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実諦の開いから E 融詩的j喝し￥へ
一一ベケットとしヴィナスにおける千マージュについての瞬究一一

吉野修

「私という唯一性」を巡る言説へ

ベケットが辿ってきた表現の整肉落としの過程は、厳格かつ法外なほどに過酷なも

のであるため、それを目の当りにすると文字通りわれわれは言葉を失う O 個々の作品

は、その都度最終地点を目指して極限にまで至ろうとしているため、読者側の反応も

また極端にならざるを得ない。読者は、まるで健倖に恵まれたように、あるいは災厄

に見舞われたようにベケットの作品に出会うのである O このような出会いのあり方は、

アルトーが「残酷jという言葉に込めたような意味において、回避不可能な必然性と

いうことができるだろう O 中上健次は、ベケットの作品は読むか読まないか、二つに

一つだと述べている。このような有無を言わさぬ必然性という印象は何に由来してい

るのだろうか。まずこの点を我々の問いの出発点としよう O

ベケットの作品において、語っているのが誰であるかとか、自己同一牲の問題とか、

知覚の変容などということは、作品の語りがそれに沿って展開しなおかつ縮小してゆ

くモチーフにすぎない。それらのモチーフは繰り返し変奏されるが、モチーフそれ自

体が解決されることが問題なのではなく、モチーフ自体が消滅するH寺に発する知解不

可能な力が問題なのである O ベケット自身、 f風壊する一歩手前の石の内部けから解

放される力について語ったことがある O そのような力が作動する場において、作品の

なかで関いが発せられるのであるが、それはいかなる根源よりも根源に近いところ、

言い換えればより徹底的に抽象的かっ赤裸々な次元において発せられるのである O た

とえば『クワッドj1を例に取ってみよう O この作品の仕掛けは、一つの空間から空

跨であることの属i主を奪うような仕組みを組織することであり、何もない空間を出現

させることが問題とされるのである O そこに環れる空間とは何かと問うということ、

このような問いを避けることは不可能であるが、実は同時に誤った問いでもある O ベ

ケットの登場人物は、自分が語り損なっていることを承知で語り続け、語りの合間に

繰り返してこう言うのである o rここでイ可かが間違っているふしかし、「なに」と問

うことがなぜ、間違った問いであるというのだろうか。それは「なにjと「これ」の応

答が響く地平から作品がすでに離脱してしまっているにもかかわらず、その地平へ作

品を再び連れ戻そうとする問いだからである O つまり、作品はすでに「空間」に関わ

る言語的比輸が成立する実在の次元を離脱してしまっているのである。この間いは実

詞を空しく求めているに過ぎないのである O しかしながら、実詞に関わる間いは不死
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身であるがごとく、「私」をめぐって飽くことなく発せられ、「私」やその付随物が実

詞的な地位を失っていけばいくほど、間いそのものが解消し得ない誤謬となって作品

に切迫牲を与えるのである O このようにして、「だれム fなにム「どこ」、「いつj、こ

れらの不可能な向いは、作品の切迫性の核を形作るわけである O 例えば『名付け得ぬ

ものj2では、 f私Jはまさに「し Eま」、「ここ」で「戸」を発している他ならぬ当の人

物を指示するような、その指示作用の源泉であるはずのありとあらゆる直!惑を欠いて

いる G そもそも「私」ゃ「いま」、「ここ」は実認ではないからである O というのもこ

れらの名詞は対象化すべき実質空間を欠いたところで、つまり純粋に言語的な空間の

なかで機能しているからである O このような言語空間は異常でもなんでもない。かつ

てデリダが、「言語のありふれた身の上話J3として記述した言語の「根源的j次元な

のである。ベケットの作品の歴史において、実詞に関わる問いが、その限界を超えて「あ

りふれた言語」そのものが語り出すように組織され、言語の臨界点に到達するのは f名

付け符-ぬもの』においである o r名付け得ぬものjはすでに小説の極北に位置してい

るが、言語そのものの極北に位置しているわけではないo r名付け得ぬものjの語り

が切迫性の絶頂において最終的に口を閉じたとき、すでに「だれ」に関わる問いは全

く)JIJの地平に位置するある不可能な問いを準備し、その問いが関こえてくるような別

の地平を開く始まりだったのである O 加の地平において、「別そのものJは、「なにj

や「だれJという問いを架空のものと見なす。別のものと言うことさえもが、もはや

ここでは不適切である O もちろん、「ここでは」と言うことさえ不適切である O たと

え「ここjが空想上の場所を示していようとも、聞いは空間に属さない次元で発せら

れるからである。場を持たない向いとはどのようなものだろうか。とりあえず言える

ことは、「どのようにj、げりなふうにJ、という問いと応答が用意されるだろうという

ことである O

この新しい|背いは副認を中心に展開される。「なに」を巡って展開されていた問いは、

いつのまにか「どのようにJ(comment) という副詞に取って代わられる。それにし

ても、実認を欠いた状態において、いかにして副詞の向いが可能なのだろうか。われ

われは「不可能な向いj とすでに述べたが、対象化されない世界において動詞と副詞

による問いとは何を意味するのだろうか。『ことの次第j4 (Comment c'est)では，文

章から句読点は廃止されて、怠継ぎはテキストの内的な意味の関係にゆだねられる O

言語は断片化する一方で流動化し、 l均的リズムと消去されるイマージュ群がその実質

となる。『名付け得ぬものJの「だれ」や「なにjという実認の向いの極阪から、 fこ

との次第』の fどのようにJという副認の問いの極限へと着実に移動してゆくベケッ

トの厳格さは圧倒的である O おそらくこれがベケット的な必然性の過程なのであり、

われわれはこの過程を跡づけてみようと考えている O
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第一章

