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近森 モダニティと大衆文化

七書評論文〉

モダニテ ィと大衆文化

一 世紀転換期のメディア ・

装置 ・施設一

Leo Charney, 

(eds.), Cinema 

Modern Life. 

Press, 1995 )

は じめに

and Vanessa R. Schwartz 

and the Invention of 

( University of California

近森 高明

「司法写真」「印象主義絵画」「センセーショ

ナリズム」「ポスター」「デパー ト」「メイルオー

ダー ・カタログ(通 信販売)」「アメリカ映画」

「パノラマ的文学」「モルグ(死 体公示所)」「蝋

人形館」「民族博物館」……。本書は19世紀末

から20世紀初頭にかけてパリやニューヨーク

などの都市に登場 し、都市 ・大衆文化をつ く

りあげていった諸装置、メディア、施設、お

よび諸現象について社会史的に考察すること

か ら、それらに媒介されて現象するモダニ

ティのありようを解読する試みである。本書

は13編 を含む論文集であり、執筆陣の研究分

野は映画研究、文化研究、比較文学、歴史

学、美術史、スカンジナビア研究と多岐にわ

たっている。このような一貫したテーマが設

定されてはいるが、個々の論文はむしろ独立

した研究と呼ぶ方がふ さわしく、哲学的 ・思

弁的なものから事例中心の実証的なものまで

問題関心やアプローチ、スタイルも各々異

なっている。

1内 容紹介

231

本稿ではそのなかで、とくに社会学的な問

題構成を含む論文をとりあげて紹介すること

にしたい。また、このような社会史的研究の

魅力のひとつは具体的事例そのもののおもし

ろさにあるので、論文内容の紹介にあっても

できるだけひとつひとつの論文にあてるス

ペースを十分にとってその魅力を伝えること

に努めたい。

以上のことから、ここでとりあげる論文は

三つに絞る。第1章 の トム ・ガニングによる

司法写真をめぐる論考、第5章 のエリカ ・ラ

バポー トによるデパー ト研究、および第11章

ヴァネッサ ・シュワーツによる娯楽的な視覚

装置を扱った論文である。それぞれの論考に

見いだすご'とのできる社会学的な問題関心を

あげてみると、まず第1章では司法写真の成

立過程で科学的なまなざしを向けられる身体

という身体論的、権力論的問題。第5章 では

デパー トというコマーシャル文化の中心的な

場所において、女性がどのような位置を与え

られていたのかというジェンダー論にかかわ

る問題。そして最後に第11章 では、世紀転換

期に登場 した様々なスペクタクル施設はいか

なる文化的状況を背景に成立したのかという

メディア論的問題。

1-1写 真と近代的身体:科 学的まなざし

と大衆のイマジネーション

産業や交通の発展にともなって、19世紀の

パリには匿名的な群衆が誕生した。アイデン

ティティのごまかしや偽名の可能性につなが

るこうした状況において、司法 ・警察機関に

とって 「犯人の特定」という作業が最重要の

課題としてもちあがってくる。
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232 近森:モ ダニティと大衆文化

