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序章

　21世紀に、写真はたいへん貴重なものとされ、尊重されるようになり、人

の心を惹きつけるようになりました。19世紀には過去の魔力を破壊するもの

と思われていた写真ですが、21世紀には、その魔力を保護する神聖な場所だ

と考えられるようになったのです。あらゆるネガは、それが 19世紀のもので

あれ 20世紀のものであれ、被写体が遠くにあり古びているという価値を機械

的に授けられている。写し出された場所や存在が物理的に破壊されている場

合、とりわけそのように言えるでしょう。性急さが支配する今、「持続」が作り

出す多くのもの、特に記憶、期待、緩慢さといったものがなくなりつつありま

す。そこで、銀板写真 1  が、私たちに欠けている「持続的」時間をもたらして

くれるというわけです。

　したがって、写真は本質的に「持続に関わる」ものと言ってよいかと思いま

1 銀板写真とは、一般に、銀板にヨウ素蒸気をかけて感光化し、カメラの所定の位

置において露光した後、現像するといった工程を経て得られる写真のことだが、ここ

では感光板やフィルムを必要とする旧来の写真の意味として使われている。デジタル

写真は、この講演では議論の対象とならない。尚、本稿の註はすべて訳者によるも

のである。以下、写真家や撮影機器に関する註で記述する情報については、次に挙

げる文献などを適宜参照した。John HANNAVY (dir), Encyclopedia of Nineteenth-Century 
Photography, vol. 1, New York / London, Routledgem 2008; Michel FRIZOT (dir.), Nouvelle 
histoire de la photographie, Paris, Larousse, 2001.



－ 80－

浅間  哲平・ 大木  　勲

す。しかし、この媒体は、持続という現象が本来持っていた広がりを、そのま

ま復元するわけではありません。持続が作る複数の形態のうちの一つ、すなわ

ち瞬間を目に見えるものとするのです。写真は、瞬間を、その短さと濃密さと

ともに形にしてくれるのです。写真を瞬間の技術と見なすことは、確かに極め

て凡庸な所作ではあります。しかしそのことは、写真に含まれる複数の層を、

まさにその瞬間との関係において見分ける必要があると主張する妨げにはなり

ません。時間のいくつかの特徴を識別すること、そして写真が形にする瞬間の

中でそれらの特徴がそれぞれどのように重なり合うのかを理解すること、そう

いったことについて今日はお話ししたいと思っています。写真が形にする瞬間

は、実際のところ私には、時間がもたらす三つの性質の合流点に位置するよう

に思えるのです。つまり、被写体が実際に存在したということを示す「歴史的

時間」、カメラという装置に由来する「機械的時間」、そして写真の画像に対す

る計算と構成から生まれる「美的時間」です。はじめの二つの性質には、常に

受動的な側面があります。というのも、これらの時間の性質は、時代によって

左右されるものであって人が修正することはできないものだからです。一枚の

写真は、撮影された時点以外の別の時点を表すことはできませんし、その時代

に存在する技術を用いた手段でしか撮影ができないわけです。それに対して、

最後に述べた時間の性質は、ときに感じられないほど弱いものであったとして

も、撮影者の意図、自由、そして発想に起因するもので、先に挙げた二つの性

質がもたらす規制を逆手にとって利用することにより生じるものなのです。

1：歴史的時間

　第一の時間の性質、つまり歴史にまつわる時間の性質を説明するために、さ

しあたってはロラン・バルト 2  から出発したいと思います。バルトは最初期

2 ロラン・バルト（1915-1980）、フランスの文学者、批評家。文学作品や文化事象

を通してあらわれる記号体系の分析などにより知られる。



－ 81－

写真がもたらす三つの時間

の写真機を、「見るものとしての置き時計 3」という美しい比喩を用いて表現し

ていたことが知られています。なぜ置き時計と比べられるかというと、最初期

の写真機は木と銅でできていて、置き時計と同じぐらいに大きなもので風変り

な外観をしていたからです。しかし、それ以上に写真は、写し出す瞬間に潜む

「時を示す 4」という理由で「見るものとしての置き時計」と比べられるのです。

もっと言えば、写真というものは、まさしくそれ以外のものではあり得ないの

です。カロタイプ 5  の発明者タルボット 6  は、その著作『自然の鉛筆』の中で

写真が時間を視覚化することについて触れていて、限定的ではありますが一定

の効果をそこに見て取りました。タルボットによれば、撮影のときに気づかな

かった細部がネガに写りこんでいて、現像するときにそれを発見することはよ

くあるそうですが、その中でもっとも驚いたのは、時計の文字盤が写りこんで

いて、その写真がいつ撮影されたのかがわかったケースだったとのことです［画

像 1］7。タルボットは、このような特殊な事例だけではなく、「写真はいつも時

間を視覚化する」と言うべきだったと私は思います。というのも、時計が撮影

時刻を示していなかったとしても、写真というものはいつも、写し出す瞬間が

含み持つ歴史的時間を告げているからです。二重の意味で時を告げるのだと言

えます。写真は写っている人間がどの時代に属しているかを明らかにし、彼ら

の顔つき、服装、身体の有り様や街や建物の状態がいつのものなのかを示して

います。だから私たちは、純粋に歴史的関心から、19世紀の写真に写ってい

る、砂でおおわれたままの上エジプトの寺院を見ることになります［画像 2］。
また、1881年のパリの街路で起きた情景に興味をひかれることもあるでしょ

3 ロラン・バルト、『明るい部屋 写真についての覚書』（花輪光訳）、みすず書房、

1985年、26頁。本講演の趣旨に合わせるため、新たに訳出した。

4 「時を示す（donner l’heure）」は、何時かと尋ねられて「時間を教える」といった状

況で使われる慣用句。

5 すなわち紙焼き写真（photo-papier）。
6 ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット（1800-1877）、イギリスの科学者。

感光紙を用いた写真技術の発明で知られる。主著に、世界初の写真集とも評される『自

然の鉛筆』（1846）がある。カロタイプは、短い露光時間と複製の容易さを特徴とした。  
7 すべての写真画像は、論考の末尾に配置した。
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う［画像 3］。同じような関心から、襟なしシャツを着て、心臓の上に手をあて

