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地を這うものたちの歴史

――断絶の記憶から――

柿 木 伸 之＊

蒐集家としての生き物たち (鳥，蟻)，子ども，老人。

ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論』のための覚え書き

1．地を這う者たちの「人間」への問い

｢動物」の記憶

原民喜は，被爆後に「原爆小景」という表題の下で書き継いだ片仮名書きの詩の一つに，原

子爆弾の爆風によって倒壊した家からかろうじて這い出て，川岸に辿り着いた人々の様子をこ

う描いている。

カイモク ワケノワカラヌ

顔ツキデ 男ト女ガ

フラフラト水ヲナガメテヰル1)

ここに引いた一節に先立つ詩行と，作家が手帳に記した「原爆被災時のノート」を基に書かれ

た小説「夏の花」の叙述を照らし合わせるなら，こうして川面を見ているのは原とその家族と

見られるが，ともあれこの人々は，自分たちの身に何が起きたのか未だ知らない2)。原爆に

遭った者は，その瞬間に，何を体験したかを把握できない境遇へ突き落とされる。このことを

ジョン・ハーシーの『ヒロシマ』から読み取ったのが，ジョルジュ・バタイユである。

1947 年に『ヒロシマ』の書評として書かれた「ヒロシマの人々の物語」においてバタイユ

は，ハーシーのルポルタージュで牧師谷本清の目を通して描かれる，負傷者の群れが廃墟を右

往左往しながら助け合う様子に，さらには重傷者を助けようとする谷本自身の行動にも，「動

物的な朦朧状態」を見ている。原爆に遭った人々は，出来事を認識する「人間」の知性を奪わ
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れざるをえない。認識を可能にする距離を取ることができないまま，「動物」として原爆の威

力に晒され続ける。

大惨事の観念が引き起こすきわめて人間的な眩暈は，感性的な想像力によって惨事に近接

していることを前提とする。ヒロシマのおぞましさは，そのような観念のための熟慮がも

うわずかしか働かない地点に達していたことにある3)。

ここで「動物」は，直立し，体験した惨劇の光景を見通す能力を持つ「人間」との対照におい

て語られている。そして，バタイユが広島の「動物」の例として挙げるのは，地を這い，人間

によって上から巣ごと焼かれる白蟻である4)。

このことと呼応するかのように，先にその一節を引いた詩に原民喜が描くのも，もはや二足

歩行もおぼつかない犠牲者の姿である。彼が河畔で目にした上半身が「焦ゲタダレタ」少女は，

「ウラメシヤアノ恰好」で「ヨチヨチ」と果てしない「苦患ノミチ」へ彷徨い出る5)。この少

女は，「人間」が落とした原爆によって地に叩きつけられ，そのような姿に成り果てた。これ

を原は，文字に焼き付けるかのように片仮名書きの詩に描く。このとき，死にざまでもあるほ

かなかった広島の「動物」たちの生きざまの記憶が，生々しく彼の脳裡に甦っていよう。こう

してその記憶が読む者を突き刺すような文字に定着しているところには，地を這うものの記憶

から語られる歴史の可能性が閃いているのではないだろうか。

｢人間」の歴史を問う

たしかに歴史は，人間の手で書かれてきた。聖書以来，「海の魚，空の鳥，地の上を這う生

き物をすべて支配せよ」と神に命じられた人間こそが，歴史を語る能力を持つと考えられてい

たのだ6)。しかし，原民喜の詩に反響する被爆の記憶や，プリーモ・レーヴィの証言文学など

によって伝えられるショアーの記憶は，同一化できる「人間」の物語としての歴史には場所を

持たない。だからこそ，この二人の生き残りは，みずからの表現言語をも創造しながら作品を

書かざるをえなかった。「人間」の歴史はむしろ，「動物」の肉体に刻まれた途方もない出来事

の記憶を忘れ去ることの上に，ひと筋の物語として成り立っている7)。二人が絶望のなかで紡

いだ言葉は，そのような物語を問いただしている8)。

原とレーヴィの作品が伝えているのは，バタイユの言う「動物」と化した者こそが，出来事

をその強度において記憶していることである。そして，心的外傷とともに刻み込まれた記憶に

関して積み重ねられてきた研究によれば，トラウマを残した出来事の記憶は，事後的に，統御

されえない力で，出来事そのものを語り始める9)。二人は，出来事が過ぎ去ることなく，時系

列を掻き乱しながら執拗に回帰するのを受け止めるなかから証言を紡いでいると考えられるが，
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その際，ともに「人間」そのものへ問いを差し向けていることを，ここで銘記しておきたい。

まずレーヴィは，よく知られているとおり，彼が最初に収容所体験を証言した著作の冒頭に，

囚人の姿を示しながら「これが人間か」と問う詩を掲げている。

これが人間か，考えてほしい

泥にまみれて働き

平安を知らず

パンのかけらを争い

他人がうなずくだけで死に追いやられるものが10)。

それと呼応するかのように，原が「原爆小景」の冒頭に掲げるのも，「コレガ人間ナノデス」

と始まる一篇である。

コレガ人間ナノデス

原子爆弾ニ依ル変化ヲゴラン下サイ

肉体ガ恐ロシク膨張シ

男モ女モスベテ一ツノ型ニカヘル11)

