣という媒介を通じて，計量可能なものと
して馴化されていくことである。個別化は決してそれだけで終わる行為ではない。その後
のステップとして数値化の契機を招き入れ，結果として均質化の過程を促進することになる。

a−2．棲み分け論
均質化の論理は様々のレヴェルで表され，認識の枠組みもその例外ではない。そこに棲
み分け論とでもよべるような図式が現れる。例えば，構造主義登場期に寄せられた批判の
申にもその形が見られる。そこで言われたのは，確かに構造主義の功績は認めねばならな
いが，共時的分析に伴う不備があって，その限界を従来の歴史的なアプローチが埋めると
いうことであった。つまり時間軸を持たない構造主義を，歴史が補完するという論理であっ

た。こうした言説が説得力を持つかに思えるのは，新しい展望と従来の成果との統合を約
束するかのような印象を与えるからである。

しかし，こうした役割分担は決して事態に新しい方向を開いてはくれない。従来と異な
る方式が出現するコンテクストが考えられていないからである。なぜ構造主義が現れたの

かという問題，その登場を促した言語文化空間の場の変動の問題が等閑にされている。変
動が生み出すかもしれない新たな力の高まりを，従来の境界線の配置を細工することで拡
散，消滅させてしまおうとする意志がそこにはある。こうした分割の論理は，語りの場に

おける変動の圧力をガス抜きをすることで処理しようとする。こうした変化は均質化のプ
ロセスで生じる一時的なノイズであり，それを除去，制御することで円滑な生成過程が確
保されていくという前提がある（7）。

逆に言えば，分類の境界線上に位置する事象は，そうした整序化の動きに対し，多様な
展開を示してきたのである。たとえば写真の場合を考えてみよう。写真は現実の忠実な再
現性の面において，初期の段階から芸術家たちの注目を集めてきた。では，写真は芸術た
りえたのだろうか。その極度の再現性は，画家の想像力を奪うものであり，あくまでも技
術にとどまるべきとの意見もあった。また芸術と認知されていく一方で，その写実性から
報道的な側面が強調されもした。しかし，写真は真実を写すだけの鏡ではない。そこに込
められる作為性は決して，鏡の透明性に収敏しきれるものではない。そして，写真に芸術，

報道といった様々なレッテルが貼られ，それを享受する公衆を想定しうるジャンルとなっ
ても，そこにとどまるわけにはいかない。写真はプライベートな領域でもあるのだ。家族
写真や冠婚葬祭の写真が数多く撮られている。それは慎ましやかな領野をなし，ごく限ら
れた人々がそこに関与するものである。ところが，写真のハイブリッド性はそうした公私
の境界線も越えてしまう。全くプライベートに撮られたかにみえる写真が作品として成立
し，芸術のジャンルの中に参入してしまうことがある。こうした動きにおいて，写真は棲
み分け的な，ジャンル遵守の論理を裏切り続けていくひとつの例となる（8＞。

b．レベルの混同
これまで現代の言語文化空間がある連続性を志向する運動の上に自らの地平を構築しよ
うとしたことを確認した。差異も連続性を確保する契機に急ならず，また各種の不連続面
があっても，認識の仕切の枠を調節することで体系全体の均衡は保持されるという見解で
あった。以下ではこうした展望が幾多のレベルの混同から生まれていることを見ていこう。
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b−1．ルールとプレー
ゲームのルールを知っているのとゲームをプレーすることができることが違うのは当然
である。場合によれば，ルールを知っていても，十分なプレーができないこともある。も
ちろん両者が無関係というわけではない。むしろ密接な関係にあると言えるくらいである
し，そこから誤解も生じてくる。その関連性ゆえに両者が短絡的に重ねられてしまうので

ある。プレーという行為は決してルールの収得という知識のレベルに還元され尽くすもの
ではなく，様々な戦略を生み出していく。

こうした自明のことに拘るのも，行為が可能にする能動性への視点がなければ，ブル
デューやセルトーの著作を読むことは全く無意味となりかねないからである。ブルデュー
がハビトゥス，セルトーがエクリチュールを重視するのも，こうした概念が，所与のコン
テクストにおける表象生成能力を分析するのに不可欠のものだからである。ルールをかい
くぐってのプレーが存在するように，構造が課す諸条件の下で展開する活動は，ある可変

