
167

アガンベンのメシアニズム

長島　皓平 
（萩原研究会 4 年）
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序

本稿は、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンの思想の内実を同定しそれ

に批判を加えることを目標としている。結論から述べると、本稿におけるアガン

ベン批判は決定的なものではない。しかしながら、アガンベンの思想を整理する

にあたって、これまで様々な方面から加えられたアガンベンに対する批判のいく

つかを解消することが可能となっただけでなく、これからのアガンベン研究に寄

与することのできる地盤整備はできたと自負する。アガンベンは『思考の潜勢力』

に収められている論文「ヴァルター・ベンヤミンと魔的なもの」において、ベン

ヤミン思想の体系性を指摘していたが、アガンベン自身の概念群もメシアニズム

という布置連関のもとに体系性を有しているということを、僅かにでも明らかに

することができれば本稿の目的としては十分である。

精力的に執筆活動を続けるアガンベンの著作数は数十に上るが、アガンベンの

研究対象は一貫しており、それゆえ本稿においても、様々な時期の多様な文献を、

その思想の変遷を考慮することなく扱うことが可能であった。

領域横断的な多様性を有するアガンベンの思想は、一見すると理解し難いもの

であるが、メシアニズムという観点から簡潔に理解されうる。我々は、彼の核心

である形而上学についての考察から出発することにする。

Ⅰ　形而上学

人間の潜勢力の偉大さは―それは悲惨さでもあるが―、それが何よりも

まず、現勢力に移行しないことができる潜勢力、暗闇のための潜勢力でもあ

るということである。1）

偶然性というのは可能なもの、不可能なもの、必然的なものと並ぶ様相のひ

とつではない。ひとつの可能性がじっさいに与えられること、潜勢力が潜勢

力として存在する様式である。2）
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1　潜勢力

アリストテレスによる潜勢力（dynamis）と現勢力（energeia）に関する考察を

出発点として、アガンベンは自身の思考を展開する。力と可能性を別のものとし

て思考する近代のパラダイムに慣れてしまっている我々は、容易にこれらの語の

重要性を見逃してしまうのであるが、燃えるものが自ら燃えてしまうことがない

ように、潜勢力をもつ、能力をもつとは欠如をもつことを意味するのである3）。

さらに潜勢力は、自身の変容を被らなければならない潜勢力、例えば赤ん坊がも

つ類的な潜勢力と、そうではない、例えばキタラの演奏家が持つ潜勢力とに分け

られる。重要なのは後者の潜勢力であるのだが、キタラの演奏家がキタラを演奏

していない時にでもキタラの演奏家であることが意味するのは次のことである。

「潜勢力が〈もちよう〉という形、欠如に支配されているという形で存在してい

るということである。現勢力という状態にあって存在していないものにも何らか

の形式や現前がある」4）。つまり構成的に人間の活動は、すべて活動しないこと

ができるということであるのだ（このため潜勢力においては、「しないことができる」

と「することができる」は矛盾しないが、モードにおける否定、つまり「することがで

きる」と「することができない」は依然として矛盾である）。しかしながら、アガン

ベンによるアリストテレスの読解において、非の潜勢力の存在が問題を複雑にす

る。非の潜勢力（adynamia）は、現勢力にならない潜勢力を意味する。いわば、

オフにしておく能力である非の潜勢力であるが、これが人間を存在することもし

ないこともできる、なすこともなさないこともできるという両義的なものにして

いる。ところで、潜勢力から現勢力への移行はどのようにしてなされるかという

問いに対して、「潜勢力にあるものは、存在しないという自分の潜勢力（自分の

非潜勢力）を棄却する点においてのみ、現勢力へと移行できる」5）という解答が与

えられるのであるが、しかしながらこの場合における棄却は潜勢力の完成でもあ

る。潜勢力が自体的に現勢力へと移行することも移行しないこともできるのであ

り、現勢力へと移行した後もいまだ潜勢力として存在し続けるということである。

後の章で詳述することになるが、潜勢力と現勢力の関係は、西洋において主権の

パラダイムとなったのであり、アガンベンの思索は、「主権的締め出しという限

界的関係の彼方で存在論や政治を思考する」6）道へと方向づけられている。また、

この潜勢力が現勢化するというプロセスはパウロのメシアニズムにおいても、再

び論ずることになる。
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2　偶然性

存在することができるとともに存在しないことができる存在は、第一哲学に

おいては、偶然的なもの、と呼ばれる7）。

ハーマン・メルヴィルによるバートルビーは偶然性の人であるのだが、これは

法律家の様々な要求に対し「しないほうがいいのですが」という決まり文句に

よって潜勢力でありつづけていることによる。できるかできないか、したいかし

たくないか、ではなくしないほうがいい　I would prefer not toという定式は、

バートルビーを潜勢的なものにあらしめ、彼に偶然性を確保する。

偶然性はライプニッツの様相論におけるような、可能性、不可能性、必然性と

並んで様相のひとつとして数え上げられるような概念ではありえない。何故なら、

偶然性は可能性を可能にするという意味において、特別な様相であるからだ。

この潜勢力と偶然性の概念はアガンベンの思想全体における基調低音として響

き渡っているのだが、本稿においてもこの形式は変わらない。政治、言語そして

メシアニズムと変調を繰り返しながら、常に我々はこの潜勢力と偶然性の解釈の

問題に立ち戻ることになる。常に問題となるのは、存在するのでもなく存在しな

いでもない、存在しないのではないという第三項である。この優れてメシア的な

概念である残りのものこそが、アガンベンの思想において尋常ではない役割を果

たしているのであるが、その詳しい分析は後に回し、まずは政治をアガンベンが

どう論じているのかを一瞥することにする。

Ⅱ　政　治

抑圧された者たちの伝統は、私たちが生きている〈例外状態〉Ausnahmezustand

が実は通常の状態なのだと、私たちに教えている。この教えに適った

歴史の概念を、私たちは手に入れなければならない。それを手にしたとき

にこそ、私たちの課題として、真の例外状態 wirklicher Ausnahmezustand