ているバルザック 8  の肖像が、徒刑囚か、これから首をはねられる罪人のよ

うだと思って感心するわけです［画像 4］。

　写真を通して見れば、私たちには、20世紀さえ同様に歴史的なものに見え

てきます。アジェ 9  の撮影した劣悪な環境にある家［画像 5］とスティーグリッ

ツ 10  の撮影した雪の中を進む馬車［画像 6］などが例に挙げられます。比較的、

時間に左右されないと言える対象、例えば木や空を写している場合においても、

その写真は技術様式によって、対象がいつのものであるかを示していると言え

ます。カロタイプの不鮮明さが醸し出す熱気、それに対する、版画のように鮮

明なダゲレオタイプ 11  の正確性。あるいはプリントの色あいや長い露出時間

のせいでこわばったモデルの様子などが例として挙げられます。これらの特徴

は、撮影の日付を特定するまではいきませんが、その時代を特定し、実際、こ

ういった技術の歴史を示すときのサンプルとして使われているのです。

　したがって、すべての写真は過去について語っていると言えるでしょう。し

かし、そこには、二つの異なった過去との関係があることも言っておかなけれ

ばなりません。フランス語では、これを例示するのに打ってつけな、二つの異

なる動詞の時制があります。単純過去と複合過去です。第一の場合では、過去

8 オノレ・ド・バルザック（1799-1850）、フランスの小説家。「人間喜劇」で知られ

る。ナポレオンを思わせるポーズで直立し遠くを見つめる肖像写真が残されている。

9 ジャン = ウジェーヌ・アジェ（1857-1927）、フランスの写真家。俳優や画家を志

した後に、芸術家のための写真資料作成を本業とした。資料としての多様さと画像の

正確さのみを追求した写真群でありながら、1920年代以降にはその芸術的価値が作

家たちの注目を集め、美学的言説に取り込まれていく。

10 アルフレッド・スティーグリッツ（1864-1946）、アメリカの写真家。芸術として

の写真を追求するピクトリアリズムを経て、写真ならではの表現を確立するべくスト

リートフォトグラフィーを提唱する。写真と芸術をめぐる著述活動やギャラリー経営

によっても多くの業績を残した。

11 1839年、ダゲールによって発表された銀板写真技術。複製は不可能ながら、鮮明

な画像を得ることができる。ダゲールについては次の註を参照。
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は私たちからまったく切り離されており、客観的な事柄の集合のように見えま

す。それは、歴史的建造物や史料が、私たちの目には客観的なものとして見え

ることと似ています。第二の場合では、過去は思い出の中のものと同じように

私たちの心を動かし、私たちの現在に影響するように思えます。ところで、こ

れら二つの過去に対する関係のあり方は、異なった対象に反映されるわけでは

ありません。二つの関係のあり方は、同じ瞬間を分かち合っているのです。私

が対象に向ける視線のあり方によって、写されている対象は、異なる時間的価

値を帯びます。意識的にであれ無意識的にであれ、すべての写真は、現実を「自

動的に」保存している、そういった面に関心を向けるとします。そのようなと

き、写真が写しているちょっとした細部に私は目を向けることになりますが、

その細部の価値と言えば、それがかつて存在したが今はもう存在しないという

ことに過ぎないのです。その一方で、過去の瞬間が影響力をもち、私のところ

までやってきて他の瞬間と共鳴しながら私の中に入り込んでくる、そういった

ことも（ときには）あるわけです。

　だから、写真の展覧会を訪れるのはいつも、興味深くありながらもとるに足

りないものとなりうるのです。美的・感情的興味をまったく持てなくても、そ

こには常に、近くであれ遠くであれ過去についての「情報」が認められるわけ

ですし、特に有用性のない、しかし私の好奇心を満たしてくれるような「情報」

があるからです。パリ・コミューンのときに銃殺された人々を写した、匿名の

写真家による一枚の写真を見てみましょう［画像 7］。二つのことに驚かされま

す。この人たちが入れられた棺桶の貧相さ、そして、これらの人たちの背が比

較的小さいということにびっくりするのです。彼らは死んでから小さくなって

しまったのか、あるいは、これは食糧事情の悪さと当時の「民衆」が陥ってい

たに違いない貧しさを示しているのだろうか、そのように自問するわけです。

私は、人々が生きている様子についての情報をこの写真に見出します。こう

いった情報は、私の興味を引くのです。しかし、それは一瞬のことでしかあり

ません。というのも、これらの情報は、過去についてのある種のイメージを私
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の中に形作るだけだからです。この過去は閉じている過去、つまり記録であり、

単純過去なのです。しかし、私の視線が少しでも深まりさえすれば、同じ写真

は他の特徴によって私を感動させることもできます。この写真については、陳

列されている死体がなにも身に着けていないという事実や、不吉な狩りの記録

のように棺桶を集めて並べる不可思議な提示方法がとられていることを指摘で

きますが、私はここに、人類の記憶に残る残酷な出来事がこれから起こるだろ

うという予兆を、あるいは、逆にそのような残酷な出来事が既に起こってしまっ

ていたという証明を見ることにします。それによって、私は感動し、その感動

が私の中で響きつけることになるわけです。なぜならば、そこに孤立した事件

を見るのではなく、民衆に対して起こったおびただしい数の鎮圧や、人類に対

する非人間的な扱いについての不吉な予兆を見ることができるからです。し

たがって、私にとっては、撮影された同じ瞬間が記録としての時間と記憶とし

ての時間の双方に分割されることがあるのです。だからと言って、画像の同じ

側面がこれらの二つの時間の性質を奪い合うわけではありません。写真のある

一つの側面は純粋な知識に帰属し、もう一つの側面は「トラウマ」に帰属する。

それが集団的な広がりを持っているにせよ、より個人的な次元に位置するにせ

よ、「トラウマ」をもたらす、そのような写真があるのです。

　写真の残す印象から引き出されるこの二つの結果において「自然に」問題と

なるもの、それは結局のところ歴史学の分野においてはよく知られた問題意識

です。歴史学の任務は過ぎ去った時間の記録を収集すること、それから、これ

らの褪せてしまった印象に意味を与え、ときにはそれを想像力によって甦らせ

ようとすること、以上の二つであると言われています。写真は、「自動化され

た記録」として史料が持つ生来の欠点、つまりそれ自身では意味を引き出すこ

とができない、事実を指し示すがなにも意味することがない、そのような欠

点をより深刻なものとして引き継いでいるのです。写真は選ぶということがな

く、撮影時の「偶然によって」すべてをまるでなんの考えもないかのように写

し出しますが、そのことによって「愚か」であり、だからこそ意味深くもある
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のです。その意味するところが豊かすぎると言ってもよいでしょう。しかし、

