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ラクー=ラバルトにとって悲劃一演劇は特権的な場所である。このことはさ

まざまな点からいえるだろうが、〈古代と近代〉をめぐる問題やミメーシス論

にとっても特権的な場所だという事情に変わりはない田。

ここで悲劇一演劇とは何よりもギリシア悲劇を指している。それもより特定

するならソフォクレス、さらにいうなら『オイディプス王』および「アンティ

ゴネー」になる。そして同時に、あるいはそれ以上に、アリストテレスの『詩

学』(「ギリシア人がいわば悲劇の技術[=テクネー]に関して後世に残した唯

一の文献」-『オイディプス王』を悲劇の範型にした叫が問題となる。通

常プラトンの『国家』(アリストテレス以降「詩学」と呼ばれることになった

ものの「基礎づけをなす創設的テクスト」一特に第2、第3巻ゆ)を伴いな

がらであるけれども。

そうした上でだが、カント以降のドイツにおける悲劃一演劇(ギリシア悲劇)

の影響=解釈が集中して問われることになるわけである。具体的にいうなら、

シェリングやヘーゲル、ヘルダーリン、ニーチェやワーグすーやにおいてとい

うことになろうか。ただし、これらの前段としてルソーやディドロの演劇的認

識は忘れられることがない。そしてこの中で、ヘルダーリンこそがラクー=ラ

バルトにとって悲劇一演劇をめぐることがらの頂点に位置することになるだろ

う。それは、おそら〈同時に〈古代と近代〉をめぐってもである。「究極のと

ころ、ヘルダーリンにとって近代悲劇は、ただ古代悲劇の一実践的一脱構

築という形式においてのみ存在する」のではなかろうか、と(『近代人の模倣』

72-73頁)。ラクー=ラバルトにとって〈古代と近代〉は、少なくとも「ヘルダ
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-リンの演劇」という突出点においては､脱構築という関係にあると思われる‰

他方、悲劃一演劇がミメーシス論の特権的な場所であることについては、

(プラトンでも悪くないが)何よりアリストテレスのr詩学』を再度あげてお

けば、それで十分ということになろう。ただし、ラクーこラバルトは『自然学』

の1節(199a)を解釈した上で、それと『詩学』とをつなげ、より強力に押し

出している。直接にはディドロを解釈する中でいわれるのであるが、結局F演

劇とは普遍的ミメーシスの範例である」ことになる。「いいかえると、演劇的

ミメーシスは普遍的ミメーシスのモデルを与える」のだと。そして、そう考え

るなら、「アリストテレスが演劇に付与した特権的な役割や、ディドロが俳優

に、偉大な俳優に認める法外な役割」も理解されてこようと(『近代人の模倣』

26-27頁)-。

本稿は、ラクー==ラバルトの悲劇一演劇に関するパースペクティヴを検討し

ようという試みである。前稿ではラクー=ラバルトにおける〈古代と近代〉の

問題をミメーシス論を中心に追ってみたのであるが、本稿では悲劇一演劇とい

う場所=舞台からそれらを捉え返すことになろう。その限りで多少の修正=改

善も図りたい。

もっとも「できることがそもそもしれている」のは前稿同様である。それが

広く素養の問題であることはいうまでもないが、ラクー=ラバルトのスタイル

も無関係というわけではない。これに一言しておくなら、「数多くの挿入句や

括弧によって一見複雑に見えるが、彼の文章の基本構造はシンプルである」と

いうのは卓見だとしてへ しかし、そうしたシンプルさはラクー=ラバルトの

いう「碑文のように簡潔な」に通じていて、なかなか人を寄せつけないという

ことがある。文章の集積体=「論文」にしても同様であろう。ラクー=ラバル

トは〈哲学(一形而上学)の終焉〉という認識と相侯って、自らの仕事を「エ

ッセー」と呼ぶ。「私は、断片化、非作品化は時代の中に書き込まれた必然性

の結果であると深く信じている。」(『政治という虚構』262頁)「エッセー」に

おいては一後になるほど講演=読み上げられたものの文章化が多くなるので

あるが一多くはない対象=テクストに対し、そのたびごとの問題の練り直
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し=再集約が行われて論究がなされていく。反復による「前進」=深化という