を出現させるということが、私たちの念頭にありありと浮かんでいるだろ

う。（…）8）
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1　例外状態

アガンベンの思想は、様々な思想家の問題を取り上げ、対決させながら練り上

げられているのであるが、とりわけベンヤミンにその多くを負っている。既に初

期の著作群においても、その傾向は顕著であるが、アガンベンの政治哲学への

「転向」の後も9）、ベンヤミンの影響は甚大である。しかしながら、当座の目的

はアガンベンの政治論を整理することにあるため、アガンベンに影響を与えた思

想、どのようにアガンベンが受容しているのかといった点10）を詳述するのは他

の研究に譲り、以下簡潔にアガンベン自身のテクストを援用しつつ彼の主張を明

確にしていく。

この章では、『ホモ・サケル（以下、HSと略記）』とホモサケルシリーズにおい

て 1のナンバーが付されている『例外状態』における議論を中心に取り扱ってい

く。

アガンベンの思想においては、通常単一の語で理解されている生 vita、lifeが

四つに分節化されている11）。古代ギリシアの区分に倣い、神であれ、動物であれ、

人間であれ、単なる生きているという事実を指し示すゾーエー、善き生といった

場合に想定されるような、特定の質を有した生を意味するビオス、そして古代に

おいてはポリスとオイコスというトポスがそれぞれビオスとゾーエーに振り分け

られていたが、近代のとば口において、ビオスの領域にゾーエーが闖入すること

となった。このアガンベンが「生政治」と名付ける12）事態において、ゾーエー

は剝き出しの生と呼ばれることになる。「（…）剝き出しの生を政治の圏域に含み

こむということが主権権力の―隠されているとはいえ―そもそもの中核をな

していることである」13）。こうした分析の結果明らかにされるのは、その始まり

以来西洋の政治における法的 ―政治的基礎構造が剝き出しの生を作り出すことに

あるという事態である。ところで、シュミット由来の常套句によれば、主権者と

は例外状態に関して決定を下すものであった。シュミット曰く、西洋政治の学問

においてボダン以来主権に関する学説は全く進歩するところがなかったというの

だが、シュミットこそが主権者を例外状態と関係づけ、主権論に大きな影響を与

えたのである。アガンベンは、このシュミットによる主権の概念に修正を迫るの

であるが、それはどのような意味であり、また主権と例外状態、剝き出しの生の

関係はどのようなものであるのか。

例外状態という機構の理解に当たって、例外に与えられる重要性を見逃しては
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ならない。「法が自らの停止をつうじて生けるものを自らのうちに包摂するさい

の原初的機構としての例外状態（…）」14）というゾーエーのビオスへの包含という

事態において機能する例外状態の役割は、規範と例外の関係に関する考察を経る

ことでその意味を獲得する。あらゆる規範は自身の宙吊りを通して例外との関係

を構築するのであるが、この宙吊りによって規範は、一般的でありかつ個別的事

例に適用可能であるというその効力を発揮するのである。このことは次の一節で、

簡潔に表現されている。「例外状態は、規範の欠缺に対応するためではなく、規

範の存在と通常の状況へのその適用可能性を救済する目的で、法秩序の中にひと

つの擬制的な欠缺を開示しようとするものとして現れるのである」15）。このよう

にして、規範の適用可能性を確保する例外は、その具体的な事例への適用可能性

を通して、現実の生の内に法権利自体の参照の枠を創り出し、現実の生を規格化

するのである。さらに、この例外こそが主権の構造であるが故に、主権者は何か

具体的な主体を設定するのではなく、「（…）法権利が生を参照し、法権利事態を

宙吊りにすることによって生を法権利に包含する場としての原初的な構造」16）と

いうことになる17）。

ところで、アガンベンが用いる生の分節化における残りの形象である生の形式

は、上述の剝き出しの生に基礎を置く政治から脱することができた後の我々の生

のことを指すのであるが、具体的には、ホモサケルシリーズ 1『いと高き貧しさ』

と 2『身体の使用』において生の形式が探究される。アガンベンの問題意識とそ

の解決という連関に焦点を当てる本稿では、この点を中心的に扱う事はできない。

しかしながら、生の形式とは潜勢力としての人間の生であるという点を見逃して

はならない18）。このことを理解するにあたり、主権的締め出しをまず取り上げる

必要がある。

2　実効的例外状態

例外化によって構築される規範と例外、法権利と生との関係を、アガンベンは

バディウの用語法に倣い主権的締め出しと名付けている19）。ノモスの原初的な

「法の力」とは、生に対する法的参照を可能にするこの遺棄関係にほかならない

のである。すでに『裸性』における「しないでいられることについて」という章

において、権力が人間の潜勢力にどのように働きかけるのかという問題が主題化

されていた。権力の働きとは人間を、できるという人間の能力から分離させるこ

とであるのだが、その働きは可能性の物質的な条件を奪い去ること、可能性の行
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使を形式的に禁止することによって作用することになる。しかし、権力の能力は

さらにもうひとつの側面を有しており、これこそが本論において最も重要な意味

を有している。それはつまり、権力が人間の「しないでいられること」、潜勢力

に影響を及ぼすということである。能力から引き離された人間は、まだしないで

いられることができる。しかし、潜勢力から引き離された人間は、抵抗する力を

失うのである20）。ベンヤミンがその重要性を初めて世間に知らしめ、アガンベン

においても格別の重要性を有している、カフカの作品における Kは法の潜勢力

に直面し、自身の無能力＝潜勢力を奪われた人間の生にほかならない。

ところで、アレントによって提起された難民のアポリアという問題は、この例

外状態の構造との連関においてこそ思考されるべきである21）。というのも、難民

という形象が明らかにするのは、つまり人間であるというだけで保障されるはず

であった権利が、実際には国民国家の枠組みにおいてにしか保障されないという

事態だからである。このことが明らかにするのは、政治における原初的分裂にほ

かならない。それは、「人間と市民との権利の宣言 Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen」という表題から知ることができるように、生物的な存在