長い間保管され誰かが問いかけなければなにも答えてはくれない記録のよう

に、写真は意味を担う可能性をはらんでいるのです。意味を担うためには、生

き生きとした関係の網の目を復元するだけで足りるのですから、写真は、私た

ちを感動させることもあるわけです。

2：機械的時間（あるいは装置の時間）

　しかし、これらの二つの歴史の様態、つまり記録と記憶という様態を指摘す

るだけでは、写真が写し出す瞬間のすべての有り様を汲みつくしたことにはな

りません。実際のところ、写し出された瞬間とは、被写体に対する歴史的関係

によって定められるだけではありません。それは写真固有の時間、つまり、物

理的・光学的・化学的装置の効果から生まれるものでもあって、その効果はい

かなる生きた経験にも、いかなる感覚的な体験にも、またいかなる客観的な世

界にも還元されないものなのです。機械がもたらす時間体系に由来する非現実

的時間、それが写真固有の時間です。ダゲール 12  が 1839年に撮影したタンプ

ル通りには、奇妙なほど人がいないということがしばしば言われてきました［画

像 8］（はじめてこの点に気がついた人物は、電信機を発明したモールス 13  に他

なりません。モールスはダゲールのネガを見て、そこに人がいないことを指摘

しました）。この写真に写っている唯一の生きた人間は靴磨きの客で、靴を磨か

せるため、露出時間のあいだ、意図せず、そこにじっとしていたわけです。事

情があって動かなかったというこの事実が、彼の姿だけを目に見えるものとし

たのです。逆に、馬や馬車、通行人、つまり、すべての「速く動く」存在は感光

板に像を残すことができなかった。およそ半世紀にわたって、動くものは、ど

12 ルイ・ジャック・マンデ・ダゲール（1787-1851）、フランスの写真家。絵画やジ

オラマ製作の道を経た後、ダゲレオタイプの名で知られる銀板写真技術を考案した。

13 サミュエル・モールス（1791-1872）、アメリカの発明家。文字を符号化して送受

信するための有線電気通信技術を確立した。画家としても知られている。
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んなに遅いものであっても、写真の視野から追い出されてきたのです。したがっ

て、写真は、まずは瞬間が数時間・数分という単位で計られる、私たちの世界

とはまったく異なる時間の尺度に従うものでした。それは建造物の時間、ある

いはせいぜいのところ植物の時間であって、像や壁や木々が生きる時間です（そ

れでさえも、風が揺り動かさないという条件がつくわけですが）。ここで問題に

なっているのは、近代以前を特徴づける「動きの遅い」世界であり、そこでは都

市の活動や迅速な交通は「なにも像を残さない」のです。古来のゆったりとした

世界、蒸気船や汽車を生み出した近代の世界よりもはるか以前の世界こそ、写

真についての考古学が私たちに教えるものなのです。ダゲレオタイプに備わっ

ていた感度は、私たちの目に見える世界の模様を、暫定的にであれ作り直しま

した。カメラは、人間の目に写る残像とはまったく異なる残像を写す一種の人

工的な眼で、このカメラという眼が、進化のそれぞれの段階で見えるものを決

定してきたのです。ダゲレオタイプは人間の視線に、この機器が感知するかし

ないかという基準を課し、現実をフィルターにかけたのです。感光板の感度が

悪いせいで、写真によって写し出された世界では、見えるはずの存在が消えて

しまい、道には人も動物もいなくなりました。あるいは、アジェの写真に見ら

れる透き通った亡霊のように、行き交う人々は見えるか見えないかの、ごく淡い、

実体のないものとして撮影されることもありました［画像 9］。ベンヤミン 14  が

論じることになるショーウィンドや「パサージュ」に写りこんだ亡霊とは、もの

珍しそうに対物レンズをのぞき込んで、すぐに去っていった者たちなのです。

　アンドレ・グンテールは博士論文『スナップ写真の征服 15』において、より「速

く動く」対象をとらえ写真のヴィジョンを人間のヴィジョンに近づける、その

ような技術的成果について解説を加えています。グンテールによれば、1850

14 ヴァルター・ベンヤミン（1892-1940）、ドイツの文芸批評家、思想家。文学論か

ら写真論、都市論に至る幅広い考察により知られ、後世の著述家に影響を与えた。

15 André GUNTHERT, La Conquête de l’instantané. Archéologie de l’imaginaire 
photographique en France (1841-1895), Thèse de doctorat d’histoire de l’art, École des Hautes 
Études en Sciences sociales, 1999 (http://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/36006/
filename/these-Gunthert-part1.pdf).
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年から 1880年の間に様々な注釈者が一貫して取り上げていた例を見ると、写

真が写し出すべき理想のプログラムを組み立てられるとのことです。それは、

ギャロップで進む馬［画像 10］、猛スピードで走る汽車［画像 11］、押し寄せる

波［画像 12］といった具合です。そういった理想は、既に実現されたものとし

てしばしば提示されるものですが、それと同時に、多くの場合不完全にしかと

らえられていません。いずれにせよ、ここに写真のヴィジョンを「自然なもの

とする」ための努力を見なければなりません。逆説的なのは、スナップ写真が

進化し、動いているものを目に見えるようにするにしたがって、被写体に人工

的で不自然な見た目を与えることになってゆくということです。人の姿はし

ばしば突飛で滑稽なポーズで撮影されました［画像 13］［画像 14］16 ［画像 15］。
スナップ写真は、真実というよりは偶然の産物や予想外の状況を明るみに出す

ことになったのです。それは、好奇心を掻き立て、思いもよらない面白さを生

み出しはしました。しかし、こういった「これまでに見たこともないような」

ポーズは、過去志向と未来志向 17  との統合を描き出し、瞬間そのものに一貫

した意味を与える写真における濃縮された瞬間が、どれほど真正でまた同時に

不自然であるかを考えさせるものです。

　スナップ写真は、見る人に奇妙な印象を与えるというだけでなく、現像技術

の進歩やシャッター機能の進化とともに、不可能だと思われていたことに挑戦

してゆきます。その視野に、人の目には見えないものを入り込ませたのです。

ギャロップで駆ける馬の蹄の位置ですとか、背中から落ちる猫が宙返りして着

地する様子ですとか、飛び込もうとした人が空中で静止する姿ですとか、椅子

の背もたれを飛び越えた瞬間を切り取った有り様ですとか、そのようなものが

スナップ写真の視野の中に入ってきました。しかし、こういった実際にはあり

16 撮影者は、映画の発明者としても知られるリュミエール兄弟の弟ルイ。自らが改

良した写真乾板、通称「青ラベル」の技術を示すため、兄オーギュストをモデルとして、

椅子を飛び越える瞬間を画像に収めた。

17 「過去志向（rétention）」「未来志向（protention）」はフッサールの用語で、現在の認

識が独立したものではなく、直前の瞬間に起きた出来事と直後に生じるべき事象との

時間的連続性を保つものであることを示すために用いられた概念。
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えないポーズは、いかなる現実の時間にも属していません。1880年頃にその

