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人間 ･環境学,第 18巻,51-64貢,2009年

自己･統治 ･現代性

一一 フーコーの鏡が反射するもの

武 田 苗 也

京都大学大学院 人間 ･環境学研究科 共生人間学専攻

〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町

要旨 本稿は,鏡という形象について, それが ミシェル ･フーコー (1926-1984)の思想のなかで

持っ意味を明らかにしたものである.彼は,その生涯に著 した数々の論考において,ことあるごと

にこのモチーフに言及 している.さらにそれらは,単なる周縁的な言及というよりも,より彼の思

想の本質にかかわる形でなされているように思われる. したがって本稿では,フーコーの諸言説の

中で鏡が見せる多様な形象をっぶさに見ていくことによってその本質にせまろうとした.ところで,

一方で鏡は,西洋の歴史の中で古 くからさまざまな意味を付与されてきた,それ自体多義的な存在

である. したがって考察のなかでは,こうした鏡自体のもつ多義性とそれがうつしだす彼の思想の

多義性とに同時に光を当てることにより,その歴史のなかに ｢フーコーの鏡｣を位置づけることを

試みた.以上のような試みを通 じてわれわれは最終的に,この形象が彼の統治および現代性をめぐ

る考察と内在的な連関を持っものであることを明らかにした.

1.は じ め に

鏡,このわれわれが日常的に接する器具は,早

に光を反射する道具という以上の意味を持っもの

である.鏡は古代から現代に至るまで,西洋にお

いてさまざまな形で人々の関心をひきっけてきた.

概略的に見てみるだけでも,まずそれは,古より

自然認識の手段とされ真理と結び付けられてきた.

またそうした真理の反射という寓意は,精神の注

意深い作用の寓意ともなっていく.一方で鏡の科

学は,天体に関するさまざまな問題に答えること

ができるという特徴から,占星術に役立っとも考

えられた.さらに鏡は,自然のみならず神のしる

しをも映 し出すと考えられ,神的な意味も付与さ

れてきた.またこうした ｢正確さ｣という特徴の
デフオルマシオン

一方でそれは,その 歪 曲 の機能によってまや

か しと関連づけられたり,変身のメタファーと

なったりもしてきた.あるいは現代においては,

たとえば精神分析において鏡は同一化の契機を担

うものとされる.鏡像段階においてひとは,ばら

ばらに寸断された身体像から,整形外科的ともい

51

えるような作用によって同一性へと移行すること

になる.いわゆる想像界への参入である.そして

いうまでもなく,以上のような鏡に付与された多

様な性格は,それを絵画における主要なモチーフ

たらしめてもきた.最後に,象徴的な面における

これら多義的な意味に加えてそれは,その集光の

機能によって,古代から技術的な面からの注目も

受けてきたということも付け加えておきたい1).

以上のような多面性から,鏡の意味については

歴史的に多 くの論者によって言及がなされてきた.

そ して本稿で論 じることになるミシェル ･フー

コーもまた,この鏡という魅惑的なモチーフに惹

きっけられた者の一人であった.実際彼は,その

生涯に著 した数々の論考において,ことあるごと

にこのモチーフに言及 している.さらにそれらは,

単なる周縁的な言及というよりも,より彼の思想

の本質にかかわる形でなされているように思われ

る2). 本稿の目的はしたがって, こうした言及の

持っ意味について以下において考察 していくこと

である.われわれはこの作業を進めていくにあ

たって,まず彼の ｢幻の著作｣に,すなわち ｢挫折
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した試み｣ として知 られるその ｢マネ論｣(1967

年,1970年,1971年 に か けて ミラ ノ,東 京,

フィレンツェ,チュニスといった各地でなされた

講演)にふれることから始めたい.というのも彼

がその講演のなかで,マネの諸作品を分析 してき

た後,最後にたどりつくのが,あの 《フォリー ･

ベルジェ-ルのバー》 (図 1) であり, そのバー

メイ ドの背後に鎮座する大鏡だからである.ここ

でのフーコーの分析は明確なものである.この絵

において鏡は鑑賞者の注意を外の空間へとひきっ

ける作用を担っており,そこでは中央の女性と鏡

の存在によって,鑑賞者が置かれる,安定 してい

てかっ明確であるような,あらゆる場所が排除さ

れている.フーコーはここで,マネの先駆性を,

｢カンバスの物質性｣,｢照明｣, ｢観客の位置｣ と

いう3つの観点から考察 している.すなわちこの

作品においてマネは,鑑賞者にひとっの点を割り

当てることをやめ,すなわち古典的な絵画のよう

に,遠近法や消失点などのシステムによって,鑑

賞者や画家に,明確で,固定的で,不動の場所を

割 り当てることをやめ,それにかえて ｢鑑賞者が

タブローの前を動き回ること,現実の光が正面か

らタブローに打ちっけること,垂直線と水平線が

絶えず二重化されること,奥行きが解消されるこ

と｣3) といったカンバスの物質性を強 く打ち出し

ているというのだ.

周知のとおりフーコーは, 『言葉と物』 におい

てベラスケスの 《侍女たち》を分析 した際,この

絵に ｢古典主義時代の表象空間｣の表象とでもい

うべきものを見ていたのであった.それに対 して

本講演においてマネを分析することによって彼が

示そうとしているのは,｢われわれと同時代のも
モダン

のである表象空間｣すなわち ｢現代の表象空間｣

の表象である (マネに対するベラスケスの影響に

ついてはよく知 られており,その意味でもこの対

応関係は興味深い).ところが一般にこの試みう

まくいかなかったものと考えられている.

なるほど確かに,フーコーはここで,マネの絵

画の同時代的な革新性を,その物質性や,抽象絵

画の先駆としての姿に見出してはいる.とはいえ,

講演の最後に彼自身が述べているように,彼はそ

れを,最終的にはまったくのタブロー-オブジェ

のようなものとは考えず,せいぜい表象的な絵画

とオブジェとしてのタブローの中間,いわばその

移行期に位置するものと結論 している.つまりこ

の分析はまだ,絵の外部にある ｢不可視な点｣に

よって支えられる古典的な表象空間を,さらには

そこで要請される主体を前提としたものなのであ

る.それでは,こうした表象空間および主体と対

応するマネの鏡にはどのような地位が与えられる

ことになるだろうか.それはおそらく,先に述べ

た鏡像段階理論におけるそれにも比すことができ

るような,すなわち主体に想像的な同一性を付与

する存在としての身分であろう.以上のような古

典的な主体概念を前提とした議論は,『言葉と物』

において ｢主体の消滅｣を唱えた彼の論理と相容

れないものであり, したがってこの講演をもとに

した 『黒と表面』というマネ論が,出版を予定さ

れながらも,結局実現に至 らなかったのは,こう

した鏡,およびそれを前にした主体概念の限界に,

彼自身が自覚的であったからだと一般には考えら

れている.こうした推測は一見 もっともであるよ

うに思われる一方,そこにいくつかの疑問が残る

ことも事実である.それはまず,マネの絵画にお

いて鏡のイメージは,果たしてこうした主体の同

一性を担保する存在としての意味しか担わされて

いないのだろうかという問いであり,さらには

フーコーのマネ論に対 してなされる批判は,彼の

思想そのもののなかで鏡のイメージが持っ意味に

対 しても妥当なものであろうかという問いである.