としての人間と政治的な存在である市民が同一のものではないという事実に現れ

ているのだ。さらに、我々の後の考察において重要な意味を獲得するアウシュ

ヴィッツは、この分裂を前にしての排除の徹底化という試みとしても理解されう

る22）が、その詳細な分析は後述する。

『例外状態』において、思想史における文献学的読解の一つの業績として、ま

たアガンベンの思想を方向づけていると思われる決定的な分水嶺として最も重要

な第四章において、シュミットとベンヤミンの論争が取り上げられている。

　例外状態をめぐってベンヤミンとシュミットとのあいだで交わされた論争

において賭けられていたものが何であったのか、いまこそいっそう明確に定

義することができる。論争は、一方でいかなる犠牲を払ってでも法との連関

のうちに保っておかなければならず、他方ではこの連関から容赦なく断ち

切って解き放たなければならないかのような、同一のアノミーの地帯で生じ

ているのである。23）

シュミットにおいては、例外状態は規範の適用可能性を確保するものに留まり、

例外状態が通常の状態に転化する際には、それは機能していないということにな
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る。一方で、第八テーゼにおける例外状態の常態化が意味するのは、もはや、法

と生の区別がつかなくなり24）、いかなる法的外皮をまとうことなく暴力が跳梁す

るアノミーの地帯しか存在しないということである。別の箇所におけるアガンベ

ンの定式化を引用するならば、シュミットの主張が「意味なく効力をもつという

形式の内で無が無際限に存続することを許してしまう不完全なニヒリズム」であ

り、ベンヤミンの主張は「無をさえ無化し、法の内容の彼方で法の形式が価値を

持つことを許さないメシア的ニヒリズム」25）であるのだ。第八テーゼにおける実

効的例外状態の観念はこのラディカルなテーゼと直接的な関係にある。実効的例

外状態を実現することによって、メシアの到来を実現し、生の形式へと突入する

こと、これこそがベンヤミン（そしてアガンベン）の目的にほかならない。しか

しながら、この文脈におけるメシアはキリスト教的な、またユダヤ教的なメシア

とも一致しないのであるが、このメシアの詳細な分析には後の章で行う。

3　政治と存在論

（…）形而上学のアポリアは政治的な本性を示す26）。

（…）問題は政治哲学から第一哲学へと移る27）。

これまでの探究が示すのは、形而上学における潜勢力と現勢力の存在様態は、

構成する権力と構成される権力という政治学における形象との類似によって示さ

れるように、本質的に政治的なものであり、また政治が本質的に形而上学的な営

みであることだ。ベンヤミンが『暴力批判論』において我々に示した「神的暴力」

あるいは「純粋暴力 reine Gewalt」という試み、決して目的―手段連関の内に組

み込まれることのない暴力、この暴力によってのみ法の運命的な、そして魔術的

な連関は解かれうるのであるが、これらは存在論の領域においては純粋な潜勢力、

つまり現勢化され尽くすことなく、現勢力にあってなお存在する潜勢力と一致す

る。

この問題系は言語においても存在する、むしろ言語における問題こそが重要で

あることは「言うとはつねに、法を言うということである」28）という一節からも

明らかである。我々は、アガンベンの思想において言語活動が果たす役割の重要

性を確認する必要があるだろう。
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境界線

アガンベンの同時代人であるアントニオ・ネグリは、「二人のアガンベン」と

いう問題を提起した。政治の基礎構造が、その始まりから剝き出しの生を作り出

すことにあり、生政治の極限としての現代において、政治のパラダイムは強制収

容所であるとアガンベンは喝破する。その一方で、『到来する共同体』において

示されているような無垢な幸福の生（生の形式）を語るアガンベンにおいて、矛

盾が生じているのではないかという批判がそれである29）。HSの解題においてす

らこの点が指摘されているのだが30）、いくつかの先行研究はこの問題に対し、ア

ガンベン自身のテクストに内在する主張を取り上げることによって解答を試みて

いる31）。「二人のアガンベン」を架橋する概念とは言語活動である。哲学はプラ

トンからウィトゲンシュタインに至るまで、言語の問題と無関係ではありえな

かった。さらに、アリストテレスの『政治学』における有名なテーゼによって示

されるように、言語と政治の結びつきは本質的なものであり続けてきた32）。

アガンベンの思想において、形而上学、政治、言語は緊密な連関をなしている。

アガンベンの思想は、ソシュールによるラングとパロールの分節化からデリダに

よる、決定不可能性へといたる脱構築までの現代思想に対する決定的な批判を加

えるのであるが、それは言語論的な意味においてであり、形而上学的な意味にお

いてでもある。卓越した哲学者達の足取りを辿りながらアガンベンは自身の言語

に関する思考を展開していく。Ⅲ章ではその思考を簡潔に要約し、アガンベンの

言語論としてまとめていく。

Ⅲ　言　語

1　否定性

アガンベンは『言語と死』において、西洋哲学の前提であった人間の言語と死

の能力の問題を主題に据える。人間が言葉を話す、死すべき存在であるという前

提は、人間性が否定性によって規定されている、つまり何によっても規定され得

ないこと（無根拠性）へと帰結する。ハイデガーによる人間の「声」の問題を取

り上げることによって再定式化されるこの問いは、現代においてはニヒリズムへ

と展開するのである33）。

猫の「ニャー」や犬の「ワン」のような「声」は人間には存在しない。なぜな
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ら規範の個別事例への適用可能性の場合と同様に、実際の外示におけるある語