技術的達成を極めたスナップ写真は、瞬間の特性を抹消し、むしろ早く動いて

いたものを固定するのだということを少しずつ明らかにしていきます。動いて

いるものをスナップショットにおさめることは、他のなににも増して固定され

た印象を与えることになったのです。

　ここまで見てきた写真が写し出す瞬間の長短の振幅は、「オブジェとしての時

間」とでも呼べるものを明確にしました。というのも、表象可能性、つまりそ

れらのオブジェが目に見える存在であるかどうかは、撮影の遅さや速さによっ

て決定されるからです。時間のこのような性質は、目に見える現実に対してな

にかを差し引いたり加えたりするわけですが、それは機器がもたらすものに他

なりません。この性質は、機器の完成度によって変化するもので、生きられた

時間には還元されないものだからです。さらにこの性質を吟味するならば、時

間が作り出す複数の世界では、いつも同じ存在が見出せるとは限らないと言う

こともできるでしょう。時間が持っているこういった性質は、機器の性能のみ

に由来します（これは受動的なもので、意志とは関係のないものです）。だから、

厳密な意味では想像力によって作られた性質とは言えませんが、少なくとも現

実の時間が持っている性質とは異なる性質であると言ってよいでしょう。

　スナップ写真が時間を現実とは異なるものにするという事態は、非現実的だ

と受け止められただけではなく、なにかしら破壊的なものとしても感じられて

きました。写真機は完全なものとなり、瞬間を消し去った。それ自身が獰猛な

「クロノス 18」として瞬間を飲み込み、消失の眩暈だけを私たちに残したのです。

瞬間は、それが表象されるまさにそのときに消え去り、表象されるがために消

え去る。写真が写し出す瞬間が持っているこの消失への傾向は、実のところ、

18 ギリシャ語で「時」を意味する名を持つ神格の一つ。その名前は接頭辞として、「ク

ロノグラフ（chronographe）」など、時間にかかわる単語を作る。
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写真の創世記から指摘され続けてきました。写真は瞬間を殺し、すべての現象

を亡霊のようにするというのです。私がここで特に指摘しておきたいのは、い

くつかの写真機がその名前や形態によって、死に関わるというこの特徴を追認

しているように見えるということです。例えばトンプソン 19  によって発案さ

れフランスで 1862年からブリワ 20  によって大量生産された「リヴォルヴァー・

カメラ 21」は、形を見れば明らかなように、サミュエル・コルト 22  が 1836年
に発明した自動拳銃から発想されたものです［画像 16］。このリヴォルヴァー・

カメラは、ジュール・ジャンサン 23  が 1874年に金星の満ち欠けを観察する

ために発明した「リヴォルヴァー式撮影機 24」によって継承され、マレイ 25  が

身体の運動を撮影するために考案した写真銃 26  によって受け継がれてゆきま

した。確かに、これらの機器は連続した写真撮影を可能にするという目的が

19 トンプソン（生没年不詳）、イギリスの発明家。1862年にリヴォルヴァー・カメ

ラのシステムを考案し、特許を取得する。

20 シャルル・アルフレッド・ブリワ（1827-1884）、写真薬品および写真機を専門と

したフランスの科学者。1862年、トンプソンの考案したリヴォルヴァー・カメラを

製作する。

21 回転式写真銃。シャッターを押してから次の撮影準備完了まで、一連の操作が自

動的に行われる。一度の補充につき、4枚の湿板写真を撮影することが可能。

22 サミュエル・コルト（1814-1862）、アメリカの軍人。連射、速射を可能とした改

良型リヴォルヴァー、通称コルト銃を開発する。

23 ピエール・セザール・ジュール・ジャンサン（1824-1907）、フランスの天文学

者。1874年には、金星の日面通過をより正確にとらえるべく自らが改良した撮影

機を携え、日本で観測を行った。この人物については、以下を参照した。Françoise 
LAUNEY, Un Globe-trotter de la physique céleste. L’astronome Jules Janssen, Paris, Vuibert 
/ Observatoire de Paris, 2008; Françoise LAUNEY and Peter D. HINGLEY, « Jules Janssen’s 
‘Revolver Photographique’ and its British Derivative, ‘The Janssen Slide’ », in Journal for the 
History of Astronomy, vol. 36 (2005), p. 57-76.
24 天文現象の観測に用いられた回転式の撮影機。円板型のシャッターと銀板双方の

回転を利用し、72秒間に 48枚の銀板写真を撮影することが可能。

25 エティエンヌ =ジュール・マレイ（1830-1904）、フランスの医師、生理学者。1882年、

カモメの飛翔する様子を写真に収めるため、小銃をモデルとして、連射が可能な手持

ちの写真銃を開発する。

26 円板型のシャッターに連動して、乾板を配置したもう一つの円板が回転する仕組

みによって、1秒間に 12枚の連続写真を撮影することが可能。
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あってリヴォルヴァーのメカニズムを利用しているわけですが、しかし、その

メカニズムを借用した銃器の形を細部に至るまで取り入れていることは指摘す

るに値すると思います。20世紀の 50年代までヨーロッパで人気のあった縁日

の遊びで、撮影行為が破壊という表象を担っているという事態を正確に伝える

ものがあります。「写真射的 27」と呼ばれているもので、銃の射撃と写真撮影を

合わせた遊びです。射撃をする人が的を撃つと、その射撃した本人が写真に写

り、写真の中で動かない画像となって、それが永遠化されるわけです。一枚の

写真が［画像 17］、この遊びに興じているサルトル 28  とシモーヌ・ド・ボーヴォ

ワール 29  の姿を写しています。この遊びでは、射撃する人が、自分自身を動

かないイメージへと変じるわけですが、ここから見て取れるのは、写真撮影と

いう行為には殺すという側面だけではなく、自殺にまつわる側面があるという

ことです。瞬間全般が撮影者によって殺されるというだけではなく、写真家の

生きた瞬間、つまり写真家に固有の時間が殺されているのです。写真家が時間

を死に至らしめるという事態は、同時に自分にとっての時間の死を意味するの

であって、その死の奥底では一つの画像、つまり写真家を射撃者として永遠化

するその画像のみが生き延びることになるのです。

3：美的時間

　想像力によって作り出される写真の時間は、これまで見てきたような「受動

的」に決定される時間の性質（つまり、ある時代のものだと機械的に判断でき

27 20世紀前半に、縁日や遊技場の出し物として流行した。的を射抜くとシャッター

が押され、銃を構えた撃ち手の姿が撮影される。参加者は景品としてその写真を受け

取っていた。

28 ジャン = ポール・サルトル（1905-1980）、フランスの作家、哲学者。ボーヴォワ

ールの事実上の配偶者としても知られる。『嘔吐』に代表される文学作品から、『存在

と無』などの哲学書に至るまで著書多数。

29 シモーヌ・ド・ボーヴォワール（1908-1968）、フランスの作家、哲学者。サルト

ルとならび、自らを実存主義者と称した。女性の歴史的位置について論じた『第二の性』

によって知られる。
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る被写体、機器が要する撮影時間とそこから生まれる効果）を美的に再構成す

