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記憶と歴史：起源を疑え！

西谷修

はじめに

美術にはシロウトですので、ふだんはあまりこういう

講演はやらないうえに、特にこの１年は、ほとんど9.11

以後の世界とか剣呑な話ばかりで、今回、金沢21世紀美

術館でこのような企画に声をかけていただいて、久しぶ

りに嫌な世界のことを忘れて・・・とはいっても、芸術

作品というのもそれぞれの作家の苦闘から生まれるもの

ですから、必ずしも楽しいばかりではないでしょうが、

でも何かを創り出すという活動に関わる、このイヴェン

トに参加できることを大変うれしく思っています。

ふだん私がやっているのは、主として文学から哲学と

か、いわゆる思想の領域のことで、もともとのモチーフ

は、近代の哲学者があまり考えようとしなかった「死ぬ

ということはどういうことか」といったことです。

みなしの生、みなしの死

というのは、死ぬことにもいろいろな様態があって、

特に20世紀になると、人が死ぬということが、それまで

とは質的にだいぶ変わってきたようなのです。たとえば、

多くの人が自分の意思と関係なく死ぬようになるし、ま

た自然死というものともだんだん離れてきています。戦

争による大量死とか、事故死など、飛行機事故が起これ

ば一度に大ぜいの人が死ぬことになります。いわば工業

製品と同じように、死が数でかぞえられるようになって

きました。大量生産というわけですね。

その極限形態は核兵器ですが、もう50年前に世界で最

初に開発された原爆でも、一瞬のうちに10万人が死にま

した。そのあとも、被爆した人たちは、早ければ３日と

か一週間後、遅い人は何十年もかかって、20万人ぐらい

の人が死ぬわけです。つまり一発で30万も殺せる。それ

が「改良」されて格段に性能がよくなって、そういう核

兵器が地球中に配備されて、そうするとまかりまちがっ

て・・・。皆さんにぜひ見ていただきたいのは、スタン

リー・キューブリックという映画監督の「博士の異常な

愛情（Dr. Strangelove）」という映画です。これは、

NATOの司令官が気が変になって、つい核戦争が起こっ

てしまうという、ある意味ではきわめてリアルで、でも

爆笑ものの映画なのですが、ともかくそういう危険がい

つもあって、今の世界では、あらゆる人の死はあらかじ

め留保されているというか、私たちの意思や健康状態と

は全く関係のないところでいつ死ぬかわからないという

状況が潜在的にあります。

普通われわれはそういうことを気にかけないから何と

かなっているんですが、あまりに敏感だと、心配して間

尺に合わないプライヴェートな努力を一生懸命するとい

うのが、例えば黒沢明の「生きる」という映画の主人公

です。その正反対だと、まかり間違っても核兵器が自分

を襲うことがないように、要するに敵の核兵器を全部殲

滅すればいいのだ、そのためには、敵より多くの核をも

ち、数段すぐれたミサイルをもって、敵の核兵器を全部

撃ち落とすようなシステムを作ればいいという、気ちが

いじみたことを考える人が出てくる。今のアメリカの大

統領もそうですね。でも、アメリカは地表を何十回も破

壊できるぐらいの核兵器を持っているのに、それでも去

年のようにやられるわけだから、これは根本的に考え方

を変えてもらわないと困るという話なのです。

それはさておいて、死の様相の変化にはもうひとつの

局面があります。例えば私はオートバイに乗るのですが、

事故に遭ったとします。それで大けがをしても、今の医

療技術だと相当まで助かりますね。病気で衰弱しても、

もうほとんど自力では呼吸できないし、意識もほとんど

壊れてしまっているという状況でも、機械で生命を維持

し続けることができます。そうすると、人の生死とは何

をもって決まるのか、あらためて問わざるをえないし、

実際それを法律で決めないといけないといった、奇妙な

状況にわれわれは置かれているわけです。

それだけではなくて、人の生き死にの区別があいまい

になると、ひとりの人が生きる、あるいは生きていると

いうことはどういうことか、これもわからなくなってし

まうのです。100年前だったら、人をつかまえて奴隷に

する、それが支配の一番強い形態でしょう。奴隷は生か

しておかないと役に立ちません。せっかくお金を払って

買ってきたのだから、殺してしまったら元も子もないの

です。そのためには、生かしておかないといけない。だ

から奴隷にとっては自殺は究極の反抗かもしれません。

でも、逆にいうと、その限りでは、奴隷はひとりのトー

タルな存在として生存を求められるわけです。

ところが今では、支配あるいは所有の対象というのが、

まるまるひとりの存在ではなくなっているのです。どう

なっているのか。臓器とか、あるいは骨髄とか、細胞組

織というわけです。それが市場に出て売買される時代で

す。そうすると、いったい何が生きているのか、どうも

わからなくなってしまいます。今、臓器ビジネスという

のが、冗談ではなくて、ものすごい市場を持っていると

言われるのですが、そういう状況になっています。する
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と、誰か道を歩いているのを見て、普通だと、私も旧世

