
眼差しの動態 一現れをめぐる古典理論をもとに一

関村誠

はじめに

人は自らの眼差しを向けることで世界の現れを認識する｡人

間のこの世界把握の仕方は､芸術作品として現象したものに作

者自身や鑑賞者が向ける眼差しのあり方と密接な関係をもってい

る｡われわれがある作品に眼差しを向けるとき､その現れが､何

の現れであるか､さらには何と似ているか､という意識がすでに

働いている｡このような類似性の認識に支えられている芸術､と

りわけ絵画は､古くからその存在の意味を問いただされ､批判さ

れてきた｡西洋の模倣芸術理論の源流にあたるプラトンはすで

に､現れの哲学的な意味を積極的に探究する一方で､イデアの写

しである実物をさらに真似ることによって現れをつくり出す絵画

術は真実から遠く離れた見かけをつくっているにすぎないと批判

もしていた )｡十七世紀のパスカルは､｢絵画とはなんとむなし

いものだろう｡現物には感心しないのに､それと似ているという

こと (ressemblance)によって感心されるとは｣､と嘆いているZ｡

また､十九世紀の写真技術の発明以後､類似性に依拠していると

いう点で絵画芸術の立場はさらに厳しいものとなった｡たしかに

絵画はこうした批判にさらされる危険性をつねに学んでいる｡し

かし､単なる類似性の確認という表層的な側面とは別のところに

絵画の意味を見出すことは可能なのではないか｡この意味づけは､

われわれの眼差しがさまざまな現れに対して示す様態を分析検討

していくことで､明確なものとなっていくであろう｡

眼差しを向けることが類似性の問題と切り離すことができな

い場合として､たとえば､人物を再現的に描き出す肖像画をあげ

ることができるだろう｡そこでは､まず､絵に描かれた人の像

が､モデルとなった人として認められねばならない｡絵を見る人

は､それを肖像画として見るとき､たとえモデルを知っていなく

とも､描かれた人が実際に存在する人に似せられて表現されてい

ることを感じとる｡しかし､肖像画をめぐっての眼差しについて

は､少なくとも動態の三つの起点が考えられねばならない｡すな

わち､画家とモデルと鑑賞者である｡画家は､モデルとしての他

者に対して､自分の眼差しを向けて肖像画をつくり､でき上がっ

た肖像画を鑑賞するわれわれは､われわれ自身の眼差しを向ける｡

それに加えて､肖像画からの眼差しが､その前に立つわれわれを

とらえる｡また､われわれはこの眼差しのゆくえを追おうとする

気持ちになる｡この絵画からの眼差しは､すでにその制作者たる

画家に対してモデルから向けられていたものであり､また画家に

よって解釈された結果のものである｡画家は制作のあいだに､肖
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像のモデルからの眼差しに､問いかけられ誘導されつつ､その同

じ眼差しの起点を画面に定着させようとする｡絵画のなかでも､

とくに肖像画は､眼差しの特異な交流を顕在化させるものといえ

る｡肖像画という作品自体が眼差しの交錯の場なのである｡

この絵画からの目艮差しは､もちろんモデルの眼の描写を基礎と

してはいるが､しかし､眼という局所にそのはたらきを限定する

ことはできない｡それは､容貌全体､とりわけ顔から顕現する

はたらきとしての (おもぎし)(面差し)と常に切り離し難く結

びついているOジャン-リュック･ナンシーがいうように､肖像

画において ｢眼差しをもたらすのは形象 (figure)の全体であり､

孤立した眼 (1,celliso16)ではない｣ 30 肖像画においては､画家と

モデルと鑑賞者の眼差しが複雑に絡み合い､交流し合って､彼ら

のあいだに相互的世界をかたちづくるきっかけが提示されている｡

この眼差しの交錯の場に､見ることと見られることとの結びつき

の関係そのものとして顔が現前している｡坂部恵は､くまな-ざし)

