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「言葉の力―半生を振り返って」資料 

 

                                    赤羽研三 

 

1.出来事との遭遇（ドゥルーズ、小林秀雄、デリダ） 

1-1.「私にはもつれをほぐさなければならないと同時に交差させる (recouper) ことも必要な線の集

合として事物を考える傾向があります。私は点というものが好きになれないし、定点を定める（現

在位置を定める）(faire le point) ことは愚劣だと思います。二つの点のあいだに線があるのではな

く、線が何本も交差したところに点があるわけですからね。線は規則的ではありえない。そして点

は線の変曲 (inflexion) であるにすぎないのです。だから重要なのは始まりと終わりではなく、中

間 (milieu) の部分なのだということにもなる。事物や思考は中間に芽生え、そこで育っていくわけ

で、身を置くべきは、この中間になのだ（…）。」（ドゥルーズ『記号と事件』河出書房新社、268 頁）

(Deleuze, Pourparlers, Minuit, p. 219) 

1-2.「一本の道において重要なこと、一本の線において重要なこと、それはつねに中間 (milieu) で

あって、始まりでも終わりでもないということである。人はつねに一本の道の中間に、何かの中間

にいる。」（ドゥルーズ『対話』河出書房新社、48 頁）(Deleuze, Dialogues, Flammarion, p. 37) 

1-3 

1-3-1.「大切なのは目的地ではない、現に歩いているその歩き方である。」（小林秀雄「モオツァル

ト」、『小林秀雄全集』第 8 巻、新潮社、1978 年、112 頁） 

1-3-2.「モオツァルトは、目的地なぞ定めない。歩き方が目的地を作り出した。彼はいつも意外

な処に連れて行かれたが、それがまさしく目的を貫いたという事であった。」（同上、113 頁） 

1-4.「しかし、哲学としては起源 (origines) の問題にはけりがついたものだと信じていた。出発す

ることも、到着することも、もはや問題にはならなかった。問うべきは、「ただなか (entre)」では

何が起こるのかということだったからです。そしてこれとまったく同じことが物理的な運動にも当

てはまる。 

 運動はスポーツや慣習のレベルで変化する。私たちは長いあいだエネルギー論的な運動観をより

どころにして生きてきました。つまり、支点があるとか、自分が運動の源泉だといった考え方をし

ていたわけです。スプリントや砲丸投げなどは、筋力と持久力の問題だし、そこにはどうしても起

点 (point d’origine) やてこが関係してくる。ところが、現代の状況を見ると、てこの支点への付着

をもとにした運動の規定はまれなことになってきたのがわかります。新しいスポーツ（波乗り、ウ

ィンドサーフィン、ハングライダーなど）は、すべて、もとからあった波に同化していくタイプの

スポーツです。出発点としての起点はすたれ、いかにして波に乗るかということが問題になってく

るのです。高波や上昇気流の柱が織りなす運動にうけいれてもらう (se faire accepter) にはどうし

たらいいのか、筋力の起源となるのではなく、「ただなかに達する (arriver entre)」にはどうしたら

いいのか？ これがもっとも重要な問題になってくるのです。」（ドゥルーズ『記号と事件』、203-204

頁）(Deleuze, Pourparlers, p.165) 

1-5.強度（＝内包量） (intensité)、生の実感 

Intendere（ぴんと張る、緊張させる） 

1-6.「明らかにこの語 (laisser) はある種の受動性を含蓄していますが、しかしそれは、受動的／能

動的という対立の手前にあるような受動性です。例えばハイデガーは laisser être と言っています。

laisser être というのは、関与しないという意味ではなく、人がそれにかかわらなくはない仕方でそ

れが存在するように、それが来る(ça vienne) ように、なすべきことをなす、という意味です。（…）

フランス語の言い回しには laisser venir （来るがままにさせる）というのがあります。これはつま
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り、介入しないこと、蒙ること、来るものに自分をさらすことですが、しかし同時にこれはまた、