レーヴィの詩も，原の詩も，世界戦争のなかの圧倒的な暴力による人間の変貌を抉り出しなが

ら，人間であること自体を問う。近代の「人間」は，みずからが作り出した技術を駆使して，

生身の人間をここまで，別の「動物」にまで変えた末に虐殺した。これがどこまでも可能だと

証明される地点に，「発展」や「進歩」の名の下で語られてきた「人間」の歴史は達している。

そのことを前にするとき，テーオドア・W・アドルノが掲げた「アウシュヴィッツの後に生き

ることができるか」という問いにも ──あるいはその『否定弁証法』の文脈を越えたかたち

で── 向き合わされる12)。

この問いを引き受けつつ，「動物」の肉体に刻まれた破局の記憶から，「人間」の歴史を見返

すこと。近代の歴史に立ち向かうこの想起の営みからのみ，破局の後に生きる道筋を開くこと

ができるのではないだろうか。そして，ここにある記憶を言葉で伝える営みを歴史と呼ぶなら

ば，それはもはや「人間」の歴史ではない。ここにあるのは，バタイユが「動物」と呼んだ地

を這うものたちの歴史である。では，この歴史をどのように構想できるのだろうか。その可能

性を，ここではまず，ヴァルター・ベンヤミンの歴史哲学を顧みることをつうじて探ることに

したい。それを貫くのは，彼の言う「抑圧された者たち」の断絶の記憶から，歴史そのものを

捉え返そうとする思考だからである。
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2．断絶の記憶

抑圧された者たちの歴史の断絶

ベンヤミンは，ナチス・ドイツの侵攻とともに第二次世界大戦の戦火がヨーロッパを覆いつ

つあるのを前にしながら，「歴史の概念について」のテーゼを記している。1940年の春までに

約二十のテーゼにまとまったその遺稿は，実質的に彼の最後の著作となった。それからおよそ

半年後の 9月 26 日，亡命の途上にあったベンヤミンは，スペインへの入国を阻まれ，フラン

スとの国境の町ポルボウで自死を遂げている。彼はそのおよそ一週間前に，当時まだヒトラー

の軍隊による占領を免れていたマルセイユで，「歴史の概念について」のテーゼの草稿をハン

ナ・アーレントに託した。それは約八か月後に，ベンヤミンの思想的遺言として，彼女の手で

ニューヨークに伝えられることになる13)。

1940年の春にベンヤミンは，アドルノの妻となった友人グレーテル・カープルスに「歴史

の概念について」のテーゼを書き下ろしたことを伝える手紙のなかで，「戦争と，これを随伴

させることになった情況が，およそ二十年のあいだ温めてきた，それどころか自分にも隠して

きたと言ってよい，いくつかの考えを書き留めさせた」と語っていた14)。そのテーゼの一つは，

このような執筆の背景も暗示しながら，それがどのような「歴史の概念」を追究するものかを

伝える。

抑圧された者たちの伝統は，私たちが生きている「例外状態」が通常であることを教えて

くれる。私たちは，このことに応じうる歴史の概念を手に入れなければならない15)。

戦争という「例外状態」のなかで体験しつつあることは，歴史のなかで虐げられてきた人々に

とっては通例のことである。では，何が通例なのか。歴史の概念の探究は，このことを見据え

るところから始められなければならない。

ベンヤミンは，「歴史の概念について」のテーゼの準備過程で書き溜められた草稿の一つに，

「抑圧された者たちの歴史は，一つの非連続体である」と記している16)。この言葉はまず，時

の権力者によって踏みにじられた人々が，絶えず歴史の断絶を体験しなければならないことに

触れている。「歴史の概念について」のテーゼの一つでは，「今日支配している者の凱旋行進」

が，「今地に倒れている者を踏みつけて進む」と語られるが，こうして美化されて物語られる

過程が「歴史」の名の下で続くなか，その暴力に晒された者は，みずから歴史を伝える言葉を

持てないまま，非命の死を余儀なくされ，地の底へ葬り去られる。こうして，「抑圧された者

たち」の歴史は断ち切られることになる。

そのことへの洞察は，アントニオ・グラムシがほぼ同時代に，「従属的社会集団
サ バ ル タ ン

」の歴史は，
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「必然的に，断片化された，そしてエピソード的なものであらざるをえない」と述べているこ

とにも符合する。ただし，グラムシがこのことを，国家として表われる「指導的階級の歴史的

統一性」との対比で論じているのに対し，ベンヤミンは，「抑圧された者たち」の歴史の断絶

を，支配層による暴力の作用として見据えている17)。先に引いたテーゼによると，権力者の

「凱旋行進」がひけらかす文物は，「ことごとく戦慄を覚えることなしには思いを寄せられない

由来を持っている」。「文化財」と呼ばれているのは，このパレードとして続く歴史的な過程に

よって踏みつけられる人々から奪い取られた「戦利品」なのである18)。

例えば，日本がアジアでいち早く「工業化」を遂げた原動力とされる炭鉱などの工業施設を，

国家の「産業革命遺産」と顕彰するとは，それを実質的に動かしてきた人々 ――そこには植

民地支配下に置かれていた人々も含まれる―― の力を絞り取ってきた暴力を美化することで

ある。それは同時に，日本の「殖産興業」を文字通り地の底で担った人々の労苦の記憶を，

「工業化」の神話としての「歴史」によって抹殺することでもある19)。「文化財」と呼ばれるも

のには，そのような暴力が拭いがたく染みついている。しかもその「野蛮」は，ベンヤミンが

見るところ，人間をも資源として用立てるかたちで自然の支配を拡大している文明に絶えず付

きまとい，二十世紀には人類の生存を脅かすに至った。

経験を喪失した人間に刻まれる断絶の記憶

ベンヤミンに技術の進歩による人類の自滅の危険性を突きつけた出来事とは，第一次世界大

戦である。この世界戦争では，文明の発展を可能にしてきた技術が，その創造者である人間に

対して牙を剝いたのだ。彼は，一九二〇年代半ばに編まれた『一方通行』の末尾に置かれた

「プラネタリウムはこちら」のなかで，次のように述べている。

人間の集団が，ガスが，電力が，遮るものなき戦場へ投入され，高周波電流が風景を駆け

抜け，新たな星辰が天へ上った。中空でも，深海でもプロペラが唸りを上げ，至るところ

で犠牲者の墓穴が，母なる大地に掘られた。宇宙に対するこの大々的な求愛は，史上初め

て惑星的な規模で，つまりは技術の精神で行なわれたのだ。しかし，支配的階級の利潤欲

は，技術を頼みに思いを遂げようとしたために，初夜の寝床は一転して血の海と化した20)。

このアフォリズム集以来，ベンヤミンは，一方で技術を，自然の支配ではなく，「自然と人間

の関係の支配」を，さらには両者の遊戯的な協働を可能にするものとして捉え直そうとしてい

る21)。そのような問題意識は，「技術的複製可能性の時代の芸術作品」の議論を経て，「歴史の

概念について」のテーゼにおけるシャルル・フーリエのユートピアの引用に至る。

テーゼの一つでベンヤミンは，労働がもはや苦役ではなくなった世界の夢想に着目している。
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フーリエの「健全な感覚」は，「猛獣が人間に奉仕する」までに，「自然の胎内に可能態でまど