と くおも-ざし)の違いについて､前者が一方向的な志向性をも

つのに対して､後者は ｢それ自身のうちに､おのずから､いわば

双方向的に交錯する重層的な志向性｣を含んでいると指摘する4｡

肖像画の顔は､くおもざし)として､他者の眼差しによって見ら

れるものであると同時に､みずから眼差しを発しているのである｡

肖像の (おもざし)における眼差しの交錯が肖像画の力を構成し

ている｡

他方で､われわれが人物像を絵画作品として見ている限り､わ

れわれはそこに肖像のモデル自身が不在であることも当然了解し

ている｡その意味で､われわれに眼差しを向けるこの肖像画は実

物の影でしかない｡けれどもこの事実は､われわれと肖像画との

あいだの眼差しの張りつめた交錯をいささかも弛緩させることに

はならない｡かえって､不在を示す影であるからこそ､ ことさら

われわれは､その現前の意味を問うよう促され､そこから､現前

していないものを想像するよう突き動かされる｡この間題を考え

るにあたって､｢かげ｣という日本語が､本来､｢影｣あるいは ｢影

像｣という意味とともに､｢光｣という意味をもあわせてもって

いたことつを確認しておくことは無駄ではないだろう9(かげ)は､

われわれにはたらきかけるある力をもっており､われわれの眼差

しの積極的な駆動をもたらす可能性を秘めている｡われわれから

現れへの眼差し､また､現れからわれわれに向けられたはたら書

の可能性の問題を掘り下げていくことができるであろう｡

現れと眼差しとのあいだの力動的関係がもたらす創造性を見据

えていくための基礎論構築のひとつの作業として､肖像画という



現れ､また影についての古典的な諸説とそれに関わる現代の思索

とを参考にしつつ考えていきたい｡

l.造形芸術の起源の物語と くかげ)の問題

l-1.プリ二ウスとアテナゴラスにおける (かげ)

