思想のゆくえ
今村・仁司（東京経済大学教授）

て︑われわれ自身をも考えるき

えることは︑フランスの哲学な

そういう点では︑構造主義を考

的だという面が強く出ていた︒

ということで︑反マルクス主義

には︑イデオロギー終駕の思想

でるだろうと思う︒

中でもかなり大きな問題を含ん

て︑それこそ人類の哲学思想の

の中で意味があるだけじゃなく

の切れ目は︑フランス現代思想

もいいと思うんですけども︑こ

中村繊造主義以後といって

いうことになりますが︑非常に

今村構造主義の特徴づけと

り思想を考えるだけじゃなく

っかけになるだろう︑と思うん
です︒

っぱにぼくの観点だけを出しま

やりにくい面があるんで︑大ざ

すと︑ぼくは雛造主義を見る場

今村フーコーが死んだとい

合︑狭い意味での哲学思想と

うことの現時点での受け止め方

としては︑ぼくもいまおっしゃ

二○年間は目に見えない形での

レヴィⅡストロース︑ジャック

いうことで押さえ︑具体的には

的認職の一つの方法的な視点と

ぼくの場合は︑いわゆる科学

おらないんですよね︒

か︑そういう感じは全然持って

ったのと同じように思います︒

フーコーっていうのは︑先輩

の思想家に対しても後輩に対し

強烈な牽引力を持っておった︒

ても非常に影響力が強く︑この

を代表させるというような人が

中村フーコーがいま死ぬと
いうことは全く予想しなかった

ルとかフーコーとかは︑厳密な

・ラカンだとかに典型的に代表

意味では構造主義には入れにく

それが途中でぱたりと途絶える

目には見えない形で緊迫感とい

いし︑入れては考えにくいとい

いなくなった中での中心的人物

うものが消えていく恐れはある

うふうに思ってるわけです︒共

ことですから︑そういう点では

だろう︑そういう気はいくぶん

されるわけです︒アルチュセー

日本では︑一体︑構造主義が

しておるわけですね︒

ということは︑おそらくはフラ

んじゃないかと思います楓︒サ

ゃないし︑特に入ってきたとき

何であったかが必ずしも明瞭じ

史家︑文学者︑そしてなによりも︑驚くべき強靭な精神に支

村仁司両教授に語り合ってもらった︒︵編集部︶

き後の世界はどのように動いていくのか︒中村雄二郎︑今

中でどのように位置づけられるか︒そして︑フーコー氏亡

えられた〃最後の哲学者〃︒フーコー氏は︑思想の系譜の

ルトルなんかと違って︑大知識

ードするフランスにあって︑一貫して時代を挑発し︑衝撃

ミシェル・フーコー氏が亡くなった︒現代の思想界をリ

人で︑その人によって時代全体

のような人ですから︑そこいら

楽の用法』『自己への配慮』が刊行されたばかりだった。

驚かされた︒やはり何か一つの

近８年間の沈黙を破って，『性現象の歴史』第２巻と第３巻にあたる『快

ンス現代思想の動きの中から︑

著に『狂気の歴史』『言葉と物』『知の考古学』『監獄の誕生』など。最
はちょっと扱い方が難しいと思
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時代が終わったのかなあという
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ことを考えるきっかけにはなる
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現代､フラ

通に﹁鱗造﹂という概念を使い
ますから構造主義だろう︑と勝
手に思い込んだに過ぎない︒

しかし︑構造主義の手法が持

ーだとかアルチュセールだとか

その仕事を踏まえて︑フーコ

おる︒

の前進の一つの里程標になって

は後戻り不可能な︑科学的知識

い︒どう転んだところで︑あれ

ことば押さえておかねばならな

ね︒フーコー︑アルチュセー

る意味では終わりの時期ですよ

スやラカンの集大成の時期覇あ

というのは︑レヴィⅢストロー

るということで︑一九六○年代

もデリダも同じ圏内で動いてい

がその後出てくる︒ドゥルーズ

です︒

ういう時代だったろうと思うん

領域で仕事を展開していく︑そ

歴史学の領域︑ある者は哲学の

造主義みたいな形で︑ある者は

吸収しつつ︑いわゆるポスト構

ル︑デリ〆というのは︑それを

非常にわかりにくい言葉だけれ

ね︒反哲学って言葉もそれこそ

う︒つまり一種の反哲学ですよ

じゃなくてふ職極的に齢吋と思

学ではないわけね︒ただないん

う点で︑構造主義ほそれこそ哲

たいなものが出てくる︒そうい

の王という形︑それも実際にハ

ども︒ただ︑やはり哲学が万学

中村それがなぜフランスに

けれども︑そこの中にいくつ

放とかいうのをやってたわけだ

主義的なマルクス主義とかサル

くるものがあって︑それが人間

ではなくて︑本来はメディエー

いたわけです︒しかし万学の王

ないくせにそういう形をとって

ニーチェとカントの両側面をもつ哲学者
出たかっていうのはすごく大き

トル的な哲学の魅力だった︒だ

ワーがありやいいんだけども︑

な問題で︑これはやっぱりフラ

っていうのは︑個蒋のあらゆる

けど職造主義の問題でいえば︑

そういうわれわれにとってずし

ったにもかかわらず︑やはり思

想の惰性みたいなものが残って

う形の知の展開があったという

か︑サルトルがあんなにがんば

た︒たとえば︑人間とか歴史と

にいうと思考の惰性に乗ってい

んとくるものっていうのは︑逆

ことです︒

ンスのデカルト主義の伝統が強

か意識とかっていうのが︑やは

るんじゃないか︑それ自身が自

ターである︑むしろ哲学の地位

いからだと思うんです︒デカル

り近代哲学の非常に大きな筋で

己欺臓ではないかということで

い︒

それから︑ちょっと別の観点

ントロギー﹄﹃社会科学批評﹄な

岐阜県生まれ︒著諜に﹃労働のオ

ストロースの﹁未開人﹂とか︑

ね︒そこでたとえば︑レヴィⅡ

のものだったということです

人とか︑あるいは限られた人間

う問題です︒ヨーロッパの知識

ッパ中心主義じゃないか︑とい

といわれたことが結局はヨーロ

ルに至るまで︑ヒューマニズム

もう一つは︑明らかにサルト

とを︑科学認識論者としての仕

る﹁まなざしの旋回﹂というこ

えてもう一度︑先生が強調され

トもあり︑そういうものを踏ま

ていたアナール学派のイン︒ハク

うのではなくて︑すでに始まっ

わけですが︑通常の歴史学とい

接的には歴史学の仕事をやった

くは思うんです︒

中村前から思っていたの

フーコーの﹁狂気﹂とか︑ある

醗を同時にやり続けた人だとぼ

を全体として見ますと︑彼は直

今村フーコーの初期の著作

領域に拡散していくべきだとい

トという︑非常に明確な敵︑相

あった︒そういう︑歴史とか人

手があったこと︒これが大き

間とか意識とかいう︑ある意味

からいうと︑サルトルまでは︑

じゃわれわれにとってずしんと

すよね︒

要するに人間の自立とか神の追

五年東京生まれ︒﹃パスカルとそ

ど︒京大卒︒社会思想史︒

いまむらひとし一九四二年
の時代﹄﹃感性の覚醒﹄など著醤

なかむらゆうじろう一九二

多数︒東大卒︒哲学︒

意味ではアリエスの﹁子供﹂み

1984.7.73
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(明治大学教授）
った一つの認識論的革命という
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フーコ
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￨蛾不幸の時代､の哲学者