代の人間ですから、その感覚からすると、「あ、人が歩い

ている」と思います。そして、「捕まえれば奴隷にできる

かな」と考えるかどうかはわかりませんが。ところが、

もっと今の世界のシステムに見合った感覚を持っている

人なら、「あ、臓器の集合体が歩いている」と考えるかも

しれないのです。

人が臓器や器官の集合体だということになると、トー

タルな人格というイメージは消えてしまいます。すると

どうなるか。「殺す」ことと「壊す」ことの違いが区別で

きなくなってしまうのです。だから、未成年の異様な犯

罪が起こりますが、それを親のしつけが悪いとか、教育

がどうのと、的外れな責任を押し付けるのはおかしな話

です。世の中全体が、人間が生きるということの意味を

見失っていて、もうそういうことに価値を見いだしてい

ないのです。１人のトータルな人間というよりも、体の

部分とか機能の方が重要になってきている。

そしてそういう状況をさらに進めるために、新しい法

律を作ろうとする。人が死ぬことも法律によって決め直

さなくてはいけない。いつから生まれたことにするかと

いうことも法律で決めなければいけない。なぜ法律で決

めなくてはいけないかというと、決めないとそれが見え

なくなっている。あたりまえのことでなくなっているか

らです。

人がいつから生まれたことになるのか。昔だったら、

「オギャー」と産声を上げたときが生まれたときです。で

も今では、いつから胚細胞を使ってはいけないのか、い

つから人格の存在を認めるのかを決める、といった話に

なっています。基準は考え方で違います。みんなが勝手

に決めたら困るから法律を作らなくてはいけない。法律

には強制力があります。ですから、この時点で生まれた

と「みなす」と法律で決めて、それに強制力を持たせる

というかたちで、ひとつの社会があるフィクションを立

てて、その中で生きようとしているわけです。そのフィ

クションを立てることを必要としているのが、今の生命

技術とその産業化、それを支える市場をもとにした世界

のシステムなのです。

今、フィクションと言いましたが、臓器移植という技

術が可能になってから、人はいつ移植用の臓器を採って

よいのか、言い換えれば、いつ死んだことにするのかを

決めておく必要がでてきました。つまり、ある時をもっ

て「死んだとみなす」ということで、それを「みなしの

死」と呼ぶことができるでしょう。実は法律用語で「み

なし法人」というのがあります。法人というのは、会社

なども法的行為の主体になるので、法律上である種の人

格のようなものと考えた言い方ですが、個人事業主を税

制などの都合で法人と「みなす」という場合があります。

それを「みなし法人」と言うわけです。つまり、法人で

はないけれども、法人とみなす、ということです。それ

と同じ「みなし」です。

私たちの少し前までの日常感覚からすると、死ぬとい

うのは、「ああ、この人死んでしまった」というかたで現

実に起こることであって、見ればわかること、あるいは

受け止めざるをえない事実というかたちでわれわれが出

会うわけです。でも、脳死となると、体がまだ温かくて

新陳代謝も続いている、そんな状態もあるんですね。極

端な例をいえば、若くて体力のある女の人だったら、ど

こかから受精卵をもってきて移植してやったら、代理母

にもなれるそうです。それはとても死体とは見えないで

しょう。でも、それを死体、つまり死んだとみなす、と

いうのが脳死なわけです。

生まれることの方も、早期の胚細胞を利用したいとか、

クローンの実験に使いたいとか、今はいろいろな要請が

あって、この場合はいつまでなら実験用に使っていいか

を決めなくてはいけない。だからいつからなら生命体と、

あるいはヒトとみなすのかを決めることになります。も

し、もう生きていると、つまりは命が誕生しているとみ

なせば、これを取り出して実験に使ったら殺人罪です。

ところが、90日未満はまだ生まれたとみなさないという

ふうにすれば、それはＯＫということになるのです。こ

のこともやはり法律で決めることになるでしょう。法律

で妊娠90日以降は人格が生まれたとみなすということに

なれば、90日以降の胎児はすでに生まれたものとしてあ

つかわなければいけないことになります。だからその前

に急いで組織を利用すればよい、と。これも「みなしの

誕生」ということになるわけです。

人の生き死に、つまり人の生命がいつ始まり、いつ終

わるかということを、そう｢みなす｣ことによって決めな

ければいけない。90日にするか、70日にするかというこ

との合理的な根拠はないでしょうね。けれども、便宜的

にそれを法律で決めて、その枠内で医療技術を展開した

り、それを市場化したりするという体制をととのえなけ

ればならない、そういう状況にわれわれは今、生きてい

るわけです。つまり、まったくフィクショナルな、「みな

す」という枠の中でしか生活できないことになるのです。

では、その「みなし」によって何がそこで消えていく

のか。その医学・法学的なフィクションによって何がわ

れわれの視界の外に出ていくのかというと、それは人間

が生きるとか、生きているということの意味です。例え

ば、90日で生まれたとみなすことにする。その「みなし」
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が成立したときに、それを根拠づけるのはいわゆる科学