絵画とは､それに対崎する者になんらかの応答を誘うものであ

る｡その点から見れば､肖像画を描くということは､眼差しの交

錯によって精鋭化された作品と人間とのあいだの緊張関係を現出

させる営みとして､絵画の最も絵画らしい点を純粋な形で提示す

る行為であるといえるだろう｡その意味で､プリニウスによる絵

画芸術の起源についての記述は示唆的である｡

プリニウス (AD.23-79)は 『博物誌』第三十五巻において､｢絵

画芸術の起源の問題はさだかではない｣としているが､すべて

の人々が一致しているのは､｢人間の影の輪郭線をなぞること｣

(umbrahominisllnelSCircumducta)から絵画が始まったことだ

と述べている6｡人の影を写し取るところに絵画芸術の起源があ

るとここでは見定められている｡さらに､プリニウスは､絵画の

始まりについて具体的な物語を紹介している｡この有名な物語に

よれば､コリントスの陶器師ブタデスの娘が､外国へ赴かねばな

らない恋人との別れを惜しんで､｢ランプによって投射された恋

人の影 (｡mbra)の輪郭を壁の上に措いた｣とされる7｡さらに､

その素描をもとにブタデスが粘土で ｢浮彫り｣(typus)を制作し

て火によって固めた｡プリニウスが紹介しているこの物語におい

ては､絵画の起源が影の認識と深く関連している｡また､影をな

ぞり描写する行為が浮彫り像を造るというような確かな存在感を

与えようとする行為に連結していることがわかる｡ギリシア人た

ちは､影を見ることから､人物像を制作し始めたのであり､実際

の人体の直接観察からではなかったと類推することもできよう8｡

造形芸術の起漁についてのプリニウスの記述と類似 した言及

を､プリニウスの時代から一世紀をへた後にキリスト教に転向し

た哲学者アテナゴラス (二世紀後半に活躍)の著作に見出すこ

とができるOアテナゴラスは､その著 『キリスト者のための申立

書』において､キリスト教徒への当時の誤解をはらそうと努めて

いる9｡彼は､異教徒の神々はキリスト教の造物主とは厳密に区

別されるべきだとする立場から､前者は人間によってつくり上げ

られた物質的表象にすぎないと説くが､その主張のために､造形

芸術の展開をその起源から説明しようとする｡こうした特殊な文

脈においてではあるが､さまざまな典拠をもとに具体的に記述が

なされている｡アテナゴラスによれば､太陽光に照らされた馬の

輪郭をなぞることによって ｢影を素描する術｣(oK旧YPC(4'ic()杏

はじめたのは､サモスのサウリアスという人で､人間の輪郭像と

しての影にさらに着色して ｢絵画術｣(ypcゆIKl)をはじめたの

はクラトンという人である｡この点は､プリニウスと異なるのだ

が､アテナゴラスは続けて､コリントスのある姐が眠っている恋

人の壁面にうつった ｢影｣(oKlC壬)をなぞって素描し､その ｢類

似性｣(dLJOldTTlSL)に感嘆した彼女の父が素描の輪郭にそって粘

土をつけて ｢浮彫り｣(TJTTOSL)を制作したと述べている｡コリ

ントスの娘がうつしとった人物の影を父親が浮彫りにするという

点は､プリニウスの記述と一致している｡

プリニウスにおいても､アテナゴラスにおいても､影を見るこ

とから描かれた肖像画の制作が愛しい人の身代わりとするためで

あったことが言及されている｡それは肖像画のある基本的な側面

を指し示している｡モデルの存在を何らかの意味で重要視してい

なければ､肖像画は描かれないからだ｡しかし､本人の不在を了

解した上での身代わりであるから､肖像画は､その人自身とみな

されるものではなく､その面影をとどめるもの､その人を想い出

すための手がかり､すなわち想起のためのよすがである｡肖像画