「私という唯一性、この比類なきものJ
ベケットとレヴイナスの離接の地点コ言説を共振させること

以上で、述べたような言語の次元を論じるための補助線として、われわれはエマ

ニュエル・レヴイナスの思考を参照しようと思う O 参照される譲二物の=，J:jS訳は f存

在の彼方へ j と題されているが、)京典の題名は AUTREMENTQU'立すREOU

AU-DELA DE L'ESSENCEである O 題名において力点が誼かれているのは明らかに

AUTREMENT QU'ETREであり、さらに言えばAUTREME:r汀という副詞なのであ

るo AUTREMENT、「とはちがったようにJという風変わりな題名を持つこの書ご物は、

やはり奇妙な思考 5へとわれわれを誘う O 名詞の体系としての言語を徹底的に告発す

るこの思考は、思考そのもののが息切れをおこす次元に接しており、ある場所なき例

外としての特異点なのである O このパラドクサルな地点は、空間の中に位蜜づけられ

るある場所として存在しているわけではない。思考は言語が名認として|泣くのをやめ

る地点に向けて続けられるのであるが、この地点はレヴィナスの言うところの存在か

ら剥離した場所なき場所 8 だからである。「どこ j という i喝し、 I~I 体が「非場所j を指

示してしまう O つまり指示作用が成就しないある場「非場Jなのである O 要するに、

レヴィナスの思考は、思考の道具であり思考それ自身でもある言語を自らに禁ずるの

である O 言い換えれば、思考とともに言語が怠切れを起こす次元に向けての思考であ

ると言うことができるだろう O

ベケットの方に呂を転じてみよう O 語り手は言うのである o 111市ぎが止まるときj、

「絶叫、よしj。言語と思考が息切れを起こす地点の不可能な言語と思考、これがベ

ケットとレヴイナスとの第一の親近性である O しかし、両者の親近牲はこれだけでは

ない。 AUTREMENTQU'企TREは、存在からの剥離、存在でも非存在でもない非場

所 (non輔lieu)であるとされ、存在や類のカテゴリー、内在性に回収されない唯一性

そのものである O この唯一性は、驚くべきことに「主体性J(subjecitivite)または「人

間性J(humanite) と呼ばれているのである O この主体性は唯一でありつつ、それ自

体において分裂している o 1私 (Moi) という唯一性、この比類なきものJ7は、れき

己 (soi) に休らうことも自己と合致することもできない、平静ならざるものJであ

るO このような主体性は、自己自身との隔たりにおける切迫性そのものであり、唯一

性から放免されることのない私という唯一性における受難である O ベケットにおいて

は、自己の同一性は偽の問題である言‘っても過言ではない。むしろ問題なのは、たと

えば「私Jの指示対象が、全面的に虚構的で同時に複数であったり、論理的に不可能

であったり死んで、しまっていたとしても、それでも最初から不可避的であったかのよ

うに立ち現れる奇妙な主体の唯一性なのである O 語る主体が語られる主体であり、言

語でありかつ言語の外であり、様々な名前の遍歴を経てもなおかつ唯一性としてとど
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まるこの私を問題としなければならないo r名付け得ぬもの』の語り手は、小説の最

後でこう述べている o r言葉があるかぎり、それらを言わなければならない、それら

が私を見つけるまで、それらが私を言うまで、奇妙な苦労だ、奇妙な誤りだJ80 r伴侶』
9では、声が舷く最後の言葉は、「いつものようにお前は、たった一人」である O お前

