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１．はじめに1 
 

1.1．映像について何を語るか 
 

 映像について何を語るか
2
。この問いの意味は必ずしも自明ではないだろう。実際、映画

やテレビをはじめとする映像は、日常生活の中で、新聞や雑誌の中で、専門的文献の中で、

様々な形で話題になり、批評され、あるいは議論されている。もちろん、こうした一連の「映

像についての語り方」の各々は、各々の場において十分意味のあるものである。しかしそれ

                                                        
1 この論考は、天理大学地域文化研究センターの共同研究「映像と現実」における二度の発表
(2002年9月28日、10月12日)に基づくものである。参加者の方々、とりわけ多くの有益なコメン
トを下さった大平陽一氏、Ｎ・ロペス氏に謝意を表する。 
2 この論考では、「映像」という言葉で、形式上は、写真、映画、テレビ、ビデオ、ゲーム、コ
ンピュータ映像等、あらゆる視覚的ないし視聴覚的イメージの全体を指すことにする。しかし、
現実には、この論考がドゥルーズによる映画についての著作を土台とするものであることから、
議論の中心は映画に置かれ、他の種類の映像は時折言及されるに過ぎないことになる。この無謀
とも言えなくない不整合をあえて貫くのは、ドゥルーズの著作の映画に関する問題提起は、それ
を映像一般という、より広いコンテクストの中に置いてみることではじめてその今日的意味が浮
かび上がってくると思われるからである。 
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を認めた上で、次のような問いも立てうるはずである。つまり、とりわけ映像が生活の隅々

にまで浸透した今日の状況の中で、一体どのような「映像についての語り方」が、今日の我々

の存在の問題に深いレベルから答えるものであるのだろうか。筆者は、この問いに対する一

つの優れた答えを、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズが哲学と映画論（あるいは映画制作）

との狭間に立って書いた『シネマ』と題された二冊の著作――『シネマ１：運動イメージ』

(Deleuze 1983)および『シネマ２：時間イメージ』(Deleuze 1985)――の中に見出したいと思

う
3
。すぐに付け加えるなら、このような形での問題提起は筆者自身によるものであり、『シ

ネマ』におけるドゥルーズ自身のそれと正確に一致するわけではない。それゆえこの論考で

は、ドゥルーズの著作を忠実に紹介するのではなく、むしろ筆者自身の視点から、いうなれ

ば概念的レベルでの「自由間接話法」
4
を用いつつ、ドゥルーズがこの二つの著作で達成し

ている「映像についての語り方」を再創造し、あるいは変奏してみたいと思う。 

 筆者が問題と考えるもののの核心に手短に接近するために、今日、映像が形作っている一

種の「疑似的現実」の問題について考えてみてもよいだろう。おそらく誰もが認めるように、

我々の日常生活において映像は今や決定的に重要な位置を占めており、今日の社会について

正面から考えようとするなら、映像の問題は避けて通れないものである。例えばテレビニュ

ース。それは今や、あらゆる印刷メディアを越えて、「現在世界に何が起こっているか」を

規定する役割を担うに至っていると考えられるが(cf. Ramonet 2001: 43-45)、容易に想像され

るように、それは、現実に世界で起こっていることの総体から、さまざまな権力関係の中で

非常に恣意的な形で選択されたものであり、しかも、そこでの映像は、ニュースの言説――

それ自体さまざまな権力関係の強い影響下で書かれた言説――によって、強く方向付けられ

た形で知覚されるものである。「疑似的現実」という言葉の厳密な定義は後に行うことにす

るが、いずれにせよテレビニュースの映像が構成する「現実」が、そうした意味で「疑似的」

と形容されるべきものであることは明らかだろう。そして、忘れてはならないのは、そうし

たテレビニュースの「疑似的」な現実が、他方では、世界の人々の思考や行動に影響を与え、

結果として政治や経済をはじめとする様々な分野に直接影響を与えてゆく、その意味で「疑

似的」とはもはや言えない部分をも持っていることである
5
。 

                                                        
3 便宜のため、以下では、『シネマ』というタイトルで、『シネマ１：運動イメージ』(Deleuze 1983)
および『シネマ２：時間イメージ』(Deleuze 1985)の全体を指すことにする。 
4 ここでは、「自由間接話法」という言葉を、「別の発話主体に依存する言明の内部での発話」
(Deleuze 1985: 315)として理解する。 
5 人類の歴史を振り返ってみるなら、この類の疑似的現実は、テレビの出現以前にも既に現れて
いることは指摘しておく必要があろう。例えば、文字言語は確かにある種の疑似的現実――言語
の論理によって構築された独自の空間――を形成しうるものであり、さらに活版印刷術の発達と
普及によって、そうした疑似的現実を同時に無数の人々が共有するという、今日の映像メディア
の先駆けとなるような状況も出現する。Ｂ・アンダーソンの有名な著作（1997[1983, 1991]）は、
出版物によっていかに無数の人々が近代国家という「想像の共同体」をいかに信じるに至ったか
を示している。また、写真がいかに二十世紀のある時期に、疑似的現実を構成する強力なメディ
アとして機能したかは、Ｇ・フロイントがよく示している(Freund 1974)。 
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テレビニュースだけではない。我々は日々、様々な種類の映像（写真、映画、テレビ、テ

レビゲーム、コンピュータ画面等）と直面し、意識するにせよしないにせよそれから影響を

受ける中で暮らしている。そして、世界規模で機能する政治・経済・文化的なルールや情報

によって我々の社会が律される中で、そうしたルールや情報が、我々の身の回りの現実より

もむしろ広告写真、映画、ニュース番組、コマーシャルなどの映像が構成してゆく疑似的現

実の方と密接に関連しあっていることを考える時、そこに、我々にとってきわめて重大な問

題が含まれていることがわかる。映像の疑似的現実が、我々の生活の中で確固たる地位を占

めれば占めるほど、我々自身の足場としての身の回りの現実の領域の地位は、不明確かつ不

安定になってゆくのである。 

こうしてますますその力を増してゆく映像の疑似的現実を、どのように理解し、それとど

のように立ち向かったらよいのだろうか。そして、それと同時にますます不確かになってゆ

く我々自身の足場としての現実を、どのように捉えなおしたらよいのだろうか。言い換える

なら、疑似的現実に圧倒される中で、世界との、現実との直接的な関係がますます失われつ

つあるようにみえる今日、どのようにして我々は、現実との創造的な関係を取り戻すことが

できるだろうか。もちろん、そうした映像の疑似的現実からひとたび脱出し、自然の中や、

未だそうした映像の疑似的現実が生活を覆いつくしていないような地域の社会に身を置い

て、そこから今日の現実を再考してみる、というのも一つの方法かもしれない
6
。しかし、

映像メディアそのものに正面から立ち向かい、いわば「映像を通して映像を乗り越えること」

も可能なはずである。今日、映像について何かを語るとすれば、もっとも重要なことは、ま

さにこのことではないだろうか。この論考では、ドゥルーズの『シネマ』を素材にしつつ、

こうした問題を考えるための基礎的な作業を行なってみたい。 

 

1.2．ドゥルーズと映像の問題 
 

 しかしその作業に取りかかる前に、まず次の問いについて考えておく必要がある。「映像

を通して映像を乗り越える」というためには、言葉で論じていくのではもともと不十分では

ないだろうか。そもそも、映像について何か本質的なことを、言葉で語ることなど可能なの

だろうか。映像を乗り越えるためには、映像をもってする以外にないのではないだろうか。

しかし事態はそれほど単純ではない。 

一方で、「映像」と言っても実際には、多くの場合、写真におけるキャプションや、映画

における音声や字幕、画面内の文字（看板や新聞の見出し等）など、さまざまな言語的情報

                                                        
6 この点に関し、A・キアロスタミ、M・マフマルバフらを中心に、近年、優れた映画作品を次々
と生み出して著しい活況を呈しているイラン映画の例は興味深い。というのは、キアロスタミ、
マフマルバフ両人が、ホメイニによるハリウッド映画の禁止が新しい映画制作のための拍車とな
ったと考えているからである(cf. Tapper 2002: 22)。真に創造的な映像の出現にとって、ハリウッ
ド映画による市場の支配は、イスラム国家による検閲よりもずっと抑圧的に働きうる、というこ
とだろうか。 
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を伴った形で提示されるという事実がある。容易に想像されるように、そうした言語的情報

は、我々の純粋に視覚的な知覚を、決定づけるとまではいかないまでも、かなり重く方向づ

けるものである。従って、一言で「映像」と言っても、その大部分が、すでにそれ自体の内

部で言葉と密接な関係を営んでいることは、まず確認しておく必要がある。その上でしかし、

（そういった言語的情報をカッコに入れた上での）狭義での映像と人間の言語的思考作用と

の間には、どのような関係があるのだろうか。この問題は、イメージと言語の関係という古

代ギリシア哲学以来の根本的論点にもつながるものであり、容易に議論できる問題ではない

ので、ここでは、筆者の根本的な考え方を提示するにとどめておきたい。 

これについて一つの有力な考え方は、映像の問題の本質的な部分は、最終的には言語の問

題に還元しうると考える立場であり、例えば映画研究の領域でこれに近い立場をとるのが、

映像を言語学的モデルに基づいて分析しようとする映画記号論である（このような考え方の

背景には、アリストテレスから現代までの西洋形而上学の主要部分が、そのユダヤ＝キリス

ト教的伝統の中で、言語を存在の問題の本質的部分と関係するものとして捉えてきたことが

あるだろう）。もちろん、とりわけ映像が多くの場合すでに内包している言語的要素を考え

るなら、このようなアプローチが、ある部分までは有効なものであることも理解できる。し

かし筆者は、そのことを認めた上で、映像の中の非言語的要素が決して、いかなる意味での

言語にも還元できない性格のものであると考えたい。実際、一つの映像あるいは複数の映像

の組合せを制作／受容する場面において我々の頭の中で生起することを、すべて言語的思考

に解消することは、「あらゆる思考は言語的である」という証明不能な前提から出発しない

かぎり、理不尽なように思われる。 

F・スーラージュは、その優れた写真芸術論において、写真家たちの実践に密着した立場

から写真と言語の関係について論じ、「絵画が題を持つからといってその力を失ったことは

なく、せいぜい題によって特殊な受容を持ちうる程度であるのと同様に、写真もまた、絵画

がもつそうした自負を持つか、あるいは [言語による意味の] 移動(déplacement)を受け入れ

るか、あるいはこの [意味の] 移動について [意識的に] 作業すべきである」とし、「両者 [写

真と言語] はそれぞれ別々の次元に属すると言ってしまった方が良いのではないか」と述べ

る(Soulages 1998: 231)。まったく同じことは、映画やテレビ映像についても言えるだろう。

一言で言えば、映像と言語が相互に密接に関連しうることを認めた上で、だからこそ、その

関わり合いを真に把握するためには、まず映像をそれ自体として、つまりイメージとして捉

えるところから出発することが必要だと考えられるのである。 

このような脈絡からいえば、その一連の著作のなかで、西洋形而上学における表象――言

語表象を含め――の超越性を根本的に批判し、真に内在的な哲学としての「イメージの哲学」、

より正確に言えば「シミュラークルの哲学」の樹立を企てたドゥルーズが
7
、文字通りイメ
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7 例えば『差異と反復』において、ドゥルーズがニーチェから引き継ぎつつ自らの哲学の柱とす
る「プラトン哲学の転倒」は、「コピーに対するオリジナルの優位を否認すること、影像（イマ
ージュ）に対する範型（モデル）の優位を否認することである。要するに、見せかけ（シミュラ
クル）と反映の君臨を賛美するということなのだ」であると説明されている(Deleuze 1993a[1968] : 
92)。そこでは、オリジナル（超越的なイデア）へのコピー（イメージ）の従属を逆転すること



ージの実践である映画という領域に深い興味を示したのは、自然な成り行きだったともいえ

るだろう。当然のことながら彼は、『シネマ』においても、映像（つまりイメージ）は、い

かなる意味の言語としてでもなく、イメージそのものとして捉えられねばならないことを強

調する。彼によれば、「映画は、普遍的言語でも原始的言語でもないし、言語活動ですらな

い」（Deleuze 1985: 342）のであって、「映画は、(...) それ自体独自の論理をもった『言表可

能なもの』である。言語はそこから意味的単位と機能をもった言表を引き出すが、『言表可

能なもの』それ自体（そのイメージと表徴）は、言語とは違った性格のものである」(Deleuze 

1985: 342)ということになる
8
。我々にとっての重要な課題は、従って、その言語的論理には

還元し得ないような、映像の論理を見出すことになるだろう。 

ところで、このような立場をとることは、言葉を用いて知的創造を行う哲学者としてのド

ゥルーズ自身にとって、厄介な結果をもたらしはしないだろうか。実際、もし映像（あるい

はイメージ）が言語とは異なった性格のものであるなら、映像（あるいはイメージ）につい

て語る言葉は、つねに映像を歪曲して代表することしかできない、とも考えられるのである。

しかし実は、言葉そのものをイメージとの関係において捉え直すことによって、一切の問題

は解消することがわかる。ここで想起すべきなのは、言葉は、それ自体はイメージではない

が、しかし、読む者、聞く者にイメージを引き起こす働きをすることであり、そして、そう

したイメージなしには言葉の機能自体ありえない、という事実である(cf. Deleuze 1985:343)。

確かに言葉は映像（あるいはイメージ）の本質ではない以上、言葉によってイメージを代表

することはできない。しかし、言葉が聞き手、読み手に引き起こすものがイメージである以

上、言葉を、その可能性を最大限に駆使しつつ、適切に組み合わせるならば、映像に近似し

た効果を生み出すこともできるし、また、その映像に言葉によってコメントすることで新し

い効果（イメージ）を聞き手、読み手の中に生んだり、また、聞き手、読み手が新しい映像

を創造するための種を与えたりすることも可能なはずなのである。 

さて、このような形で言語とイメージ（あるいは映像）の関係を捉えた上で、『シネマ』

                                                                                                                                                                   
が提唱されているのである。 
8 人類の歴史を振り返るなら、文字が出現する以前の社会において、人々の思考を支配していた
のは前言語的なイメージの思考であり、そこでのイメージと言葉の結びつきはかなり緩やかなも
のであった(cf. Havelock 1963; オング 1991 [1982])。この点については、筆者自身もかつて、南
アメリカの先住民マプーチェ(Mapuche)の生きる非文字的な文化において、彼らの文化の中軸を
なす口頭伝承の語りの実践が、言葉のレベルではなくイメージのレベルを捉えることではじめて
十分に理解できること、そして、そうしたイメージのレベルを介して、口頭伝承の語りが夢見や
儀礼といった無意識や身体を用いた活動と緊密な一体をなしていることを、現地調査に基づく詳
細な民族誌的データの裏付けとともに示したことがある(箭内 2000)。古典学者ハヴロックは名
著 Preface to Plato (Havelock 1963) において、プラトン哲学の成立が、彼の時代のアテネにおけ
る非文字的文化から文字的文化への移行との不可分な関係にあったことを見事に示したが、この
点を踏まえつつあえて冒険をして言うなら、そもそも西洋形而上学における、言語（実際には文
字言語）に決定的な存在論的地位を与える伝統自体が、文字文化の発生とともに出現した、文字
言語の作り出す疑似的現実に内包された知的立場から生まれてきたとは考えられないだろうか。
そしてそのような角度からみれば、様々な視聴覚メディアが発達した２０世紀において、ドゥル
ーズが文字的な思考を脱却し、「プラトン主義の転倒」を図ったのは、自然な方向であったとも
考えられる。 
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におけるドゥルーズの根本的な意図が何であったのかを考えてみよう。『シネマ２』の末尾

で、彼は次のように述べる。「映画の理論とは映画について
．．．．

の理論ではなく、映画が呼び起

こす概念についての理論であり、それらの概念はそれ自体、他の諸実践に対応する他の諸概

念との関係の中にある。（...）物事が作られるのは、存在が、イメージが、概念が、つまり

あらゆる種類の出来事が作られるのは、〔そうした〕様々な実践が干渉し合うレベルにおい

てなのである。映画の理論は映画についてではなく、映画の概念についてのものだが、それ

らの概念は、映画そのものに劣らず実践的であり、実効的であり、実在的なのだ」(Deleuze 

1985: 365-6)。ドゥルーズは『シネマ』において、彼自身の目的のもとに、さまざまな映画

作品を｢概念｣のレベルで考えるのだが、その｢概念｣のレベルというのは、実は、映画監督の

みならず、他の芸術家や、哲学者や、科学者が、それぞれの創造的活動の中で思考をめぐら

す共通領域なのである
9
。そこから、映画について考えること、映画が生み出した様々な「概

念」について考えることは、ドゥルーズ自らが創造的活動を行なってきた領域、つまり、哲

学の領域における様々な｢概念｣について考える作業と交叉してゆくことになるだろう。

「（...）それゆえに、もはや『映画とは何か？』ではなく、『哲学とは何か？』を問うべき時、

そういう真夜中＝真昼の時があるのだ」（Deleuze 1985: 366）。結論的にいえば、ドゥルーズ

にとっての『シネマ』の目的は、映画ないし映像についての映画監督たちの思考と、彼自身

が過去の哲学者たちから学び、また自ら創出してきた思考とを、両者が交差しあうレベル（ド

ゥルーズが『シネマ』で言うところの「概念」のレベル）で相互に反響させる中で、今日の

我々の生の条件にかなった存在論＝映画論を樹立すること、であったと考えられる。そこで

常に問われている暗黙の問いは、「哲学のために、映画（あるいは映像）は何を示してくれ

ているのか」、そして、「映画（あるいは映像）のために、哲学はなにを語りうるか」であり、

この二つの問いが混じりあう中で、我々の今日の世界――映像に四方から取り巻かれた世界

――における生の条件に答えるような存在論＝映画論＝イメージと表徴(signe)10
の理論が

展開されて行くのである。 

筆者は、このドゥルーズの試みの中に、冒頭で論じたような映像の疑似的現実の問題につ

いて考えてゆくための道具を見出してゆきたいと思う。もちろん、筆者のこうした問題設定

自体、『シネマ』を読む中で発展してきたものであり、当然、筆者の問題設定と『シネマ』

の問題設定は、かなりの部分重なり合っている。しかし、そのことを認めた上で筆者は、自

                                                        
9 ここで、「概念」という用語が通常は、言葉で表現されるものを指す以上、ドゥルーズは結局、
映像を言葉として考察しうるあるレベルが存在すると言っているのではないか、という疑念も生
じうるだろう。筆者は、ここでの「概念」という言葉の映像への転用は必ずしも適切ではなく、
彼が言いたいのは、映画において、哲学での「概念」に相当するような「何か」である、と理解
したい。後のＦ・ガタリとの共著『哲学とは何か』(Deleuze et Guattari 1991)では、哲学における
「概念」に相当するような、芸術の領域における「何か」を、「ペルセプト」(percept)と「アフ
ェクト」(affect)と呼んでいる。 
10 ドゥルーズ哲学全体の重要概念でもある「シーニュ」(signe)という言葉は、言語学的な記号
ではなく、むしろ生物学的ニュアンスを持ったものであるので(cf. 5.1.)、この論考では、「記号」
という人為的なニュアンスの強い訳語を避け、「表徴」という訳語を用いることにする。 
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らの問題設定に対する「解答」が『シネマ』に既に示されているかのような記述は避け、筆

者自身の問題の展望において出てくる様々な問題を、ドゥルーズの諸著作やドゥルーズが依

拠した他の哲学者の仕事（ベルクソン、ニーチェ、スピノザなど）をも参照しつつ、議論し

てゆきたい。その理由はまず、『シネマ』が我々に真の「解答」を与えてくれることを保証

するものは何もないからでもあるが、さらに言えば、『シネマ』に「解答」を期待するとい

う態度では、『シネマ』という書物自体を我々にとっての疑似的現実にしてしまいかねない

からである。映像の疑似的現実から脱け出すかわりに、書物の疑似的現実に囚われる、とい

うのでは、何の前進もないだろう。 

そのためにもここで、ドゥルーズ自身が他の哲学者や芸術家たち――映画監督をも含め―

―を取り上げる時の姿勢を思い起こしておきたい。それは、イタリアの演出家Ｃ・ベーネが

用いた独特の方法を真似て言えば、「抜き取り」の方法とでも言うべきものである
11
。ベー

ネの方法というのは、例えば、シェイクスピアの『ロメオとジュリエット』からロメオ――

家族の権力を代表する人物であり、作品に首尾一貫性を与える役割を果たす人物――を抜き

取り、ロメオの存在によって隅に押し込まれていた他の登場人物たちを自由に発展させてゆ

くことで、このシェイクスピアの作品をまったく新しい形で再創造する、というものであっ

た。後でも触れるように、ドゥルーズが『シネマ』の中でベルクソンやパースを取り上げる

ときの方法も、まさにこれであり、彼らの哲学から主要な概念の一部を抜き取り、他の概念

を自由に発展させることで、彼は、ベルクソンやパースの哲学を一新しようとする（この手

続きは、『シネマ』でドゥルーズが映画監督たちの作品を論じる時にも見られるほか、彼の

ほとんど全著作に見出されると思われる）
12
。そしてもし『シネマ』が、このような「抜き

取り」を一つの根本的な手続きとして出来上がっているとするなら、我々が『シネマ』から

何かを本当に学んだといえるのは、我々自身が、我々なりの形で、様々な理論書や映画・映

像作家たちの作品に対して、そして必要とあらば『シネマ』自体に対しても、「抜き取り」

の方法を実践しえた時である、といえるのではないだろうか
13
。この論考はそのためのため

らいがちな第一歩に過ぎないが、いずれにせよ、以下ではそのような手続きを実践する姿勢

                                                        
11 以下では、ドゥルーズによるベーネについての論考「マイナス宣言」(Deleuze et Bene 1979: 
85-131)に基づきつつ述べる。 
12 ドゥルーズによれば、ベーネの作品で「抜き取り」の対象となるのは、作品の中で何らかの
意味で権力と結びついた要素であり、固定化した不変の要素、何か澱んだ、生成変化(devenir)か
ら切り離された要素である(Deleuze et Bene 1979: 93, 94, 103)。このことは、ドゥルーズ自身が実
践した「抜き取り」の方法にも正確に当てはまるだろう。「抜き取り」の方法の出発点は、そう
した澱んだ要素の同定である。 
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13 筆者が、ドゥルーズの『シネマ』自体の中で、抜き取るべき「ロメオ」役を演じていると考
える要素は次の点である。つまり、ドゥルーズのこの著作は、（おそらくブーレーズ、ロブ＝グ
リエ、そしてとりわけゴダールの芸術観とのある種の共犯関係の中で）思考形式としての 
“rupture” （断絶、破綻）――それ自体20世紀芸術のクリシェに過ぎないはずの――を過度に強
調しており、それが一連の理論的不都合を生んでいるように見えること（とりわけ、そのために
「時間イメージ」の扱いが不明瞭なものになっていると考えられる）。以下では、この点につい
て筆者自身の立場から「抜き取り」を行いつつ、考察してゆく。 



に立って論じてゆきたいと思う
14
。 

 

 