がモデルの影をなぞることでつくられ､それ自体単なる影である

としても､そこには､作品を描く人あるいはその注文主のモデル

に対する思い入れが強く反映している｡その場に不在の人の身代

わりとしての機能を持っている肖像画は､絵を描く者あるいは見

る者の側からのある特別な眼差し- モデルをできる限り鮮烈な

かたちで記憶にとどめておこうとする意志を担った眼差し- に

よって意味づけされ､構成されているともいえよう｡

モデルを見る者の思いのこもった眼差しが､このように作品制

作の端緒となり､でき上がった作品を意味づけている｡肖像画の

側からのはたらきかけとしての眼差しについても､単に付随的な

ものとみなされるべきではないだろう｡プリニウスやアテナゴラ

スの報告する物語の中のコリントスの娘にとって､恋人の影を写

し取った絵は､たしかに服の描写はなく､直接的な眼差しの表現

すらない｡しかし､それは(おもざし)としてそこから発するくお

もかげ)(面影)としての ｢光｣を有するものであったろう｡(か

げ)に (おもかげ)を見取って (おもざし)からの日艮差しを受け

とるという関係を結ぶことが絵画の意味を成立させているといえ

る｡そこでは､影から発せられて見る者に訴えかけるはたらきと

影へと投げかけられる眼差しとが緊張感のある応答と交流を果た

しているからだoLたがって､(かげ)を現れの一つの現象形態

であるとみなして､その機能を眼差しとの関連で探求してゆくこ
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とが可能であるといえよう｡もっとも､われわれは､影に (おも

ざし〉などの深みを常に経験できるわけではない｡一般に､影と

いう希薄な存在と積極的な関係を結ぶことは少ないかもしれな

い｡影が ｢光｣にも比せられるはたらきを有する現象となるのは､

それを見る者の関わり方次第なのだ｡見る者の眼差しの主体性が､

見られるものとしての影の機能を構成している｡

プリニウスとアテナゴラスの記述では､絵画芸術の起源に位置

づけちれる人物の名前は合致していないが､アテナゴラスの言及

する物語はプリニウスの 『博物誌』において報告されたものとよ

く似ている｡また彼らはそろって､ギリシアにおける絵画の発生

段階において投影された ｢影｣(urnbra,oKld)を見る経験が重要

であったことを強調している｡プリニウスとアテナゴラスは造形

芸術の発生から発展する形式を同様な仕方で二段階に区分してい

るO第一段階は､投影された影をなぞって素描する段階- プリ

こウスがurnbrahominlSllneisc】rcumductaと説明し､アテナゴ

ラスがoKLC(YPC(q)ic(と名づけているもの- である｡そして第二

段階で､素描をもとにした着色や塑像制作に発展する｡ここでは

とくに､コリントスの娘の父が粘土で ｢浮彫り｣(typus,TJTTOゞ )

を制作したという点で一致している｡ルヴレが指摘しているよう

に､両者が叙述の上で参照した情報の源が異なっているとは言い

がたい 10｡ルヴレは､シュヴァイツァーの研究 11を拠りどころ

としながら､影の素描を絵画の起源とする理論は､紀元前三世紀

の彫刻家 ･著述家であったクセノクラテスまで遡ることができる

と見ている｡しかしながら､プリニウスとアテナゴラスのテクス

トに共通の源とされるものは､さらに､プラトンがその思索を

発展させていた紀元前四世紀の古代ギリシアからの伝統にもかか

わっているようにも思える｡こうした観点から､影という現れに

向けていく眼差しの問題をプラトンがどう捉えていたのかを明ら

かにしていきたい｡

l-2.プラトンにおける (かげ)