（例えば机）が、非外示においても意味をもつことができなければ、つまりパロー

ルにおける語がラングにおいても在るのでなければ、語として機能することはで

きないからである。動物において、この言語の前提化作用は機能しないために、

特定の器官から生じる音が「声」として手つかずであるのだが、人間は非言語的

なもの（ヘーゲルにおける Das diese，ハイデガーにおける da）を言語の前提とし、

補足することによって言語を可能にするのである。

アリストテレスの問題系における第一次的実体と第二次的実体の区別において

現れているように、言語の問題は哲学の歴史を貫いている。第二次的実体が人や

馬といった普通名詞である一方で、第一次的実体が「この人」や「この馬」といっ

たように常に指示代名詞を伴ったものであることから、指示の問題は初めから最

高度の形而上学的問題であるのだ34）。

広く人口に膾炙しているソシュールの言語論において、一般的な言語における

単語の意味は他の単語との意味連関において決定されるのであり、相対的なもの

でしかない。このことは、具体的な指示を否定することによってラングを成立さ

せる言語活動の働きと相互補完的である。つまり前者はラングの領域を、後者は

ラングとパロールの間隙を対象とした考察であるのだ。

ところで、エルネスト・ラクラウによるとアガンベンのメッセージは究極的に

ニヒリズムであるという35）。政治的パラダイムとしての強制収容所に問題を集約

し、調和した社会への神話を語るアガンベンは、既にその問題意識において、政

治的問題の個別的解決を放棄しているが故に、政治的ニヒリストであるというラ

クラウの批判は、アガンベンに対する数多くの批判のなかでも最大公約数的な位

置を占めており、注目に値する。しかしながら、アガンベンの思想はニヒリズム

ではない。彼はむしろ、否定性を越える思索を展開するのである。

2　言語活動の生起

言語は何を伝達するのか。言語は自身に合致する精神的本質を伝達する。こ

の精神的本質は自己を言語において伝達するのであって、言語によってでは

ない36）。

アガンベンが注目するのは、近代言語学において代名詞を意味する「言表の指

示子」、「シフター」という概念である。バンヴェニストやヤーコブソンらの近代
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言語学者による展望のもとでは、代名詞は「意味内容をもたない空虚な記号」と

して現れるのであり、話し手がそれらを現に進行中の言述行為のなかで引き受け

るやいなや「意味内容に満ちた」ものに転化する、つまりはこれらの目的は「言

語活動を言述行為に転換する」ことであり、ラングからパロールへの移行を可能

にすることであるのだ37）。人間は、「声」をなくす否定的な作用において言語活

動の生起を経験する。いまだ意味をもたないが、すでに言語活動が生起している

というこの経験、これはニヒリズムを越えている。

哲学の歴史は、この言語活動に様々な名を与えてきた。それは歴史でもあり神

でもあるのだが、「神が死んだ」現代は初めて言語活動と人間が向き合うことの

できるようになった時代である38）。「イデア」あるいは「もの自体」は言語活動

自体の認識に他ならないのであるが、この意味については後のデリダとアガンベ

ンの対決を主題とした章において詳述する。

我々は遂に、言語活動という概念に至った。しかしながら、否定性を越える言

語活動の経験の意味内容は未だ空虚である。我々は潜勢力と現勢力、例外化、言

語の否定性と歩みを続けてきたが、『アウシュヴィッツの残りのもの（以下、残り

のものと略記）』において示される、証言の構造（主体性の構造）の問題は、上述

の問題群の結節点であり、それ故に他の著作とは一線を画した重要性を有してい

る。

3　証言と残りのもの

『残りのもの』において主題となるのは、アガンベンが政治のパラダイムとし

て提示した強制収容所の証言の問題である。アガンベンは、アウシュヴィッツを、

言語を絶するものであるとして理解を拒否するのでもなく、アウシュヴィッツを

早急に理解可能なものであるとして過小に評価するのでもなく、理解の可能性と

不可能性のあいだにあって思考を進めるのであるが、彼はプリーモ・レーヴィら

の生き残りが行う証言に、本質的な欠落があることを指摘する。というのも、ア

ウシュヴィッツにおいて真の証言者は、俗に回教徒と呼ばれる者たちであるから

だ。アウシュヴィッツにおける過酷な状況において、それには過酷という形容す

ら不十分であるのだが、「沈んでしまった」者たちはもはや証言することができ

ない。レーヴィらは生き残ってしまった者たちであるのだが、こうした人々は、

真の証言者たりえないのだ。ここに証言のパラドックスが定式化される。証言者

は、定義上証言不可能なもののために、証言しなければならないのである。
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ところで、アウシュヴィッツとは例外状態が局所化した形象にほかならない39）。

まさに例外が規則となり、アノミーが支配する空間、それがアウシュヴィッツで

ある。このアウシュヴィッツにおける回教徒は、単にもはや人間でないというわ

けではない。「死体を生産する」アウシュヴィッツにおいて、回教徒は執拗に人

間として現れる非 ―人間なのであり、区別不可能な閾であるのだ。しかし、その

回教徒について証言するとはいかなる意味を持つのであろうか。

アガンベンは、ここにおいて法的概念に汚染された倫理を再考する。ニーチェ

の永遠回帰は、過去に起こってしまったことを受け入れる、運命愛として倫理を

捉えるのであるが40）、それは我々には受け入れることができない。アウシュ

ヴィッツが繰り返されることに我々が耐えられないのではなく、アウシュヴィッ

ツは常にすでに繰り返されているからである。アガンベンの倫理の探究は、レ

ヴィナスとハイデガーの恥ずかしさの分析を引き継ぐことから始まる。

SSの隊員によって行軍中に射殺されたあるイタリア人は、隊員に呼び出され

た際に赤面したという。しかし何故殺される彼が恥なければならなかったのか。

それというのも、恥ずかしさにおいて主体は自分自身の脱主体化という中味しか

持っておらず、主体としての自分自身の喪失の証人となるからである。主体化に

して脱主体化というこの二重の運動こそ、恥ずかしさにほかならない。恥ずかし

さはサブジェクト subjectという語の持つ二つの対立する意味、つまり君臨する

ことと服従することに従うならば、まさしく主体の根本的な感情であるのだ41）。

ところで、この恥ずかしさは近代の主体に関する言説における自己触発と呼ばれ

カント以降時間と同一視される構造に類似している。我々は、想像の中で直線を

引くことなしには時間について思考することができない。このことが意味するの

は、我々は我々に対し受動的に（しかし、主体的に）振る舞わなければならない

ということである。「自己とは、自己触発の―能動的にして受動的な―二重

の運動において、残りのもの（resto）として生まれるものである」42）。

ところで、言語活動においても同様の運動が生じている。一方で、生身の個体

は言表の主体となるためには、現実の個体としての自己を完全に廃棄し、脱主体

化しなければならない。そして、話が現実に行われているという事実を単純に指

示するにとどまらないあらゆる実質と内容を欠いた「わたし」というシフターと

一体化しなければならない。しかしながら、言表行為の現実に到達した主体は発

語の不可能性によって先取りされていたことを発見する。言表の主体は、話のう

ちに存在し、そのために何も話すことができないのだ。
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証言の問題へと戻ろう。証言の構造において、生き残り（主体化）は回教徒（脱