ることにおいて、はじめて現れます。時間がもたらす効果を意識し、それらの

条件を利用するための戦略を練った上で構成することにより、完全に計算され

た三番目の時間を作り出そうとすること、そのような作業が写真の中で想像力

による時間を生み出すのです。

　ここから私は、持続するものを一枚の平面図に統合するために写真がとって

きたいくつかの戦略を、ひとつひとつ指摘していくことにします。それぞれの

戦略は、かなり異なった性質を持っているからです。一つ目の戦略は、被写体

が残す痕跡という特徴によって定義することができます。例えば「ぼかし」な

どが、この場合にあたります。二つ目の戦略は、画像の構成にかかわるもので

す。例えば、「いくつかの面を、視界の奥行き 30  に沿って並べていく方法」な

どがこれにあたります。三つ目の戦略は、「連続写真の技法」です。これはマレ

イ以来、運動の様態をとらえるのに使われてきました。

　「ぼかし」は、画像に対して時間を刻み込む上でもっとも初歩的な方法ですが、

私たちの関心を引く性質を持っています。というのも、そこで問題となるのは

撮影された対象ではないからです。近眼でない限りはなにかがぼやっと見える

ことはありませんし、特に強調しておきたいのですが、ある光景の一部だけが

自然にぼやけて見えるということはないわけです。「ぼかし」とは写真に固有の

時間の様態で、長い間、画像の不完全さを意味するものとしてその価値を認め

られなかった撮影効果でした。写真がスナップショットを目指した時点で、ぼ

かしは失敗だと考えられるようになったのです。だからナダール 31  によって

30 写真における「視界の奥行き」を専門的用語では「被写界深度（la profondeur de 
champ）」と言う。被写界深度を深くすることにより、手前側と奥側の複数の平面に焦

点が合っているように見える写真が得られる。

31 ナダール（1820-1910）、フランスの著述家、風刺画家、写真家。肖像写真家とし

て名声を得た後、数多くの芸術家や著名人をカメラに収めた。
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撮影されたボードレール 32  の「ぶれた」写真［画像 18］は、当初、失敗したネ

ガと受け取られたと考えられます。その後、この写真はボードレールの「神経

質な様子」を表している、詩人がポーズをとるときに示した嫌悪を写している、

客観的で「実証的な」露わさに対する拒否を思わせる、そのような理由で称賛

されるようになるのです。

　「ぼかし」は、スナップ写真が技術的に完成してはじめて、時間的意味を勝

ち取りました。鮮明な背景と組み合わされ、画像の中に含まれる時間のほんの

わずかな差を形にすることで、意味をもったのです。「ぼかし」とは、流れる時

間が瞬間の一断面に閉じ込められたときに現れる痕跡なのです。運動から生じ

るぼかしは、実際に私たちが知覚するものを反映してはいません。ぼかしは、

時間の指標ではあるのですが、その指標は自然の中に存在するものを指し示す

ことはないので、私たちはむしろ瞬間の中に潜む持続の恣意的で「慣用的な」

象徴として、それをとらえるのです 33。このぼかしの技法は、造形的にとびぬ

けた効果を生むことがあります。多くの写真家たちは流れるものを写真におさ

めようとしてきましたが、例えば、ここではロバート・マクファーソン 34  の

撮影した『テルニの滝』という素晴らしい写真を例として挙げることができま

す［画像 19］。水が落ちる様子は、流れているというよりは大理石のような密

度と白さを備えていて、乳のようでもあり、鉱物のようでもあり、泡立っても

32 シャルル・ボードレール（1821-1867）、フランスの作家、詩人。とりわけ詩集『悪

の華』によって知られる。母に宛てた 1865年 12 月 23日の書簡では、人物の欠点ま

でを克明に写してしまう写真を批判し、「ぼくが望んでいるのは、正確ではあるけれ

ども、デッサンのような 『ぼかし』のきいた肖像写真なのです」と述べている（『ボー

ドレール全集』（阿部良雄訳）第 6巻、東京、筑摩書房、1993年、 560-561頁）。 訳
は文脈に合わせて変更した。

33 言語学の用語では、「指標（indice）」とは火の存在を示す煙など外的現実と隣接関

係にある記号のことを意味し、「象徴（symbole）」とは交通標識のように外的現実と

慣習的な関係しか持たない記号のことを指す。

34 ロバート・マクファーソン（1814-1872）、スコットランドの画家、写真家。1840
年代には健康上の理由からイタリアへ活動拠点を移し、画家や著述家、画商を経て写

真家の道を歩む。
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いる。水は、これまでになかった物質のように見えるのです。この未知の物質

は、写真が写し出す瞬間にだけ存在しえる物質なのです。20世紀にはウィン・

バロック 35  という写真家がこのような試みを受け継ぎました。バロックは、

太平洋の波が固まった鉱物のまわりで渦巻く様子を撮影し、時間が描く線を表

現しました［画像20］。長い時間をかけて露出することで、波が流れる時間を「緩

慢にし」動かなくさせることになるのですが、その行為は波が持っている時間

の性質と地質の流れが持っている時間の特性を、奇妙なほど近づけることにな

るのです。このように機械が作り出す非現実的な時間を吟味することで、岩を

形作るためにかかった長い時間と波がくだける一瞬の時間、二つの異なる時間

が、想像力によって作られた瞬間においては比較できるものとして表現される

のです（また、この露出時間こそが、撮影を長い間困難な作業にしてきたこと

も忘れずに付け加えておきましょう）。機械が生み出す非現実的な時間は、岩

と波の形態の類似を明るみに出すことで、他の方法では感知できないような共

存を見えるものとしてくれるのです。

　次にいくつかの面を写真上で積み重ねる技法についてお話ししましょう。想

像力による時間を構成する二番目の方法は、同時に起こっている別々の事柄を

前景、中景、後景というように異なる面に並べる方法です。ガリー・ウィノグ

ランド 36  の美しい写真を例にとりましょう［画像 21］。この写真では、ある一

瞬を光が菱形に分割しています。そして、そこには互いに混じり合いそうもな

い三つの時間が同時に存在しているのです。第一の時間は、日の陰った場所で

車椅子に乗ってぐったりと眠っている身体障害者の時間です。第二の時間は、

まるで光の先端の上を進むように写真家に向かってどうどうと歩いてくる女た

35 ウィン・バロック（1902-1975）、アメリカの写真家。歌手として滞在していたパ

リで写真に関心を持つようになる。1940年代から写真家としての活動をはじめ、森

や海などの自然、ならびに女性を被写体とした作品が多く残されている。

36 ガリー・ウィノグランド（1928-1984）、アメリカの写真家。絵画と写真を学び、

1950年代からフリーランスの写真家として活動をはじめた。スナップショットの手

法を駆使して都市の日常や社会風景を切り取った写真が高い評価を受けた。
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ちの時間です。第三の時間は、見た感じおそらく家族であろうと思える集団が、