プラトンは､影という現象に非常に敏感な思想家であったO一

般にプラトンは､知性の対象と感覚の対象とを厳密に区別して､

前者により価値をおくことでいわゆるイデア論を提示したとされ

ている｡しかし彼は､感覚的なものを全面的に否定したわけでは

ない｡むしろ､感覚の世界にしか生きられない人間が､感覚をた

よりに感覚を超えたものに近づき関わっていくことがいかにして

できるかという点に､彼の思索の努力が注がれていたといってよ

い｡じっさい､彼は､感覚的現れのさまざまな様態､そして造形

芸術等の異体的な活動のあり方についても詳しい知識を有してい

たのである -20

｢影｣(oKli)と ｢似像｣(∈弓KhSv)について､プラトンは 『国

家』第六巻の ｢線分の比愉｣において言及している｡この箇所の

議論において､一つの線分が四つに区分されてそれらが ｢魂のう

ちに起こる四つの状態｣､すなわち､直接知としての ｢知性的思

惟｣(vdTIOLSl)､間接知としての ｢悟性的思考｣(6ICZvoIC()､直接

的知覚としての ｢確信｣(TTToTIS)､間接的知覚としての ｢似像知

覚｣(EiKC(C,k)に対応しているとされる130大きく分けて､はじ

めの二つの部分が知性によって認識されるもの､そして､あとの

二つの部分が感覚や思わくによって見られるものに対応している｡

これらのなかでも ｢知性的思惟｣は､イデアを目ざして行なわれ

る人間精神の探求の最も高いレヴェルにあるが､その行程のなか

でも､｢似像知覚｣は他の部分と比例関係をもって不可欠の部分

として組み込まれている｡なんらかの現れを似像として知覚する

ことが､人間精神の一連の相互的つながりをもった諸状態のなか

で不可欠の要素とされているのである｡｢似像知覚｣は､感覚物

の直接知覚としての ｢確信｣と異なり､見られる物をモデルとす

る現れを､そのモデルとの関係において捉える能力である｡この

能力はより高次のレヴェルの精神のはたらきにも適用される 14｡

この知覚能力の対象となる ｢似像｣(EIKJv)に関して､対話の

登場人物のソクラテスは､｢ぼくが似像と言うのは､まず第-に

影 (DKtd)､それから水面にうつる像-｣15と述べており､実物

を間接的に投影させた現れの代表として ｢影｣が挙げられている｡

ここでは､｢影｣は ｢似像｣というひとつの現れた像であり､そ

こからわれわれの知覚の能動性がはたらきはじめる起点としてと

らえられている｡

影に対時する人間の主体性の関わりのあり方についての興味深

い思索を､プラトンの 『国家』第七巻の ｢洞窟の比職｣において

見ることができる 160生まれた時から手足をしぼられ､首も前

方を見るだけに固定された状態で洞窟の中で過ごしている住人の

生を､プラトンはミュートスのかたちで描く｡これら洞窟の囚人

たちの後方に光源となる火が燃えており､彼らとこの光源のあい

だには､一本の道がある｡この道を様々な事物を運ぶ人々が行き

来しているO運ばれるそれら事物の影 (oKtC;)が洞窟奥の壁に投

射され､囚人たちはこの影を見るばかりの生活である｡後ろをふ

り向くことができず､したがって､投影の仕組み自体も理解して

いない｡彼らは､投影されていることすら知らず､この影を影と

して見ていないのである｡影を実物と取り違えて認識して､洞窟



の壁の投影が世界の実在そのものであり､自己と他者に関しても､

壁に映し出されたものが自分白身であり他者自身であると考えて

いる｡われわれは読者として､投影の仕組みを理解し､束縛され

た人間たちがゆらめく影を洞窟の中で見ているという設定に､あ

る種奇妙な感慨をおぼえる｡しかし､洞窟に住む人々は､自分た

ちが囚人としてみられる可能性などいささかも思い至らず､現実

と思い込んで影に向き合っている｡彼らは､あまりにも無反省に､

現れたものを現実として受けとってしまっている｡

このように､プラトンは､影のみが現象する世界にいることを

批判的に叙述するというよりも､影を影として見ていないことを

批判している｡影を影という不思議な現れの様態のもとに捉える

生き生きとした感覚の麻痔した状態が問題とされているのだ｡目

の前の現象を実物の影にすぎないものとしてとらえた上で､それ

でもそこから痕跡の源泉へと辿っていこうとする能動性の発動が､

これら囚人たちの知覚にはない｡コリントスの娘が影に臨んで投

げかけたような眼差しの動態が､そこにはないのである｡眼差し

の能動的なはたらきの欠如というこの事態を､プラトンは ｢洞窟

の比喰｣を通して浮び上がらせているといえようC奇妙な洞窟の

描写は､現実の人間世界における現れの受容の硬直したあり方へ

の批判となっている｡逆にいうと､影をなにか別のものの影とし

て見ることによって､影の現れは ｢似像｣として､モデルとのつ

ながりの関係においてとらえることができるといえる｡囚人たち

の後方で様々な事物を運びながら影絵を操る人々は､投影の仕組

みを隠したままで見かけの現れのみを実物であるかのようにもた

らすことによって､見る者を煽しているのであり､それゆえ､プ

ラトンが厳しく批判する詩人やソフィストに相当するとみてもよ

いだろう17｡じっさい､『国家』第十巻で詩人の模倣技術が批判

される際に､｢すべてのものを作り出す｣(TTC;VTC(TTOtEてリ)という

行為が問題化される｡そこでは､この行為が ｢鏡｣(KCZTOTTTPOV)