です。今なら医学あるいは生命科学ということでしょう

が、基本的には生物学ですね。生物学的「真理」と言わ

れるものがその根拠になるわけです。「生物学的に見て妥

当なのだから、みんな納得しなさい」というわけです。

でも、実は生物学というのは、その名前とは反対に「生

命」というものを相手にしない学問なのです。

どういうことかといいますと、生物学というのはバイ

オロジーですね。「バイオ」というのが「生命」ですが、

生命の論理、あるいはその学ということでバイオロジー

と言われます。この言葉は実は意外と新しいんですが、

現代のバイオロジー、あるいは最近言うライフサイエン

スというもののもとになっているのは19世紀の生理学

で、これは生命体の組織や機能を研究する学問です。そ

の生理学の父と言われるのがフランスのクロード・ベル

ナールという人ですが、彼はこう言っています。「よき生

理学者は、生命が何かなどということには拘泥しない。

生命とはそれだけですでに了解されるものだから、それ

で十分だ。生理学の役割は生命体の構造と機能を研究す

ることだ」、とそんなふうに言っています。

要するに「構造と機能」だというのですが、ところが

人間が生きるということは、「構造と機能」によって成り

立っているわけではないでしょう。しかし、感情とか気

分とか思いとかがいろいろあるし、ほかの人びととの関

係もあります。人が生きるというのはそういう場面に実

現されるものです。そういうものを科学はいっさい考慮

しない。そんなふうに「生命体の構造と機能」に還元さ

れたレベルで「みなし」の生というものが決められるし、

「みなしの死」もまた同じことです。すると、われわれの

生命は、「構造と機能」に還元された「みなし」のレベル

に依拠した世界という枠の中に閉じ込められることにな

るわけです。

ちょっと踏み込みすぎたかもしれませんが、私がやっ

ているのは大体そういうことで、文学のなかでそれがど

う問われているかとか、さまざまな思想はそれをどう考

えてきたか、そして何よりどんな技術的・社会的条件の

中で人が生きているのか、あるいは何がその条件を決定

的に変えるのかといったことを問い詰めてゆくと、どう

しても戦争のこと、それも世界戦争のことなどを考えざ

るをえなくなるのです。ただ、そのとき私としては、い

ろいろな考え方があるその中身ももちろん問題にします

が、それよりも、放っておいたら気がつかない、むしろ

自明のこととして受け入れられていること、そしてわれ

われの一般的な考え方の枠組みを作っていることの方に

できるだけ目を向けて、どういうからくりでひとつの一

般的な考え方ができているのかということを考えるよう

にしています。そういうときに、ある考えがどのように

生成してくるのかとか、どうしてこういう表現なのかと

か考えると、芸術的な表現について、人間はなぜこうい

う絵を描いたりするのかといったことも多少は考えるよ

うになるわけです。

写真が規定する体験

今「みなしの世界」という話をしましたが、金沢21世

紀美術館が収集しているゲルハルト・リヒターの作品を

受けとめるとき、あるいはほかの作品でもそうですが、

ひとつ気になるのは、写真とは何なのかということです。

われわれにとっては、写真はもう生まれたときからあり

ますから、ことさら写真に驚いたりしないし、それが何

かということをまずは考えません。でも、ひょっとした

ら写真があることによって、われわれのイメージ体験と

いうものはだいぶ規定されているんじゃないかというこ

とは、一度考えてみた方がいいでしょう。

写真というのは19世紀の前半に発明された技術なので

すが、写真がない世界というのはどういうものだったん

でしょう。200年前、300年前には、絵を持っている人も

ごく限られていたわけです。お金持ちとか貴族とか、そ

ういう人しか絵ももっていないわけでしょう。普通の人

たちの生活の中には絵さえほとんどない。そうすると、

人が見るものというのは、畑の景色とか、自分がじかに

会っている人とか、日々の生活で見慣れた場所などであ

って、イメージの体験、視覚の体験というのは、そうい

う生活の現実とまったく区別されていなかっただろうと

思われます。

ところが、写真が登場するとどうなるか。まったく離

れたところで撮ってきたイメージが何枚も何枚も複製さ

れて、それをみんなが持てるようになる。はじめのうち

は、われわれのイメージ体験の中で写真の占める部分は

少なかったけれども、20世紀に入って、特に日本のよう

に写真産業がお家芸のように発達したところだと、生ま

れたときからおびただしい写真に包まれて生活している。

初めての場所に旅行に行くときでさえ、「あっ、これ見た

ことがある」「ポスターにあった場所」とか「テレビで見

たよね、ここ」などと言って、またそこで写真を撮りま

しょうということになる。写真の複製を現実の中に見つ

けて、それをまた複製するというような生活をしている

わけです。それがわれわれのイメージ体験の一面です。

そうしてみると、われわれがどれだけイメージに取り囲

まれ、振り回されているかということがあらためてわか

ると思います。

8



9

そんなときに、写真がない時代というものを想像して

みるのです。目にする現実以外のイメージがない、切り

取って、持ち運びできるイメージがない、複製できるイ

メージがないというのはどういう世界だろうと。

写真の出現によって、絵画というのは相当の影響を受

けたでしょう。だいたい、何かを書き写すというような

ことを、もう存在理由にできなくなるわけです。そして、

写真が現実を写しとる、正確に写しとるものだというこ

とで流通するようになる。それは鑑賞用とか記念もある

でしょうが、やがて記録、いわゆるドキュメンタリーと

いうかたちで、事実を伝えるものとして世界に流布して

ゆきます。

でも、ちょっと待ってください。例えば、わりと親し

い人の顔を肉眼で間近に見ると、その形だけではなく、

いや形を通しても、いろいろな起伏とか表情とか、何と

も言えない存在感がある。その存在感がその人を美しく

見せたり、あるいは人を惹きつけたりするわけです。生

きた表情と言ってもいいかもしれません。それは、われ

われが現にそこにいる人を２つの目で見ていて、それも

生きた目で見ていて、そのために見られる人がそこに溢

れ出てくるようにしてわれわれは見るわけです。

ところが、写真はどうかというと、写真は完璧な遠近

法です。１つの点から世界を１枚の紙にとらえる。写真

のイメージというのは幾何学で完全に再構成できるわけ

です。ですから、写真が写し撮る現実というのは、実は

生きたイメージではないのです。

それに写真というのは、登場したときからある特定の

用語で語られてきました。写真は19世紀前半にできたと

言いましたが、それはどういう時代だったかというと、

ヨーロッパの国々が国民戦争を始めた時代です。そして

その時代に戦争は産業と結びつきました。兵器の大量生

産が始まります。そういう時代に登場した写真は、兵器

のたぐいと同じ用語で語られるわけです。標的に照準を

合わせるという射撃に似ていることもありますが、「フォ

ーカス」だとか「ショット」だとか言われます。ですか

ら、写真というのは、標的を撃つとか、潜在的にはそう

いう武器として認識されていたわけです。

もう少し牧歌的に言えば、狩りの用語です。写真とい

うのはイメージを狩りとるわけですね。獲物を探して、

狙いを定めて、撃つ、ショットというわけです。でもい

ずれにせよ、仕留めた獲物は必ず死んでいるということ

です。だから、写真には不思議に死のニュアンスがつい

てまわる。写真のイメージはこの意味でも生きていませ

ん。それはべつに哲学的な、あるいは美学的な薀蓄を傾

けなくても、写真を撮るという行為自体がどうしても死

を喚起してしまうのです。

実際、写真のイメージは何かというと、これは一瞬を、

瞬間を定着したものだと言われます。でも、考えてみれ

ば「一瞬」というのは実は経験的には存在しないのです。

誰も一瞬のイメージというのは見たことがないでしょう。

なぜかというと、人の意識は持続として存在するからで

す。だからわれわれは持続しか知らない。ところが、写

真は経験のうちにはないその「瞬間」を切り取るでしょ

う。持続から「カシャッ」と音を立てて「瞬間」という

ものを切り出す。でも、「瞬間」とは何か。人間は持続が

断ち切られたら死ぬのです。そして、持続が途絶えるこ

とを「永遠」と言います。もうずっと動かない、その

「ずっと」が永遠です。写真のイメージはそんなふうに、

持続から切り出されて、水から引きあげられた魚のよう

に、息絶えて凝固する「瞬間」、つまりは「死の永遠」と

いうわけです。

今のは論理的なだじゃれでも何でもなくて、キリスト

教神学の中ではっきりそういう考え方があります。「瞬間」

が「永遠」だというと逆説のように思えますが、キリス

ト教的な伝統の中で時間のことを考えると当然そういう

ことが出てきます。「瞬間」は切り出すともはや「時間」

の外にありますから、それを「永遠」と言うのです。そ

して、写真は「瞬間」を撮ると言われますが、生きた瞬

間とか現実の瞬間とか言いますが、そんな瞬間というの

は生きている人間の経験にはありません。そういう経験

を持てる人は、最近は呼び方が変わりましたが、統合失

調症とか、そういう特別な才能のある人です。ともかく、

普通の経験の中にはそういうものはないのだけれども、

それを実際にイメージとして切り出して存在させてしま

う。そうして永遠に止まったイメージ、全く動きのない

イメージという、生の経験の対極にあるもの、まさに

「死」のイメージを、写真は作り出すのです。

光学的に言えば、あるいは視覚の構造と比べてみると、

２つの目で見るのではなくて、１点から機械的にとらえ

るイメージです。そういうイメージは生きた目では体験

できないものです。先ほど、身近な人の顔を見る話をし

ましたが、これを写真にとろうとしても、うまくいかな

いんですね。平板な写真しか撮れない。自分が見ている

人の表情はこんなにも豊かなのに、ファインダーをのぞ

いて確かにいい瞬間を選んだはずなのに、どうもうまく

ゆかない。なぜかというと、われわれは生きた２つの目

で見ていて、それで熱さえ感じているのです。だから、

人がすごくきれいで生き生きして見える。ところが、光

学器械はそうはいかない。

ですから、逆にどちらが現実かというのはわからない
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のです。では、人間の感覚の方がずれているのではない