これらの問いは,とりもなおさず本稿の中心問題

へとっながっていくことになるだろう.以下では

こうした問題意識を念頭に,まずフーコーの思想

自体のなかから,われわれが鏡モデルと関係があ

ると考えるトピックについて確認 した後で,それ

らが実際に鏡というイメージとどのように関わっ

ているのかについて具体的に論 じていくこととし

たい.議論の見通 しについて予告的に示 しておけ

ば,それはまず,彼の ｢統治｣についての理解と

結びっ くことになるだろう.そこで想定される,

流動的な権力関係を基盤にした自他の可逆的なあ

り方は,鏡モデルによって体現されるものとなる.
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2.｢全体的なもの｣の統治

以上のような問いを考察するに当たってわれわ

れは,意外とも思われるようなテーマについて検

討することからはじめたい.それは,フーコーの

｢統治 (gouvernement)｣にかんする理論である.

フーコーは主に70年代の後半から,ひろく統治

および統治性 (gouvernementalite)という問題系

に取 り組んでいた.その探究は,共同体にまっわ

る問題すなわち ｢全体的なもの｣から,個人にま

つわる問題すなわち ｢個的なもの｣まで,さまざ

まな位相をはらみながら,晩年にいたるまで続い

ていくことになる.一見これらの議論と鏡への参

照の問には何の関係 もないように思われる. しか

し,われわれの考えによれば,そこにはす ぐれて

内在的な結びっさが存在 している.それを明らか

にするために,以下においてはまずその統治論を

確認 していくこととしたい.

フーコーの統治論がはじめて詳細に論 じられた

のはおそらく, 1977年から1978年にかけての講

義 『安全 ･領土 ･人口』 および 1978年から1979

年にかけての講義 『生政治の誕生』においてであ

ろう.先述 したとおり,彼の議論には個的な問題

と全体的な問題が混在 しているのだが,ここでは

まずその ｢全体的なもの｣についての分析から見

ていきたい.彼は 『生政治の誕生』のなかで,国

家について次のように述べている.

国家とは,ひとっのあるいは複数の永続的な

国家化 (etatisation)の,絶え間ない妥協の,

効果であり,輪郭であり,可動的な切り込み

以外のものではないのです 〔--〕.国家は

内臓 /内奥 (entrailles)を持ちません.善悪

の感情がない からというだけでなく,内部が

ないという意味においてもそうなのです.国

家とは,多様な統治性の可動的な効果以外の

ものではないのです4).

ゆえにフーコーは, ｢問題は, 国家からその秘密

を引き出すことではなく,外部へと移動 し,統治

性の問題から出発 して国家の問題に問い かけるこ
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と, 国家の問題の調査を行うことなのです｣5) と

述べる.こうした国家観については,その前年度

の講義である 『安全 ･領土 ･人口』においてもす

でに提示されていた.彼はそこで,18世紀にあら

われた ｢エコノミー的理性 (raisoneconomique)｣

とでもいうべきものが,国家の合理性に新たな形

を与えたということに注意を促 していた.フー

コーはそれを,17世紀的な国家理性にかわる,

もっと言えば,それまでの司牧モデルによって説

明されるようない かなる統治性とも異なる新たな

統治性であるという6). ｢ェコノ ミ-｣という言

葉には, ｢経済｣ という一般的な意味のほかに,

おそらくその ｢オイコノミア (oiFCOLJOPla)｣とい

う語源に,すなわち ｢家政のマネージメント｣と

いう語源に由来すると思われる ｢(組織 ･構造の)

有機的統一｣や ｢(自然界の)秩序｣ といった意

味がある. したがってこのエコノミー的な統治性

は,17世紀のポリス国家に見 られる ｢人工性｣

という特徴 とは反対に,人間の諸関係に特有の

｢自然性｣とでもいうべき特徴を持っことになる.

こうした ｢自然性｣を もった社会 は ｢市民社

会｣と呼ばれる.いまや国家が責任を引き受けな

ければならないのは,17世紀的な ｢君主の意志

に際限なく従い,その要求に従順な臣民の群れ｣

ではなく,この市民社会である.すなわち国家は,

市民社会の管理 /経営 (gestion)を保証 しなけれ

ばならなくなったのだ7). 内在的な自然性を持 っ

た ｢人口｣からなる市民社会は,変化や移動に関

する固有の法を持っており,自然のプロセスと同

様の働き方をする.そして人口を構成する諸個人

のあいだには,相互作用,循環的な効果,拡散効

果というような,｢自然発生的な紐帯｣が生 じる.
ポリス

かくして人口は,君主や内政の介入に従順だった

臣下たちよりも,はるかに厚 くて,自然な実在と

して現れるようになる.国家はもはや,服従させ

られ,統制の支配下にある大量の個人ではなく,

この自然性を引き受けるようになる.つまり臣下

の集団としての人口が,自然現象の総体としての

人口にとって代わられたというわけである8).

こうした国家の変化に伴って ｢自由｣という概

念の地位 も変化する.自由とは,以前のように,

統治性と単に対立するだけのものではなく,統治
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性自体にとって不可欠な要素となるのである.い

まや,自由が尊重される条件のもとでしか,統治

は実行されえない.すなわちそれは統治にとって

の前提条件へと変化 したのである9).

かくして 17世紀の内政国家は,｢エコノミー的

実践｣,｢人 口の管理 /経営｣,｢自由の権利 と尊

重｣といった諸要素へと分解することとなった.

すなわちェコノミ-,社会,自由が,新たな統治

性,さらに言えば現在にまで至る統治性の基本的

な構成要素となったということであり,本講義の

タイ トル ｢安全,領土,人口｣はこうした事態を

あらわしたものである10).

フーコーはこれら新たな統治性の構成要素を,

｢反-教導 (contre-conduite)｣ という名で総称 し

ている.それらは,人々を導 く司牧モデルの国家

理性, すなわち ｢教導 (conduite)｣ に対置され

るものであり,本講義では最後に,その3つの主

な形態として,市民社会,人口,国民があげられ

ている.フーコーによればこれらはいずれも,そ

れに先立っ ｢教導｣的なものと同時代的に,相関

的に発展 してきたものであるという11).

3.｢個的なもの｣の統治

以上がフーコーによれば,現在にまでつながる

国家の原理であり,ひいてはその統治性である.

さて,こうした共同体についての分析,すなわち

先の区分で言えば ｢全体的なもの｣の水準に当た

る分析はまた, 彼の思想の中で, ｢個的なもの｣

の分析とも外延を共にするものとなっていく.す

なわち先の分析で示 された ｢教導｣と ｢反 -教

導｣とのカップリングが,よりミクロなレベルに

も見出されるようになっていくのである.

彼によればこうしたカップリングは,その起源

を古代ギリシアに求めることができるものであり,

それはたとえば, 1982年から1983年にかけての

講義 『自己および他者の統治』のなかでは,エウ

リピデスの悲劇 『イオン』の分析を通 じて示され

ている.イオンが自らの言説によって合理的に都

市を導 く権利を得 るためは,｢ア レチュル ジー

(alethurgie)｣が,つまり真理を明 らかにする一

連の手続き,方法が必要であるが,ここでは,不

正に苦 しむ非力な犠牲者の言説が,こうしたアレ

チュルジーとして機能することになる.彼は権力

者に立ち向かい,真理の言説で語る.イオンが都

市を導 くためにもっとも必要な力は,この真理の

言説である. もっとも強い 者が合理的な統治を行

うには, もっとも弱い 者が真理の言説でもって彼

に語 り,挑むことが必要だということである12).