的なダイナミズムを持ち，それが構造にも影響を及ぼしていく。均質化が進行していく中
で，その動きを裏切るような作用がプロセスに侵入していく（9）。

プレーという視点を欠く時，均質化の過程はいやが上にも，加速されていくことになる。

ルールというものを想定し，その習得を通じて，差異を分類化，中性化しながら，同化し

がたい他者性を馴化していくことが目指される。逆に言えば，プレーという地歩が確保で
きる下り，絶えざる進行の最中にあっても，裏切りの契機は孕まれていくことになる。同

一者の中に置いてすら，コンテクストにより異者が出現してしまう可能性がある。ただそ
うした行為が何らかの主体を想定したものではないことにこのモデル論の難しさがある。
行為の主人公を実体化することができないのである。こうした行為の英雄化を基盤として，

一元的価値観を標榜してきたのが，ファシズムではなかっただろうか。ここで別のレベル
の混同を考察しよう。

b−2．実体化と関係化
実体化のプロセスを考える前に，近代において出現した新たな驚異の表象について見て
みよう。それは大衆である。大衆はその多数性，不定形な形象において注目を集めること
となった。既に名を挙げたボードレールやベンヤミンも現代言語文化空間を規定する重要
な条件としてこの存在を指摘しているqo）。

大衆が目の前にいる。その存在は圧倒的であるし，大衆を構成する各個人の実在も紛れ
がない。その明白な対象が集合してくるとき，圧迫感は大きい。ただここで写る二等分解
が生じている。一方で近代的個人は，従来以上に深い心理的な内面の審級を付与されてい
る。内面的心理のメカニズムを孕んだ近代的主体が誕生するのである。他方そうした個人
の集合体として群衆が発生する。ところが，この集合体は決して単位元としての個人の総

和ではない。総和には収まりきらない不特定の要素が介入してくるのである。大衆への恐
れもここから生じる。ミクロなレベルでの個人とマクロなレベルでの大衆とに，言説はそ
の幅を広げて対応することを迫られる。

こうした変動をくい止めるために導入されるのが，実体化およびそれと組み合わせて使
用される抽象化の論理である。まずはじめに認識のずれをまとめるために，人間という主
体が創設される。微視的にぶれようが，巨視的にぶれようが，揺れ動きの中心に人間なる
定点を確保しておけば，そこからの運動として様々な偏差も規則のうちに回収できるから
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である。人には様々な面があるが，人には変わりがないというわけである。次にはこうし
た定点が遍在していては安定しないので，人間という定点を一般化，普遍化する。こうし
て，人間は生来は善良であるが，群衆となると情念が解放されて暴徒化し，管理が必要に
なるという安易な保守的議論が生まれてくる。このように，まず実体というイメージを与
え，そこに抽象化の過程を導入することで，そうしたイメージを人々が共有するようにし
むけるのである。

この仕組みが今問題になるとすれば，その過程において実体化という行為が忘却され，
短絡的に実体なるものが設定されてしまうからである。実体と実体化は異なる。実体を想
定できるのも，そうした対象が即自的に存在するというよりも，実体を巡る運動が存在し，

それが言説を組織するからである。こうした関係論的視座なくしては，認識の固定化，保
守化は避けるべくもない。関係論的展望は，主題産出のプロセスをありうべき多様性の中
に位置づけながら，考察しようとする。それは言語文化空間の生成の問題を多様な条件の
中から規定していこうとする試みである。

ベンヤミンがファシズムの映画について語る時，その政治の美学化，映画の英雄化を攻
撃するω）。彼の批判の要点は，政治が美学にならないとか，映画が英雄にならないとか
いうことではない。美学にしかなりえない政治，英雄にしかなりえない映画だけを強いる

言説の管理をベンヤミンは退けているのである。政治や映画をその可能な展開の中から考
察しようとするベンヤミンにとって，こうした限定的思考法は受け入れがたいものであっ