か。リヒターも逆にそういうことを言っていますが、人

間の感覚の方がずれているのか。だとしたら、カメラの

とらえる正しい現実というのは、いったい誰にとっての

現実なのか、という話になります。

たとえば、人類が滅亡してしまったあとに地球にどん

なイメージが残るかというようなことを想定した場合に

は、写真がリアルだと言えるかもしれません。誰も見る

者がいなくても存在するからです。でも、少なくともイ

メージを受け止め、イメージについて考えたり、そこか

ら触発されて何か言ったりするのは生きている人間です

から、その場合には、その生きている人間にとって意味

がある、あるいはインパクトのある、あるいは働きかけ

てきてこちらを揺るがすようなものというのは、この生

きた眼に写るイメージなわけです。

そうしてみると、写真が構成するリアリティというの

は、ある意味では非常にフィクショナルな、そして、そ

れがフィクションだということを決して明かされること

がないような、そういう性質のものだと思うのです。リ

ヒターの仕事は、基本的にそういったことに関わってい

ると思います。

ここの美術館には、そういうことがかなりよくわかる

ような作品が所蔵されています。その他にも、ニューヨ

ークの近代美術館の所蔵している作品で白黒の写真をも

とにこの人が油彩で描いたというものがあります。つま

り、写真のイメージを油彩で描くのです。実は、この人

はどこか死に魅了されるところがあって、死体、それも

犯罪者、それもなんとテロリストの死体の写真、警察が

撮った写真ですが、それを油彩で描くのです。

これは写真をもとに描いた絵なのですが、すると全く

別のものになってしまいます。なぜかというと、警察が

撮った死体の写真、それも警察が撃ち殺した犯罪者です。

先程も言ったように、それはまさに射撃の標的であって、

ここに倒れている人物を殺すという法的権限を持った人

間が撃ったわけです。写真は、その人間つまり警察の目

が写した写真というので、二重に狙われ、仕留められた

イメージが、まさに死体の写真として、動かないものの

凝固したイメージとしてここにあるわけです。その死体

写真をこの人は油彩で再現するのです。

そうすると何が違ってくるかというと、警察が撮った

写真は、オブジェとなった死体に対して一方的に働きか

けています。ただ、報道写真とも違って、誰に見せると

いう契機がありません。証拠写真、死を確認するための

写真ですから。だから、その死体を、全く凝固した動か

ないものとして写します。先ほど言ったように、写真に

は瞬間を切り取る、あるいは永遠化するという作用があ

るとすれば、この写真は、すでに永遠化したものをさら

に凝固すべく撮られています。ところが、描くというこ

とは写すというのとは違って、そこからイメージをオブ

ジェのようにもう一度立ち上げてゆかないといけないわ

けです。ですから、ここに死体のイメージがあるのだけ

れども、もう持続から切り取られたイメージ、それも命

をなくした抜け殻のイメージですが、それをもう一度持

続の作業のなかに引き戻さないといけない。あるいはイ

メージをもう一度物体として、オブジェとして立ち上げ

なければいけない。私は実は「立ち上げる」という言葉

はあまり好きではないのですが、ほかに今は思い浮かば

ないのでそう言いわせてもらいます。

そうすると、多少ぼかしたりとかいろいろ描く技法も

ありますが、たとえ写真を寸分たがわず模写したとして

も、それと写真とは違うものになるわけです。何が違う

かといえば、そこには生きている人間の持続の作業がこ

もっているということでしょう。ですから、先ほどのテ

ロリストの死体の写真の写し絵を見たときに、ある種の

衝撃を受けるのは、やはりそこに生命の痕跡があるから

なのです。それは無縁な異物としての死体の死ではなく

て、生きているということの痕跡のある、あるいは死ん

でいるとでもいうような、死が「いる」ことの気配のよ

うなものが立ち上ってきます。それが芸術というものの

働きだと思います。

リヒターは大変奇妙なことをやっている人ですが、こ

ういう作品を手がかりにして考えてみると、われわれの

感覚や、われわれが生きている世界についていろいろと

考えさせられます。

歴史というフィクション

今日のテーマは、「記憶と歴史：起源を疑え！」という

のですが、実は私は『世界史の臨界』という本を一昨年

の末に出して、そこで世界史とか歴史というものがどう

いう構造を持っているのかということを書きました。初

めのほうで生き死にのフィクションという話をしました

が、フィクションというと語弊があるかも知れません。

制度化といったほうが的確でしょう。生き死にも制度化

されているように、歴史も制度的に作られています。し

かし、われわれは歴史というものは当然あるものだとい

うふうに前提にして考えているんですね。だから、金沢

「21世紀」美術館とかと名をつけるわけです。

「21世紀」と言うと、時間に確かな物差しがあって、

歴史上のどのぐらいの位置かというのがわかっているよ

うな感じがするわけです。ところが、これはどこから、
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何を基準に始まるのかといったら、キリストの生まれた

ときを基準にしているんですね。ついでに言っておくと、

年代は１から始まっていて、ゼロというのはないんです

ね。紀元１年の前は紀元前１年。そうしないと、前と後

が折り重なりませんから。それはさておいて、では誰が

キリストの誕生をもとにした年代法を考え出したのか。

もちろんキリスト教徒ですが、実はだいぶあとになって

のことなのです。

われわれは普通こういう言い方をします。イエスは西

暦１年に生まれた。実はここにもまた問題があって、本

当は少しずれているんですが、話を簡単にするためにそ

のずれは問わないことにしましょう。とりあえず、イエ

スの生まれた年を基準にこの暦は考えられました。でも、

イエスが紀元１年に生まれた、という言い方は実はおか

しいんです。

今から過去の事実を確認するような意味合いでそう言

うのは一向にかまわないのですが、しかし実際には、イ

エスが生まれたときにはそんな年号の振り方は存在しな

かった。誰もそのころ、その年を１年などとは認識して

いなかったのです。そのころ、イエスの生まれたパレス

チナの地でどういう暦が使われていたかというと、ロー

マから来た侵入者はローマ建国暦、ロムルス・レムスに

よる建国から何年経っているかとか、そういう数え方を

していた。あるいはギリシャ系の人たちは、当時あの辺

はギリシャの文化が広まって、ギリシャ語が今でいう英

語のように通じていたらしいですが、ギリシャ系の人た

ちは、オリンピックを基準にしたオリンピアード暦とい

うのを使っていた。第何回目のオリンピックから何年目

というわけですね。それでも年を数えることはできるわ

けです。もう少し後になると、イエスとだいたい同世代

のアウグストゥスの治世になって、それ以来何年とか数

えられるようになる。さらにもう少し経つと、今度はロ

ーマの有力な皇帝が出るたびに、その皇帝の即位から何

年というふうに数えるわけです。

では、いま世界で使われている西暦はいつごろできた

かというと、これは６世紀半ば過ぎなのです。日本では

西洋の暦というので西暦と呼びますが、これはヨーロッ

パではキリスト暦です。５世紀の終わりごろ、ローマの

ある聖職者が、キリスト教徒を弾圧した皇帝を記念する

ような年代表記を用いるのはいやだというので、当時一

般的に使われていたディオクレティアヌス暦というのを

嫌って、初めてイエスの降誕をもとにした年号を作り出

したのです。つまり救世主が福音を伝えるためにこの世

に現れて、新しい世が開かれた、その齢を数えようとい

うわけです。

実はキリスト教にとって時間というのは非常に大事な

んですね。というのは、イエスは「終わりの日は近い、

悔い改めよ」と説教したのだけれど、その日を待たずに

死んでしまった。残された弟子たちは、その｢終りの日｣

をいつとも知れず待ち続けなければなりません。ところ

が待てども待てどもその日はこない。そして待ちくたび

れて、待った期間が何百年もなってしまった。そこであ

るとき、小ディオニュシオスと呼ばれている人がそれま

で使われてきたいろいろな暦を換算してイエスの生まれ

た年を推定したのです。その結果、その年がイエス誕生

以来５６３年目だということになり、それをキリスト紀

元として教会の一部で使うようになったということです。

ついでに言ってしまいますと、この人は計算をまちが

えていた。しばらくして他の人が計算しなおしたら、実

際には４年のずれができてしまったのです。でも、大事

なのは何かというと、イエスが生まれた、キリスト教的

に言えば、神の子が地上に現れたということが新しい世

の始まりだから、それを基準にして時を測る、新しい世

の年齢を測るということが主眼なのです。だから、年数

が３～４年狂っていても大過ないというので、最初に設

定した少しずれていた年代がそのまま引き継がれて今日

に至っているということです。この年号がヨーロッパで

広く使われるようになるのは10世紀以降だと言われてい

ます。そしてそれが、コロンブス以降のヨーロッパの世

界展開に乗って全世界に広まって、日本にも19世紀の後

半にやってくるわけです。日本は明治６年（1873年）か

ら太陽暦を採用しましたが、昔から日本の政権はキリス

ト教になみなみならぬ警戒心をもっていましたから、西

暦は国内では採用せず、一世一元制というこれも新しい

制度を作って国内でだけ通用する時間の制度を作った。

西暦が普及するのは戦後のことですね。

ですから、「21世紀」というのは、キリストが生まれ

てから100年単位の時が２０回めぐったということです。

そんな暦は実は、キリスト教徒の人は別ですが、そうで

なかったら何の根拠もない数字です。ただ、キリスト教

的伝統に立つ文明が世界を制覇した。近代世界というの

は宗教を離脱したといわれているけれども、基本的には

キリスト教から生まれたシステムなのです。ですから、

そのキリスト教システムの世界的展開の結果として今の

世界が一つになっていて、世界はその時間の枠組みに組

み込まれて、今ではその経緯がありますからどこでもそ

の結果としてこの暦を受け入れているわけです。ですか

ら、われわれは当たり前のように「2002年」とか「21世

紀」とか言いますが、それは実はそのようにして設定さ

れたものがいつの間にかわれわれの生きる時間の枠組み
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になってしまったということなのです。