っとニーチェとカントの両方の

は︑フーコーというのは︑ちょ

いうふうにいえないような︑新

誕生﹄以降は単純に構造主義と

変わると思うんです︒﹃監獄の

の誕生﹄というのは︑ガラッと

史﹄のような歴史学的な解剖じ

非常に重いｐそれを﹃狂気の歴

閉じ込めやというような問題が

テム全体における権力や権威や

家を中心とした権力︑社会シス

は︑やや自分と切り離したとい

いろいろあったしね︒それまで

ついての解放闘争みたいなのが

ィとか︑いろいろいますよね︒

が︑グリュックスマンとかレヴ

フといわれている若い人たち

フーコーのず−つと長く続いて

側面があるような人だというこ
しい傾向を示しておるんじゃな

たのが︑そうはいっていられな

うんじゃないけど︑ながめてい

フランスに限らないんですけ

ーというものをつくりつつやっ

ころから︑権力の新しいセオリ

いなものはありますね︒

い問題に入ってきた緊迫感みた

し︑ある人は右翼的だしという

ある人たちは非常に神秘主義だ

中村ヌーポー・フィロゾー

か︒

おる反哲学としての哲学です

となんです︒カントだって初期
ゃなくて︑もっと突っ込んだと

してしまうような領域ね︒狂気
ども︑ヨーロッパの現在という

中村そうね︒事実︑監獄に

にはそういう仕郵があったみた
いかという気がするんです︒

的な展望が出てきている︒

いですけど︑それこそ︑やけど

でもそうだし︑監獄でも︑まあ

ていこうとする︒そこから実践

のでちょっととまどったんだけ

のは︑権力の問題︑もちろん国

れども︒彼らに一番影響を与え

というのにとどまらず︑二○世

国家システムの問題を批判する

たと思うんですね︒

発し直そうＩこれが大きかっ

的な権力運動というものから出

一つ歴史の歯車を動かしたとい

形で出ているけれども︑やはり

イデオロギー的には︑いろんな

たのは︑表面的には︑あるいは

今村﹃狂気の歴史﹄は︑初

紀の生んだファシズムやスター

微視的な運動から出発し直した新権力論

セックスの問題でもそうだけ
ど︑そういう問題に触れた人で
しょう︒

究をする際の精神の識え方は︑

か︑その解明の問題意識が非常

発において近代とは何であった

今村フーコーが歴史学の研

チェのゲネアロギーという系譜

彼もしばしば強調しているニー

て解剖できるような視点を持

いうのは︑英米訳の題名は﹃理

いんですか︒﹃狂気の歴史﹄と

う印象を持ったと思うんです

今村おそらく彼らはこうい

ヨーロッパだけではない︒革命

は諭何も近代資本主義社会︑西

をやったにもかかわらずロシア

管理と強制と監視のシステム

にあるわけですね︒結局︑理性

つくるんじゃなくて︑秩序が理

が持っている一つの仕組みみた

じゃあ︑何やるか︒もう何も

の体制も同じことだ︒

やれない︒閉塞だ︒この際やれ

とって︑ともかく風刺的であれ

るのは︑非常に消極的な態度を

何であれ︑そういうものを茶化

今村そういう意味では︑も

ないし歴史学の問題でもなく︑

う単なる政治権力論の問題でも

ば︑当然︑管理社会になる︒

いって︑それの密度が濃くなれ

いなものをどんどん突き詰めて

性をつくるという考え方もすで

で一Ｊ︒

つ︒いままでのような国家中心

性の時代における狂気の歴史﹄

形で明らかにされた西欧社会の

ね︒つまり︑フーコーのような

う意味ではフーコーだと思うん

ころが﹃監獄の誕生﹄は︑同じ

主義的な椛力論では全然もうだ

ですよね︒まさに理性の時代な

中村こうもいえるんじゃな

も︑今度は﹁現代とは何であっ

く大監禁のシステムであって

めだから︑もう少し市民社会の

んです︒同時に︑理性が秩序を

リニズムの問題まで射程に入れ

中村だから︑デコンストラ

毛穴にまでしみ込んでいく微視

に強かったと思うんですよ︒と

クション︵脱概築︶というの

く︒現代の資本主義システム︑

たか﹂という問題を考えてい

学の発想で︑非常に解体的で破

も︑もうすでにフーコーが始め

壊的で．：⁝︒

ているわけ︒

今村やっていますね︒ぼく
は︑フーコーの仕事というのは
非常に多面的だというふうに解
釈するわけですけども︑ ﹃ 臨 床 医
学の誕生﹄から﹃知の考古学﹄

というのは︑新しい歴史学の先
端を︑水平線を︑どんどん高め
て切り開き︑同時にエピステモ
ローグとしての仕事をした︒こ

れが一つの段階ですね︒﹃監獄
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していくぐらいの形のイデオロ

ギー論戦をやるか︑過去の胤血
主義の伝統に戻るか︑さもなく
ぱ︑おそらくこいつが一番大き
いんでしょうけども︑伝来のカ
トリシズムヘ逃げ込むかだ︑と
いうことになったんだと思うん

ことをしゃあしゃあとやったか

ども︑まさかそんなことはでき

んでいかねばならない圧迫みた

どちらかというと狂気に走り込

アルチュセールみたいな人が︑

す滴まっておるというようなこ

いなものが︑文化どしてますま

ないとか︑したくないとかいう

今村日本だと浅田彰なんか

らでしょうね︒

いぜいそこまでであって︑その

ポー・フィロゾーフの役割はせ

高かっただけに窮地に追い込ま

であっただけに︑そして誇りが

化がある意味では非常に理詰め

中村一つには︑フランス文

とがあるんでしょうかねえ︒

後どうするかという点では︑デ

い︶︒浅田君はともかく︑ヌー

は比較的そうかもしれない︵笑

つまり︑哲学というのは本当

ミシェル・フーコーは二度来日した︒フーコー︵右手前︶と日本の学者との

マルクスとかいう人たちがやつ

思うんだ︒ただ︑もう一ついう

れていった︒それは確かだと

ですね︒

ことをやっぱり彼らはいってる

た体系づくりが強制収容所の思は最も自由な知であるほずだっ

ーを含めての仕蕊がずっと持続

リダとかドゥルーズとかフーコ

●●●●●●●Ｂ９ｇｇ０００Ｄ０ｇ００ＤＢｐ●●︒●ＣＱＤ丹ｌ０ｇａ００００００Ｄ０Ｕ０ｇ●６０５◆０巾ＣＯＰ■ワ●■Ｐ９９ｑ凸ｂｃ０ｂｇＯ◆●０●６００００００００００４０●︒◆●ＣｇＧ０Ｃ●ＢＤｑ０６００９ｄ００・