このような人間の統治を可能にする合理的な言

説と,強者の不正を非難する弱者の言説とのカッ

プリングは,これ以降のあらゆる政治的言説の母

型を構成するものである.実際その後帝政期にな

るとますます,強者の不正について述べる弱者の

言説が,その強者が人間理性の言説にしたがって

人々を統治するために不可欠な条件 となって く

る13).

さて,こうした個体 レベルでの力の作用と反作

用の効果は,次のインタビューに見 られるような,

彼の権力 (pouvoir)理解 と相互に響 きあうもの

でもある.

次の2つを区別 しなければならないと思いま

す.第一に,諸自由の間の戦略的ゲームとし

ての権力の諸関係 - これは一方が他方の

振る舞いを決定 しようとし,他方は相手に振

る舞いを決定されないようにしたり,反対に

相手の振る舞いを決定 し返そうとすることに

よって応答するような戦略的なゲームのこと

です.そして他方には支配状態があります.

これが普通に権力と呼ばれているものです.

そしてこの2つの問,権力のゲームと支配状

態の間に,統治 (gouvernement)のテクノロ

ジーがあります. 〔--〕 こうした技術の分

析が必要なのは,まさにこの種の技術によっ

てこそ,支配状態が成立 したり維持されたり

することが非常に多い からです.私の権力の

分析にはこれらの3つの水準があります.っ

まり戦略的な諸関係,統治の諸技術,支配状

態の3つです14).

すなわちフーコーは,権力関係という言葉によっ

て,単なる支配状態ということとは異なったもの

を想定 している.フーコーはまずそれらの基底に,
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｢戦略的諸関係｣という流動的な場を想定 してお

り,ある個人なり社会集団なりが,そうした権力

関係の場をせき止め,動けないように固定 し,運

動の可逆性をすべて停止させてしまうのに成功す

ると,いわゆる支配状態が展開することになると

いう.そのような状態においては,自由の実践は

存在 しなかったり,一方的にしか存在 しなかった

り,ごくごく限られたものとなってしまう.そし

て以上のすべてを左右する鍵が ｢統治｣であると

い う15).

フーコーがここで,とりわけ強調するのが,権

力の諸関係の可動性,可逆佳,そして不安定性と

いったものである.それはつねに変わりうるもの

であり,一度に決定的に与えられてしまうような

ものではない.さらに,権力の諸関係が存在する

のは,あくまで主体が自由であるかぎりにおいて

である.彼は ｢社会的な領野全体をっらぬいて権

力の諸関係があるのは,いたるところに自由があ

るからである｣16) とさえ述べる.彼はここに,主

体における,ある種の創造性の契機とでもいった

ものを見て取っている.

以上のようにフーコーは,その国家分析から引

き出した統治理論を,ひろく主体一般の問題へと

敷街することになる. 彼は, ｢統治性は自己の自

己への関係を合意する｣17) と明言 している.すな

わち,この統治性という概念によって彼は,ひと

が戦略を構成 し,規定 し,組織 し,道具とするた

めの実践の総体を名指 しているのである.この戦

略は,自由な諸個人のあいだで相互に作用 しうる

ものである.そして,そうした自由な諸個人こそ

が,あるときには他者の自由をコントロールし,

決定 し,限定 しもするのである.それらは根本的

なところで自己の自己への関係やそれを通 じた他

者への関係に基づいており,フーコーが自由とい

うのは,こうした関係の総体を指 している.逆に

言えば彼は,この ｢主体の自由や他者との関係｣,

すなわち彼が ｢倫理の主題｣と呼ぶようなものに

ついて新たな観点から考察するために,統治性と

いう概念を導入 したということもできるだろう.

この観点からすれば,フーコーが晩年に探求する

にいたった ｢自己への配慮｣も,これまで述べて

きたような統治の-技術と考えることができる.
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そこで実践されるアスケ-シス (&'aJC77αSL),つま

り ｢自己の自己への働きかけ｣をある種の ｢反-

教導｣と捉えれば,それは身体的なレベルで,権

力の作動する平面を可逆性と変動性に富んだもの

にするようなものであるといえる.ここには,先

に述べたようなフーコーの政治理解から引き出さ

れた,抵抗の可能性が示唆されている18).

4.統治の主体と鏡

さてここで指摘 しておきたいのは,以上のよう

な彼の統治論は鏡のイメージと意外な結びっさを

見せるものだということである.たとえばフー

コーは, 1981年から1982年にかけての講義 『主

体の解釈学』のなかでプラトンの 『アルキビアデ

ス』の註解を通 じて先に述べた ｢自己への配慮｣

の主題について詳細に論 じているが,この 『アル

キビアデス』のなかには,人間の瞳を鏡にたとえ

る場面が出てくる.それは,｢何に目を注いだら,

それを見ると同時にまたわれわれ自身をも見るこ

とができるか｣19) というソクラテスからの問い か

けに ｢それは鏡である｣と答えたアルキビアデス

がさらに,われわれの目のなかにもこうした機能

があるということをソクラテスから示唆される場

面である. そこでアルキビアデスは, ｢他者の目

を見っめる人の顔が,ちょうど鏡を見っめるのと

同じように,その他者の瞳のなかに反映する｣20)

ことがあるという事実に思い至る.こうした描写

は,先に述べたような自他の可逆的な関係という

イメージと重なるものであり,そこからフーコー

が,晩年のテーマの着想を得ているということは

容易に予想される.

また同様の表現は,1967年に行われたある講

演においても見られる21). そこでフーコーは鏡に

ついて次のような意味のことを述べている.｢鏡

においてひとは,実際にはみずからのいない場所,

すなわち非現実の空間のなかにみずからを見る.

しかし同時に彼は,その非現実の空間からこちら

に向けられたまなざしによって,自らのほうに再

び目を向けることになり,自らを現実の空間に再

生 し始めるのである｣.このようにフーコーに

よって,現実と非現実とに分離されたふたっの自
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己のあいだで交わされる,視線の無限の往還運動

として描かれる ｢鏡｣という経験は,自己のなか

に自己とは異なる存在を見出す経験,すなわち自

己のなかで他者と出会うような経験と重ね合わせ

ることができるだろう22). ちなみに美術史家のミ

シェル ･テヴォ-は鏡像について,その ｢インデ

クックス的イコン｣とでもいうべき性格を,すな

わちそれが ｢一人称と三人称の間で引き裂かれた

存在｣23)であることを指摘 している.実際,つね

に主体と客体との中間状態にある鏡像としての自

己という発想は,フーコーがその統治論のなかで

語っていた主体像と重なるものであろう.