もっと言うと、歴史とは何なんでしょう。歴史はいつ

始まったのだろうと問うと、そんなものはずっと昔から

あったではないかと言われます。しかし、考えてみたら、

歴史というのは、だれかがそういうものを、あるいは歴

史という考え方を作り出さなければありえなかったはず

ですね。というのは、これにはいくつも複雑な段階があ

るのですが、歴史というのは出来事をある時間的秩序の

中に並べて把握するしかたのことです。それは人間しか

しない。イヌやサルには歴史はないのです。サルに「君

たちの歴史は？」と聞いてみてください。聞けないです

が、サルは歴史など関係ないんです。人間だけがそうい

うことを考えるわけです。

だから、人間が登場する以前には世界には歴史はない

のです。人間がいる以上は世界に歴史がありますけれど

も。でも、そういう歴史、要するに過去の出来事、今ま

での人びとの経験、そういうものを、ある一元的な時間

の尺度を設けた中に並べて、その展開の結果として現在

を理解するという考え方を、誰かがあるとき発明したの

です。一度にそれが今あるような形でできるわけではあ

りませんが、ともかく最初の誰かがいる。それがヘロド

トスという人です。

これは極端な言い方ではなく、根拠があります。なぜ

そういうことが言えるかというと、「歴史」という言葉は、

英語でいうと「ヒストリー」ですが、その「ヒストリー」

の翻訳語です。日本には中国伝来の「史」という言葉と

「歴」という言葉があったのですが、「歴史」という言葉

はヒストリーを訳すために忘れられていた漢語から探り

出して、なかば作られたものです。

では、その「ヒストリー」はというと、初めてこの言

葉を使って、ギリシャ人の生活はこうだとか、ギリシャ

人が戦争をしたペルシャ人の生活はこうだとか、いまの

世界にはこんな国があり、人びとはこんなふうに暮らし

ているとかいうことを、いろいろ調べ訪ね歩いて書いた

のがヘロドトスという人なのです。彼はそれを『ヒスト

リアイ（歴史）』という本に書いきました。そのあとで、

トゥキディデスが同じタイトルで、今度はギリシャ内部

の戦争のことについて書くわけです。そうすると、それ

に続いて『ヒストリアイ』というタイトルでいろいろな

ことを書く人が出てきて、それが積み重なって今の歴史

という考え方、我々が今歴史という言葉で了解している

ような考え方の枠組みが出来上ったのです。

でも、歴史というのは実は非常に奇妙なものなのです。

というのは、歴史が設定されるのは常に現在です。例え

ばヘロドトスならヘロドトスが、今の世界がどうなって

いるのかということをずっと調べます。それで、エジプ

トならエジプトで、では今のエジプトはどういうふうに

してできたのかということも調査して書くわけです。そ

のようにして、当時のギリシャ世界のことを書いたのが、

ヘロドトスの『ヒストリアイ』という本なのですが、い

ったんそれが書かれて、そして、現在が過去のいろいろ

な出来事の積み重ねやそれの結果であるという考え方が

できてくると、人はそのような回顧的なパースペクティ

ヴのなかで世界を理解するようになって、それが重なっ

て常識になると、もう人はその歴史のパースペクティヴ

から逃れられなくなるのです。

つまり、過去というものを設定して、現在、さらには

未来に向かうひとつの時間的な秩序の中で世界を理解す

るという考えの枠組みができると、それ以降は、あらゆ

る人はその歴史の中に生まれることになります。生まれ

る人は、誕生の日付を書かれてしまいます。あなたは何

年に生まれたと。それを引き受けて、「私は何年に生まれ

た」と言ったとたんに、人はもう人は歴史の中に身を置

いているのです。

例えば、今ではアマゾンの奥地でも人は生まれると登

録されるでしょうが、50年前にはそんなことはなかった

でしょう。いつ生まれたかなどというのは関係ない。だ

から、みんな自分の正確な年齢を知らないでしょう。知

っていても、あれは大洪水が起こって村中流された次の

年に生まれた子だとか、そういう年代記的な話は成立す

るけれども、その年代記というのは人の意識を絡め取る

歴史ではありません。でも、今ではアマゾンの奥地で生

まれた人も国家に登録される。なぜかというと、ブラジ

ル政府が人口を把握するために法律を定めていて、みん

な登録しなくてはいけないということになっているから、

どんな子どもも「お前は1970年生まれだ」などと言われ

るわけです。そのとたんに、人は歴史の中に生まれるこ

とになります。

その歴史というのは世界中に拡大されて、今では世界

史に統合されています。そして、われわれは千九百何十

年生まれとかというかたちで、世界史の中に自分の位置

づけを持ってしまうのです。これはある種の内閉空間で、

われわれは歴史というシェルターの中にいると考えてみ

ればいいでしょう。このシェルターの外では、生きられ

ないことはないですけれども、オオカミ少年のようにな

ってしまって、あるいは自分の生まれた日付を知らない

人のようになってしまって、おそらく現代の世界では社

会生活はできなくなります。というのは、社会を了解す

るしかたもその歴史的なパースペクティヴの中に置かれ

ていますから。
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では、歴史とは何かというと、ちょっと複雑ですが、