シンポジウム﹁哲学の変貌﹂︵一九七八年五月二六日︑東京・日仏会館で︶

と思いますね︒たとえばグリュ

想につながるとしている︒ヨーたのが︑意繊しないでそういう

中村ただ︑とっても大聯な

ックスマンの﹃思想の首領た

中村私はフーコーは︑あ

だといわれた人たちは︑惰性に

と︑さっき広い意味で拙造主義

ロッ・ハの哲学的知の自己批判とものにつながっている︑といつ

してはすごいもんですね︒てるわけです︒

したわけですね︒

ち﹄として訳されている本にし
ても︑フィヒテとかカントとか

クス主義も怖性的であり︑サル

反して考えようとして︑マル

トルも惰性的であると︑それこ

る意味じゃ一方で本当にフラン

そ全面批判やったわけです︒つ

スの中心的な存在であるだけ

に︑いかにそれからはずれよう

神を追放した人間が〃まやかし〃に見えた

とするかという葛藤がすごいと

引力に反したことをやってると

まり自分たちはもう本当に万有

るのか︒単純に逃げるわけにも

今村日本でもそうじゃない

ルの中に︑人間が狂気でないと

思うんですね︒たとえばパスカ

今村その意味では︑三○年

でしｋうか︒﹁古きよき天皇制

方だ︑というような言葉があっ

いうのはもう一つの狂気のあり

かもそれは八途中で上がっちゃ

いった気持があったと思う︒し

って気がしますね︒

て︑そういうはざまでやってい

へかえりましょう﹂ということ

はあり得ると思うんですね︒そ

いかない︑といったことがあっ

の問題意識と非常に重なります

こうというのがフーコーの悩み

であっただろうと思うんです

んなに他人歌として笑っとるわ

代のアドルノやホルクハイマー

ね︒フーコーもちよろっとフラ
ンクフルト学派に言及するとと

ね︒若い人は︑逆に﹁もうやめ

って偉い先生に終わるんじゃな

浜ありましたけど︑よく読んど

でやらなきゃいけないみたいな

くて︑もう始めた以上は最後ま

て︑これをフーコーは﹃狂気の

ところがある︒その意味では︑

歴史﹄に引いてるわけですよ︒

やはり反哲学は堂の上では死ね

けにもいかない︑かなりシリア

いけれども︑何かそういう対立

ないものなんだな︑という感じ

ちゃえ︑やめちゃえ﹂というこ

中村要するに︑いまのヌー

でるところがある︒

するものの中に自分を投げ込ん

るはずですよね︒同じ時代のに

ポー・フィロゾーフたち︑若者

スな問題だと思いますね︒

たちの行動が少なくともフラン

今村現代のフランスには︑

とで︑古きよきカトリシズムヘ

中村ああいうのを見てる

普通なら真っ当な大学者で終わ

らみすえ方をする︒そしてその

と︑やっぱりフランスは︑基本

スの中であれだけ共感を生んだ

ぺつに︑理性と狂気だけではな

うスタイルの問題として︑もう

のは︑それよりもつと上の人た

ってもいいフーコー︑あるいは

してどういう道筋をとるかとい

うと思うんです︒

︵笑い︶︑という道はあったろ

自由に︑おおらかにはできな

的にはカトリックの国だし︑そ

ちが潜在的に持ってはいるけれ

際︑哲学者︑あるいは思想家と

い︒下手すれば強制に加担する

こが一つの大きな逃げ場所だな

やメルロｉポンティの仕事は︑

今村六○年以前のサルトル

がいま非常に強いですね︒

ことになるから︑じゃあどうす

1984.7.73
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上手な蕊つくり
豹のポイント
につくるか︒出版︑印刷︑製本︑資材の場で具体的に

野村保悪署技術をいかに生かし︑いい本を安価

の

鎖

恰好の絵画入門︒図版蝿点︒二六○○円

梅田一穂著新しい美術史研究の立場から︑現代
に至るイメージの連続と変質の姿を明らかにした

ｌ絵画のかたちと意味ｌ

歩

の美装本で繍力的にヨーロッパ文化を紹介し︑全小宮山遼平箸児童書出版ひとすじに生き︑数か
国の知識人厨を魅了した第一欝房の歴史と社主．ずの名作を送り出した理論社会長が︑子どもの本
長谷川巳之吉の生涯︒︿７月型日刊﹀五二○○円づくりにかける〃希い〃を綴る︒一八○○円