それが来るためになすべきことをなすことによってそうするのであり、しかもこのなすという行為

は能動的でなく、忙しく立ち回ることではないのです。それで、そういう意味で laisser venir があ

るわけです。次に laisser はまた残余の動詞でもあります。人は一つの痕跡を残し、一つの残余を

残し、落ちるがままに打ち棄てておきます(laisser tomber)。（…）laisser tomber は能動的でも受動

的でもないような一つの経験（…）、一つの振舞い、一つの態度であって、それは単に放棄するので

はなく、しかもとどめておこう(garder)とはしないのです。とどめておかないこと、それが laisser

なのです。（…）それから遺贈する、遺言を残すという意味での laisser があります。ある残余を laisser

する。つまり、私がいなくても機能するだろうあるものを laisser する……。」（デリダ『他者の言語』

法政大学出版局、354 頁） 

1-7.「「冒険」に当たるフランス語の aventure、英語の adventure という語はラテン語の adventura

に由来し、「誰かに将来起こるはずのこと」を意味した。また、aventure は、avenir（未来）や advenir

（起こる、到来する）と同語源の語であり、aventure はこれから起こること、やってくることであ

り、多かれ少なかれ思いがけない、普通は予測できない出来事を指した。そこから「運命」、「運

命の巡りあわせ」、あるいは、par aventure（偶然に、たまたま）という表現にあるように、「偶

然」という意味も生まれてくる。そこからさらに、今日的な意味、何かを追い求めて、危険を伴う

行動に出ることという意味が派生してくる。今でも使われる bonne aventure という表現は、「先行

き、運勢、未来」を意味し、diseuse de bonne aventure とは、未来の吉凶を占う「占い師」のこと

を言う。」（赤羽研三『〈冒険〉としての小説』水声社、33-34 頁） 

1-8.「生は、終わりのない、予想のつかない冒険である」（ル・クレジオ）(J.M.G. Le Clézio, L’inconnu 

sur la terre, Gallimard, 1978, pp. 163-164) 

 

2. 驚異 (merveilles/wonder) 

   

3. 地名 

3-1.「これらの名前〔バルベック、ヴェネツィア、フィレンツェ〕のなかには、その名の指し示す

土地から吹き込まれた私の欲望が、いつの間にか蓄積されていたのである。（…）たとえ嵐の日であ

っても、フィレンツェとかヴェネツィアとかの名前は、太陽と百合と、総督宮と、サンタ＝マリア

＝フィオーレ大聖堂とに対する欲望を私に与えるのだった。 

（…）それらの地名は、地上のいくつかの場所をいっそう特殊な、それゆえいっそう現実的なも

のにし、それらの場所について私が抱いている観念を高揚させた。」（プルースト『失われた時を求

めて』第 2 巻、集英社文庫、428 頁）(Proust, Du côté de chez Swann, Gallimard, « Folio », p. 380) 

3-2.「フィレンツェ (Florence) は、町であり、花であり、女である。それは同時に、花なる町、女

なる町、花なる娘である。このような姿をした奇妙な対象は、川 (fleuve) の流動性や黄金 (or) の

やさしい鹿子色の熱さをもち、最後に礼節 (décence) に身をゆだねて絶えず弱まってゆく無声 e に

より、その慎みのある開花をどこまでも延長する。さらに、そこにはそれぞれの人々の秘かな生涯

の想い出が付け加えられる。私にとって、フローランス（フィレンツェ）はまたある女、私の少年

時代の無声映画に出演したアメリカの女優である。〔…〕私は彼女を愛し彼女がフローランスと呼ば

れたということ以外には、もう何も憶えていない女である。」（サルトル「文学とは何か」、『シュチ

ュアシオンⅡ』人文書院、53 頁）(Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard, « Folio », 1948, p. 21) 

 

4. 現われの体験としての真理（ハイデガー） 

4-1. homoiosis としての真理、「言表(logos)と事象(pragma)の合致(homoiosis)」（ハイデガー『真理

の本質について』理想社、15 頁） 

4-2. aletheia としての真理（真理を一つの現われの体験として理解する） 
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「われわれは真理を、アレーテイアというギリシャ語の原意にしたがって、存在するものの〈隠れ

なさ(Entdecktheit / dévoilement)〉と解する。真理はもと言表や命題の「正しさ」ではなく、存在

するものの「隠れなさ」を意味する。」（ハイデガー『「テアイテトス」における虚偽論』理想社、83

頁） 

4-3.「真であること（真理性）とは、発見的であるということである。」（ハイデガー『存在と時間』

上、ちくま学芸文庫、455 頁） 

4-4. 存在の贈与(Es gibt das Sein. / Ça donne [Il y a] l’être) 