の機能と類比的に語られる18｡｢鏡を手に取ってあらゆる方向に､

ぐるりとまわしてみる｣ことさえすれば､世界のすべてのものを

作り出すことができるのである｡ここで､鏡は､魅惑的な想像力

を刺戟する深みをもつものとして扱われているのではなく､現

れをもたらす反映の働きを忘れさせること自体を機能としている｡

プラトンは別の箇所 19で鏡と眼の関係についての興味深い思索

を展開しているが､ここでの鏡は､洞窟の投影の仕組みと同様に､

虚像としての現れを映し出してそれを見る者に実物と取り違えさ

せる機能をもつものとみなされている｡この鏡の反映が､プラト

ンの批判している見かけをつくり出す模倣行為とみなされている｡

現れを受容することからの眼差しの展開として､先にみたプリ

ニウスやアテナゴラスの報告する物語においては､娘がなぞっ

た ｢影｣の描写に加えて､父親の ｢浮彫り｣(typus,TJTTOS) の

制作があげられていた｡ この物語の起源をなしていると思われる

伝統と共通の考え方をわれわれはプラトンの思想に見ようとして､

｢影｣(crKld)と ｢似像｣(∈'lKhSv)とのつながりを確認したOプラ

トンは､｢浮彫り｣という造形制作については言及していないが､

彼においては､｢型｣と訳されるべきテユボス (TJTTOゞ)の概念

が ｢似像｣と強い結びつきをその受容の場面においてもっている

ことを指摘しておきたい｡このテユボスの機能をその造形的な側

面からプラトンはとらえようとしている200 テユボスと似像受

容の問題は､とくに 『国家』第二 ･三巻で展開される教育論にお

いて見られる｡そこでは､優れたモデルとのつながりを有する似

像をイメージさせる物語を子どもに対して語り聞かせ受容させる

ことが説かれているが､この受容によって子どもの魂にあるべき

｢型｣(TJTTOSl)が形成されるのである｡テユボスは､このように

魂に刻印された型であると同時に､刻印する物語の側が有する型

でもある｡またこの型は､子どもに受容されるべき物語を定める

規範としての型ともされる｡こうして､テユボスは受容における

モデルと似像のつながりの原理として機能しているZl｡さらに

この受容によって魂の内に獲得された型は､その魂の成長を通し

て､自ら ｢似像｣を積極的に受容する能動性を方向づける型とな

り､ひいては､イデアに向かう志向性の萌芽にもつながっている

のである22｡

現れに対する態度が､受動的なものに終わらず､それに応答す

る能動的なはたらきかけとしての眼差しを備えるに至る可能性を

見定めていくための基本的問題点をプラトンの思索のうちに見る

ことができるだろう｡この問題についての考察を展開していくた

めの手がかりとして､ここではさらに､現れとそれに対崎する人

間との関係をめぐる西洋の批判精神の伝統を参考にしていこう｡

Il.現れの受容からの動態

『国家』の ｢洞窟の比喰｣においては､哲学者が投影の仕組み

を見破り洞窟から脱出する過程が描かれる｡そのきっかけは､そ

れまで影の方ばかりを見ていた囚人が､縛めを解かれてから後を

向いて影の投射装置を把握し理解することにあるO彼はその時か

ら､影を見ることをある種の奥行きのある眼差しを向けることと

していく仕方を身につける｡目の前の現れを直に物として解して､

そこで眼差しのはたらきを終えさせるのではなく､ある別のとこ
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ろからの投影として把握して､ この別のものとの関係を意識野に

入れた上で影の現前に対峠するようになる｡影という現れの開か

れの可能性を見取ったといえる｡

現れとの応答から新たな展開を始めていくことができるか否

か､という問題は､西洋の伝統的なイメージ論の課題でもあった｡

この伝統的思索には､現れが開かれているか否か､という差異化

の議論を見ることができる｡この議論内容を垣間見ておくことは､

現れをいかにとらえるか､というわれわれの問題の考察に指針を

与えることになるだろう｡プラトンは､『ソフイステス』において､

現れを ｢似像｣(eiKJu)と ｢虚像｣(扉vTCtOLIC()の二種類に区分

している23｡似像においては､モデルのもっている ｢つり合い｣

(ouLALLETPicx)がそのまま与えられている｡似像はモデルとのある

確かなつながりを見る者が捉えることのできる現れであり､現れ

からその漁泉へと辿って遡ることができる｡それに対して､虚像

とは､見る者を欺いて現れ自体が実物であるかのように思いこま

せてしまう現象である｡この虚像とそれを見る者の関係は､プラ

トンの思想の中では､先にみた洞窟の比職における壁に投射され

た影とそれを見る囚人たちの関係､さらには､詩人やソフィスト

の作り出す見かけの現れとそれを受容する者たちとの関係と､類

比的に考えることができるであろう｡

この現れに関する二種頬の区分の伝統を､スユザンヌ･サイ-

ドは､エイド-ロン (ll占O入ov)とエイコーン (eiKhiv)の区別に

注目して説明づける｡サイ-ドは､エイド-ロンが ｢見かけのコ

ピー｣(cop】edel̀apparence)であるのに対して､エイコーンが｢本

質の転置｣(transposltiondel'essence)であるとする｡｢エイ ドー

ロンとそのモデルとの問には表層と意味表現 (signifiant)の同

一性があるが､エイコーンとそれが表象するものとの関係は深い

構造と意味内容 (signifie)のレグェルにある｣ 24とされる.すな

わち､エイド-ロンが表面的な再現としての現れであるのに対し

て､エイコーンは何か別の本質的なものを指示する機能を持って

いるといえる｡この区別は､ホメロスの語法にまで遡るものであ

り､さらには､8･9世紀の聖像破壊論争にも通じる問題であり､

プラトンの現れの扱いもこの伝統にのっとっているとされる25｡

もっとも､プラトンの区分はエイコーン(似像)とフアンタスマ(虚

倭)であり､エイド-ロンは両者の中間的な像とされている.し

かし､このエイド-ロンが､その現れをもたらして見る者を欺き

屈すソフィスト的意図とともに捉えられたとき､フアンタスマと

して表現されて特別に位置づけられたと理解できよう｡その意味

で､プラトンもやはりこの二種類の区分の伝統に立った上で､独
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白の思索を展開したといえる｡