た。このようにイメージによる実体に人々が頼るのも，その表象が実体は事態を目に見え
る形にするように思えるからである。可視性が論理性にあある保証を付与している。この
可視性について考察してみよう。

b−3．可視性と連続性
実体化と抽象化による論理構成の図式は，見えるものと隠されたものとの連動により，

事態を説明していこうとする姿勢に基づいている。可視性に重点を置く認識構造とも言え
る。まず第一に事象をできる限り明確な形で捉える。可視的な形を得ることが，分析のた
めの重要な準備段階をなすことになる。それは次の段階への格好のステップとなって，獲
得された可視性は，そこに隠された深層の形象を露わにすることで，さらに深い次元へと
高められる。

こうして可視性は，深みに潜む不可視の領域を暗示しながら，未知の分野の踏破を通じ
て，そのレベルの上昇を図る。この探求が言説の可能性を確保していくことにもなる。目
に見えるものが語りうるものであるし，語りうるものは目にしうるものとなるわけである。

ただ注意しなければいけないのは，それは単純な視覚一元論ではないということである。
すべてを明るみに出せというものではない。実際絶えず，未知の隠されたものは出現する。

ここでは既に述べたような巧妙な棲み分け論が発動している。見えるものと隠されたもの
は，空間を微妙に分割しあっている。ただこの空間を主導するのは可視性の図式であるこ
とに変わりはない。可視化と言説化は，この言語文化空間において相互補完的関係を形成
している。

しかし，可視性だけが言説化の条件となるのだろうか。言語文化空間を規定する要素た
りうるのは，それだけなのだろうか。これまで述べてきたように，多様な条件の中から空

間の生成を考えるのであれば，そうした…要素だけに限定して考えるのは得策ではないだ
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ろう。可視性を想定するのは，距離のアナロジーで空間の様相を捉えていくことに他なら

ない。それは，遠い，近い，深い，浅いという尺度で二項問の関係を図ることである。そ

れはまさに近代経済学のパラダイムでもある。距離との関係で，価格貨幣の問題を分析
することになる。またこうした認識の枠組みにおいては，そうした距離を踏破する行為を
図る目安として時間を導入することになる。ここにおいて均質的な空間に及ぶ運動を測定
する道具として統一的な時間概念が登場してくる。実際近代経済学は，こうした距離の間
の循環，変動の分析をその主な対象としてきた。しかし，距離のみが空間を図る尺度なの
だろうか。今まで実体化，可視性，等質的時間に基づく言語文化空間の連続性を見てきた
が，そうした条件以外に空間を規定する条件はないのだろうか。そうした可能性を最後に
考えてみよう。

3．言語文化空間の位相の規定に向けて
3−a．虚数的世界一実体化に抗して
フーコーはすでに『監獄の誕生』において，近代的身体の成立とそうした身体の管理に
基づく新たな権力の誕生を論じていたq2＞。近代の身体とは教育，訓育などを通じて均質
化，等質化されうる対象であり，そうした過程を通じて量的把握が可能となり，様々な計
画が立てられ得るのであった。人口というものに関心が集まるのもぞうした背景があった。

人々の身体が数量の集合体として管理されるということは，身体活動を生命というモデル
に従って，その維持の目的で権力機構が数々の介入を行うということである。こうして個々

のばらつきを持った体が，生命という大義名分のもとに，医学をはじめとする諸学の監視
を受けることになる。具体的身体は健康という目標をめざして，抽象化される。こうした
可視的身体を抽象的理念によって統括する方式は次第にある変動を受けていく。身体に流
動的価値が付与されてくるのである。既にメディアによる身体のイメージは様々に変容さ
せられている。身体とは流行モードを見るまでもなく，多様な展開に開かれている。また
従来の図式を最も揺るがす顕著な例は，ヴァーチャル・リアリティーであろう。そこにお
いては，可視性は実在的身体とは結びつかない。また仮想身体は決して隠されている存在
でもない。可視・不可視，実在・葬在といった対立項を抜け出すものが現れようとしてい
る（圭3）。