それを共有する人たちが誰かということを語る物語だと

いうことです。ちょっと面倒ですか、要するに歴史とい

うのはアイデンティティの仕組みなのです。歴史という

ときには大体何かの歴史ということになりますが、その

何かが何であるかということを語るのが歴史なのです。

例えば化粧の歴史やある町の歴史というのと、ギリシ

ャ人の歴史というのはまた違うのです。なぜかというと、

町の歴史とか書物の歴史というのは、町とか書物を自分

とは独立してある対象として記述することができるので

すが、例えばギリシャ人が自分たちの歴史というときに

は、これは少し性格が違います。その歴史が記述する対

象とその歴史を語り出す主体とが同じだからです。要す

るに、ギリシャ人たちがギリシャ人の歴史を語るときに

は何をやっているかというと、自分たちはこういうもの

だという自分たちの来歴とか内実を語り出しているわけ

です。それがいわゆる民族の歴史とかというものです。

その場合には、語られるものと、要するにギリシャ人

とはどういうものかということと、誰が語るかというこ

ととが重なっているのです。だから、歴史は、それを語

っているのは誰かということを語る、そういう物語だと

いうことになります。

個人に引きつけて言いますと、これはアイデンティテ

ィの話なんですね。アイデンティティというのは二重の

構造をもっています。まず、横の関係で、私はあなたで

はない、あなたでもないものとして私がいる、あなたと

は違う私だ、という区別です。でも、それだけだと内実

がないでしょう。境界はあって、違いは探れば出てくる

けれども、あなたと違う、あなたではない、といっても、

では私は誰なんだということになったときに、あなたで

もない、あなたでもないという、何々ではない、では困

ってしまうわけです。それで、自分はどこで生まれて、

どういう経過をとって、今日ただいまここにいる私であ

るかと、そういう話を作るわけです。それがアイデンテ

ィティの内実になります。これを個人ではなく共同性の

レベルで考えれば、先ほど言ったギリシャ人の歴史とか

になるわけです。ですから、歴史というのはそれを共有

する共同性のアイデンティティを語り出す装置なのです。

それをまた個人の話にして考えてみると、人はなかな

か自分の出所が明らかでないということを言いにくい。

これはいつの時代にもどこでもそうだったわけではなく

て、世界がヨーロッパ型の近代の社会になって、神も仏

もなくなった時代には、個人が単位だということで、人

は基本的に１人で生きていかなくてはいけない。それで、

自分が自分であるということの根拠を自分の中に持たな

くてはいけないということになる。これはヨーロッパ型

の個人の考え方ですが、多かれ少なかれわれわれもその

ような要請を受けていて、またそういうふうにしていく

と、確かにやりやすい部分もあるというので、大体われ

われはそれを受け入れているのですが、そのためには自

分の出発点というものを自分の中に持たなければいけな

い。でも、これがまた難しいのです。

他力の生とそれぞれの作品

ここでまた最初の話に戻りますが、「生まれる」という

ことは、いわば絶対他力の出来事です。私は誰の世話に

もなっていない、自分は自分だ、私を作ったのは私だ、

というふうに言える人がいたら、では生まれてみなさい、

ということです。人は、「さあ、頃あいもよし、生まれよ

うかな」とか、「今は時期がよくない」とか、「アメリカ

がイラクを爆撃しそうだから、もうちょっとあとにしよ

う」とか、そんなことを考えて生まれてくるわけではな

いですね。だいたいみんな、「生まれる」という言葉で罠

にかかっているんです。

近代の世界では、人間は行為の主体で、人は自分でい

ろいろなことができるものだと思っています。だから、

「生まれる」ということも、「私は生まれた」と、何か自

分でしたことのように言いますね。でも、この言葉は、

もとをただせば受身の表現なのです。「生む」というのは

自分がする行為です。私が何かを生む、そう言えます。

でも、「生まれる」というのは、自分でするわけではなく

て、誰かに「生まれる」、つまり受身の出来事なんですね。

その結果私がいるということです。「見る」と「見られる」

の違いのように、「生む」と「生まれる」というのは能動

的な行為と受身の表現なのですが、それが意識されなく

なっているんです。

「私は生まれた」というのは、「誰かが生んだその結果、

私がいる」ということなのですが、これは日本語だけで

はなく万国共通です。英語なら"I was born"、と言うし、

フランス語なら"Je suis né"と言います。もちろん、文法

的に説明するときには、それが規則なんだと、説明にな

らない説明をしてすませてしまうんですが。でも、よく

見るとみんな受身の表現ですよね。それが意識されなく

なるのは、近代の考え方があくまで私という主体中心の

考え方だから、その私が絶対他力で存在する、要するに

自分の存在の根拠が自分の手の届かないところにあると

いう考えになじまないのですね。だから「生まれる」と

いうことを、まるで自分でする動作のように思い込んで

しまって、それが受身だということを忘れてしまうので

す。でも、私が存在するのは、私の意志が絶対に届かな
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い「他力」によるのです。

ハツシバのビデオ作品は、美しいけれど非常に苦しい

イメージで、あれを見ていると本当にヴェトナムのこと

をいろいろと考えさせられるのです。というのは、ヴェ

トナムはこの100年間、20世紀の間中ほとんど、ヨーロ

ッパやアメリカの植民地支配の大国と戦い続けた国です。

小さい国ですが、まずフランスに、次いで第二次世界大

戦中は日本に、そしてもう一度フランス、それから世界

最強のアメリカと、100年間外国の支配と戦い続けて、

地下に何百キロも洞窟を掘って、その中で猛烈な爆撃を

かわして、ナパーム弾で焼き尽くされて、枯葉剤までま

かれて、ダイオキシンをさんざんに浴びて、あらゆる残

虐な最新兵器の実験場にされて、それでも屈せずにとう

とうアメリカ軍を追い出した、そういう国です。

夥しい犠牲者を出しながら、それだけ生き抜いてきた

というか、それだけやり抜いてきた人たちにとって、こ

の戦争の続いた何十年間というのは、本当に・・・ああ

やってシクロを押すでしょう。水の中だから浮いてしま

って力が入らない。そして息ができなくなる・・・。う

うっと詰まって、ぎりぎりのところで浮かび上がって息

をして、また水底に戻って・・・。ここには攻撃性はひ

とかけらもないけれど、人の海に潜るというゲリラ戦の

世界を思い起こさせます。それをこれだけきれいにやら

れると、大丈夫か、という気もしますが、でもこの映像

には、そんな歴史が滲み込んでいるように思えます。だ

から、見ていると思わず息ができなくなって、もうあと

0.1秒でだめだ・・・と、思わず死ぬことを思い浮かべて

しまいます。ちょっとこれは、私のヴェトナムのイメー

ジに引きつけすぎかもしれませんが。

その「死ぬ」ということも、実は自力ではできないこ

とです。「自殺できるではないか」と言われるかもしれま

せんが、「自殺」というのは「死ぬ」こととは違います。

これは実は以前書いた『不死のワンダーランド』という

本のテーマなのですが、興味のある方は読んでみてくだ

さい。ここでは長くなるので省略しますが、自殺は「死

ぬ」こととは違うのです。要するに、誰か人を殺すよう

にして、自分を殺すことはできます。少なくとも殺そう

とすることはできます。けれども、自分で「死ぬ」こと

はできない。というのは、「死ぬ」というのは、｢眠る｣と

いうのと同じように、自分の意思で自由にできることで

はないのです。｢眠る｣のは、目覚めていられないときに、

引き込まれるようにして、自分が沈み込んでゆくことで

すから。まさに自分の意思がなくなることが｢眠る｣とい

うことであって、一生懸命眠ろう、眠ろうとすればする

ほど、目が冴えて眠れなくなります。「死ぬ」こともそう

です。だからこれも実は自分の思うようにならない、そ

ういう意味で｢他力｣の領域なのです。

そんなふうに、生きるということの出発点もその終わ

りも、私たちの手中にはないのです。生まれることも死

ぬことも、私たちの自由にはならない。その自由になら

ない両端の間のプロセスとして、私たちは生きていて、

始めは誰かに送り出されるようにして「生まれた」よう

に、その出口も誰かによって看取られることで死んでい

くわけです。そして生きている間も、誰か共に、特定で

あれ不特定であれ、他の人たちのなかで生きているわけ

です。つまり発端と終りを自分で持たない、そういうい

わば｢途上｣というプロセスの中で、人びとの間で生きて

いるということなのですが、そのことを助けるために、

言いかえればその「途上」つまり「宙吊り状態」を定位

するために、それに目安や輪郭を作るために、いろいろ

なフィクションがある。歴史というのはそういうフィク

ションの一つかもしれません。それに、写真が見せる現

実というのも、そういうフィクションの一つかもしれな

いということです。

先ほどはちょっとネガティヴに話したのですが、われ

われは多かれ少なかれそういうフィクションの中で生き

ています。それを「制度」というふうに表現してみると、

人はいろいろな制度の中に生まれてきて、それに造形さ

れ、それを変形しながら、あるいはこれこれの制度とは

距離をもちながら、というふうにして生きているのだと

いうことです。そういう意味での制度とは、人が生きる

ための枠組みのようなものですね。

ところが、そういう制度を一切拒否してしまいたいと

いう欲望をもつ人もいる。そういう制度の支えになって

いるのは言語です。あるいは言語は制度の原型だと言っ

てもいいでしょう。言葉がなぜ通じるかといえば、それ

がみんなに共有されているからです。要するに、言葉は

私ひとりが発明したのではなくて、言葉の方が先にあっ

て、われわれはその言葉に身丈を合わせて、言葉の秩序

に参入することで、コミュニケーションのネットワーク

に入って、それを媒介に生きてゆくわけです。

でも、逆に見ると、それはどうしようもない拘束にも

なります。きまりに従わないと言葉のコミュニケーショ

ンはできないし、ただ声を出しているだけでは叫んだり

唸ったりしているだけだということになります。そして

言葉の回路に入らないと、その筋道をたどらないと話に

ならないわけです。言ってみれば、もう原っぱを勝手に

歩き回ってはいけない、人の通る道だけを歩きなさいと

いうことです。

社会生活をするということは、そのようにいろいろな
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レベルの制度を経由してゆくことです。でも、それが我