このようにフーコーの思想と鏡とは思わぬとこ

ろでそのつながり見せるものであり,またそれは

折に触れなされてきたその鏡への言及が収赦 して

いくひとっの点を指 し示 しているようにも思われ

る.このつながりをより明確化するために,ここ

でもう少 し冒頭の問いにこだわってみたい.それ

はつまり,フーコーがそこで単なる鏡,いわば鏡ヽ ヽヽヽ
一般ではなく,マネと鏡に,あるいはマネにおけヽ
る鏡に注目していることの意味にこだわってみた

いということである.そして,もしそこに必然性

とでもいうべきものがあるとすれば (われわれは

そのように考えているが),それは彼の思想のな

かでどのように位置づけることができるだろうか.

これが,以下においてわれわれが探究 しようとす

る問いである.言い換えればそれは,マネと鏡と

いうテーマの重なり合いに後期フーコーの思想の

本質を見出すことであり,その符合に凝集された

意味を示すことである.そこに示される必然性は,

もちろん自明のものであるとはいえないが,とは

いえこのような問いを立てること自体は,それほ

ど牽強付会であるとも思われない.というのもマ

ネの鏡というテーマへの執着は,彼自身の発言に

その徴をはっきりと認めることができるものだか

らである.マネについての最後の講演から4年後

の 1975年に発表 した ｢フォトジェニックな絵画｣

という論考の結論部で,フーコーは次のように述

べていたのだった.

ヴェルサイユの方では,シャンデリア,光,

輝き,変装,反射,鏡.フォルムが権力の豪

奮さのなかで儀式化されていたに違いないこ

の優雅な場所では,すべてが豪華さの輝きそ

のものによって解体され,イマージュは色彩

の飛糊を解き放っ.王宮の花火とヘンデルと

が雨と降ってくる.フォリー ･ベルジェ-ル

のバーだ,マネの鏡の輝きだ24).

5.マネの鏡- 主体の可塑性

さて,先に提起 した問いに関連 してここで参照

しておきたいのが,ヴィク トル ･Ⅰ･ス トイキ

ツァの示唆に富むマネ論である.というのもそれ

は,フーコーのマネ論,ひいてはそこにおける問

題意識と相通 じるところが多いように思われるか

らである.ス トイキツァは,ボー ドレールのヽヽ
｢(自我)の蒸発と集中について.すべてがそこに

ある｣25) というアフォリズムから着想されたとい

うある講演のなかで,マネとドガについて対比的

に論 じている.そこで彼 は,マネの 《自画像》

(図2) を分析 して, それはおよそ ｢自画像｣ と

呼ばれるものが普通そうであるようなたんなる

｢自己｣の表象ではなく,むしろ ｢鏡｣の表象と

なっていると述べている26). っまりこの絵におい

てマネは,自らの姿を客観的なものとして示すと

いうよりも,あくまで鏡像としての自己を,さら

にひいてはその自画像を描 く際に使用 している鏡

の存在そのものを示そうとしているというのであ

る.まずその鏡像としての自己の強調というのは,

マネが左手に絵筆を持 った姿で描かれているこ

とから理解される. またこの左手は ｢未完 (non

finito)｣の状態をとどめており,その渦巻状の不

定形を保った左手部分は制作という運動状態にあ

るマネの手を表現 しているようにも見える.つま

りそれは,画家の ｢絵画行為｣という出来事の現

前性 ･現在性を強調 しているのである27). さらに

画中の彼は,絵の前に立っ者にするどいまなざし

を向けており,そのまなざしは観者を第三者的な

｢客観的な観察者｣の地位にとどめてはおかない.

それは観者を,絵の中のマネとの一対一の関係へ

と引き込む力を持っている.ス トイキツァによれ

ば,こうしたさまざまな効果によりこの 《自画像》

は,作者たるマネの姿の表象というよりもむしろ,
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この自画像全体を可能にしている鏡という機能そ

のものを表すことになっているのだという.

ところで一方でマネは,自画像以外の作品でも,

自らの姿をその表象のなかへと投影することが

あった. たとえばその 《魚取り》 (図 3) におい

てマネは,ルーベンスに扮 して画中に登場 してい

る.これはある種の ｢美術史への自己投影｣とい

う意味 も持っことになるだろう.あるいはその

《チュイルリー公園の音楽会》 (図4) において彼

は,画面の左端に自分自身を描きこんでいる (図

5).ス トイキツァはここで,マネが自らをタブ

ローの境界線に描きこんだことの意味に注目して

いる.彼によればマネはそこで,作品の内と外の

境界に位置 していることになり,それは彼が芸術

家として有する ｢周縁性｣という性質の表明とな

るというのである.また,画面の右端には彼の署

名が記されているが,それは通常の署名のように

画面の表面に記されるのではなく,イメージ自体

の中に入り込み,それと一体化するような形で書

き込まれている (図 6).こうした所作はまた,

作品に対する作者の外在性を減 じさせ,その身分

を唆味なものとするのに役立っだろう.さらにこ

の絵は,そのタイ トルに反 して,コンサー トの光

景自体を描いた絵ではなく,コンサー トの開始を

待っ聴衆を,マネが舞台上の視点という傭轍で描

いたものである.聴衆は舞台上,すなわち作者た

るマネのほうに目をやっており,それによって絵

画の制作者の存在が強調されている.またイメー

ジのなかから発されるまなざしは,観者を作品へ

と巻き込み,作品を観者とイメージ内の存在との

コミュニケーション的な流動の-契機へと還元す

ることになる28). もっぱらイメージ外的な観察者

に徹 し,自らの存在を周到に作品内から排除した

ドガと異なり,マネには自らの気配をイメージの

なかに忍ばせた作品が多 く見 られる. しかし本作

品においてマネは,単に絵画制作者たる自らの存

在を観者に喚起するだけでなく,積極的にこのイ

メージの登場人物ともなっている.つまりここで

彼は,自らをよりアクティヴに ｢見ると同時に見

られる存在｣にしているのである.画中でマネが

占めている場,その周縁性は,こうしたマネの両

義的な立ち位置,その二重性を示すものだといえ
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よう.ス トイキツァは,以上のようなマネの描 く

さまざまな絵画に認められる ｢作者 /観者を見る

と同時に見られる存在にする｣という性格から,

マネの絵画の本質をある種の境界性や周縁性,す

なわち ｢閥｣のなかに求めたうえで,そのボー ド
モデルニテ

レール的な (現代性)の条件という問題との,そ

こで提起される ｢閥｣の問題との共振性を指摘す

るのである.

ここでス トイキツァが指摘するマネの境界性,

特にその ｢見 ると同時に見 られる存在｣という

キーワー ドは,それを ｢主体であると同時に客体

である存在｣と言い換えれば,先にテヴォ-を参

照 しっっ述べた通り,鏡像の特質と重なり合うも

のであるだろう. したがってス トイキツァが語る

とおり,その自画像を ｢鏡自体の表象｣と考える

ことは,すなわち鏡こそがマネの画家としての本ヽ

質を象徴するイメージなのだ (鏡がマネの (自ヽ
我)の集中を意味する)と考えることは正当なの

である.そして先の問いに戻れば,フーコーがマ

ネの作品に,そしてとりわけその鏡という主題に

ひきっけられた理由もこれらの共通性から説明で

きるように思われる.すなわちフーコーもまた,

マネのなかでもとくに鏡をモチーフとした作品の

なかに,つまりマネと鏡という符号うちに彼の本

質を感 じ取っていたということである.冒頭でわ

れわれは,『言葉と物』 において ｢主体の消滅｣

を唱えた彼が,そのマネ論においては古典的な主

体概念に依拠 してしまっているように見えるとい

う矛盾についてふれたが,それについてもこうし

た観点から理解されるべきだろう.すなわちそれ

は,古典的な主体というよりも,その後期の主体

概念,すなわちある種の ｢可塑的な主体｣とでも

いうべき概念を反映したものと考えるべきだとい

うことである29).