ろむ」力を引き出せるような労働を思い描いているのだ22)。ベンヤミンによれば，そのような

労働は技術によって実現される。ただしこの技術は，自然を搾取するための手段ではありえな

い。彼にとってそのための技術とは，古い「第一の技術」である。現代の技術とはむしろ，自

然と戯れながらその力を探り出す「第二の技術」であり，この新しい技術は，「人類と自然の

共同遊戯」であるような協働を目指す23)。その可能性を，ベンヤミンは「技術的複製可能性の

時代の芸術作品」において，映画から引き出そうとしていた。

しかし，他方でベンヤミンが見抜いているのは，世界戦争における技術の叛乱によって，破

滅的ですらありうるその力に，人間が不断に晒される状況が露呈したことである。彼は「経験

と貧困」というエッセイに，こう記している。

まだ鉄道馬車で学校に通っていた世代は，空の下，雲のほか何ひとつ変化しなかったもの

はなかった風景のなかにいた。つまり破壊的な奔流と爆発の力の場の中心に，そこに残っ

たちっぽけで脆い人間の肉体だけで立っていたのだ24)。

ベンヤミンとその同時代人がこのような立場にあることを気づかせたのは，新たな兵器技術の

嵐が吹き荒れた戦場から帰還した兵士だった。体験したことを伝える言葉を喪失した兵士の姿

に，彼は十九世紀後半に急速に進んだ技術の生活への浸透 ――その兆候の一つが，彼にとっ

ては情報媒体への写真の浸透である―― が，人間の知覚を不可逆的に変えてしまったことの

寓意を見届けている。その帰結が，「新たな未開の状態」でもある「人類の経験そのものの貧

困」なのである25)。

機械的な装置のもたらす不断の衝撃によって，人間の経験は根底から破壊されてしまった。

何かを経験することが，身に起きたことや聞き知ったことを咀嚼し，言葉で伝えられるように

なることだったとすれば，技術の作用に刻一刻と晒され，知覚が絶えず寸断される状況に置か

れた人間は，もはや何も経験できない26)。信号や警告に反応し，その衝撃
ショック

を手近な情報で遣り

過ごすことで自己保存を探るだけである27)。そして，戦地でそのような刺激防御的な反応が不

可能なほど巨大な衝撃に晒された兵士は，完全に言葉を失ってしまう。もはや「戦争体験」を

持つことすらできなくなった兵士の心身には，衝撃の傷が深く刻まれ，そこから戦争の記憶が

帰還後も繰り返し，自己破壊的なまでに生々しく甦ることになる。

それゆえ総力戦に動員された兵士は，バタイユの言う「動物」の境遇に置かれながら，歴史

の断絶に直面せざるをえない。フロイトの「快原理の彼岸」が示しているのは，それとともに

戦場の記憶の痕跡が兵士のなかに残されることである。ただし，先に引いたベンヤミンの言葉

を顧みるなら，技術の途方もない力に晒されているのは，文字通りの例外状態に投げ出された
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兵士だけではない。「平時」の生活を送る者も，すでに経験の下地となる伝統から切り離され

て技術の力に晒されている。それゆえ都市の大衆も，歴史の断絶を体験しているはずである。

しかし，ベンヤミンが『パサージュ論』ヘ向けて歴史についての思考を深めつつあった頃，大

衆は技術的に捏造された「歴史」によって眩惑されつつあった。

例えば，レーニ・リーフェンシュタールの記録映画が示すように，政権を掌握したナチスは，

当時最新の映像技術を駆使して，「民族の祭典」を大衆の眼前にスペクタクルとして繰り広げ

た28)。しかもその叙事的な映像には，歓呼する人々の姿も巧みにモンタージュされる。その刺

激によって，あたかも民族の歴史的な出来事に立ち会っているかのような幻覚が生じるわけだ

が，ファシズムはそれを利用して，共同体とその歴史から疎外されてばらばらになった人々を

束ね上げ，その生命を使い尽くす。技術の力に晒された人々にとってその帰結とは，支配層の

道具と化した自身の破滅を見世物として消費することである。ベンヤミンは一九三〇年代半ば

に，このことが次の戦争として実現することを見通していた29)。

その戦争が現実となった状況下で，ベンヤミンは，こうして神話としての「歴史」によって

殺されるのに抗って生き延びる道筋を，歴史そのもののうちに切り開こうとした。そのような

思考の足跡を示すのが，「歴史の概念について」の一連のテーゼである。すでに見たように，

それを貫く思考は，世界戦争が始まる前から技術を用いた暴力に晒され，不断の例外状態に置

かれてきた人々へ注意を向けている。それは，この「抑圧された者たち」の断絶の記憶の残響

に耳を澄ますことにほかならない。その意味で彼は，想起から歴史を捉え返そうとしている。

「歴史の概念について」のテーゼの準備過程で書かれた草稿のなかで，彼は「 想 起
アインゲデンケン

」に歴

史の「根源的な規定」を見ている30)。

3．地を這うものたちに捧げられる想起

想起からの歴史

想起の経験にこそ，歴史の根源がある。そう考えて想起から歴史そのものを考えるとは，技

術の力に晒された身体の経験から歴史の概念を捉え直すことにほかならない。しかし，そのよ

うな身体は，すでに見たように，生活空間に浸透した機械装置がもたらすショックによって寸

断された知覚を生きている。それゆえ身体は，物語ることによって伝達されうる経験の媒体で

はなくなってしまっているわけだが，まさにそのような身体にこそ，ひと続きに物語られる歴

史が絶えず抑圧する記憶，断絶の記憶が不意に回帰しうる。この瞬間を言葉で捉える想起の経

験。それは心身に刻まれるトラウマを潜り抜ける経験でもありうる。このような「経験」以後

の経験をつうじて，新たな歴史が語り出されるのだ。

技術の時代の身体は，都市空間に絶えず刻まれる傷としての記憶 ―― ｢流行」や「技術革
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新」による「新しい」ものの出現は，「古くさく」なって「使えない」ものが捨て去られてい