4-5.「存在は、真理があるかぎりでのみ「与えられる」」（同上、上、475 頁） 

4-6. 形而上学 

4-6-1.「形而上学は存在者を存在者として、根拠づけつつ表象するというしかたで思索する。（…）

存在は根拠として、存在者をそれのそのつどの現前の内へもたらす。根拠はそれ自身を現前性と

して示す。」（ハイデガー『思索の事柄へ』筑摩書房、108 頁） 

4-6-2.「形而上学は存在者としての存在者を問うからして、存在者に止まり、存在としての存在

に向かわない。」（ハイデガー『形而上学入門』理想社、7 頁） 

4-6-3. 存在忘却と、存在者と存在の取り違え 

「形而上学による言表は、その学の始めからそれの完成に到るまで、珍しいことには、一貫して

存在者と存在とを取り違えているのである。この取り違えともちろん出来事として考えるべきで、

ひとつの欠点として考えるべきではない。その取り違えの理由は決して単なる思考の怠慢とかあ

るいは言い表しの軽率さにあるのではない。」（ハイデガー『形而上学とは何か』、理想社、13 頁）  

 

5. 妄想と確信感情（フロイト） 

「どんな妄想にも一片の真実が潜んでいるのだ。つまりそこには実際に信ずるに足るなにかが存在

しているのであって、これこそ患者の確信の源泉となっているものであり、したがってそのかぎり

では、この確信は正当なのである。ところがこの真実は長いあいだ抑圧されていたのだ。（…）われ

われは誰でも、真実と虚偽が一体となって包含されている思考内容にたいして自らの確信を付着さ

せ、真実へ向けたはずのその確信を真実から虚偽の上へ押し広げているのである。」（フロイト「Ｗ・

イェンゼンの小説『グラディーヴァ』に見られる妄想と夢」、『フロイト著作集』第 3 巻、人文書院、

67-68 頁） 

 

6. 記憶と痕跡（フロイト、デリダ） 

6-1.「痕跡はそのものとしては現前せず、決して自らを一つの現前者として現前化せずに、いつも

他なるものへと、他のものへと差し向ける、したがってそれは己れ自身の現前性を消去してしまう、

といった点がそれです。また同時に痕跡(trace)は痕跡づけ（線を描き）ます(tracer)。（…）それは、

痕跡づける切り開く開路 (frayage) であって、贈与と次のような共通点をもっています。すなわち、

それは開始し、何か新しいものを生み出し、円環のうちに囲い込まれるがままにならない、という

点です。（…）どの贈与もそのものとしては現れず、他なるものへの差し向ける、という意味で贈与

はどれも痕跡なのです。またどの痕跡も、或る仕方で贈与であります。」（デリダ「時間を－与える」、

『理想』1984 年 11 月号、138-139 頁）  

6-2. 反復と差異（ドゥルーズ、デリダ） 

6-3. 事後性 (après-coup)（フロイト） 

6-4. Einmal ist keinmal（一回はゼロ回、一回は数のうちに入らない）（クンデラ） 

 

7. 文学 

7-1. 無根拠 

7-1-1.「薔薇はなぜなしにある、それは咲くがゆえに咲く 
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それは自分自身を気に留めないし、ひとが自分を見ているか否かと、問いはしない」 

（アンゲルース・シレジウス『瞑想詩集』上、岩波文庫、90 頁）（ハイデガー『根拠律』創文

社、72） 

7-1-2.「薔薇は根拠をもっていない」（ハイデガー『根拠律』、84 頁） 

7-1-3.「放念(Gelassenheit)」 

「あなたが神を放念すればするほど、ますます神はあなたとなるにちがいない。まさにあなたの重

荷を背負ってくれるのである。」（シレジウス『瞑想詩集』上、13-14 頁） 

7-1-4. 「美しい「花」がある、「花」の美しさという様なものはない。」（小林秀雄「当麻」、『小

林秀雄全集』第 8 巻、15 頁） 

7-2. 空白 (blanc) 