既にドゥルーズはその構造主義論において，構造主義が顕在と隠蔽の図式からは説明で
きないことを指摘していた。

ところで，構造主義の第一の基準は，第三の秩序，第三の領界，つまり象徴の領
界の発見であり，承認である。それは，象徴的なものを想像的なものと，また同
様に実在的なもの（・・・）とを混同することを拒否することである（U）。
彼が「象徴的なもの」と名付けるものを，虚数的位相と呼べるかもしれない。それは可
視性に基づく抽象化とは異なるプロセスを志向し，実在的，具体的レベルでの思考に対す
る批判の契機となる。

写真の問題を考えてみよう。写真は決定的瞬間を捉えるものだと言われる。写真はその
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優れた現実再現性によって，言葉を越える瞬間を定着できるというのである。言葉は裏切
るが，写真は正確ということになる。しかし，写真が残すという瞬間とは何だろうか。写
真が果たす特権的可視性が，疑いようのない実在をもたらすというのだろうか。現代写真
の新たな動きが，こうした写真を巡るアリバイに関する問い返しであるごとは言うまでも
ないだろう。撮影行為をすべて特権的瞬間の獲得へと収敏させようとする動きが批判され
るのである。そこにおいては，特権的瞬間なるものを想定して，撮影行為を正当化しよう

とする写真という装置の戦略が浮かび上がってくる。対象に対し，不在を不在として規定
できずに，ある充足を想定して，すべてをそこに向かって組織しようとする動きがそこに
あるq5）。

無を前にして，そこに性急に可視性に纏わる論理を持ち込まないこと，それはブランショ

を初めとするフランス現代文学の目指した方向のひとつではなかっただろうか。無を取り

込もうとする時，馴化のメカニズムが作動する。無を実体として据えようとする錯視が生
じるのである。しかし，そうした方向は事態を新たな方向に導きはしない。むしろ，無の

方から空間の生成の問題を考えていくべきだろう。可視性と実存に依拠するのとは異なる
枠組みとして，虚数的領域を想定し，その動きをさぐるべきではないだろうか㈹。

3−b．微分的領域一統一的時間に抗して
言語文化空間は，その構成要素の単なる集合ではない。構成元が集まれば，空間が出現
するわけではない。こうした各要素を空間配置にまで至らせるためには，別の条件が必要
である。実際そうした視点を欠いては，現代資本主義の形態の特殊性を説明することはで
きない。貨幣が存在した点では，古代と同じ条件であるのに，なぜ資本主義が近代におい
て特殊な発展を遂げたのかが，説明できないのである。近代の特別性の観点から，流通論，
そしてそれを支える速度への考察が生まれてくるであろう。

言い換えれば，均質的な時間という視座の導入であり，その秩序にもとつく価値体系の
樹立である。例えば，同じ距離を踏破する場合でも，時間が半分になれば，効果は2倍に
なる。こうして価値の遠近法は細分化，精緻化される。あらゆる関係が時間を基にした効
率化の尺度で整序化されていく可能性が開かれていく。もはや距離だけが基準となるので
はない。距離と時間の両軸から，空間が再構成されるのである。この2要素が空間の連続
性を規定する大きな契機となる。

しかし，空間の拡大はこの規定軸の関係を揺るがす。特に交通機i関をはじめとする輸送，

メディア部門の発達は安定した遠近法の構図に大きな影響を与えていく。距離が通常の意

識を裏切ることがある。例えば，近郊の過疎地域は，交易の盛んな海外都市よりも，時間
の上で遠距離扱いを受けてしまうのである。また距離の多様化は多層にわたる心理的審級
まで生んでしまう。同居の家族よりも，電話などを介した遠距離の相手の方に親近感を持っ
てしまう場合などもあろう。心的距離はまた空間の上で新たな境界線を引き，時間軸との
直接的な関係をずらせてしまう。