ヽ
6.現代性- 主体の変容,ヽヽヽ

主体による変容

ところで,先の講演でマネとの共振性を指摘さ

れたボー ドレール,とりわけその現代性という問

題は,フーコー自身が晩年に大いに関心を持って

取り組んだテーマのひとっであった.フーコーは
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そこで現代性というものを ｢歴史の一時期という

よりは,む しろひとっの く態度) として｣30) 考え
アクチュアリテ

ようとしている. それは ｢現 在 性に対するかか

わり方の様式｣であり,｢考え方や感 じ方の様式,

あるいはまた実行や行動の仕方｣であり,すなわ

ちひとっの くエー トス)とでもいうべきものであ

る. この現代性の態度は,いくつかの要素か らな

るものであるが,それはまず,先に述べたような

｢自己への配慮｣に関わ るものである.それ は

｢自己自身に対 して打ち立てるべき関係のあり方｣

であり,｢自分 自身を複雑で困難な練 り上げの対

象 とみなすこと｣である.すなわち ｢現代的な人

間とは,自分自身を自ら創出する人間のことなの

だ｣31).

しか し一方でフーコーは,この現代性の態度は

世界を変貌させる作用にかかわるものでもあると

述べている.すなわちそれ は ｢(現実的な もの

(lereel)) の真理 と, (自由) の行使 との間の困

難なせめぎあいに属するもの｣32) であって,たと

えば ｢｢自然な｣事物はそこにおいて ｢自然以上｣

になり, ｢美 しい｣事物は ｢美 しい以上｣ のもの

になる｣という.彼はまた次のようにも述べてい

る.｢現代性の態度にとっては,(現在)のもっ高

い価値は,その (現在)を,そうであるのとは違

うように想像する熱情,〔--〕(現在)がそうあ

る在 り方 の うちに,(現在)を捕捉す ることに

よって, (現在) を変形 しようとする熱情と切 り

離 しえないのだ｣.それは ｢現実的なものを変容

させ るために現実的な ものと取 り結ぶ 自由の戯

れ｣33) なのである.

現代性の態度のうち第一のもの,すなわち ｢自

己への配慮｣の文脈においては鏡 というものが,

主体を変容させる装置としてはたらいていたとす

れば, この第二の もの,すなわち (現実的な も

の)と自由の実践との関係 という文脈においては,

今度は主体がみずか ら鏡 となり,現実的なものを

変容させるような構図を見て取ることができるだ

ろう.つまりその鏡に (現実的なもの)は,自ら

以上のものとして反映することになり,そうして

自らを変容させることになるというわけである.

そこで起 こっているのは,いわば主体という鏡に
デフオルマシオン

よる (現実的なもの)の 歪 曲 の作用である.

デフオルマシオン
こうした 歪 曲 の作用 は,『言葉 と物』のな

かで記述された,ルネサンスにおける類似の照応

関係 とも相通ずるものであろう.実際フーコーは

そこで, この ｢類似のロンド｣34)の比晴として鏡

のイメージを用いていたのであった.すなわち,

類似によって鏡のように ｢世界に分散 した物はた

がいに答えあい,人間の顔は遠 くか ら空と競いあ

い, 〔--〕 その2つの眼は, その限 られた明る

さのうちに,太陽と月とが天空に広げる大いなる

光明を反映することになる｣35) というわけである.

そこではさまざまな事物が類似関係によって応え

合い,つながっていくことになる.そしてそれは,

異なった事物同士をっなぎあわせることによって

それ ら諸事物の変形 という結果をももたらすこと

になるだろう36). こうした鏡理解は,すでにそれ

以前 の論考 において も見 出 され る.た とえば

1963年発表の ｢隔たり ･アスペク ト･起源｣に

おいて鏡は, ｢物に, その外にある移植された空

間を与え,自己同一性を増殖 し,何 ものも解 くこ

とのできない触知 しえぬ 1つの場において差異を

混 じり合わせる｣37) ようなものであると述べ られ

ている. ここで物は,鏡によってその自己同一性

を拡散させることになり,自ら以上のものへと変

化することになるのだ.

全体的にこれらの諸論において鏡は,無限の反

射によりある過剰性を招来するようなものとして

描写されている.過剰であること,それは安定へ

と至ることなく,常にある ｢侵犯｣の作用を持続

するということでもある.実際フーコーはその文

学論において,言語活動をしばしば鏡の乱反射に

たとえることによって文学における侵犯の働きを

説明 している. すなわち言語は, ｢自らのうちに

自らのイマージュを,際限ない鏡の戯れのように

生み出すことにより｣38) ある侵犯を行 うというの

である.言語はそれを,自らの過剰性によって行

うのであり,文学がはじまるのはこうした ｢鏡の

無限の連鎖が戯れる,漢とした, しか し支配的な

形象が生み出されたまさにその時｣39) なのである.

たとえば彼はレ-モン･ルーセルについて次のよ

うに語 っている.

その死の瞬間にルーセルが,なんとも定義 し
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ようのない解明と警戒の仕種によって自分のヽヽヽヽヽヽ
作品に対 して差 し出し,それと向かい合わせヽ
に置いた鏡は,ある奇妙な魔術を備えている.

それは中心的な形象を,線と線とが錯綜する

最奥へと押 しやり,啓示がそこからなされる

場所と啓示がなされる瞬間とを最も遠 くまで

後退させるのであるが,最高度の近視の作用

によって,一番遠 くにあるものを啓示の言葉

が発せられる瞬間に近づけもする.啓示は自

分自身に近づけば近づくほど,秘密としての

厚みを増すのである40).

ルーセルは生涯にわたって言語表現の二重性を自

らの手法として練り上げた人物であった.そして

ここに述べられているとおり,それらの手法は,

それが発展するにつれてもはやそこに何らかの手

法があるということすら気づかれないようになっ

ていく.そこでは手法によって語 られる形象の

数々が同時に手法のイマージュとなり,その手法

自体を反復するようになるのである.ここで鏡は,

境界にあってある過剰性を与えるという性格から,

そうした際限のない二重性が支配する空間を作り

出すことになる.

7.統治のテクネ-と現代性

ところで,フーコーによれば統治の問題におい

て鍵となるのは ｢テクネ-｣という操作子であっ

た.というのも,先に述べたような力の可動的な

諸関係,その流れを導 くものこそがテクネ-であ

り,そうしたテクネ-を通 して主体化の作用も実

現するからである.その意味で,先に述べた ｢自

己への配慮｣,そしてそのアスケ-シスはひとっ

のテクネ-なのである.フーコーが言及するその

他のテクネ-としては,たとえば晩年の講義にお

いて扱われる ｢バ レーシア (7taPP77ala)｣の実践

があげられる.バレーシアとは通常 ｢真理を語る

こと (veridiction)｣として定義 される,言説を

介 して魂を導 くための哲学的言説である.