7-3. 素材（ヴァレリー） 

日曜大工 (bricoleur) とエンジニア 

「（…）ブリコラール(bricoleur)とは、玄人とは違って、ありあわせの道具材料を用いて自分の手で

ものを作る人のことをいう。（…） 

（…）ブリコラールは多種多様な仕事をこなすことができる。しかしながらエンジニアとは違って、

仕事の一つ一つについてその計画に即して考案され購入された材料 (matières premières) や器具

がなければ手を下せぬというようなことはない。彼の使う資材の世界は閉じている。そして「もち

あわせ」、すなわちそのときそのとき限られた道具と材料の集合で何とかするというのがゲームの規

則である。しかも、もちあわせの道具や材料は雑多でまとまりがない。なぜなら、「もちあわせ」の

内容構成は、目下の計画にも、またいかなる特定の計画とも無関係で、偶然の結果できたものだか

らである。すなわち、いろいろな機会にストックが更新され増加し、また前にものを作ったり壊し

たりしたときの残りもので維持されているのである。したがってブリコラールの使うものの集合は、

ある一つの計画によって定義されるものではない。」（レヴィ＝ストロース『野生の思考』みすず書

房、22-23 頁）(Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Plon, 1962, pp. 26-27) 

7-4.「詩的態度とは言葉を記号 (signes) としてではなく、もの (choses) として考えることである。」

（サルトル「文学とは何か」、『シュチュアシオンⅡ』人文書院、52 頁）（これは言葉を素材として

考えるということである）(Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard, « Folio », 1948, p. 19) 

 

8. 文学におけるイメージ 

8-1. 雪 

8-1-1 

    雪 

 

太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。 

次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。 

（三好達治『測量船』） 

 

8-1-2. 宮沢賢治「ひかりの素足」、「水仙月の四日」 

 

8-2. 地中海 

8-2-1 

    皿 

 

黄色い菫が咲く頃の昔、 

海豚は天にも海にも頭をもたげ、 
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尖った船に花が飾られ 

ディオニソスは夢みつゝ航海する 

模様のある皿の中で顔を洗って 

宝石商人と一緒に地中海を渡つた 

その少年の名は忘れられた。 

麗ｳﾗﾗｶな忘却の朝。 

 （西脇順三郎、『Ambarvalia』） 

 

8-2-2 

風立ちぬ！ いざ生きめやも！ （ヴァレリー「海辺の墓地」、『魅惑』） 

Le vent se lève ! ...  Il faut tenter de vivre !  

(Paul Valéry, « Le Cimetière marin », Charmes ) 

 

9. 無関心（カミュ、石原吉郎） 

9-1.世界の優しい無関心（カミュ） 

9-1-1.「私は眠ったらしかった。顔の上に星々のひかりを感じて眼を覚ましたのだから。田園の

ざわめきが私のところまで上がって来た。夜と大地と塩のにおいが、こめかみをさわやかにした。

この眠れる夏のすばらしい平和が、潮のように、私のなかに入って来た。このとき、夜のはずれ

で、サイレンが鳴った。それは、今や私とは永遠に無関係になった一つの世界への出発を告げて

いた。ほんとに久し振りで、私はママンのことを思った。（…）あそこ、幾つもの生命が消えて

ゆくあの養老院のまわりでもまた、夕暮れは憂愁に満ちた休息のひとときだった。死に近づいて、

ママンはあそこで解放を感じ、全く生きかえるのを感じたに違いなかった。（…）そして、私も

また、全く生きかえったような思いがしている。あの大きな憤怒が私の罪を洗い清め、希望をす

べて空にしてしまったかのように、このしるしと星々とに満ちた夜を前にして、私ははじめて、

世界の優しい無関心 (tendre indifférence du monde) に、心を開いた。これほど世界を自分に近

いものと感じ、自分の兄弟のように感じると、私は、自分が幸福だったし、今もなお幸福である

ことを悟った。」（カミュ『異邦人』新潮文庫、126-127 頁）(Camus, L’étranger, Gallimard, «Folio», 

pp. 183-184) 

9-1-2「唯一の楽園とは失われた楽園であるということがもし本当なら、ぼくは、今日、ぼくのな

かに住みついているこのやさしい非人間的ななにか (ce quelque chose de tendre et d’inhumain) 

を、いったい何と名づけてよいかを知っている。」（同上、159 頁）(Camus, L’envers et l’endroit, 

Gallimard, «Folio», p. 55) 

9-1-3. 無関心 (indifférence) ←→ 関心＝利害 (intérêt) 

「それ（こうした病）は、最終的には、あの心の自由に幸いしていた。つまりそれは人間の利害

＝関心 (intérêts humains) に関してほんの少し距離を置くことであり、それがいつも私を怨恨か

ら遠ざけてくれたのだ。」（『裏と表』、『カミュ全集』第 1 巻、143 頁）(Ibid., p. 19) 