逮捕 した犯罪者の写真を収集するという発

想は比較的早くからあらわれ、写真の発明後

まもなく実行に移される。ところで、すぐに

分かることだが、犯罪者の写真は実はただ集

めただけではほとんど役に立たない。第一

に、斜めから撮 られていた り表情がついてい

た りする写真の場合、本人に 「似ている」と

は言えても、決定的な同定の手段 とはなりに

くい。そこで、曖昧さをのぞ くために撮影方

法を統一する必要がでてくる。第二に、たと

えば10万枚の写真を集めたとして、それを体

系的に整理しておかなければ、ある人物と照

合するためには全部の写真と比較せねばなら

なくなる。以上の司法写真にかんする二つの

課題を一挙に解決 したのが、アルフォンス ・

ベルテイヨンの 「司法写真術」である。

ベルティヨンはまず撮影プロセスをシステ

ム化した。被写体とカメラ間の距離を決め、

被写体の姿勢を一定にコントロールできる椅

子を製作 し、正面一真横の撮影アングルを採

用する。また、写真だけでは個体を特定化 し

にくいので、さまざまな身体部位を測定 ・記

録 し、分類するファイルシステムを考案す

る。そのために耳の形や足の形などの身体特

徴を記述する術語を標準化し、たとえば耳な

らいろいろな種類の耳の写真の下にその術語

を並べたチャー トを作成した。ベルティヨン

はこの測定 ・分類プロセスを"記 号化"と 呼

んだ。このプロセスを通 じて、個人の身体が

標準化された記号の一集合に変換されるとい

うわけである。

「司法写真術」において個人の身体は部分

に分けられ、測定 され、記録 されるものに

なった。専門家および司法当局がもつことに

なったファイルには、個人が自分でも知らな

いような身体各部位の測定 ・分類記録が載っ

ている。犯人がいかに偽名を使おうとあるい

は偽装 しようと、専門家はベルティヨンの

コードにしたがって彼の身体から 「真実」を

見つけだす。個人のアイデンティティはもは

や専門家や当局の手によってのみ確認 されう

るものとなったのである。

ところで、犯罪と写真が結びつ くときに

もっとも連想 されやすいのは 「証拠写真」、

すなわち犯罪行為そのものを写真におさめた

ものである。実際の警察捜査においては 「証

拠写真」が重要な手がかりとして使われるよ

うになるのは後のことで、当初の写真の使用

法としては人物の確認や証拠の保存のための

「司法写真」が普通であった。.しか しなが

ら、劇 ・文学 ・映画といったフィクションに

は 「証拠写真」が好んで取 り入れられ、ス

トーリーの中で重要な役割を果たすことが多

くなる。このように 「証拠写真」が実際には

使われていないのにもかかわらず、フィク

シ ョンの中で頻繁にあらわれるという事実

は、人びとが 「証拠写真」のうちになんらか

の神話的な力を見いだしていたことをうかが

わせる。

「証拠写真」が証拠として大きな力をもっ

ているのは、写真が人間の手を通さず、機械

によってつ くられる画像だからである。 「機

械は嘘をつかない」 という言葉にはこのよう

な観念が典型的に示されている。フィクショ

ンの中では写真はしばしば偶然に撮られた

り、あるいは金庫などに仕掛けられたカメラ

を犯人が知らずに作動 させて しまうことに

よって撮影されたりするが、こうしたパター

ンからは次のようなことが読みとれる。すな

わち、写真が 「人間の手によらず」「気付かな

いうちに」撮られているということが、「機

械は真実を語る」という感覚をより一層強め

ているということである。

この効果は、フーコーの論 じたパノプティ
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コンの効果と同じものである。パノプティコ

ンのまなざしの制度の効果は、まなざす装置

自体の不可視性にもとついているが、フィク

ションで何度も繰 り返 して出てくる 「気付か

ないうちに」写真を撮 られるというモチーフ

は、まさにこの効果を表現している。監視 ・

管理が遍在化 して くる世紀転換期の社会に

あって、大衆はみずからのあり方を象徴する

ものとして 「証拠写真」を想像 していたので

ある。

1-2コ マ ー シ ャル 文化 と ジェ ンダ ーの再

編

1909年 までに、ロンドンのウエス トエンド

は娯楽産業や消費の中心地 となりつつあっ

た。しかし、この地域の大部分はいまだ伝統

的な貴族趣味の上中流階級向けの店で占めら

れていた。このようなウエス トエンドに、ア

メリカ仕込みの大量販売 ・大量消費の論理 と

さまざまな斬新な販売戦略を持ち込んで登場

したのが、ゴー ドン ・セルフリッジである。

彼は自らの名を冠したウエストエンド最大の

デパー トをつくり、潜在的なマス ・マーケッ

トを実現させてゆく。

店舗の建築やインテリア、ディスプレイと

いった視覚的な演出に凝るなど、彼が次々と

繰り出す新 しいマーケティング戦略のなかで

も、最も力を入れたのはマスメディアを通 じ

てのイメージ戦略であった。雑誌 ・新聞上で

はデパートのスペクタクル性と娯楽性がつね

に強調 され、豪華なインテリアや飾りたてら

れたディスプレイを眺めながら買い物をする

のが 「リスペクタブル」な 「中産階級の女性

の気晴 らし」なのだとされる。広告の中では

女性はかつての新 しい都市生活の象徴的存在

であったフラヌール(遊 歩者)に たとえられ

鵬

る。従来フラヌールは男性的なイメージを

もっていたが、いまやウエス トエンドは女性

のための場所となったのだ一 こうして、実

際には男性客 もかなりの割合を占めているに

もかかわらず、ウエストエンドは女性の楽し

いショッピングの街 というイメージで語られ

るようになる。

以上のようなイメージ戦略の結果、女性は

か:つての男性の社会領域に踏み込んでいくこ

とになった。それまで公的な社会空間に参加

できなかった女性にとっては、これは旧来の

ジェンダー規範からの解放を意味 している。

ところが、このように街を闊歩する積極性を

女性に期待するのと同時に、セルフリッジの

宣伝戦略にはそれと矛盾するような部分がい

くつか見られる。

セルフリッジがデパー トを"ロ ンドン中で

一番理想的な待ち合わせ場所"と して提示し

ていく宣伝のなかに、ひとつの事例が認めら

れる。一 以前には女性は待ち合わせをする

ときには次のような選択肢 しかなかった。"