ことになろうか。ただし、一度取り上げられたことは次には「周知のように」

「誰もが知っているように」などと格下げされてしまうのであり、その上そも

そもがプログラム的な論述なのである。おそらくニュアンスその他多くのもの

を取り去ってしまえば、「文章の基本構造」同様、その主張はシンプルなもの

になるのだろう。だが「体系的」はむろんのこと、そこで全貌がｰそういう

ものがあるとして一示されることはないのである。

にもかかわらず、ラクー=ラバルトの悲劃一演劇に関するパースベクティヅ

を検討しようというのは、そのパースペクティヅのユニークさにある。

2

「(1)彼をハイデガーなしに読むことはで参ないし、そうすべきではない。

というのも、彼はハイデガーを果てしなく読むことなしには決して書かないか

らである。(2)だがしかし、彼がなしていることは全く異なったままである。ヤ

このラクー=ラバルトについてのデリダの言は、悲劃一演劇に関しても当ては

まるだろう。後になるほどハイデガーを突き放すようになるラクー=ラバルト

だが、ここでも出発点というなら、やはりハイデガーである。たとえば、ニー

チェとヘルダーリンを悲劇において対比検討するのも『ニーチェ講義』の1節

を起点としてなのである(「アンタゴニスム」『近代人の模倣』)。確かにヘルダ

ーリンをめぐっては、そのソフォクレス訳を再翻訳し、その演出にも携わり、

そこから得たものは甚大であるとラクー=ラバルト自身認めているということ

があるが、なぜそもそもヘルダーリンなのかといえば、いうまでもなくハイデ

ガーからである。それもハイデガーはヘルダーリンの演劇に関する仕事を重視

していないといって。そして事情はヘルダーリンにおいては逆になるというの

であるが、そのことは再翻訳や演出によって確信させられたと(『メタフラシ

ス』など)。ルソーの演劇的な認識様式が論じられるのも同様の文脈であろう。

ヘルダーリンはルソーから大きな影響を受けたが、ハイデガーはそうしたこと
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を無視し、それはハイデガーの盲点にもなっているというのである‰そして

ベンヤミンとの対比からする論及においては、「演劇を組み込まない、また組

み込みえないような、芸術の思考は不十分なものに止まるのです丿')そうして

さらにいうなら、「結局のところハイデガーは演劇の話を耳にしたくないので

はないか。」だがしかしｰこれは、おそらくラクー=ラバルトがハイデガー

に認めるミメーシスや崇高などと多少とも類似した道行きなのであるがｰ

「なぜなのか、もしも彼の中には、悲劇的なるもの以上に根底的な思考の動き

は皆無であったのが真実ならば」と(『近代人の模倣』176、380頁)。

もう少しさかのぼってみてみよう。少々長くなるが、ラクー=ラバルト自身

の回顧である。

「政治的関心以外には、芸術と文学の側に私の関心があるわけですから、私

がいささか探求を試みた、事実上唯一の哲学的領域とは芸術の問題でした……

つまり、文学と哲学の関係を検討することでした。ですからこうして、特にニ

ーチェについて、それに当然、ドイツ・ロマン主義について仕事をするように

なったのです……この考察は常にハイデガーの思惟によって養われました。こ

うした探求の進展の過程で、ある時私は……ﾉヽイデガーのニーチェの解釈にぶ

つかりました。この解釈は、手っ取り早くいえば、ニーチェの作家的側面を考

慮することを拒んでいるのです。そして……そのもう1つの挙措によれば、ニ

ーチェはいうなれば1つの形而上学なのです……しかし､ニーチェにおいては、

作家としてのニーチェが一貫して先行しているのです。じつはハイデガーは…

…『この人を見よ』をどのように扱ったらいいのかわからなかったし、これに

対して興味も示しませんでした。ハイデガーの読解に対する私の対立は、ここ

から出てくるのです。対立的に仕事をしながら……私は主体の問題系を捉え直

そうとしました……今日の用語でいえば「エクリチュールの主体」と呼ぶこと

ができるものとしてです……さて、この問題系はもう1つの問題系と交差する

ことになりました。後者は、私の意見では西洋の美学の一貫した問題系、つま

りミメーシスの問題系です。これで、どのようにしてこれらの問題系が交差し

たかがおわかりですね。」(『政治という虚構』269-270頁)
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例によって「はい、わかりました」とはならないのだけれども、ここで語ら

れていることは悲劇一演劇をめぐっても、そのコンテクストないし装置となる

ものであろう。ごく乱暴にでしかなくとも、いくつかは押さえておかなければ

ならない。

まず「主体の問題系」一哲学一形而上学の主体とは異なる「エクリチュー

ルの主体」の問題。ラクー=ラバルトのテクストに即するなら「言表する主体」

「言表作用の主体」となろうが、これに関してここで多くを述べる必要はある

まい。ポイントは、おそらく「アポクリフ」ということになる。典拠は不明で

ある、作者(=言表する主体)は不詳なのであると。ラクー=ラバルト的イデ

ィオムで続けてみるなら、エクリチュールの主体=言表作用の主体は深淵的=

入れ子的であり、したがって決定不可能一非固有なのであって、めまいを引き

起こし狂気にもつながるものであるということになろう。繰り返し論及される

原型的な場面は、プラトンの『国家』の第2-3巻である。これはいわゆる

「詩人追放論」でもあるから当然「文学と哲学」の問題なのでもあるが、そこ

では言表作用の様式によって文芸ジャンルの区別がなされている。「直接的で

第1人称の場合」(=ディエゲーシス)、「間接的でアポクリフな場合」(=ミメ

ーシス、その最初の定義である。悲劇や喜劇がこれにあたる)、そして両者の

混合的な場合(叙事詩)である(『近代人の模倣』408頁)。プラトンは第1の

単純な様式しか承認せず一言表の責任主体が明確だからである一第2のミ

メーシス以下は容赦なく排撃する。ラクー=ラバルトはその標的を特に悲劇詩

人に認めるのであるが、しかし翻って、プラトン自身自らの原則を裏切ってい

るのではないか。すなわち、その(驚異的な)対話体において、言表作用の主

体は結局のところ深淵的=入れ子的となり、アポクリフ、決定不可能なものと

なるほかはなかったというのである。むろんそれだけではない。付け加えてお

くなら、抑圧したものが回帰してしまうという回帰の論理も働く。『法律』の

1節(817b)を引きながら語られることが多いのだがへ「プラトンのエクリ

チュールにおける劇的ないし模倣的様態としての対話」ということになるわけ

である。そうして一ニーチェを飛ばしてだがーハイデガーに戻ってみるな
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ら、ハイデガーはつまるところ「ミメーシスと演劇に対するプラトンの先入観