主体化）について証言しなければならなかった。しかしながら、これは矛盾では

ない。証言者が回教徒を引き受け、証言するかぎりにおいて、証言は真に証言で

あり得るのである。このことが意味するのは、人間的なものについて真に証言す

るのが、人間性が破壊された者であるのなら、人間は生き残りと回教徒どちらと

も完全に同一化しえないこと、つまりまだ何かが残っているのである43）。人間と

は残りのものであるというテーゼの重要性は、いくら強調してもしすぎることの

ないほどにアガンベンの思想全体に響き渡っている。

4　偶然性Ⅱ

『残りのもの』の最終章「アルシーブと証言」において、証言の一層込み入っ

た分析がなされているが、この文脈において、アガンベンによる証言と潜勢力と

の哲学的天分の冴え渡った接合が試みられている。

語られていないものと語られたもののあいだの諸関係のシステムを定めるア

ルシーブにたいして、（…）語ることの可能性と不可能性のあいだの諸関係

のシステムを証言と呼ぶことにしよう44）。

アルシーブとは、可能なあらゆる文を構築するシステムとしてのラングと実際

に書かれたか話されたパロールの総体であるコルピュスのあいだに位置する、言

表されたが故にあらゆる言葉のうちにあって語られていないもの、語りうるもの

である。アルシーブにおいては、主体は空虚であるのに対し、証言においては主

体の空虚さこそが重要となる。どのようにして語ることの可能性がそれ自体とし

て現れるのかという問いに対し、証言は語ることの不可能性との関係を通して、

偶然性＝存在しない可能性としてのみ与えられうる。つまりは、主体とは言語の

偶然性を通してのみ、言語が生起する可能性であるのだ。

ナチの「不可能に見えるものを可能にする芸術」としての政治は、偶然性の徹

底的な否定であることが今こそ理解可能となった。ところで、上述したように権

力は人間の無能力に働きかけるのであったが、それは権力が生権力として、人間

と非－人間、証言者と回教徒、ビオスとゾーエーを分離することによって、偶然

性の余地を残さないためであった。これに対し証言は生政治の試みる分離に分離

不可能な分割があることを示すことによって対立するのである。
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証言において何が賭けられているのか明らかになった今、アガンベンのメシア