林達未福田清人・布川角左衛門綴著戦前独特Ｉ創作児童文学の時代１．

第一書房長答剛巳之吉子どもの本をつくる

適用できる実戦教室︒︿７月︑日刊︾一六○○円

メ

えてたということですか︒

狭く押し詰めるような運動に見

て見ると︑やっぱりそれもまた

けれども︑フーコーたちに即し

な文化運動のように見えたんだ

か何かいわれて︑非常に開放的

外から見てると比較的自由だと

った︒そしてフーコーたちはサ

割を演じられるという状況があ

もそれにフランスがプラスの役

信頼みたいなのがあって︑しか

でしょう︒いや︑人類に対する

に対する信頼もある程度あった

る信頼があったでしょう︒左翼

葉なんかはサルトルとの関係抜

ナルになったけれども︑あの言

いうことをいってセンセーショ

人間の死は確かに迫ってる︑と

見えたんですね︒フーコーが︑

後の世代にはすごくまやかしに

も︑しかしその人間が︑彼ら︑

放して人間主義になったけれど

やないかということで︑その先

も似たようなことをやつとった

ね︒つまり︑三○年代のドイツ

というのは非常に激しいんです

ミン︑ブロッホなどの翻訳運動

ランスでは︑アドルノ︑ベンヤ

己批判運動につながる︒いまフ

１ロッパのいわば内部からの自

た︒似たような形での両体制の

権力︑つまりファシズム的な権

は︑ヨーロッパの文化の現状の

今村そこで問題になるの

パ文化全体がいま二○世紀末の

を持つということは︑ヨーロッ

もしれないし︑そういう共鳴板

人ごとではないということにな

た人間にとっては︑これまた他

年︑ヨーロッパにつき合ってき

れ日本人みたいに近代一○○

はインパクトがあったのか︒全

そういう点で︑日本というの

題意識が非常に重なってくる︒

まの中でどうするか︑という問

力と共産主義的な権力とのはざ

突破の仕方ではないか︒それは

大転換の時期に入っておること

イデアだというんじゃなくて︑

フランスだけのちょっとしたア

ッパ全体がそういう問題に突き

やはり近代文明を担ったヨーロ

中村そうだと思いますね︒

収されて︑さまざまな領域でョ

くて︑いろんな形で分解され吸

造主義は単に終わるだけじゃな

今村そういう意味では︑機

て︑それを同時代のわれわれが

だけの問題にとどまってしまっ

にはやってるとか何とかという

中村残念ながら︑その時代

然なかったのか︒

いま︑進行中だと思うんですよ︒

を示しているのではないか︒

あれだけデリダがはやったり︑

当たっている︒そして︑われわ

るんじゃないかな︒

で︑どうでし我う︑やっぱり単に

世紀末の大転換の時期に入った欧州文化

ルトルを学んで育った人たちで

企画･本づくり・ 雑 誌 編 集
校 正 ・ レ イ ア ウ 卜・文章

中村というよりも︑サルト

出版ジャーナリストへの唯一の専門校

達の再評価運動がいま始まっ

編集者養成

きにはないと思うのね︒

日本工完ｲダースクール

すね︒そのサルトルは︑神を追

出版学校｡:・署

ドゥルーズももうじきはやるか

■

・０−

国昼間部一｜隠譲露癖震溺露顕鰯Ｉ

難鍵塗聯

＊入学案内雷要〒300Ｊ係宛

〒162束京都新宿区市谷田町１−６
電話03(260)5891<代>振替東京4戸8265

じゃないですか︒

のあり方としてはちょっと問題

すということなんですが︑学者

○歳まで生きてゆっくり死ねま

ない︒思想家も︑のんびり︑八

い︒日本のほうが幸せかもしれ

非常に不幸なあり方かもしれな

今村ある意味では︑それは

ごまかすわけにいかない︒︑

さがあって︑一つ一つの問題を

しに思想にかかわってくる厳し

きているということはいや応な

中村そう︒フランスでは︑生

うね︒

ないということがあるんでしょ

アスな閉塞状況というのは感じ

太平楽であって︑あんまりシリ

今村それは︑日本の現状が

りにしている人は少ないね︒

いはものを感じるための手がか

自分たちでものを考える︑ある

瀞 …･夜匿

イ

ルたちの場合には︑人間に対す

し

￨朝日ジャーナル
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こ和

臓雌崎蛎娃がひとｍソ︑恐くても︑小声で雛をうた

えば安心だ︒子供は歌に導かれて歩き︑立ちどま

シア悲劇の﹃オイディプス王﹄に投映した

フロイト時代の近代家族の親子関係をギリ

彼らは︑エディプス・コンプレックスを

ブス﹄︵一九七二年︶を落した︒

る︒ドゥルーズ＆ガタリ
周知のように︑フロイトの糖神分析理論
か畷

の要をなすものに︿エディプス・コンプレ
ヅクス﹀がある︒息子の成擬過程での父親
かつとう

との精神的葛藤である︒これがどれだけ人

を鋭く追究したのである︒このドウルーズ

ものだと見なして︑蛮本主義と欲望の問題

のジル・ドウルーズと精神分析家のフェリ

とガタリが次に共砦で識いた大著は﹃千の

鍾に普通的であるかを問い直して︑哲学者

ヅクス・ガタリは大箸﹃アンチ・オイディ

プラトー﹄︵一九八○年︶と趣された︒
︿プラトー﹀とは︑直択すれば高原のこ
とだが︑Ｇ・ベイトソン︵﹁人類知抄瓢﹂
参照︶の用法にしたがって︑︿さまざまな

がある︒

︿リトルネヅロ﹀とは︑イタリア識でリ
フレインを表す音楽用語である︒この章の
鮫初のページに︑パウル・クレー︵﹁人類

曲の十八通りの烏の鳴き声から成る﹃クロ

そのような多彩な逆巣立てを持った球の

この本はそういう表溌の形式と内容を狙っ

に﹁リトルネッロについて﹄ど題された承

ノクロミー﹄の話も出てくる︒

られている上に︑オリヴィエ・メシアン作

知抄諏﹂︶の描く﹃さえずる機械﹄が掲げ

中村雄二郎

I音家言891

たものであり︑十五章から成る全体の一つ

強腰の連続する地帯﹀を慈味させている︒

幸ｦ三

題字・中Ｉ

９５．６．１８

簸初に出てくるのが︑刷頭に掲げたこと
は︑﹁階闇に幼児がひとり︑恐くても︑小
声で歌をうたえば安心だ︒子供は歌に導か
れて歩き︑立ちどまる﹂であり︑それにつ
づけて︑次のように識かれている︒﹁逆に
迷うことがあっても︑なんとか闇分で隠れ

家を兇つけ︑おぼつかない歌を頼りにし
て︑どうにか先に進んでいく﹂と︒

ここには︑私たち人間にとって声を出

し︑歌をうたうことが紬神的にどんなに大

きな働きを持つかが示されている︒そして
当然ながら︑歌をうたうことはリトルネッ

ロやリズムに深く関係してくる︒その点に
ついて著春たちは次のように響いている︒

リトルネヅロこそまさに雷楽の内容であ

り︑そこにリズムが生まれる︒一人の子供

が暗闇で心を落ち壱けようとしたり︑両手

を打ち鳴らしたりするところにも︑それが

ある︒リトルネヅロのモチーフには︑不

Ｉ

壁︑恐怖︑僻ぴ︑愛︑労伽︑行進︑場所の領

有など︑さまざまでありうる︒いや︑リトル

ネヅロの問題厄人間だけにとどまらない︒

メシアンが音楽的に︿小鳥﹀を発見した

のは︑まさにその点である︒すなわぢ︑作

曲家自身が蒲っているように︑﹁音楽は人

間だけの特権ではなく︑宇宙もコスモス

ある︒こうして︑エゾロジス陰たちが動物

も︑リトルネッロで成り立っている﹂ので

に見いだしたことを︑メシアンは音楽に処

いだしたのだ︑と特者たちは菅っている︒

これはたいへん重要な指摘である︒先に

﹁アシジのフランチエスコ﹂の項︵﹁人類

知抄弱﹂︶で言及したメシアン作曲のオペ

ラ﹁アシジの狸フランチエスコ﹂が世界各

地の烏の鳴き声を縦繊に採り入れ︑フラン

チエスコをめぐる各人物に翻り当てたこと

っそうよくわかるのである︒︵哲学者︶

の意味も︑このような観点から見るときい
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間には，一脈相通ずるものがあり，こういう

●●◆知の狩人の詩
一現代フランス思想への招待一

連想もあながち見当外れとは言えない．私は
さらに連想を逢しくし，ガタリの師匠であっ

第１６回Ｆ・ガ､タリ

たラカンの排除(fbrclusion）の概念，あるい
は，その師匠であったドウ・クレランボーの

スキゾ分析に向けて

精神自動症（automatismemental）にまで，

その系譜をたどってみたい気がする．スキゾ
分析からみれば，精神医学と蒲神分析という

花村誠一
フエリックス・ガタリは，1930年生まれの

両陣営間の対立など見かけ上のものでしかな
く，ガタリらは，そのすぐれて政治的な含意

フランス人(その名からおしはかるとイタリ

を生かすべく，自らの立場を端的に

ア系か)で，薬学と哲学を学んだ後，ラカン

タナティヴ，，と形容して慨からない．

オル

率いるパリ・フロイト派の中で自己形成を遂

６０年代から７０年代にかけて，先進賞本主

げるが，医師として養成されたことばない．

義諸国はなくて，反結神医学運動の猛々しい

粘神医療へコミットするのは，ジャン．ウリ

嵐に見舞われたが，相対的安定期に入ったい

が1953年クール・シュヴルニーに設立した

ま，果たしてそれがどのような成果を縮神医

クリニック・ド・ラ・ボルドにおいてであ

学や精神医療にもたらしたと言えるだろう

り，やがて，粘神分析から制度分析(analyse
institutionelle）という独自の立場へ転回す
る．大きな飛躍は，しかし，あの「68年５
月」直後，哲学者ドウルーズとの出会いによ
ってもたらされるわけで，この当代随一のニ