寒々とした駅の待合い場所"か 、"ほ こりっ

ぽい、混雑 した交通の中心にあるオックス

フォー ドス トリー ト"か 。こんなところで

は、"女性の過ちを呼び込んで しまう"こ と

になりかねない。デパー トこそが、そんな殺

伐 とした街中での唯一の避難所なのである。

一 ここでは、"街 は危険な場所"で あり"

女性は弱いため守ってやることが必要"だ と

いう伝統的な街のイメージとジェンダーの規

範が生きている。「セルフリッジは女性に街

にやってくるよう勇気づけておきながら、街

は危険だから自分が守ってやるというのだ」

(本書p.145)。

セルフリッジは女性を消費者に仕立て上げ

るために、メディアを通してジェンダーの再

編成を試みた。しか しそれは従来のジェン
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ダー規範の全面的な改変というわけではけっ

してなく、必要な部分だけを選択的に解放し

たに過ぎなかったのである。

1-3メ デ ィア ・テ クノ ロジ ーの社 会 的構

成:物 語 とス ペ ク タ クル

1864年 にパリの中心部に設立されたモルグ

(死体公示所)は 、本来は市が管理する身元

不明の死体の保管所であり、公示によって身

元が判明することが企図されていた。 ところ

が民衆はそれを入場無料の一種のショーとし

て受けとめ、モルグは 「パリのもっとも人気

のある名所のひとつ」になってしまう。なぜ

モルグは人びとを魅了 したのだろうか。それ

には、新聞メディアの発展とそれにともなう

大衆のリアリティ指向の変容が大きく関わっ

ている。

19世紀末のフランスは 「プレスの黄金期」

であった。新聞の性格も政治的意見や主張を

中心 とするものから、劇場の開演や競馬 と

いった娯楽情報も含めた事実報道中心の新聞

へと大きく変わった。その新しい新聞でもっ

とも人気があったのが、恐ろしい事故やセン

セーショナルな犯罪をイラス トつきで詳細に

報道する三面記事(faitdivers)で ある。

モルグでは、この三面記事で報 じられた事件

の犠牲者が公示されていた。記事を読んで興

味をそそられた人びとが、今度は 「本物」を

見ようとしてモルグに押 しかけたのである。

グリーンのカーテンがかけられた大きなウイ

ン ドウの奥に死体が展示されるモルグは、ま

さにスペクタクルそのものであった。

ここで確認 しておきたいのは、見世物とし

てのモルグは、新聞メディアによって媒介さ

れるζとなしには成立しえなかったというこ

とである。新聞はテクストを通 して大衆に物

語を提供 し、モルグはそれをスペクタクルに

仕立てる。当時のその他多くの種類のスペク

タクル施設にも共通 してみられるこの関係

は、世紀転換期において大衆がもとめたリア

リティのありかたを指 し示 している。

モルグと同様、スペクタクル施設として人

気のあったのがパノラマである。パノラマは

18世紀末に発明され、19世紀前期にかけて人

気を博していたが、世紀の中頃までにその姿

を消した。ところが1880年代から1890年代に

パノラマの人気は復活するのである。この流

行の復活を理解するには、19世紀前期のパノ

ラマと世紀末のそれとの性格の違いを把握し

てお く必要がある。

初期のパノラマは、人びとにまったく新し

い視覚体験を提供するテクノロジーとして登

場 した。巨大な円形 ドームの内側に描かれた

風景をその中心から見渡すという経験は、当

時の人びとにとってそれ自体新奇な体験で

あった。ところが世紀転換期においてパノラ

マが話題になるときには、そのようなテクノ

ロジーではなく、むしろそこにとりあげられ

るテーマのほうに関心が向けられるようにな

る。初期のパノラマは、視覚的効果を十分発

揮できるようにもっぱら風景や戦場の鳥鰍図

を主題としていた。それに対し、世紀末のパ

ノラマは大衆新聞で話題になっている日常の

出来事をスペクタクルに仕立てることで人び

との人気を得ていたのだ。ロシア皇帝の戴冠

式 といった大きなイベ ント、あるいはセン

セーシ ョナルな処刑の場面や有名な暗殺の