２．『シネマ』と哲学 
 

2.1．『シネマ』の哲学的「フレーム外」 
 

さきに、ドゥルーズが『シネマ』で行なっているのは、映画の実践と哲学の実践を概念の

レベルで交叉させる中で、今日の我々の生の条件に答えるような映画論＝存在論を創造する

ことだ、と述べた。それゆえ、『シネマ』は当然、映画論の書物としてみれば哲学的言及を

異常に多く含んだ書物ということになる。しかし他方で、もし『シネマ』を存在論の書とし

てみるならば、その目的に比して哲学的言及はむしろ少なすぎると言えるかもしれない。と

りわけ目立つのは、この書物の哲学的な意味での全体的構図が、（映画的な比喩を用いるな

ら）「フレーム外」に置かれ、明示的には語られていないことである。そこでとりあえず、

この哲学的「フレーム外」の大雑把な素描を試みることにしよう。 

 『シネマ』におけるドゥルーズの思索の出発点をどこに見出すことができるだろうか。そ

れは、非常にゆるやかな意味では、現代の多くの重要な哲学書――ドゥルーズ自身の旧著『差

異と反復』を含め――と同様に、『純粋理性批判』のカントの思索であるということができ

るだろう。これに関して興味深いのは、ドゥルーズが『シネマ』の執筆に取りかかる少し前

の 1978 年に、パリ第八大学で行なった、カントについての講義である
15
。なぜなら、後の

『シネマ』でのドゥルーズの議論の基礎になっている「イメージ」と「時間」の二つの概念

が、『純粋理性批判』の中でカントが創始し、現代の我々もまたその影響下にあるような、

ある根本的な思考の変革の中心部分として、この講義で事実上提示されているからである
16
。

                                                        
14 従って、すでに『シネマ』を読んだことのある読者なら、以下の記述が『シネマ』の要約で
はなく、むしろその周辺をめぐる記述であるとともに、ドゥルーズ自身のアイデアにしばしば微
細な変更を加えたものであることをすぐに見て取るであろう。ただ筆者にとっては、以下の記述
が同時に、筆者自身のやり方でドゥルーズの思考を再創造しようとするものであることも事実で
ある。実際、筆者が加える変更は多くの場合、ドゥルーズ自身の別のアイデア（たとえば『シネ
マ』以外の著作で表現されている）や、ドゥルーズが生涯言及しつづけた哲学者たちのアイデア
に基づくものである。もちろん、このような手続きをとることで、以下の記述はたえず誤りや凡
庸性に陥る危険をはらむことになるだろう。しかし、筆者がそのような危険をあえて犯すのは、
我々は、「守護者」としての哲学者の傘の下から出ることによってはじめて、「我々自身の問題」
を考えることができるようになる、と思うからである。 
15 これらの講義はインターネットの “Web Deleuze” (http://www.webdeleuze.com)で読むことがで
きる。『シネマ２』の出版直後の1986年には、これらの講義の内容に補足を加えつつ凝縮した論
考(Deleuze 1993b : 40-49 所収)も出版しており、以下の記述は両者を参照しつつ行う。付け加え
れば、これらはドゥルーズが以前の自著で既に提示した議論を展開したものであり、以下で取り
上げる３点についていえば、それぞれDeleuze (1991b[1963] : 14), Deleuze (1993a[1968] : 119), 
Deleuze (1993a[1968] : 82)に見ることができる。 
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16 「事実上」と書いたのは、そこでは「イメージ」(image)というベルクソン的表現でなくて、
カント自身の「現れるもの」(ce qui apparaît あるいは apparition)という表現が使われているから

http://www.webdeleuze.com/


もちろん、『シネマ』におけるこれら二つの概念は、直接にはベルクソンの『物質と記憶』

に由来するものであり、それらはベルクソン独自の思考のシステムの中で再創造されたもの

だが、この講義は、それらをカントに遡って考察する可能性を示唆していると考えられる。 

では、ドゥルーズにとっての、カントによる根本的な思考の変革とは、具体的には何だろ

うか。それは、『シネマ』の全体に関わる点からいえば、次の三点になるだろう。第一にカ

ントが、プラトン以来の「本質」(essence)と「仮象」(apparence)の対立と訣別し（つまりこ

の世界の背後に、この世界を根拠付けるような「真の世界」を前提することを廃止して）、

ただ「現れるもの」(ce qui apparaît)のみを、その「現れるものの条件」(conditions de ce qui 

apparaît)ととともに思考したこと
17
。第二に、この「現れるものの条件」の根底にあるもの

として、新しい、真に近代的な「時間」の概念――いかなる宇宙的リズムをも前提としない、

つまり、いかなる「動き（運動）」の蝶番からも解放された、純粋な「時間」――を導入し

たこと。第三に、この純粋な「時間」の概念を、同時にいかなる心理的リズムにも依拠しな

いものとして考えることを通じ、「私の存在」が「私は他者である」(“Je est un autre”)という

パラドックスを内包する形でのみ綜合されうること、そして、この綜合作用の根底に「自己

の自己による変様」としての「時間」があること、を見出したことである。 

この三つの点は、映像の問題とも密接に関わってくるので、少し回り道になるが、詳しく

みることにしよう。カントが行なった第一の根本的変革は、プラトン以来の伝統である、我々

の経験の世界（「仮象」の世界）の彼方に真実の世界（「本質」の世界）が見出される、とい

う考え方を打破して、ただ「現れるもの」（あるいは「現象」）のみが知りうる、としたこと

である。ここにおいて哲学的思考は、はじめて、もはや隠れた「真実の世界」に存在論的根

拠を求めることの一切ない、真に近代的なものとなったわけである。「現れるもの」のみを、

そしてそれ自体において捉えてゆこうとする、広い意味での「現象」学的アプローチは、ま

さにここに始まるのであり、ベルクソンが『物質と記憶』において、「私が感官を開けば知

覚され、閉ざせば知覚されない」ものをすべて「イメージ」(image)という言葉で捉えよう

とした時も
18
、またパースが「それが実在の事物に対応するか否かに全く関係なく、どんな

しかたにおいてであれまたどんな意味においてであれ、心に現れるいっさいのものの総合的

全体」を「現象」(phaneron)という言葉で捉えようとした時も（パース 1985[1935] : 1）、そ

してベルクソンとパースを引き継ぎつつドゥルーズが『シネマ』で、目の前に現れる映像を

                                                                                                                                                                   
である。なお、後者の表現については次注も参照のこと。 
17 「現れるもの」に相当するカントの原語はErscheinung であり、これは通常は phénomèneと仏
訳される言葉だが、ドゥルーズはドイツ語のニュアンスを生かす形で ce qui apparaît あるいは 
apparitionという言葉を使っていると思われる。「現れるものの条件」については、「現れるも
のの意味(sens)」と言ってもよい、とも述べている。 
18 市川浩による抄訳より引用（市川 1991: 159）。ただし、『物質と記憶』第１章に見られるよ
うに、ベルクソンのイメージ（イマージュ）概念は、究極的には、主体に対してではなく、それ
自身において「現れるもの」であるという次元を含んでいる点で、カントの「現れるもの」の概
念から一歩先に踏み出したものである（そこから、カメラという超人間的主体に対して現れるイ
メージをも把握できるものとなるだろう）。この点については3.1.を参照のこと。 
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も含めた全ての現れるものを「イメージ」として捉えようとした時も、このカントのアプロ

ーチが出発点になっていることになる。さて、こうして「本質」と「仮象」を同時に排除し

た以上、「現れるもの」について言いうることはただ、「主体に向かって一定の仕方で現れる」

ということのみであるだろう（「一定の仕方で」というのは、もし変幻自在に現れるのであ

れば、人間は自らの経験を思考できなくなってしまうだろうからである）。周知のようにカ

ントは、この「一定の仕方」を、一連の条件（人間経験の可能性の条件）の形で整理する。

つまり、「現れるもの」は、一方で「時間」と「空間」の形式において主体に現前するので

あり、他方で一連の「カテゴリー」（あるいは「概念」）を通じて表象として規定可能となる

のである。 

さて、『純粋理性批判』を注意深く検討するなら、カント自身による「現れるものの条件」

の上記の定式にもかかわらず、実際には彼が時間に根底的な地位を与えていたことがわかる。

時間こそが、諸条件の全体の基底部分を構成するものだ、というわけだ(cf. 中島 2001)。そ

して、それと並んで重要なのは、そうした人間経験の可能性の条件の土台を構成する「時間」

を、カントが、古典的な時間概念から決定的な形で訣別した、新しい形で捉えていたことで

ある。ドゥルーズによれば、「時間」についての伝統的な考え方、それは、「時間」を天体の

運行や気象の変化などの自然現象――もっとも典型的には、周期性によって特徴付けられる

動き（運動）――と結びつけて理解するというものであった。しかし、カントの真に近代的

な思考の中では、こうした宇宙的リズムに寄りかかることはもはや不可能になっているので

あり、「時間」はそうした様々な物の「動き（運動）」とは完全に切り離されて、それ自体の

純粋な形において捉えられることになる。ドゥルーズは、「時間は蝶番から外れた」(“Time is 

out of joint”)というハムレットの言葉を引きながら、「時間」は、カントによって、あらゆる

「動き（運動）」の蝶番から解き放たれ、究極的には、それ自体のみを基盤に、それ自体に

よってのみ変様（触発）されるものとしての「自己の自己による変様（触発）」(affection de 

soi par soi)として捉えられたと論ずる
19
。後述するように、こうしたカントの「時間」につ

いての思考は、映像の問題とも深く関係しているだろう。実際、ドゥルーズは、20 世紀中

葉から顕著になってくる、「時間イメージ」（とドゥルーズが呼ぶもの）に焦点を当てた映画

制作の潮流を、「カント的」革命と評するのだが(Deleuze 1990: 92)、それは、そうした一連

の映像が、「動き（運動）」から（あるいは「運動イメージ」）から解放されて、蝶番から外

れた「時間」、自己の自己による変様としての「時間」と関わってゆくものだからである。 

さて、こうした新しい現実の捉え方、新しい「時間」の概念のもとでは、我々自身の存在

についての考え方も、根本的な変容を被らざるをえないだろう。「時間」が蝶番から外れた

世界においては、「時間」はもはやいかなる宇宙的「動き（運動）」にも依拠しないと同時に、

                                                        
19 「自己の自己による触発」(affection de soi par soi) または「自己触発」(auto-affection、ドイツ
語ではSelbstaffektion) というテーマについては、中島 (2001)、ハイデガー(Heidegger 1991[1929])
などを参照。なお、邦語文献では、カントに関連する文脈での Affektion あるいは affectionとい
う語は、通常「触発」と訳されるが、ドゥルーズ哲学の中でのaffectionは、常にスピノザ的な「変
様」(affectio)のニュアンスを帯びると考えられるため、あえて変様という訳語を中心に置いた。 
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いかなる内的、心理的な「動き（運動）」にも依拠しない。このことはまた、客観的世界の

同一性も、主観的世界の同一性も不確かとなることを意味する。デカルトは、「我思う、故

に我あり」(“Cogito ergo sum”)という定式によって、「私の存在」（「我あり」）が、何らかの

前提的な存在によって規定されるのではなく、「私の思考」（「我思う」あるいは「コギト」）

によって規定されることを表現し、存在の新しい根拠付けに向かって一歩を踏み出す。しか

し彼は、カントによれば、デカルトは自らが創始した思考様式を完遂することができなかっ

たのであり、その理由は、この「私の思考」の規定作用がいかなる形でなされうるかという

問題を彼が扱わなかったことであった
20
。ドゥルーズによれば、カントは、このデカルトが

残した問題に徹底的に内在的な立場から――つまりいかなる超越的存在をも前提とせずに

――取り組んでゆく
21
。 

カントが到達した答えは、ドゥルーズによれば、次のようなものである。第一に、「我思

う」における「私」
．．

(Je)の思考の自発性、能動性
．．．．．．．．．．．

は、それ自体、何かの前提的存在の属性と

して把握されうるものではなく、入り組んだ言い方になるが、「時間」のなかで変様する受
．

動的な「自我」
．．．．．．．

(Moi)の上での効果としてのみ
．．．．．．．．．．．

――それ自体受動的な「自我」が、自らの上
．．．．

において「他なるもの」として生きる
．．．．．．．．．．．．．．．．．

ところの能動性の現われとしてのみ――把握されうる

ものであること。「私の存在」は、このようにして、「私は他者である」(“Je est un autre”)と

いうランボーの詩句に従うかのように、ただ、他者としての「私」(Je)の効果を受動的な「自

我」(Moi)へ、「時間」の形の中で結び付けることによってのみ、綜合されうるのである。そ

して第二に、この受動的な「自我」が変様する形が、とりもなおさず「時間」の形――つま

り自己の自己による変様(affection de soi par soi)――であり、この「時間」の形は、存在（「我

あり」）と思考（「我思う」）とをア･プリオリに関係させる、超越論的な、内的な差異(Différence)

であること
22
。ここで切り開かれるのは、「時間」も「私の存在」も、もはや外部の超越的

な何かに存在論的根拠を与えられるのではなく、純粋に内的な差異の生産の形式によって捉

えられるという、徹底的に内在的(immanent) な思考の地平である。後に見るように、この

ような徹底的に内在的な「時間」の把握と、「私の存在」の「私は他者である」という定式

による把握は、「映像を見る」という経験一般を、3.1.で述べる「映像的コギト」の形で存在

                                                        
20
『純粋理性批判』B157脚注およびB429、およびDeleuze 1993a[1958]:117参照。 

21 Deleuze 1993a[1968]: 116-118 参照。付言すれば、このようなドゥルーズのカント解釈の背景
に、ハイデガーの『カントと形而上学の問題』(Heidegger 1991[1929])における自己触発
(Selbstaffektion)の理論や、サルトルの『自我の超越』（Sartre 1996[1937]）――「私は他者である
(Je est un autre)」というランボーの言葉はこの著作の中で現れる(p.78)――があることは疑いな
い。しかし、それらがドゥルーズ自身の問題系の中で独自の役割を担っていることも否定できな
い。 
22 「超越論的」とは、あらゆる（可能な）経験の条件に関わるということである。付言すれば、
内在的な思考を貫こうとするドゥルーズ哲学の文脈においてはとりわけ、「超越論的」
(transcendantal)と「超越的」(transcendent)の二つの形容詞を混同しないことは重要である。後者
が、経験しうるものの彼方にあるという意味でまさに超越的なのに対し、前者は、経験を根底か
ら規定しつつも経験と同じレベルに位置するという意味で、内在的とみなしうるものである。 
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論的に把握するのに役立つはずだし、また、こうした「映像的コギト」の可能性を最大限に

利用しながら「時間イメージ」を創出してきた映画監督たちの思考とも、交叉し合うことに

なるだろう。 

ここまで、『シネマ』の出発点として、ドゥルーズに従いつつ、「カントによる」いくつか

の洞察を見てきたが、急いで付け加えるなら、ここでドゥルーズが強調しているのは、カン

トの理論自体というより、『純粋理性批判』における理論構築の過程でカントが垣間見たと

ドゥルーズが考えるヴィジョンのようなものであり、現実のカントの著作がこれらのヴィジ

ョンの忠実な反映である、と言うことはできない
23
。むしろ、これらの洞察は、カント以降

の哲学者たちに根底的な課題を突きつけたもの――それとともに、彼以前および彼以後の

様々な芸術家たちや科学者たちが、それぞれの領域で思考したこととも交叉してゆくもの―

―と考えるべきだろう。『シネマ』に直接関わる範囲で述べるなら、とりわけ『シネマ１』

で繰り返し言及されているパースの記号論は、パース自らが述べるように、カントの「現象」

学の構想――特にそのカテゴリー論の部分――を彼独自の立場から練り直すべく構築され

たものであり(cf. パース 1985[1935]: 7)、ドゥルーズは『シネマ』において、様々な映画作

品との対照のなかで、このパースの理論にさらに「抜き取り」の方法を適用しつつ（「パー

ス主義の転倒」とでも言うべき手続きを通じて
24
）、ドゥルーズ独自のイメージの「現象」

学を生み出している。また、『シネマ』全体が依拠するもう一人の哲学者ベルクソンは、カ

ントの洞察を正面から受け止めながら、それを根本から批判する形で、「イメージ」や「時

間」を始めとする様々なテーマを展開してゆくのだが、このベルクソンについてもドゥルー

ズは、やはり｢抜き取り｣の方法を適用しつつ（ある種の逆転を行ないながら
25
）、『シネマ』

                                                        
23 ドゥルーズ自身、例えば『差異と反復』において、現実のカントの著作についての一連の批
判を行なっており(Deleuze 1993a[1968]: 117-118; 130; 218-226)、また上で述べた第三の点につい
ては、「カント哲学のある密かな、輝かしき瞬間、カント自身によっても、いわんやカント以後
の哲学によっても引き継がれることのなかった瞬間」であると形容して、それがカントの思索の
到達点というより、思索の過程で垣間見たヴィジョンであることを示している (Deleuze 
1993a[1968]: 82)。M・アントニオリは、このようなドゥルーズのカント論を「カントの探求が、
もし詩的な流れに身を任せたとしたならば到達したかもしれないような方向性を粗描した」もの
と述べて、そこで描かれているカント像のある種のフィクション性を特徴づけている(Antonioli 
1999: 86-87)。 
24 パースのカテゴリー論は、科学的知識の基盤としての記号（第三性）の性格を厳密に定義す
ることを目的に構成されたものであり、彼は思想（思考）は第三性としての記号としてのみ存在
しうると考えていた（米盛 1981 の第１章を参照。ドゥルーズ自身のパースへの評価については
とりわけ Deleuze 1985: 45-46 を参照のこと）。これに対し、『シネマ』においてドゥルーズは
こうしたパースの科学主義的前提を「抜き取って」しまい、映画作品と対照させるなかで、パー
スにとっては記号を説明するための論理的前段階（そして「退化形態」）でしかないはずの第一
性、第二性に十全な存在論的地位を与えてゆくとともに、第一性の内奥から析出してくる「時間」
の問題へと降りてゆく。このような形で、「科学的知識」というピラミッドの頂点からすべてを
見渡すパースの構図を逆転してしまうのである。 
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25
 ベルクソンにとって、感覚運動連関（3.1.参照）は意識の原始的な形であり、進化の中で発

達してゆくべきものであって、それが混乱させられる瞬間について語ってはいるものの、それは
全体的な進化の構図の中ではむしろ偶発的なものにすぎない。これに対してドゥルーズは、ニー
チェ主義的発想から、こうした進化主義的ヴィジョンを「抜き取り」、感覚運動連関の混乱をむ
しろ肯定的な瞬間、我々を時間の問題へと誘う瞬間として理解する(Deleuze 1985: 145)。そこか



の議論を展開している。ちなみにドゥルーズは、彼自身の思考に深い影響を与え、『シネマ

２』の後半でも決定的な形で介入するニーチェの思想について、「カント主義を根本から変

容させること、カントが考えつくと同時に裏切ったところの批判を作り直すこと、新しい基

盤の上で新しい概念を用いつつ批判のプロジェクトを再び企てること、これがニーチェが追

求したと思われること」だと述べているが(Deleuze 1991a[1962]:59)、これは、パースについ

ても、ベルクソンについても、ドゥルーズ自身の哲学についても――もちろん彼の『シネマ』

というプロジェクトについても――、同様に言えることだろう。 

 以上、『シネマ』の哲学的「フレーム外」と考えられるものについて述べてきた。念のた

めに付け加えるなら、ここで述べてきたことは、映像の問題を「カント主義」に還元するた

めのものでは全くない。強調したかったことはただ、ドゥルーズがカントの著作に垣間見た

三つの洞察が、パースとベルクソンからの寄与をも含めて、ドゥルーズの『シネマ』におけ

る理論的考察の土台になっているということ、そして、それらは――もし『シネマ』におけ

るドゥルーズの考察が当っているならば――20 世紀における（そして 21 世紀における）映

像の問題とも根元から深く絡み合ってゆくものである、ということのみである。その点さえ

確認されるなら、「カント」、「パース」、「ベルクソン」そして「ドゥルーズ」といった固有

名詞は、忘れることさえできるだろう。 

 

2.2. 映像と現実 
 

 さて、『シネマ』を単なる映画論ではなく、我々をとりまく世界と我々自身との関係につ

いての問いかけの書として読もうとする時、考えておくべき重要な問題がもう一つある。そ

れは、映像と、我々が自然知覚によって捉える現実との関係である。これについての一つの

可能な見解は、自然知覚が客観的現実から抽出されるのに対して、映像の現実は主観的な性

格のものだ、というものであろう。実際、例えばミュンスターバーグ(1982[1916])は、既に

映画の草創期に、映画の現実性が一種の心的努力によって得られることを指摘していた。と

りわけ映画やテレビの映像は、一秒間に 16～30 コマ通過してゆく静止画像の間に我々自身

が「動き（運動）」を読み込むという意味で、受容者の主観の中にのみ存在する現象であり、

客観的な自然知覚と異なるのは明白なようにみえる。しかし、実は問題はそれほど単純では

ないし、そこに、映像の問題の奥深いところがある。先にみたように、すでにカントは『純

粋理性批判』において、あらゆる「現れるもの」は主体に対してのみ現出し、主体によって

のみ表象として認められると論じていたのであり、この立場からすれば、あらゆる現象（自

然知覚も含めて）は主観的側面をもっていて、自然知覚と映像を客観性を基準に簡単に区別

することはできないことになる。 

もちろん、こうしたカントの議論は純粋に理論上のものであり、現実のあるレベルでは両

者の差異を見出せるのではないか、という立場もありうるだろう。この点で大変興味深いの

                                                                                                                                                                   
ら当然、ベルクソン主義への明確な批判も生まれざるを得ないだろう(Deleuze 1985: 274)。 
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が、動物行動学のパイオニアであり、自らカント哲学からの深い影響にも触れていた、生物

学者ヤーコプ・フォン・ユクスキュルの「環境世界」(Umwelt)の理論である
26
。彼は、名著

『生物から見た世界』(ユスクキュル 1990[1934, 1940])において、それぞれの動物――たと

えばダニという動物――が、いかにその動物独自の構造をもった「環境世界」の中で暮らし

ているかを、豊富なデータとともに示してゆく。この「環境世界」とは、ユクスキュルによ

れば、その動物の特有の、時間認識の枠組み、空間認識の枠組み、さらに、その動物が自然

界に知覚する標識の形、また、その動物が周囲に働きかけてゆくための標識の形、の四つの

要素から成っており、それらは全体としてその動物の経験の根本的条件を構成するものであ

る
27
。これは、カントのいう「現れるものの条件」の生物学版とでも言うべきものだが、こ

の「カント主義的」生物学理論の面白い点の一つは、それぞれの動物（例えばダニならダニ）

独自の経験の条件を論じることを通じ、結果として、人間の経験の条件自体を相対化してい

ることである。 

ところで、ユクスキュルのこの生物学的＝哲学的理論の中で、映像との関係においてとり

わけ興味深いのは、各々の生物が認識可能な最小限の時間（瞬間）を持っているという指摘

である(ユクスキュル 1990[1934, 1940]: 49-53)。この考えに基づくなら、映画が我々の眼に連

続的な「動き（運動）」として映るのは、ただ単に人間の視覚が１／１８秒以下の時間を捉

えられないからだけではなく、もっと一般的に、人間のあらゆる感覚（聴覚、触覚等）がそ

れ以下の時間を捉えられないからであって、いうなれば、人間の知覚の全体がそれ自体、１

／１８秒ごとのぶつ切れの経験から成り立っている、ということになるだろう
28
。すると、

翻ってみるなら、自然知覚によって我々が捉える「動き（運動）」もまた、実は、（映像とま

ったく同様に）一種の心的努力によって我々が再構成しているものだということになり、そ

の点では、自然知覚の経験と映像（写真も含めて）を見る経験の間の差異は、結局のところ、

かなり相対的なものだということになる。フィルム上の映像がしばしば我々に対して、自然

知覚によって捉えられる現実に劣らないほど影響力を及ぼしうるという、我々の日常的経験

                                                        
26 「生物学は、結局カントの学説と結びつくことになった」（ユクスキュル 1990[1934, 1940]:24）。
ただし、細かく言えば、カントが扱ったのは「経験の可能性の条件」であり、これに対してユク
スキュルの場合はむしろ「現実の経験の条件」を解明しようとしたものであって、それは観と理
論の単純な応用ではない。ちなみに、動物行動学のパイオニアでもあるユクスキュルの業績は、
ドゥルーズがその諸著作の中で高く評価しているほか、最近では、国際記号学会による特集号
(Semiotics 134 -1/4, 2001)やイタリアの哲学者Ｇ・アガンベンの議論(Agamben 2002)などでも取り
上げられている。 
27 より細かく言えば、ユクスキュルは、こうした経験の条件は、もちろん動物の種によって変
化するものであるが、さらに、個体によって、また経験によって変化してゆく可能性をも示唆し
ている。従ってその構造は静的ではなく、動的なものである。 
28 ユクスキュルによれば、これに対してカタツムリの世界は、１／４～１／３秒ごとの経験か
ら成っており、反対にトウギョという魚の一種は、１／３０秒以上の速さのみを知覚することに
よる世界を生きていることになる。鈴木光太郎は、ユクスキュル以降の実験的データに基づき、
視覚によって認識可能な最小限の時間の具体的数値は、状況により、また個体によって多少揺れ
動くものとしつつも、認識可能な最小限の時間（「生物学的一瞬」）という考え方自体は肯定し
ており、それはその生物の代謝速度と関係づけられるとしている（鈴木 1995: 163-191）。 
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も、このように見れば、きわめて納得のゆくものになる。 

そして、こうしてみるなら、ベルクソンが『物質と記憶』において、カントの「現れるも

の」の現象学を受け継ぎつつ、それを「事物と表象の中間に位置する存在」であるところの

「イメージ」と呼んだこと、そして『シネマ』におけるドゥルーズがこのベルクソンのアイ

デアに映像へのラディカルなアプローチを見出したことは、実に正当であることが了解され

てくる。確かに我々を取り囲む事物と映像は、ある局面においてははっきり区別されるべき

ものであるだろうが、しかし、映像と現実との複雑な絡まりあいを正確に把握するためには、

それらをまず「イメージ」として同列に捉えることが不可欠なのであり、そのための根拠は

十分に存在するのである
29
。 

さて、そこで共通項としての「イメージ」から出発することにした上で、自然知覚と映像

の間に次のような存在論的差異を見ようとすることもできるかもしれない。映像――とりあ

えずアニメーションやコンピュータ・グラフィックスの問題を除いて言えば――は、ドキュ

メンタリー的映像であろうが、セットで撮影された映像であろうが、一度は現実に存在した

現実を撮影したものであり、その意味で、いわば現実の外皮をフィルムに写し取ったもので

ある。その意味で、自然知覚が、撮影現場の「いま・ここ」に依拠し、その「オリジナル」

な現実と結びついたものであるのに対し、映像は現実の一種の「コピー」のようなものであ

って、映像の現実性とは存在論的に二次的なものなのではないだろうか。その意味で、前者

には後者がもたない「真実性」があるのではないだろうか。実は、この「現実」と「コピー」

というテーマは、ドゥルーズがかつて「プラトンとシミュラークル」(Deleuze 1969: 292-307)

という論考で論じたように、大変重要な問題をはらんでおり、それは映像というものの本質

にも直接関わってくるものだと思われる。 

この論考においてドゥルーズは、プラトンが『ソピステス』において展開する、「コピー」

(copie)――プラトンの言葉では「似像
エイコーン

」――と「シミュラークル」(simulacre)――プラトン

の言葉では「見かけだけの像
パ ン タ ス マ

」――の区別を引き合いに出す。つまり、プラトンによれば、

現実の類似物を作るには、（１）モデルとなる物に実際に類似したものを作る（「コピー」を

作る）、（２）モデルとなる物と現実上は類似せずとも、見た人に与える効果において同一で

あることを目指す（「見かけだけの像
パ ン タ ス マ

」、つまりシミュラークルを作る）、の二つの方法があ

る
30
。さて、ここで重要なのは、「コピー」があくまでもオリジナルを尊重し、オリジナル

                                                        
29 ベルクソンは、『創造的進化』第4章において「映画的錯覚」の概念を提起し、自然知覚を一
種の「連鎖したフォトグラム」として――そうした連鎖の彼方に我々が見出す「動き」としてで
はなく――分解して理解することを批判している。確かにこの議論はドゥルーズが指摘するよう
に成功したものではないが(Deleuze 1983: 10-12)、ベルクソンがここで、否定的な形であれ、自
然知覚を映画と対置するのでなく一緒に扱っていることは注目に値する。 
30
 プラトン自身の例を引けば、巨像を作るとき、形態的類似性に基づいた「似像」――つまり