(Tu)と呼ばれる人物が培関の中で仰向けになって横たわっている O 語りかける声は、

「お前Jにとって伴侶なのだが、その声の主が誰のものなのかは明らかにされない。「お

前Jと呼ばれる人物の内的声か、外在する声であるかは別として、最後に口にされる

言葉が「一人J(SeuI)なのである O 全てが亡霊的なこの作品において、最後に残さ

れた明証であるかのように「一人J(Seul)は鳴り響くのである O おそらくこの「一人J

(SeuI)は、ベケットの作品の全ての語りの遍歴の果てで生き残った単語の一つなの

である O しかしこのような唯一牲は、言語表現の可能性の外部に位置しているのでは

ないだろうか。すくなくとも、指示作用や実認が機能する次元や、事実確認と関わる

言語の範Il酵の手前、ないしはそれを超えていることは間違いない。これは言い換えれ

ば、「名付け得ないもの」としての唯一性である O

「名付け得ないものJないしは「語り得ないもの」を言語において漏洩させること

は、レヴイナスにとって哲学の使命であり 10、ベケットの作品においてはその実質

である O これがレヴイナスの思想とベケットの作品が最も響き合う地点である O か

くして、ベケットの作品およびレヴイナスの思考にともなう修辞は、言語にとって

非選言的かっ過酷なものとなる O レヴイナスは、たとえば「いかなる受動性よりも

受動的な受動性Jというような自らの畳語的修辞を、「言語の誤用J11あるいは「破

格用法J(barbarisme) 12と呼んでいる O レヴイナス独特なこの修辞は、言語の裂け

目と硬直性の暴露を事としており、ある否定的修辞の形式を獲得している O その形式

に関して、デリダは次のように述べている O

レヴィナスのエクリチュールはいつも、決定的な瞬間にこの裂け目に沿って

移動し、否定と、否定に対する否定とを用いつつ巧みに先に進んでゆく O 彼

はそうしたやり方を自家薬箆中のものとしているといってもたぶんさしっか

えあるまい。彼に固有な方途は、〈・・・かもしくは・・・か〉ではなく、{.. . 

でもなく・・・でもない〉である O 隠輸の詩的な効力は、しばしばこうした

二者択一の否定の痕跡であり、言葉の運用の中に切り込まれたこの傷口の痕

跡である O 13 

このような修辞の否定性は、 f名付け得ぬものjの次のような非選言的命題の連鎖

を読むとき、ベケットの作品とレヴイナスの哲学が共鳴する地点と、決別する地点を

指し示しているように思われる O それはまた、「唯一Jなものに対する共通した苛烈
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さでもある O

ある一つの被造物が存在するところでもなければ存在しないところでもな

しこのような表現を余儀なくさせる言語が押し黙ってしまう場所での休息

の権利をもつまえに、まず最初にあたかも存在しなかったかのようにし、つ

いであたかもそれが存在したかのようにしなければならないというのは、そ

の唯一の被造物にたいしてあまりにも多くを期待し、あまりにも多くを要求

することになる O 14 

「存在するところでもなければ存在しないところでもなく Jという言い方は、極め

てレヴイナス的修辞に近く、レヴィナスが非難してやまない「存在論J15的地平にお

ける選言的な命題に対して裂け呂を走らせはする O なぜならレヴィナスによれば、f存

在論」的地平そのものである存在と無の二項対立の彼岸に位置する AUTREMENT

QU'ETREは、単に考慮に足らないものか存在に回収されるべき無意味として陳述さ

れてしまうのであるが、それ以前にこの棟述を可能にもするからである O 注意しなけ

ればならないのは、一方の言語を一方の言語によって詰ろうとする誘惑である O この

ような誘惑はもっとも悪しき還元主義的の温床であろう O そこでわれわれは次のよう

な点を意識しなければならないだろう O

このような地点において、ベケットと共振する言語の裂け目を通しつつも、次のよ

うな違いを見逃すわけにはいかない。レヴィナスであるならば、言語や「存在論」に

汚染される以前の純粋経験を、ある無限性を見いだすことが可能なのだろう O そこで

見いだされる主体がいかに引き裂かれていようとも、主体の徹底した受動性は顔とし

て呼びかけてくる他者の超越性による触発を前提としている O このような裂け目を記

述に導入することによって、最終的には「存在に感染せれざるある神の声を聞く J16 

ことを期待することができるのだ。原典ではイタリック体で強調されたこのような

テオリアを、レヴィナスは依然として自らに許しているようである O デリダは先に引

用した文に続けて、「この痕跡を通して、痕跡の裂け口の内部に、経験そのものが無

言のうちに姿を現す」と書いていた。ただし、『存在の彼方へjのレヴイナスならば、

それは経験ですらないと反論するかもしれない。なぜなら、この裂け目は他者に対す

る暴露であって対象化されざるもの、ょうするに経験以前、光の届く空間とその中に

置かれた物体を観照することができるような「存在論Jの以前に位置するからである。

この関、言語の沈黙、無言のざわめきについては、時期を見言1-らって論じることにし

よう O そこでは、『事の次第jにおいて、語り手が他者に強制されて語らされていた

場面が削除されているという秘密が論じられることになろう O さて、ある時期のベケッ

トも、言語に穴を開けることによって、そこからしみ出すものを信ずることができた
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のだが。