か．この日本でもやはり，６０年代後半，精神
医療へのラジカルな告発が生じ，締神病理・
精神療法学会はいまも活動を停止したままだ

が，その間に，芸術療法，家族療法，集団療
法など，いくつかの群小学会が発足してい

ーチェ研究者との共同作業を通じ，一挙に，

る．言いかえると，中心よりも辺縁に新たな

スキゾ分析のいまある形が整えられたと言え

胎動が起こったことになるが，それらも変革

る．彼らが掲げる現代世界の見取り図たる

へのエネルギーを‑￨‑分に反映しているわけで

や，まさにメガロマニアック(巨大妄想的)な

はなく，病態理解や治療理念については，ま

ほど広大無辺であるが，その隅々に，精神医

ったく，以前の枠組にとらわれたままであ

学や精神分析の知見をまったく新規なやりか

る．いま求められるのは，むしろ，中心の空

たで役立てていることには驚きを禁じえな

白を埋めようとする昨今の動き,つまり,狭義

い．

スキゾ分析は神経症ならぬ精神病をモデノレ
とし，それゆえ，精神分析を分析できる強力

の精神病理学的言説の再編成に対し，バロッ
ク的とも形容しうる別種の(オルタナティヴ
な)視点を導入することであるように思う．

な理論とされるが，ヤスパース以来，精神医

こういう展望は，むろん，あくまで私的な

学には，鞘神病のほうを一次的な，つまり無

ものでしかないが，かつてのレイン，クーパ

媒介的な体験とする慨わしが定着している．

ー，サスらの反粘神医学に比べて，ガタリら

実際，かつてのヤスパースによる精神分析の

のオルタナティヴなそれに，より強く共鳴す

｢かのごとき了解Ｊ批判と，ガタリらが今日，

る自分の気持を単刀液入に表現してもいる．

結神分析を悪しき表象体系と斥けることとの

ガタリによれば，反紺神医学が緒神異常者と
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７
社会的疎外とを混同し，狂気の特殊性を抹殺

したことはたしかで，それだと，家族的，集
団的，社会的な次元を重視したところで，安
易なヒューマニズムしか生まれてこない．問
題なのは，狂気のほうを一般的次元に還元す

ることではなく，反対に，現代世界一般，あ
るいは，社会的フィールドの総体を，その主

観的位憧そのものに置かれた狂気の特異さと
の関連において，解釈することである．これ
こそ，あのセンセーショナルな書物『アン

チ・エデイプス』の中で定礎されるスキゾ分
析の課題であり，それゆえ，僚友フーコーが
いみじくも喝破したように，それは一つの
｢倫理の書」として実現されるのである．

床の場で出会う分裂病者こそ何物にも替え難い原
点であるが，しかし，こういう一見きこえのよい
態度表明だけで，彼らの言わんとすることに目
を塞ぐのもあまりに早計である.重要なのは
シ
ミュラクル，，というクロソウスキー由来の用語
の理解であり，ここではすでに，原物と写しとい
うトリヴィアルな峻別が成立せず，そのどちらと
も言えない強度の揺れだけを把えなければならな
い．分裂病者がろくに哲学番など読みもしないの
に，雛くほど哲学的な思索を展開することはよく
知られた事実であるが，私の場合，それがしばし
ば『ｱﾝﾁ･ｴヂｨﾌﾟｽ』の世界を妨梯とさせる
ものであったと言える．わけてもある種の難治
例，すなわち，私が担当する以前，すでにいくつ
かの病院を転々とし，どこでも等しく扱いかねた
ような分裂病者との出会いにおいて，このことが
もっとも顕著に表現されたようにみえる．

精神科医はえてして，そこで姐上にのぼる
のがシュレーバー，アルトー，ニジンスキー

緒神分析に対する批判ということであれ

など，特権的な病者たちでしかないことを理

ば，われわれは今日，米国精神医学における

由に，どうしても，この書物をｒ詩人の戯

システムズ・アプローチ，わけても，ベイト

言̲,のように受け取ってしまいがちである．

ソンを鼻祖とするパローアルト派のそれに，

私自身について言えば，すでに，ある種の破

もっとも洗練された形を見出すことができ

格に手のかかる分裂病者との治療経験の中

る．そこでは，精神分析のように症状の原因

で，『アンチ・エディプス』の主要なプロッ

を過去に求めるリニアーな発想が斥けられ，

トのすべてに逆遇しており，実際には，臨床

もっぱらｒいま，ここ̲１，すなわち現在定位

のほうが読誹に先行したという経緯をもつ．

的な，サーキュラー・エピステモロジー(円

まさしく，私は臨床の現場で，多くの小シュ

環的因果律)にしたがって病理が吟味される．

レーバー，小アルトー，小ニジンスキーに遭

反結神医学の論客たちも，レインをはじめ，

遇してきたのであり，このことがかえって，

くだんの「家族の病理」にこの観点からアプ

彼らの著作にふれたとき，通常の読者のそれ

ローチしたのであるが，スキゾ分析はこれに

を凌ぐ驚きを私にもたらしたのではないか．
一冊の書物を媒介に，著者の経験と読者のそ
れとが符合することなど，くつにめずらしく

もないが，この場合，正しくは「分裂病者を
媒介に」と言うべきところで，やはり，特筆
に値するものであると，私には思われる．
ドゥルーズとガタリにとって,問題はあくまで，

人類史あるいは個人史において創造の謎をになう
分裂病性であり，臨床の場に出没する分裂病者の
ほうは，むしろ，その病理的なシミュラクル(模
像)にすぎないわれわれ繍神科医にとっては臨

も満足せず，構造またはシステムに代わる
アジャンスマン''なる概念をもち出す．こ

の語はｒ組み込み」とか，「作働配置̲，とか
訳されているけれども，もともと，按配や配
腫という意味でごく日常的に用いられる語で
あり，それだけに，いざ概念として把握しよ
うとすると著しい困難が立ちはだかる．
なぜ構造ないしシステムではなく

アジ

ャンスマン，'なのかを理解するには，スキゾ
分:祈が無意識のまったく別な概念に到達すべ
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く，伝統的無意識を相手どって敢行した一連

まず思い浮かぶのは，テレンバッハがその

のないないづくしについてふれる必要があ

卓抜なメランコリー論の中で言及する en‐

る．ここで問題になるのは，ラカンのいう言

dokosmogeneRelationen で，こういう生

語のように構造化された無意織，もっぱら表

命的ないし宇宙的な律動性こそ，スキゾ分析

象内容のみに付託されるそれではなく，歴史

によって，もっとも重視される要素とみなせ

の大いなる潮流と直接につながる点で，機械

る．ヤンツァーリクもまた，西欧精神医学の

仕掛(無媒介的)と形容される無意識である．

暗流とも言うべき単一精神病的段階論を再興

新たに把握されたこの無意識は，エディプ
ス・コンプレックスのような一個の普遍的統

相互交代的な関わりかたを問題にしており，

辞法に遮元できる代物ではなく，したがっ

スキゾ分析とほとんど相似のピクチュアを描

するにあたり，榊造的分節と力動的逸脱との

て，それがいかに広汎に出現していようと，

く．もう一つ，相互交代的な関わりかたの例

あくまで，特殊ケースとして扱うよう要求す

として，プランケンブルクのいう行動異常と

る．個人間の無意識的諸関係について言え

それに劣らず重要な諸関係が幾通りも見出せ

情態変化とのパトス的な根拠関係を挙げるこ
とができるが，そのすぐれてleibbezogenな
作働は，スキゾ分析の アジャンスマン，，
に近い．これらの論客たちはみな,１９世紀の
ロマン派精神医学の未満たる資格を有する

る
．

が，仮に反締神医学をその短絡した再現とみ

ば，相互主観的なそれはたしかにそこで肝要
な位腫を占めるが，けっして全体を要約する
ものではなく，無意識の組み込みの中には，

スキゾ分析はこのように，無意識の多様化

なしうるとすれば，スキゾ分析はまさしく

を禁じる榊造論的な解読格子をとり払い，様

｢その底を割った」ものと評することができ

様の異質な成分を一つにする

よう．

アジャンス

マン'，に定鞭位するが，このとき，主体がもは

や自明ではないことも看過してはならない．
こうして要請されるのが，個友の発話行為に
先立つ集団的発話装置(agencementcollectif
d'6nociation）という精妙な複合概念で，これ
こそ，日常言語学派や語用論的研究には，思
いも及ばなかった当のものに他ならない．く
だんの用語は，この場合にも，シニフィアン