を分かちもっていた」のであると叫。

さて主体の問題系-エクリチュールの主体の問題がこのようなものだとする

なら、これと「ミメーシスの問題系」が交差するのはみやすいところとなるだ

ろう。もちろん、ミメーシスの問題系がそこで何を指しているのか判然とはし

ない。しかし、ミメーシス自体(悲劇もだが)すでに出ているということがあ

る(プラトン)。そして、それより何よりラクー=ラバルトがミメーシスにお

いて強く打ち出すのはープラトン流のミメーシスとは違ってｰそれが表現

や呈示それ自体であるということだからである。ラクー=ラバルトはミメーシ

スの多義的な意味を決して手放すことがないが、最も強調するというなら、最

広義のピュシスとテクネーの関係としての(普遍的)ミメーシス(アリストテ

レス「自然学」の1節の解釈)、そしてｰそれとなだらかに連続する一表

現や呈示それ自体としてのミメーシス(同『詩学』に近づく)ということにな

るだろう。先の「演劇とは普遍的ミメーシスの範例である」というのも、少な

くともこうした関係の上で悲劃一演劇をいいあらわしたものであろう(なお正

確にいうなら、上記のようなアリストテレスのミメーシスはプラトン以前のそ

れとつながっているとみているようであるが)。じっさいラクー=ラバルトに

よるなら、「テクネーとはピュシスの本質的「好隠性」によって……要請され

る代替物だということである。それゆえ、テクネー(ミメーシス)とは2次的

な鏡映像的な表象、あるいは再現的・複写的表象という意味での表現なのでは

ない。そうではなく、それは……現前化させるという意味での表現なのだ。困

難なのは、あいかわらず根源的2次性を考えること」なのである、と(『虚構

としての政治』162頁)。ミメーシスの問題系の中心に1次的なｰもしくは根

源的に2次的な一表現としてのミメーシスがあるとするなら、あるいはもっ

と簡単にいって表現の問題があるとするなら、いずれにせよ、それがエクリチ

ュールの主体の問題と交差するのはみやすいところであろう。表現の問題とい

った場合、アポクリフ、深淵的=入れ子的、等々も重なってくるのである。そ

うしてそこからは逆接的=対抗的に、哲学一形而上学サイドを撃つ存在一類型
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論も出てくるのである。

存在一類型論は先の回顧には直接登場していないが、当然そこで含意されて

いるとみることはできる。別の回顧によるなら、存在一類型論は哲学者という

自己規定をとらない自分にとっては「まれな哲学的直観の1つ」であったと語

られている。そして、それ自体はハイデガーに由来するにもかかわらず、「ハ

イデガー自身との争論に、さらにはハイデガーと同時に哲学的な伝統の総体に

対する争論に」自らを巻き込んでいったものなのであると‰ラクー=ラバル

トの存在一類型論は、デリダでいうなら「音声中心主義」にもあたるものであ

ろう。そしてそれはハイデガーに関して、ミメーシスや崇高などとは逆の道行

きにあるものなのである。存在一類型論は直接にはハイデガーのユンガー批判

-そのユンガーをかつて受け入れていた限りではハイデガーの自己批判-

に由来している。そこではユンガーのゲシュタルト、形象=形態概念が俎上に

載せられるのであるが、最も関係する箇所を引いておくなら、「こちらヘー眼

前にーもたらして露呈するものは、プラトンによって時として、押印するもの

(デュボス)として思惟されている……君もまた、形態のそれが「形態化する」

ものへの関係を、印型と押印との関わりあいとして思惟している……形態とイ

デアと存在との共属性へ歴史的に指示することは……君の著作が形而上学の内

に故郷をもっていて、そこに留まっていることを告示しようとするのである。」゛

ラクー=ラバルトによるなら、ゲシュタルトは「イデアの最終的な名」という

ことになるわけだがIJ、しかし翻って一回帰の論理ではないとしてもｰこ

う述べたハイデガー自身この存在一類型論(刻印論)を清算できていたのであ

ろうか。 Ge-stell (立て集め、等)にしても、その語幹をもつ多くのドイツ語

と戯れてみせるハイデガーだが、Darstellungはつまるところ重視されない。

Gestaltは重視されていても、ダールシュテルンクは脱落してしまうというの

がラクー=ラバルトの見立てである。ラクー=ラバルトはゲシュタルトーフイ

ギュールなどの関係と同様、ダールシュテルンクがミメーシスのドイツ語訳で

あることをたびたび強調するが、それはこの場合、形象=形態は残ってミメー

シスは消失するということなのである。ダールシュテルンクの脱落とはミメー
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シスの脱落、ハイデガーにおける表現や呈示の問題の消失、そして存在一類型