シーンなどがパノラマで再現されるようにな

る。これらの作品で主体となる人物描写は、

風景の描写に比べるとパノラマ効果が格段に

劣る。それにもかかわらず、風景を基本 とす

る伝統的なパノラマ的表現は捨てられていっ

た。
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この過程が意味するのは、リアリティはも

はやパノラマ的視覚経験をもたらす装置のテ

クノロジーのみによって与えられるものでは

なくなったということである。新聞メディア

が大衆に浸透 しつつあったこの時代、人びと

の生活世界は新聞の流布するさまざまな物語

で構成されるようになっていた。こうした物

語に登場する場面を実際に目で見ること、こ

の欲求が人びとの新しいリアリティ指向をか

たちつ くっていたのである。

世紀転換期のスペクタクル施設のありかた

は、すぐ間近に迫っている映画の登場を予感

させるのに十分である。物語性とスペクタク

ル性一 新聞とモルグ、新聞とパノラマ、と

いうように異種のメディアを組み合わせるこ

とで自らのリアリティ指向を満足させていた

人びとは、それらをひとつにまとめて実現す

るメディアをまもなく手にしようとしてい

た。

2検 討 ・考察

写真はもちろんのことながら、デパー トや

モルグ、パノラマといった都市的な施設や装

置も大きくメディアという概念に含めうると

すると、上に見てきた三つの論考はすべてモ

ダニティとメディアとの関わりを論 じたもの

といえる。そこで、ここでは三つの論考をメ

ディア論的な視角から捉えなお し、検討して

みることにしたい。そのさい、次の二つの論

点を中心に検討を進める。ひとつは、各々の

メディアがどのような社会的状況のうちで形

成 されたのかを問う 「メディア ・テクノロ

ジーの社会的構成」という論点。もうひとつ

は、それぞれのメディア ・テクノロジー、あ

るいはそれを通 じて伝えられるメッセージ

が、人びとの日常的実践のなかでどのように
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受け入れられてきたのかを問題にする 「受け

手研究」の視点である1)。

ガニングの研究では、写真というメディァ

が一方では 「司法写真」として司法 ・警察機

関に利用され、他方では 「証拠写真」 という

かたちでフィクションに登場 し、特異な力を

もつものとして想像されてくる過程が示され

た。この過程は、そのなかで写真力噺 たにメ

ディア特性を組み替えられ、メディアとして

のありかたを方向付けられてきたという意味

で、メディア ・テクノロジーの社会的構成の

過程として考えることができる。

多木浩二は 「写真が、その記金剥生というひ

とつの特性を発見するのは、公的な機関から

の要請によることが多かったことをふ りか

えってみると、「記録性」とは写真の自動的

な作像機能に由来するだけでなく、社会的機

能から生 じた概念であったことが理解 され

る」と指摘 している(多 木,1982:194)。 今 日

ではわれわれは写真の記録性を自明のメディ

ア特性と考えているが、それはけっして写真

というテクノロジーそのものにはじめから内

包されていた属性ではない。都市における群

衆の登場、社会の管理化という特定の社会的

文脈のうちにおかれてはじめて、写真はその

メディア概念のうちに 「真実を語るもの」と

いう客観性、記録性の概念を含んできたので

ある。

さて次に、この研究にみられる 「受け手研

究」の側面に目を向けてみる。議論の前半部

を占めるベルティヨンの 「司法写真術」の研

究は、司法 ・警察機関の公文書を検討 したも

のである。このように権力を行使する側の資

料だけに頼ると、社会的に広がりをもつ一般

的な社会意識に接近できない。写真という新

しい技術の利用も含めた、社会全体の監視 ・

管理化のもとで民衆はどのような意識をもっ
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ていたのか。ガニングが後半の議論で試みた