の鎖を逃れる非ディスクール的な諸要素，す
なわち，器官なき身体の要素，社会‑経済的
な要素，生態学的ないし宇宙的な要素などを

西欧思想史における無意誠概念の系譜をひもと
くと，デカルトの resextensa，，,ライプニッツ
の petitesperceptiones,,，カントのappcr‑

zeptivかつakthaftな無意識と別に，ドイツ・

ロマン派のそれが姐上にのぼる．たとえば，ヘル
ダーは『われわれの明解な哲学は，不分明な感
覚，力，刺激に対してはおじけづき，それらを神
にゆだね，（諸種の二頂対立からなる)ライプニッ
ツの将棋盤の上で戯れ続ける」(大意)と述べた．
フ戸イト理論がラカンによる構造主義的な読みか
えも含め，西欧近代の王道哲学から滋養を得てい
るとすれば，ユングの学説は，ロマン主義の無意
識擬念への端的な逆行を表わしたものと考えるこ

組み込むべく，フルに活用されている．もし

とができる．ドゥルーズとガタリ淀，しばしばク

以上のような所説に，その異形同質現象と呼

ライストやヘルダーリンに言及するし，戸マン主

べるものを探し出すとすれば，それはけっし

て粘神分析にではなく，（精神病を主要な対
象とする)粘神医学のほうに見出せるはずで，

義の生気的無意職(dasvitaleUnbewuBte)とス
キゾ分析の機械状無意織(l'inconscientmachi‐
nique)との間にも隔世遺伝が見出せる．スキゾ分
析はすぐれてフランス的なラカン理論に対し，あ

次に若干の卑見を述べさせて戴く．

る種ドイツ的な戦闘性をもつように思われるし，

(dix‑neuf）１９
ともかく，私の頭の中で，ドゥルーズとガタリの

作業がネオーハイデルペルク学派と意外な巡遇を
遂げる．

ガタリの歩みを特徴づけるのは，粘神分析
家と政治活動家の同一個人内における共存で
あり，このことはわれわれにあのライヒの先
例を想い起こさせるが，両者を隔てる距離も
けっして小さくは見祇もれないように思う．
彼は分裂病者と遭遇し，神経症者のそれとは
異なる正真正銘の問題を見出したのであり，

彼らとともに生きるための倫理的な要諦とし
て，シニフィアンの専制に抗するミクロ政治

学の実践を志向するようになったという．彼
の立場は，発想そのものがイデオロギー的で

あるより，スキゾフレニックで，いわゆるヒ
ューマンなそれとは似ても似つかず，したが
って，かっての反体制的な精神科医の面,々と
ひとしなみにあつかうのは適当ではない．ま
た，この人物には，セイロンで神秘主義的な
膜想にふけるレインや，片時もウイスキーの
瓶を手離せぬクーパーのような不健康さは微

塵もなく，会うひとすべてを魅了してやまな
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◇◇◇特集：フーコーの遣したもの

フーコーー思想史的スケッチの断章一

荒川幾男
ミシェル・フーコーは哲学者なのか，それ

1970年に，Ｊ・イッポリトの後をうけて，メ

とも歴史家なのか，といった問題が，ときに

ルローポンティと同じ44歳で早くもコレー

真面目に論じられることがあるように，フー

ジュ・ド・フランスの教授となった．そし

コーの仕覗の評価には，なお多くの戸惑いが

て，いうまでもなく，彼の30歳台の半ばか

つきまとっている．多分，彼はこれまでの意

ら始まる６０年代と７０年代が，フーコーにと

味での哲学者でも歴史家でもない，といえ

ってもっとも豊鏡な熟成の時期となった．

ば，真実の一端に触れることにはなろうが．
それではまだ何も答えたことにはならない．

ところで，フーコーは，１９６７年に，パオ

まして，彼の仕事を思想史的に位腫づけて理

ロ．カルーソーのインタヴューに答えて，次

解するとなると，少なくとも現代の，それも

のようなことを語っている．

節二次世界大戦後のフランス思想の全体に眼

「私の世代のみんなと同じように，私も現

を配ることができなければならない．ここで

象学派と，．…..それに，現象学的方法とマル
クス主義の方法との関係の問題のなかで育っ

は，単に覚書き風の断章を記すほかない．

た．だがまた，同じ世代のものたちと同様，
フーコーは，医師の子として，ポワチエ

'950年から 955年の間に，一種の転向を経

で，1926年に生れている．だから，彼の青

験した．それは、はじめは何でもないようだ

森は，第二次大戦末期から戦後にかけての激

ったが，実際には，深く我禽を分化させた．

動の時期に露なっている．そのころ，彼はエ

……言葉を換えていえば，我々は

コール・ノルマル・シュペリウールに学び，

ころに意味があるというフッサールの考え方

さらに，ソルボンヌで哲学のリサンス（1948

を再吟味して，……'955年からは，意味の

年)と心理学のリサンス(1950年)を得，また

現出の形式的条件の分析に，もっぱら関心を

1952年には，パリ大学で精神病理学のデイ

向けたのである……‑1

いたると

プロムをとった．このことは，彼の関心が，

フーコーが育った現象学とマルクス主義を

哲学とともに，人間の心の科学的探求に向け

結びつける哲学的問題意織は，いうまでもな

られていたことを示している．その後，ウプ

く，サルトルとメルローポンティの世代のも

サラ大学で４年間講師をしたのち，1959年か

のであり，実存主義を中心に，戦後の思想的

ら６０年にかけて，ハンブルクのフランス学

満場の中核をなしたものであった．この二つ

館の館長を務める．さらに，1960年代に入る

の極を結ぶことは，意識と現実，言葉と物，

と，クレルモンーフェラン大学の哲学研究所

個人と社会を，どのように関係づけ，調停す

長を経て，ヴァンセンヌの哲学教授となり，

るかという問題であるとともに，深く戦後の
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知識人の生き方と関わっていた問題でもあっ