コピー――ならば上部は遠くに位置するため小さく見えるはずだが、「見かけだけの像」――つ
まりシミュラークル――の場合、形態的な類似性は求めず、遠くにある上部は大きく、近くにあ
る下部は小さくすることで、効果における、見かけの類似性を作り出すのである。『ソピステス』
234B-236C（プラトン 1976: 56-63）を参照。 
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の支配下にあるのに対して、「シミュラークル」は、それ自体によってオリジナルと同様の

効果を引き起こし、現実には「オリジナル」に似てすらいないために、もはやオリジナルを

必要としないということである。ドゥルーズにとって、この「コピー」と「シミュラークル」

の区別は、我々の思考様式を根本から反省してみるために役立つものである。つまり、彼に

よれば、プラトンに発する「古典的(classique)」な哲学（何らかの形で「本質」と「仮象」

の区別も依拠する哲学）の根本的な手続きは、まさに、オリジナル（本質）を無化して根拠

なき類似性を提示するシミュラークルを排除し、本質の支配のもとにあるコピー（仮象）の

みを残すことで、世界における本質（＝イデア）の支配を確立することであった。 

しかしながら、我々はもはや、究極的には、このような安定したイデア的中心を持った「古

典的」な世界を単純に信じ、そこに存在の根拠を求めることはできないだろう。既にみたよ

うに、カントは、「本質」と「仮象」の対立を放棄して、真に「近代的＝現代的」(moderne)

な思考に向かって決定的な第一歩を踏み出したのであったが、このカントが切り開いた地平

において、のちにニーチェが発見し、自らの思索の対象としたのは、プラトン主義による箍

が外れて、抑圧されていたシミュラークル（様々な根拠なき類似物たち、偽物たち）が回帰

し、その力能を至るところで示しているような世界であり、このニーチェ的なシミュラーク

ルの世界は、今日も、終焉するどころかますますその本領を発揮しつつあると考えられる。

ちなみに、このような状況は、あらゆるシミュラークルたち、「偽物たち」が全て肯定され

るという相対主義の勝利を意味するのではない。このニーチェ的な世界観のもとでは、それ

らの「偽物たち」
31
の存在意義は、いかなる「本質」への類似性によっても評価されない代

わりに、それ自体の「力能」(puissance)によって評価されることになるだろう。ニーチェの

永遠回帰の概念は、まさにこのシミュラークルの力能の評価の問題と関わるものである。 

 さて、このコピーとシミュラークルの問題を念頭において、映像に戻ってみよう。確かに

映像は、受容者にあたかも現実を見ているかのような（自然知覚のような）効果を与え、し

かし、その効果は現実にもはや依存しないという点で、シミュラークルだといえる。しかし

実は、そうした映像が現実にどのように機能しているかを眺めるなら、実際には、一定のイ

デアに対するコピーとして機能していることがかなり多い、という状況がみられるのである。

後述するように、映画の分野においては、映像は、ドゥルーズのいう「行動イメージ」を軸

にして展開する限り、それらは一方でシミュラークルでありつつ、他方で映像の背後にある

言説に対するコピーとして存在するのであり、その意味で、そうした映像は、それ自体がイ

デアの超越性の支配下にあるだけでなく、そうした映像を受容する我々をもイデアの超越性

の下に追い込んでゆく危険をはらんでいると考えられる（ドゥルーズはこれを「古典的」な

映画と呼んでいる）。これに対して、20 世紀の中葉から、「時間イメージ」を軸とした映像

制作によって、一部の映画監督たちが「カント的」革命を達成する時、それは、映像的言説

のイデアから解放されて、完全にシミュラークルの力能に拠って立つものとなるだろう。そ

                                                        
31 これは一種のユーモアとともに「偽物」と呼んでいるのであり、本来は、もはや存在の真偽
を定める基準としての「本質」が存在しない以上、「真」とも「偽」とも言えないものである。 
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こでは、映像自体の差異を生み出す力、創造力が、我々を捕らえ、世界との新しい、内在的

な関係の中に導いてゆくのである（「現代的」(moderne)な映画）。そこで、これから、この

両者について順に詳しく見てゆくことにしよう
32
。 

 

 

３．運動イメージと疑似的現実の形成 
 

3.1．映像的「コギト」と感覚運動連関 
 

自然知覚としての視覚においても、映像を見るという経験においても、我々はぶつ切れの

経験の彼方に「動き（運動）」――静止もその一形態であるとして――を見る。この「動き

（運動）」こそが、我々にとっての「現れるもの」であり、これがベルクソン流にいえば「イ

メージ」であり、ドゥルーズ流にいえば「運動イメージ(image-mouvement)」であって、ベ

ルクソンが述べていたように、我々はそれについて、それが「表象」であるか、「物」であ

るかを問う必要は一切ない
33
。映像は、自然知覚よりも主観的であるわけではないし、存在

論的には、現実の「コピー」であるわけでもない。 

もちろん両者の間に差異も存在するだろう。自然知覚が原理的には主体の身体の「いま・

ここ」から切り離せないものであるのに対し、映像では、キャメラや編集のおかげで、遠い

場所を見たり、細部に顕微鏡的に眺めたり、現在から過去へ、また物語のある時点から別の

時点へと自由に飛び回ることができ、そこでの知覚は時間的および空間的に「いま・ここ」

から離脱させられるのである。とはいえ、この差異が見かけほど決定的なものではないこと

も確かである。我々は、自然知覚において、およそ 1/18 秒ごとの断片から「運動イメージ」

を構築するにあたって、受動的な「私」(Moi)の彼方で、思考の主体としての能動的な私(Je)

を一種の外的な効果のように感じつつ見、思考し、「私の存在」を綜合する（「私は他者であ

る」）。このような立場からいえば、我々が映像を見る経験は、このランボー的「コギト」の

延長線上に位置するものといえるかもしれない。実際、映像は、この他者としての「私」(Je)

の思考を超人間的・非人称的意識としてのキャメラの「私」(Je)に拡張したかのようであり、

映像を見る我々は、そこで、この他者としてのキャメラの視線を、映像的な時間の中で、受

動的な自我の上での効果として感じつつ見、思考し、「私の存在」を綜合するのだ、と考え

ることができる（映像の編集は、こうした他者としての「私」の力能をさらに拡大すること

になるだろう）。ドゥルーズは映画におけるこうした意識の拡大を「映画独特のコギト」と

                                                        
32 以下、３から５では、ドゥルーズの『シネマ』の議論をより細かく取り上げるため、映画（お
よびテレビ映像）の問題に議論が集中することになることを断っておく。 
33 市川浩による『物質と記憶』抄訳から引用（市川 1991: 158-159）。実際、ベルクソンにとっ
て、全ての誤りは、我々がそれを「物」としてとらえているか（実在論者の立場）、「観念」と
してとらえているか（観念論者の立場）、白黒をつけようと早まるところにある。「現れるもの」
はそれ自体においては「現れるもの」であるに尽きるのである。 
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呼んでいる(Deleuze 1983: 108)。これを受け、この論考では、「映像的コギト」という表現で、

映像的経験一般において生起するこのような事態を捉えることにしよう。 

さて、リュミエール兄弟による映画の発明の翌年に刊行されたベルクソンの『物質と記憶』

（1896 年）が、それ自体映像とは無関係な著作でありながら、「映像的コギト」が提起する

一連の問題と交差するような考察を含んでいることは興味深い。「いま・ここ」の存在にそ

の思索の基盤を置き続けたフッサールとは異なり、ベルクソンはこの著作において、あたか

も、個々の存在が権利上
34
、宇宙全体を一瞬一瞬において知覚するという、ある意味で驚く

べき世界を透視し、そこに彼の存在論の基礎を樹立する（ベルクソンはこれを「純粋知覚」

と呼ぶ）
35
。あるいは、別の言い方ができるかもしれない。ドゥルーズは、すべての物がす

べての物とコミュニケートする、このベルクソン的な「純粋知覚」の世界を、あたかも、非

常な高温状態にあるため全ての物質が気体化しており、熱すぎて個体が識別できないかのよ

うな状態であると形容する（これが「気体状態の知覚」であり、これに対して、あたかも宇

宙が次第に冷え、気体が液体、固体へと相転移して、個々の物体が識別できるようになった

かのような状態での知覚を、ドゥルーズは「固体状態の知覚」と呼ぶ）。つまり気体状態で

は、宇宙全体が無数の点の集合体として在るのみであり、それがたえずヴァリエーションの

中にあるわけだ。そこでは、あらゆる一点は宇宙の他のどんな一点とも関係しあっている―

―言い換えるなら、あらゆる一点（いうなれば「自我」）は宇宙の他の一点（いうなれば「他

者」）において世界を知覚しうる――のであり、その意味で、宇宙全体が一種の「メタシネ

マ」(méta-cinéma)であるということになる(Deleuze 1983: 86-88)。 

ここで、ドゥルーズが「メタシネマ」という奇妙な言葉によって、ベルクソンの目まいが

するような世界を映画の世界と結びつけるのは、この「気体状態の知覚」が、ある意味で、

「他者」としてのキャメラの視線を生きる「映像的コギト」の権利上の極限的形態と考えら

れるからである。実際、ドイツ表現主義（ムルナウやデュポン）や戦前フランス派（クレー

ル、ガンス、エプスタンなど）におけるキャメラの運動による効果の探求はそうした方向で

の試みと考えることができるだろうし、またより細かくは、ルノワールやヴィゴ、グレミヨ

ンらを含めた戦前フランス映画の水への嗜好は、地上の世界（「固体状態」の世界）とは異

なった知覚（「液体状態の知覚」）への接近として理解できる（cf. Deleuze 1983: 111-116）。

しかし、この方向での最も徹底的な開拓者の一人は、ソ連のジガ・ヴェルトフ（『キノグラ

                                                        
34 「権利上」とは、一切の経験から独立した概念の合法性に関わるものであり、経験に由来す
る問題を扱う「事実上」と区別されるカント的用語である。 
35 なぜなら、「現れるもの」たるイメージの総体は、「その各点によって他の諸々のイメージ
を全ての点に働きかけ、自分が受け取るもの全てを伝え、各作用にそれと等しい反作用を対抗さ
せ、結局、広大な宇宙に広がる諸々の変化があらゆる方向へと過ぎ行く一つの通路に過ぎない」
のであり、すべてはコミュニケートしあっているからであって、また、「イメージはすべて、そ
のあらゆる要素的部分において、自然法則と呼ばれる不変の法則にしたがって互いに作用し、反
作用しあっている。これらの法則についての完全な知は、これらのイメージのそれぞれにおこる
であろうことをおそらく計算し、予見させてくれるであろうから、イメージの未来は、現在のう
ちに含まれ、新しい何ものもそれに付け加えることはないはずである」からである（市川 1991: 
167, 159 参照。ただし訳文の「イマージュ」を「イメージ」に変えてある）。 
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ース』(1924)や、とりわけ『カメラを持った男』(1929)）であっただろう(cf. Deleuze 1983: 

116-121)。そこでは、キャメラは一種の超人的な眼として様々な場所に入り込んでゆき、ま

たモンタージュは、「固体状態での知覚」の中では相互にまったく無関係なはずの様々な出

来事を結びつける。フォトグラムは逆回しされ、速度を変化させられ、あるいは静止させら

れる。もちろん、ヴェルトフの作品はこうした手続きが他の様々な要素と混じり合って出来

上がったものであり、それを単純にベルクソン主義に還元するのは適切ではないだろう。し

かしヴェルトフが、映画史のきわめて早い段階で、ある側面において、映像がもつベルクソ

ン的な「メタシネマ」の潜在的可能性を徹底的に探求してみせたことは、興味深いといえよ

う
36
。 

ところで、ベルクソン自身が述べるように、「純粋知覚」（あるいはドゥルーズのいう「気

体状態の知覚」）は、少なくともその純粋な状態においては権利上の知覚であって、事実上

のものではない
37
。こうしてみれば、「気体状態」の知覚の映像的探求が、それ自体大変興

味深いものであり、また映画やビデオの前衛的作品の中で実践されつづけてきたとはいえ、

映像の歴史の最も興味深い部分を構成してきたわけでは必ずしもないことは、不思議ではな

いだろう。何よりも、我々の思考と行動の変わらぬ原点であるところの我々の身体は、気体

ではなくて固体なのであり、その意味で、映像の中で表現される知覚の基本的形態が、自然

知覚に近い「固体状態の知覚」であるのは当然なのである
38
。もちろん、この「固体状態の

知覚」においても、「映像的コギト」の問題が消え去るわけではない。身近な映画や映像を

少しでも注意深く検討すればわかるように、それは「いま・ここ」の自然知覚を単純に復元

するものではないのであり、映像を見る経験はつねに、先に述べたような「映像的コギト」、

つまり、「他者としてのキャメラの視線を、映像的な時間の中で、受動的な自我の上での効

果として感じつつ見、思考し、『私の存在』を綜合する」ことを含んでいるからである。 

「私が他者である」という事態が映像的経験に常に伴うことは、次の事実にも見てとるこ

とができるだろう。それは、映像においては、キャメラが表面上は明白に「客観的な眼」を

代表したり、あるいは登場人物の「主観的な眼」を代表する場合も少なくないが、しかし、

こうした場合も含め、実際には映像の主観性、客観性を正確に判別することが不可能だとい

うことである。現実を冷徹に見つめるかのようなドキュメンタリー映像。しかし、キャメラ

がパンし、あるいは移動撮影し、あるいはズームアップする時の「動き（運動）」とは誰の

ものなのか。また、登場人物の視点を表現しているはずの映像でも、厳密には異なったアン

グルから――しばしば登場人物自身もフレーム内に入れて――捉えられていることは少な

                                                        
36 ちなみに、イタリア未来主義を媒介に、明らかにベルクソン的と見られる一連の語彙がヴェ
ルトフによって吸収されている事実は(cf. Marsolais 1997 : 17-25)、指摘しておいてもよいだろう。 
37 「具体的で複雑な私の知覚(...)ではなくて純粋知覚、すなわち事実上ではなくむしろ権利上存
在する知覚と解していただきたい」（ベルクソン 1999[1896]: 39）。 
38 ヴェルトフの『カメラを持った男』のような作品の場合でさえ、細かくみれば、暗黙裡には、
「固体状態の知覚」――つまり人間的主体の視点――がその映像的語りをかなりの部分支えてい
ることがわかる。 
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くないし、ましてや、映像作品全体が厳密に唯一の人物の視点から作られているということ

は、事実上ありえないだろう（それは、キャメラの力能を自ら否定する、一種の自殺行為と

言えるだろう）。パゾリーニはかつて、映画において登場人物と作者の主体が交錯する表現

のスタイルを、「自由間接主体的」と形容したが(Pasolini 2000[1972]: 177-179)、これはまさ

に、映像が本来的にもつところの、主体が主体の中で屈折し、変容し、差異化してゆく場と

なる力能を、まるごと捉えたものといえるだろう(cf. Deleuze 1983: 104-111)39
。 

さて、ここで『物質と記憶』にもう一度戻ることにしよう。というのはベルクソンはそこ

で、あたかもすべての物がすべての物とコミュニケートするような「権利上の」世界――「気

体状態」の世界――だけではなく、「事実上の」世界であるところの、固体が相互作用しあ

う世界――我々の通常の知覚の世界――をも論じているからである。それではこの「事実上」

の知覚とは何か。ベルクソンはここで、非生物の場合と生物の場合との本性上の差異を指摘

する（後者においてはじめて、「知覚」は、我々の通常の意味に近いものとなるだろう）。つ

まり、一般に非生物が外から受けたすべての作用に対して機械的に反作用を行なうのに対し

て、生物の身体は、そうした様々な作用を身に受けつつも、その中の幾つかのものを選んで

知覚し、それに対して反応を行なう、という注目すべき特徴を持っている。「生物は外界の

諸作用のうちで、自らの利害に関係のない諸作用はいわば通過するがままにまかせるであろ

う。その他の [利害のある] 諸作用は、切り離され、切り離されるそのことによって、＜知

覚＞となるであろう」
40
。そして、生物は、この選択の結果としての知覚に対して、何らか

の反応をするのであるが、この反応は、その生物の神経系が高度に発達していればいるほど、

知覚した内容から遊離した、まさに「行動」と呼ぶに値する複雑なものとなる可能性が出て

くる。ベルクソンに従えば、こうして、生物の身体をめぐる作用は、三つの段階から成るこ

とになる。つまり、第一が「知覚」(perception)の段階、第二が知覚から行動への間の「変様

（情動、触発）」(affection)の段階
41
、第三が「行動」(action)の段階である。ドゥルーズは『シ

ネマ』において、このベルクソンの考えを受け、「知覚→変様→行動」の連鎖を「感覚運動

連関」(lien sensori-moteur)と呼んでいるが、これは『シネマ』全体の（そしてそれに基づく

本論考の）根本概念となっている。 

さて、映像は、こうした生物の――そしてもちろん人間の――「知覚」・「変様」・「行動」 

を、様々な形で捉えてゆくことになる。実践的なレベルで言えば、一般に、「知覚」を表現

                                                        
39 付け加えるなら、後に見るように、こうした力能は、「時間イメージ」とドゥルーズが呼ぶ
タイプの映像の中で、最大限に発揮されることになるだろう。 
40 市川浩による『物質と記憶』抄訳から引用（市川 1991: 167）。 
41 既に触れたように、“affection” という言葉は翻訳の困難な言葉であり、カントに関連する翻
訳では「触発」として訳されるほか、ベルクソンの翻訳では「感情」として（田島訳および市川
抄訳）、またドゥルーズの『シネマ』関係に邦語文献では「情動」と訳されることが多い。しか
し、この論考では、これらのどの訳語をも中心に据えず、スピノザの “affectio” の訳語である変
様を主な訳語として用いる（cf. スピノザ 1980）。「感情」や「情動」ではなく、「変様」と
する理由は、”affection” という言葉は、「感情」、「情動」という人間的な内容を最初から含意
する言葉ではないからでもある。 
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するのにはロングショット（全体的構図のショット）が、「変様（＝情動）」は顔の表情など

のクロースアップが、そして「行動」はミディアムショット（人物の半身を写したショット）

が頻繁に用いられる（もちろん、より精妙な、あるいはリアルな表現は、こうしたステレオ

タイプを脱するところから生まれてくる）。いずれにせよ、こうした一連のショットを組み

合わせることによって、「固体状態」の世界に生起する様々な出来事（そこにおける知覚、

変様、行動）を映像によって描写することができるようになる。ドゥルーズは、このように

して「知覚」、「変様」、「行動」を映像で捉えたものをそれぞれ、「知覚イメージ」

(image-perception)、「変様イメージ」(image-affection)、「行動イメージ」(image-action)と呼ん

でいる。 

  

3.2．行動イメージによる語り 
 

知覚・変様・行動の個々のイメージに詳しく立ち入らずとも、次のことは指摘できる。キ

ャメラが登場人物の行動を追いかけ、この行動のイメージを、その人物の知覚や変様のイメ

ージと組み合わせるとき、ひとつの映像的語りの可能性が生まれる。例えば、映像はある状

況を提示する（知覚イメージ）。そして、登場人物がその状況をどう知覚し（知覚イメージ）、

どう消化し（変様イメージ）、その状況に対してどう行動するか（行動イメージ）を表現す

る。この行動はまた新しい状況を生むであろうから、次は、この新たな状況が提示され、そ

れを人物が知覚し、消化し、新たな行動をとる様子が表現される。映像は、このようにして、

状況→行動→状況→行動… の連鎖を描いてゆくというわけだ。こうした映像的語りのポイ

ントは、いうまでもなく行動――会話も行動の一種である――の映像、つまり「行動イメー

ジ」にあるだろう。そして疑いなく、この行動イメージを軸としたタイプの語りは、映像の

歴史の中で、つねに映像的語りの最も有力なパターンを形成してきたものといえるだろう。

映画において、その草創期から今日まで、常に主流であったのは、もちろんこのタイプの語

りであるが、それだけではない。テレビは、後に見るように、映画よりもさらに行動イメー

ジに寄りかかったものであるし、さらに狭義での「映像的語り」をはみ出すことになるが、

テレビゲーム（あるいはコンピュータゲーム）――Ch・ガンスに従えば、その基本的な図

式は、プレイヤーがどのようにして困難を乗り越え、迷宮から逃れ出るかにある――もまた、

行動イメージを基盤にしたものだと考えられる
42
。 

 こうした行動イメージ中心の映像的語りを大きく発達させたのは、『イントレランス』

(1916)などのグリフィスの作品を一つの重要な出発点とする、アメリカ映画であった。西部

劇、フィルム・ノワール、心理社会劇、史劇、ドキュメンタリーといった様々な古典的ジャ

                                                        
42 ガンス(Gans 2002)は、テレビゲーム一般を、中心的メタファーとしての「迷宮」や、一種の
「アキレスの踵」の存在などによって特徴付けているが、これらは、テレビゲームと「行動イメ
ージ」の基本的な親和性を示すものだろう。ただし、ガンスが指摘するように、一部の日本のテ
レビゲームが「迷宮」のメタファーに形而上学的な次元を与えたとすれば、第三次性へと向かう
テレビゲームも開拓されつつあるといえるだろう。 
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ンルは、行動イメージに基づく語りの力を最大限に活用したアメリカ映画の第一の系列をな

すものであり、それらについて多くを語る必要はないだろう。これらの映画が発達してゆく

なかで、カットバック（向かい合う二人の人物を対照的な構図で撮り、交互に編集する技法）、

クロスカッティング（二つまたはそれ以上の場面を交互に平行して描写する技法）、語りの

焦点をなすものとしての「対決」の図式など、行動を軸にした映画的語りに適した一連のル

ールやテクニックが次々と開発されてゆき、それらは世界中の映画作り、映像作りに決定的

な影響を与えることになる。 

 さて、こうした行動イメージの性質をより根本的な形で捉えるため、ドゥルーズに従って、

パースの現象学(phaneroscopia)を手短に見ておこう。パースによれば、あらゆる現象（つま

り「現れるもの」）は第一次性、第二次性、第三次性の三種類に分類される。パース自身の

言葉を引けば、それらは次のようになる。つまり、第一次性(firstness)とは、「すべての外か

らの力やすべての理性に関係なく、そのうちにあっても、あるいはその外においても、他の

何ものとも関係をもたずに、それ自体であるような何ものか」である。それは例えば、「ア

ダムがはじめて目を開いて見たその日の世界、いかなる区別も立てずに、自己の存在につい

ての意識もない状態で見た最初の世界」であり、それは、まだ言葉で形容することすらでき

ない世界である（「その世界を記述しようとすると、それに背くことになることを忘れては

ならない」）
43
。これに対して、第二次性(secondness)とは、「そのものが、第二のものと関連

し、しかし第三のものは考慮せず、そのものであるようなものの在り方」である。この第二

次性を表す典型的な概念は、「強制」、「闘争」、「ショック」、「力」、「中断」、「衝突」、「抵抗」、

「作用と反作用」、「刺激と反応」、「事実」、「経験」、「個体化の原理」、「指標」などであって、

これらの概念には「野蛮な力」(brute force)と「二極性」(bipolarity)が含まれている、とパー

スは考える
44
。最後にパースによれば、一項のみの「第一次性」でも、二項関係に基づく「第

二次性」でもなく、三項関係に基づいた「第三次性」としてのみ理解しうる一連の現象が存

在する。これらは例えば、記号性、思想性、法則性、一般性、連続性、習慣的性格、条件法

的性格、統合性、合理性などによって特徴付けられる現象である
45
。付言すると、パースに

従えば、三項以上の関係はつねに、これらの三種類の現象の組み合わせとして理解しうるこ

とになる。 

さて、このようなパースの現象学に照らし合わせてみる時、行動イメージが第二次性にぴ

ったりと当てはまることは明白である。「状況」に対してどう「行動」するか（「二極性」）、

そこにおける「野蛮な力」の展開を映像で描き出すのが、まさに行動イメージの世界であり、

「強制」、「闘争」、「ショック」以下、パースが第二次性を示す典型的な概念として挙げてい

るものは、そのまま行動イメージに現れる典型的なテーマであるといえるだろう。こうして

                                                        
43 米盛 (1981: 69-71)に引用。 
44 米盛 (1981: 73)を参照のこと。 
45 米盛 (1991: 79)を参照のこと。 
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みれば、行動イメージを中心に置くアメリカ映画の様々な技法が、それ自体、二元性によっ