ニズムへと足を踏み入れる時が来た。というのも、本論がすでに扱ってきた重要

な諸概念は、パウロのメシアニズムにおいて示されてきたものであるからだ。

境界線

『思考の潜勢力』に収められている、「パルデス―潜勢力のエクリチュール」

においてアガンベンは、タルムードのハギガー篇においてミシュナが語る物語の

登場人物に、デリダと自身をなぞらえている。その登場人物とはパルデスに入っ

た四人のラビのことであるのだが、一目見て死んだベン・アザイ、一目見て狂っ

たベン・ゾーマの後の若苗を切ったアヘルにデリダを、無事に出てきたラビ・ア

キバに自身を投影している45）。このようなエピソードを持ち出すまでもなく、ア

ガンベンの著作群においては非常に広範にわたってデリダに対する批判が展開さ

れている。この傾向をアガンベンが哲学における先達の士に抱く私情に還元する

向きもあるが46）、それはナンセンスである。我々は、アガンベンのメシアニズム

を、そしてアガンベン思想の読解にあたり脱構築という補助線を引くことを試み

る。その営みを通して、東浩紀による優れたデリダ研究である『存在論的、郵便

的』が失敗を宿命づけられていたことが明らかになる。

ヤーコブ・タウベスは自身の演習『パウロの政治神学』において、ベンヤミン

の『神学的－政治学的断章』を、たどたどしい手つきではありながらも、パウロ

の思想との連関のうちにおいて読解する可能性を示した47）。アガンベン自身が、

この発見に対する感動をためらうことなく示しており48）、この示唆に賛同を示し

ている。この点を見逃してはならないのは、アガンベン自身がベンヤミンの読解

を通して自身の思想を展開してきたために、ベンヤミンがパウロの影響下にあっ

たのなら、アガンベンもまたパウロの思想と尋常ではない関係にあるからだ。

Ⅳ　デリダとアガンベン

1　脱構築

ジャック・デリダによる脱構築は、批判的にせよ肯定的にせよ大きな反響を呼

んだが、それは日本も例外ではなかった。しかしながら、本稿ではあくまで脱構

築において何が賭けられていて、アガンベンは脱構築の何を批判しなければなら

なかったのかという観点から、脱構築を限定的に扱うことになる。ところで、そ



181

の際に我々は『存在論的、郵便的』における脱構築理解に多くを負うことになる

のであるが、東の試み、つまりデリダによる前期の理論的な営為が後期において

奇妙なテクスト実践へと転移したのかという問いに答える試みが何故失敗しなけ

ればならなかったのかを明らかにすることになる。いずれにせよ、まずは広く一

般に認められている理論としての脱構築の意味内容を簡潔に確認しなければなら

ない。

デリダが依拠するのはパロールとエクリチュールの差異である。パロールにお

いては、話す主体が発話の意味内容の真偽を決定することのできる審級として存

在しており（これは現前の形而上学と呼ばれることになる）、誤解といったものは、

発話の真意を捉えそこなったものとして無視されうるものとなる。デリダの指摘

によると、西洋はエクリチュールを二次的なもの、パロールの代替物としかみな

してこなかったという。しかしながら、エクリチュールは二次的なものではあり

えない。何故ならば、ポール・ド・マンの例を援用するならば、何の違いがある

のかWhat’s the difference?という文は、ある決定不可能性に晒されるからである。

ここにおける決定不可能性とは言語行為論において、コンスタティブ、事実確認

的（このレベルにおいては言明の真偽が決定可能である）とパフォーマティブ、言語

遂行的という区別においてであり、問題は上述の言明がコンスタティブであるの

かパフォーマティブであるのか、決定不可能であるということなのだ。つまり、

コンスタティブに違いの意味内容を問うているのか、パフォーマティブに、違い

などないというレトリックを駆使しているのか、このことは文からでは決定不可

能なのである。さらに、もう一つ注目すべきなのは脱構築の二つの時間である。

（…）構造主義的意識は、端的に言って、過去にかかわる思考としての意識

であり、つまりそれは事象一般にかかわる思考としての意識なのだ49）。

語の意味をそれが所属するコンテクストごとに決定されるとしたパースペク

ティブからの語の意味の豊かさは（これを多義性と呼ぶ）、過去－現在－未来の直

線的時間を表象する。he warという具体例が十分な示唆を我々に与えてくれる。

というのも、he warにおける warは英語のコンテクストにおいては戦争を、ド

イツ語のコンテクストにおいては「存在した」を意味するのであり、上述の言明

を覆うコンテクストごとに意味が生じる、多義性を有する。しかしながら、散種

（引用可能性）の場合は事態が異なる。どういうことか。つまりは、初めに warと



182　政治学研究55号（201６）

いうエクリチュールがあり、それが英語とドイツ語というコンテクストに引用さ

れ、つまりパロールにおける移動を経た後で事後的に、その散種の効果が見出さ

れるのである。コンテクストを重視する多義性の思考においては、多義性は計量

可能であり、理念的には数え上げられることになる。これは、現在からかつて

あった語の豊かさ（過去）を探しもとめ、すべてを見つけ出す（未来）というこ

とになる50）。散種は、エクリチュールの移動ののちに溯行的に発見されるため、

つまりは非現前的であるために、別の時間性を求めるのである。脱構築が暴き出

すのはこの散種から多義性への転倒である。「war」というシニフィアンは英語

とドイツ語では別のシニフィエをもち、その複数性から「war」の多義性は導か

れる。しかしながら、そのエクリチュールの運動によって生じたはずの複数性が、

多義性の直線的時間表象によって英語やドイツ語といったコンテクストの存在を

エクリチュールの単独性より過去に想定してしまう。つまりは、「war」の複数

性がエクリチュールの移動とは無関係に想定されてしまうのだ51）。

脱構築のテロスが明らかにされたところで、東が脱構築に加えた補足に目を向

けなければならない。東はデリダの最初期の作品である『「幾何学の起源」序説』

を取り上げることによって脱構築の射程を広げるのである。フッサールは厳密な

学としての超越論的現象学を考察するにあたり、例えば三平方の定理という非歴

史的な物が実際には歴史的にピタゴラスによって算出された事態に説明を試みる。

非常に簡潔であるのだが、定理の発見は、文書によって蓄積され、そのたびごと

に我々はその起源に遡行し、明証性を獲得するという、非歴史的対象が常に歴史

的に保証されているというのがフッサールの考えだ。しかしながら、フッサール

の歴史、超越論的歴史は単数である。何故なら、この位相において我々がピタゴ

ラスへの遡行に失敗したかもしれない可能性が排除されているからである。エク

リチュールの単独性＝散種とは、超越論的歴史の純粋性と唯一性を絶えず断絶さ

せ複数化することによって、そこに条件法過去、三平方の定理がピタゴラスによ

り発見されなかった世界の現実性を挿み込んでいく運動のことであるのだ52）。デ

リダの脱構築は単なるテクストの理論であることにとどまらず、可能性の現実性、

偶然性の必然性を検討した基礎的な議論である。

2　二つの脱構築

（ 1）法／権利（例えば）の脱構築可能性は脱構築を可能にする。

（ 2）正義の脱構築不可能性もまた脱構築を可能にし、さらには脱構築と混
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じり合う。

（ 3）結論。脱構築が起こるのは、正義の脱構築不可能性と法／権利の脱構

築可能性とを分かつ両者の間隙においてである53）。

東が指摘するように54）、またデリダが明記しているように、脱構築には二つの

局面が存在する。脱構築が、あらゆるシステムに内在するエクリチュールの運動

を指摘することによって転倒を暴き出すという形式的なものにとどまる限りで、

それはあらゆる言説に適用可能である。しかしながら、それは脱構築の半分にす

ぎず、もう半分は形式的な脱構築の後に残る脱構築不可能なものに関わる。『法

の力』の議論を引き合いに出すならば、法／権利は構築されたものである以上、

脱構築が可能であるのだが、法／権利の脱構築の結果浮かび上がる正義は脱構築

不可能であるというわけだ。しかし、問題はこの形式的脱構築の後の残余を超越

化してしまうことにある。東は、ラカンやさらに洗練された精神分析理論を展開

するジジェクらを否定神学とひとくくりにする。その詳細な議論に立ち入ること

は本稿では不可能であるが、簡潔にまとめると次のようになる。形式的な脱構築

によってフッサールの超越論的歴史に顕著な形而上学はその転倒を暴き出される

のであるが、その結果生じる不可能なもの、決定不可能性を超越論化することに

よって、畢竟何も変わらないという帰結を招く。東はさらに、この決定不可能性

を複数化する理論的営為を第二の脱構築として、デリダに読み込んでいくのであ

るが、ここで一つの問題が生じる。それは、二つの脱構築の間隙におけるものだ。

つまり、完全に形式的な脱構築と脱構築不可能なものの複数化において、素朴な

経験論やイデオロギーを混交させてしまうということだ。東自身、『存在論的、

郵便的』という試みが自身のデリダ派としての欲望を持ち出してきたことを自覚

し、失敗を認めている55）。

実は、脱構築は無限でもなければ、解釈実践の認可でもありえない。脱構築の

致命的な欠缺はどこに存在するのだろうか。我々は、アガンベンの理論の検討に

戻る時が来た。

3　メシアニズム

「メシアニズム」とは、いずれ必ず訪れる終末の日に メシアが降臨して最後の

審判が行われ、死者たちもみな蘇って、神の国へ入ることができる者たちが選別

されるという教えに対する信仰を指すと考えてよいだろう。歴史上様々な形態の
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メシアニズムが存在してきたが、とりわけ類型化に値するのはユダヤ教とキリス