この負偵を返済するためだけにも｣，労働者

た
．

に奉 仕する政治に参加しようと，共産党に入

フランスの戦後は，《奇妙な戦争》の《奇

党していた．戦後の騒然たる政治と思想状況

妙な戦後》であったといってもよい．ドイツ

のなかで，フーコーもまた，政治に情熱を燃

の占領下で，一方に平ﾗ隠な生活があるととも

やし，マルクス主義に身を寄せた時期をもっ

に〆他方にさまざまなレジスタンスがあっ

たのである．

た．平穏な生活のなかで，戦前と変らぬ学校

この時期のマルクス主義の高揚は，哲学的

生活，学究活動が行われるとともに，マキ団

には，フランスにおけるｒヘーゲル・ルネサ

や地下活動の抵抗遮動の生活があった．そし

ンス」と重なっていた．すでに1930年代に，

て，連合軍によってフランスが解放されたと

Iコシアからの亡命者Ａ・コジェーヴが，フラ

き，力による抵抗巡動の中核となっていた共

ンスにヘーゲル哲学を導入していた．彼の講

産党のもつ締神的，道徳的威信は，きわめて

義は，エコール・デ・オート・ゼチュードで

大きなものとなった．マルクス主義は，精神

行われたが，1935年の教室には，シャルト

の世界で，避けて通ることのできない試金石

ルのリセ教師から，パリに帰ってエコール・

となったといえる．たとえ哲学的に観念論の

ノルマルのカイマン(復習教師）となっ･てい

立場に立っていようと，緒神的，道徳的な生

たメルローポンテイの姿があったし，レー

き方においては，マルクス主義的世界観は，

モン・アロン，ジャック・ラカン，ジョルジ

無視しえないものであった．だから，フーコ

ュ・バタイユら.も出席していた．それは，マ

ーは，こういう状況を生きたサルトルたちの

ルクス主義と微妙に結びついたもので，リヒ

世代を，ｒ我々は，生に対する，政治に対す

トハイムにいわせれば；「フランスのネオ=マ

る，実存に対する情熱をもった，勇気ある高

ルクス主義は，エコール・デ・オート・ゼチ

潔な世・代として経験した̲，といっている(皿

ュードの識義室から生れた」ということにな

シャプザルのインタヴュー)．

る
．

解放に続く戦後の激動期は，フランスにと

しかし，戦後のヘーゲル・ルネサンスを蹄

って，国内問題だけでなく，インドシナ，ア

す上でもっとも力のあったのは，Ｊ・イッポリ

ルジェリアと続く植民地戦争を戦い，同時に

トである．すでに1941年にヘーゲルの『粘

米ソの冷戦に否応なく捲き込まれる内憂外患

神現象学』を翻訳していた彼の主著『ヘーゲ

の時代でもあった．少しでも気慨のある知識

ル緋神現象学の生成と構造劃が世に問われた

人，学生であれば，ｒ政治」にコミットせず

のは，1947年のことである．この頃パリ大

には生きられなかったといっていい．この時

学教授となっていた彼の教え子には，６０年

期に学生生活を送ったフーコーも，ラジオの

･代以降の知的革新者となったフーコーをはじ

インタヴューでふともらしたところによれ

め，ドウルーズ，アルチュセール，デリダら

ば，一時期，短い間ではあったが，共産党に

がいた．彼等は，ヘーゲル哲学を学ぶことで

入党したようである．エコール・ノルマルで

ヘーゲル的な「哲学」を捨てることができ

フーコーの師の一人であったＬ・アルチュセ

た．そしてそれは，マルクス主義をヘーゲル

ールは，捕虜生活から解放されてエコール・

主義から解放することを可能にしたといって

ノルマルの教師になると同時に，ｒプチブル・

よいだろう．のちに，イッポリトの後を襲っ

インテリである自らの出自に負い目を感じ，

てコレージュ･ド･ﾌﾗﾝｽに入ったﾌｰｺ
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一は，その開講識演（『言語表現の秩序』)で，