く破局を絶えず伴っている―― の痕跡に絶えず触れると同時に，みずからのうちにも歴史の

断絶の記憶の痕跡が刻まれることになる。そのような身体を媒体として，未だ歴史として語ら

れたことのない記憶が，主体を震撼させるかたちで甦ってくるのだ。その出来事を言葉で捉え

る経験から歴史を描き出していくとは，世界を廃墟として見通しながらそこに踏みとどまり，

瓦礫に瓦礫を積み重ねていく「進歩」の過程に立ち向かうことにほかならない。歴史を語ると

は，そうして死者とともに地上の生に踏みとどまることである。

ベンヤミンは「歴史の概念について」のテーゼの一つで，このように想起の経験から歴史を

語り出そうとする立場を，「歴史主義」のそれと対置させている。

歴史主義が過去の「永遠の」像を打ち立てるのに対し，史的唯物論者は，唯一無二のもの

としてある，過去とともにする経験を呈示する31)。

｢歴史主義」は，俯瞰的な視点から「事実」を積み上げて「永遠」の「歴史」を作り上げる。

これに対して，ベンヤミンが「唯物論」的 ――その言葉はまず，歴史そのものを覆すという

意味で，真に革命的であろうとすることを意味していよう―― と称する歴史は，想起の一瞬

を危機的なものとして言葉で摑むものなのだ。

過去を歴史としてはっきりと言い表わすとは，それを「もともとあったとおりに」認識す

ることではない。それは，危機の瞬間に閃くままに，一つの 追 想
エアインネルング

を摑むことである。

史的唯物論にとっては，危機の瞬間に歴史の主体に思いがけず現われてくる過去の像
ビルト

を，

しかと留め置くことが重要である32)。

歴史の「想起という根源的な規定」が語られる先の草稿によれば，過去を「もともとあったと

おりに」描くことを目指したランケを嚆矢とする十九世紀の歴史学は，「科学の近代的な概念」

に従って実証科学の性格を強めていた。そのことによって想起の経験から乖離するばかりでな

く，「歴史から聞こえる『嘆き』の残響」も掻き消してしまっているのである33)。

このことは，当時の実証史学の立場が，史料を集めて歴史を書きうることを前提とするなか，

時の権力の立場に同一化してしまうことに起因する。ベンヤミンは「歴史の概念について」の

テーゼの一つで，「歴史主義の歴史の書き手は，そもそも誰に感情移入しているのか」という

問いを立て，それに「勝者に」と答えている34)。彼は，支配層に同一化した「歴史主義」の立

場からひと続きに物語られる「進歩」の歴史が，語り伝えられる経験を失うなか，みずからの

歴史も見失った近代社会の人々には「麻酔薬」として作用することも見据えつつ，この「人
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間」の神話としての「歴史」を見返すべき別の歴史の可能性を探る35)。このもう一つの歴史こ

そ，想起からの歴史にほかならない。

先に引いた一節では，この想起からの歴史が，「危機の瞬間に閃くままに，一つの追想を摑

むこと」にもとづくと語られている。しかも，この瞬間に「過去の像」は，「思いがけず現わ

れてくる」という。ベンヤミンが考える想起の働きは，恣意的なものではない。実際，テーゼ

の準備草稿の一つには，「厳密な意味における歴史記述とは，非随意的な想起にもとづく一つ

の像であり，この像は，危機の瞬間に歴史の主体の前に突如として立ち現われる」とも記され

ている36)。この「非随意的な想起」を構想するきっかけになったものの一つが，マルセル・プ

ルーストの『失われた時を求めて』であることは間違いない。ベンヤミンは，この

「無意志的記憶
メモワール・アンヴォロンテール

」にもとづく長編小説の翻訳に，一九二〇年代後半に取り組んでいた。

未完に終わった『パサージュ論』のための覚え書きで，ベンヤミンが繰り返し『失われた時

を求めて』を参照するのは，彼がその小説を貫く「無意志的記憶」が，恣意的な操作による過

去の現前化に対置されうると見ていたことを示していよう。その一方で彼は，想起の働きをプ

ルーストを越えて考えようとしていた37)。そのことを示すのが，「遊歩者
フラヌール

」という寓意像であ

る。室内を中心とするブルジョワジーの生活空間ではなく，近代の歴史的な過程が積み重なり，

それを貫く破局の傷が刻まれた都市空間が，ベンヤミンが考える想起の舞台なのだ。その内部

を交差する「街路は，遊歩する者を消え去った時へ連れて行く｣38)。このとき，都市は廃墟と

化す。そこでは，過ぎ去った時の欠片が剝き出しになっている。

そのことを目の当たりにし，「消え去った時」へ引き込まれる「あの想 起
アナムネーシス

の陶酔」をベン

ヤミンは語る39)。ただし彼は，陶酔のなかで遊歩者が蒐集家に変容しなければならないと考え

ていたにちがいない。遊歩者がどこか傍観的な立場に留まるのに対し，蒐集家は過去の欠片を

摑み出すからである。その身ぶりは，事物を散逸から守ろうとする情熱に駆られたものではあ

るが，他方で破壊的に，事物を有用性の文脈から解き放つとベンヤミンは論じる40)。このこと

は，彼が「歴史を書くとは，歴史を引用する
ツィティーレン

ことである」と述べているのにも重なる41)。過ぎ

去った出来事の記憶を，それを抑圧してきた歴史の神話的な文脈から引き剝がし，今に呼び覚

ます「引用」を，彼は新たに歴史を構成する技法と考えていた。

地を這うものたちの許へ

ベンヤミンにとって「歴史を引用する」とは，過ぎ去った出来事やそれに巻き込まれた死者

を，その名で「呼び出す
ツィティーレン

」ことでもある42)。蒐集家においては，そのことが具象的なドキュメ

ントを摑み出し，配置し直すことと一つになっている。だからこそベンヤミンは，「蒐集」を

「実践的な追想の一形式」と呼んでいるのではないだろうか43)。そこにある想起の実践に関し

て注目されるべきと思われるのは，『パサージュ論』のための覚え書きのなかで，遺物を拾い
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上げる蒐集の身ぶりが，シャルル・ボードレールの「屑屋の葡萄酒」に歌われる，屑拾いの