しかし、いったん始められた非選言的命題の連鎖としての言語活動に、つまりその

ような作品に他者ややt1のような超越性を導入して終止符を打つなどということが可能

であろうか。むしろ、ベケットの作品の特徴で、明らかなのは、すでに言語が始まって

しまっているという事態と、名指すことができないまま言説を関じることができない

という言語のアポリアである o W伴侶jの最後の単語である f一人」は、いかなるメ

シア的なコノテーションも含んで、はいないように思われる O レヴイナスにおいては超

越的な垂産方向への志向が、終末への志向が温存されている O それに対して、ベケッ

トにおいてはほとんとと全ての作品において、特に f事の次第jや『伴侶Jにおいて水

平に横たわる身体への志向が勝っている O ベケットのt!t界において、この世でたった

一人のなにがしかの誰かである「私」は、 11者間で横たわりながらもいかなる救済も約

束されていないのである O

このように、ベケットとレヴイナスは同じ地点において共振し、決定的に離反する O

このような共振と離反をなるべくはっきりと見届け開き取ること、これがわれわれの

最終的な目標である O

第二章

f名付け得ぬものJと実詞におけるIUJい

AUTREMENT QU'企TRE、存在するのとは別の仕方であるために、必要不可欠な

態勢などというものを想像できるだろうか。それは了解可能性のらち外にあるという

ことなので、知にとっては一握の狂気であらざるを得ないものであり、レヴィナスは

これを懐疑論と呼んでいる O 例えばこの懐疑論は、言表が不可能であるということを

言表することを肯定するという過ちを敢えて犯すため、論理的的思考によって必ずや

反駁される O しかし懐疑論は不屈であって絶えず蘇るのである O ただし、懐疑論は哲

学の嫡子として蘇るのであり、または亡霊として回帰して来るのである O レヴイナス

の懐疑論は、存在に感染せざる声を漏洩させるという正当性において哲学の嫡子であ

り、「存在論Jの光の)王制が隠蔽してきたものの囲帰としての亡霊なのであろう O

『存在の彼方へjにおいて、この懐疑論の矛先は、まず最初に極めて単純な質問形

式である「なに」に向けられる O なぜならJなにjという問いは根源的でありつつも、

全てを現象の表れとして、あれをこれとして田収してしまう f存在論jの間いだから

である O レヴイナスがこの間いを問いつめるのは、認識主体と存在の世界の誕生以前

の、 AUTREMENTQU'主TREに向けて湖行してゆくためである O

認識主体は問いかけることのうちに存しており、この問いかけることのうち

で存在は「誕生するJo17 
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この「誕生」の手前において、主体はすでに出来していなければならず、その出来

は想起によって先験牲として呂収することも、そもそも記穏することもできない出来

事であり、これがAUTREMENTQU'企TREの様態である O 一切の「誕生Jの手前に

向けて、「なにJという向いを踏み越えて朔行していかなければならない。しかも、「な

に」は言語そのもの、思考そのもの、一切の「誕生jそのもの、現象の現れにH言明を

当てる光そのものなのである o rなにjが存在の「誕生jである以上、「なにjという

向いが発せられるのは、すでに「なに」という l~rJ いが始められてしまった後のことな

のである O このような向いにおける奇妙な時間的ねじれと、存在の思考に対する城烈

な抵抗を、ベケットの『名付け得ぬものjもまた共有している O この小説の冒頭は次

のように女合まるのである。

さてこんどはどこ?いつ?だれ?そんなことは自問せずに。私はと言うこと

だ。そうと考えもせずに。それを問いとよび、仮説とよぶこと O 前に進むこ

と、それを進むとよび、それを前にと称することだ。

戯曲『私じゃないj18では、彼女と呼ばれている女性の頭の中に突然言葉が蘇る O そ

の言葉の横溢を、暗い舞台の中央に浮かび上がる唇が猛烈な勢いで語り始める O この

ようにベケットの作品では、語ることは言葉の再開を、一種の目覚めを意味している。

実際、『名付け得ぬものjの「さてこんどは」は、マローヌ、モロイ、マーフィーなど、

過去の作品において固有名詞を与えられていた声の再来でもある O それらは完全に消

え去ってはおらず、太陽の局り回るを衛星のように f私」の周囲を回っている O この

ように「どこ、いつ、だれ」はすでに再開されている問いであり、この間いのなかで

「私Jと「呼ぶ」ことが可能になっている O

「私jは全ての確信を欠いた絶対無知の状態におかれた意識として目覚めている

ように見えるが、まず最初に目覚めるのは関いの方であり、言語が先に目覚める

のである O しかもこの目覚め自体は意識化することの不可能な目覚めである O しか

し、この自覚めは言語そのものであるので、 AUT叉日昼NTQU'企TREへの開けを

意味しているわけではない。話は逆で、存在への開けの目覚めなのである O むしろ、

AUTREl¥庖NTQU'企TREの消滅の瞬間を示していると言った方がいいだろう。

したがって、「さてこんどはどこ?いつ?だれ?Jという向いは、この空間や世界

には未だに属してはいない。この間いの方が空間や世界の関係を可能にするのである O

「私Jが誕生するためには、空間も世界も、身体的感覚から得られた自己であること

の線信も、必ずしも必要ではないのである o r名付け得ぬものjという長編小説はこ

の間いとともに生まれ、言語空間を形成し始める。空間は実体化し、光が現れ、マロー
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ヌのような形象が背景から浮かび上がるのである O いったん始まったこのような言語