ト教におけるメシアニズムである。つまり、前者において、メシアは未来におい

て到来するのであるが、後者においてはイエス・キリストこそがメシアであると

され、メシアの再来が信じられている。しかしながら、アガンベンのメシアニズ

ムはユダヤ教的でもキリスト教的でもない。さらに言えば、それは単なる宗教で

はありえない。以下、アガンベンが自身のパウロの読解を通してメシアニズムを

展開している『残りの時』の内容を要約する。

アガンベンの議論は、クリストスという語にまつわる文献学的注釈からはじま

る。クリストスという語は油を注がれたものという語義のヘブライ語の語彙であ

るメシアがギリシア語に訳されたものであり、キリスト教神学が腐心してきたよ

うに、イエス・キリストという固有名に還元されうるものではないのである56）。

この文献学的注釈の理論的要請は、デリダにおいてメシアニズムとメシア的なも

のが区別されていたことを導きの糸とするのなら57）、次のようにまとめられる。

超越論的シニフィエ（超越論的統覚と言い換えてもいい）が要請する線形的な時間

における未来 futureにおいて到来する、具体的なメシア像を拒絶し、偶然性と

しての未来 avenirを要請する意味で、アガンベンのメシアニズムはまずもって

メシア的なものであることを見逃してはならない。この点は、アガンベンの同時

代人であり、研究領域を共有しながらもメシアの超越性を主張するカッチャーリ

との差別化という点においても、見逃すことはできない58）。次にアガンベンは、

ホース・メーという極めてメシア的な概念を論じる。ホース・メー（でないもの

のように）はメシア的召命にほかならないのであるが、それは「ある法的な規定

でもなければ、自己同一性を形成するものでもない（…）メシア的であるとは

（…）あらゆる法律的・事実的所有権を脱 ―自同化することを意味している」59）の

である。アガンベンの議論において、権力のモードが人間の潜勢力に働きかける

ものであったことを想起すれば、この意義の重要性を見失うことはないだろう。

さらに、アガンベンがライプニッツの定式を修正し、「あらゆる存在するものは、

自らの可能態を要請する、すなわち可能なものになることを要請する」60）と述べ

ていることからも、メシアニズムにおける存在論的含意が明らかである。「でな

いもののように」というパウロのメシア的要請は、メシア的なものと主体との関

係の理論であり、自己同一性に徹底して抗しているのである。futureから avenir

への転換が試みられているのだ。我々は次に残りのものと再び出会う。すでに

『残りのもの』において示されていたように、残りのものという概念は本来的に
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メシア的なものである61）。残りのものは、本来的にパウロのテクストの産物であ

るが、その理論的意味内容は、『残りのもの』において展開されているものと相

違ない。パウロは肉によるユダヤ人と霊によるユダヤ人という分割（アペレス的

切断）を導入することで、ユダヤ人と非ユダヤ人という基本的な分割を行う。そ

して非ユダヤ人ではないものという残余、つまり全体とも部分とも一致すること

のない残りのものを産出するのである。メシア的な残りのものは、メシア的な時

において救済を可能にする装置であるのだ。しかし、メシア的な時とはなにか。

ここで導入されるのは、時間概念の分節化である。それはクロノスとカイロスで

ある。これはデリダにおける現前的時間と非現前的時間に相当する。フッサール

の超越論的歴史の例においては、我々はピタゴラスが三平方の定理を見つけた歴

史しか考察することができない。これは単線的な時間表象であり、脱構築はこの

転倒を暴露するものであった。脱構築は歴史を複数化するともいえる。この直線

的な時間がクロノスであり、脱構築の時間がカイロスである。アガンベンは、言

語学者ギョームの「操作時間」の例を用いてクロノスを定義しているが62）、要す

るにカイロスは我々がクロノス的時間の表象を行うにあたって必要とする、表象

不可能な時間であるのだ。「それは（…）わたしたちがわたしたちの時間表象を

終わらせるために、完遂するために、雇い入れる時間なのだ」63）。カントにおけ

る自己触発としての時間を念頭に置けば、クロノス的時間は我々がそこにおいて

存在するところの時間であり、カイロス的時間こそが我々の所有している唯一の

時間であることが容易に理解されうる。このメシア的な時間においてこそ、「で

ないもののように」というパウロの召命は可能なものとなる。というのも、クロ

ノロジカルな時間表象のみにあっては、超越論的歴史の統覚にあっては、自身の

召命を棄却しつづけることは不可能であるからだ。その時間においては、あれか

これかという同一化が働くのである。ところで、パウロのホース・メーをカタル

ゲイン katargeinという語に集約することができる。カタルゲインはエネルゲ

オー energeoとの語源的近接性からも理解されうるように（カタルゲインは ergon

作品、行為という意味の語に前置詞 kataを加えた複合動詞である）、現勢化から逃れ

ださせること64）、つまりは潜勢化を意味するのである。このことから、メシア的

な力の弱さの意味が理解可能となる。つまり、メシア的な力は単に現勢力におけ

る範疇にとどまるのではなく、潜勢力においてそのカタルゲイン、不活性化の能

力を発揮するのである。

「メシア的なものとは、律法の破壊ではなく、非活性化であり、遂行不可能性
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であるのだ」65）。以上、メシア的な時間において「でないもののように」という