9-1-4.「ぼくはもう一度、湾とその燈火を眺める。そのときぼくの方に向かってこみあげてくる

のは、より楽しき日々の希望ではない。そうではなくて、すべてに対する、またぼく自身に対す

る、晴れ晴れとした根源的な無関心 (une indifférence sereine et primitive à tout et à moi-même) 

なのだ。」（同上、167-168 頁）(Ibid., p. 71) 

 

9-2. 不思議な母の無関心（カミュ） 

9-2-1.「その子どもの母親も押し黙ったままであった。時と場合には「何を考えているの？」と

聞かれることもあった。すると彼女は「なにも」と答えるのだった。そして、それはまったく本

当なのだ。一切がそこにある。」（同上、161 頁）(Ibid., p. 59) 
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9-2-2.「彼女〔＝母親〕は分けへだてのない愛情で彼ら〔＝彼女の子どもたち〕を可愛がってい

る。だが、一度もそれを彼らにあらわしてみせたことがなかった。（…）かれは、この動物のよ

うな沈黙を前にしてうまく泣けない。かれは、自分の母に憐れみを感じている。それは、彼女を

愛しているということなのだろうか？ 彼女はこれまでに決してかれを愛撫したことがなかっ

た。というのは、彼女はそうすることをしらないからだ。（…）もうじき老婆が帰ってくる。す

ると生活がまたはじまる。石油ランプの丸い光、桐油布、叫び声、野卑な言葉。だがいま、この

沈黙は時間の停止を、限りない一瞬を刻んでいる。こうしたことを漠然と感じると、その子ども

は自分のなかに住む感情のほとばしりに母親への愛を感ずるように思うのだ。 

（…）あの不思議な母親の無関心 (l’indifférence de cette mère étrange)！ そこにあるのはただ

世界の巨大な孤独で、それがぼくに世界の大きさを教えてくれるのだ。」（同上、162-163 頁）(Ibid., 

pp. 60-63) 

9-2-3.「ぼくが、世界の深遠な意味を体験したかのように思うそのたびごとに、いつもぼくを心

の底からゆり動かしていたのは、世界の単純さなのだ。ぼくの母親がそうだし、今夜が、そして

その奇妙な無関心 (son étrange indifférence) がそれだ。」（同上、165 頁）(Ibid., p. 66) 

 