の暴走をなによって止めることができるだろうか。おそらく論理的な根拠を持ち出す

ことは不可能である O この物語は、向いの形式それ自体が生み出した物語であって、

このl習いは外から操作可能な筋立てではないのである o r名付け得ぬものjという小

説で、「私」の名のもとに誰が語っているのかはだんだんと分からなくなり、結局言

葉が「私jを見いだすことができないまま終わったとしても驚くべきことではない。

むしろ、言語は「私Jを言い当てではならないのである O なぜなら、ありとあらゆる

誰を「私jに代入することが可能な言語空間が院かれてしまっているからである O そ

もそもこの「私j とは、問いが、つまり言語の隠始が可能にしたものであるかぎり、

その水準において誰で、あるかが答えられなければならないだろう O 感覚の直感に支え

られていない水準で、始められたかぎり、感覚の直感は極力排除されてしまう O この直

感の欠如によって、名詞は指示作用を成し遂げる契機を失う O この場合、指示作用は

「私」が可能にする表出作用を前提にしているが、この表出作用自体は、あらかじめ「私j

を指示する指示作用を実現していなければならないという乗り越えがたいパラドック

スを含んでいる 190

f名付け得ぬものjにおいてもこのパラドクスは乗り越えられることはなく、言説

を困難なものにしていると同時に、逆に「私Jにかかわる言説を続行する動因にもなっ

ている o r私jはありとあらゆる他者を受け入れる主語であり続けるのである O しか

し「私」という諾が指し示すのはl唯一な場のようなものでもあり続ける O 今は固有

名前を持たないためにとりあえずだれそれの名前で呼ばれているが、いつか毘有名に

よって名指される唯一者である自己を、「私」という主語が要求しているという事情

に変わりはない。

かくして、「私Jは極限的に自己であり、極限的に他者であるという両極のあいだ

で缶づりにされざるを得ないのである O 自己を指示することに失敗することは、「私J

が他者であり得ることを意味するからである O このような語りに仮の終わりが来るの

は、言語的な分裂に言語自体が耐えられなくなるときであるが、それはやはりあくま

でも仮のものでしかないだろう O このようにして、私の終局と言語の終局は、両者を

区別し得ないまま、不可能な終局として終わるのである O この小説の最後の数行を確

認しておこう O 終わりは「続けるJという言葉によって告げられるのである O

言葉があるかぎり、それらを言わなければならない、それらが私をみつける

まで、それらが私を言うまで、奇妙な苦労だ、奇妙な誤りだ、続けなければ

ならない、ひょっとしたらそれはすでになされたのかもしれない、それらは

すでに私を言ったのかもしれない、ひょっとしたらそれらはすでに私を私の

話にむかつて開く戸口のまえまで、としたら驚きだ、もしその戸口が開くな



実認の開いから、副詞の lì~J いへ 149 

ら、それは私だろう、沈黙が生まれるだろう、私のいるところに、かどうは

わからない、私は決してそれを知ることがないだろう、沈黙のなかではわか

りはしない、続けなければならない、夜、は続けるだろう 200

「なにjにかかわる間いは、あたかも存在するものであり、あるいはあたかも存在

しないものである、という I~東述を巡る o rだれjにかかわるi帯いは、「私」が存在しな

い可能性から出発して、唯一の自己を指示する可能性と、他者である可能性をl;f1いて

しまう O

レヴイナスによれば、「だれjに関わる問いは、究極的には「なにjに関わる向い

に吸収されてしまう o rだれjという問いは、「だれが見ているか」という問いであり、

見る者一般の了解可能性のなかで関われざるを得ない 210 この了解可能性は、基本的

に fなに」が問われる「存在論」の了解可能性と区別されない。したがって、言語そ

のものである問いは、「存在論」へと変化して、「あれとしてのこれ」という陳述に堕

落してしまう O 世界は「あれとしてのこれJという体系とされるのである o ~名付け

得ぬものJの語り手も、小説の最初のほうで「体系の精神J22に警戒しなければなら

ないと言っている O このような警戒すべき言語の堕落をレヴイナスは「語られたこと」

と呼び、堕落の手前を「語ることJと呼んでいる O 当然、問題は「諮ることJを言語

の暴力(碑女の言語)である「語られたことJから救い出すことである。レヴイナス

の場合、それは「語ること」が他者にたいする責任として課せられるという暴力に向

かうことになるのだろう O これがおそらく良き暴力と呼ばれているものである O

<語ること>は存在することの中控rrであり、善き暴力によって課せられる、

内存在の我執からの超脱である O 他者に対する責任というこの驚くべきく語

ること>は、根拠はないが避けることのできない身代わりの無償性であり、

光に先立つ倫理の奇跡である Oにもかかわらず、<語ること>を悩ませる数々

の問いの深刻さそのものによって、この驚くべきく語ること>も光と化さざ

るをえない。(中略) <語ること>は見られ、存在の支配をこうむる O 23 

上記のように<語ること>が存在の支配をこうむって、「見られる」ことに吸収さ

れてしまう O このように光の中におかれた存在として対象化されることを、レヴィナ

スは実詞化する Cs'hypostasier) と呼んでいる O

レヴイナスの思考は、実詞化の光に逆らうために、一握の狂気を含む事もj厭わない。

光のもとの存在論を乗り越えるために、感覚の基底的な次元に頼るべきなのだろうか。

『存在の彼方Jの導入部分で、レヴイナスは次のような主張を自らに許している O
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けれども、意味としての主体性、他人のために身代わりになる一者としての