慢できないという人がときどきいて、我慢できないとど

うなるかというと、輪郭のある自分を消滅させるしかな

いのです。要するに、自分は何であるかとか、どういう

かたちでいるかとか、アイデンティティはどうなってい

るかといったこと、そういうことを無視するとか、拭い

去るということです。今言ったように、自分の誕生を司

った人たちとか、身の回りにある関係、あるいは本を読

んだり、絵を見たりして関わった人たちとか、あるいは

絶縁したとというかたちでさえ関わっているかもしれま

せんが、そういう関係のなかに身を置いているというこ

とが、人のアイデンティティを作っている。そういう関

係の網目が私なら私というものを成立させているのです

が、そのことが逆に、ある本質的なものというか、本当

に本当のものから自分を遠ざけている、とそんなふうに

思ってしまう人たちがときどきいて、そういう人たちは

凡庸なわれわれがけっしてやらないようなことをやりま

す。草間彌生さんのような人は、やはりそういうかたち

で自己解体をやろうとするわけです。自己解体というか

自己消滅というか、要するにこの世界のフィクションと

か、そこに自分をつなぎとめてしまうフィクションに拮

抗するようなフィクションを、あらゆる約束事を解体し

てここに作り上げていくというような、そんな営みとし

て作品ができてゆく、そういうことなのではないかと思

います。

ひょっとしたらそれは、生きていくうえでは不可能な

こと、生きていけなくなってしまうような危険なことか

もしれません。でも、それでもやってしまうというのが

人間のすごいところで、そういうことを文字どおり存在

の危険をおかして芸術家がやって見せてくれるのですね。

最後になりますが、ドミニク・ゴンザレス＝フォレス

テルの作品は一番美術作品らしくないのかもしれません。

アニメのキャラクターの権利を買ってきて、それをいろ

いろと動かして物語を作るわけですが、おそらく今、芸

術活動というか、何かを作ろうとするときには、いろい

ろなことを考えなくてはいけない。200年、あるいは100

年ぐらい前の画家のように、ただそれだけを考えてカン

ヴァスに向かって描いていればいいというものでは全く

ないわけです。いろいろなテクノロジーがあるし、その

テクノロジーの流通を規制している市場がある。それか

ら、われわれの視覚体験が写真だけではなく、映画もあ

りヴィデオもあり、コンピュータグラフィックスもあり

というかたちで広がってきていて、その中で何ができる

かというのはものすごく複雑で多様になってきています。

でも、ドミニクのやっていることは、ある意味では非

常に単純で、そういう錯綜した流通の回路や、あるいは

テクノロジーの重層化、あるいはそれでますます複雑に

なる人間の意識の中に、あの像自体がすごく単純ですが、

そういう単純な切り口をすっと持ちこんできて、あの少

女のイメージがどんなリアルな人格を表現する必要も一

切なくて、ただ単純に出てくるわけです。でも、その単

純なイメージが、それがどんな事情で買われたものだと

か、どんなチープなものだとか、そういうこともすべて

含めて、さらには、これがどういうまやかしで根拠がな

いものであるかも含めて、でもその根拠のないものがそ

ういうものとしてきちんと存在しうるということを、あ

のイメージキャラクターを二重化して、そしてその二つ

のイメージを応答させることによって、全部表現してし

まっているのです。

ですから、ごく単純な着想のようでいて、今、われわ

れが実際どういう世界に住んでいるのかということを、

さりげなく、何のけれんみもなくそのまま表現するよう

な作品になっていると思います。ヴァーチャルリアリテ

ィとかいうことが言われていますが、ヴァーチャルとい

うのはもともとは、実際そうではないのだけれどもこう

見えるということなのですが、でも、こう見えることを

生きてみたらどうなるのかということを、「だって、芸術

ってそういうものじゃない」というかたちでやって見せ

ているような、なかなか、ある種の潔さもある作品だと

思いました。

質疑応答

Q1 例えば時間とか、生と死とか、アイデンティティと

か、そういったものにかかわる物差し、尺度の中で我々

は生きていて、そういったものに考え方や認識を決めら

れている部分もある一方で、そういうものを必要として

いる。人間が生きるということは根本的に近代以降の意

識とは違っていて、生まれるということ自体が受け身で

ある、死ぬということも自分の意識ではできないという

ことでしたが、それは、何かの尺度に頼らなければいけ

ないということとかかわってきているとお考えですか。

A1 受け身ということよりも、生まれることとか死ぬこ

と、要するに自分の起源と自分の行き着く先、終りとい

うのは自分ではコントロールできないということです。

けれども、自分でコントロールできないということは、

やはりかなり不安を誘うことなのです。自分の出発点が

自分の内にないということを認めると、自分の存在はす

ごく偶然的なものだということになります。どこにも確

かな根拠がなくなるわけですね。そうすると根無し草的

な意識にもなるし、それが不安を呼び起こすということ
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はあると思います。だからこそ、人は自分のことを把握