さてここで注目したいのは,フーコーがこうし

た統治にかかわるさまざまなテクネ-との関連で

しばしば ｢カイロス (KacpdsL)｣の重要性に言及
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しているということである. カイロスとは, ｢好

機｣などと訳されることもある,ある臨界的な瞬

間を示す時間概念である.たとえば彼はある講義

の中でバ レーシアについて次のように述べている.

技術を実際に使う際には,特定の状況を考慮

にいれる必要があるのですが,これはギリシ

ア語ではカイロス,決定的な瞬間と呼ばれて

います.この決定的な瞬間,機会を指すカイ

ロスという概念は,認識論的,道徳的,技術

的な理由から,ギリシアの思想ではつねに重

要な役割を果たしてきました.ここで興味深

いのは,フイロデモスはバ レーシアを操舵術

や医学と比較 しているのですが,このことは,

バレーシアは個々の事例,特定の状況,決定

的な瞬間 (カイロス)の選択と結びっいた技

術とみなされているということです.現代的

な言葉で表現すると,操舵術,医学,バ レー

シアの実践は,どれも ｢臨床的な技術｣だと

いうことになります41).

その ｢真理を語ること｣という原義が示すように,

バレーシアとは真理とある関係を取り結ぶための

テクネ-である.あるいはフーコーはそれについ

て,｢神,神託,夢,そして神的な力が行使 しう

るあらゆる仕方で託されるもの｣42) と語ってもい

る. したがってバ レーシアがカイロスと結びっい

たものであるというのは,そうした真理との関係,

その神的といってもよいような出来事の訪れは,

通常の時間,すなわちうつろいゆく時間とは異な

る瞬間において起こるということである.

あるいはカイロスは, ｢快楽の活用｣ というテ

クネ一にも関わる.よく言われるように,フー

コーは晩年,主体を欲望というネガティヴな位

相ではなく,快楽 というポジティヴな位相にお

いて捉えようとしていた43). そうして彼は,｢い

ま必要なのは,権力関係の新 しいエコノミーで

ある｣44) と語 り,｢快楽の もうひとっのエコノ
ヽヽ
ill
ヽヽ
ill

-｣45)へと向かったのであった.先に ｢エコノ

ー｣という言葉には,経済という意味のほかに

有機的統一や秩序といった意味があることを述べ

たが,このことに留意すると,この ｢快楽のもう
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ひとっのエコノミー｣とは,快楽の,ひいては主

体の (再)配置,変容というテーマと読むことも

できるだろう.そして ｢快楽の活用｣とは,いわ

ばこの ｢快楽のもうひとっのエコノミー｣を実現

するための,すなわち快楽の統治にかかわるテク

ネ-なのである46).

フーコーは 『快楽の活用』のなかで,この ｢快

楽の活用｣というテクネ-とカイロスとの深い結

びっさについて語っていた47). さらに快楽とは,

アリス トテレスが 『ニコマコス倫理学』で,ある

いは トマス ･アクィナスが 『神学大全』で,それ

ぞれ示唆 しているようにそれ自体カイロス的なも

のといえる48). したがってここにおいても統治の

テクネ-は,ある異時において起 こる ｢出来事｣

という性質を帯びることになる.すなわちこれら

のテクネ一においては,通常の時間のなかにカイ

ロスをっかみとることが必要とされるのである.

さて,ここで先の現代性という問題へと戻ると,

フーコーは現代性の態度について,それはまた

(現在)のうちに永遠的なものをっかみ取 ること

でもあると述べている.すなわちそれは ｢永遠的

な何かを,(現在)という瞬間の彼方にではなく,

またその背後にでもなく,その瞬間そのもののう

ちにつかまえること｣49) だというのだ.そしてそ

れは,ここまで述べてきたカイロスという概念に

ついてのフーコーの言及 と照 らし合わせれば,い

わば (現在)のうちにカイロスをっかまえること

の言い換えと考えることもできるのではないだろ

うか. すなわち現代性の態度とは, (現在) のう

ちにある異時を映 し出す実践だということである.

そして,さらにここで注目したいのは,この異

時がまた,ある神的な性質を帯びたものだという

ことである.実際彼は,バ レーシアが可能になる

カイロスに関 して ｢神的な力｣を語 っていた.あ

るいは, エコノミーという言葉には, ｢可視から

不可視への移行｣というようなそれ自体神学的な

意味もある50). たとえばジュリア ･クリステヴァ

は,｢｢エコノミー｣という言葉の多義性のおかげ

で,それによって構成されるイメージのなかに,

神の神秘と,その潜在的な形象化の可能性が同時

にふ くまれるようになる｣51) と語っている. した

がって ｢快楽の活用｣による主体の ｢もうひとっ

のエコノミー｣を可能とするカイロスにも,やは

り何 らかの神的な作用がかかわって くるように思

われる.そして,この意味でこれら統治にまっわ

るテクネ-は,その現代性の態度はいわば,古代

からさまざまな文書のなかで語 られてきた鏡と同

様,神のしるLを反映するものともいえるのでは

ないだろうか.

8.お わ り に

以上のように現代性 とは ｢自己の練 り上げ｣,

｢現実的なものと自由の実践との関係｣,｢(現在)

の永遠化｣52) という3つの要素か らなるもので

あった.そしてこれまで見てきた通 り,以上の要

素からなる現代性はまた,統治における自己と,

そしてそのテクネ-と深い結びっさを見せること

になる.そこにおいて鏡は,二重性を本質とする

主体を反映するものとしてのメタファーのみなら

ず,自らが現実的なものや,場合によっては神的

なものを反映 し,その過剰化,歪曲をもたらすよ

うな主体のメタファーとしても機能 していたので

あった.

ところでフーコーは,こうしたさまざまな要素

からなる現代性の態度というものを ｢ひとっの態

度の絶えざる再活性化｣53) というような (哲学的

エー トス)の問題 として引き受 け,次のように

語っている. ｢この哲学的エー トスは, ひとっの

く限界的態度)として性格づけることができる.

〔--〕 ひとは, 外と内との二者択一を脱 して,

境界に立っべきなのだ｣54). ここにいたってわれ

われは,再びマネの境界性へと,そこに浮かび上

がってくる ｢閥｣という問題系へと送 り返される

ことになる.いうまでもなく,そこに見出される

のはマネの鏡であり,そ してその鏡にうつ った

フーコーの姿であるだろう.

注

1)cf.JurgisBaltruiaitis,Lemiroir:essaisurune

legendescientljique:r∂V∂lations,science-jictionet

fallacies,Paris,Elmayan:Seuil,1978. 〔ユルギ

ス ･バル トルシャイティス 『鏡 - 科学的伝説

についての試論,啓示 ･sF･まやかし』(谷川渥

訳),国書刊行会,1994年〕



自己 ･統治 ･現代性

2)それ らはたとえば,63年の ｢隔たり･アスペク

ト･起源｣においては文学 との関係で,66年の

『言葉と物』においてはルネサンスの表象世界の

比晴として,また67年から71年にかけての ｢マ

ネ論｣においては絵画との関係でというように,

用法はさまざまでありつつも,彼の著作に最初期

から見 られるものである.本稿ではこれらの鏡へ

の言及を,それがなされた個々のジャンル的な文

脈をこえて,むしろ彼の主体論との関係で読むこ

とを試みている.彼の思想的な転換点 となった

70年代後半以降,このモチーフは表面上 目立た

なくなっていくように見えるのだが,本稿では,

その主体論にとって鏡モデルが一貫 して本質的な

ものであったことを論 じていく.