そもそも時間とは何だろうか。時間とは基本的に位置関係の差異から，逆算して算出す
るものに他ならない。そうであるならば，その位置関係を規定する空間の影響を受けるこ
とになり，その空間の在り方に応じた多様な時間が存在することになろう。実際現代の科
学研究においてはますます多層的な時間の存在が問題になってきている。そうした動向を
踏まえながら，ここで問題にしたいのは，時間による決定論である。時間という次元での
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一元的決定性が揺らぎつつある現在，その問題をいかに考えれればよいのだろうか。ドゥー
ルーズの微分法のアナロジーに基づく説明を見てみよう。
第二の型の関係一たとえばx2÷y2−r』0一は，値が限定されていない，しかし個々
の場合には一つの決まった値をもつはずの諸項のあいだにうち立てられる（・・）

しかし，第三の型は，それ自身なんらの決まった値をもたず，しかし関係のうち

に相互に決定し合う諸要素のあいだでうち立てられる。たとえばydy幸xdx漏0
（・・・）というのがそれである。（・・・）個々の項は存在性も値も意味作用も

もたないわけである。もっともdy／甑の関係はまったく決定され，二つの要素は
その関係のなかでたがいに決定し合っている。⑳

微分法の関係式はここでは，x， yの値を決定しない。しかし，それは未決定というこ
とではない。微分法の仕方で，x， yが占める空間の状態を規定している。逆に言えば，
そうした規定の方式にこそ微分法の特質がある。それは空間そのものを描写するというよ
りも，空間を取り巻く諸条件の方向性を指示すると言える。つまり一定の空間を表象する

のではなく，ある条件を満たす空間群の存在を明らかにする。そのグループは決して無秩
序な集団ではなく，いくつかの条件のもとに生成していく可能性のある場の集合である。
この多層的な集合論的世界は一義的な閉じられた空間とは，その様相を異にするであろう。
もはや，距離により分類を行ってきた世界とは違う場が現れてくるだろう。

3−c．境界面論一距離空闘を越えて
これまで言語文化空間は時病的に連続な世界と考えられてきた。その空間を時間軸や空
問軸で切って分析を行っても，何ら問題は生じないかのように思われてきた。空間面では
可視性に支えられた連続性の中で，二項問の距離を論じることも可能であったし，時間面
でも統一的時間の存在が観測上の正確さを保証しているかのようであった。本論文では，

そうした空間にある亀裂が生じてきていることを確認しようとした。極めて滑らかに見え
る表面が，実は無数の断片のようなもので構成されている。これまでごく普通の風景のご
とく映ってきたものが，突然ジグソーパズルのようにその輪郭に亀裂が入る。微分法的視
点はすでに連続に見えるものが，無数の断片の集合から構成されていることを示していた。

もはや，この空間は時空的にも無数の断片の集まりに他ならない。こうして連続性が微細

な差異群の存在によって問い返しを迫られる時，その連続性に基づく距離空間的展望も変
更を迫られる。

このように世界にひびが入っても，それは単純に世界の破滅を意味するのではない。そ
の微細な不連続面を気にしなければ，世界はいつもと変わらないものに見える。その輪郭

線の揺らぎを目にしなければ，世界はもとのままに思える。ただその境界面には様々な差
異の渦がうごめいている。そうした特異点においては，空間を支配するような安定した時
間もその力を持たない。時はその作用を無化ないし中性化，希薄化され，活動は宙づりに
されてしまう。そうした場の記述を，文学的な次元で引き受けたグループが，戦後フラン
ス文学において大きな影響を及ぼしてきた。またそうした局所的変動が引き起こす認識論
上の問題点を追求する哲学者たちもいた。さらにその特殊な動きは，経済学的に問題とな
る流通の動きとは異なる位相を示し，互酬性，等質性，互換性に依拠しない活動の可能性
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の問題を提起した（18）。

従来の枠組みがずらされ，その機能が一時的にせよ停止ないし見直しを迫られるような
場を規定する必要が感じられている。ただそうした特権的領域をこれまで述べてきたよう

な棲み分け論によって，合理化してはなるまい。つまり，組織の秩序はある種のカオスを
抱え込むことで維持されるといったようなまことしやかな言説を組み立ててはなるまい。
それは，カオスや秩序という二項対立を実に安易に想定し，その構造を捉え返すことなく，