論の残存なのであった。そうしてラクー=ラバルトは、こうした事情をつきと

めるべく「ニーチェ講義」におけるプラトン『国家』の扱いの詳細な検討に

ージラールやプラトン自身を交えてだが一入っていくことになる……。

要するに存在一類型論はミメーシスやエクリチュールの問題とは対立的であ

り、少なくともまずハイデガーに対して「返す刀」となっていくのである。も

う少し詳細にいいなおすなら、ミメーシスの場合、ハイデガーにおいてそれは

脱落する、ただし実質的にはなお思考されていたと捉えられるのに対しｰこ

の方向を強調していくなら、おそらく「エクリチュールの思考が存在とは別の

いかなることを思考しているのか、私には理解できない」というデリダヘの

「呼びかけ」ともなるのだろう『r近代人の模倣』378頁)一存在一類型論の

場合は、明示的に批判されている、それにもかかわらずミメーシスの脱落と平

行してハイデガーにおいて一貫していたのだということになるだろう。ここで

後の集約的な表現をあげておくなら、「存在一類型論は、おそらくハイデガー

にとって、彼の「脱構築」の試みに彼自身が対置することになった最大の抵抗

の場であり、その抵抗は彼のさまざまな「政治的」執着の全てに及ぶものだっ

たのである。」(r詩の政治)38頁。この表現は「ハイデガーの存在一神話論」

という文脈でなされているのであるが、「存在一神話論」とは存在一類型論の

ヴァリエーションであり、その根拠付けも存在一類型論の場合と類似した手口

によるといえるだろう。日く、ハイデガーがどう繕おうともSageはSageなの

であり、その神話一伝説という含意を振り払うことはできない、いやむしろそ

こから発しているのではなかろうかと。)そうして、むろんこうしたことばか

りではなく、悲劇一演劇に関していうなら、存在一類型論はドイツ流の悲劃一

演劇把握を見据えるさいの基本的な視座ともなっていくのである。
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3

ラクー=ラバルトがアリストテレスの『詩学』をどう捉えているのかはぜひ

とも押さえておかなければならない点であろう。(プラトン以前-)プラト

ンーアリストテレスというのはラクー=ラバルトが頻用する標識であるとし

て、悲劇一演劇に関してなら、やはりアリストテレスは最大の原点であり、後

代一近代の悲劃一演劇解釈に対する最も直接的な補助線となるのである。ラク

ー=ラバルトの『詩学』についてのまとまった論及は例によってわずかだが、

比較的まとまった数ページならあるにはあって、まずはこれをみてみよう(以

下、特記なき限り『近代人の模倣』306-309頁)。便宜上、関連する『詩学』の

1節を一周知の部分だがｰあらかじめ引いておきたい。

「(1)まず再現(模倣)することは、子どものころから人間に備わった自然

な傾向である。しかも人間は最も再現を好み、再現によって最初にものを学ぶ

という点で他の動物と異なる。(2)次に全ての者が再現されたものをよろこぶ

ことも、人間に備わった自然な傾向である……なぜなら私たちは、最も下等な

動物や人間の死体の形状のようにその実物を見るのは著痛であっても、それら

を極めて正確に描いた絵であれば、これを見るのをよろこぶからである。」

(1448b冲

さてラクー=ラバルトが『詩学』についていうことをまとめていくなら、

1)『詩学』で問題とされるのは、ミメーシス=「人間の諸行為の(再)現前

化(ミュトスの再現前化)」における「悲劇の特種性」である。

2)上記引用(1)に直結するが、ミメーシスには「理論的な機能」がある。

すなわち、テオリーはテアトルとつながっているとはラクー=ラバルトがしば

しば指摘するところだが、人間に自然的=本来的なミメーシスは「見ること、

「理論化=観照する」こと」を教えるのだと。「ミメーシスには哲学的な召命が

ある。」

3)「この理論的な機能は経済的な機能でもある。」これは上記引用(2)から

引き出されるのだが、ミメーシスには「現実の中ではわれわれが目をそむける
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ようなものでも正視しうるものにする力」があって、「死を凝視すること」「死

を思考すること」も可能にするというのである。

4)この経済的な機能とはカタルシス(「ある悪の追放」)にほかならない。

ミメーシスは「類似療法における薬」や「供儀=犠牲」と同じように機能する。

このあたりはパルマコン(毒=薬)やパルマコス(パルマコンを使う人、また

「カタルマ」=スケープゴート)やを思い浮かべればよいのだろう呵。ラクー=

ラバルトがしばしば使う表現によるなら、「ミメーシスの方向転換」、そうした

原型ということにもなろうか。そうして「ミメーシスがカタルシス的であるの

は……ミメーシスが理論的一演劇的であるからだ。」

5)「芸術の最高形態である悲劇」はこのことを範例的に示す、そうアリスト

テレスは考える。ここから話は悲劇自体に移っていくのだが、そうしたさいに

ラクー=ラバルトが強調するのは悲劇の政治性である。アリストテレスによる

なら、典型的な「政治的芸術」=「人間のプラクシスの本質部分を責任をもっ

て引き受ける芸術」たる悲劇は「人間の諸関係を損なう悪の追放[カタルシス]