3)MichelFoucault,LapeinturedeManet,Paris,

Seuil,2004,p.47.〔ミシェル ･フーコー 『マネの

絵画』(阿部崇訳),筑摩書房,2006年,44貢〕

4) Foucault,Naissancedelabiopolitique:coursau

collagedeFrance(1978-1979),Paris,Gallimard:

Seuil,2004,p.79.〔フーコー 『生政治の誕生 :コ

レージュ ･ド･フランス講義 1978-1979年度』

(慎改康之訳),筑摩書房,2008年,94貢〕

5)zbid.〔同上〕

6)Foucault,Securite',territoire,population:coursau

CollagedeFrance(1977-1978),Paris,Gallimard:

Seuil,2004,p.356.〔フーコー 『安全 ･領土 ･人

口 :コレージュ･ド･フランス講義 1977-1978年

度』(高桑和巳訳),筑摩書房,2007年,431貢〕

7)zbid.,pp.356-358.〔同書,431-433貢〕

8)zbid.,pp.359-360.〔同書,434-435貢〕

9)zbid.,p.361.〔同書,436貢〕

10)zbid.,p.362.〔同書,437-438貢〕

ll)zbid.,pp.362-365.〔同書,438-440貢〕

12)Foucault,Legouverunementdesoletdesautres:

coursaucollagedeFrance(1982-1983),Paris,

Gallimard:Seuil,2008,p.126.

13)zbid.,pp.126-127.

14)Foucault,<<L'ethique du soucide s°icommeE)
pratiquedelaliberte)),inDitsetEcrits,Ⅱ1976-

1988,Paris,Gallimard,2001,p.1547.〔フーコー

｢自由の実践 としての自己への配慮｣(贋瀬浩司

訳)『ミシェル ･フーコー思考集成Ⅹ』,筑摩書房,

2002年,244貢〕

15)zbid.,pp.1529-1530.〔同書,221貢〕

16)zbid.,pp.1539.〔同書,234貢〕

17)zbid.,pp.1547.〔同書,244貢〕

18)あるいは,フーコーが晩年プラトンを参照 しつつ

語るようになる ｢魂の導き (4,uxα7urZα)｣ に関

する議論っいてもこうした文脈から理解できるだ

ろう.実際プラトンは,『国家』のなかで ｢魂と

ポ リスのアナロジー｣について言及 していた

(434d-435a). ところで, ホップズはプラトンの

この記述を明らかに参照 しつつも,『リヴァイア

サン』のなかでは ｢魂｣の一体性ではなくむしろ

心身二元論に依拠 しつつ国家を人間の身体から構

成された政治的物体として提示することになる

(神崎繁 ｢内乱の政治学 - プラトンとホップズ

61

における (アムネスティー)｣『ラチオ』06,講談

社,2009年,169-192貢 参 照). し た が っ て,

ホップズとフーコーはこの点で鋭い対立を見せる

ことになるだろう.実際フーコーは,1975年か

ら1976年にかけての講義 『社会は防衛 しなけれ

ばならない』をはじめとして,さまざまな箇所で

ホップズに対 して批判を加えている (｢ホップズ

は,戦争を,戦争の事実を,戦闘において実際に

顕現する力関係を,主権の形成とは無関係なもの

とするのです･ 〔･--〕つまるところ,ノンホップズ
の言説とは,戦争に対するある種の ｢否｣なので

す｣Foucault,"Zlfautdefendrelasocie't∂":cours

au collage de France (1975-1976), Paris,

Gallimard:Seuil,1997,p.84.〔フーコー 『社会は

防衛 しなければならない :コレージュ･ド･フラ

ンス講義 1975-1976年度』(石田英敬 ･小野正嗣

訳),筑摩書房,2007年,97貢〕).

19)プラトン ｢アルキビアデスⅠ｣(田中美知太郎訳)

『プラトン全集 6』,岩波書店,1975年,132d.

20)同書,133a.

21)Foucault,<<Desespacesautres,,,inDitsetEcrits,

Ⅱ.〔フーコー ｢他者の場所 - 混在郷につい

て｣(工藤普訳)『ミシェル ･フーコー思考集成

Ⅹ』〕
22)ところで,周知のとおりフーコーの師でもあった

ルイ ･アルチュセールと彼の権力論は,さまざま

な点で重なり合う部分をもっているが,鏡という

トピックに関していえば,それは両者において異

なった意味を与えられているといえるだろう.と

いうのも,アルチュセールがそのイデオロギー論

のなかで語る ｢鏡像的関係｣ は, (絶対的主体)

による承認のモデルとして機能 しているからであ

る.彼はイデオロギーの構造について,ある (絶

対的主体)が鏡像的関係のなかで周 りにいる諸個

体に呼びかけて,それらを主体へと転化するとい

うような図式を提示する.そこでは主体と鏡像の

絶対 的 な非対称性 が強調 され ることとな る

(Louis Althusser,Sur la reproduction,Paris,

PressesuniversitairesdeFrance,1995,p.310.〔ル

イ ･アルチュセール 『再生産について :イデオロ

ギーと国家のイデオロギー諸装置』(西川良夫ほ

か訳),平凡社,2005年,372-373貢〕).

23) ミシェル ･テヴォ- 『不実なる鏡 :絵画 ･ラカ

ン･精神病』(岡田温司 ･青山勝訳),人文書院,

34貢.

24)Foucault,<<Lapeinturephotogenique,,,inDitsetEi
Ecrits, I1954-1975,Paris,Gallimard,2001,p.
1583.〔フーコー ｢フォトジェニックな絵画｣(小

林康夫訳)『ミシェル ･フーコー思考集成Ⅴ』,筑

摩書房,2000年,317貢〕

25)charlesBaudelaire,<<Moncoeurmisanu>>,in

(万uvrescompletes,t.Ⅰ,Paris,Gallimard,1975,p.
676.〔シ ャル ル ･ボー ドレール ｢赤 裸 の心｣

『ボー ドレール批評Ⅳ』(阿部良雄訳),筑摩書房,

1999年,80貢〕

26)ヴィク トル ･Ⅰ･ス トイキツァ ｢集中そして/あ

るいは蒸発 - 肖像 ･自画像 ･ ｢現代生活｣｣



62 武 田 苗 也

(2009年 2月24日,京都大学 における講演)参

照.

27)｢絵画行為｣ の提示と鏡の関係については,以下

も参照.ス トイキツァ 『絵画の自意識 :初期近代

におけるタブローの誕生』(岡田温司 ･松原知生

訳),ありな書房,2001年,301-306貢.

28)マネにはこうした特徴を持っ作品が多 く,フー

コーもそのマネ論で言及 している.フーコーが講

演のなかで分析 している作品のなかでいえば,

《アルジャントゥイユ》,《給仕する女》,《鉄道》,

《草上 の昼食》,《オ ランピア》,《バル コニー》,

《フォリー ･ベルジェ-ルのバー》がそれに当た

るだろう.