したくなるということです。

けれども、そのときに、最初に話した「みなし」のフ

ィクションのように、「みなし」の出発点というのを設定

してしまっていいだろうかということがあります。私は

おそらく、「みなし」の出発点というのを仮に設定して、

それが仮であるということを忘れてそのつもりになるよ

りも、自分の出発点が外にあるということをむしろはっ

きり意識することの方が、自分が存在するということの

関係の網目というのか、関係性というものを、もっと肯

定的に受け止めるのにはいいのではないかと思っていま

す。

これは死ぬことについて考えたほうがはっきりするか

もしれませんが、ちょっと面倒になりますね。私は言葉

にいつも気をつけていますが、それは私が作ったのでは

ない、私が身につけた言葉が、実はその働き方でいろい

ろなことを教えてくれるからです。言葉は何か考えを言

い表したり、記述したりするために使う、われわれが使

う道具ではありません。そうではなくて、言葉は何かを

造形し、作っていくのです。特に関係や考え方を作って

いくのです。ですから、言葉はとても大切なのです。先

ほどは「生まれる」という言葉について話しましたが、

「死ぬ」という言葉も、考えてみると特別な言葉です。こ

れは「私」が主語だと過去形では使えないんですね。「私

は死んだ」とは言えないでしょう。もちろん比喩的には

言えます。でも、そう言えるかぎりは｢私｣は生きている

わけです。生きていないと｢私は｣と言えません。「もうす

ぐ死ぬ」とかは言えますが、死ぬときは、「死ぬ、死ぬー、

うー・・・」とかと言って、もう声も出なくなるわけで

す。そして「息を引き取る」と言いますが、それは声を

出すことの反対の状態です。

よく、人間は他人の死しか経験できないと言うでしょ

う。自分の死は経験できないと。なぜかというと、経験

してしまったらそれで終りだからです。もういない。こ

れも近代の個人を中心にして考える考え方の落とし穴な

のですが、そのこと、つまり自分が死を経験できないこ

とを、あたかもそのために「私」というものが完結して

いない、いわば不良品の欠陥のように言うわけですが、

そんなことはない。大事なことは自分自身の死に向き合

うことだ、などと言う人もいます。けれども、それは実

はきわめてナルシシックな倒錯というか、ある種の考え

違いで、人は他人の死しか経験できないということは全

くあたりまえの、当然の事実なのです。「死」とは何かと

いうことですが、人間にとって死とは、自分が消滅する

ことではないのです。そうではなく、「この人」、つまり

自分ではない人がいなくなってしまうことなのです。自

分の死は自分には意味がない。意味の消滅そのものです。

でも私の死は他の人にとっては意味がある。よかったと

か、代わりがいなくて困るとか、そういうことです。そ

う考えると、死というのは自分ひとりで起こる出来事で

はなくて、二人以上の人びとの間に起こる出来事だとい

うことです。だから、経験される死というのは、当然な

がら人の死なのです。

では人の死に立ち会う場面を考えてみる。ちょっと面

倒なのですが、ひとりの人が消えていく。その人は自分

の限界にたどり着くわけですね。それ以上この世に残れ

ない。本当にその人は限界にさらされるわけです。では、

立ち会っている人はというと、この人を何とか助けたい、

「おれを置いてゆくな」と言う。でも、どんなことをして

も引き止めることができない。身代りにもなれない。そ

うすると、こちらの生きている人も、自分の限界という

ものにさらされます。要するに、絶対に助けてやれない

というその限界に突き当たって、こちら側に突き放され

るわけです。目の前で人が消えていくときに、その人自

身は自分の終わりや自分の死というものにたどり着かな

いまま消えていってしまう。「私は死んだ」と言えないま

ま消えていってしまう。

ですから、ヒマラヤの山の中などで消息を絶ったりす

ると、みんなまだ死亡宣告を出しません。何か遺品が見

つかったとかというときに、はじめて「彼は死んだ」と

みんなが言うわけです。それと同じように、この人は消

えていく。死んだということを自分で確定できないまま

消えていく。「死んだ」と過去形で言えるのは、それを見

ている人だけです。つまり死がその人に起こる。その当

人が受け止めないままそこに消えていった死を、見てい

る人が引き受けたとき、「お前は死んだ」というふうに言

うとして、そのときはじめて死は起こったことになりま

す。ですから、「死」という出来事は、二人以上の人がい

るときに、その間に起こるのです。死んでいく人の死は

ほかの人が受け止めてやらないと完結できない。だから

その場面で、個人ということより、共にいるということ、

つまり関係の地平のほうが表に出てくるのです。だから

死というのはいつも人間の共同性というものと結びつい

ているのです。

少し話が飛びますが、宗教がある時代は、特にキリス

ト教では、臨終の最後の秘跡以降はすべて神様の専権事

項ですから、生きている人間は死んだ人のことをあまり

気にしないですね。だから特にカトリックの世界では、

幽霊はあまり出ないのです。幽霊はヨーロッパだとキリ

スト教世界の周辺でしか出ません。でも、キリスト教で
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はないところはよく幽霊が出ます。なぜかというと、死

を一括管理する神のようなものがないからです。

近代の世界では、そういう信仰が薄れてゆきますが、

そうなると今度は世俗の国家が、誰にも属さない死とい

うものを管理するようになります。日本では靖国神社を

建てる。国家が管理して、誰のものでもない死はみんな

お国のための死なのだというかたちで、いってみれば死

の貯金箱を作る。そして、その貯金箱が資産になって、

また国家のために人びとを死なせる。つまり戦争をする

わけですが、それがナショナリズムの仕組みですね。

それはさておいて、死ぬということはどういうことか、

生きるというのはどういうことかというのは、われわれ

が何気なく使っている言葉がどうなっているかというこ

とを考えることで、かなりわかる部分があります。言葉

がすでにわれわれの死との関係を造形しているのですね。

たぶん芸術という営みも、言葉を使わない場合にも、そ

ういうようなことをいろいろなかたちでやっているとい

うことがあるのではないかと思うのです。リヒターが写

真に関してやっていることなど見るとそう感じます。

Q2 写真の中にも、例えば新聞に載っている写真のよう

に、できるだけ客観的に事実を伝えることを第一の目的

にする写真、それから、ある被写体をとおして何かを表

現したい写真、そのために例えば現像の段階で手を加え

るとか、いくつか種類があると思います。後者について、

例えば先ほどの死体の写真の模写のように、何かを立ち

上げる可能性というのはあるとお考えでしょうか。

A2 リヒターの場合だと写真をタブローに描き直すわけ

です。だから、リヒターの作品は写真ではありません。

フランスに住んでいる、京都生まれの田原桂一という写

真家がいますが、その田原さんはかなり大きな回顧展を、

３～４年前に京都でやりました。その人の写真を見たと

きに、今言われたようなことを感じたのです。

ルーヴル美術館にギリシア時代の大理石の彫像がいろ

いろあります。ミロのヴィーナスはもちろんですが、そ

れほど有名な作品ではなく、腕が欠けたり、足が欠けた

りしたような部分的なものでも、トルソとしてルーヴル

にはたくさんあります。これは生きた人間をモデルに、

大理石で模造したものです。田原桂一はその写真を撮る

のです。その写真を、今度は質量感のある特別な和紙を

わざわざすいて、その和紙にプラチナで焼きつけるので

す。普通は銀板写真で銀を使うでしょう。そうではなく

てプラチナで焼くのです。そうしたら、出来上がって展

示されたものは、まるで生きた肌みたいに見えるのです。

2500年ぐらい前の海から引き出された大理石の死んだ石

の肌を写真に写し撮ると、そこから死んだ肌がはがれて、

それを今度はプラチナ焼きで和紙の上に乗せたら生きた

肌になったみたいな、そういうことがあるのです。

これは単なるテクニックではないでしょう。現像のと

きの焼き方の妙だとかいうことではない。写真というも

のが何か形を写し出すとか、何かの視覚情報を伝えると

かいうものとして考えられているのではなくて、写真と

いうのは光が物質を変容させてできる、本当に光の彫刻

なんですね。光が描く、それがフォトグラフィーという

ことの意味ですが、そのことを思い出させるのです。

日本語ではそれを写真と訳すでしょう。写真というの

は真実を写すというのですね。ヴェトナムなどに行くと

伝心絵という肖像画があるそうです。ちょうどリヒター

みたいなことですが、身分証明書の写真などを見て肖像

画を描いて、それを飾る。そこにはその人の魂が宿って

いるというわけです。伝心絵というのは心を伝える絵と

いうことですね。たぶんそういうメンタリティとちょっ

と似たところがあって、フォトグラフィーのことを日本

語は写真と訳したのです。

でも、これは訳語というより言い換えです。フォトグ

ラフィーというのは光が刻むということですから。おそ

らく田原さんは、写真がフォトグラフィーなのだという

ことから仕事を始めるのです。そして、光が物をどう感

応させて変化させるかというプロセスを二重、三重に裏

返したりするのですね。そうすると、できる作品が普通

の写真と全く逆のことをやってしまうというふうになる

のです。つまり先ほど言った死の気配というのとは逆に、

古代の身体をかたどった動かない物体から、生みの肌の

イメージが紙の上に蘇ってしまう。写真にもこういうこ

とができるのかと思って感心したことがあります。
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