て深く彩られていること（カットバック、クロスカッティング、「対決」の図式は、そのほ

んの一部にすぎない）も、決して偶然ではないことがわかってくる。さらに、パースの現象

学を参照する中で、このような行動イメージによる語りが根本的にもつ限界もまた見えてく

る。つまり、あらゆる問題は、状況（危険、困難、問題、等）に対してどう応答するか（リ

アクションするか）という二元的な関係に還元されてしまうのであり、そのために、状況そ

のものを根本から捉え直し、そこから創造的な解答を模索する可能性（それは当然、第三次

性的なものを必要とするだろう）は、最初から排除されてしまうのである。 

 ところで、アメリカ映画は、先に述べた一連のジャンルのほかに、風俗喜劇、探偵映画、

滑稽物、ネオ西部劇など、行動イメージの第二の系列と呼ぶべきものをも創出してきた
46
。

このグループの映画の特徴は、第一の系列のように、全体としての状況が登場人物たちの行

動によってどう変容してゆくかに焦点が当てられるのではなく、むしろ、登場人物の個々の

行動自体に力点が置かれる点である（滑稽物のギャグがその典型である）。ただし、この行

動イメージの第二の系列においても、とりわけ長編の場合、第一の系列の映画のテクニック

を取り込んで、意味のある全体的なストーリーを構成してゆくことは少なくない（例えば、

B・キートンの『カメラマン』やローレル＆ハーディの『天国二人道中』など）。いずれに

せよ、この行動イメージの「マイナー」な系列においては、状況ではなく行動に焦点を置く

ことによって、語りが全体的状況の閉鎖性から解放され、より断片的で、押し付けがましく

ないものになる（逆に言えば、受容者が自ら映像に立ち向かい、思いをめぐらす余裕が、若

干にせよ与えられる）点は、指摘しておくに値するだろう
47
。 

さて、先に、行動イメージの映像においては、状況そのものを根本から捉え直す可能性が

最初から排除されていると述べた。しかし、ドゥルーズが指摘するように、世界の映画史に

おいては、エイゼンシュテインやホークス、さらには黒澤明、溝口健二、A・ヒッチコック

など、行動イメージから出発しつつもそれを乗り越え、はるかに複雑な思想を表現するよう

な映画監督たちが出現したことも事実である。彼らの場合、それぞれ独自の形ではあるが、

第一の系列の行動イメージと第二の系列の行動イメージを巧みに折り合わせ、第一の系列よ

りも複雑で微妙であると同時に、第二の系列よりも力強い全体的構成を持った映画的語りを

生み出すことになる。パース的な現象学の枠組から言えば、実は、これらの監督の作品にお

いては、映画的語りの中心部分は、二項関係（つまり第二次性）を抜け出して、既に三項関

係に基づいた世界（第三次性の世界）へと向かっているといえるだろう。つまりそこでは、

二項間の直接的な対立関係ではなく、「記号性、思想性、法則性、一般性、連続性、習慣的

                                                        
46 ドゥルーズは『シネマ１：運動イメージ』で、行動イメージの第一の系列を「大形式 la grande 
forme」、第二の系列を「小形式 la petite forme」と呼んでいる。 
47 語りの断片性、またそこにおけるユーモアの重要性において、この行動イメージの「マイナ
ー」な系列は、後に論じる時間イメージの映画に近づく部分があると考えられる。おそらく、小
津のような映画監督は、こうしたルートを通じて喜劇映画から時間イメージの映画へと移行した
のではないだろうか。 
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性格、条件法的性格、統合性、合理性など」が問題になってゆくのである。 

 例えば、黒澤明の『赤ひげ』(1965)においては、赤ひげのもとで働くことになった若い医

者の行動、赤ひげとの関係の推移、また小石川養生所での様々な出来事、といった行動イメ

ージがもちろん映画の語りを導いてゆくのであるが、しかし、その過程で、「治療するとは

いかなることか」、「医者であるとはいかなることか」という若い医者の問いが、次第に深め

られてゆき、この問いが映画の影の焦点を形成してゆく。これらの形而上学的とでも呼ぶべ

き問いは、状況と行動（赤ひげと若い医者、あるいは患者たちと医者たち）の二項関係の外

に向かって投げかけられるものである(cf. Deleuze 1983: 255-261)。あるいは、溝口健二の『近

松物語』(1954)。おさんと茂平衛が大経師の家で繰り広げるいくつかの場面、旅の宿の場面、

琵琶湖上の場面から、最後の馬上引き回しの場面まで、溝口はそれらを、ストーリーの展開

の中の各場面というよりも、場面それぞれがほとんど自己完結するかのように力強く描くの

であるが、そうした中で、映像を見る者は、個々の場面に没入しながらも、同時に、（ちょ

うど溝口特有の高いキャメラ位置のように）個々の場面を越えた高いところから物語の展開

を眺めてゆく。それは、状況と行動の枠組み（あるいは彼ら二人と、彼ら二人に敵対する社

会秩序の二項関係）を越えたところに向けて、二人の生が高揚していく様子が、やはり映画

の影の焦点のように描かれているからである（cf. Deleuze 1983: 261-265）。 

さて、黒澤や溝口が行動イメージを二項関係の外へ、形而上学的あるいは宇宙的次元に向

かって開いていったとすれば、これとはまったく別の種類の、きわめて理知的なアプローチ

によって、徹底的に三項関係的な映画を創作したのが、ヒッチコックであった
48
。彼の映画

では、本来は殺人者と被害者の二項関係であるはずの犯罪に、無関係であった第三者が巻き

込まれ、三者の関係が変容する中でストーリーが展開してゆく。そして、この第一の三者関

係に、さらに、作家と作品と観客という第二の三者関係が二重写しになってゆくのであり、

観客は、ちょうど犯罪に巻き込まれる第三者のように、映画のストーリーの中に巻き込まれ、

引きずりまわされる。さらに、興味深いのは、ヒッチコックの最良の作品において、観客が

第三者と同一化するだけでなく、第三者が映画の中で自分自身のドラマの観客のような立場

に置かれることである（『裏窓』(1954)、『めまい』(1958)など）。こうして彼の映画では、第

三次性的な全体的枠組みの中で、一方で映像の作り出す効果を徹底的に計算した行動イメー

ジが展開されつつ、他方で通常の行動イメージの映画を乗り越えて、時間イメージにも似た

「幻視」的な側面が現れるという、奇妙な事態が生じてくる（cf. Deleuze 1983: 269-277）。 

  

3.3．変様の中心的位置 
 

既に述べたように、純粋に行動イメージ的な映像においても、感覚運動連関（知覚→変様

                                                        
48 ドゥルーズのイメージの分類では、ヒッチコック的な映像が純粋に第三次性的な関係イメー
ジ(image-relation)あるいは心的イメージ(image mentale)であるのに対し、黒澤や溝口の映像は、行
動イメージと関係イメージの移行形態としての反省イメージ(image-réflexion)として位置付けら
れる。しかしこの点には（その妥当性も含め）ここでは立ち入らない。 
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→行動）の他の二つの段階、つまり知覚と変様は、映像的語りに不可欠なものである。登場

人物が何を知覚し、その知覚したものをどう受け止めたか（変様）を了解することによって

はじめて、行動は我々にとって興味深いものになるからである。ところで、知覚はともかく、

この変様とは一体何だろうか。それは、外面的には何も起こらない不思議な段階であり、し

かしながら、実は決定的な重要性を持ったものである。 

まず、次の場面について、具体的に考えてみよう。「気がつくと目の前は断崖絶壁だ。主

人公の顔は青ざめる... 」 しかしここで、「青ざめる」とは何なのだろうか。驚きか、恐怖

か、死の不安か、それとも深淵の底の不可解な吸引力か。おそらくそうした全てのものが複

雑に入り混じっているだろう。バラージュは、「人がその上に身をかがめている深淵は、恐

怖の表情を説明
．．

はするが、表情を作り出しはしない。 (...) 顔に向かっているとき、我々は

もはや空間の中にはいない。新しい次元が開かれる。 (...) われわれは、感情や思想を見る。

われわれは、空間の中にはない何かを見るのである」と述べている（バラージュ 1984[1934]: 

24）。確かに、断崖絶壁を前にして「青ざめた」表情は、転落しまいと踏みとどまる主人公

の「行動」が関わってゆく実在的世界によって引き起こされたものではあるが、しかしそれ

自体は別の空間――潜在的世界とでも呼びうるような空間――で、一種の純粋な所与として

主人公の顔に表出する。そして映像を見る者は、やはり言葉を介することなく、その変様イ

メージを自らの身体に直接受け止めるのである。これはまた、ドゥルーズが指摘するように、

パースのいう第一次性の世界でもあるだろう。つまり、「他の何ものとも関係をもたずに、

それ自体であるような何ものか」であって、「その世界を記述しようとすると、それに背く

ことになる」ような言葉以前の世界なのである。もちろん、表情は状況と行動によって引き

起こされるものではあるが、しかしそれは行動が展開する因果関係の空間の外にある、別の

空間で生起するものであり、表情の神秘もそこからくるのだ。こうした、実在的空間とは別

の、そして言語によっては描写できない潜在的な空間を、ドゥルーズは「不特定の空間」

(espace quelconque)と呼んでいる。 

不特定の空間に展開する変様イメージのもっとも頻繁に現れる形態が、ほかならぬ顔のク

ロースアップ映像であることは、不思議ではないだろう。実際、顔というのは、他の器官の

ように因果的な関係に属さず、ただ表現のために存在するきわめて奇妙な器官である。ある

意味で、それ自体、変様を表現するためのスクリーンなのだ
49
。おそらくそれゆえに、グリ

フィスの時代から今日まで、映像において顔のクロースアップは非常に有益な表現方法であ

りつづけており、様々な作家たちが様々な角度からそれにアプローチしてきたのである。と

りわけ、グリフィスの一連の作品に広くみられる、「驚き＝賛嘆」(wonder)の顔のクロース

アップ。それは今日まで、とりわけアメリカの映画やテレビ番組で、かなり陳腐化されつつ

も、繰り返し使われることになるだろう。そしてもう一方で、『戦艦ポチョムキン』(1925)

を含めエイゼンシュテインの作品に広く見られる、強い感情（憤りや、あるいは喜び）が顔

                                                        
49 この顔という特殊な器官については、『千のプラトー』(Deleuze et Guattari 1980)の「顔貌性」
の章を参照のこと。 
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から顔へと広がっていくような独特のクロースアップ。この二つは、顔のクロースアップの

基本的なパターンを示すものである。 

ところで、ここで変様イメージが、必ずしも顔の表情のクロースアップに限定されるもの

ではないことも、強調しておいてよいだろう。身体の他の部分や、衣服、物のクロースアッ

プ、あるいはそれらの物の上に投影された光の戯れのクロースアップが、顔よりもずっと効

果的な、変様イメージの重要な表現手段の一つとなることも、十分ありうるのである。そし

てこれは、些細なことではない。実際、もし顔が身体の変様のスクリーンのようなものであ

るとするなら、スクリーンは世界の変様の顔であり、映像はそれ自身、世界の変様の表現で

あるとも言えるかもしれない。変様イメージは単なる個人の内面の表出にとどまるものでは

ない。スクリーンに映し出された変様イメージは、個人の変様を示すのみならず、ある意味

で世界の変様をも示しうるのであり、その変様はさらに、（『戦艦ポチョムキン』で憤りの変

様が顔から顔へと広がってゆくように）スクリーンを飛び出して受容者の身体にも直接広が

ってゆく効果をも持つものなのだ。おそらくそこに、変様イメージの力強さと、映像表現に

おける――行動イメージ中心の映像においてさえ――その根本的な重要性があると考えら

れる。実在的空間の因果法則に従わない変様は、苦もなくスクリーンを抜け出して、スクリ

ーンと受容者の間に、ある潜在的空間――不特定の空間――を繰り広げるのである
50
。 

さて、このようにして変様イメージを捉えるならば、グリフィスから今日までのアメリカ

映画に頻繁に見られるような、行動イメージを軸とした映像での変様イメージの位置づけは、

変様イメージの可能性を大幅に削いだものといわざるを得ないだろう。既に述べたように、

変様イメージとは本来、「その世界を記述しようとすると、それに背くことになる」ような、

移ろいやすいと同時に多様な可能性を内包したものである。しかし、行動イメージ中心の映

像では、変様イメージは、常に、次の行動に先立って次の行動を説明するという役割を担わ

され、その示す内容は明確に規定されて、容易に言葉で説明できるものとなる（例えば、「あ

こがれ」とか、「恐れ」とか、「驚き」とか、「怒り」とか）。しかし他方で、映画史の中には、

ドライヤーの『裁かるるジャンヌ』(1927)やベルイマンの『仮面／ペルソナ』(1966)といっ

た、変様イメージの可能性に正面から取り組んだ作品もある。もちろんこうした映像でも確

かに会話があり、行動があるのだが、しかしそれと平行して、スクリーン一杯に展開される

変様イメージが、実在的世界に対する作用・反作用とは別次元での、生の問題性を繰り広げ

てゆくのである。そこでは、ミディアムショットを基盤にした実在的な事実関係のモンター

ジュと平行して、クロースアップを軸とした、純粋な変様のモンタージュが行なわれるので

あり、こうした作品は、行動イメージとは全く異なった経験をもたらすことになる(cf. 

Deleuze 1983: 141-142, 150-152)。 

さきに、顔のクロースアップは唯一の変様イメージではないと述べた。パースの第一次性

の定義を参照しつつさらに言えば、顔のイメージは実は、変様を表現するのに最も優れたも

                                                        
50 おそらく、様々な映像の中で今日広く用いられる、エロティックな映像がもつ力も、このよ
うな場所に見出すことができるだろう。 
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のであるわけでもないと言うことができる。なぜなら、同一の顔（あるいはいくつかの顔）

が繰り返し用いられることによって、変様がその顔に閉じ込められ、その自由な広がりが阻

害されて、否定的な効果を与える可能性もあるからである。映画スターたちのあまりにも頻

繁に現れ、あまりにも知られた顔が、受容者に時にある種の虚無感を与えるのも、こうした

理由によるものであろう（『ペルソナ』のような作品ですら、こうした虚無感を完全に免れ

てはいないだろう）。このように考える時、ブレッソンのような映画監督が、例えば『スリ』

(1959)で、顔ではなくて手や指の断片的なイメージをつなぎ合わせることで、顔に閉じ込め

られることのない「不特定の空間」を構築した例は、大変注目に値する（彼の映画において

は、顔もまた、アマチュア俳優の、求心力の弱いものである）。同様に興味深いのはドライ

ヤーのケースだろう。なぜなら彼は、最初はクロースアップの「過剰な」用法によって（『裁

かるるジャンヌ』では、超クロースアップの徹底的な利用によって、我々の視線は女優ファ

ルコネッティの顔の部分部分を捉えてゆき、けっして全体としての彼女の顔に固着すること

はない）、後にはクロースアップの「不在」によって（『奇跡』や『ガートルード』では、ド

ライヤーはもはやクロースアップを用いず、ミディアムショットによって変様を表現するよ

うになる）、顔のクロースアップが持つ危険性をやはり見事に乗り越えてみせたからである。

晩年彼は、映像から第三次元を削ることによって（つまり奥行きのない、平面的なイメージ

を作ることを通じて）、第四次元（時間の次元）、第五次元（精神の次元）を提示する可能性

に言及していた（cf. Dreyer 1995[1959]: 133-134, 152-153）。これはおそらく、ドライヤーな

りの形で、変様イメージの問題性を見事に捉えたものであり、それはそのまま、時間イメー

ジの問題ともつながってゆくはずである
51
。 

このことは、ベルクソン自身の変様の定義に戻るなら、まったく不思議ではないだろう。

実際、変様は、感覚運動連関の中のもっとも奥深く、謎めいた部分であって、知覚と行動と

の間で、我々自身の内部、我々の身体の内部に生起し、我々の身体の全体、脳の全体、記憶

の、思考の、時間の感覚の全体をも巻き込んでゆく可能性を持ったものなのである。 

 

3.4．受容者の身体と感覚運動図式 
 

 変様イメージが内包している非常に豊かな可能性にも関わらず、現実には、グリフィスの

時代から今日まで、映画やテレビで我々が日常的に目にするタイプの映像のほとんどは、行

動イメージを軸とした映像で占められてきた。なぜそうした映像が支配的であり続けたか、

という問題は、政治経済的次元をも持った複雑な問題であり、容易に論じうるものではない。

しかし、この行動イメージの支配が、今日の世界における映像の疑似的現実の問題(cf. 1.1.)

と直接関連していることは、少なくとも指摘できるだろう。つまり、行動イメージを軸とす

る映像は受容者を疑似的現実に導くと考えられるのである。なぜか。この問いに対する答え

                                                        
51 ドゥルーズはドライヤーのこのアイデアに繰り返し言及している(Deleuze 1983: 31, 152, 164; 
Deleuze 1985: 232)。 
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は、筆者の考えるところ、行動イメージによる映像的語りでは、映像が提示する感覚運動連

関（知覚→変様→行動）は、そうした映像を見る受容者の身体によって十全に生きられるの

ではなくて、むしろ外在的な「図式」またはクリシェとなる傾向があるという事実と関わっ

ている。この点を掘り下げるためには、まず、受容者の身体の問題について考える必要があ

るだろう。 

 先に、自然知覚と映像が「イメージ」として同列に扱うべきことを論じるとともに、自然

知覚が「いま・ここ」の領域と不可分に結びついているのに対し、映像がそこから離脱させ

られたものであることを指摘した(3.1.)。ところで、このような視点から見たとき、映像を

見る経験とは何だろうか。スクリーン（画面）に映し出される映像は、それ自体はもちろん、

「いま・ここ」から分離されたフィルム上の「作品」としてのイメージであるが、しかし、

それを見る受容の経験の場においては、受容者の「いま・ここ」とすでに不可分のものとな

っている。そして、スクリーン上に映し出されるイメージは、受容者の身体にとってみれば、

原理的にはまず、すべて知覚イメージであって（その知覚イメージの内部に、いわば入れ子

式に、フィルム上に定着された様々なタイプのイメージがある）、その知覚イメージが、受

容者の身体に働きかけて、その身体の内に変様を引き起こしてゆく（感動とはこの変様が高

まって本人に知覚可能なレベルに達する事態に他ならない）
52
。映像の問題を真に考えるた

めには、作品内部でのイメージの問題のみならず、映像の受容の局面における、こうした受

容者の身体による知覚と変様をも含めて論じることが不可欠なはずである。 

こうして受容者の身体における変様を考えることで、3.1.では指摘することのできなかっ

た知覚イメージの重要性も視野に入ってくるだろう。つまり、知覚イメージとは、フィルム

上の作品で考えるなら単なるイメージそれ自体でしかないが、受容のプロセスを考えるなら、

登場人物の身体における変様に関わりなく、受容者の身体の上に直接、変様イメージを引き

起こしうるものということになる。つまり、すでに述べたように、スクリーン上の変様イメ

ージ（たとえばクロースアップの顔）は、その力能によって受容者の身体にダイレクトに変

様を広げていって、映像的経験の決定的に重要な部分を形成するのだが、受容のプロセスを

考慮しつつ知覚イメージを再考するなら、知覚イメージが、変様イメージにまさるとも劣ら

ないほど受容者の身体の変様に関与しうることが理解されてくる。そしてこのことは、行動

中心的な映像において、知覚イメージの非常に特殊で限定的な用法（スペクタクルや特殊効

果、視覚効果）が、変様イメージの同様に特殊で限定的な用法（行動の連鎖と直結したクロ

ースアップ）と並んで、なぜ決定的に重要な役割を果たすかを説明するだろう。 

さて、行動イメージの特徴は、知覚イメージや変様イメージに比べて知的対象化や言語化

がはるかに容易なイメージであることである。知覚イメージは知覚そのもののイメージであ

                                                        
52 映像の受容の経験の奇妙な点は、通常は、「知覚→変様」で感覚運動連関が停止し、行動に
まで至らないことである（この点は5.1.で再び言及する）。ただし、受容の経験の後に、受容の
経験をきっかけに何らかの行動が行われる、ということはあるだろう（テレビのコマーシャルで
見た商品を買うというような直接的な行動から、映画によって受けた感動を消化する中で人生に
とっての重要な決断を行う、という類の行動まで）。 
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る以上、単純化せずに言語化することは不可能だし、また変様イメージは、「その世界を記

述しようとすると、それに背くことになる」ものだが、これに対して、人物の行動のイメー

ジは、その人物の「意図」――無意識の意図である場合を含め――と直結するがゆえに、容

易に対象化し、言葉化することができるのだ（A が B に「挨拶する」、B は C と「一緒に食

べている」、C は D を「見張っている」、D は A を「殺す」、等）。もちろん、行動イメージ

中心の映像にも知覚イメージや変様イメージが現れるのであるが、これらの本来は言葉で表

現しえないはずのイメージもまた、行動イメージ中心の映像では、全体のストーリー展開の

中で行動と行動とを結び付けるという限定的な機能を担わされるため、結果として、図式化

され、知的に対象化しやすく、言語化しやすいものとなる傾向がある（例えば、知覚イメー

ジについては、あるロングショットは「壮烈な市街戦」を、別のものは「牧歌的な自然」を

示すという風に、また、あるクロースアップは「驚き」を、別のものは「怒り」を、別のも

のは「あこがれ」を示すという風に）。このことから、行動イメージを軸とした映画は、「物

語」あるいは「ストーリー」として、つまり知的に図式化されたイメージの連鎖の全体とし

て、日常的な言葉で比較的容易に「説明」できる種類のものになるだろう
53
。あるいは、映

像の制作という観点からいえば、順序はむしろ逆かもしれない。最初に日常的な言葉で、物

語るべき行動の連鎖をかなり細かく説明したシナリオが存在し、そうしたシナリオが、最大

限の観客の注意を引くように計算されつつ推敲され、そしてそれが映像に変換されていくわ

けである
54
。 

このような理由から、行動イメージを軸とした映像は、少なくとも制作者の意図において

は、背後にある言葉による語りと完全に一致したものになるだろう。知性化され、言語化さ

れ、計算された「物語」の枠に従って、ストーリー展開上の実用的観点から、様々な種類の

イメージが当てはめられてゆくのであり、そうして構築された一連の「知覚→変様→行動」

のイメージの連鎖の図式――ドゥルーズの言葉を使えば「感覚運動図式
．．

」(schème 

sensori-moteur)――が、スクリーン上の人物たちの身体上で次々と展開されてゆくことにな

る。さて、大事なことは、それらの「感覚運動図式
．．

」――生
せい

のプロセスとしての「感覚運動

連関
．．

」(lien sensori-moteur)そのものとは区別されるところの――は、知覚イメージや変様イ

メージの力能によって（うまくいけば）受容者の身体の上にある程度の効果を及ぼすとはい

え、根本的には、受容者の身体にとって外在的な性格のものである（まさに「図式」として、

観客の頭の中で知性的に処理されてゆく）ということだ。例えば、いわゆるアクション映画

                                                        
53 ちなみに蓮實重彦は、サイレントからトーキーへの移行期に成立した古典的ハリウッド映画
が、根本的にシナリオの映画であり、視覚的な効果を犠牲にしてまで物語の簡潔性を追求した性
格のものであったことを指摘するとともに、1950年代～1960年代にこうした古典的ハリウッド映
画が崩壊し、視覚的効果のためのイメージの装飾性の優位という事態が起こったことを論じてい
る（蓮實 1993）。 
54 これに対し、変様イメージを中心に構築された『裁かるるジャンヌ』のような映像や、後に
みるような、時間イメージを中心に構築された映像では、その核心的な内容を日常的な言葉で説
明することは不可能である。 
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で、「敵」と目される人物たちが銃撃されて倒れてゆく姿が、受容者にとってしばしば快く

さえ感じられるのは、そうした映像が受容者の身体によって内在的に生きられるのではなく、

一種のクリシェとして、つまり紋切り型の「図式」として、知性化されて――そして身体に

とっては外在的に――経験されるためにほかならない。そうした映像では、肝要なことは、

受容者にすばやくストーリーを（知的に）｢理解｣させ、そのゲームの規則を共有させること

であり、ジェットコースターのように我を忘れた状態で終着点まで送り届けることである。

受容者がその映像について独自の何かを読み取ったり、その映像に触発されて思いをめぐら

したりすることは、行動イメージの映像にとっては、むしろ障害なのである
55
。 

 
3.5．疑似的現実の形成 
 

 問題は、20 世紀における（そして 21 世紀においてもますます勢いを増す）視聴覚メディ

アの発展の中で、こうした「クリシェ」としての「感覚運動図式」が、我々の日常的現実の

隅々にまで浸透したために、あたかも現実そのものがクリシェから構成されているかのよう

な――言い換えれば、あたかも現実そのものが行動イメージの映像であるかのような――印

象すら与えるようになってきていることである。もちろん、この過程においてテレビが果た

した役割には非常に大きなものがあっただろう。 

テレビ映像の問題は、もちろんそれ自体において論じられるべきものであり、その厳密な

取り扱いは、『シネマ』へのコメントを基盤にしているこの論考の範囲を越えるものである
56
。

しかし、テレビがその番組のジャンル（ニュース、ドラマ、スポーツ、ドキュメンタリー、

クイズ番組、etc.）にかかわらず、行動イメージ――そしてそれゆえにクリシェとしての「感

                                                        
55 実はドゥルーズは、『シネマ』において、（ベルクソン的な意味での）生における過程とし
ての「感覚運動連関」(lien sensori-moteur)を、知性化された「感覚運動図式」(schème sensori-moteur)
つまり「クリシェ」とほぼ同一視しているが、筆者は、両者を明確に区別すべきだと考える。筆
者は、感覚運動連関（知覚→変様→行動）の中の変様の局面が、一定の先在するイメージによっ
て平板化される時、感覚運動連関は感覚運動図式（つまりクリシェ）となる、と考えるのである
（そしてこれが映像の中で、あるいは受容者の身体の中で起こる時、それは純粋に行動イメージ
的な映像ということができる）。これに対し、変様がそれ自体において探求されるならば、4.1.
以降で見るような「感覚運動連関の停止」が起こり、感覚運動連関は時間イメージに向かって開
かれてゆくであろう。この「感覚運動連関」と「感覚運動図式」の区別は、『シネマ』における
ドゥルーズの議論と、この論考での筆者の議論の間のかなり重要な差異であり、ここから、変様
イメージを時間イメージと連結させる、ドゥルーズが『シネマ』で行っていない手続きも導かれ
ることになる（『シネマ』の全体的構図では、変様イメージは運動イメージの一部であり、時間
イメージは運動イメージを破綻させるところから出てくることになっているため、両者は明確に
切断されている。このドゥルーズの理論構成が、変様イメージの中で扱われている映画監督たち
の多くが時間イメージについての議論の中に再び顔を出す、という奇妙な不整合を引き起こして
いる点は、ここで指摘しておいてよいだろう）。 
56 ドゥルーズ自身のテレビについての考察は、『シネマ』での短い言及(Deleuze 1985: 328, 
346-347)のほか、Serge Daney の Ciné-journal I への序文（Daney 1986: 9-25, Deleuze 1990: 97-112
に再録）を参照。このほか、簡潔ながらもテレビのとりわけ経済的な存在条件を鋭く分析した
Bourdieu (1996)や、テレビを含むマスメディアの今日的状況を豊かなデータにより分析した
Ramonet (2000, 2001)をも参照のこと。 
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覚運動図式」――と密接な結びつきを持つメディアであることは明らかである
57
。第一に、