29)ところで,以前拙論において論 じたように,フー

コーの思想は ｢外｣という概念によって特徴づけ

ることができる (武田苗也 ｢フーコーにおける

｢感性論｣の可能性 - ｢外｣との関わりから｣,

『美学』233,美学会,2008年参照). この観点か

らすると,フーコーの主体論に認められる自己の

二重性,すなわち自己のなかの ｢外｣の要素と,

マネによるカンバスの物質性の強調や,あるいは

ス トイキツァの指摘するような ｢絵画行為｣, す

なわち表象空間のなかへの ｢外｣の召還とは共通

性を持っといえるだろう.

30)Foucault,<<Qu'est-cequelesLumieres?,,,inDits

etEcrits,Ⅱ,p.1387.〔フーコー ｢啓蒙とは何か｣

(石田英敬訳)『ミシェル ･フーコー思考集成Ⅹ』,

12貢〕

31)zbid.,pp.1389-1390.〔同書,14-15貢〕

32)zbid.,p.1389.〔同書,14貢〕

33)zbid.,pp.1389-1390.〔同書,14-15貢〕

34)Foucault,<<Lapeinturephotogenique,,,inDitset

Ecrits,Ⅰ,p.1578.〔フーコー ｢フォトジェニック

な絵画｣『ミシェル ･フーコー思考集成Ⅴ』, 310

貢〕

35)Foucault,Lesmotsetleschoses:Unearcheologie

desscienceshumaines,Paris,Gallimard,1990,p.
34.〔フーコー 『言葉 と物 :人文科学の考古学』

(渡辺-民 ･佐々木明訳), 新潮社, 1974年, 44

貢〕

36)とはいえもちろん,フーコーは現代 と16世紀の

類似性を指摘 したり,ましてや過去への回帰を主

張することはない.というのも,先にも述べたと

おり, 彼によれば現代性とは, ｢歴史の一時期と

Ljoラ.毒,9,j蔓,,むしろ,R ht.詮 ,(態度)｣であって,
(前-現代性) と (後-現代性) とにはさまれた

｢ひとっの時代や,またひとっの時代の特徴的性

格の総体｣ではないのだから.それゆえフーコー

は,これらの (ェ- トス)の範のひとっを古代ギ

リシアに求めもするのである.

37)Foucault,<<Distance,aspect,origine,,,inDitset

Ecrits,Ⅰ,p.302.〔フーコー ｢隔たり･アスペク

ト･起源｣(中野知律訳)『ミシェル ･フーコー思

考集成 Ⅰ』,筑摩書房,1998年,359貢〕

38)Foucault,<<Lelangageal'infini,,,inDitsetEcrits,

Ⅰ,p.279.〔フーコー ｢言語の無限反復｣(野崎歓

訳)『ミシェル ･フーコー思考集成 Ⅰ』,327貢〕

39)zbid.,p.288.〔同書,337-338貢〕

40)Foucault,《DireetγoirchezRaymondRoussel》,

in DitsetEcrits, Ⅰ,pp.233-234. 〔フーコー

｢ルーセルにおける言うことと見ること｣(鈴木雅

雄訳)『ミシェル ･フーコー思考集成 Ⅰ』,266

貢〕

41)フーコー 『真理 とディスクール :バ レーシア講

義』(中山元訳),筑摩書房,2002年,165貢.

42)Foucault,Legouverunementdesoletdesautres,p.
299.

43)Foucault,L'usagedesplaisirs,Paris,Gallimard,

pp.102-103.〔フーコー 『快楽の活用』(田村倣

訳)新潮社,1986年,108貢〕

44)Foucault,<<Lesujetetlepouvoir,,,inDitset

Ecrits,Ⅱ,p.1043.〔フーコー ｢主体と権力｣(堤
海和久訳)『ミシェル ･フーコー思考集成Ⅸ』,筑

摩書房,2001年,12貢.〕

45)Foucault,Lavolonte'desavoir,Paris,Gallimard,p
211.〔フーコー 『知への意志』(渡辺守章訳)新

潮社,1986年,202貢〕

46)先述 したとおり,フーコーは 『安全 ･領土 ･人

口』のなかで,18世紀にあらわれ国家の合理性

に新たな形を与えた ｢エコノミー的理性｣を,そ

こに見 られるある種の自然性を ｢全体的なもの｣

のレベルでの統治性の問題と結び付けて論 じてい

た. したがって,ここで主体に関して述べられる

｢ェコノミ-｣というものも,｢個的なもの｣のレ

ベルでの統治性に関わるものと考えることができ

るだろう.

47)Foucault,L'usagedesplaisirs,pp.68-69.〔フー

コー 『快楽の活用』,72-73貢〕

48)｢快楽においては瞬間的な ｢今｣ において行われ

うるところのものが一つの全体なのである｣(ア

リス トテレス 『ニコマコス倫理学 (下)』(高田三

郎訳),岩波書店, 1973年,第 10巻,第 4章,

1174b).｢快 は 〔--･〕時 間 の うち に はな い｣

(トマス ･アクィナス 『神学大全Ⅹ』(森啓訳),

創文社,1995年,138貢 [第 2-1部,第 31問題,

第 2項]).

49)Foucault,<<Qu'est-cequelesLumieres?,,,inDits

etEcrits,Ⅱ,p.1388.〔フーコー ｢啓蒙とは何か｣

『ミシェル ･フーコー思考集成Ⅹ』,12貢〕

50)ジュリア ･クリステヴァ 『斬首の光景』(星埜守

之 ･塚本呂則訳),みすず書房,2005年および

Marie-JoseMondzain,Image,ic∂ne,∂conomie:les

sourcesbyzantinesdel'imaglnairecontemporain,こ■
Paris,EditionsduSeuil,1996.

51)クリステヴァ,前掲書,85貢.

52)Foucault,op.cit.,p.1390.〔フーコー,前掲書,

15貢〕

53)zbid.〔同書,16貢〕

54)zbid.,p.1393.〔同書,19貢〕



自己 ･統治 ･現代性

∵-
ノオフmm‖MⅧⅧM1図 ･ベルジェ-ルのバー≫,1881-1882年, 図2 《自画像≫,1878年,ニューヨーク,

ロンドン, コー ト-ル ド･ギャラリー 個人蔵

図3 《魚取 り≫,1861-63年,ニューヨーク,メ トロポ リタン

美術館

図4 《チュイル リー公園の音楽会》,1862年, ロンドン 図5 同 (部分)
ナショナル ･ギャラリー

lh - 加.a._I_.I.I:_I_.:LSi･.__ー~L-ll 邑

図6 同 (部分)



Self, government, modernity : The reflection of Foucault’s mirror

Hironari T6@:96
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Summary This paper examines the meaning of the figure “mirror” in the thought of Michel Foucault

�+3,0�+32.�. Foucault often refers this figure through his works, and those references seem to reveal the

essence of his thought. In this paper, I investigate the essence by focusing the various figures of mirror

in his discourses. In the occidental history, the mirror has been given various meanings. Therefore I try

to situate the “Foucault’s mirror” in the history by illuminating the correspondence of the polysemy of

mirror and that of his thougt. Through these analyses, I clarify that this figure has a close relation to his

consideration to the “government” and the “modernity”.
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