を責務とする」のだと。

6)このカタルシスの対象=「悪」とは2つの根本的な政治的情念、恐れと

憐れみである。これもラクー=ラバルトが強調一反復するところとなるものだ

が、恐れとは「分離の情念」なのであり、憐れみとは「結合の情念であるが、

融合の情念と化す危険が常にある。」(『メタフラシス』67頁)悲劇はいずれの

情念も排出しなければならない。

7)したがって悲劇的なスペクタクルは、恐れと憐れみを同時にかきたてる

人間の行為やミュトスを(再)現前化する必要がある。悲劇的英雄は恐れと憐

れみを同時にかきたてるため一当然パルマコスなどとつながるのであるが

一有罪かつ無実といった矛盾一逆説を一身に背負った存在でなければならな

い。こうした理由によって「オイディプス王」こそが「悲劇のモデルそのもの」

「悲劇の悲劇」とされるに至ったのである。

「以上は全て周知の事実である」-ラクー=ラバルトらしく直後にこう宣

言されるのであるが、ではなぜ語ったのかというと基本的にはドイツ観念論に

-122 -



おける悲劇の扱いをみるためにであった。特にフロイト以前の「哲学の英雄」

としてのオイディプス、そのドイツ観念論における扱い(「オイディプス操作」

「オイディプス作戦」)を理解するための補助線というコンテクストなのである。

後にはそれら自体についてふれなければならないとしても、ここではラクー=

ラバルトが『詩学』から引き出し主にドイツ観念論につなげる2点を押さえる

ことでよしとしよう。その1つは、先のアリストテレスにしたがうなら、悲劇

には(演劇的-)理論的機能と(経済的-)カタルシス的機能があり、それは

哲学における2つの機能=「理論的機能と実践的機能」に相当しているという

ことである。「悲劇との競合関係にあるプラトンは、そもそもこの点でまちか

ってはいなかった。」悲劇は哲学一形而上学全体を呼び寄せるのである一後

には(再び同様の理由で)悲劇それ自体の再生の希望もだが。今1つは、悲劇

は「知の本質をなすもの、および知への欲望を賦活するもの……すなわち矛盾

との対峙が開示される場である」ということである。矛盾あるいは二律背反と

の対峙一悲劇はカント以降-ドイツ観念論を呼び寄せるのである、あるいは

ドイツ観念論一弁証法はオイディプスを呼び起こすというのである。

もちろんラクー=ラバルトがr詩学』についていうことは以上につきるわけ

ではない。必要に応じて、さまざまな箇所が呼び出されて使われる。そしてそ

ればかりではなく、上記のことが主調音なのだとしても、それとは対抗的な方

向をとる論及も存在するのである。前述のミメーシスもそうなのかもしれない

が、アリストテレスが悲劇において視覚的-スペクタクル的要素(オプシス)

ではなく、ミュトス(筋、出来事の組み立て)を重視し、それを聞くだけでも

悲劇の目的=カタルシスは達成されうるとしたことを捉えて、「原一演劇」の

発想を語るのはその代表であろう(以下、特記なき限り'Scene')。これもみて

おくべきなのだが、ここでもまずは『詩学』から関連する1節を引いておこう。

「恐れと憐れみを引き起こすものは、なるほど視覚的装飾によって生じるこ

とがある。しかしそれは出来事の組み立てそのものから生じることもあるので

あり、その方が優れているし、また優れた作者がすることでもある。なぜなら

筋は見ることがなくても、起こりつつあることを聞くだけでその出来事におの
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のいたり憐れみを感じたりするように組み立てられなければならないからであ

る。「オイディプス王」の筋を聞く者は、このことを経験するであろう。」

(1453b、54-55頁)

ラクー=ラバルトはアリストテレスが上演自体とスペクタクル的要素との区

別を堅持していることから始めるのだが、ここに至って、アリストテレス悲劇

論における「テクストのにとばの」優位」という原則を導き出す。これは翻

って(筋を)聞くということにほかならないのであるが、しかしそうだとする

なら、(古代にあっては当然ながら、声を出して)読むということはとりもな

おさす「原初の上演」ということにもなるであろう。これが話のてことなるわ

けだが、「演劇は「舞台」を含まずにいない。しかし、この舞台一演技行為、

[とりわけ]言表作用-は常にスペクタクルの導入に先立つものなのである。

このことは原一演劇とでもいうべきものを画定するであろう」と(p.279)。そ

うしてこの原一演劇という発想を元手に、演劇は今日スペクタクル性、見世物

性に抗すべきなのだと説かれていくのである。

乱暴な要約ではあっても、先ほどとの違いは明らかだろう。先の『詩学』の

議論は見ることを起点としてスペクタクルに達するものであったが、ここでは

見るに対して読む(読み上げる)一要するに言語、テクストが起点なのであ

り、そこから離れず、その原点性を強調する、いわばミニマリスト的傾向の強

い解釈ともなっているだろう。アリストテレスは対抗的に捉えられている、少

なくとも重心移動しているのだが、これはどうみればよいのであろうか。全貌

は示されない、そもそもアリストテレスは複雑だといったことを前捏した上で

いうなら、

1)ここにはシチュアシオニストに対する批判があるらしいこと。ラクー=

ラバルトはその評価の上でいうのだが、「彼ら自身は演劇とスペクタクルの区

別を設けなかったのです……私か……スペクタクルと名づけるものは、自らを

再現前化として明らかにしたり認めたりせず､再現前化である自己を消し去り、

忘れ去ろうとする、つまり自己を現実のものとして見せかけようとものなので

す……。」(鵜飼・大西インタヴュー、102頁)「演劇」は当然その逆である(べ
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きだ)ということになろう。