ように、小説や映画といったフィクションに

あらわれるモチーフを研究の対象とすること

は、このような社会意識に迫るひとつのやり

方である。一方で公文書から権力の技術を浮

かび上がらせ、他方でフィクションのモチー

フに反映された人びとの心性、大衆の想像力

をひろいあげる。これら二つの方向を重ね合

わせることで、本論考は広い射程を持ちえて

いる。

ラバポートによるデパー ト研究は、80年代

半ば以降発展してきたコマーシャル ・消費文

化とジェンダーの支配的構造との絡み合いを

分析する一連の研究の流れのうちに位置づけ

られる。本論では、広告や新聞記事にみられ

る店側のイメージ戦略を検討することから、

ジェンダーの再構成という操作的意図を見い

だしている。その成果には一定の評価を与え

なければならないが、そこには同時に問題点

が指摘できる。その店側のマス ・メディア戦

略が実際にはどのように機能 したのか、ある

いは女性客自身はそれをどのように受けとめ

たのかということについて論究されていない

点である。

さて、以上で問題にしてきた 「メディァ ・

テクノロジーの社会的構成」および 「受け手

研究」という観点は、シュワーツの論考で分

析の鍵となっている 「文化的実践の歴史」と

いう視点において結びついている。

シュワーツが問うのは、映画が登場してく

る背景となった歴史的過程である。このモダ

ニティ文化を代表するテクノロジーが発明さ

れ、娯楽メディアとして普及していく条件 と

してどのような文化的契機が必要であったの

か。シュワーツは人びとの〈見る〉ことの文

化的実践の歴史という視角から、この問題に

接近してゆく。映画というテクノロジーは突

然出現 してきたわけではなく、その前提とし

て、映画を〈見る〉経験につながるような何

らかの文化的実践の蓄積があったはずだとい

う認識が議論の出発点になっている。こうし

た問題意識は、〈読む〉ことを読書行為の実

践の歴史として捉え返したシャルチエや、蓄

音機の普及はく聴く〉ことの実践の長期的な

変化を前提としていたことを指摘 したジャッ

ク ・アタリらの研究の延長線上にある(吉 見

,1994)0

シュワーツは論文の序において、自らのア

プローチについて次のように述べている。

「それ(〈 見る〉こと)は また、ひとつの実

践として捉えられねばならない。その実践の

歴史は次の二つのことが らを調べることに

よって理解できる。ひとつはテクノロジーと

それが表現する内容とのあいだの関係であ

り、……他方はこれらのテクノロジーが特定

の文脈で経験 されたときに生 じる言説であ

る」。パノラマの事例に即 していえば、前者

は鳥畷的な視覚を提供するテクノロジーとそ

こでとりあげられるテーマとの関係、後者は

パノラマを体験 した人びとがその経験をどう

受けとめ、意味づけていったかという点に相

当する。さらにいうと、前者はテクノロジー

を開発して普及させてい く側、後者はメディ

アを受容する側の実践にあたる。本論考では

この送 り手と受け手、さらには社会的文脈の

力動的な関係がうまく描き出されている。

おわりに

冒頭に並べた本書のテーマ群を見返してみ

ると、実はすべてのテーマがメディアと関

わっていることに気付 く。このことは、メ

ディアがモダニティの存立にとって不可欠の

条件になっていることを示 しているように思
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われる。諸々のメディアをめぐって、司法 ・

警察の権力、商業主義、ジェンダーの政治、

大衆の想像力 といった社会的諸力が絡みあ

い、そこからモダニティの文化が醸成されて

くる。モダニティの文化というそれ自体途方

もなく大きな問題領域に切 り込むには、本書

で試みられているように、ひとつひとつのメ

ディアや装置の成 り立ちを丁寧になぞってい

くことはひとつの有効なやり方であろう。そ

のさい、本稿の 「検討 ・考察」で一部紹介し

たメディア論と総称される知的蓄積が有力な

分析の道具になると考えられる。

わが国においても、80年代に明治大正期に

おける都市文化について記号論的な視点から

研究成果がさかんに出され、「都市論ブー

ム」 と呼ばれることがあったが、それ らは

「歴史や国家、権力、近代といった問題に対

する視線の弱さ」という限界をもっている

(吉見,1996:iii)。 そうした研究成果を踏

まえながらも、残された問題圏に社会学の立

場から迫っていこうとするとき、本書はひと

つの手がかりを示してくれる。

注

1)「 メデ ィア ・テ クノロジーの社 会的構 成」

「受 け手研究」、また後 に出て くる 「文化的実践

の歴 史」 など、技術 と社会の関係 をめ ぐるさまざ

まな議論 については、吉見 「歴史の中のメディア

変容」(吉見,1994)に 整理 されている。
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