もともと小画面であったテレビでは、映画のスクリーンほどにはクロースアップやロングシ

ョットが効果を発揮しないため、そうした映像的テクニックよりも、会話（または語り）と

アクションを軸にした行動イメージが中心とならざるをえない。第二に、テレビは、映画館

の暗闇の中でスクリーン一杯に映し出される映画とは異なって、部屋の中の一家具でしかな

く、しかもそこでは複数のチャンネルが競合しているため、その映像においては、常に視聴

者を引きつけて離さない工夫が必要であり、そのためには、明快な感覚運動図式が優先され

ざるをえないことになる。 

このような特徴を持つテレビの普及が、それ自体によって行動イメージをますます流布さ

せただけでなく、映画をはじめとする他の視聴覚メディアをもさらに強く行動イメージへ志

向させることを意味したことは、見逃してはならない
58
。しかし、テレビのもたらした効果

には、さらに、「世界のテレビ化」とでもいうべき現象も指摘することができるだろう。つ

まりテレビは、世界の様々な場所にカメラを入れ、また世界の様々な時間の映像を掘り起こ

して放映することにより、時空を自在に行き来して、あたかも世界そのものをテレビ画面の

現在に提示するような印象を与える
59
。他方、既に 1.1.でも触れたように、ニュースやコマ

ーシャルをはじめとしたテレビの映像は、国内および世界の政治的・経済的な動きを反映し、

そしてそれと連動して、それらはある意味では、我々の身の回りの現実よりも、より「現実

的」なものであるという印象さえ与える。そうした中で、テレビ映像が日々、我々の日常生

活の中に送り込んでくる大量の行動イメージのクリシェは、我々をとりまく世界そのものと

混同される可能性が生まれてきたのだ。ドゥルーズの言い方にならえば、「世界そのものが

映画ごっこを始め、凡庸な映画(un cinéma quelconque)になったのであり、それがテレビを形

作っている」のだ(Deleuze 1990: 107)。 

ここでこのドゥルーズの「映画ごっこ」、「凡庸な映画」という言葉は、単なる美的な価値

判断として受け止めてはならないだろう。行動イメージ的な映画がすべて凡庸ではないこと、

                                                        
57 映画と共通するジャンルであるドラマとドキュメンタリー以外について短くコメントするな
ら、例えば、ニュース番組の映像的語りは、とりわけアメリカから配信される「国際ニュース」
に最も顕著であるように、「対決」の図式の頻繁な使用（3.2.）や映像のスペクタクル性（3.3.）
といった特徴をもち、知らず知らずのうちに行動イメージ的な枠組みで出来事を認識するように
視聴者を導く傾向がある。スポーツ番組が、選手のズームアップやプレー全体のスペクタクル的
なイメージをも交えつつも、文字通り「対決」を軸にした行動イメージに焦点を当てたものであ
ることは言うまでもないだろう。さらに、クイズ番組は、出場者の表情のズームアップを交えつ
つ、いかに出場者が困難を乗り越えるか、あるいは乗り越えられないか、という「対決」のプロ
セスを放映していく。 
58
 付言するなら、今日進行しつつある、テレビの大画面化、デジタル化、多チャンネル化とい

った様々な変化は、テレビ映像の存在条件を確かに変化させつつあると考えられる。 
59 ダネーは、テレビ的な技法であるズームやプレイバックの機能は、それに一見似た移動撮影
やフラッシュバックといった映画的技法とは異なったものであり、我々が空間や時間を把握する
（「目で触る」）ことを目的とすると述べていた(Daney 1996: 109-111 及び Daney 1998: 147-149)。
これは、世界の様々な場所（過去の時間における場所をも含め）をテレビ画面上の現在へと連結
させるテレビの性格にぴったりと適合したものだろう。 
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テレビ番組がすべて凡庸な映像でないことは自明である
60
。問題の核心は、実は、2.2.の後

半で論じた「コピー」と「シミュラークル」の問題と関わっている。テレビや映画が送り込

んでくる大量の映像の受け手は、そうした映像を、客観的に存在する現実をそのまま映し出

したものとして（ニュースやドキュメンタリー）、または、今日の世界で人々が生きている

主観的現実を何らかの意味で映し出したものとして（ドラマなど）、いずれにせよ、何らか

の意味で我々の世界を構成する現実の一部として受け止める。ところが、大部分行動イメー

ジを軸にして作られたそれらの映像は、これまで見てきたように、言葉によって知性化され

た「語り」――究極的には映像の背景にある「イデア」――をもとに、そこにイメージをは

め込んで構成された感覚運動図式の連鎖であり、その意味で、それらの映像は、制作者の「イ

デア」の支配下に置かれた「コピー」なのだ
61
。ドゥルーズの「凡庸な映画」という言葉は、

まさに、本来は「シミュラークル」であり自立したものとして現実を映し出すはずの映像が、

実は、背後の言説あるいは「イデア」に対して存在論的に二次的なものに成り下がっている、

という状況を指していると考えられる。そして、「世界そのものが映画ごっこをはじめる」

とは、このような映像が疑似的現実を形成して、我々の生活世界を囲い込んでゆくことによ

って、次第に、我々の生活世界そのものが、「イデア」の支配下にある「コピー」のような

ものになってしまう、ということであろう。これがまさに、1.1.で触れた、映像の疑似的現

実の問題なのである。 

さらにいえば、こうした映像の疑似的現実は、ここで述べてきたように、根本的に言葉に

よる言説と親和的な性格のものであるから、文字による言説（新聞、雑誌、書物、インター

ネット等における）が作り出す疑似的現実と容易に連動し、相互に補強し合うことになる。

こうした状況はもちろん、今日の我々の世界における権力の問題とも直接、かかわってゆく

だろう
62
。ドゥルーズは、「イメージの文明？ それは、実際には、あらゆる権力にとって、

我々にイメージを隠すことが有益であるような、クリシェの文明に他ならない。イメージを

隠すと言っても、イメージ自体を隠すというのでは必ずしもなく、イメージの中の何かを

我々に隠すのだが」(Deleuze 1985:33)と述べているが、これは、本来は我々にとって「現れ

るもの」として（あるいはそのシミュラークルとして）様々な可能性を持ったものであるは

                                                        
60 例えばドゥルーズは、「行動イメージ」を軸とした映画とファシズムとの一種の共犯関係に
触れ、「行動イメージ」を軸とした映像を乗り越える必要が明白になったのは、そうした映像が
凡庸だったからではなく、むしろ凡庸ではないレニ・リーフェンシュタールの映像が国家による
プロパガンダや大衆操作に結びついていったからだと論じている(Deleuze 1985: 214)。 
61 もちろん、テレビ映像の中には、原理的には何が起こるかわからない生放送番組も多く存在
する。しかし、実際には、そうした番組も、番組の構成、カメラアングル、時間配分、事前の出
演者との打ち合わせなどによって、骨格部分がコントロールされており、映像が番組の「イデア」
の外へと出てゆくことは頻繁には起こりえない。 
62 ドゥルーズは、『シネマ』の中で、「行動イメージ」の映画が次第にその限界点にまで達し
ていく中で、いかにして映画作品の中に「国際的陰謀」というテーマが頻繁に現れるようになっ
てきたかを論じている(Deleuze 1983: 282-283; Deleuze 1985: 19)。こうしたテーマが映画において
頻繁に扱われるようになったことは、映像の作り出す疑似的現実と権力の関係についての、映画
監督たちの認識の表れと言えるだろう。 
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ずのイメージが、クリシェ（感覚運動図式）として平板化され、そうした平板化されたイメ

ージが未曾有の規模で流通することで、一見、我々はたくさんのイメージ、たくさんの「現

れるもの」を見ているようでいながら、何か――最も大事な何か――を見ることができない

状況にあること、そして、そうした状況が、今日の我々の世界における権力の問題と根本的

な形で関わっていること、を指摘していると思われる
63
。 

しかし、ここで思い出す必要があるのは、すべての映像がこうした疑似的現実の形成に関

わっているわけではないことだ。とりわけ注目すべきことは、1930 年代から第二次世界大

戦後の時期を端緒として、世界の様々な地域で、一部の映画監督たちが、支配的な政治経済

のシステムと共犯関係を営む映像の疑似的現実への内在的な批判を兼ねた形で、ドゥルーズ

が「時間イメージ」と呼ぶような、新しいタイプの映像作りを始めたのである。ドゥルーズ

は先の「イメージの文明」についての引用文のすぐあとで、「他方で同時に、イメージはた

えずクリシェを突き抜け、クリシェから逃れ出ようとしている」(Deleuze 1985:33)と述べて

いる。今や我々は、この新しいタイプのイメージに目を向けなければならない。 

 

 

４．時間イメージの創出 
 

4.1．変様から時間へ 
 

「時間イメージ」の問題に入る前に、「カント的革命」をもう一度振り返ってみよう。第

一にそれは、世界を本質と仮象の対立の中で捉えるのではなく、（人間の経験的主体に向か

って）「現れるもの」を、「現れるものの条件」とともに捉えるということであった。第二に、

そうした「現れるものの条件」の根底にある「時間」は、（天体の循環運動などの）自然現

象の「動き（運動）」のリズムによって支えられた古典的世界の「時間」ではなく、そうし

た宇宙的リズムあるいは「運動」の蝶番から外れた、自己の自己による変様としての「時間」

であり、すぐれて現代的な「時間」であった。最後に、そうした現代的な、純粋かつ空虚な

「時間」は、主体の心理的「動き（運動）」とも切断されたものであり、その中で我々は、

「他者」としての「私」(Je)の思考を、時間の中で変様する受動的な「自我」(Moi)の上の効

果として把握することによって、「私の存在」として綜合されると考えられるのであった。

既に見たように、この最後の点は、映像の問題において、「映像的コギト」という形で展開

される。それは、「他者としてのキャメラの視線を、映像的な時間の中で、受動的な自我の

                                                        
63 付け加えるなら、クリシェとイメージの関係は、ある意味では、経済学の価値理論における
交換価値と使用価値の関係にそのまま対応するとも考えられる。なぜなら、交換価値は、物のイ
メージを「交換」という行動のプロセスに限定して捉えることにより、それを平板化したものと
考えられるからである。そして、貨幣は、商品の体系という予め決められた図式の中に物のイメ
ージを押し込んで流通させてゆくという意味で、感覚運動図式を作りだすもの、とも言えるだろ
う。このあたりに、資本主義社会とそこでのクリシェの増殖との根本的な関係――そしてそこで
の権力がイメージを隠すとドゥルーズが述べる理由――を見ることができるかもしれない。 
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上での効果として感じつつ見、思考し、『私の存在』を綜合する」という事態を表現するも

のであった。 

さて、行動イメージを中心とする映像がどこまでこのカント的ヴィジョンを達成している

だろうか。第一に、そうした映像は、現実にとって代わるシミュラークルであるが、しかし

他方で、背後にある映像全体の語りのイデア（本質）のコピーでもあるという意味で、本質

と仮象の古典的対立から抜け切っていない。第二に、そうした映像においても、宇宙的なリ

ズムとしての蝶番から「時間」は外れるが、しかし他方で、映像全体の語りの「時間」64の

支配下にあることも事実である。従って、そこでの「時間」はいまだ、完全に現代的な、自

己の自己による変様たる「時間」として定立されていない。最後に、行動イメージを中心と

する映像における映像的コギトでは、確かに主体性が曖昧になるという事態は生ずるにせよ、

そうした事態は、自由かつ創造的に展開するのではなく、映像全体を支配する超越的な主体

（一定の「イデア」＝「時間の
．
イメージ」を与える「語り」の主体）の内部で起こるに過ぎ

ない。それゆえ、映像的コギトは十分に自由に展開できないだけでなく、映像の受容の中で

そうした超越的な主体のもとで思考することを通じ、受容者自身をそうした超越性の支配下

へと送り込んでしまう可能性を持ったものである。こうして、知らず知らずのうちに、我々

は映像の疑似的現実の中に取り込まれてゆくのである。 

しかし、映像にはもっと違った可能性も含まれているのではないだろうか。真のシミュラ

ークルとしての映像、真に蝶番から外れた映像、特定のイメージないしイデアの表象

(représentation)ではなく、それ自体でそれ自体の時間性を提示するもの(présentation)としての

映像が存在しうるのではないだろうか。映画の領域において、ドゥルーズが「時間イメージ
．．．．．．

」

と呼ぶものはまさにそうした映像であり、1930 年代以降、地味ながらも少しずつ世界の各

地に広がって、いわば「もう一つの映画」として展開してきたものである。そうした映像を

見るとき、我々はもはや、映像の「ストーリー」（行動の連鎖）を論理的に説明することが

できないか、あるいは説明しても最も大事な部分が抜け落ちてしまう。つまり、核心となる

映像が行動イメージへとスムーズに移行しないため、それを言葉にするのが困難であるだけ

でなく、そうした映像は、時系列の外に脱け出てしまうため、一定の「時間の
．
イメージ」の

中で語ることができないのである。しかし、それは、そうした映像が支離滅裂である、とい

うことではない。それらの映像を構成する個々のイメージは、我々の身体に、一つのストー

リーの個々の部分としてではなく、それぞれ独自の仕方で変様を引き起こし、そしてそれら

の変様が束になって、行動イメージよりもはるかに豊かで、深い感動を引き起こしうるもの

となる。 

例えば、小津安二郎の『晩春』(1949)。小津の多くの作品に見られるように、ストーリー

そのものは単純であり、主人公の娘紀子（原節子）がお見合いをして結婚するという、ある

意味できわめて平凡な出来事を軸とした、何の変哲もないものである。しかしもちろん、こ

                                                        
64 これをドゥルーズは「時間の間接的イメージ」あるいは「時間のイメージ

．．．．．．．
」(image du temps)

と呼び、後で出てくる、「時間」を直接的に提示する「時間イメージ
．．．．．．

」(image-temps)と区別する。 
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の映画の中心はストーリー展開にあるのではない。クロースアップによる変様イメージの表

現――とりわけ原節子の、『裁かるるジャンヌ』のファルコネッティにも比すべき表情＝変

様――、能の観劇場面での長いショット、そして有名な京都の宿での壷のショットなど、様々

な印象的な映像を通して、この「平凡な」出来事のただ中で主人公の娘と父が見るもの、経

験するもののが見事にイメージとして集約されて表現され、そのイメージが、受容者の身体

にありありと経験されるのである
65
。 

あるいは、ロッセリーニの『ストロンボリ』(1951)。確かにこの映画では、小津の映画に

比べてさまざまな出来事が生起し、「ストーリー」を説明できるようにみえるが、しかしイ

ングリッド・バーグマン扮する主人公カーリンは、観客にとってなかなか同一化しにくい、

いわば灰色の人物であり、行動イメージの映画を見るようにしてこの映画を見ている限り、

この映画の意図は全く捉えられない。実際、映画の核心は「ストーリー」の展開とは別のと

ころにあるのだ。つまり、島の悲惨な状況を神父から知らされる場面、カーリンの夫が村人

たちに「寝取られ男」と嘲笑される場面、マグロ漁をする夫に会いに行ったカーリンが巨大

なマグロが次々と銛で刺されながら船に引き上げられるのを見て衝撃を受ける場面、火山に

登っていって煙に巻かれもう駄目だと思う場面、火山の噴火口で眠り込んだカーリンが目を

覚まし世界の美しさに感動する場面、そういった一連の場面の映像そのものがこの映画の核

心であり、それらが受容者の身体の中で重層的な変様を引き起こして、感動を生むのである。 

小津の、ロッセリーニの映画で一体何が起こっているのか。二つの映画の様々な印象的な

場面を考えてみるなら、そこに共通して見られるのは、「知覚→変様→行動」の感覚運動連

関のただ中で（より正確に言えば変様の局面のただ中で）、一瞬、「たじろぎ」が生ずるとい

う事態である。ここで「たじろぐ」のは主人公であっても、あるいは映像を見て自らの身体

に変様を受け止める観客であってもよい。いずれにせよ、その瞬間に、映像的語りの中にあ

る奇妙な「切れ目」が生じるのであり、その切れ目が我々を――あるいはその切れ目が登場

人物を、そしてそれを通して我々を――、感覚運動連関の外に誘い出す。我々はそこでいわ

ば「他者」となり（「私は他者である」）、これまで何が起こったかを回想し、今何が起こっ

ているのかを再考し、状況を全体として捉え直すのである。こうして、この新しいタイプの

映像においては、焦点はつねに「感覚運動連関の停止」に置かれることになる66。 

                                                        
65 脚本家の川邊一外は、そのシナリオ創作の参考書（川邊1992）で、『東京物語』(1953)のシナ
リオを分析しつつ、「この作品のほんとうのドラマはシナリオの中にはなく、そのシナリオを基
礎にした小津監督独自の演出の中にある」(p.148)とし、「小津作品の人物は、環境と直接に葛藤
すると云うよりは、むしろ、彼ら自身の中に葛藤を持ち、耐え、戦っています」(p.149)、さらに、
「私たちは、単なるシナリオを越えて、小津映像をじっくりと味わうべきです」(p.157)と書いて
いる。川邊自身がこの本で、「環境」と「行動」の相互作用の連鎖（文字通りの「行動イメージ」）
による脚本の執筆を勧めているだけに、なおさら、この小津についての「変様（情動）」に焦点
を当てたコメントは興味深いものである。 
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66 この論考では、ドゥルーズ自身の「感覚運動図式の破綻(rupture)」という言い方に代え、「感
覚運動連関の停止」という表現を用いる。その理由は、小津の作品をはじめ、多くの場合、実際
には感覚運動連関は「停止」することはあっても必ずしも「破綻」しないからであり、そのこと
が作品の価値を減じることは決してないからである。ドゥルーズが「感覚運動図式の破綻」の例
として繰り返し言及するロッセリーニの作品においても、後出のロッセリーニ自身の言葉が示す



ここで、この「たじろぎ」を、キルケゴール風に「不安」と呼んでもよいだろう。キルケ

ゴールは、次のように述べている。「不安とはたとえてみれば目まいのようなものである。

人の目が大口を開いている深淵をのぞき込むようなことがあると、彼は目まいをおぼえる。

（...）不安とは自由の目まいであって、精神が総合を定立しようとし、自由がいまや自身の

可能性をのぞき込んでその身をささえるために有限性につかまるとき、目まいが起こるので

ある。この目まいの中で自由は気を失って倒れる。（...）まさにその瞬間にすべては一変し、

そして自由がふたたび身を起こしたとき、自身が責めをもつ身であることを知る。この二つ

の瞬間のあいだに飛躍があり、この飛躍についてはいかなる学問も説明したことはないし、

また説明することもできない」（キルケゴール 1979[1844]: 259-260）。時間イメージの映像

は、まさにこの「飛躍」を捉えるものだといえるだろう。「目まい」の中で、行動の連鎖の

蝶番から解放された純粋な時間、自己の自己による変様としての時間が現出する。その時、

「私」（登場人物であっても、受容者であってもよい）は、時間の中に存在する――キルケ

ゴール風に言えば「責めをもつ」――受動的な「私(Moi)」と、その有限性の彼方を見よう

とする他者としての、能動的な「私(Je)」とに亀裂する。この能動的な「私」は、行動の空

間ではなく、純粋な変様の空間としての「不特定の空間」をさまようものであるだろう。「私」

（登場人物であっても、受容者であってもよい）は、そうした不特定の空間の中で、一種の

「幻視者」となり、世界の中に何か新しいものの表徴を「読み取り」、新しい仕方で「思考

する」ようになるのである。 

感覚運動連関の蝶番から外れ、「カント的革命」を達成したこのような映像においては、

その創作に当たって、もはや、驚くべきようなテーマ、目くるめくストーリー展開を考案し、

目を見張らせる技巧を駆使する必要はないだろう。ロッセリーニは自らの作品を説明して、

「(...) 人間において最も驚くべきこと、並外れたこと、感動的なことは、偉大な行為や重要

な出来事が、人生の日常的な小さな出来事と同じように、同じ静けさとともに起こるという

ことにある、と私は思います。そこで、私はその両方を同じ謙虚さをもって描こうと努める

のです」と述べている(Rossellini 1984: 62)67。この、おそらく小津も同意しただろうと思わ

れる見解は、日常生活のただ中に我々を深く感動させるテーマを見出しうること、また、一

見日常的でないテーマもまた日常的な出来事のように描きつつ、我々を深く感動させること

ができることを示している。ここに、映像の全く新しい次元――そして我々を疑似的現実に

                                                                                                                                                                   
ように、「破綻」は関心の中心にはない。「破綻」を過度に強調することは、形式的・外的な差
異に関心を集中させ、結果として内的差異あるいは存在論的差異の問題を見失わせることにもな
りかねないだろう。前田英樹(1993)は、小津の作品に関するドゥルーズのコメントを批判し、小
津を時間イメージの作家ということはできないと結論しているが、このような批判が生まれる原
因も、「破綻」に力点を置くドゥルーズ自身の時間イメージの説明にあると思われる。 
67 また、『ヨーロッパ1951年』(1952)について、ロッセリーニは、「（この映画での）私の気持
ちは非常に謙虚なものでした。今日の私たちの生について私が感じていたことを、非常に謙虚に、
語りたかったのです。私は一家の父親ですから、日々の生活は私にとって興味深いものです。（あ
の映画で）解決策を示さなかったことでも、私は非難されましたが、これもまた謙虚さの現われ
なのです。それに、もし自分で解決策を見つけられるのだったら、映画は作らなかったでしょう」
とも述べている(Rossellini 1984: 60)。 
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よって包み込むのでなく、むしろ我々を日常的現実のより深い次元を探索するような、新し

い映像の次元――が開かれたのである。  

 

4.2. 時間・不共可能性・現代性 
 

 さて、時間イメージが切り開いて見せる「日常的現実のより深い次元の探索」をより明瞭

に把握するためには、ここで一度立ち止まり、世界の「不共可能性」の問題について考察し

ておく必要がある。なぜなら、このテーマこそ、時間の問題の核心部分を説明するものであ

り、あのキルケゴールが語っていた、時間が引き起こす「目まい」が一体何なのかを我々に

理解させてくれるものだと考えられるからである。 

2.2.の後半で、プラトン主義を始めとする古典哲学がシミュラークルを排除してコピーの

みを保存し、イデアが支配する世界、永遠の真実が支配する世界を守ろうとしたことを述べ

た。しかし、プラトン自身うすうす勘付いていたように、そしてストア派哲学者たちが明確

に示したように、この一見安定した世界は、時間の経過や未来という問題が介入するや否や

危機に瀕し、そこにシミュラークルたちが闖入してくる状況が生じる。ストア派はこのこと

を、「明日海戦が起こる」という言明の真実性をめぐる、いわゆる「海戦のパラドックス」

によって示した(cf. Deleuze 1985: 170-171)。 

「海戦のパラドックス」とは、「（例えば、明日）海戦が起こるだろう」という、一見何の

変哲もない未来についての言明の真理性をめぐるものである。もちろん、海戦が本当にあっ

たとすると、この言明が真実であることは一日経てば分かるのだが、しかし、それが分かる

前の段階では、この言明は、「海戦が起こらない」可能性を含んでいたはずである（そうで

ないとすれば、時間の経過や未来などということは一切意味を持たないことになってしま

う）。そうすると、「海戦が起こるだろう」という言明の真実性は、実は時間の経過の中で変

化してしまったことになる。この問題は、古典的な世界観を支持する者たちを大いに戸惑わ

せるものであった（なぜなら、この言明の真実性をうまく定められないということは、この

言明は背後にあるべき永遠の真実と対応させることができないということである。つまり、

対応すべき「オリジナル」が存在しない「シミュラークル」なのだ）。もしこの問題を解決

できないとするなら、古典的世界を救うためには、未来や時間の経過といった問題を考える

ことを一切拒否しなければならないであろう。 

さて、近代に入り、ライプニッツは、この問題について、「共可能性」の概念を提起する

ことによって、一つの巧みな解答を試みる68。ライプニッツは、「海戦が明日起こる」こと

も「海戦が明日起こらない」ことも共に「可能」であるが、しかし「海戦が明日起こる」世

界と「海戦が明日起こらない」世界とは「共可能」ではない、とする。我々の世界でこの一

                                                        
68 「共可能的」(compossible)なものとは、同一の世界において実現しうるもの

．．．．．．．．．．．．．．．．
のことであり、そ

れゆえ、可能なものはすべて共可能ではない
．．．．．．．．．．．．．．．．

。ライプニッツ自身の説明としては、ライプニッツ 
1980c: 498)のほか、ライプニッツ(1980a: 391-393)、ライプニッツ(1980b: 450-451)、Leibniz (1969: 
359-362)を参照。 
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方しか起こらないのは、ライプニッツによれば、神が、このお互いに「共可能」ではない、