実体の論理を組み立てているからである。今求められるのは，新たな動きを従来の枠の中
で処理するというのではなく，枠そのものを別の諸条件の下に規定し直していく作業であ
ろう。それは，連続に見える空間の中に生成していく微細な諸集合間の連動を探っていく
境界面論となるだろう。

＊

＊

＊

現代の言語文化空間を巡る分析は益々精緻化，精密化の度合いを高めている。それは好
ましい反面，ある種の危険を孕んでいる。ともすればそうした研究は同語反復的議論にな
りかねないからである。既存の体系を前提とした上での論議は，互いを参照しあい，その

呼応関係を通じて，自らの帰属する体系を支持補強していく。こうした展開が一定の連続
性を確保してくれる以上，批判の余地はないかのように見える。今現状に問題があるとす
れば，そうした視点が自らと異なる場を思考する時，大きな障害となるからである。その
理由は，他者が分析においてかえりみられないからというわけでない。むしろそれどころ
か，極めて頻繁に他者の問題の重要性は強調されている。問われるべきは，その姿勢であ
る。他なる契機が，自己の構造を拡大，補強する手段でしかないならば，既に他者性は除
去されていることになる。

外に開かれているかに見える議論が往々にして，内なる構造の拡充を果たしてしまうこ
とが多い状況の中で，本論ではむしろこの空間自体の姿を対象とし，その記述を通じて空
間を新たに規定していく条件の可能性を探ってみた。可視化，実体化，時間化の枠組みに
潜むずれやプレを見ながら，別な形での空間の位相の位置づけを考えようとしたのである。
まだ空間を巡る問いは始まったばかりである。
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多木浩二，「知の外部」，『思想』846号，1994年，5−17頁。
（17）ドゥルーズ前掲書，343−344頁。

（18）そうした動きに対応した文学者として，バタイユ，ブランショなどの名を挙げるこ
とができるし，フーコーが絶えずこうした認識構造面での変動に注意を払ってきた中で，

構造の持つダイナミズムの記述への関心をドゥールーズは絶えず持ってきた。また著作
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活動の初期からバタイユの「一般経済学」の概念に注目しながら，思索を展開してきた
デリダにとって，流通の問題は，贈与論の分析なども含めて依然として重要なものとなっ
ている。
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Introduction à l'analyse topolgique de l'espace culturel (2)
La question de la modernité dont l'importance est soulignée par des penseurs comme
Baudelaire, Benjamin et Foucault, ouvre de nouveaux horizons dans les analyses de l'espace
culturel d'aujourd'hui. Mais les études exhaustives n'arrivent pas à bien mettre en lumière
les mécanismes dynamiques de ce milieu artistique. Dans cet article, nous nous proposons
d'examiner les fonctions et les fondements de ce champ culturel à partir des anaylyses des
discours sur la modernité.
Ce monde s e fonde sur trois principes importants : la visibilité, la substantialité et la
temporalité universelle. Le développement des industries et des sciences a exercé une
grande influences sur la vie des hommes modernes. Sur le plan épistémologique, on a recours
des méthodes de mathématisation selon lesquelles on pourrait classifier les phénomènes
fort divers d'une manière très précise. Cette technique vise à faire du chaos du monde actuel
une harmonie logique. Autrement dit, cette visualisation peut assurer une image claire du
monde contemporain comme modèle selon lequel on pourrait dresser facilement les plans
d'avenir. Dans ces conditions il convient de constater que ces schématisations ont besoin de
stuructures bien établies sur le plan temporel. II s'agit de la temporalité universelle qui
domine dans cet espace culturel.
Admettant l'utilité des principes de l'espace, nous visons à rechercher d'autres principes
qui peuvent conditionner les mécanismes du champ culturel. Cette remises en cause des
procédés dominants est d'autant plus nécessaire que la société moderne subit des
changements fondamentaux qui ne pourraient pas s'expliquer par de logiques actuelles. Nous
voulons remplacer les schémas existants par de nouvelles perpectives : l'introduction du
niveau du nombre complexe, l'analyse de la différentiation et le point de vue de l'espace
topologique.