の夢想的な甘え、その度し難いのぼせ，その

俄例に従って前任者へのオマージュを捧げな

フェルト製の紫カー，（『弁証法の冒険』)と非難

がら，イッポリトに負うところを，ヘーゲル

した．新しいｒ歴史」が，人間と社会につい

哲学から離れ立去る道を指し示したことにあ

ての共体的な問題関心と絡み合って求められ

るといっている．

ることになる．フーコーが自らに課した「歴

こうして，フーコーは，戦後思想のなかに

史」と不可分の哲学的課題は，この時期の経

身を浸して青春期を過したが，先に見たよう

験から生れているといえるだろう．そして，

に，1950年から５５年にかけて，一種のｒ転

それが，ｒ私には，今日哲学はもはや存在し

向」を経験したという．そして，それは，サ

ないように思われる．だが，哲学は消失した

ルトルの世代の実存と政治への情熱に対し

のではなくて，多様な諸活動のなかに散乱し

て，「観念と《システム》と呼びたいものへ

ているのだ」（Ｒ・ベルールのインタヴュー）

の情熱」（シャプザルのインタヴュー)を発見

という哲学観に凝縮する．彼は続けて語る，

したからだ，とフーコーはいっている．

｢.だから，言語学者や民族学者や歴史家や革

この1950年から５５年にかけての時期は，

命家，政治家の活動が哲学的活動の形式であ

朝鮮戦争の勃発からスターリンの死，そして

りうる̲,と.フーコーにとって,哲学はもはや

その後間もなく来るスターリン批判とハンガ

ヘーゲル的な完結した体系ではありえない．

リー事件にいたる微妙だが決定的な転換の時

そして，この111い「哲学」の廃棄が，その無

期であり，この間に，多くの知識人が共産党

意識の認識土台にある全体史的「歴史」をえ

を離れた．メルローポンティがマルクス主義

ぐり出し,その「観念とシステムー,を雅露し，

に距離をとり，サルトルと疎隔したのもこの
時期であったし，あるいはまたエドガール・

そして,ｒ意味の現出の形式的条件̲Ｉを分析す
ることのなかで実践される．フーコーの哲学

モランは1951年に党と訣別し,その他,１９５６

の廃絶＝反哲学は，マルクスの行ったあの哲

年にモランとともに雑誌『アルギュマン』を

学の廃棄とはるかに呼応するものといえる．

創刊することになったロラン・バルトをはじ

フーコーの哲学＝反哲学は，戦後のマルク

め、Ｐ・フージエロラス，Ｋ，アクセ直ス，Ｄ・

ス経験なしには形成されなかった．もちろ

マスコロ，Ｈ・ルフェーヴル等,々，やがて新

ん，彼が学んだパリ大学やエコール・ノルマ

しいマルクス主義を求めてさまざまに独自な
思想を展朋することになるｒアルギュマン・

ルに伝統的にあったバシュラールやカンギレ

ームらの科学史・科学哲学と，ブローデルら

グループ9‑1も，この時期に大きなｒ一種の転

のｒアナール派̲'歴史学に言及しないのは片

向」を経験している．そして，６０年代の知の

手落ちであろう．また，心理学や精神病理学

根底的革新の担い手の多くは，この時期の反

の研究に触れないのも片手落ちであろう．そ

エクス

スターリン主義的'伝向者(脱＝マルクス主義

れらのいずれもが，彼のI 転向」の土台にあ

者)なのである．

ったことは確かである．しかし，フランス戦

この脱＝マルクス主義は，何よりも，進歩

後思想の渦中でのマルクス経験こそが，フー

主義的歴史観の批判となった．ｒ幻想のない

コーの思想的原点であったことを見落して

……マルクス主義」への待望をなお捨てきれ

は，たとえば『知の考古学』序論のマニフェ

なかったメルローポンティも，ヘーゲル的マ

ストは十分には理解できないだろう．

ルクス主雛のもつ全体論的進歩史観を，ｒそ

（東京経済大学教授）
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◇◇◇特集：フーコーの過したもの

のものが，おそらくわたしのように，ものを

書いていると，顔というものが最早やな<な

ｂとｐの間

ってしまうのである．だから，わたしが誰で

あるのかを尋ねたり，また，わたしに変わら
ないように要求したりしないで欲しい．それ

野村英夫

はいわば戸籍のモラルなのであって，われわ
れの文書を律するものではないからだ．番<

フーコーが評論の形でとり上げた作家は，

ということが問題であるとき、われわれはそ

ジュール・ヴェルヌ，ブランショ，クロソウ

うしたものから解き放されてありたいのだ.」

スキー，ロブ差グリエなど多彩であり，また

つまり《顔ルー一人の作家一に主題を

一方ではフロベール，バタイユ，ルッソーら

限定すれば，勢い《戸籍のモラル》を避けて

の作品に序文も草しているのだが，しかし彼

通ることは不可能に近くなる筈であり，した

によってｒ−冊の書物が書かれるという名誉

がって《祥くということ》はなんらかの形で

に与った｣(LeNouvelObservateur,Ｎ･1025,

それにかかわり，従属せざるをえないことに

29juinau5juillet)作家というのは一人レ

なる．そうなれば，《顔>》という個のモラル

イモン・ルッセルだけしかいない．おそらく

がすべてを支配するようになり，《書くとい

それは，たんなる偶然といえば偶然そうなっ

うこと》自体のもつ自律性はことごとくそこ

ただけの話にすぎなかろうが，必然といえば

に吸収されて《透明》と化し，いわば消滅し

いえないこともない．彼の凄じいばかりの健

なければならなくなる．つまり，その存在理

筆をもってすれば，いま挙げた作家の一人ず

由、あるいは自律性というものをそこでほぼ

つに１冊の作家論を物することなぞ易々たる

完全に喪失してしまうことになる．そうした

業であったにちがいないからである．たとえ

過程については，『言葉と物』の中一策８

ば碩学デュメズィルも碑誌の如きその追悼の

章および第９章一で詳細に分析され跡づけ

小文(同上)において語っているように，ｒフ

られてもいる．

ーコーの知性は，文字通り限界というものを

いわゆる《知の考古学》の立場によれば，

知らなかった」のであり．そうした知性の赴

19世紀に入って生じた「 知の基本的な配置

くところは「身体と精神，本能と思想といっ

における変化」の１つとして，言語というも

た伝統的な識別が不条理にみえてくるような

のが，認識そのものに最も近い位置から認識

人間の領域｣，すなわち「狂気，犯罪，性」

のたんなる対象の位置に転落するという現象

などの分野であったのだと一応考えておくの

が起る．この転落は，いわば「西欧思想の場

が自然であろうし，またそれで一通りの説明

全体の転覆」をもたらすほど重大なものだっ

もつく．だが，一人の作家を中心に据えた諜

たが，やがてそうした大変動に対して，さま

物が１冊しか残されなかったこと，そしてそ

ざまの補償･作用が現われてくることになる．

れらがほかならぬルッセルだったという事'怖

中でもｒ最も重要で，蛾も予期しなかった」

には，いま少しく微妙な，つまり《必然》的

補償作用として，次のような事態が展開する

な理由が潜んでいるように思われる．

ことになった．すなわち，一方では，言語の

たとえば『知の考古学』の中に，われわれ

下の言語をして語らせるという解釈学の方向

は次のように条りを見出す−｢一人ならず

(フロイト）と，，他方では，言うことの可能な

（dix‑ncuf）１９

ものだけに論理的に限定するという形式化の
方向(ブール，ラッセル)という二重に分岐し
た動きを通じて，言語というものがいわば分

裂し，断片化し，散逸していくという，２０世
紀の今日においても愈々顕著にみられる現象
が，進行し始める．そこで，言語のそうした
一種の空洞化，形骸化に対する《異識申立
て》として，そうした全体的な動きとは《別
なところ》において，言語をして自ら言語に
立ち戻らしめようという企て，言語の《恒久
的な自己回帰》の動き，言語の再構成の努力
がなされるようになる．これが，すなわち
〈〈文学litt6ratureの出現》にほかならない．
19世紀以前のいわゆる文学とそれが異なる
のは，それがｒ他のあらゆる言表に反して
−みずからの険しい存在を肯定するという
以外に法則をもたぬような，そうしたある種
の言語というものの無条件の表明」であると

いう点にある．したがってそれは，思想伝達
の言表からも，また，１７世紀の古典主義的な
価値(趣味，快楽，自然らしさ，真実など)の
言表からも切離されて，「内容としては，そ
れ自体の形式をいうこと以外に何もない̲】よ
うな，《語るところのものが，言葉である》

(Cequiparle,ｃ'estlemot.）ような，《単純
な書くという行為》(Ｉｃｓｉｍｐｌｅａｃｔｅｄ'もcrire）
そのものに向かうことになる．

たとえばそれはｒ……あらゆる言表をたっ
た１語に，あらゆる誇物を１ページに，世界
全"体を１冊の書物に全体的に吸収するとい
う」マラルメの企図に，最もよく現われてい
るものなのである．

ところで，そのようにｒ……語の脆い厚み
の中に，一切の可能なる言表を閉じ樋めよう
とする」試みは，たとえば先に挙げた作家た

ということはつまり論理的な厳栴さをもって
ということなのだが−その可能性を極限ま
で追求した作家は，ほかに−たとえばミシ
エル・レーリスなどを除け憾一兄当らない
であろう．彼の全集がだされ，研究秘や論文
も数多くみられる現在では，妓早や周知の郡
尖なのだが，ルッセルの制作方法は，厳栴な
意味で語そのものにﾙｳ限されているのであ
る．たとえば，彼内身の説明によれば，ほと
んど同じな２つの綿，billnrdとpilklrdをえ
らびだし，この２つの語のまわりに，岡じだ
が異なった２つの意味にとれる雷莱を付け加
えていくことによって
Ｌｅｓｌｅｔｔｒｅｓｄｕｂｋｍｃｓｕｌ・lesbandesdU
vieuxbillard…

ＬｅｓｌｅｔｔｒｅｓｄＵｂｋｍｃｓｕｒｌｅｓｂｎｎｄｅｓｄｕ

v
i
e
u
x
p
i
l
l
a
r
d
…
という，ほとんど同じだが意味の異なった２

つの文を捕え上げる．訳してみれば簸初の方
はｒ古い玉突き台の縁の上の白チョークの文
字……」となり，あとの方は「老掠奪者の
軍団についてのｎ人の手紙……−，となるが，
《老》と《古》，《砿団》と《縁》，《白人》
と《チョーク>》，《手紙》と《文字》という
意味の振幅がすべてｂとＰの間の紙一重の
差に依存しており，いわばそのように依存す
ることによって始めてそこに未開の《無限》
の世界が拓かれてくる可能性を示しているの
である．ルッセルは前者を岡頭の文，後者を
終末の文として，その間隙を埋める形で物語
を創り上げていく．それは，つねにｂとｐの
間のわずかの相違(《脆い厚み》)から始まり，
そしてまたつねにそこに立ち戻るという方法

なのである.つまりそこには，《単純な継ぐと

いう行為》の最も純粋な状態が現出すること

ちの中でフロベールやプランショーフーコ

になる．フーコーの巧みな,そしておそらくは

ーの「外部の思想」（Critique,ＮＣ229,1966）
はそうした観点から行なわれた最も早い時期
の，すぐれたブランショ論の１つだが−な

適確な比聡によれば,そうした《ほとんど感知

どのうちにも明らかにみてとることができる

間隙《クリナメン》cli ｍｅｎの如き作用を

しえないような屈折》や《微細なショック》
などが，いわばエピキュラスの体系の原子の

のだが，生前ほとんど認められることなくし

してルッセルの言語の《位相空間》を生み

て終ったレイモン・ルッセルほど純粋に−

だしているのである．（早稲川大学教授）