つまり「不共可能」な二つの世界のどちらかを、最善の原理（神はあらゆる可能な世界のう

ちで最善なものを選ぶという原理）に従って、あらかじめ選んでいるからである（つまり、

もし海戦が実際に起こったとするなら、神は、「海戦が明日起こる」世界を最善の原理に従

って選んでいたのである）。このライプニッツの考えに従うなら、確かに「海戦が明日起こ

る」という言明の真実性をめぐるパラドックスは巧みに避けられるであろう。その真実性は

事前に定められていたのであり（なぜなら神は、自らが選んだ世界において、この言明が真

実であるか否かをあらかじめ定めているから）、ただ我々のみが、明日にならなければこの

言明が真実か否かを知らないだけなのである。こうして、シミュラークルたちはまるごと、

不共可能なものとして、可能ではあるが神が選んだものではない世界に追いやられ、結果と

して、真実のシステム（イデアとコピーのシステム）は救われることになる
69
。 

さて、こうしたライプニッツ的世界を根底で支えていたのは、神が最善の可能世界を選ぶ

という前提（最善の原理）であった。しかし、「カント的革命」を経て、もはや我々が「現

れるもの」だけを認め、背後に「永遠の真実」の世界をナイーブに想定することができない

時、我々がもはや、現実の意味をある唯一不変な形で決定するようないかなる世界観をも信

じることができない時、ライプニッツによって不共可能として排除されていたもの（シミュ

ラークルたち）が、この世界に、我々に目まいを覚えさせながら、一斉に回帰する。そして

我々の眼前には、「海戦が明日起こる」という言明が「明日起こらない」という言明と同時
．．

に
．
真実であるような、決定不能で常に「新しさ」――「永遠の真実」が物事をあらかじめ律

していないという意味で――を内包した世界が広がってくるのだ
70
。それはまた、しばしば

我々の感覚運動連関を停止させ、不安と飛躍とを引き起こすような世界であり、さらに、後

でも述べるように、この世界は、本質的にユーモアに満ちた世界でもあるだろう（実際、「海

戦が明日起こる」ことと「明日起こらない」ことが同時に真実であるような世界とは、ユー

モアなしにはつきあえないからである）。そして、「現代的」な――つまり「カント的」革命

                                                        
69  「海戦のパラドックス」のはらんでいる意味を具体的に考えるために、現時点(2003年)での
時事的なテーマを取り上げるなら、「（2003年春に英米軍がイラクを攻撃した際の理由としての）
イラクで大量破壊兵器が発見されるだろう」という言明を挙げることができよう。もちろん、「大
量破壊兵器が発見されるだろう」というのは、「発見された」と同じではないから、この言明に
は、「大量破壊兵器は存在する」という言明と、「大量破壊兵器は存在しない」という言明の二
つが可能性として含まれている。ライプニッツ流に言えば、このどちらが正しいかは、神が最善
の世界を選んだ時に決定されていたことになるだろう。 
70  「イラクで大量破壊兵器が発見されるだろう」という言明に戻って考えるなら、最善の原理
によって真実の一元性に安住するライプニッツが考えようとしないのは、次の種類の問題であ
る。アメリカとイギリスの政府は、「大量破壊兵器が発見されるだろう」を「大量破壊兵器は存
在する」と同一視し、戦争に至った。しかし世界の多くの人々は、戦争を行おうとする者は何か
別の理由（石油利権等）で行動しているのであり、「大量破壊兵器は存在しない」と考えて、未
曾有の世界規模のデモが生起した。つまり、「イラクに大量破壊兵器が存在する」世界と、「イ
ラクに大量破壊兵器は存在しない」世界は不共可能なはずだが、実際に共存したのである。そし
て真の「政治」とは、まさにこうした未決定性の中で、つまり、不共可能世界の共存の中で展開
するものだと考えられる。 
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を経た――映像が作り出す「時間イメージ」とは、まさに、不共可能な世界が我々の眼前で

混じりあう瞬間、シミュラークルが回帰して真実のシステムが宙に浮く瞬間を捉えるものに

ほかならない、ということができる71。 

もちろん、不共可能な世界の共存は、あらゆる論理的に可能な世界――あらゆる論理的に

可能な言明に対応する世界――がまったく同じ権利を持って共存する、というようなことを

意味するのではない。ドゥルーズは、『意味の論理学』において、実在的因果性の空間で生

起してゆく物理的な流れと、他方、それに基づきつつも自律性を持った出来事ないし意味の

空間――それは『シネマ』の用語で言えば、変様の空間あるいは不特定の空間と言ってもよ

いだろう――における流れを、二つの異なった系列とし、後者は前者から独立して存在する

わけではないが、前者によって自動的に導かれるわけでもないと論じる(cf. Deleuze 1969: 

198-207)。ドゥルーズによれば、このような考え方の端緒を開いたのはストア派哲学者たち

であり、彼らは、「成り行き」(destin)と「必然」(nécessité)とを区別しようとした。つまり彼

らは、「実在的因果性の空間における『成り行き』そのものは避けることができないとして

も、出来事の空間における意味づけは必然的に定まるわけではない」と考える可能性を、曖

昧さを残しつつも、切り開いたのである。ライプニッツは、共可能性の概念を提起すること

で、まさにこうした、出来事のレベルあるいは意味のレベルにおける多元性を厳密に表現す

ることに成功するのだが、しかし彼はそれと同時に、最善の原理によって、この多元性を再

び排除してしまう。「カント的」革命を経て、不共可能世界の共存を肯定することは、この

排除された多元性――変様の空間、不特定の空間における出来事あるいは意味の多元性――

を取り戻すことにほかならないだろう
72
。 

                                                        
71 ルイス･ブニュエルが『欲望のあいまいな対象』(1977)で用いた方法は、ある逆説的な形で、
映画的にこの不共可能世界の共存の問題を見事に探求したものといえるかもしれない。彼はこの
映画で、老紳士マチューをたぶらかす小間使いコンチータの役を、共通点のほとんどない二人の
女優に二人一役で演じさせる。多くの観客はこの二人一役に気づかず(cf. Buñuel 1998[1982]: 
295)、一人の登場人物の中に、相互に不共可能な身体・表情・しぐさの二組の体系を共存させて
見るのである。ブニュエルは、「この映画全体を通じて、... テロや不安の雰囲気を導入したい
と思った」(ibid.)と述べているが、これは、前々作『ブルジョワジーの密かな愉しみ』や前作『自
由の幻想』とは異なり、表面上は直線的なストーリーを持つこの作品が、（行動イメージの映画
のような）一元的な世界観を背景に持つどころか、むしろそうした世界観の亀裂あるいは崩壊を
前提としていることを、暗示しているのかもしれない。 
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72 ドライヤーの『怒りの日』(1943)のような作品は、ここで論じた問題を考えるのに適切な材料
を提供しているだろう。16世紀、魔女狩りの重苦しい雰囲気が漂うノルウェーの村で、恋心も芽
生えないうちに初老の牧師の後妻とさせられたアンナは、帰郷した牧師の息子と不義の関係を結
び、失われた青春をもう一度生きようとする。この物語では、実在的因果性の空間における状況
はアンナにとってあまりに不利であって、彼女が悲劇的結末を迎える「成り行き」にあることは、
最初から不可避であるようにみえるし、物語は実際そのように展開する（彼女は実際に魔女とし
て行動し、魔女であることを認め、魔女として火刑に付される）。しかしドライヤーは、実在的
因果性の流れ（行動の連鎖といってもよい）と並行して、それとは別の、不特定の空間における
流れ（変様の連鎖といってもよい）――そこでは、あらゆる逆境に抗してアンナが貫こうとする
自由な、ほとんど近代的な恋愛の姿が析出してくる――をも、映像を通じて描き出してゆく。そ
の結果、「自由な恋愛を貫こうとする近代的精神をもつ女性アンナ」の世界が、それとは不共可
能なはずの「中世的な魔女アンナ」の世界と奇妙な不協和音をはらみつつ共存し、アンナは「成
り行き」の下にありつつも、ある意味で必然から逃れるのであり、それゆえに、この悲劇的な物



ドゥルーズは『シネマ２』の後に刊行したライプニッツ論（Deleuze 1988）で、このよう

な「現代的」世界を、ライプニッツ哲学のバロック性を突き抜けた所で見えてくる、「ネオ･

バロック」の世界と形容している。ライプニッツ哲学は、ちょうどバロック音楽が、調性を

開放して音楽の宇宙を大幅に拡大しつつも、不協和音を排除することで、調和的な世界を保

持したのと酷似しており、それはバロック的と形容しうるものである。とするなら、「ネオ･

バロック」とは、不協和音をそれ自体として肯定する中で新しい響きを見出そうとする、つ

まりバロック的な宇宙の拡大に立ち戻った上で、その彼方に行こうとする現代音楽の実践に

対応するものであろう (Deleuze 1988: 111-112)。「現代的」映画とは、まさにこのような「ネ

オ・バロック」的なものとして理解することができるかもしれない。実在的因果性の空間か

ら相対的に独立した不特定の空間における、不共可能世界の共存を、無理に調和させたり融

合させたりするのではなく、それらが一緒になって生み出す不協和音を、不協和音として肯

定する中で、世界についての新しいヴィジョンを見出すこと。そうした映像を見る者が、自

らの身体との間に形成する不協和音を、無理に解消しようとするのでなく、むしろ不協和音

として肯定する中で、受容者が新たなヴィジョン、新たな自己と世界との関係を見出せるよ

うな、そういう映像を創造すること。 

 

4.3. 時間とその結晶化 
 

では、時間イメージは、具体的に、どのような形でこうした不共可能な世界の共存の状況

を捉えてゆくのだろうか。ドゥルーズは『シネマ』において、様々な時間イメージへのアプ

ローチを、具体的な作品に言及しながら論じているが、それらは大まかには三つのアプロー

チに分類することができるだろう。 

時間イメージへの一つのアプローチは、「生成」（devenir）の問題を捉えるもの、つまり、

時間の経過の中で新しい状態に「なる
．．

(devenir)」事態を捉えるものである。このタイプの時

間イメージのひとつの好例は、『晩春』における京都の宿の有名な場面だろう。結婚を決意

した紀子が、父と最後の京都旅行に出かける。夜、眠り込んだ父の横で、明かりを消した宿

の部屋の、壷が置かれた一角を眺めるようなショット。この何気ない映像が我々に目まいを

引き起こすような力をもって迫ってくるのは、この場面で、結婚することを決意した紀子が、

結婚を前に、現在の中にすでに胚胎している未来の不共可能性と直面しているからである。

そこでは、「結婚する」世界と「結婚しない」世界は、不共可能でありながら、いまだ現在

の中に潜在的に共存しているのだが、しかし一歩踏み出せば、「生成」(devenir)が生起し、

彼女は結婚するか、結婚しないか、どちらかでしかありえないのである73。こうした「生成」

                                                                                                                                                                   
語が、ある種の逆説的な力強さをも表現するのである。 
73 ここで、「目まい」の哲学者であり、不共可能性（「あれかこれか」）の哲学者であったキ
ルケゴールがまた、「結婚するか、しないか」という「日常的な」テーマを哲学的次元に深めた
人であったことを思い出してもよいだろう。 
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の時間イメージは、小津をはじめ、時間の問題に取り組む多くの映画監督に見られるものだ

ろう。例えばロッセリーニにおいても、『ストロンボリ』の中心的テーマは、カーリンの世

界と島の人々の世界の不共可能性であり、その中でのカーリンにとっての「生成」の問題で

あるといえるだろうし、『ヨーロッパ一九五一年』(1952)の主題は、息子の死をきっかけに

主人公アイリーンに起こった深い内面的変化であって、彼女は、裕福な家族生活の中の自分

から、それとは不共可能な、しかし彼女の心を深く揺さぶる貧しい人々の世界での自分へと、

後戻りできない変貌を遂げてゆくのである。 

ドラマ映画だけではない。ドキュメンタリー映画の世界からも、時間の問題に取り組み、

「生成」の問題を捉える映画監督が現れてくるだろう。例えば、ケベックの「シネマ・ディ

レクト」運動の代表的作家である、ピエール・ペローの『世界の存続のために』(Pour la suite 

du monde, 1963)。セント・ローレンス川の中のある島で、数十年間行われていなかった伝統

的なネズミイルカ猟――この地域の近代化の中で否定され、忘れ去られていた活動――を、

村人たちはもう一度皆で行うことを決意する。ペローは、この「世界の存続のため」の猟を

めぐる紆余曲折をフィルムに収めるのだが、その中で、島の人々が、現代の世界を生きると

同時に、現代によって否定された過去の世界における「私」として「生成」する姿が捉えら

れてゆくだろう。そして、現在とは不共可能的なはずであった、それまで抑圧されていた「過

去」――ケベック的現実――が、作品の中で未来への可能性を帯びて現出するのである74。 

さて、これらの「生成」の時間イメージをめぐる作品の主眼は、出来事の流れの中での感

覚運動連関の停止を、言い換えるなら、そこにおける時間の問題の現出を、眺めることにあ

ったと考えられる。これに対し、オーソン・ウェルズが『市民ケーン』(1941)において切り

開いたアプローチは、確かにそれとは全く別のものであったと考えられる。このウェルズが

発見した第二のアプローチでは、映像はむしろ最初から感覚運動連関の停止の瞬間に焦点を

当て、そこから、語りは時間の深奥へとどんどん入り込んでゆく（当然、語りは直線的なも

のにはなりえないだろう）。例えば、『市民ケーン』では、「ケーンの死」という文字通りの

「感覚運動連関の停止」を起点として、ケーンの生涯をめぐる様々な不共可能世界が、徹底

的に探求されてゆくことになる。 

ところで、この第二のタイプの映像は、時間の問題に深く切り込んでゆく中で、時間のも

つ、ある奇妙な特質を提示してゆくことになるだろう。それは、感覚運動連関の中から析出

する潜在的空間に深く入り込めば入り込むほど、時間は弛緩してゆき、当初、感覚運動連関

の中では確かなものとして存在していた主体とのつながりがしだいに薄れてゆくというこ

とである
75
。こうした状況は、『市民ケーン』やウェルズの他の一連の作品の中にもすでに

                                                        
74 1963年に制作されたこのドキュメンタリー映画が1960年代のケベックにおける民族主義の出
現（いわゆる「静かな革命」）と反響しあうものであったことはいうまでもない。ちなみに、佐
藤忠男は、『晩春』(1949)が、単なる伝統的テーマの繰り返しではなく、むしろ、「アメリカ軍
の占領下におけるアメリカ化と、進歩派の思潮による伝統否定の風潮」に対して小津が断固とし
て行った「新しい創造」（伝統の再創造）であることを強調している（佐藤 1995）。 
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75 ベルクソンは時間に関するこのきわめて精妙な点を、『時間と自由』から『創造的進化』へ
と彼の思索を発展させてゆく中で明らかにしてゆくのであり、ベルクソンの最終的なヴィジョン



みられることだが、アラン・レネのような映画監督は、そうしたテーマをさらに正面から取

り組んでゆくことになるだろう。例えば、『二十四時間の情事』(1958)では、日本人の男性

の「彼」は、フランス人女性の「彼女」の記憶に入り込み、その恋人だったドイツ人兵士に

奇妙な自己同一化を行うのだが76、そうした中で、彼女の過去と彼の過去が、ヌヴェールと

広島が、フランスと日本が交流してゆく。『去年マリエンバートで』(1961)では、男 X が次々

と不共可能な過去を想起する語りを行う中で、女 A がある時は迷いつつ、ある時は強情に、

そうして提示される不共可能な世界の間をさまようなかで、奇妙に非人称的な世界が開かれ

てゆく。『ミュリエル』(1963)においては、家具が日々入れ替わるエレーヌの住居そのもの

のように、様々な登場人物の記憶が不共可能な形でかみ合い、あるいは衝突し、それがまた、

不共可能なイメージの組み合わせ（例えば夜の場面に昼の映像が挿入される）によって描か

れてゆく。そうした映像の奥底から、第二次世界大戦が、広島の原爆が、アルジェリア独立

運動の抑圧が、個人の記憶としてではなく、「世界のすべての記憶」として、鳴り響くので

ある
77
。もちろん、ドキュメンタリー映画の分野においても、同様のアプローチは可能であ

る。再び P・ペローに言及するなら、『良識を欠いた国！』(Un pays sans bon sens!, 1971)は、

フランス系カナダ人の問題に正面から取り組んだドキュメンタリー作品だが、そこでは、複

数のフランス系カナダ人の映像が緻密なモンタージュによって交じり合い、映像を見る者は、

個々の主体が生きる時間の流れを超えたレベルで人々のアイデンティティの問題を考える

よう促されることになる。 

さて、これら二つのアプローチが、いずれにせよ感覚運動連関の停止によって開かれる潜

在的空間に焦点を当てるものとするなら、第三のアプローチは、そうした潜在的空間から新

たな感覚運動連関が形成される瞬間に焦点を当てたもの、といえるだろう。そこにおいて焦

点となるのは、ある種の視覚的あるいは音響的な「形」――過去の思い出でも、夢のイメー

ジでも、理念的な規範でも、歌でも、絵画でもよい――である。それらの「形」をドゥルー

ズは、「時間の結晶」(cristal du temps)あるいは「リトルネロ」(ritournelle)と呼び、また「時

間のア・プリオリな形」と形容するが、それは、一つの生
せい

のあり方の潜在的な結晶化と言い

換えてもよいだろう
78
。この第三のタイプの時間イメージの映像では、そうした視覚的・音

                                                                                                                                                                   
においては、ドゥルーズが『ベルクソンの哲学』で述べるように、「我々の意識のすべて、生け
る者すべて、そして物質界のすべてが共有するような唯一の時間、唯一の持続しかない」のであ
り、それはまた、アインシュタインの相対性理論のベルクソン的解釈とも関係するものである
(Deleuze 1991c[1966] : 78以降)。 
76 実際、映画では、日本人の「彼」がドイツ人兵士に自己同一化して「私は死んでいた」とつ
ぶやいた直後から、それまで抑圧されていた｢彼女｣の痛々しい記憶が一気にほとばしる。 
77 フランス国立図書館を扱ったレネの1956年の短編映画が、『世界のすべての記憶』(Toute la 
mémoire du monde)と題されているのは必ずしも偶然ではないだろう。 
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78 「時間の結晶」については『シネマ２』の第４章を、また「リトルネロ」については『千の
プラトー』(Deleuze et Guattari 1980)の第１１章を参照のこと。ドゥルーズとガタリはリトルネロ
について、「それは時間のア・プリオリな形であり、毎回異なった時間を作り出す」と述べてい
る(Deleuze et Guattari 1980: 431)。「時間の結晶」と「リトルネロ」が、ドゥルーズおよびガタリ
にとって、全く同一ではないにせよ（とりわけ前者は視覚的イメージに、後者は音響的イメージ



響的な「形」が、登場人物たちが行動する現実的空間と、彼らの変様が展開する潜在的空間

の双方において同時に生きられてゆく様子が描写されることになる。 

しかし、なぜここでそうした視覚的・音響的な「形」が問題になるのだろうか。それは、

実はこれらの概念が、我々の生
せい

における、ある根本的な要素を指し示しているからである。

我々は日常生活の現実的空間において、日々の習慣を持ち、日々の物事を自分なりに組織す

る生活の場所――それを一種の「テリトリー」のようなものと考えてもよいだろう――を持

ち、その中で、基本的に感覚運動連関の連なりを実践する中で過ごしている。しかし、時に

我々は、何らかの理由によって、そうした習慣の外へ、テリトリーの外へ、感覚運動連関の

外へ出ること――ドゥルーズの用語を使うなら「脱テリトリー化」(déterritorialisation)――

を強いられる
79
。そして、まさにそうした、我々が自らの足がかりを失った場面において、

変様の潜在的空間のただ中から、ある旋律、あるイメージ、ある理想、ある文化的規則が、

視覚的ないし音響的な「形」として立ち現れてくるのであり、我々はそうした「形」に導か

れる中で、再び「テリトリー」を獲得する、つまり「再テリトリー化」(reterritorialisation)

のである。それ自体は潜在的な「時間のア・プリオリな形」であったところの、「時の結晶」

あるいは「リトルネロ」は、それによって、我々が住む現実的空間の中で、新たなテリトリ

ーとして具現化することになる。 

ドゥルーズとガタリは、『哲学とは何か』で、「子供か大人かに関わらず、また些細なこと

か大きな試練かに関わらず、我々がいつもテリトリーを探す様子、脱テリトリー化を耐え、

あるいは遂行する様子、思い出でもフェティッシュでも夢でも、ほとんどあらゆるものに依

拠しつつ再テリトリー化する様子を、見つめなければならない。リトルネロは、このような

強力なダイナミズムを表現するものだ」 (Deleuze et Guattari 1991: 66)と述べているが、時間

イメージへの第三のアプローチは、まさにそうした様子を映像を通じて「見つめる」もので

あり、我々の生のただ中にどのように時間の結晶やリトルネロが現れるか、さらに、どのよ

うにある時間の結晶が破れて別の時間の結晶が現出するか、を映像によって描いてゆくこと

になるだろう。こうして、例えば J・ルノワールの多くの作品では、現実の生活と、演劇作

品や「ゲームの規則」の表現する時間の結晶が、現実の生活と重なりあい、またずれて対立

しあって、最終的にそれが、ほとんど宇宙的な、スケールの大きい時間の結晶の中に解消さ

れてゆく様子が描かれる（例えば『フレンチ・カンカン』(1954)の結末の並外れてエネルギ

ッシュな踊りや、『草の上の食事』(1959)を含め、ルノワールの作品の結末にしばしば現れ

                                                                                                                                                                   
に関連付けられやすい）非常に近接した概念であることは、「リトルネロはプリズムであり、時
空の結晶である」(Deleuze et Guattari 1980: 430)、「フェリックス・ガタリは、時間の結晶をとり
わけリトルネロとして定義した点において正当であった」(Deleuze 1985: 122)といった指摘から
も明らかであろう。 
79 これらの用語が頻出する『千のプラトー』の邦訳（宇野邦一ほか訳）では、「テリトリー」
(territoire)は「領土」、「脱テリトリー化」は「脱領土化」、「再テリトリー化」は「再領土化」
と訳されているが、ここではこの生物学に由来する用語の本来のニュアンスを生かすため、カタ
カナの「テリトリー」をそのまま使った。 
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る烈風や嵐など）
80
。あるいは、ヴィスコンティの多くの作品では、登場人物の生のなかに、

ある理想的な形（それは芸術作品であっても、また人生の理想であってもよい）が形成され

てゆく様子、そして――『ヴェニスに死す』(1971)に典型的に見られるように――そうした

時間の結晶の形成が、いつも現実の空間においては失敗に終わり、潜在的な形にとどまる様

子が描かれる。しかし、彼の作品の精妙さは、そうした潜在的な形の美や力が、たとえ登場

人物たちの現実の空間においては実現されずに終わるにせよ、彼らの生を描写する映画作品

という形の中では見事に表現され、受容者に力強く迫ってくるということにある。もちろん、

ルノワールやヴィスコンティの映画監督の作品に限らず、時間の結晶やリトルネロは、時間

イメージに接近する様々な映像に現れるものであり
81
、より断片的な形では、時間イメージ

に関する第一、第二のアプローチとして分類されるような作品の多くにも見出すことができ

る。例えば、さきに言及したペローのドキュメンタリー映画『世界の存続のために』におけ

るネズミイルカ猟という文化的形式は、一たび失われた伝統に「再テリトリー化」しようと

する島の人々にとっての時間の結晶あるいはリトルネロそのものである、と言ってよいだろ

う。 

ここで、次のような疑問も浮かんでくる。もしかしたら、時間イメージに接近するすべて

の映像は、それが何らかの形で時間のア・プリオリな形を表現するという意味では、時間の

結晶あるいはリトルネロを含んでいると言えないだろうか。筆者は、このような見方は可能

であると考える。もちろん、時間の結晶を直接取り扱う作品（たとえば上記のルノワールや

ヴィスコンティの作品）には、映像の受容者が、登場人物たちが映像的語りの「現在」にお

いてそうした「時間のア・プリオリな形」を生きる様子を眺めることができる、という特異

性はあるだろう。しかし、確かなことは、不共可能世界の出現を描写する第一のアプローチ

にせよ、また不共可能世界の共存を深く探求する第二のアプローチにせよ、そうした映像を

眺める受容者自身が、その映像自体によって表現される「時間のア・プリオリな形」を、そ

の身体とともに生きるという事実である(cf. 5.1.)。時間イメージの映像を見る経験において、

我々は、もしその映像と幸福な共鳴関係に入ることに成功するなら、映像とともに我々自身

のいつもの「テリトリー」を脱出し（つまり「脱テリトリー化」し）、そして、その映像が

提示する時間の結晶あるいはリトルネロとともに、我々なりのやり方で――潜在的な形であ

るにせよ――「再テリトリー化」するのだ。 

                                                        
80 ドゥルーズは、『シネマ２』においては、「リトルネロ」と「ギャロップ」を区別し、結果
として「リトルネロ」の概念の範囲を狭めている（Deleuze 1985: 123等）。しかし筆者は、ドゥ
ルーズが「ギャロップ」と呼ぶもの（ドゥルーズはこの概念をまさに『フレンチ・カンカン』の
結末の踊りに適用するのだが）を、それが通常のテリトリー形成を越えた、超人的な力を伴った
ものであることを認めた上で、しかし「リトルネロ」の一つのヴァリアントとして捉えたいと考
える。 
81 とりわけ、V・ミネリが、ハリウッド映画の制作システムの枠内から、ミュージカルや夢のイ
メージを扱いつつ時間の結晶やリトルネロの問題性に接近していったことは、特に言及するに値
すると思われる（『バンド・ワゴン』(1953)、『黙示録の四騎士』(1961)など）。 
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その意味では、さきに見た時間イメージへのアプローチの三種類への分類はあくまでもお

およその方向性を示すに過ぎず、あまり重く見る必要はないだろう。実際、個々の作品を細

かく見れば見るほど、時間イメージへの三つのアプローチが一つの作品にしばしば不可分な

形で共存し、一つの全体をなしていること、個々の作品の特異性はむしろ、そうした全体が

生み出すヴァリエーションにこそあることに気が付くことが多い。『惑星ソラリス』(1972)