身体障害者と女たちの作る対比に背を向けてバスを待っている時間です。人生

において誰もが経験する異なった時代と言えるでしょうか。しかし、これはま

た、互いに同質性を持たない主観的な時間であると考えることもできます。物

陰に佇む身体障害者がさらされている忘却という深淵。若くエレガントな女た

ちに約束された輝かしい人生への約束。ほっつき歩く家族がうんざりさせられ

ている停滞。そのように考えれば、この写真は、まるで同じ瞬間のいくつかの

斜断面として提示されているかのようです。この場合にも、写真という媒体に

よって共存と回折 37  が構成されているのです。このような、想像力によって

作り出された構図だけが、大都市で時間の性質がぶつかり合って生み出される

ときに実際に感じられる衝撃を表現することができると言ってよいでしょう。

　最後に、連続写真についてお話しします。この技法は、時間軸においてたい

へん近い複数の瞬間のネガを一連のものとして並べることによって成立する技

法で、映画の誕生を予告するものです。このようなやり方で、写真家のエド

ワード・マイブリッジ 38  は動体写真術 39  を発明し、一つの運動を、連続する

瞬間として写真におさめました。人の走っている様子や馬がギャロップで駆け

る様子、あるいは女が躍る様子などを撮影しています［画像 22］。さらに、こ

の連続写真の技法を、一枚の写真の中で実現しようという試みもありました。

未来派の写真家アントン・ジュリオとアルトゥーロのブラガーリア兄弟 40  が、

37 「回折（diffraction）」とは、波動の伝播が障害物で一部遮られたとき、障害物の陰

の部分にも波動が伝播してゆく現象。ここでは、複数の時間が重なりあっていて、甲

の時間の「陰の部分」に乙の時間のなにがしかが隠れていることを言っている。

38 エドワード・マイブリッジ（1830-1904）、イギリスの写真家。複数の乾板カメラ

を一列に並べ、馬が糸を引きちぎるとシャッターが切られるという仕組みを用いて、

疾走する馬の連続写真を撮影することに成功した。

39 クロノフォトグラフィー。マイブリッジによる動体写真術の着想は、マレイの写

真銃にも影響を与えた。

40 アントン・ジュリオ・ブラガーリア（1890-1960）、イタリアの批評家、芸術家。

未来派による主張を、弟であるアルトゥーロ・ブラガーリア（1893-1962）らとともに、
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1912年から 1913年頃に実験したもので、「フォトディナミズモ」、つまり、「運

動写真 41」という名前で知られています。彼らの探求は、マイブリッジの動体

写真術が運動を「殺し」てしまっているという批判から出発しました。写真を

見る人の目は通常、運動が作り出すいくつかの段階をひとつひとつ追っていく

ことで運動を感じるのですが、ブラガーリア兄弟は、人の目の中で運動を感知

させようとはせず、一枚の停止した画像の中で運動を表現しようとしました。

モデルとなる人を不規則に揺り動かし、その結果、「機械の眼にとっても感知

可能な運動の実質を生み出すこと 42」を目指したのです［画像 23］。この時のブ

ラガーリア兄弟は、未来派が絵画においてとったスタイルを写真の分野で採用

したことになりますが、同じ理由で、絵画にとっての問題にとらわれているこ

とは否めません。

　後に、ブラガーリア兄弟は「半透明でぼやけた姿を連続させ、流れる光線に

よってそれを結びつけることで身体の運動を要約する 43」、そのような画像を

生み出すことを提案しました［画像 24］。ぼかしの技法と連続写真の技法を統

合する、このようなやり方で、兄弟は瞬間の濃密さを表現しようとしたのです。

ここで言う瞬間とは、想像力だけが生み出せるもので、美しさを計算して作り

出そうとするものです。つまり、見えているものを停止させるというスナップ

写真が抱えている問題を、審美的な工夫によって解決することに成功したので

す。こういった工夫は、写真以前に絵画が試みたことではありますが、写真は、

被写体のポーズやその物語的価値のみに頼ることなく、写真固有の方法をもっ

て瞬間に形を与えることこそが自らの目標であると認識したのです。

とりわけ写真の領域において推し進めた。「フォトディナミズモ」を提唱する。

41 フォトディナミズモ、すなわち運動の写真。一枚の写真の中で、運動する被写体

の描く流体的な軌道が表されている。

42 Giovanni LISTA, « L’ombre du geste », in Le Temps d’un mouvement. Aventures et 
mésaventures de l’instant photographique, Paris, Centre national de la photographie, 1986, p. 60.
43 Ibid.
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結論

　写真が写し出す瞬間は、構築された、いくつかの層からなる時間として私た

ちの目の前に現れます。いくつもの要素が絡み合った時間の「層」を分析して

区別すること、つまり、機械的時間と人間的時間を区別し、能動的時間と受動

的時間を区別すること、それはそれで重要なことです。しかし、それぞれ異なっ

た性質を持つ「層」がお互いに重なり合っていることをこそ認めなければなら

ないのです。歴史的なものは、写真が写し出す瞬間の中に必ず「漂っている」

のです。それが審美的に目指されたものであれ、単に主題の中に置かれている

だけであれ、そこに「漂っている」のです。美しさを目指すとされる写真であっ

ても（例えばピクトリアリズム 44  や 1920年代のいわゆるノイエ・フォトグラ

フィー 45  を想起してみて下さい）、その美的意図を観察すれば、歴史上いつの

ものであるのか分かってしまうものです。同様に、写真が写し出す瞬間が含み

持っている装置の時間は、あらゆる美的な試みに機械特有の無機質さを注ぎこ

み、一方ではその計画に限界を設け、また一方でそれを乗り越えるように促し

ます。写真には、ある時点での技術水準により可能となった諸要素、すなわち

露出時間の短さや長さが感じとられるのです。そのようなわけで、写真の写し

出す瞬間は、現実から離れたものであっても時間というものに属しているので

す。それは、他のあらゆる時間の性質と同じように作り出された時間であるこ

とは間違いありません。しかし、想像力による純粋な操作だけでは写真が写し

出す瞬間は生み出せないと言わなければならないのです 46。

44 ピクトリアリズム。主に絵画の方法論を取り入れることによって、写真それ自体

を芸術へと高めることを目指した。

45 ドイツ新興写真。絵画的な表現によらない、独立した芸術としての写真表現を追

求した。

46 翻訳にあたって初稿は浅間が作り、大木が第二稿と訳註を担当した。最後に二人

で決定稿を作成した。
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画像 1： タルボット、「クイーンズ・カレッジ（オックスフォード）の入口」（『自然の

鉛筆』第三部、1845年、図版 13より）、1844年。

画像 2： マキシム・デュ・カン 、「アブ・ジンベル神殿」（『エジプト・ヌビア・パレ

スチナ・シリア』、1852年、図版 106より）、1850年。© Robert O. Dougan 
Collection, Gift of Warner Communications Inc., 1981
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画像 3 ： シャルロ = ブロシエ、「シャトーダン通りの光景」（ギュンテール、『前掲書』、