主体性が、私の可傷r'!・~: (vulnerabilite) に、伝達不能かつ概念化不能な感受性

(sensibilitと)にその源泉を有しているのではないか、と問うことは少なくと

も可能であろう OM

ベケットの方に自を転じてみよう o r名付け待ぬものjにおいては、上記のよう

な誘惑が徹底して退けられているのである O 確かに「だれ」 に関わる向いは、レヴイ

ナスが言うように実詞へと移行してゆき、その結果、次から次へと事物が現れて、存

在の空間が形成されてゆく O それにつれてJ名付け得ぬものJの語る声が行う陳述は、

実在する対象を描写しているかのような様相を呈してゆくのである O 語り手はいつの

間にかプランシオン通りのレストランの届先に置かれた査の中に入れられている O レ

ストランの女主人(マドレーヌという閤有名詞を持っている)が時々様子を見に来て

くれるようである O 語り手は彼女に依存していることを負い呂に思うのか、査に入っ

たまま物乞いをする方策について考えを巡らせたりする O 外界は現実味を帯び、語り

手はそれを描写ができるかもしれないと確信しかける O しかし、その瞬関に語り手は

その確信を退けてしまうのである O マドレーヌがしてくれる数々の親切は、彼女にこ

の「私」が実在しているという確信がなければあり得ない話だし、「私jが「外在す

る動iまIJとしてのハエをとらえて味わったりすることも「私Jの実在の明証になるは

ずである O

私がこのi現証を容認することができ、その明証にふくまれる正しさを認め

られたら、私はどんなに幸せだろう O 不幸なことに私はその明証をもっと

も警戒すべきものの一つ、いやとうてい容認しえないもののーっと考えて

いる O 25 

いずれにせよ、このような光と存在の彼方への瀕行によって、もはや良き暴力と呼

ぶことのできない別の種類の暴力の方へ、言語以前の純粋無意味が荒れ狂うような暴

力の方へと向かう恐れはないのだろうか。すでに f名付け得ぬものJにおいても、語

る声の混じり合いと描写の混乱は最大限に達しているように見える O

言語の暴力への抵抗が、さらにひどい暴力を開いてしまうかもしれないという懸念

は、かつてデリダがレヴィナスの『全体性と無眼jに対して行った批判に耳を傾ける

ことによってさらに明らかになるだろう O
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第三章

言語・光に反して

デリダは f暴力と形而上学jにおいて、レヴイナスを批判しつつ、「言語はすでに

いやおうなく光の中で呂覚めてしまっているJのだと指摘する O しかし、 f名付け得

ぬものjと『存在の彼方へjの懐疑論は不屈であり、光以前と存在の彼方を指し示し

ている O ベケットとレヴイナスの言語と光に対する敵対の度合いは織烈を極めている

のである O 言語や言語が関わらないではいない実体化に対する極度の警戒ないしは敵

意が両者を結びつける O レヴィナスは書いている O

「存在するのとは別の仕方でJは、この焼尽によって体をなす一切の実体化、

吏にはこの焼尽の灰をも焼き尽くす。なぜなら、すべてが灰の中から蘇るか

もしれないからだ。 26

向じような文を、ベケットの『勝負の終わり jで目にすることができる O そこは人

類が死滅してしまっているらしい灰色の世界の密室劇である O わずかに生き残った者

の一人が自分の下腹に蚤を見つける O するともう一人が不安に駆られて次のように言

うのである O

それが元になって人類がまた生まれかねないぞ!捕まえるんだ、天地神明に

誓って!。 27

『存在するとは加の仕方で、あるいは存在の彼方へJが、デリダの『暴力と形而上学j

の後に書かれたこということはしばしば指摘されていることである。デリダが批判の

標的としたことの一つには、レヴイナスが主張するような暴力そのものでない言語は

言語といえるのか、という点がある O デリダによれば、レヴイナスの暴力のない言語

とは「あるJ(etre) という動詞や賓辞機能 (predication) と無縁であろうとする言

語であり、すべての修辞 (rhetorique)から純化された純粋な呼びかけとしての言語

であるお。このような言語は動詞や賓辞機能と無縁であるために無言である O しかし

このような言語以前の無言に守られた非暴力は、かえってレヴイナスが回避しようと

した言語-の暴力よりもたちの悪い暴力を解放してしまうのではないか。それは最悪の

暴力であり、〈原始的で論理以前の沈黙の暴力、昼の反対ですらないような想像もつ

かない夜の暴力、非暴力の反対ですらないような絶対的暴力の暴力、すなわち純粋無

もしくは純粋無意味(lerien ou le non-sens purs) )である 290 事実上、言語は否応なく、

そして一挙に開始されてしまっているのであり、哲学は修辞そのものであるという指

摘も加えておくべきだろう O
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ここで事実の前後関係を確認しておこう O レヴイナスの第一の主著『全体性と無限j

(1961年)の後にデリダの f暴力と形而上学j(1964年)が公にされたが、その 23年

後にレヴィナスは、 ドイツ語版 f全体性と無限jの序文(1987年)で次のように述

べている O

存在の、存在しようとする努力を問いただそうとする本書 (W全体性と無限j:

著者注)の考察は、心理学的な経験論と見なされることを回避するために、

存在論的な言語を、より正確に言うなら形相的言語を依然として用いている

が、 f存在するとは加の仕方で、あるいは存在の彼方へJではすでに、この

ような言語の使用が避けられているのだ。 30

レヴイナス自身が認めている f全体性と無根Jが所属する存在論的、形相的言語と

ハイデガーがフッサールのそれとを比較検討する余裕はないが、『存在するとは加の

仕方で、あるいは存在の彼方へjにおいて、修辞における変化が本質的であるという

事実に自を留めてみることにしよう O これは、先ほどのデリダの疑義に対する間接的

ではあるが本質的な応答なのではないだろうか。そして、このような事情のためにJ存

在するとは別の仕方で、あるいは存在の彼方へjの難解さは、本質的であらざるを得

ないのである O この難解さは、言語と光の視覚の中の欠損のように影を作っているの

である O もちろんこの影は、単に言語と光が作り出す反対物としての影であってはな

らない。難解さを伴う修辞の変化は言語と光の光学系自体を揺るがす影として機能し

なければならないからである O

この第二の主著で新しく試みられた修辞は、すでに述べたように f存在するとは別

の仕方で、あるいは存在の彼方へJのAUTREMENTという副読の題名に表れている O

このことは、名前あるいは実詞と付加形容詞の修辞から離脱して動詞と副詞の修辞へ

の移動を示している O この移動は名誌の国定的性格から逃れて生成の運動にさかのぼ

ることであり、言語は名詞と概念という存在者の差異を排捻して中立化して固定する

定住の暴力から、音響の変化と生成として存在することのなかで響くことになる O 言

語が音楽となって響くこと・他者に目覚めることが問題となるのである O

先にも触れたことだが、 f存在するとは別の仕方で、あるいは存在の彼方へjの第

「志向性から感受することへ」では、実詞・名詞の問いが存在論的な問いである

とされて批判の対象となっており、この次元に先行する「語ることJにおける問いに

遡行しようとする O このような実詞・名認に対する批判的冒険において、レヴイナ

スは哲学の仁!こIで孤独ではない。たとえばドゥルーズは、実詞や付加形容詞は知識で

あり知解可能性である一方、停止と休息、を意味することを踏まえて、『意味の論理学j

において次のように述べている O
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固有名詞の喪失は、アリスのすべての冒険を通して反復される冒険である O

なぜなら、国有名認または特別の名詞は、一つの知識の永続性によって保証

されているからである O こうした知識は、停止と休息を指示する普通名詞、

さらには、国有名詞が常に関係を維持している実詩 31 形容詞によって具体

化されている O そのために、個人の自我は、神と一般的な世界とを必要とす

るO しかし、実詞・形容詞が崩れ始め、停止・休息、の名詞が純粋な生成変化

の動認に引きずられて、できごとの言語のなかへと入っていくとき、自我・

世界・神にとって、すべての向一性が失われる O

ドゥルーズの f意味の論理学jにおいては、できごとの言語は命題のパラドックス

と表層の問題として展開されてゆくが、レヴィナスにおいては、言語以前に位置する

「語ること」を言語の動詞性のなかに見いだそうとするのである O しかしこれらの方

向性は、同一性と世界の崩壊であり一種の狂気と接触せざるを得ないだろう O この狂

気あるは一種の無意味は、 ドゥルーズにおいては言語における「意味J(sens) と呼

ばれる超存在 (extra-etre) として扱われ、レヴイナスにおいては存在の中l却?であり、

他者に向けての「意味J(signification) として扱われる O

意味とは、他人のために身代わりになる一者の受動性であるが、その際、他

人が一者によって引き受けられることはない。このような意味は意味を侵食

し脅かす無意味 (non-sens)の可能性を前提としている O 理性の果てでの狂

気を欠く場合、一者は自己を取り戻し、受苦しつつも存在することを再開す

るであろう O 32 

したがってこの狂気と意味の接触は、存在と実詞の言語から離脱しようとするため

には、欠くべからざる過程なのだ。背後から狂気にさらされながら、生成の言語に移

動することはそう簡単ではないはずで、ある O レヴイナスにおいて、この逸脱は「語る

ことjにおける受動性で、ある O それは「いかなる受動性よりも受動的な受動性であ

る」という修辞によって示され、受動性の本体である感受性をある根拠とすることが

できた。一方、『名付け得ぬものjはそのような根拠すら退ける懐疑論であった。従っ

て、この受動性の極はどこかで語られていなければならない。それはどこであろうか。

「ひょっとしたらそれはすでになされたのかもしれないjのであれば、どこであろうかo

f名付け得ぬものjの次の文を参照しておこう O

早く話そうという私の急く気持ちが卑怯にもこの場所にまといつかせた物、
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顔、音、光などは、とにもかくにも、方法の問題は一切別にして、ここから