「ぎくしゃくした足取り｣―― ｢首を振ったり，つまづいたり，／壁にぶつかったりしながら

やって来る｣――とも重ねられていると考えられることである44)。

その足取りの間欠的なリズムは，たしかにベンヤミンが述べるように，屑屋が絶えず立ち止

まって，塵芥を背負い籠に放り込まなければならないことにもとづく。ただし，ここで屑を彼

の言う「歴史の屑」と見るなら，それは現在に至る歴史的な過程を貫く「野蛮」が捨て去って

いった過去の欠片である。それに行き当たるとき，街を歩く者は，破局の傷を目の当たりにす

るとともに，神話としての「歴史」が抑圧してきた記憶の痕跡の前に立ち止まらされる。歴史

の屑拾いの「ぎくしゃくした足取り」は，このことにも起因していよう。そして，先に引用し

た「歴史の概念について」のテーゼの一節が示しているのは，この静止の瞬間にある想起を摑

むことに，歴史の可能性が懸かっていることである。

もし，過去と今が断絶の上で出会い，過ぎ去ったものが現在の時空間に折り重なるこの瞬間

を逸するならば，死者の記憶が抹殺されるばかりでなく，生者も時の権力者の「歴史」のため

に使い捨てられるだけである。その意味で「危機」であるような瞬間を摑むとは，この「歴

史」の犠牲になった死者の断絶の記憶を今に呼び起こすことである。屑拾いをそのことの寓意

としても見ることができるが，その際屑屋としての蒐集家が，「堆
うず

みなす廃物の下に，疲れ果

て，身はたわみ曲がって」とボードレールが歌うように，背を曲げながら，地面へ眼を落とし

ていることも見過ごされてはならない45)。ベンヤミンの考える歴史の書き手は，自身神話の暴

力を負いながら，地の底の「抑圧された者たち」へ注意を向ける。

それにもとづいて「人間」の彼方から歴史を記す「物語作家」として，ベンヤミンは 1930

年代に，フランツ・カフカとニコライ・レスコフを論じたのではないだろうか。1936年に書

かれたレスコフ論「物語作家」では，無機物の層に至るまで「被造物の階梯」を下るレスコフ

の物語が浮き彫りにされている。さらに，「予言するロシアの石」を物語る彼の『金 緑 石
アレクサンドライト

』

が取り上げられることで，被造物の最下の層から歴史的な世界を見通す認識の可能性が暗示さ

れる46)。他方で，1934 年に作家の没後十年を記念して書かれた「フランツ・カフカ」におい

ては，「人間」の世界で繰り返されてきた忘却を背負って歪められた生き物たち ――その極

北に位置するのが「オドラデク」だろう―― の描写が批評の焦点となる47)。

屈んで地面に散乱する瓦礫を拾い上げる蒐集家。地の底へ被造物の階梯を下る物語作家。ベ

ンヤミンが描くこれらの姿を，歴史を記す者の寓意像
エンブレム

と見るなら，「人間」の技術文明の歴史

が，それを貫く破局の傷とともに積み重なっている時空間のあくまで内部で，暴力の犠牲にな

り，歴史を奪われた者を想起し，歴史を捉え返す道筋を考えることができるだろう。この歴史

とは，「抑圧された者たち」のうちに刻まれた断絶の記憶の痕跡を探り出し，その記憶を言葉

に反響させるものと言える。それはもはや「人間」の歴史ではない。この歴史はむしろ，「人
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間」の「野蛮」によって地を這うことを余儀なくされた生き物たちの歴史である。では，この

地を這うものたちの歴史は，どのように記されうるのだろうか。

4．残余から歴史を綴る

断絶の上で歴史を構成する

ベンヤミンは，先に引いた「歴史の概念について」のテーゼのなかで，「史的唯物論にとっ

ては，危機の瞬間に歴史の主体に思いがけず現われてくる過去の像を，しかと留め置くことが

重要である」と述べていた。彼にとって歴史を記すとは，「非随意的」なものであるほかはな

い想起を，「像」に定着させることなのである。では，歴史の媒体となる像とは何か。このこ

とを考えるうえで決定的に重要な覚え書きが，『パサージュ論』の方法論のために書かれてい

る。

過ぎ去ったものが現在へ光を投げかけることもなければ，現在が過去へ光を投じることも

ない。むしろ像こそが，かつてあったものが今と，閃きとともに一つの 布 置
コンステラツィオーン

を形成

する場である。別の言葉で言えば，像とは静止状態にある弁証法である。なぜなら，現在

と過去の関係が純粋に時間的で連続的なものであるのに対し，かつてあったものと今の関

係は，弁証法的だからである。つまり，経過ではなく，像であって，飛躍を含んでいる。

――弁証法的像だけが真の (言い換えれば，擬古主義的ではない) 像であり，それに出会う

場とは言語である48)。

この一節からまず読み取られるべきは，過ぎ去ったことと今が断絶の上で「布置」を形成する

なかで呼び起こされる記憶が，像において繰り広げられることである。そして，そのことの前

提にあるのが，「飛躍を含んでいる」ことなのだ。

別の覚え書きのなかでベンヤミンは，「歴史はいくつもの像に分解するのであって，いくつ

かの物語に分かれるのではない」とも述べている49)。この言葉が含意しているのは，現在支配

的な立場から出来事の連鎖がひと続きに物語られるところには，もはや歴史はありえないこと

である。むしろ，断絶の上で過去の記憶が新たに甦る場が言葉のうちに開かれるところに，新

たな歴史がある。この歴史の媒体が像であり，そこにおいて歴史の断絶の記憶が言葉になるの

だ。「それに出会う場とは言語である」と述べていることが示すように，ベンヤミンは像を，

視覚的な画像そのものとしてではなく，あくまで言葉として考えようとする。しかもその際，

彼が言語そのもののうちに見ていた可能性を発揮させようとしている。

第一次世界大戦のさなかに書かれた言語論「言語一般および人間の言語について」以来，ベ
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ンヤミンは，言葉を発するとは，他の人や事物の存在を肯定し，その名を呼ぶかたちでこれら