2)直接その名があげられているのはマラルメだが、ヘルダーリンの影も感

じらるということ。先はどの議論がドイツ観念論にもつながるメインの論及だ

とするなら、こちらの議論には少なからずヘルダーリンが投影されている、あ

るいは逆にいって、ヘルダーリンによりつながる『詩学』への論及だといえる

のではなかろうか。

3)以上と重なることにもなろうが、ここには哲学一形而上学サイドか否か

に関係する問題もあるということ。簡潔にいって、先の議論が見ることを起点

に哲学一弁証法に、その働き一機能に親和的であったとすれば、こちらにはそ

うしたことは少ない。ラクー=ラバルトは通常アリストテレスをプラトンとは

対抗的に扱っているにしても、芸術はプラトンーアリストテレスによって詩学

の一後には美学のｰ「監視下におかれる」とするのもまた当然なのである

(『詩の政治』69頁)。しかし、ここではそうではない部分、より哲学一形而上

学サイドではない部分が引き出されたということなのであろう。ここでアリス

トテレスは「演劇に関する大変な直観」をもっていたとされるのである

(p.280)。

ラクー=ラバルトのアリストテレス重視自体はそもそもハイデガーによると

もいえるが、ハイデガーとは違って解釈され、ハイデガーのみない部分こそが

重視されているだろう。r詩学』はそうした1つであろうが、しかしそこにお

いても両義性はありうる、場合によっては重心移動するということになるだろ

うか。

以上の内いくらかは、原一演劇がミメーシスに引きっけられて語り直される

とき、より明瞭になると思われる(先のインタヴュー同箇所では、わざわざス

ペクタクルに対抗する「ミメーシスとしての演劇」と語られていた)-ただ

し、そこではミメーシス(テクネー)はかなり解釈変えされており、もはや

(親ヘルダーリンではあっても)アリストテレスの範囲に収まるかどうかは不

明なのであるけれども。すなわち、「伝統はテクネーを剰余として……自然へ

の「足し算」として考えてきた。だがしかし、それは逆なのではなかろうか。
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そしてそのことは全てを変えてしまうのではあるまいか……原一演劇の名のも

とに、スペクタクル的でないもの、制限されたもの、等について前回いおうと

したことの全ては、この引き算の、あるいはむしろ保持の理論に由来するもの

なのである。芸術は自然を、存在するものを、現前する存在の総体を保持する

のである……。」(p.294)おそらく率直な表明であろう。そしてこうした考え

は反スペクタクルに始まって、反・哲学一形而上学サイド、脱一形象化あるい

は脱一神話化の志向へとつながっているわけである。同じことになろうが、ラ

クー=ラバルトのスタイルにもつながっていることだろう。そうして講演=読

み上げること、その文章化の多さに関していうなら、そこでは原一演劇が意識

されている、あるいは両者は共鳴しあっているのであろう。

4

ディドロやルソーはラクー=ラバルトが一度は集中して取りあげるとともに

繰り返し論及することにもなる対象である。両者ともに理論的なアプローチと

(ドイツにっながる)歴史的なアプローチとが併用されるが、その比重は多少

異なっていよう。ディドロの場合『俳優に関するパラドクス』が主要なテクス

トになるのだが喊、それは近代におけるミメーシスを論じるさい「母胎となる」

テクストだと集約される(『近代人の模倣』7頁)。ディドロにおいては理論的

アプローチの方が主要であるとするなら、ルソーの場合、その歴史的影響力か

らして当然ながら、歴史的アプローチの方も強いといえるだろう。先にも少し

だけふれたが、ルソーが論じられる直接のコンテクストはハイデガーのヘルダ

ーリン論であり、ハイデガーはルソーを軽視もしくは蔑視しており、ルソーが

ドイツに与えた影響、ルソーがカントやヘルダーリンやにつながるものは無視

されていると批判されるのである(以下、特記なき限り'Poetics of History')。

それもハイデガーがヘルダーリンなどをめぐって論じることがらにルソーは先

行し、直結もしているのにというのであって、これは裏を返せばルソーに対し

少なくともいくぶんかはハイデガー的にアプローチするということなのであ
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る。易しくいいかえるなら、ハイデガーとは違って、ルソーを思想家としてま

じめに取り扱わなければならないということにもなろうが、その結果はｰい

わば「ルソーの演劇」とでもいうべきものに向かって進むのだがｰまことに

ユニークなものであり、ルソーはよく知られているだけにそのインパクトも大

きいように思われる。やがてディドロと交錯することにもなるが、ここではル

ソーについての議論を中心に追ってみることにしよう。

さてラクー=ラバルトがここで取りあげる主要なテクストは『人間不平等起

源論』である。特にその初めの部分が集中的に検討されるのだが、それは「起

源」(「根源」)が問題とされるからであるや。「ルソーの思想の絶対的なオリジ

ナリティー」とは「正確に彼のオリジンの思想にほかならない」と(p.9)。そ

うして起源の問題とは歴史の問題、歴史の根源の問題にほかならないのであっ

た。ラクー=ラバルトがルソーのドイツヘの影響ということで重視するのも、

1つにはこの歴史もしくは歴史性の問題なのである。とりあえずその見立てを

いいあらわしてみるなら、ピュシスとテクネーの関係(アリストテレス)は自

然と文化のそれOレソー)に変換された上で、自然と歴史の関係(カント以降)

へと至りつくということになるだろう。したがって「歴史の本質はミメーシス

つまり「技術[=テクネー]による」代皆既であり、いいかえれば根源的な芸

術[=技術]……の贈与である。」あるいは「歴史の思考は常に芸術[=技術]