図版 71より）、1881年、フランス写真協会コレクション所蔵。

画像 4： ルイ＝オーギュスト・ブッソン、「バルザックの肖像」（部分）、1842年、バ

ルザックの家所蔵。
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画像 5： アジェ、「ブロカ通り 93番地の店」、1912年、ニューヨーク近代美術館所蔵。

画像 6： スティーグリッツ、「終点」（『カメラ・ワーク』第 36号、1911年 10月、図

版 XVI より）、1892年。© 2015 Artists Rights Society (ARS), New York
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画像 7： ディスデリ（推定）、「射殺されたパリ・コミューン参加者」、1871年、テキ

サス州立大学オースティン校ハリー・ランソム・センター（ゲルンスハイム

コレクション）所蔵。

画像 8： ダゲール、「タンプル通り」、1839年、バイエルン国立博物館所蔵。
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画像 9： アジェ、「ノナン・ディエール通り」、1900年、バレンシア現代美術館所蔵。

画像10： マイブリッジ、「ギャロップ」（部分）、1878-1881年、J. ポール・ゲティー博

物館所蔵。
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画像 11： F. W. ブラウヴェルト、「時速 53マイルで走るペンシルバニア鉄道」（ギュン

テール、『前掲書』、図版 99より）、1896年、Sirot-Angel コレクション所蔵。

画像 12： ギュスタヴ・ル・グレ、「大波」、1857年、メトロポリタン美術館所蔵。
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画像 13： キム、「毛布上げ」、1888年、フランス写真協会コレクション所蔵。

画像 14： ルイ・リュミエール、無題、1888年、リュミエール研究所所蔵。
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画像 15： C. E. ホルンボー、「ユニス・パッドフィールドの勇敢な乗馬―1905年 7月
4日」、1905年、アメリカ議会図書館所蔵。

画像 16： ブリワ制作の「リヴォルヴァー・カメラ」（1862年）、カナダ国立メディア

博物館所蔵。
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画像 17： ボーヴォワール、「サルトルとボーヴォワール」、1929年。© Jazz Editions / 
Gamma / Gamma-Rapho, Courtesy of The Photographers’ Gallery, London

画像 18： ナダール、「シャルル・ボードレールの肖像」、1855年頃、オルセー美術館

所蔵。© photo musée d’Orsay / rmn
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画像 19： アリナーリ兄弟社、「大理石の滝」（Michel FRIZOT (dir.), op. cit., p. 156より）、

1890年頃、アリナーリ国立写真美術館所蔵。© Alinari-Giraudon

画像 20： ウィン・バロック、「砂浜の少女」（『ヌードを写真撮影する』、1984年、表

紙より）1968年。© 1968 / 2015 Bullock Family Photography LLC. All rights 
reserved.
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画像 21： ガリー・ウィノグランド、「ロサンゼルス」、1969年、フランケルギャラリー

所蔵。© The Estate of Garry Winogrand, Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

画像 22： マイブリッジ、「踊る女」（『動物の運動』、1887年、図版187より）、1884-86年。
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画像 23： ブラガーリア兄弟、「平手打ち」（Fotodinamismo futurista, 1980, p. 65より）、

1912年。

画像 24： ブラガーリア兄弟、「運動写真の女優」（Ibid., p. 91より）、1913年。
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解題

浅　間　哲　平

　ここに訳出した講演「写真がもたらす三つの時間（Les trois temps de la 

photographie）」は、解釈学者として名高いローラン・ジェニー（Laurent JENNY）

が、2014年 11月 10日午後、静岡県立大学で行った講演を翻訳したものであ

る。講演者のローラン・ジェニーは、1949年パリに生まれた。パリ第八大学、

アメリカのいくつかの大学を経て、1980年よりジュネーヴ大学で教鞭をとり、

2014年より同大学名誉教授を務めている。

　ジェニーは、レイモン・ルーセル（1972, 197447）、アントナン・アルトー

（1979）、ジャン・ポーランを対象とした論文をもとに、フランス文学におけ

る「恐怖（terreur）」について論じた論考（1982）で本格的な著作活動をはじめた。

その後、アヴァンギャルド運動に「内面性の終焉」を見る著作（2002）に代表さ

れるように、文学理論・テーマと文学史を総合的に論じる手法を特徴とするよ

うになる。そのひとつの達成として「革命」という比喩を文学史に位置付けよ

うとする野心的な研究を残している（2008）。
　文体論の分野での功績も大きい。ジョルジュ・モリニエやジェラール・ジュ

ネットがそれぞれ言語学や記号学の立場から「文体」を考察しようとしたのに

対して 48、ジェニーは現象学の視点から文学における「文体」に見出される特

殊性（singularité）に注目し（1990, 1993）、同時期に起こった文体論の刷新の一

翼を担った。言語において普遍性に還元できないものを見るというこのような

47 「解題」の最後に、ここで紹介するジェニーの論文・著作を出版年順に列挙してある。

本論考は、学術振興会科学研究費の助成のもとに作成された。

48 Georges MOLINIÉ, Éléments de stylistique française, Paris, P.U.F., 1986 および Gérard 
GENETTE, Fiction et Diction, Paris, Seuil, 1991（ジェラール・ジュネット、『フィクショ

ンとディクション』（和泉涼一、尾河直哉訳）、東京、水声社、2004）を参照。
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姿勢は、ジェニーの草稿研究批判（1996）にも貫かれている。書くという行為（エ

クリチュール）に「生成」していくものを見るとしていた草稿研究が、いつの間

にかフロベールやプルーストの「下書き」に書かれたものを同定していく作業

に堕していく、あるいは、せいぜいのところ作者の残した「痕跡」を書かれた

ものへと恣意的に変換しているというジェニーの批判は、激しい論争を巻き起

こした（そして、解決を見たとは言えないのが現状であろう 49）。

　近年のジェニーの関心は、広い意味での美学に傾いている。それは、例えば、

プルーストにおける芸術と人世の関係を論じた論文（2010）において顕著であ

り、また、なによりも「美しい人生」を讃え、日常生活の中での芸術作品の役

割を論じた近作（2013）に見られる傾向である。もともとシュールレアリスム

の詩人やロジェ・カイヨワ、ピエール・クロソウスキーなど、文字とイメージ

の関係を探求した作家たちについての仕事（1988, 1992, 1999）は広く知られて

いた。この著作でも、ボードレール、サルトル、アンリ・ミショーといった文

学においてイメージを考察する上で、決まってとりあげられる作家たちが引用

されている。だが、特筆すべきは繰り返し参照されるプルーストについての考

察だろう。この解題では、プルーストの有名なシャルダン論についての秀逸な

分析があることを紹介するだけではなく、冒頭でジェニー自身がトスカーナで

見た（とされる）情景がベノッツォ・ゴッツォリの『三賢者』50  と比較されると

きに、『失われた時を求めて』のある箇所への目配せがあることを指摘しておき

たい 51。ここで問題とされているのは、プルーストがどのような絵画を喚起し

ているかというような意味での、芸術と人世の関係では（もちろん）ない。そ

うではなく、私たちが生きた経験の中にどれだけ芸術が根差しているのか、私

たちの「見る」という行為が既にある作品の「見方」と関係せざるを得ないとい

49 この点については、次の論考を参照。鎌田隆行、「解釈の問題に試される生成批

評」、『哲学的解釈学からテクスト解釈学へ』、2012年、名古屋大学大学院文学研究科、

181-186頁。

50 メディチ・リカルディ宮マギ礼拝堂（フィレンツェ）にあるフレスコ画。

51 À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. 525. 
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う現代的事態こそが、考察されているのだ。現在、ジェニーはマチス論を準備