に語りかけることだと考えていた。そのとき言葉は，これらが語りかけてくるのに応えながら，

その実在を証言している50)。このような言葉そのものの力を発揮させる回路を，彼は言語が記

号化した世界のただなかに切り開こうとした。彼が想起の場にして歴史の媒体であると考える

像とは，そうした思考の試みの現場でもある。破局の傷痕を晒す瓦礫を拾い，それが示す断絶

の記憶の痕跡を辿るなかで，かつて起きたことが，それに巻き込まれた死者が，その名におい

て呼び出されるとき，言葉は過去を証言する像となる。

このことは具体的には，「抑圧された者たち」の記憶の痕跡が刻まれた遺物や記録を拾い上

げて読み解くことにもとづく。フーゴー・フォン・ホーフマンスタールが語ったように，「一

度も書かれたことのないものを読む」かたちで51)。そして，歴史に書かれたことのない記憶の

徴候を読み取るとは同時に，それを「歴史」とされている神話的な物語の文脈から引き剝がす

ことでもある。そうして過去を引用するとは，ベンヤミンが「虎の跳躍」と呼ぶ，断絶の上で

の飛躍を敢行することにほかならない52)。それによって過去が呼び起こされるとき，「歴史」

が忘却してきた記憶が言葉のうちに甦る。歴史を記すとは，このようにして想起が行なわれる

今を捉え，過去の像となる言葉を断絶の上で構成することなのだ。

｢歴史とは 構 成
コンストゥルクツィオーン

の対象であり，その場を形成するのは，均質で空虚な時間ではなく，

今という時が充満した時間である｣53)。この歴史の構成をベンヤミンは，「歴史の屑から歴史を

拵える」こととも考えていた54)。その際に非連続性が，歴史そのものを新たに形成する積極的

な意味を持つことになる。過去と今のあいだにある深淵を飛び越え，「抑圧された者たち」に

歴史の断絶をもたらした破局の傷痕を解読することによって，この断絶の記憶が呼び覚まされ，

歴史として語り出されるのだ。文明の「野蛮」によって「動物」にされた者たちに応える歴史。

破局のただなかでベンヤミンは，この「人間」の彼方からの非連続的な歴史のうちに生存の道

筋を切り開こうとしていた。

地を這うものたちの記憶を言葉に刻む

戦争が続くなか，「歴史の概念について」のテーゼを遺してベンヤミンが自死を遂げてから

ほどなく，人間を効率的に抹殺する装置として，絶滅収容所が稼働を始めた。そして，戦争の

末期には，生命の根幹を破壊する核の力を解き放ち，爆心から一定の範囲にいた人間を文字通

り消滅させる原子爆弾が，人の住む街に投下された。このような，「人間」の歴史がその「進

歩」の末に立ち至った破局に巻き込まれながら，それを生き延びた者の言葉は，生き残りの心

身に刻まれた傷から，生きられた出来事を，そして生き残ることができなかった者たちのこと

を証言する。そして，この断絶の記憶を伝える言葉は，もはや時系列に沿って語り出されるこ

とはない。
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自身の収容所体験を伝えるとともに，人間性を奪われて出来事の渦中に沈んでしまった者た

ちのことを証言するレーヴィの『これが人間か』は当初，時系列に沿ってではなく，「切迫度」

に応じて書かれたという55)。過ぎ去らない出来事の切迫そのものを伝えるかのような原の被爆

後の詩作もまた，時間を掻き乱すかたちで出来事が，そしてそのただなかで命を落とした者た

ちの声が甦ってくるのを反響させている。そして，それに身を開くとき，語り手の位置の錯乱

も生じていることを，彼の「鎮魂歌」は伝えている。

僕をつらぬくものは僕をつらぬけ。僕をつらぬくものは僕をつらぬけ。一つの嘆きよ，僕

をつらぬけ。無数の嘆きよ，僕をつらぬけ。僕はここにゐる。僕はこちら側にゐる。僕は

ここにゐない。僕は向側にゐる56)。

時空の錯乱のなかから語り出される言葉を一語一語辿るとき，読み手のなかにも破局の傷の一

部が抱え込まれるだろう。出来事の回帰に刺し貫かれるのだ。

このことを言葉で捉え，「動物」にされた者のうちに残存する記憶を呼び起こすところから，

地を這うものたちの歴史を考えられないだろうか。こうして出来事の残傷を分有するとき，今

ここで想起する者も，背を曲げた屑拾いのように，あるいはベンヤミンが論じる「物語作家」

のように，「人間」の野蛮の犠牲になった生き物たちが這い回る地上に降り立っている57)。原

は，自分を含め，焼け出された「動物」を「燃エガラ」と呼んだ。それは出来事の残滓であり，

その記憶は「人間」の歴史には場所を持たない。それゆえ地を這うものたちの記憶は，歴史の

残余でもある。ただしその記憶は，出来事を絶えず生々しく回帰させながら残存し続ける。地

を這うものたちの歴史とは，こうした残余からの歴史にほかならない。

ベンヤミンの歴史哲学がその可能性を暗示していた地を這うものたちの歴史。それは，破局

の後に残された痕跡を拾い上げ，そこに沈着した「歴史」の残余を想起するところから綴られ

る歴史である。それは，「動物」にされた人々の断絶の記憶を言葉に刻みながら，「人間｣――

バタイユは，その象徴をハリー・トルーマンに見ていた ――の歴史に破壊的に介入する58)。

そうすることで，出来事の記憶を抑圧してきたこの歴史を見返して「人間」を問うのだ。残余

から歴史を綴るとは，アドルノが「石斧から巨大爆弾に至る」と語った「人間」の「普遍史」

が今も続いているのに抗うことである59)。今や歴史を記すとは，地を這うものたちの記憶を言

葉に刻んで，地上の生に踏みとどまることなのである。

残余からの歴史へ

では，こうして地を這うものたちの歴史を記すことはどのようにありうるのだろうか。ベン

ヤミンの「像」の概念が示しているように，出来事の記憶が，そしてそれに巻き込まれた死者
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の記憶が，今ここで言葉のうちに甦る可能性は，原の「鎮魂歌」という作品や，あるいはクリ