この二種類の現れの区別の伝統が､聖像破壊論争における ｢聖

像破壊者｣と ｢偶像崇拝者｣の区別に通じているとされる｡ここ

では､エイコーンを ｢聖像｣､エイド-ロンを ｢偶像｣と訳すこ

とができる｡注意すべきは､この区別は客観的に決定できるもの

ではなく､同じ聖人を描いた像が､捉え方により､価値づけの高

い ｢聖像｣として見られる場合もあれば､低い ｢偶像｣として見

られる場合もあるということである｡問題は､やはり､見る者の

眼差しに向け方にかかわっているといえる｡聖人像に ｢本質の転

置｣としての重い意味を見出す者にとっては､この像を破壊する

者は､聖像としてのエイコーン (icane)を破壊する者､つまり｢聖

像破壊者｣(lCOnOClastes)である｡しかし他方で､破壊を支持す

る立場の者からすれば､この同じ像を意味のない表層の偶像とし

てのエイ ド-ロン (jdole)とみなしており､この像を崇め大切

にする者は ｢偶像崇拝者｣(idolatres)と批判されることになる｡

このように､見る者の見方によって現れの性格が異なって認

識されてくる｡現れに対峠する者がそこに積極的に関わって､そ

の意味するものを汲みとっていけるか否かという点が､この二種

類の現れの区分する重要な要因になっている｡｢似像｣と ｢虚像｣

とを区分するプラトンも､現れに ｢眼を向けること｣(Ogc()にお

いて見る者がそれを充分に見てとる ｢能力｣(6Jvc(LJIE)を備える

ことになれば､もはや虚像としての現れが解消され､欺かれるこ

とがなくなることの可能性を示唆している26｡咽 家』の洞窟の

比職における囚人の生活は､この ｢能力｣の発揮されていない状

態が描写されたものとみることができよう｡ こうして､ある現れ

の特質とその機能は､現れ自体の客観的性質のみに帰せられる

ものではなく､現れとそれを受容する者､あるいは現象させる者

とのあいだで成立するものである｡ある現れがなにかを指示する

それ自体の質とともに､その現れに対する人間の能動的関わりが､

現れを聞かれたものにする条件となるといえよう｡

さて､再び肖像画をめぐる問題にもどるとすれば､この現れの

開かれの可能性をわれわれに投げかけているもの､否､この投げ

かけそのものが､肖像画という影からの眼差しあるいは (おもざ

し)と言えるのではないだろうか｡影を影として認めて受け入れ

ることは､影という現前の受容を超えて､影のもつ くおもざし)