の思考に根ざしてきたのであり……歴史の思考を根底から支えているのは常に

ミメトロジーである。」(『近代人の模倣』188、286頁)さらには「ミメーシス

の歴史[=物語]としての歴史哲学」ということにもなるのだが(『メタフラ

シス』17頁)、しかしそうだとするなら、ルソーの独創的とされる起源におい

てはどのような光景がみられることになるのだろうか。

だが、先を急いではならない。そもそもルソーの起源とは何を意味している

というのか。ラクー=ラバルトは「ルソーが使わないことば」-とりもなお

さずハイデガー的用語-を使うなら、起源とは「本質」のことだという。そ

してルソーにおいては「問いとしての起源の問い」の「ラジカル化」がみられ

るのであり、これに対しては3様にアプローチできるとするのである(以下。
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pp.11-13)。

1)「本質それ自体の論理」=「あるものの本質は何らそのもの自体ではない」

という論理によって。このハイデガーからの論理は「不平等起源論」の最初の

部分、その「引き算」「脱構築」等を支配しているとされる。本質(起源)は

最も自然にみえる人間の文化的規定にさえ先立つ。すなわち「文化の(テクネ

ーの)本質は何ら文化的でも技術的でもない。」そして、この論理は翻って

「人間的自然の脱自然化」をも同時に導いていくというのである。

2)「アルケー的ないし考古学的なものの論理」によって。この論理は起源自

体の「分離性=絶対性」によって、起源は少なくとも事実の上では近づくこと

ができず仮説的、反事実的なものになるほかないということである。これは

「憶測的歴史」その他を説明していよう。ただし、内なる自己(=「自然自身」)

のみによって「起源への跳躍」を敢行しなければならず、「起源の直観」とは

めまいを引き起こさずにはいないものだとされるのである。

3)(事実上の)「超越論的な論理」によって。これはじつのところ、ルソー

のドイッヘの影響ということでラクー=ラバルトが強調する今1つのものなの

であった。「起源の思想は(カント的意味における)超越論的な思考、(弁証法

的一思弁的意味における)否定性の思考､いずれの起源にも位置するのである。」

{p.9)ラクー=ラバルトによるなら、ルソーが起源(自然)において探索した

ものとは起源(自然)たることを許さないものの可能性なのでありｰこれは

テクネーということになるが一起源は「原因」でも「土台」でもなく、少な

からず権利上の「条件としてレWt考されているのだという。こうして「ルソー

が発見ないし発明したものとは、否定性それ自体としての超越論的なもの……

超越論的否定性なのである。」(pp.13-14)

以上のステップを経てようやく起源の実質へと至れるのであるが、ラクー=

ラバルトによるなら、そこでのルソーの一般的な法とは「ピュシスはテクネー

の可能性の条件である」というものになるという。そして、これから導き出さ

れるルソーの命題とは「人間は起源的にテクニテースである限り、動物ではな

い、すなわち、あれやこれやの特質を付加して祝福される被造物ではない」と
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いうものだと。これは人間とは自然の控除であり、撞着語法でいうなら、伝統

とは異なった「脱自然化された動物」になるということである(p.l4)。ルソ

ーから関連箇所を引いておくべきだろう。

「自然の手によって単に本能にだけまかされた未開人は、というよりもおそ

らく彼に欠けた本能をまず補い、次いでそれをはるかに自然以上に高めること

のできる能力によってその償いをつけている未開人は、それゆえ最初は純粋に

動物的な機能を営むであろう。」叫

ラクー=ラバルトは、われわれはデリダの代補の論理の中に入っており、そ

れは自らをアリストテレスのミメトロジーの中に書き込んでいるのだと集約す

る。「テクネーはここにおいてピュシスの余剰としてのみ思考されている」と

(p.15)。

ここで先の'Scene'の議論は想起するだけにしておこう。というのも、これ

が決して終着点なのではないから。しかし、かといって自由と完成可能性へ向

かうというのでもなかった。ラクー=ラバルトは起源の問題にとどまり、その

追求を継続するのである。自由と完成可能性についていうなら、それ自体重要

ではあるものの、それにはるかに先立ち基礎づけもするものへと向かうことに

なる。元手になるのは先と同じ「欠如のゆえにかえって……」というロジック

なのであるが、それは自然状態に存在する「超自然的[=形而上学的]生活」

「技術的[=テクネー的]生活」を導いているとみるのである。ラクー=ラバ

ルトによるなら、これは「起源のテクネーの問題系」あるいは「オントーテク

ノロジー」ともなるのだが、ルソーから引き出されていくのは次のような点で

ある(以下、pp.16-17)。

1)人間は裸で武器ももたないからこそ、頑丈な体格を作り上げる。したが

って「未開人の身体は彼が知っている唯一の道具である……。」『r不平等起源

論』43頁)すなわち、ルソーにおいては人間の身体からして「自然に没自然的

な、原初のパラドクシカルなテクネー」なのだというのである。

2)「未開人は……すぐに動物との比較をするようになる。そして……器用さ

にかけては動物に優っていることを感じると……動物を恐れないくせをつけ
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る。」(44頁)ラクー=ラバルトが注目するのは原初的な「比較」の能力である。