スチャン・ボルタンスキーのインスタレーションのような「記憶の芸術」の作品によって暗示

されていよう。例えば，ボルタンスキーが 1987 年から制作した，ユダヤ教のプーリムの祭り

―― ｢エステル記」に語られる，ユダヤ人が皆殺しの企みから救われたことを祝う祭り――

を逆説的に表題に含み，ユダヤ人の子どもの 1930年代の写真を引き伸ばして用いた作品は，

その一人ひとりの断ち切られた生があったことを静かに語りかける60)。

祭壇に掛かっているように電灯で照らされた子どもたちの顔の像は，光の下で微かに立体性

を帯びると同時に，肖像としては崩れていく。見る者はその瞬間に，個々の顔を消し去ったホ

ロコーストの暴力が突きつけられるとともに，穴が穿たれているかのような黒い眼のなかへ引

き込まれる。それによって，友達のあいだに生きていた一人ひとりの子の記憶へ誘われるのだ。

とはいえ，こうしてつねに新たに想起を喚起する芸術の力を歴史叙述のうちに汲み出して，

「暦年数にその相貌を与える」ことはどのようにありうるのだろうか61)。その可能性は例えば，

出来事の証言の聞き書きによって，あるいはこの聞き書きを含む断絶からの物語を，時空を越

えて継ぎ合わせていく言葉によって確かめられうると考えられる。

ジョルジョ・アガンベンが法廷で目撃者として証言する者と区別して「生き残り
スーペルステス

」と規定す

る証人は，出来事に巻き込まれ，その傷を心身に負っている62)。生き残りが口を開くとき，出

来事の記憶が否応なく回帰してくるのを受け止めながら，さらには傷を開きながら，そこに残

存し続ける記憶を他者へ伝えようとしているのである。そのようにして行なわれる証言は，も

う一つの言葉で受け止められてこそ，歴史の経験として，この歴史に抗して伝えられうるよう

になる。そして，証言を伝える言葉の形式の一つに，聞き書きがあると考えられる。日本列島

では森崎和江の『まっくら』を嚆矢とする聞き書きの文学作品は，歴史として語られることの

なかった記憶の証言の媒体となって，それを反響させている63)。

聞き書きのうちにあるのは，証言が沈黙のなかから間欠的に，時系列に逆らって語られるの

に耳を澄まし，それをもう一つの言葉として響かせる翻訳である。それは，ベンヤミンの「翻

訳者の課題」で語られる「字句通りであること
ヴ ェ ル ト リ ヒ カ イ ト

」を旨とする翻訳になぞらえられうる64)。証言

を細やかに辿って聞き書きを試みる者は，記憶の回帰に巻き込まれるなかで，自身の言語の震

撼を潜り抜けながら，生き残りの言葉に照応する言葉を探るのだ。そのような想起の経験をつ

うじて記された聞き書きは，オーラル・ヒストリーの可能性を拡げながら，歴史の言語を創造

するだろう65)。それは，証言の谺を遠くへ響かせる。その響きのなかには，証人が担ってきた，

生き残れなかった者の記憶の残響も交じっているにちがいない。

このような聞き書きや，史料をその行間に至るまで読み抜き，そこに名を残さなかった人々

の記憶を引用するような歴史叙述などによって，地を這う者たちの断絶の記憶が物語のかたち

で拾い出される。一つとして完結することのないその物語の断面を継ぎ合わせようとするなら，
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物語の配置のうちに，従来の歴史記述ではけっして達しえない出来事の真実が浮かび上がって

くるのではないだろうか。あるいは，複数の出来事を時空を越えて照らし合わせる回路が開か

れるかもしれない。ベンヤミンが「星座」と呼んだ，けっして同一次元に属することのない一

つひとつ特異な物語の布置は，「人間」の「歴史」には場所を持たない記憶が響き合うなかに

出来事が甦るような想起の空間を切り開くだろう。

さらに，断絶の記憶が形づくる星座のうちには，死者を含め，「動物」にされた者たちの連

帯の可能性も閃いているにちがいない。ここにある連帯は，生あるものを破滅へ導きつつある

「人間」の「普遍史｣ ――それは今や核の普遍史と呼ばれるべきだろう―― がこのまま続く

ことによって，記憶を含めて抹殺されるのに抵抗するものである。地を這うものたちの記憶を

言葉に刻み，その言葉を継ぎ合わせることによって出来事を照らし出し，出来事どうしの時空

を越えた照応をも浮かび上がらせる新たな歴史は，死者とともに地上に生き残ることへ向けて

語られるのだ。それが含む抵抗は，時系列を攪乱しながら，「普遍史」の過程を中断する。こ

こにある文字通りの革命が，生存の回路を切り開くのである。

ベンヤミンは，彼の死後に核の普遍史を押し進めるに至った「人間」の技術の力の前に晒し

出された者の側から，歴史そのものへ問いを差し向けた。その問いを今に受け継ぎ，歴史の可

能性を探るならば，それは残余からの歴史として構想されうるだろう。この歴史は，もはや

「人間」のものではない。その残余から，地を這う「動物」の側から，その記憶によって，新

たな歴史は構成されるのだ。この記憶とは，途方もない出来事に巻き込まれることによる断絶

――それは核の被害によって生活が根こそぎにされることでもありうる―― の記憶であり，

それは「人間」の「歴史」の残余である。この記憶は，出来事の残滓として生き残りの心身に

刻まれた痕跡のうちに，消しがたく残存している。

残余からの歴史は，出来事の残骸や，出来事を潜り抜けた者のうちに残存し，時系列に反し

て不意に過去を甦らせる記憶を言葉に刻むことによって記される。その手だての一つにここで

挙げた聞き書きがあると考えられるが，これを含め，記憶の痕跡を細やかに辿るとは，記憶が

甦ってくる動きに巻き込まれることでもある。それに伴う自己の震撼のなかからこそ，断絶の

記憶を反響させうる言葉が生まれてくるだろう。このような言葉が，さらにはその星座が，地

を這うものを犠牲にした出来事を今ここに甦らせるなら，時系列は錯乱し，「人間」の「歴史」

の連続は断ち切られうる。残余からの歴史とは，ここにある革命へ向けて，今も続く記憶の抹

殺に抗う言葉にほかならない。

付 記

本稿は，2020年 12月 5日に京都大学人文科学研究所で開催されたシンポジウム「抑圧されたものの

痕跡を求めて／辿って――記憶の存在論と歴史の地平Ⅱ」にて同じ表題で発表した原稿に，当日の議

地を這うものたちの歴史 (柿木)