への応答を可能にし､現前しない何ものかへの問題意識につな

がる｡このとき､影を影として見るわれわれの眼差しの駆動から､

影の側から発される眼差しあるいは (おもざし)の受容へという

二つが段階的に分化しているわけではない｡このはたらきかけと



受け入れは別物ではなく､われわれと肖像画とのあいだの眼差し

の張りつめた交錯として絵画作品自体において切り離し難くある

二つの側面である｡

肖像画を､そこに描かれる人物の内面や生を写し取っているか

否かという観点から評価することができるという考え方もあるだ

ろう｡しかし､じっさいには､モデルの過去の生の経験や内面に

おける思索と感情は､画面上に直接的 ･具体的な形のみで再現で

きるものではなく､表現のなかで見る者によっていわば読み取ら

れるものであることを確認すべきだ｡われわれがモデルの生を感

じることができるとすれば､モデルの内面の問題を真筆に受け入

れる身構えをもっことができるとすれば､それは､われわれの眼

差しが肖像画という現れからの くおもざし)と眼差しと交差して

そこから生まれる新たな展開の場においてでしかない｡それゆえ

にこそ､肖像画からの くおもざし)や眼差しを開かれたものとし

て把握することが重要になる｡このように､作品としての現れは､

われわれの眼差しを力動的にはたらかせていくための場を構成し

ている｡

ある現れの性質は､それを作る者の技術によって客観的に定め

られるものとしてのみ捉えることはできず､洞窟の比倫でもみた

ように､見る者とのあり方に依存している面が強いoこれは､肖

像画の現れにそくして言えば､肖像となる人物の現れとそこから

の眼差しおよび くおもざし)をいかに受けとめつつ､それに応答

して見る者が眼差しをそこにいかに向けるか､という問題に置き

換えて考えることができるだろう｡現代フランスの哲学者ジャン

-リュック･マリオンは､西洋における伝統的な現れの二種類の

区分 (ldoleとicbne)の問題を ｢眼差し｣(regard)の様態から

分析して捉え直している27｡マリオンは､｢眼差しだけが偶像を

つくる｣(leregardseulfal亡Hdole)という｡偶像 (idole)を ｢眼

差しの落下点｣(lepolntdechLlteduregard)とみなすC｢偶像

が現れるとき､目艮差しはすでに停止している｡偶像はこの停止を

具体化している｣｡偶像の現れにおいては､眼差しは見えるもの

の表面上で ｢凝固｣(sefige)してしまって､さらなる動きには

つながらない｡眼差しが見えるもの以外のものへの動態をもたな

いとき､この見えるものが偶像という現れとなる｡偶像を見てい

る眼差しは､偶像をまさに偶像として見ることも､偶像を批判的

にとらえることすらできない状態にあるのである｡それに対して､

聖像 (ic6ne)と眼差しの関係は､より力動的かつ生産的である｡

そこでは､眼差しは見えているものに留まることなく､この現れ

の知覚からさらに精神的能動性をはたらかせていくことになる｡

聖像が表象し得るものは､見えるもののみではなく､見えないも

のも含む｡すなわち､聖像は､｢見えないもの (1'invISible)を見

えないものとして見えるようにする｣｡この現れは､そこに見え

ているものとは異なるもの､つまり見えないもののほうへとわれ

われを誘導する｡マリオンのいうこの ｢見えないもの｣は､先に

みたサイ- ドの議論にそくしていえば､現れのうちに転置された

｢本質｣(1'essence)と捉えることができる｡以上のように､現れ

と目良差しの動態の関係は､現れを見る者の想像力を誘発している

といえるO

結び

現代の絵画は､いわゆるイコンとは異なっていることはたしか

である｡それが肖像画等の人物表現であっても､現在生きている

人々がモデルとすることが多い｡しかし､絵画あるいは広く現れ

全般をめぐる眼差しの動きのあり方と西洋の伝統的な二種類の現

れの区分とを考え合わせるならば､現れと眼差しにかかわる現代

の問題点が浮び上がってくるのではないだろうか｡

現代におけるわれわれの現実認識のあり方の趨勢は､プラト

ンが虚像的現れとそれにかかわる眼差しについて展開した批判と

無関係ではないように患われる｡さまざまな現れの氾濫する現

在､われわれは､現れをもたらしている仕組みを充分に理解する

ことがなく､現れてくるものをその源泉に遡って吟味することな

く､自らの主体性と無関係なものとして眺めて､それに対して

表面的な部分で好悪の判断を下すにとどまることが多いのではな

いか｡現れを自らの主体性において引き受けて､その意味を問い

かけ､そこから想像力を働かせ自己を変容させるという生きた感

覚を失いかけているのではないかCわれわれのまわりの現れの豊

富さに対して､かえってわれわれ自身の想像力が貧困になってき

ているという皮肉な状況は､たとえば過去の出来事の悲惨さをイ

メージ表象を通じて伝えようとする試みが次第に困難になってき

ているという事実とも重なってきてしまっているように思える｡

ショッキングでセンセーショナルなイメージの氾握と､その現

れを実感のあまり伴わない外的立場から皮相的に受容することに

慣れている現代人においては､ほんとうの恐ろしさと痛みに対す

る想像力や､イメージとして表現されたものへの共感が欠如しが

ちであるように思われる｡また､豊富な現れの前で､われわれの

眼差しは､マリオンのいうように ｢凝固｣してしまい､見えるも

のからそこに示唆された意味を吸みとろうとする想像力のはたら

きが､逆に､貧困になっているのではないか｡そのために､背後
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に切実な ｢本質｣を学んだ現れに対して､その本質に向けた眼差

しのはたらき､あるいは想像力の発揮を停止させてはいないか｡

現れの受容におけるこうした態度の取り方は､結果として､現代

の現れが､エイコーンすなわち本質へのつながりをもったものよ

りも､エイド-ロン (英語ではldol､つまり ｢アイ ドル｣)として､

その場限りの無反省な感情とともに受けとられている場合が多く

なっていることを示しているように思える｡現代において､われ

われの眼差しは現れの表面で滞留してしまいやすい状況にある｡

現れと眼差しとをめぐる現代の問題は､視覚的に作品を提示す

る造形芸術において常に問いなおされるべきものである｡制作す

る者の眼差しが､描くという行為の深まりにおいて､作品からの

訴えかけるはたらきと鑑賞する者の眼差しとを繋ぎとめて､それ

らの交流と交差を可能にしていくことによって､現れの受容から

はじまる想像力の駆動そのものを実現させていくことができるの

ではないだろうか｡見る者を巻き込んでゆく眼差しの交流の強度

と密度とが作品の質ともなる｡現れの氾濫の中での芸術表現のさ

らなる可能性を切り開いていくためには､われわれと現れとのあ

いだの眼差しの交通を活発化していくことが望まれる｡
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