というのも、アリストテレスの『詩学』(1459a)その他を考えるなら、比較の

能力とは類似性と差異性を見て取る「比喩」の才能にはかならないからである。

比喩一比較という「自然的に没自然的な」テクネーは本能の欠落の「代補」と

されているというのである。

3)しかし、これらにも先立ち、それらの基礎にもなるものが存在している

という。これこそルソーにおける起源的=根源的なテクネーなのであるが、そ

れはミメーシス=模倣であった。

「人間は、それらの動物の間に分散して、彼らの生きる巧智を観察し模倣し、

かくして禽獣の本能の域にまでのぼる。しかも、動物はどの種も自分固有の本

能しかもっていないのに､人間はおそらく自分に特有の本能は何ももたないで、

全ての本能を自分のものにし、他の動物がそれぞれ分がちあっているさまざま

な食物の大部分を同じように自分の食物にし、その結果、他の動物よりも容易

に自分の生活の資を見い出すという有利な点をももっている。」(42頁)

注

(1)参照、前稿「<古代と近代〉(下)ラクー=ラバルトのミメーシス論」(本誌、前

号、2005年)。引用のさいの細かなことがらも前稿と同様である。

(2) Philippe Lacoue-Labarthe､1998､1983 (高橋透・吉田はるみ訳)「メタフラシス

一一ヘルダーリンの演劇」(未来社、2003年)59頁。

(3) Lacoue-Labarthe､1986 (大西雅一郎訳)『近代人の模倣』(みすず書房、2003年)

253-254頁。

(4)前稿、末尾を参照。ヘルダーリンを受けるラクー=ラバルト白身の発言としては

「おそらくは、厳密な意味での近代政治は存在しない」と Lacoue-

Labarthe､1987-1989 (浅利誠・大谷尚文訳)『政治という虚構-ハイデガー、芸術

そして政治』(蘿原書店、1992年)188頁。なお「ポストモダン」批判も参照、「ジ

ヤン=フランソワ・リオタールヘ」(『近代人の模倣』)

(5)西山達也「形象への抵抗、抵抗としての形象」 Lacoue-Labarthe､2002 (西山

訳)『ハイデガー 詩の政治』(藤原書店、2003年) 261頁。

(6) J.Derrida, 'Introduction: Desistance, 'trans.Ch. Fynsk､Lacoue､Labarthe、
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TypograpカダMj‘mesis,児加sophy,費功･tics, ed. Fynsk, Stanford U.P., 1989, p.28.

(7) Lacoue-Labarthe, 2002, 'The Poetics of History, 'trans. H.K0111as,j=切;T加

Warwick Journal of Philosophy.Vol. 10,2000.

(8)鵜飼哲・大西雅一郎インタヴュー[ハイデガー・ナチズム・〈ユダヤ性〉](『現

代思想』1989年8月号)102頁。

(9)なお,『法律』の1節の「誤読」をもとに,遊び一一ミメーシスの1つｰを視

点として〈古代と近代〉を展開したと解釈できる作品はホイジンハの「ホモ・ルー

テンス」である。 Cf. Mihai Spariosu, ed., Mi‘mesis j･71Contempora乃/了力eory, Vol. V.

The Li･terarya�Philosophical Debate,!ohn Benjamins Pub･, 1984, etc･

帥 Lacoue-Labarthe, 1991 (谷口博史訳)『虚構の音楽-ワーグナーのフィギュー

ル』(未来社. 1996年) 180, 220頁。

(11) Lacoue-Labarthe et J. -L. Nancy, 1991, 'Scene: An Eχchange of Letters, 'trans. M.

Behr, E. Eldridge, ed., Beyond i?印res。£琵ion, Cambridge U.P., 1996, p.280.なお同

頁には,形象化は「西洋の悪しき運命」ではないかと自問した日々がある旨の記述

がある。

(12) M.ハイデガー「有の問へ」(辻村公一・H.ブフナー訳)『ハイデッガー全果9 道

標』(創文社, 1985年) 495頁。

(13) Lacoue-Labarthe. 1975, 'TvDoaraDhv,' trans. E. Cadava. in TvooerraD力y, p.55.以下

の記述も基本的にこの文献によるか,これについてのものである。

㈲ アリストテレス・ホラティウス(松本仁助・岡道男訳)『詩学・詩論』(岩波文庫,

1997年) 27-28頁。

叫(デリダを受けた)ジラールは,カタルマ(一カタルシス)をパルマコスの異語だ

として議論を展開している(R.ジラール,古田幸男訳『暴力と聖なるもの』法政大

学出版局,1982年,463頁以下)。なお,デリー・イーグルトンのいかにもイーグル

トンらしいいい方を引いておくなら,「プラトンとアリストテレスの間の対立は,

今日のポルノ,あるいはメディア暴力に関するミメーシス理論とセラピー理論の対

立と似ているだろう……｡」(T.イーグルトン,森田典正訳『甘美なる暴力 悲劇の

思想』大月書店. 2004年,235頁)

㈲ なお邦訳に(小場瀬卓三訳)「逆説・俳優について」(『世界大思想全集 哲学・

文芸思想篇21』河出書房新社,1960年)。

(17)ここにはデリダ(『グラマトロジーについて』)も意識されていよう。後に一言さ

れる。

圈 J.-J.ルソー(本田喜代治・平岡昇訳)『人間不平等起源論』(岩波文庫, 1972年)

54頁。
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