― 91 ―



論を踏まえて加筆を施したものである。シンポジウムでは，直野章子さんの貴重な発表「『ありえない』

出来事の行方――原爆の記憶と性暴力の記憶」，そして立木康介さんと冨山一郎さんからの内容豊かな

コメントから多大な刺激を受けた。心から感謝申し上げる。人文科学研究所の直野さんと立木さんには，

発表の機会を与えてくださったことにも感謝申し上げたい。貴重な質問を寄せてくださった参加者に対

しても感謝に堪えない。本稿がそれに対する応答を含んでいるとすれば幸いである。

副題にあるように，このシンポジウムは，「記憶の存在論と歴史の地平」というテーマでの二回目の

議論の場ということになる。第一回のシンポジウムは，2019 年 11月 2日に広島市立大学を会場として，

「記憶の存在論と歴史の地平――記憶が差し出してきた認識論的，存在論的挑戦と向き合う」という

テーマの下で開催されたが，その際にはディスカッサントとして参加させていただいた。本稿はコメン

トのなかで構想を示唆した，「残余からの歴史」の哲学の緒論とも言える性格も有している。「残余から

の歴史」というテーマは，今後展開すべき課題として，これまでもいくつかの場所で提示してきた。と

りわけ，「残余からの歴史のために」と題した拙著『断絶からの歴史――ベンヤミンの歴史哲学』(月

曜社，2021 年) の終章の議論と，本稿の議論の一部に重なる点があることをお断わりしておきたい。

6

1 ) 原民喜「燃エガラ」，『新編原民喜詩集』土曜美術社，2009 年，83頁。

2 ) 引用した前の連には，「シュポッ ト オトガシテ／ザザザ ト ヒックリカエリ」という一

節が見られるが，これは河畔で語り手と落ち合ったその妹が，「ピカツと光つたものがあり，マ

グネシユームを燃すやうなシユーツといふ軽い音とともに一瞬さつと足もとが回転し，……それ

はまるで魔法のやうであった」と被爆の瞬間を証言するのと呼応する。前掲『新編原民喜詩集』，

82頁，9頁以下。

3 ) ジョルジュ・バタイユ『ヒロシマの人々の物語』酒井健訳，景文館書店，2015年，16頁。

4 ) ｢被爆しながら死なずにその威力の証言者になった人々は，自分たちの不幸の理解可能な表現

を保持するだけの力をもはや失っていた。彼らは，白蟻が理解不可能な巣の破壊の犠牲になるの

と同じように，何も理解できないまま不幸の犠牲になっていたのだ」(同所)。

5 ) 前掲『新編原民喜詩集』，83頁。

6 ) 新共同訳『聖書』，「創世記」第 1章第 26節，日本聖書教会，1994 年，2頁。

7 ) ｢文献学的な歴史学は記憶しようとする情熱の産物であるのと同じくらい，忘却しようとする

情熱の産物なのである」。ショシャナ・フェルマン『声の回帰――映画『ショアー』と〈証言〉

の時代』上野成利他訳，太田出版，1995年，27頁。

8 ) レーヴィは，自死の一年前にまとめられた『溺れるものと救われるもの』のなかで，収容所の

囚人の多くが，生還して体験を語っても，家族にさえ話を信じてもらえないという悪夢を見てい

たことを伝えている。プリーモ・レーヴィ『溺れるものと救われるもの』竹山博英訳，朝日新聞

出版，2019 年，10頁。

9 ) この点に触れたものの一つとして，キャシー・カールス編の論文，対談集『トラウマ』の第 I

部「トラウマと経験」への編者序文を参照。そのなかでカールスは，トラウマ研究の出発点の一

つとも言うべきジークムント・フロイトの「快原理の彼岸」(Sigmund Freud, »Jenseits des

Lustprinzips«, in: Gesammelte Werke Bd. 13, Frankfurt am Main: Fischer, 1940, S. 3ff. 日本語訳は，

「快原理の彼岸」須藤訓任訳，『フロイト全集』第 17巻，岩波書店，2006年，53頁以下) におけ
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る，体験した惨事の現場に繰り返し立ち返らせられる外傷性神経症患者の描写を引用しながら，

次のように述べている。「それゆえトラウマを構成し，その謎に満ちた核心を指し示しているの

は，こうしてありのままに，かつ執拗に回帰することである。その核心にあるのは，知るという

点でも，あるいは見ることに関してすら遅延が生じ，これらが成し遂げられないまま，圧倒的な

出来事がその執拗な回帰において，起きたことに絶対的に忠実に残していることである」。

Cathy Caruth, Introduction to I. Trauma and Experience, in: Trauma: Explorations in Memory,

edited with introduction by Cathy Caruth, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995, p. 5.

日本語訳は，キャシー・カールス「トラウマと経験――第Ⅰ部への序文」下河辺美知子訳，

キャシー・カールス編『トラウマへの探究――証言の不可能性と可能性』下河辺美知子監訳，

作品社，2000年，16頁。訳文を引用者の責任で変更した。

10) P・レーヴィ『これが人間か〔改訂完全版アウシュヴィッツは終わらない〕』竹山博英訳，朝

日新聞出版，2017 年，3頁。

11) 原「コレガ人間ナノデス」，前掲『新編原民喜詩集』，82頁。

12) ｢永続する苦悩は，拷問されている者が呻く権利を持つのと同程度に自己を表現する権利を有

している。それゆえ，アウシュヴィッツの後ではもはや詩を書くことはできないというのは誤り

だったかもしれない。しかし，これほど文化的とは言えないながら，アウシュヴィッツの後に生

きることができるか，まして偶然に魔の手を逃れはしたが，殺される運命にあったとしてもおか

しくない者が，生きていてよいのか，という問いは誤っているとは言えない」。Theodor W.

Adorno, Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Bd. 6, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970,

S. 355. 日本語訳は，テオドール・W・アドルノ『否定弁証法』木田元他訳，作品社，1996年，

440頁。

13) こうした「歴史の概念について」のテーゼをめぐる経緯の詳細について，以下の拙著を参照。

柿木伸之『断絶からの歴史――ベンヤミンの歴史哲学』月曜社，2021 年。その第七章には，

アーレントに託された「歴史の概念について」のテーゼの手稿が訳出されている。

14) Walter Benjamin, Brief an Gretel Adorno, Paris, Ende April / Anfang Mai, in: Gretel Adorno /

Walter Benjamin Briefwechsel 1930–1940, herausgegeben von Henri Lonitz und Christoph

Gödde, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005, S. 410. 日本語訳は，ヘンリー・ローニツ／クリスト

フ・ゲッデ編『ヴァルター・ベンヤミン／グレーテル・アドルノ往復書簡 1930‒1940』伊藤白他

訳，みすず書房，2017 年，359頁。

15) Idem, »Über den Begriff der Geschichte« Benjamins Handexemplar, in: Werke und Nachlaß:

Kritische Gesamtausgabe (WuN) Bd. 19 : Über den Begriff der Geschichte, Berlin: Suhrkamp, 2010,

S. 35. 日本語訳は，『［新訳・評注］歴史の概念について』鹿島徹訳・評注，未來社，2015年，53

頁。ここでは「歴史の概念について」のテーゼ集のテクストとして，ベンヤミンが「手沢本」と

表題を付けたタイプ稿を主に用いる。

16) Idem, Entwürfe und Fassungen zu den Thesen »Über den Begriff der Geschichte«, ibid., S. 123.

日本語訳は，浅井健二郎編訳『ベンヤミン・コレクション 7―― 〈私〉記から超〈私〉記へ』筑

摩書房，2014 年，590頁。

17) アントニオ・グラムシ『知識人と権力――歴史的=地政学的考察』上村忠男編訳，みすず書房，

1999 年，110頁以下。引用したのは，一九三四年に「従属的社会集団の歴史」のために書かれた

『獄中ノート』の一節である。

18) W. Benjamin, »Über den Begriff der Geschichte« Benjamins Handexemplar, S. 34. 前掲『歴史の
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概念について』，52頁。

19) 2015 年 7 月，非西洋で初めて，しかも半世紀ほどで成し遂げられた日本の工業化を物語る

「明治日本の産業革命遺産」として，23の資産が国連教育科学文化機関 (ユネスコ) によって世

界文化遺産に指定された。そのうち，「軍艦島」の名で知られる長崎県の端島にあった炭鉱での

労働に関する「産業遺産情報センター」の当時の証言による説明について，ユネスコの世界文化

遺産委員会は，「労働を強いられた例がなかったかのようなメッセージを伝えている」ことを問

題視し，これに「強い遺憾の意を示す」ことを全会一致で議決した。この委員会はさらに，「意

思に反して連れて来られ，厳しい環境下で働かされた多くの朝鮮半島出身者たちがいたことを理
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