しているということだが、その仕事もこのような問題意識から生まれるものに

違いない。

　以上の三系列の著作活動を振り返った上で、本講演の内容を検討してみるな

らば、これは最後の系列に位置付けられると言って良さそうだ。詳しくは本文

を読んでいただくとして、本稿では簡単に内容を紹介しておくことにする。

　本講演で、ジェニーは写真における「時間」に対して三通りの区分を提案する。

第一に、「歴史的時間」。つまり、被写体と、それが写った写真を見る鑑賞者に

関係する時間である。タルボットの写真が、写りこんだ時計により撮影の「時

間」を示しているという事例からはじまり、アジェの写真が、その不鮮明さに

よって撮影の時代を特定できるという事例まで、被写体がいつ撮影されたのか、

写真を見る者は知ろうとする。だから、写真から読み取れるのは鑑賞者の過去

への関わり方であって、資料として写真を見るのか、あるいは、写真から意味

を取り出そうとするのか、二つのあり方が考えられるのだと言う。つまり、写

真は記録であり、また記憶であるのだ。

　第二にとりあげられる時間は、「機械的時間」と名づけられている。ダゲール

の写真には動いているものが写らなかったというよく知られた事例から、ス

ナップ写真の進歩とともに人間の目には捕捉できない物体の運動が停止した映

像として私たちの目の前に現れるようになるという事例へと、二つの対照的な

事例が論じられている。つまり、ダゲレオタイプからスナップショットへと進

化する撮影「機械」が写真における時間を決定してきたというのだ。目に見え

ていたものが写真としては残らなかったという状況が、目に見えないものすら

も写真として残される状態へと変化していった写真史における最終的様態が、

写真射的という銃の形をした写真機で自分たちのポートレートを写そうとして

いるサルトルとボーヴォワールの映像ということになる。機械が決定する写真

の時間があるという考えのもとでは、撮影において人間が果たす役割はひとま

ず括弧に入れられる。そのような手続きを踏むとき、撮影者自身が撮影行為の
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ために動かない画像として固定される写真射的が提示するイメージは、撮影者

の象徴的な死を表すと同時に、撮影という営みの中で人間の占める位置がもは

や存在しない事態をこれ以上なく的確に表現しているというのだ。写真の進歩

の中で見え隠れする「人間の死」は、写真射的がもたらすこのイメージの中で

もっとも露わになる。ジェニーはそのように喝破する。

　最後に、「美的時間」について具体的な写真をもとに論じられている。ここで

分析の対象となるのは、ぼかし、画像構成、連続写真という三通りの技法である。

ぼかしは、当初、撮影に失敗し、「ピンぼけ」した写真として受け止められてき

たが、それを効果として狙った写真、特に流れるものを撮影しようという試み

で利用される技法として発達した。ここでは、写真は被写体の存在に依存しな

いものとされ、機械技術がもたらす純粋な効果としてのぼかしが検討されるこ

とになる。画像を構成する技術においては、逆に、写真を見る者の過去への関

わり方が構築されていると指摘される。都市の情景を撮影したガリー・ウィノ

グランドの写真がとらえているのは、複数の存在の中に流れる時間であり、そ

れを一枚の写真において構成することができるのは撮影者というよりは鑑賞者

として「歴史的時間」を配分しているからなのだという。最後に分析される連

続写真は、以上のぼかしと構成の技法の統合として考えられている。つまり、

「歴史的時間」と「機械的時間」双方に対する戦略として、連続写真はあるとい

うのだ。この見解を例証するために、イタリア未来派の写真がとりあげられる。

絵画だけではなく写真においても、メディアに対する文字通り反省的な思考か

ら、未来派の作品は生み出されたのだと説明される。ジェニーは、「文体」にお

ける考察と同様に、写真を撮影者（あるいは撮影機械）と鑑賞者という双方の

見方から現象学的に考察し、写真における三つの時間の重なり合いを指摘する

ことで、この講演を締めくくる。

　誰もが思うように、この講演ではデジタル写真についての議論がなされてい

ない。講演後の質疑応答ではこの点についての質問があり、ジェニーは答えな

かったが、フィルム写真という現象が終焉を迎えたからこそ、現象を歴史的な
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ものとしてとらえ、それをひとつの総体として分析することが可能になった、

と言うこともできるかと思う。実際、講演は記録としての写真から記憶として

の写真へと考察が進み、ダゲレオタイプからスナップショットへと論が展開し

ていくというように、極めて分析的なものであった。ここに、ジェニーの得意

とする概念の歴史を紐解くという手法が存分に発揮されている。

　講演の前の週末、日本平の森を散策しながら、まだまだ健脚を誇るジェニー

先生からお話を聞く機会があった。そこで、先生はご自分が「ジュネーヴ学

派」に属していると考えているかと聞いてみた。コンピューターによって大量

のコーパスを渉猟できるようになった（と称する）ハイパーテクストの分析や、

イデオロギーを言い立てることを主眼にした（アメリカのいくつかの大学に代

表される）原典を顧みない批評を託ちつつ、先生は、もし「ジュネーヴ学派」と

いうものが存在するとしたら、それは「よく読む」ことを旨とする集団がある

とすればだという返事をくださった。論争的な姿勢を失わず、それでも私のよ

うな不肖な弟子の不躾な質問にも答えてくださる、それがローラン・ジェニー

先生の人柄だと思う。「写真がもたらす三つの時間」は、「読む」ことに徹底的に

こだわった先生の姿勢がうかがえる素晴らしい講演であった。私は、静岡県立

大学に赴任して一年目。教師という立場で、この講演を通訳することになった。

先生にそのような姿を見せることで、学恩に対するささやかな恩返しになった

のではないかと思っている。なお、大木勲さん、田中柊子さん、中村翠さん、

長谷川晶子さんといった日本・ジュネーヴ学派の仲間たちが、講演の準備に手

を貸してくださった。心からお礼を申し上げたい。
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