や『鏡』(1974)をはじめ、珠玉のような一連の作品を残したタルコフスキーは、その創作の

中でこれら三つのアプローチを様々な形で組み合わせつつ映像的語りを編んでいった代表

的な作家と考えられる。アラン・レネのケースは、別の意味で特に言及するに値する。彼の

アプローチの中心に記憶や思考のうごめく潜在的空間の探求があることは間違いないのだ

が、しかし多くの場合、それと平行して、登場人物の世界におけるドラマティックな生成の

問題が提示されてゆくし、他方、とりわけ 1970 年台以降の作品では（最近の『恋するシャ

ンソン』(1997)を含め）、音楽の旋律や、映画スターのクロースアップ映像、あるいは流行

歌などがしばしば挿入され、時間の結晶化の問題が独特の形で探求されるのである。 

最後に、時間イメージの技法的側面を手短に見ておこう。映像制作の根本的な革新は当然、

形式的あるいは技法的な革新をももたらさざるをえないのであり、実際、ちょうど行動イメ

ージの映画においてクロスカッティングやクロースアップが生み出されたように、時間イメ

ージに取り組んだ映画監督たちは、自らの表現上の必要に従って、様々な技法を生み出して

きた。いくつかの例だけを挙げてみよう。まず、レネの作品に典型的にみられる、幻視のよ

うな移動撮影。これは、通常の移動撮影とは異なり、どの登場人物の視点とも切断されたさ

れたものであり、我々をそのまま、非人称的な「時間」のただ中に誘い込んでゆくものであ

る（例えば『二十四時間の情事』の冒頭）。あるいは、ウェルズの作品に典型的にみられる、

ディープ・フォーカスを伴ったシークエンス・ショット。そこでは、複数の不共可能的な時

間が同一の画面の中に収められて、唯一の語りのもとにイメージを提示することの不可能性

が白日の下にさらされる（例えば『市民ケーン』の様々な場面）。他方で、ドライヤーの後

期の作品にみられる、平面化されたイメージによるシークエンス・ショットでは、映像は登

場人物の行動を映しながらも、それらの行動は奇妙にも現実的な次元を削られ、受容者は彼

らの行動を半ば幻視するように眺めることになる（とりわけ『ガートルード』）。さらに、異

なった場面のショットをその表面的類似によってつなげることでそのどちらの場面にも属

さないものを提示する「偽のつなぎ」（例えば小津の作品にしばしば見られる）や、逆に「つ

ながらない」短い断片を早いスピードでつなげてゆく「細切れモンタージュ」（ウェルズ、

レネ、ゴダールら）もまた、時間イメージの表現のために頻繁に用いられる技法である。最

後に、視覚イメージと音声イメージを分離し、両者の「間にあるもの」を提示してゆく技法

は、ウェルズやレネによるオフの音声の利用（前者の『偉大なるアンバーソン家の人々』

(1942)や後者の『二十四時間の情事』など）から、ストローブとユイレや、ジーバーベルク

におけるきわめて精緻な形での用法まで（前者の『モーゼとアロン』(1974)や後者の『ヒト
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ラー』(1977)や『パルジファル』(1982)など）、時間イメージの提示のための根本的な手段と

なっている82。 

時間イメージをめぐって二十世紀の映画監督たちが創出してきた様々な技法的革新――

上に挙げたのはもちろんそのほんの一部でしかない――をきちんと論じるためは、多くの具

体的な作品を詳細に分析してゆくことが不可欠であり、それはこの論考の範囲をはるかに超

えることになるだろう。いずれにせよ、このような様々な新しい技法を用いつつ、時間イメ

ージを提示する「現代的」な映像――映画独自の形で「カント的」革命を成し遂げた映像―

―は、様々な形で、我々の世界のただ中での不共可能世界の共存を描き、そして、そうした

不共可能性が開く時間の深淵を通り抜けるための時間の結晶やリトルネロを、我々に提示し

てゆくのである。 

 

 

５．映像と我々 
 

5.1. 表徴・テリトリー・生 
 

時間イメージをめぐる映像についてひととおり考察した今、我々は、映像の問題を全体と

して考える準備が整ったことになる。以下では、そうした時間イメージの映像を含めた上で

再び映像を見るという受容の経験について考察し、そのあと、映像のもつ政治的な意味、お

よび存在論的な意味について考えてみることにする。 

2.2.では、ユクスキュルによる「環境世界」(Umwelt)の生物学的＝哲学的理論に依拠しつ

つ、我々は基本的に自然知覚と同じような仕方で映像を知覚することを指摘し、また 3.1.

では、ベルクソンによる、生物の基本的プロセスとしての感覚運動連関（知覚－変様－行動

の連鎖）の理論に言及した。そして、3.4.では、映像的経験とは、画面の上に現れた様々な

映像およびその全体によって受容者の身体に引き起こされた変様の総体であることを論じ

た。しかし、より具体的に、画面の上の映像は受容者の身体にどのように作用するのだろう

か。そしてそれらの変様は、受容者の身体において、どのように組織されるのだろうか。ま

た、我々の日常生活での自然知覚の総体の中で、映像を見るという経験はどのような位置を

占めるのだろうか。 

まず、2.2.においてと同様に、動物の経験から出発することにしよう。ここでとりわけ重

要なのは、先に言及した「環境世界」の問題と、「テリトリー」の問題である
83
。まず、2.2.

                                                        
82 この視覚イメージと音響イメージの分離という技法は、視覚イメージと言語との関係の変容
を含むという意味で、とりわけ重要なものである。行動イメージの体制（すなわち「古典的」映
画）においては、3.4.で述べたように、視覚イメージと言葉の関係は一枚岩的であり、そこに裂
け目は見出されない。これに対し、「現代的」映画が提示する不共可能性の映像においては、裂
け目は至るところに見出しうるものとなり、むしろそうした裂け目こそが映像の「現実性」を示
すものとなる。視覚イメージと音響イメージ、そしてとりわけ視覚イメージと言葉の間の裂け目
は、そうした「現実性」を表現するきわめて重要な手段となるだろう。 
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で述べたように、ユクスキュルの理論に従えば、それぞれの動物は、時間・空間の枠組みと

知覚標識・行動標識の形から構成される「環境世界」を持つ（これがその動物の経験の条件

を構成する、一種の超越論的場である）。この環境世界のしくみをより具体的に見るため、

ダニの例をとりあげよう。成体の雌のダニは、その「環境世界」の構造に従って、光・酪酸

の匂い・熱の三つの刺激にのみ反応し、それによって自らのサイクルを終える。つまり、「光

の刺激」に導かれて枝の上に登り、その下を哺乳動物が通るまで、長ければ十数年の間待つ。

ひとたび動物が近づけば（「酪酸の匂いの刺激」によってこれを嗅ぎ分ける）、その上に落下

して、毛の密度が少ない暖かい場所（「熱の刺激」）を探し出し、そこに頭ごと突っ込んで血

を吸う。一杯に吸ったら、あとは地面に落下して卵を産み、死ぬだけである。こうして、自

然界の数限りない刺激の中から、ただ三種類の表徴(signe) 
だけを抽出し、それらの表徴を

頼りに再生産のプロセスを完遂させるダニの姿はきわめて印象的である。それは、その極度

な簡素さによって、逆に、ダニよりもはるかに複雑な環境世界の構造を持った我々もまた、

最終的には、数限りない周囲の刺激の中から、自らにとって有益な有限数の表徴のみを抜き

出して、それらの表徴を土台に我々の世界を築いていることを、気付かせてくれるのだ。 

ところで、動物の経験には、さらにもう一つ、映像について考える上で興味深いテーマが

ある。それは、動物の中にはテリトリーを持つものがある、ということである。ここでテリ

トリーとは決して、「同種の他の動物に対する空間的な枠付け」といった純粋に機能的な次

元にとどまるものではない。それは、そのテリトリーを生きる動物の姿勢（テリトリーの内

と外でしばしば姿勢が変化する）、色（動物はしばしば自らの身体あるいは周囲の物を利用

し、色の変化を示すことでテリトリーを表現する）、匂い（尿などの排泄物、分泌物による

テリトリーの表示）、リズム（テリトリーの形成や防衛、またテリトリー内の獲物の捕獲な

どはしばしば一定のリズムに従って生起する）など、さまざまな要素を内包しうるものであ

る。テリトリーは、そういった多彩な要素を組み合わせた一塊の時空間であり、それを、そ

れぞれの動物が適当と判断した場所に繰り広げるのである（もちろん、そうやって繰り広げ

られたテリトリーは、他の個体との関係の中で変化してゆくし、また自らそうしたテリトリ

ーの外に出たり、また戻ったりという運動も行う）。 

このテリトリーの概念は、我々自身のイメージや表徴との関係を考える上でも示唆的なも

のであるだろう。もちろん、動物のテリトリーに厳密に対応するものを我々の中に探すこと

は無意味だが、しかし、テリトリーの概念は、我々の生きる世界が決して均質的なものでな

いこと、我々は、我々を取巻く無数の物事や人々の中で、ほんの一塊の物事や人々を、自分

にとって特別な意味のあるものとして選び、保持していることを、思い出させてくれる。我々

は、動物たちが周囲の世界と出会う中で自らのテリトリーを繰り広げるように、日々出会う

イメージ（物、事、人、映像）の中から自分自身の仕方で表徴を抽出し、そうした表徴を組

                                                                                                                                                                   
83 ここでも我々の議論の土台は、ユクスキュル（1990[1934, 1940]）とそれに触発されたドゥル
ーズの一連のコメントである（Deleuze 1996: “A comme Animal”; Deleuze et Guattari 1980: 386以
下）。 
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織することで自分自身の（広い意味での）「テリトリー」――それは一つの生のあり方と深

く結び付いたものであり、もしかしたら、動物の場合と同様に、態度や色やリズムや匂いを

伴った一塊の時空間であるかもしれない――を形成するのである
84
。前節で時間の結晶とリ

トルネロについて論じた時の、「テリトリー」（そして「脱テリトリー化」、「再テリトリー化」）

という言葉は、このような意味において理解されるべきものである。 

このように、動物たちが周囲から発せられる表徴に対してたえず注意を払い、それらの表

徴をもとに彼らの環境世界の中での生を営み、テリトリーを組織するように、我々もまた、

周囲のイメージ（自然知覚も映像も共に含めた意味での）から発せられる表徴によって我々

の環境世界の中での生を営み、テリトリーを構成する。そしてこのことは、日常生活におけ

る経験においても、また芸術作品をめぐる経験においても変わらないだろう
85
。あらゆる芸

術（あるいはスペクタクルの）作品は、イメージと表徴の体系であり、受容者はそこから自

らの必要と能力に応じて、自らにあった表徴を抜き出し、自らのテリトリーを組織するので

ある。ただし、芸術作品の場合、このテリトリーの形成は、受容者自身が行動する現実的空

間においてではなく、受容者の身体における変様の潜在的空間の中で行われるという特異性

は確かにあるのだが。いずれにせよ、ドゥルーズが彼の『シネマ』の全体を「イメージと表

徴の分類の試み」と形容したことはこのような理由によってであろうし
86
、表徴の問題は、

確かに、映像的体験の中心的位置を占めると考えられるのである。 

そこで、映像における表徴についてより具体的に考えてみよう。まず、行動イメージに基

づいた映像の受容の経験について考えるなら、一つの決定的に重要な点は、このタイプの映

像においては、次々に現れるイメージの中から受容者が自ら、自分に適した表徴を抽出して

ゆくというより、すでに「抽出されるべき」表徴が最初から用意されている、ということで

ある。フィクションであれドキュメンタリーであれ、行動イメージの映像的語りにおいては、

イメージと表徴は、受容者に最大の劇的効果を与えるように、語りの全体的構造の中で綿密

に組織されており、受容者は、まるで遊園地の乗り物のように、「観客」というあらかじめ

指定された場所に座って、目の前に順々に提示されてゆく表徴をそのまま読み取ってゆけば

よいのである。 

                                                        
84 いずれにせよ、ここでいう「テリトリーの組織」は、過度に個体中心的に理解されてはなら
ないだろう。なぜなら、ユクスキュルが考えていたように、本来の意味でのテリトリーは、個々
の主体の彼方にある精妙な全体的「プラン」に従って形成されると考えられるからである（例え
ば『生物から見た世界』の「クモの巣の意味」の章を参照）。 
85 ドゥルーズはさらに一歩進んで、ガタリとともに、動物のテリトリーこそ芸術の根源的形態
であると論じている(Deleuze et Guattari 1980: 388-389)。このことはまた、『プルーストとシーニ
ュ第二版』において彼が、『失われた時を求めて』の語りをクモがその巣（それはまたテリトリ
ーでもある）を紡いでゆくことに比していたことを思い起こさせる(Deleuze 1986[1964, 1973] : 
218)。 
86 『シネマ』における表徴（シーニュ）の定義については、Deleuze (1983: 102) および Deleuze 
(1985: 48, 342)を参照。 
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ところで、このような、行動イメージの語りにおいて用いられる表徴――従って感覚運動

図式（クリシェ）の中で用いられる表徴――は、確かに言語学的な意味では十全な表徴（＝

記号）であるにせよ、ドゥルーズがこの言葉に読み込むような、生
せい

のプロセスの中にある表

徴としては、十全なものであるとはいえないだろう。というのは、それらの表徴は、受容者

が登場人物に自己同一化し、語りに没入した状況の中で、間接的に生きられるものに過ぎな

いからである。実際、行動イメージの感覚運動図式
．．

（あるいはそれが形成する疑似的現実）

における知性化されたプロセスは、現実の生活における感覚運動連関
．．

の生
せい

のプロセスからは

かなり隔たったものである。我々は、現実の生活においては、自分を取り囲むイメージ（事、

物、人、など）をたえず見張り、そこから表徴を抜き出し、それらの表徴をテリトリーとい

う生きられた時空間において組織する（あるいは、ある種の表徴をもとに脱テリトリー化し

たり、また再テリトリー化する）。これに対して行動イメージの受容の経験においては、我々

は、自らの表徴抽出とテリトリー形成の能力をほぼ完全に停止し、我々自身の必要とは異な

る原理に従って事前に綿密な組織された表徴のシステムの作用に自らを委ねるのであり、強

い言い方をすれば、その表徴のシステムに（潜在的な形ではあるが）引きずり回されるので

ある。 

そのような意味では、逆説的なことだが、映像における表徴がその十全な意味を持ちうる

のは、時間イメージの映像によってだけである、と言えるだろう。「逆説的」というのは、

時間イメージの映像は、何らかの形で感覚運動連関の停止を含むからであり、この場合、日

常生活におけるように感覚運動連関が完遂されるからではなく、むしろ必ずしも完遂されな

いことによって、表徴が十全なものとなるからである。そしてさらに重要なことは、時間イ

メージにおいて受容者が抽出する表徴は、ドゥルーズが『意味の論理学』において「曖昧な

表徴」(signe ambigu)と呼んだような(cf. Deleuze 1969: 138-139)、受容者を複数の不共可能世

界に向かって開いてゆく性格を持つ、特殊な種類のものとなることである
87
。「生きる個体

はそれまで、世界および彼の中の世界（環境世界 Umwelt）にいたのであるが、そこで主体

は、世界(Welt)という言葉の新しい意味において、世界に直面する」(Deleuze 1969: 137)。映

像の受容者は、時間イメージの映像に現れるこのような「曖昧な表徴」を通じて、映像を様々

な角度から探索し、目を凝らして見、耳を澄まして聞き、時間の未決定性のただ中で思考し

ながら、受容の経験を生
せい

のプロセスとして生きる。受容者はそこで、「曖昧な表徴」を頼り

に、単に自己のテリトリーを組織するというより、むしろ、受容の経験の潜在的空間の中で、

自己のテリトリーを脱出し（脱テリトリー化）、別のテリトリーを見出し（再テリトリー化）、

さらには自らの環境世界を脱して新しい環境世界を構成するという探求を行うのである。 

ここでドゥルーズにとってもユクスキュルにとっても、「環境世界」や「テリトリー」が

本来カントの「現れるものの条件」を源流とするテーマであり、超越論的場に関わるもので

                                                        
87 ドゥルーズが述べているように、“signe ambigu”の概念を生み出したのはライプニッツその人
であり、彼はこの概念を円錐曲線について用いた。円錐面を平面で切るとき、その断面の曲線は、
平面がなす角度によって、円、楕円、放物線、双曲線、直線となりうる。これらの相互に性質を
異にする一群の曲線が、すべて単一の一般式によって表されるのである(cf. Leibniz 1966[1903])。 
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あることを思い起こすなら、時間イメージとは、一言で言えば、受容者が一種の超越論的探

求を行うための場所である、ということができるだろう。時間イメージと出会う中で我々は、

あるテリトリー、ある環境世界から自らを潜在的に脱出させ、より広い現実と出会わせる「曖

昧な表徴」を発見するのであり、それによって我々はそうした現実の不共可能性、未決定性

に直面し、我々自身の存在の条件について思考をめぐらせる。そしておそらく、もはや素朴

に永遠の真実を信じることが許されない現代の世界、ライプニッツの「最善の原理」をユー

モアなしに肯定することができない現代の世界において、ある環境世界から別の環境世界へ

と絶えず移動しつつ、自らの生の条件を思考する営みは、我々にとって欠かせないものだと

考えられる。次々と新しい表徴が現れる中で、そうした表徴を組み合わせつつ、自らにあっ

たテリトリーを構成してゆくこと。様々な不協和音の中に、子守唄のような安心感を与える

不協和音を見出すこと、そのようにして不共可能世界とともに生きること。時間イメージが

表現する時間の結晶ないしリトルネロの重要性は、まさにこのような我々の実践のために、

「時間のア・プリオリな形」を提示するところにあるのだと考えられる。 

ところで、ここで、さらにもう一歩進んで次の主張をすることはできないだろうか。つま

り、映像の本来の姿は、ここに述べたような意味での時間イメージであって、これに対して

我々の生活の中に広く流通している行動イメージは、むしろ、単に政治経済的な理由から支

配的であるだけの欠損したイメージである、とは考えられないだろうか。実際、翻ってみる

なら、我々は映像を見るとき、椅子ないしソファーにゆったりと座って、一切の行動を停止
．．．．．．．．

する
．．

。映像を知覚し、それによって変様を経験するにもかかわらず、奇妙にも我々は（少な

くともその場では）何も行動しないのであり、従って感覚運動連関を完遂しないのである。

つまり、映像を見るという、ある意味で奇妙な行為において、実際には我々は、感覚運動連

関のただ中に、時間イメージのただ中にいるのであり、その意味では、我々は実は、画面上

に現れる映像が我々を超越論的探求に誘うのを待っていると考えられるのである。事実、ま

さにそれこそが、つまり、「スクリーンを前にして座り、映像が我々を旅へ、脱テリトリー

化へと誘うのを待つ」ことこそが、映像が本来持っていた魅力だったのではないだろうか。

ただ、今日の政治経済的システムの中で形成され、そのシステムによってたえず支えられつ

つ維持されている習慣（とりわけ映像をそれ自体において捉えず、「娯楽」ないし「エンタ

ーテインメント」の枠内で、ごく限定的な機能を持つものとして扱う習慣）が、そうした可

能性を多くの場合潰してしまっているだけなのではないだろうか。 

そのように考える時、なぜ我々が、純粋に行動中心的な映画を見ている際にさえ、実際に

は、時間イメージの断片のようなものを見出すことがあるのかが、理解されてくる。西部劇

における印象的なロングショットで、滑稽物の映画のただ中で、ミュージカル映画で、ドラ

マ映画の夢の場面で、ヒッチコックの第三次性の映画で、我々は忽然とそうしたものに出会

うのであり、それらの瞬間は、たとえすぐに感覚運動図式の連鎖の中に解消されてしまうに

せよ、我々に深い印象を残すのである。実際、そのような作品においても、我々に最も深い

印象を残すのは、時には制作者の意図に反してさえ現出するような、ある表情、ある風景、

ある音の響きであり、それらの束の間のイメージに我々が垣間見る、時間の結晶あるいはリ
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トルネロの断片なのではないだろうか。あるいは、行動イメージの映像の制作者たちも、ど

こかで、感覚運動図式（クリシェ）には収まらないような「イメージ」を作ることを密かに

目指してきたのではないだろうか。確かに、ドゥルーズが述べていたように、「イメージは

たえずクリシェを突き抜け、クリシェを逃れ出ようとしている」のである... 

 

5.2. ユーモアと神話作用：政治的なもの 
 

ところで、時間イメージが示す世界は、それ自体に不共可能性を内包した、本質的に多元

的な世界であるとともに、どこかユーモアを含んだ――大笑いするようなユーモアではない

にせよ――世界でもある。なぜなら、「明日海戦が起こる」と同時に「明日海戦が起こらな

い」というような世界は、いかに真剣に描かれたとしても、本質的に「真面目ではありえな

い」部分は否定できないからである(cf. Deleuze 1969: 208-210)。これに対して、行動イメー

ジの世界は、その語りの背景にあるイデアを共有するならば、その中で大笑いすることもで

きるが、受容者がひとたび映像的語りの「時間の
．
イメージ」の外に出てしまうと、その根底

に真面目なもの、絶望的なほどに真面目なもの――つまり「一元的な真実のシステム」――

があることに気付くことになる。 

実際、行動イメージに基づいた映像においては、その上に行動の連鎖が安心して拠って立

つような、一定の「一元的な真実のシステム」を想定することが不可欠である。なぜなら、

もし作者がそうした「一元的な真実のシステム」をあらかじめ所有し、そしてそれを観客に

共有させることができなければ、行動のシークエンス、感覚運動図式のシークエンスを描く

過程で、行動の一つ一つが疑問に付されることになり、結果として、語りは滑らかに進んで

行くことができなくなってしまうからである
88
。ところで、ニーチェは、一元的な「真実」

を語る人間について、その背後にユーモアあるいは多元性を許さない、唯一の「神」または

それに相当する超越的なものがあるとし、次のように述べている。「（「真実」を語る人間は）

単純で、透明で、自分自身に実直であり、不動で、いつも同一で、影もなく、急変もなく、

襞もなく、形もない――これが、自らのイメージに従った「神」の形のもとに存在の世界を

考える人間である。真実性が可能であるためには、人間は非常に清廉で、非常に切り詰めら

れ、非常に尊敬すべき領域のみを持たなければならない。何らかの意味においての優位が、

真実を語る人間に残らなければならないのだ」(Nietzsche 1995: 47)。行動イメージを中心と

した映像は、確かに、こうした真実の超越性と、存在論的な真面目さに彩られている。 

しかしながら、ひるがえって、我々をとりまく世界そのものを眺めてみるとどうだろうか。

すぐに分かるように、我々をとりまく現実、我々をとりまく世界は、決してそうした一元的

な真実の概念によって割り切れるものではないのであり、我々はつねに現実によって裏切ら

                                                        
88 もちろん、喜劇的な作品においても、ギャグはつねにそうした一元的な「真実のシステム」
との関わりの中で仕組まれることになるだろう。もし「ユーモア」という言葉を、存在論的な多
元性にのみ関わるものとして用いるなら、そうしたギャグは「ユーモラス」であるとは言えない。 

 
 
 
 

51



れ、しかしだからこそ、新しいものの見方を学び、生きるための意味を新たに見出しつづけ

ることができる。その意味で、まさに、現実における真実の非決定性にこそ、人間の、自然

の、世界の豊かさがあるのだといえるだろう（少なくともこれは、カントがその「現象学」

的ヴィジョンによって、背後に真の世界が存在するという考え方を放棄して以来、思考可能

になったことである）。そして、そのような世界の豊かさ、現実の豊かさ――現実の多元性、

現実の中に内包された不共可能性が引き起こすユーモア――を思い起こす時、我々は、実は

一元的な真実のシステムの方が、ニーチェがいうように「本性に反した傾向」であることに

気が付く (cf. Nietzsche 1995: 47)。行動イメージが作り出す世界は、このような意味におい

て、「本性に反した」世界なのである。ニーチェは、このような、一元的な真実のシステム

に彩られた「本性に反した」世界において、「（一元的な真実に対して）偽なるもの」たちが、

そうした真実のシステムに抵抗し、そこから我々を解放する力として現出するだろう、と述

べる(ibid.)。いかなるイデア（あるいは時間のイメージ
．．．．．．．

）にも支配されない、本質的にシミ

ュラークルである時間イメージ
．．．．．．

は、まさにそうした「偽なるものの力能」(puissance du faux)

によって、我々を現実に向かって、世界に向かって開くのである(cf. Deleuze 1985: chap.VI)。 

こうしたことは、時間イメージを志向する映像が、1930 年代ごろから、しだいに抵抗の

行為としての深い政治的ニュアンスを持ちつつ出現してくる歴史的事実を理解するのにも

役立つだろう89。なぜなら、1930 年代から第二次世界大戦へと向かう時代は、まさに行動イ

メージの映画が、ラジオや写真などと共に、一元的な真実のシステムに基づいた疑似的現実

を形成して、支配的な政治経済的体制との共犯関係に入ってゆく時代であり、そうした疑似

的現実の息苦しさ、絶望的な真面目さがしだいに明白になっていったと考えられる時代だか

らである
90
。そうした中で、ルノワール、ドライヤー、小津、ウェルズといった、時間イメ

ージに向かう映画監督たちの作品は、彼らが意図するかしないかにかかわらず、それらが内

包する一種の「存在論的な不真面目さ」を通じて、一元的な真実のシステムに抵抗する、深

い意味で政治的な意味を帯びざるをえなかったと考えられる
91
。 

                                                        
89 ドゥルーズは、時間イメージをとりわけオーソン･ウェルズとネオレアリズモを出発点とする
ものと見て、それを第二次世界大戦後の破綻の状況に結びつけるが、これは様々な点で奇妙な見
解であり、破綻(rupture)のテーマを過度に強調する『シネマ』の問題点の一部を構成しているよ
うに思われる。実際、ウェルズの『市民ケーン』の制作は戦時中（アメリカ参戦前）の1941年だ
し、またドゥルーズが時間イメージの先駆者として認める小津や、結晶イメージの章で詳細に扱
うルノワールの作品には、第二次大戦以前に、時間イメージとして認められるものが現出してい
る。この論考では、このようなドゥルーズの見解とは距離を置き、前節でみたように映像とは根
本的には時間イメージであって、むしろ行動イメージこそが「本性に反した傾向」であること、
そしてとりわけ1930年代以降、行動イメージが支配的な政治体制との共犯関係に入ってゆく中
で、時間イメージが抵抗の行為としての政治的意味を帯びてゆくことを指摘したい。 
90 ちなみに、ずっと以前の第一次世界大戦の時期に、トリスタン・ツァラをはじめとするダダ
イストたちが、当時のヨーロッパを覆っていた一元的な真実のシステムに対する同様の批判を行
い、それに対する抵抗として彼らの運動を展開していたことは注目に値する(López Lupiáñez 
2002)。その意味では、ベンヤミン（1994[1936]）が述べていたように、確かにダダは映画の先駆
（筆者の責任において言い換えるなら、時間イメージの映画の先駆）だったのかもしれない。 