9-3.極限状態の無関心（石原吉郎） 

9-3-1.「人間が自然と対峙するのは、いわば無感動の現場においてである。 

  極度に無感動をしいられた環境で、唐突に、そしてひときわ美しくかがやく時がある。その美

しさは、その環境にとってはむしろいぶかしい。「どうして」という問いは、そのいぶかしさへ

のまっすぐな反応である。たぶんそれは、無関心なるが故の美しさという、ある種の絶対状態へ

の反証のようなものであろう。およそ人間に対する関心が失われても、なお自己にだけは一切を

集中しうるあいだはこのような問いは起こらない。自己への関心がついに欠落する時、そのとき

唐突に、自然はかがやく。あたかも、無人の生の残照のように。 

  感動をともなわぬ美しさとは奇妙なものだ。それは日常しばしば出会う、感動する程ではない

という美しさとはあきらかにちがう。感動する主体がはっきり欠落したままで、このうえもなく

それは美しい。そしてそのような美しさの特徴は、対象の細部にいたるまではっきりと絶望的に

美しい、ということである。いわば、その美しさには、焦点というものがない。 

  （…）私たちが永遠に参加できないことによって、たしかに美しいという瞬間はあるのだ。い

わばそれは、美しいものの側から見捨てられた、美しい瞬間である。（…）  

  そしてこの無感動の現場で、幾度となく私が出会ったのは、このような自然の、とりつく島の

ないような美しさであった。」（『海を流れる河』、『石原吉郎全集』第 2 巻、花神社、254-255 頁） 

9-3-2.「ひとつの情念が、いまも私をとらえる。それは寂寥である。孤独ではない。やがては思

想化さることを避けられない孤独ではなく、実は思想そのもののひとつのやすらぎであるような

寂寥である。わたし自身の失語状態が進行の限界に達したとき、私ははじめてこの荒涼とした寂

寥に行きあたった。衰弱と荒廃の果てに、ある種の奇妙な安堵がおとずれることを、私ははじめ

て体験した。そのときの私にはすでに、持続すべきどのような意志もなかった。一日が一日であ

ることのほか、私はなにも望まなかった。一時間の労働ののち十分だけ与えられる休憩のあいだ、

ほとんど身うごきもせず、河のほとりへうずくまるのが私の習慣となった。そしてそのようなと

き私は、あるゆるやかなものの流れのなかに全身を浸しているような自分を感じた。 

  そのときの私を支配していたものは、ただ確固たる無関心であった。（…）そしてそのような

無関心から、ついに私を起きあがらせるものはなかった。だがこの無関心、この無関心がいかに

ささやかでやさしく、あたたかな仕草ですべてをささえていたか。私にとって、それはほとんど

予想もしないことであった。実際にはそれが、ある危険な徴候、存在の放棄の始まりであること

に気づいたのは、ずっとのちになってからである。私の生涯のすべては、その河のほとりで一時

間ごとに十分ずつ、猿のようにすわりこんでいた私自身の姿に要約される。」（『日常への強制』、
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同上、34 頁）  

9-3-3.「私はたしかに、「自然の無＝感性 (non-sensibilité) によって慰められる」と言う。という

のも、（…）無＝感性の世界は人間の生の外にある世界であり、永遠性、「海と溶け合った太陽」

（ランボー）なのである。私はロシアによる占領初期にボヘミアで過ごした悲しい年月のことを

思い出す。そのとき私は、ヴァレーズとクセナキスに夢中になった (tombé amoureux)。客観的

だが実在しないその音の世界のイメージは、攻撃的で煩わしい人間の主観性から解放された存在

のことを語ってくれた。人間たちの通過以前もしくは以後の世界の、やさしくも非人間的な美 (la 

beauté doucement inhumaine du monde) を語ってくれたのだ。」（クンデラ『裏切られた遺言』

集英社、84 頁）(Kundera, Les testaments trahis, Gallimard, «Folio», 1993, p. 87) 

9-3-4. 

自転車にのるクラリモンド 

 

自転車にのるクラリモンドよ 

目をつぶれ 

自転車にのるクラリモンドの 

肩にのる白い記憶よ 

目をつぶれ 

クラリモンドの肩のうえの 

記憶のなかのクラリモンドよ 

目をつぶれ 

 

 目をつぶれ 

 シャワーのような 

 記憶のなかの 

 赤とみどりの 

 とんぼがえり 

 顔には耳が 

 手には指が 

 町には記憶が 

 ママレードには愛が 

 

そうして目をつぶった 

ものがたりがはじまった 

 

自転車にのるクラリモンドの 

自転車のうえのクラリモンド 

 

幸福なクラリモンドの 

幸福のなかのクラリモンド 

 

そうして目をつぶった 

ものがたりがはじまった 

 

 町には空が 

 空にはリボンが 
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 リボンの下には 

 クラリモンドが 

（石原吉郎『サンチョ・パンサの帰郷』） 

 

10. 母（ウィニコット） 

10-1.「母親の仕事のうち重要な部分を占めるのは、赤ん坊がその後遭遇することになる多くのこと、

つまり、赤ん坊が何回攻撃してもそのつど対象が生き残ることの最初の形を通して赤ん坊に反応し

てやる、最初の人間になることである。」（ウィニコット『遊ぶことと現実』岩崎学術出版社、130-131

頁） 

10-2.「一人でいられる能力の確立に寄与する」体験の「ひとつというのは、幼児または小さな子ど

ものとき、母親と一緒にいて一人であったという体験」である。（ウィニコット「一人でいられる能

力」、『情緒発達の精神分析理論』岩崎学術出版社、23 頁）  

10-3.「個人は保護してくれる環境があってはじめて〈わたしはいる〉ということが可能となる。」（同

上、27 頁）  

10-4.「〈わたしは一人でいる〉は〈わたしはいる〉からの発展であり、たよりになる母親がいつも

いるということを幼児が気づいていることが前提となる。そして母親に対する信頼にもとづいて幼

児はしばらくのあいだは一人となり、一人を楽しむことができるようになるのである。」（同上）  

10-5.「ほぼいい母親 (good-enough mother)」 

10-6. mater -- materies （ラテン語）(mère – matière / matériaux)（母―物質、素材） 

10-7. 「作家とは自分の母の身体と戯れる者だ。」（バルト『テクストの快楽』みすず書房、1977 年、

70 頁）(R. Barthes, Le plaisir du texte, p. 60) 