追放することに成功しなければならない。ものを言おうとする狂気の中にふ

くまれる真理への配慮。そこから、避遁による厄介払いの可能性のおもしろ

さが出てくる O しかしゆっくりやること O まず汚しておいて、それから掃除

することだ。 33

第興章

「私Jと受動性、唯一性の極

すでになされたかもしれない付近。夜、が私を言ったらしい地点とはどのような陳述

となるはずのものだろうか。自己が自己を取り戻すことのあり得ない奇妙な時間の中

で、私は純粋な受動性として世界を外と内とに分けるものとなるはずではないだろう

か。しかもそのものは世界に属していない。レヴイナスならば、「私Jという人称に

おいて、 I~ 己が非自己でもありつつ、現象の欠損としての顔に向けて語る場所である

というかもしれない。この狂気は一種の沈黙でもあるが、言語でもある O このような

パラドックスを顔との関係で要約しているのはデワダである O 言語から空間的な対概

念を消滅させることはできない。なぜならば

「内一外」、「昼一夜」などの構造から発現する意味作用は、たんに放逐され

た語に住みついているだけでなく、それ自体であれその代わりになるもので

あれ、概念性そのものの中心に住みついているからである O このことは、そ

の意味作用が空間の中にどっぷりと浸かっていることを物語るものではな

い。(中 111各)この構造は、空間の中にも外にもない了解されている根源、記

入されている源泉から現れ出る。眼差しのあの原典 (text) はまた、パロール

のこうした原典でもある O それゆえこの原典を「顔Jと呼べるのである O 34 

空間的な内外構造であり、眼差しとパロールの書き込まれた統ーとしての言語は、

顔である O だからデリダは、『全体性と無限Jが言語から光を奪おうとしても無駄で

あるとしたのである O とすれば、言語の光の中心に階閣を発見しなければならない。

それは意味作用そのものの限界と似たものとなるはずである O おそらくそのような次

元においても言語をよくするのは、哲学ではなく文学である O そこで最後に f名付け

得ぬものjにその暗隠を覗いてみよう O

おそらく次の一節がその限界にもっとも近づいた受動性を正確に言い表している O

語り手は、自分の口も頭も耳も感じない。身体的感受性は遮断されている O 従って具

象的な空向からは遊離した身体を持っていることになる O この身体は振動する鼓膜の

ような身体である。
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私が誰なのか彼らは言うだろう、私にはわからないだろうがとにかくそれは

言われるだろう、在、は誰なのか彼らが言ったことになるだろう、そして私は

それを開くだろう、耳がないのにそれを開いたことになるだろう、そして私

はそれを言うだろう、口がないのに私はそれを言ったことになるだろう、私

はそれを自分の外で聞き、ついですぐ岳分の内側で開くだろう、在、が感じて

いいるのはひょっとしたらそれなのかもしれない、つまり外側と内側があり、

私がその真ん中にいるということ、私はひょっとしたらそういうものなのか

もしれない、つまり世界を二つに分けるもの、一方に外側、一方に内側とい

うふうに分けるもの、それはカミソリの刃のように薄いのかもしれない、私

はその一方にも他方にもおらず、真ん中にいる、私はしきり壁だ、私は二つ

の顔を持っていて、厚みがない、私が感じているのはそのことなのかもしれ

ない、私は白う子がふるえるのを感じる、私は鼓膜なのだ、一方は頭蓋骨、他

方は世界、私はそのどちら舗にもいない。 35

この有名な一節を、我々はアイオーンというドゥルーズの時間概念を中心に考察し

たことがある O そのときの分析においては、私の非在性、分裂病的な微分されたII寺l詩

意識が強調されていた。

以上の強調点は聞くという受動性の様々な側面であった。今回我々が強調するべき

なのは、「私Jの唯一性の源泉としての受動性の極である o r私Jそのものは空間の

内と外の構造には属していないが、「開く Jという奇妙な受動性において空間を可能

にしているものである O この空間の源泉は、その都度実在化される空間の様相がいか

に虚構的であろうと、身体的感受性の鈍磨がいかに過酷であろうと、それらの源泉で

あり続けるだろう O その意味で「私」は唯一であらざるを得ないのである O

「私」は、単に声によって触発される受動性とその効果である実体化・実詞化を待

つ得体の知れない存在なのではない。事態は全く逆で、「私」は受動性の極に位費し

ており、指示された場所には決して存在しない唯一性なのである O 言い換えれば、f私j

は常に「他Jに占められているにもかかわらず、主体の唯一性として痕跡を残すので

ある O

結論に代えて

このようにして、 f名付け得ぬものjの「私」を、受動性の極、唯一性、空間を可

能にするものとして見ると、レヴィナスの「語ること」に極めて近いことが分かる o r語
ることjはたちまち「語られたこと」と呼ばれる惰性的言語に失墜してしまう O こ

の失墜から見ると、「私Jの「語ることJは常に過去に言われたこととなってしまう O
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「語ることJそのものが言語の中で端的に顕現することはあり得ないo r語ることjは、

言語以前の記憶不可能な呼びかけのようなものだからである O

以上のように、「なにJという存在論の言語の向いから出発した f名付け得ぬものj

は、レヴィナス的に言えば、「私jの受動性と「語ること」の次元に近づいた。その

ために言語は徹底した混乱に導かれたのである O しかし、 f純粋などのようにJ(le 

comment pur) に至るには、別様に「語られる」言語の様式が要請される o r名付け

得ぬものjに続く長編、 f苦手の次第j(Comment c'est) を分析しなければならない。

語ることと主体、イマージ、ユの言語と現象の欠損が問題の中心となるだろう O
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