 
 
 
 

52

91 付言すれば、同じ時代に脱同一化、脱イリュージョンの「異化効果」の芸術を推進していた
ベルトルト･ブレヒトの思想が時間イメージの映画の創出にもたらした影響は、看過できないも



もちろん、行動イメージと支配的な政治経済的体制との共犯関係は、第二次大戦以降も続

き、今日も、終焉するどころか強化される一方だと言わざるをえない。しかし他方で、時間

イメージのもつ「（支配的真実のシステムに対して）偽なるものの力能」もまた、イタリア

のネオレアリズモにはじまり、フランス、ドイツ、そして第三世界を含めた世界の様々な国々

へと広がってゆき、我々を一元的な真実のシステムから解放する役割を担いつづけることに

なる。こうして、例えばピエール・ペローが、シネマ・ディレクトの手法を用いて、英語文

化からもまた正統的なフランス文化からも外れたケベックの現実（『良識を欠いた国！』

(1971)）を捉え、そうした権威ある真実のシステムとは不共可能な、ケベックの人々の地味

ではあるがヴァイタリティーに満ちた独自の文化的発露を示す時、それは、ケベックの人々

自身にとって真実でありながらも、支配的な真実のシステムに対する「偽なるものの力能」

を最大限に備えて、ケベックの人々のみならず、それ以外の人々をも現実の多元性、豊かさ

に向けて開いてくれるような、すぐれて時間イメージ的な映像となるのである。 

さて、支配的な真実のシステムに対する抵抗としての、時間イメージの政治的意味をさら

に踏み込んで把握するためにドゥルーズが用いるのが、ベルクソンがかつて『道徳と宗教の

二つの源泉』（ベルクソン 1979b[1932]）で用いた、「神話作用」(fabulation)という少し風変

わりな概念である。ベルクソンはこの著作において、人間は、知性的存在であるがゆえに引

き起こされる危機をのり越えるために、「神話作用」という能力を持っていると論じた。つ

まり、知性はある一つの限られた視点から物事を分析し、それによって合理的な世界を構成

する傾向があるために、人間の行動は知性に従う限り、近視眼的かつ自己中心的なものにな

りがちであって、それは社会の存続にとっての脅威となりうる。そこで、こうした危険を防

ぐべく、知性と対立しそれを凌駕する能力として現れるのが「神話作用」である。それは、

集合的な本能のような形で、しばしば非合理的な形（例えば非合理的な信仰など）をとりつ

つ働く、人間が潜在的に持つ重要な能力であり、ベルクソンによれば、とりわけ宗教的信仰

や芸術的創作に現れることになる92。 

ドゥルーズが示すように、このベルクソンの「神話作用」の概念は、時間イメージの政治

的側面を説明するのにきわめて有益であるだろう(Deleuze 1985: 196-200 ほか)。つまり、一

元的な「真実」の支配のもとで、あまりにも合理的な世界が構成されようとするとき、人々

                                                                                                                                                                   
のであると思われる。ブレヒトと直接あるいは間接――例えばブレヒトの盟友の作曲家ハンス･
アイスラーを通して――の関係を持ったか、あるいは彼からの影響を自認する映画監督たちの中
には、ルノワールをはじめ、ウェルズ、ロージー、レネ、ゴダールを経て、ストローブとユイレ、
ジーバーベルクまで、「現代的」映画の主要な担い手の多くが含まれている。 
92 『道徳と宗教の二つの源泉』（ベルクソン 1979b[1932]）の邦訳では「仮構作用」という訳語
が与えられている“fabulation”の概念を、ここで「神話作用」とかなり意訳したのは、「仮構」と
いう訳語は「それを人々が信じる」というニュアンスが希薄であると思われたからである。付言
すればベルクソンは、この「神話作用」を、宗教としては彼が静的宗教と呼ぶタイプのもの、芸
術については小説などの創作にみられるものとし、これに対し、神秘主義や音楽はより高い精神
作用としての情動、創造に関するものとしている（前掲書第二章参照）。他方で、ドゥルーズは、
このベルクソンによる区別は尊重せず、芸術一般を「神話作用」と関連付けている（例えば 
Deleuze et Guattari 1991 : 162n 参照）。 
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は、そうした世界から逃れようとするのであり、そこで、神話作用の能力によって、我々を、

知性の支配を確立しえない不共可能性を含んだ現実、多元的な世界に引き戻すような創造が

行われるのである。映像の問題に戻るなら、キャメラと編集の助けによって、自己の限られ

たパースペクティブを脱し、「他者となって」世界を見、「他者となって」世界を読み、「他

者となって」世界を思考することを可能にする映像制作という手段は、そうした神話作用の

現出する格好の場となるだろう。たとえ現実においては多くの場合、行動イメージに支配さ

れ、一元的世界観を伝達する手段と化しているとしても、｢映像的コギト｣に立ち戻るならば、

映像とは根本から、非中心化、集合性、神話作用へと向かう可能性を持ったものなのだ。 

そして、作品というものが無から生じるものでない以上（とりわけ映像作品のように現実

の人や物を文字通り素材とするものの場合、このことは自明である）、こうした神話作用は、

決して映像制作者が一人で成し遂げるものではなく、むしろより広い、集合的な神話作用の

中に映像制作者が身を置く中で、はじめて力強く実現するものだろう
93
。先に言及したピエ

ール・ペローは、彼のドキュメンタリー映画の制作の核心に、ケベックの人々が「伝承作り

をしつつある現場を捉える」(prendre en flagrant délit de légender)ということがあると述べて

いる(Perrault 1996: passim)。「伝承作りをする」(légender)という行為は、支配的な「真実」の

合理的なシステムとは不共可能である「伝承」を、そうした不共可能な場において、知性に

抗して集合的な形で創造する、まさに神話作用の行為にほかならない。そして、そうした行

為を「現場において」捉える映像の制作は、人々の神話作用の行為を引き継ぎ、さらにそれ

を発展させるような、芸術的な神話作用の行為となるだろう。 

おそらくこの「人々の神話作用の行為を引き継ぎ、さらにそれを発展させるような、芸術

的な神話作用の行為」の必要性は、ケベックという地域の問題に限定されるものでも、ドキ

ュメンタリー映像というジャンルに限定されるものでもないだろう（小津、ルノワール、ロ

ッセリーニ、レネ、といった作家の作品を思い浮かべるだけで十分である）。支配的な「真

実」の世界に抗し、「私は他者である」ところの映像的コギトの力能を最大限に発揮して、

人々の、自然の、世界の生の豊かさ、多元性を示すこと。ドゥルーズに従いつつ考えるなら、

それこそが、映像が今日果たしうる政治的役割であり、それはまた、今日における政治的行

為一般の可能性――旧来の政治的メカニズムが明白な機能不全に陥っている状況において

の――とも、そのまま重なってゆくものと思われる。 

 

5.3. 大地とテリトリー：存在論的なもの 
 

                                                        
93 筆者自身、南米チリの先住民マプーチェの文化に関する人類学的研究において、人々が現代
世界の不共可能性の中でいかに、そうした状況が生み出す不協和音を自らの内に取り込みつつ、
その存在のあり方を革新してゆくかを描写した（箭内 1993; 箭内 2002）。確かに、ベルクソン
が考えていたように、神話作用は芸術作品の中だけにあるのではなく、人々の日々の実践の中に
ある。そして、最も力強い芸術作品は、決して「芸術」という領域の中で孤立して創られるので
はなく、むしろ人々の神話作用と触れあい、それを引き継ぐなかから生まれてくるものと考えら
れる。 
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神話作用が機能するためには、何よりも、世界がそうした単一的論理性によって把握でき

ない、未知なものに満ちているものであるという事実に向かって我々自身を開くことが必要

である。一言で言えば、「世界の未知性を信じる」という存在論的立場を貫くこと。F・ズ

ラビシュヴィリは、なぜこのような場面で、「信じること」(croire)、いうなれば「信仰」

(croyance)の問題が現れるのかを、内在性の概念に拠りつつ、明快に説明している。「信仰と

は、知とは反対に、外なるもの(dehors)との関係を含むものであり、そうした関係の肯定で

ある。我々が知覚も思考もしないもの、我々が未だ考えていないもの（内在性：『我々はま

だ身体
．．

がなしうることを知りつくしていない』）を肯定すること、もしくは、決して考える

ことがないはずのもの（超越性：我々の悟性を超越し、それを卑下させるような完全性を備

えた神、知りえないもの、隠れたもの）を肯定すること。ドゥルーズはこの二種類の信仰の

間の本性上の差異を強調する。なぜなら、現代の事実とは、外なるものが、世界の彼方では

なく、世界の内に
．．

含まれることだからである。外なるものは今日、内在的なカテゴリーとな

ったのであり、この概念上の変革は、とりもなおさず、ラディカルな内在性の思考の条件な

のである」(Zourabichvili 1994: 69-70)94
。「世界の未知性を信じる」と言う時、それは、超越

的な何かを信じることではない。そうではなくて、世界に内在する未知のもの――未だ知ら

ないがゆえに、未だ思考できないもの――を信じることであり、それは未だ思考できないが

ゆえに、信じることしかできないのである（それはいわば、我々を卑下させるようなあらゆ

る超越的なものを廃するがゆえの「信仰」である）。 

これが単に理論的な問題ではなく、我々にとってきわめて日常的かつ実践的な問題である

ことはいうまでもないだろう。あらゆるものが映像として捉えられ、知的に処理され、コン

トロールされて、我々を「知ったつもり」にさせる現代の世界。我々が現実をどのように見、

どのように感じ、どのように考えるべきかまでもが、たえず知識として与えられてくる現代

の世界。そうした現代の世界において、世界を本質的に「知られざるもの」を含んだものと

して信じること（哲学的に言えば、徹底的に内在性の思考を貫くこと）、それこそが、あた

かも何でも知っているかようにみえ、我々を卑下させる超越的な権力に抵抗して、我々自身

が、我々自身の身体をもって、本当の意味で「世界を知り」、その中で我々の生を築いてゆ

くための出発点であり、そのことの意味は、「知」がコントロールされればされるほど、ま

すます重要になってくるはずなのである。 

ところで、「世界を知ること」、それは同時に、我々自身の「身体を知ること」でもあるだ

ろう。なぜなら、我々は、自らの身体との相互作用を通してのみ、本当に世界を知ることが

できるのであり、従って、世界を知ることの可能性はまた、我々の身体の変様の可能性でも

あるからである。スピノザは、「身体は何をなしうるのか、今日まで身体の能力の限界を明

確にした者はいなかった」95と述べ、また、「きわめて多くのことをなすのに有能な身体を

                                                       
94
「我々はまだ身体

．．
がなしうることを知りつくしていない」という身体に関するスピノザの洞察

については後段を参照。 

 

95 『エティカ』第三部、定理二、注解 (スピノザ 1980: 189)。 
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持っている人は、（...）身体のあらゆる変様を神の観念に関係させる力をもっている。この

結果、彼は神の愛に動かされることになる」96とした。ここでスピノザが「神」と呼ぶもの

を、「自然」、すなわち、「この世界そのもの」と読み替えても、何の不都合はないだろう。

つまり、身体が様々な変様を受け止め、その可能性をより多く開いてゆけばゆくほど、我々

は、自然そのもの、大地そのもの、世界そのものとより深く結びつくことができるはずなの

である。もちろん、急いで付け加えるなら、この世界との、あるいは大地との深い結合は、

潜在的な性格のものであり、何か直接的な形で実現されると言っているわけではない。我々

の出発点はつねに我々の身体であり、我々の環境世界、我々の表徴（あるいはスピノザ的に

「共通概念」と言っても良いだろう）、我々のテリトリーであって、我々は常にそれを通し

て脱テリトリー化、再テリトリー化し、そうした脱テリトリー化と再テリトリー化を通じて、

我々は大地と結合するのである。 

ドゥルーズは、スピノザについてコメントしつつ、この「身体の変様の能力」が、自らに

適した表徴とできるだけ多く出会うことによって、拡張されてゆくとする。「（...）それはま

ったく手探りの努力である。(...) まさに、表徴を評価する、あるいは持つための修練なのだ。

どの関係が自分に適し、どの関係が適さないかを自問しつつ、表徴を組織し、あるいは見つ

けること。試してみること、体験してみることが必要なのだ。そして私の経験は、他者にと

って適したものではないかもしれないから、それを伝授することはできない。つまり、各自

が自分が好きなものと自分が堪えられるものの双方を発見するための、一種の手探りなので

ある。それはちょっと薬を飲むときに経験するのと似ている。（自分に適した）飲む量やこ

つのようなものを見つけなければならない。選ばなければならない。医者の処方だけでは十

分ではないのだ。（...）それは音楽の修練に少し似ている。自分に適したものであると同時

に、自分が弾けるものを見つけること」97。疑いなく、我々が映像と取りもつ関係、とりわ

け、時間イメージが我々に誘いかける超越論的探求は、そうした手探りの経験の重要なチャ

ンスであるだろう。5.1.で見たように、時間イメージの表徴は我々を、知性によって一面的

に現実を解釈した疑似的現実ではなく、不共可能性を内包した現実そのもの、大地そのもの

に接近させ、そうした大地との潜在的結合の中で、新しいテリトリーを組織するための手が

                                                        
96 『エティカ』第五部、定理三九、証明(スピノザ 1980: 368)。これに関連して、次の一節をも
引用しておこう。「このようにして事物を利用し、またそれにできるだけ楽しみを見つけること
は、思慮ある人の生き方である。適量で、しかも味のよい食事や飲物によって身体を活気づけ、
英気を養うこと、また芳香や青々と萌えいずる若芽の魅力、装飾、音楽、スポーツ、観劇、また
そのほかのどんなものであれ、だれもが他人に迷惑をかけることなしに利用することができるも
のによって、力と英気を養うのは、私の言う思慮ある人にふさわしい生き方である、と私は主張
したい。というのは、人間身体は異なった本性の非常に多くの部分から形成されており、またそ
の各部分は、たえず新しい、しかも多種多様な糧を要求する。それによって身体が前進で自分の
本性から導き出されうるあらゆることにたいして、どれにもひとしく力をくばれるようにし、し
たがって同時に精神も多くのことを認識するよう用意するためである。」（『エティカ』第四部、
定理四五、注解。スピノザ 1980: 308）。 
97 パリ第八大学での講義(“Sur Spinoza”, http://www.webdeleuze.com/ )を参照。またDeleuze (1981: 
chap.VI)も参照。 
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かりを与えるのである。時間イメージが引き起こす映像的コギトとは、まさにこのことだろ

う。つまり、「私は他者である」とは、我々は、我々の存在の基盤としての環境世界、テリ

トリーを媒介としつつ、「私は人々である」（ベルクソン＝ドゥルーズの「神話作用」）、「私

は大地である」、「私は宇宙である」ことなのである。 

ドゥルーズとガタリは、『哲学とは何か』で、「思考はむしろテリトリーと大地の関係の中

で行われる」と書く(Deleuze et Guattari 1991: 82)。「脱テリトリー化の運動は、他の場所に開

かれるテリトリーと不可分であり、また再テリトリー化のプロセスは、我々にテリトリーを

再び与える大地と不可分である。テリトリーと大地は、脱テリトリー化（テリトリーから大

地へ）と再テリトリー化（大地からテリトリーへ）という二つの識別不能地帯を持った二つ

の要素なのだ。どちらが先ということはできない」(ibid.)。感覚運動連関の内奥で、変様の

潜在的空間において、我々は自らのテリトリーを離れ、つまり脱テリトリー化し、思考に沈

潜する。しかし、この思考への脱テリトリー化は、決してその出発点としてのテリトリーか

ら分離できないものであり、純粋に普遍的なものとは定義しえないものである。そしてこの

大地の上での思考の旅――それは究極的には、「私は他者である」以上、決して個人の旅で

はなく集合的なものであり、神話作用である――は、宙に浮いたままではありえず、再テリ

トリー化しなければならないものであり、大地が、その再テリトリー化のための足がかりを

与えるのである。ここで思考について述べていることが、とりもなおさず、時間イメージの

超越論的探求（それはまた、映像の本質としての超越論的探求と言ってもよい）について当

てはまることは、言うまでもないだろう。 

 

 

６．結論：今日、映像について何を語るか 
 

ここまで、ドゥルーズの『シネマ』(1983-1985 年の出版)をコメントしつつ、映像と我々

との関係についての考察を行ってきた。ところで、この書物が出てから既に二十年近くの年

月が経過し、その間には、ベルリンの壁の崩壊からインターネットの出現まで、世界を揺る

がす多くの出来事があったことも事実である。そして、とりわけ映像が今日、デジタル化、

情報化によって一つの大きな転機を迎えていることを考えるなら、これまでコメントしてき

たことが一体、現時点での世界においてどれほど有効なのか、という問いは避けられないだ

ろう。そこでまず、表面的かつ不完全であることは覚悟の上で、映像をめぐる近年の変化を

まとめてみよう。 

第一に、デジタル技術とコンピュータの発達により、映像の撮影・加工・配布が容易かつ

非常に低コストなものになってきたことが挙げられる。今日では、原理的には誰もが、どこ

でも、ほとんど無制限にデジタル写真を撮ったり、ビデオ撮影することができる（その極端

なケースが監視ビデオカメラだろう）。これはもちろん、かつては技術的にもコスト的にも

不可能だったことである。また、パーソナルコンピュータが一台あれば映像の編集や加工が

でき、さらに衛星やインターネットによって、映像の流通もますます容易で地球規模のもの
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になってきている。こうして、現実はともあれ、原理的には、あらゆるものが撮影されて、

好きなように加工されて、あらゆる場所に流通しうるという状況が生まれたのである。こう

した状況がもたらした帰結の一つとして、映像が自然知覚そのものとますます混同されがち

になってきたことは否定できないだろう。ビデオ映像で見さえすれば現物を見たかに思う人

は、少なくないはずである。 

第二に、そうした中で、映像の疑似的現実は消滅するどころか、ますますその力を強めて

いると考えられる。一方で、疑似的現実の主たる担い手の一つであるテレビは、とりわけ

1980 年代末に衛星によるテレビ映像の伝達が可能になって以来、娯楽のみならず報道の分

野でも中心的位置を占めるようになり、今や新聞に代わって「伝えるべきニュース」を決定

する役割を担うようになってきている
98
。しかし他方では、こうして新聞や雑誌などの印刷

メディアに対してその地位を強めたテレビは、ビデオ、ＤＶＤ、そしてとりわけインターネ

ットといった新しい情報化されたメディアによってその地位を脅かされ始めており、その意

味で、自らもデジタル化、情報化を進めつつあるテレビは、数ある情報メディアの一角を構

成するに過ぎなくなってきているとも言える。3.5.では、「世界そのものが映画ごっこを始め、

凡庸な映画となったのであり、それがテレビを形作っている」というドゥルーズの言葉を引

いたが、今や、「世界そのものが情報ごっこを始め、凡庸な情報になったのであり、それが

インターネットを形作っている」とでも言えるような時代になりつつあるのである。 

第三に、こうした映像と情報による疑似的現実の形成の背景に、地球規模で展開すると同

時に微細な形であらゆる領域に食い込んでいく資本主義経済の運動があることは、忘れては

ならないだろう。テレビや出版、インターネットといった領域自体が、世界レベルで展開さ

れる投資の対象であり、熾烈な競争の場であって、そういった中で、かなりの経済的（それ

ゆえに政治的）権力の集中化も現れてきている
99
。そして他方で、この世界レベルでの経済

は、あらゆるものを市場価値を伴った情報に変換して扱い、情報としてそれらを統制する傾

向を強めている（我々自身の心や身体との関係すらもが、市場を通じて世界規模で配給され、

統制される情報や高度に情報化された商品によって媒介されることが少なくない）。ドゥル

ーズは 1980 年代に「統制の社会」(société de contrôle)という言葉で新たな権力の形態の出現

を表現していたが(Deleuze 1990:229-247)、確かに、今日の権力は、政治家や軍隊、警察など

の目に見える存在によって担われるというよりは、株や為替の相場や、流行（言説、習慣、

モラル、ライフスタイル等）の統制という、より見えにくい形でその多くの部分を担われる

ようになってきていると言えるだろう。そして映像が、そうした情報化と統制の一つの重要

な媒体をなしていることに疑いはない。 

最後に、このように現在の状況を眺めるとき、そこに一貫して見出されるのは、感覚運動

図式的な世界観のさらなる強化である。行動イメージ中心の映画のみならず、テレビ映像が

                                                        
98 Bourdieu (1996), Ramonet (2001:43-45)などを参照。 
99 「市民ケーン」を世界レベルで再現したようなＲ・マードックのメディア帝国はその好例で
ある。これらの集中化については、Ramonet (2001: 221-246)を参照。 
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感覚運動図式（クリシェ）に大きく寄りかかったものであることは 3.5.で述べたが、同様の

ことはコンピュータによるシミュレーション映像についても言える。日常生活、芸術、自然

科学など様々な領域で今日用いられるシミュレーション映像は、省略可能な細部を取り除き、

形状を数式に変換して、いわば現実をコンピュータ的に「消化」したものであり、そこでは、

現実は一群の単純化された因果関係に翻訳されることになる。当然、我々がそうしたシミュ

レーション映像によって現実のイメージの代用とすることは、我々の現実との関係が感覚運

動図式によって処理される可能性を高めることになるだろう
100

。もちろん、こうした様々

なタイプの映像がますます感覚運動図式へと傾いてゆく背景にあるのは、あらゆる物事を市

場行動の対象とし、感覚運動図式の中に取り込む資本主義経済のシステムであることも忘れ

てはなるまい。 

こうしてみるなら、この論考で扱ってきた一連のテーマは、今日、その意味を失うどころ

か、ますます重い意味を担うものであるようにみえる。疑似的現実と感覚運動図式の問題。

そこから脱出し、「世界の未知性を信じる」こと、「この世界を信じる」ことの重要性。そし

て世界の不共可能性を肯定することの重要性、我々自身のテリトリーを組織することの重要

性、そして、人々の神話作用を引き継ぐことの重要性。先に、「世界そのものが情報ごっこ

を始め、凡庸な情報になった」と述べたが、今日の我々の生における大きな問題は、我々が

あまりにそうした「凡庸な情報」――クリシェによって捕らえられた、存在論的に二次的な

情報――によって取巻かれてしまっているということであり、さらに、そうした「凡庸な情

報」が、世界の政治経済的メカニズムと連動してゆく中で、我々にとって身近な人々や事物、

さらには我々自身の身体との関係すら、そうした「凡庸な情報」と混じりあい、混同されか

ねなくなってきたことである。しかしながら、「イメージはたえずクリシェを突き抜け、ク

リシェを逃れ出ようとしている」。いかに我々がそうした「凡庸な情報」にまみれても、我々

の内部のどこかには、こうした「凡庸な情報」に抵抗するものが、残っているはずなのであ

る。そしてそれは、我々の存在の基盤である身体そのものが、感覚運動図式には決して還元

しえないイメージであるからであり、それゆえに、それは我々を疑似的現実に抵抗させ、神

話作用へと促し、クリシェから、凡庸な情報から、抜け出させる可能性を与えるからである。

実際、そうした抵抗の現れは、今日も力強く存在し続けている。光の速度で世界中に配給さ

れ、大量消費される膨大な量の映像のかたわらで、世界の各地のすぐれた映像作家、映画作

                                                        
100 映像の問題をいくぶん離れるが、ここで近年ソフトウェアや情報システムの開発に広く用い
られている、「オブジェクト指向プログラミング」にも触れておく価値があるだろう（その方法
は、パーソナルコンピュータのデスクトップをはじめ、広く応用されている）。このプログラミ
ング手法では、事物は「属性」（どんな要素を内包しているか）と「操作」（どんな機能を持つ
か）の二点に絞ってモデル化され、プログラムに組み入れられるが、これはまさに感覚運動図式
そのものだと考えられる。我々は今日、コンピュータによって生成されるヴァーチャルな「オブ
ジェクト」と日々付き合うなかで暮らし、またコンピュータによって組織された世界の中で生活
するようにさえなってきているが、そういった「オブジェクト」は、それ自体はクリシェであり、
コンピュータによって組織された世界はクリシェの世界であることを忘れてはならない。 
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家たちが、我々の生をクリシェあるいは感覚運動図式に還元することに執拗に抵抗する、

人々の神話作用を表現する、清新な映像を作りつづけているのである
101

。 

そして、今日「映像について語る」ことのもっとも深い意味も、そこにおそらく見出しう

るだろう。そうした清新な映像が、疑似的現実に抵抗するとともに、不共可能性をユーモア

をもって肯定し、時間の結晶を、リトルネロを提示する働きを、我々自身の言葉によって引

き継ぐこと。言葉の可能性を最大限に駆使しつつ、それらの映像と一種の「自由間接話法」

にはいる中で、創造的に語ること。もしそれができるなら、「映像について語ること」は、

それ自身、映像の疑似的現実を乗り越えて、我々を「現実との発見的関係」（キルケゴール 

1983[1843]: 39）へと向かわせる力能に満ちた行為となりうるであろう。 
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