 

11. 愛情(amour)と熱情(passion)（ドゥルーズ） 

11-1.「愛情 (amour) は一つの状態であり、人称や主体の関係です。これに対して、熱情 (passion) 

の方は人の一生にも匹敵する長さをもつ人称以前の出来事であり、主体なき個体化をおこなう強度

の場 (champ d’intensités) なのです。」（ドゥルーズ『記号と事件』、195 頁）(Deleuze, Pourparlers, 

p.157) 

11-2.「たとえばフーコーが部屋に入ってくるとします。そのときのフーコーは、人間というよりも、

むしろ大気の状態の変化とか、一種の出来事、あるいは電界か磁場など、様々なものに見えたもの

です。かといって優しさ (douceur) や充足感 (bien-être) がなかったわけではありません。しかし

それは人称の次元に属するものではなかったのです。強度がいくつも集まったような状態。」（同上、

193-194 頁）( Ibid., p. 156) 

11-3.「愛するというのは、愛される者のなかに包まれたままになっているこの未知の世界を展開し 

(expliquer)、発展させ (développer) ようとすることである。（…）愛される女がしばしば次の風景と

結びついているのもそのためである。それは、女の眼の中にその反映を見ることを望むのに十分な

ほどわれわれがよく知っているが、しかし、ひじょうに神秘的な視点から反映しているので、われ

われにとって近づくことのできない、未知の風景である。たとえばアルベルチーヌは、「浜辺と砕け

る波」を包み、混ぜ合わせ、化合させる。」（ドゥルーズ『プルーストとシーニュ』法政大学出版局、

9 頁）(Deleuze, Proust et les signes, PUF, p. 14) 

 

12. もの 

12-1. res（もの）（ラテン語）→ realis（réel, real、現実の、リアル） 

12-2.「もの」（日本語）～「変えることができない、不可変のこと」、すなわち「1.運命、既成の事

実、四季の移り変わり。2.世間の慣習、世間の決まり。3.儀式。4.存在する物体」（「男女相逢えば、

いかに愛していても、生別にせよ死別にせよ、別れることは必定で、いかんともしがたい運命にあ
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る。それをモノ（運命）ノアハレという。」（大野晋編『古典基礎語辞典』） 

12-3.「もの」の三つの面 

12-3-1. 避けえないもの、受け入れざるをえないもの。運命。リアル。 

12-3-2. 何も言わず、黙っていて、何も求めてこない。 

12-3-3. 変形しても壊れないで、残り続ける。 

12-4.「ものが見える」（小林秀雄「徒然草」『小林秀雄全集』第 8 巻、25 頁） 

12-5.「物事をあるがままに見る」（カミュ『ペスト』新潮文庫、280 頁）(Camus, La peste, Gallimard, 

«Folio», p. 176) 

12-6. プルーストによるフローベールの文体 

12-6-1.「フロベールの文章では、事物 (choses) は物語の小道具として使われているのではない。

事物が姿を現すときの、その実在感 (réalité de leur apparition) が問題なのだ。（…）描かれる対

象が人間の場合でも、ひとつの物体 (objet) として認知されるため、その姿 (ce qui en apparaît) 

は、意志が生み出したものとしてではなく、おのずから生じてくる (apparaissant) ものとして

描かれる。」（プルースト「フローベール論に書き加えること」、『プルースト評論選Ⅰ』ちくま文

庫、185 頁）(Proust, «À ajouter à Flaubert, Contre Sainte-Beuve», Gallimard, «Pléiade», p. 299) 

12-6-2.「絵画がひたすら物質的 (matériel) であるときは、事物 (choses) がまるで人間のように

振舞う。」（同上、187 頁）(Proust, Ibid., p. 300) 

12-6-3.「フローベール以前には行動だったものが、ここでは印象になっているのだ。もの(choses)

も、人間と同じくらいに生命をもっている。」（プルースト「フロベールの「文体」について」、

同上、218 頁）(Proust, «À propos du « style » de Flaubert», Contre Sainte-Beuve, Gallimard, 

«Pléiade», p. 588) 

 