召命によって不活性化を遂行するメシアニズムの戦略が明らかになった。

最後に例外状態とメシアニズムの連関を確認しておくことにする。例外状態と

は、生が法に包含される機構にほかならなかったが、メシアニズムは法が生に与

える原初的分割（ビオス／ゾーエー）に、その分割の残余、つまりは残りのもの

を分割の分割によって（アペレスの切断）産出する。第八テーゼにおける実効的

例外状態とは、法の履行不可能な状態（収容所を想起されたい、そこでは法律の侵

犯も履行も存在しなかった）が、この残りのものの産出というメシア的な所作に

よって、深化させられたものであるのだ。パウロは、メシア信仰によってこの律

法の逆説的状況の徹底化を図り、律法を戒めの律法と信仰の律法に分節化するこ

とによって、（戒めの）律法を不活性化し、（信仰の）律法を成就にもたらすとい

う逆説的な戦略を達成する。メシアニズムは、例外状態の理論なのであった66）。

4　脱構築とメシアニズム

脱構築とメシアニズムという理論的対立において、何が賭けられていたのか、

確認することにしよう。

脱構築とは、阻止されたメシアニズムであり、メシア的テーマの停止に他な

らない67）。

我々は、このテーゼの意味を今こそ理解するように努めなければならない。脱

構築は、散種（後期デリダにおいては、その非現前性から幽霊と呼ばれることになるが）

によって、超越論的シニフィエを脱構築（第一の脱構築）し、形式的な脱構築の

後の残余である脱構築不可能なもの、超越論的シニフィアンを複数化させ（第二

の脱構築）、超越論的シニフィアンのそのたびごとの再来、あるいは送付とする

ことによって、もはや形式的脱構築を必要とするシステム性から逃れている68）。

しかしながら、脱構築をアガンベンの問題系において思考するならば、否定性を

複数化することによっては、例外状態を解決しえないどころか、法を無限に存続

させるという最悪の事態を招くことになる。だが、エクリチュールは、『残りの

もの』における言語活動の構造、脱主体化と主体化の場としての主体（残りのも

の）における言語活動の経験において、現前の形而上学の脱構築によって暴かれ

る結合の非－場所に、例えば cogito ergo sumにおける思考する主体と存在する
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主体のずれに、その散種の作用を刻み込んでいる。要するに、我々は言語におい

て自身のイイタイコトを伝えているというブルジョワ的言語観は虚偽であって、

この虚偽を脱構築は暴いているのである。ところで、このことはベンヤミンの

『言語一般及び人間の言語について』ですでに百年ほど前に明らかにされていた。

アガンベンのテーゼはここにおいてもベンヤミンに対する丁寧な注釈であるとい

える。議論の本筋に戻ろう。アガンベンは、この種明かしに対しその意義を認め

ながらも、ハイデガーにおける「声」の次元、つまりは否定性の次元にとどまっ

ていることを許容しえないのだ。アガンベンは、言語活動自体が生起するメカニ

ズムに着目し、例外状態を乗り越える。脱構築の欠缺を指摘し、修正を図るため

にアガンベンは、デリダのエクリチュールを潜勢力のエクリチュールとして捉え

なおしている69）。

境界線

Schuldは罪を意味すると同時に負債をも意味する。こうした語の意味から、

資本主義に対する卓越した分析を行ったのもまた、ヴァルター・ベンヤミンその

人であった70）。聖と俗の分離が宗教を定義するならば、資本主義は宗教として、

分離そのものを徹底化したものにほかならない。原初的分離に基礎を置くノモス

と資本主義はここにおいて一致する。現代は資本主義が最終形態に達したスペク

タクル社会であるとするドゥボールのテーゼを引き受けるアガンベンは、コミュ

ニケーションすらも捕捉するに至ったスペクタクル社会において、言語活動が捕

捉されたことを指摘する71）。スペクタクルにおいては、啓示の無が覆われたまま

にとどまるのである。ところで、啓示とは、理解を超越した無意味であるのでは

く、言語活動自体の生起を意味しうるのであるとアガンベンは指摘している72）。

交換価値が完全に使用価値を覆い、人間の言語活動を他有化するスペクタクルは、

そのスペクタクルにおいて言語活動をまた認識可能なものとする。ここに例外状

態とスペクタクルの類比的構造というよりむしろその同質性が認められうる。ス

ペクタクル社会において減ぜられる人間の潜勢力もまた、メシアニズムによって

乗り越えられる。

アガンベンのメシアニズムを総括する時が来た。
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Ⅴ　アガンベンの身振りについて

アガンベン思想に関する可能な解釈としてありそうなものが、アガンベンの著

作を解釈学的伝統のうちに捉えるというものだ。しかし、これは曲解である。東

が指摘するように、解釈学的循環を通したコミュニケーションにおいては他者が

存在しない73）。解釈学的共同体において、コミュニケーションと称されているも

のは、他者に自己を投影したものすぎないのである。これでは、残りのものとし

ての人間と言語活動への到達というテーゼと矛盾する。

ありうる解釈としては、岡田がたびたび指摘するように、アガンベンの著作は

身振りにほかならないということである74）。ここにおける身振りとは、目的でも

なく、目的に対する手段でもなく、純粋な手段性の圏域に属する。身振りとは言

うべきことなど何もないということであるのだが、これは言語活動の生起を照ら

し出す75）76）。

これまでの議論を要約しよう。

法は、自らの宙づりを通して規範を適用し、人間の生を法の機構に包含するの

であるが、スペクタクル社会においてまた、人間の言語活動も補足され阻まれて

いる。これは西洋の形而上学の伝統においては、現勢化され続ける潜勢力という

形象で思考されうる事態であった。アガンベンは、パウロの遺産である、残りの

ものをメシアニズムから引き出し、人間の潜勢力を取り戻そうと努めているので

あった。メシア的時間において、メシア的召命は潜勢力に働きかける権力を不活

性化し、常に分節化され続けてきた人間の生は潜勢力である、生の形式へと到達

する。

アガンベンの賭けが成功したのちの到来する共同体について一つ確認しておこ

う。到来する共同体は、アガンベン自身が指摘しているように77）、破滅的な物で

はありえない。メシア的時間がクロノスに内在するカイロスによって到達されう

ること、メシアの究極の目的は人間の潜勢力を回復することにあるために、メシ

アの王国はこの世俗とほんの少ししか変わらないのである78）。したがって、メシ

アニズムを破局（東日本大震災）と連関させた岡田の読みは奇妙な曲解と言わざ

るを得ない79）。また、アガンベンのパウロ読解を、ベンヤミンに対する理解とし

ては正しいとしながら、パウロ自身のテクストに照らし合わせると整合性のない

部分があると大貫は指摘するが、それはアガンベンのコンスタティブな読みに留
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まっている80）。

この意味において、アガンベンのテクスト実践はパフォーマティブであること

が理解されうる。彼のテクストがアペレス的切断の実践であり、ニーチェ以来思

想が引き受けてきた実践に忠実であることに疑いの余地はないだろう。
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