13. 石と廃墟（小林秀雄、カミュ） 

13-1.「私は、〔蘇我馬子の墓の〕室内を徘徊しながら、強い感動を覚えた。どうもよく解らない。

何が美しいのだろうか。何も眼を惹くようなものもない。（…） 

 私は、芸術の始原とでも言うべきものに、立会っている様な気もしたし、建築の美しさのという

ものの。全く純粋な観念の、ただ中にいる様にも感じた。この美しさには、少しも惑わしいものが

ない。美しさに関する工夫なぞまれでないからだ。（…） 

 若し飛鳥や天平の寺々が、堂々たる石造建築だったとしたら、今日の大和地方は、何という壮観

だろう。みんな荒れ果てて廃墟と化しても、その廃墟は、修理に修理を重ねて、保存された、法隆

寺という一とかけらの標本よりは、美しいだろう。私は、ギリシアの神殿もローマの城も見た事が

ないが、いつか古北口で万里長城を見た時の強い感動を忘れる事が出来ない。私は、廃墟というも

のを生まれて初めて見たと思った。」（小林秀雄「蘇我馬子の墓」『小林秀雄全集』第 8 巻、212-213

頁） 

13-2.「歴史には死人だけしか現れて来ない。従って退っ引きならぬ人間の相しか現れぬし、動じな

い美しい形しか現れぬ。思い出となれば、みんな美しく見えるよく言うが、その意味をみんな間違

えている。僕等が過去を飾り勝ちなのではない。過去の方で僕等に余計な思いをさせないだけなの

だ。」（小林秀雄「無常という事」『小林秀雄全集』第 8 巻、19 頁） 

13-3.「ぼくがこれほど彫刻に惹かれるのは、石が好きなせいかもしれない。彫刻は人間の姿に重み

と無関心 (indifférence) な風情を与えるのであり、それがなければぼくは彫刻に偉大さを感じない。」

（カミュ『カミュの手帖 1935-1959』新潮社、225 頁）(Camus, « Carnet 1935-1948 », Œuvres complètes 

II, Gallimard, «Pléiade», 2006, p. 984) 

 

14. 文学（まとめ） 

14-1. 空白（マラルメの詩） 



10 

 

14-2. リアル（カポーティ『冷血』） 

14-3. ユーモア（大江健三郎『個人的な体験』） 

 

15. 全体のまとめ 

15-1.もの－素材－母－自然（太陽、海、石）－文学の言葉 

15-2.「人間的な」愛情関係から少し距離を取ることから生まれる優しさ（無関心） 

15-3. 一体感（強い絆）←→ 距離をもった共感（ゆるく開かれたつながり） 

15-4. 透徹したもの（空白）のすがすがしさ 

15-5. 熱情における出来事（体験）の強度 

 

16. 贈与（デリダ） 

16-1.「贈与 (don) というものがあるためには、受け手はお返ししてはならないし、返済したり、払

い戻したり、弁済したりしてもならないし、契約を取り結んでもならず、けっして負債を負ってし

まってはならない。（…）極言すれば、受け手は贈与を贈与として認知してはならないのだ。受け手

がそれを贈与として認知し、それとして現われてしまったら、そして現在（＝プレゼント）が現在

として現われてしまったら、このような認知（＝感謝）(reconnaissance) が行なわれるだけで贈与

は廃棄されてしまう。」（廣瀬浩司『デリダ』における引用、182-183）(Derrida, Donner le temps, Galilée, 

p. 26)  

16-2.「贈与があるためには、受け手や贈り主は贈与をそれとして知覚してはならないし、それを意

識したり記憶したり認知したりしてはならない。また、ひとはそれをその瞬間に忘れなくてはなら

ない。」（廣瀬浩司『デリダ』における引用、184）(Ibid., p. 29) 

16-3. donner à penser（考えるべく与える）（デリダ） 

16-4.「私もまた、輪 (ronde) のなかで踊ったことがある。（…）ある日、私は言ってはならないこ

と口にして、党から除名され、輪のそとに出なければならなくなった。 

 そのときに、私は環 (cercle) のもつ魔力を理解した。列 (rang) を離れたときから、まだしも戻

ることができる。列は開かれた組織だ。しかし環は閉じるので、いったん立ち去ると帰れない。」（ミ

ラン・クンデラ『笑いと忘却の書』集英社文庫、109頁）(Kundera, Le livre du rire et de l’oubli, Gallimard, 

«Folio», pp. 113-114) 

 

（訳は既訳によるが、一部改変したところがある） 

 

 

 

 


