
はじめに

M・アントニオーニ監督（Michelangelo Antonioni, 1912-2007）の映画『欲望』
（Blow-Up, 1966）にはその終盤に、主人公が盗難を逃れたただ一枚の写真を友
人である画家ビルの恋

ガールフレンド

人に見せる場面がある。「死体だ」と言いながらその写
真を見せる主人公に対し、彼女は「ビルの絵みたい」と応える。その写真はあ
る写真の一部を複写し、銀粒子が露わになるまで拡大したもので、主人公はそ
こに死体が写っていると考えていた。だが、彼女にはそれが画家ビルが描くポ
ロック風の抽象絵画にしか見えない。
そもそも彼女がこの返答をする前から二人の会話は噛み合っておらず、この
やりとりだけでは彼らが何を考えているのかはよく分からない。とはいえ、殺
人事件の証拠として見せたものにこのような返事をされれば、誰でも落胆する
だろう。この直後、失望の埋め合わせをするかのように、主人公は友人の編集
者ロンに会いに行く。だがマリファナに酔っぱらったロンは彼を相手にせず、
主人公は再び失望を味わうことになる。証拠の写真やネガはほとんど盗まれ、
ただ一枚残された写真は、画家の恋人の言うようにもはや抽象絵画にしか見え
ない。そのため、「何を見た？」とたしなめるように問うロンに対し、主人公
は「何も見ていない」と応えるしかない。
我々はこのような主人公の姿に、他のアントニオーニの作品の主人公たちに
見られる実存主義的な「孤独」や「不安」を認めることができる 1。この場合
の彼女の返事が持つ物語上の役割は、主人公が誰にも理解されない状況に陥っ
ていることを示すことである。だが、彼女の返事にはそれとは違った解釈もで
きるようにも思われる。それはアントニオーニが写真と抽象絵画に共通するも
のを認めているというものである。というのも『欲望』には、「見ること」や「視
覚」というテーマが認められるからである。
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『欲望』では、引き伸ばしに撮影時には気がつかなかったものを認めたこと
がきっかけとなって、主人公は白昼夢のような経験をする。このように『欲望』
では、肉眼の視覚と写真のそれとのズレが物語を展開させる働きをしている。
そして、もし、彼女の発言にも「見ること」や「視覚」というテーマを認める
なら、アントニオーニは一方で肉眼と写真の視覚にずれがあることを考え、も
う一方で写真と抽象絵画に構造的類似があると考えていることになる。これは
我々を戸惑わせる。というのも、一般的な感覚から言えば、写真は遠近法絵画
以上に肉眼に近い視覚であり、写真と抽象絵画はまるで違う視覚であると思わ
れるからである。しかし、『欲望』でアントニオーニがほのめかすのはこれとま
るで逆である。では、一体どのような視覚理解がこれを可能にするのだろうか。

第一章　視線と光
1－1　『欲望』と「悪魔の涎」が共有する視覚の変化というテーマ
映画『欲望』とその原作である J・コルタサル（Julio Cortázar, 1914-1984）の

「悪魔の涎」（1959）では、実際に肉眼で見ることと写真で見ることの違いが主
人公の行動を決定し、その物語を展開させるきっかけとなっている。しかし、
これらの作品を論じた論者の多くはこのことを見逃している。たとえば「悪魔
の涎」を論じるある論者は、公園で見たカップルの様子と写真が語るそれの意
味の違いに、主人公ミシェルの「想像力」の深まりを認めた 2。またある論者
は両作品の写真に恐ろしいものが現れることを、テクノロジーへの同一化に
よって生じた主人公の意識の歪みと解釈し、主人公たちのカメラへの行き過ぎ
た同一化に人間性の疎外を見た 3。
だが、撮影のときに肉眼で見たものが写真ではまるで違って見えるのは、主
人公たちの想像力の強さからでも、彼らのテクノロジーへの耽溺からでもな
い。それは肉眼およびそれを強調するファインダーの視覚と、人工の網膜＝
フィルムの視覚の違いから引き起こされるもので、誰の身にも起こることであ
る。そしてこのように主人公たちのカップルを見る方法が変わる以上、彼らが
カップルの様子に見出した意味の変化を、彼らの内面の変化に結びつけるわけ
にはいかない。肉眼やファインダー越しに対象を見ることと、写真でそれを見
直すこととの間に生じる意味のズレが、彼らの内面を変化させたと理解する方
がむしろ自然である。にもかかわらず多くの論者が写真の創造の過程に、視覚
の断絶――撮影（ファインダー）と現像・プリントの違い――があることを無視
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してしまっている。
おそらくその理由は、多くの論者が両主人公をそれぞれの作家に重ね、主人
公たちの写真を作家自身の作品の比喩だと考えたからだろう。彼らは「悪魔の
涎」の写真家に幻想文学の作家コルタサルを重ね、『欲望』の写真家に実存主
義的なテーマを持つ映画監督アントニオーニを重ねた。そして両主人公が撮影
と写真の引き伸ばしを通して経験する悪夢のような出来事に、「悪魔の涎」な
らば彼の文学の特徴とされる「幻

f a n t a s t y

想性」や「想
imag ina t ion

像力」の深まりを、『欲望』な
らばアントニオーニの特徴とされる「疎外」や「不安」という実存主義的テー
マの深まりを読み込もうとしたのである。いずれの解釈も肉眼で見ることと写
真で見ることとを区別しないときに可能となる。また彼らはそうすることで、
フレーミング（ファインダー）と撮影（フィルム）という二つの機能を併せ持
つカメラを、単一の機能しかない作家のタイプライターやペンの比喩と見なす
こともできたのである 4。
しかし、『欲望』を「見ること」についての映画であると考える我々はこの
ような解釈をしない。よく知られているようにコルタサルはアマチュア写真家
であり、アントニオーニはそもそも映画監督である。もし、彼らの作品にその
独自の映像理解が反映されているなら、我々は素朴な写真観に基づいて作品を
理解するのをやめ、そこに作家独自の映像理解を見るようにしなければならな
い。
では、もし両作品に彼らの映像論、視覚論が反映されているのなら、それは
どのようなものか。そしてその場合、『欲望』の彼女の言葉をどう理解すべき
なのか。このように問うとき、物語を展開させていくのは主人公の内面の変化
ではなく、彼らの「見る方法」の変化であることに気づく。
両主人公は初めに肉眼でカップルを見、次にそれを写真で見る。しかし、そ
こに撮影時には気がつかなかったもの、いわゆる「無意識」を認めたとき、主
人公たちは現実か虚構か分からない世界――「悪夢」に迷い込むことになる。
これはまさに、W・ベンヤミン（Walter Benjamin, 1892-1940）がその「写真小史」
（1931）と「複製技術の時代における芸術作品」（1936）で、「カメラに語りか
ける自然は、眼に語りかける自然とは違う。その違いは、とりわけ、人間の意
識に浸透された空間の代わりに、無意識に浸透された空間が現出するところに
ある」5と述べたことに当てはまる。ベンヤミンのこの言葉に従うなら、両作
品において主人公が悪夢や白昼夢のような体験をするのは、撮影時の彼らには
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意識できなかったものが写真に浮びあがることで、彼らの無意識に抑圧された
ものが刺激されたから、ということになる。
では、このような映像理解から画家の恋人の言葉をどう理解できるだろう
か。残念ながら、これだけでは抽象絵画と写真の構造的類似を見ることは難し
い。そこで肉眼のどのような特徴がその視覚を意識の空間とするのか、そして
写真のどのような特徴がそれを無意識の空間にするのかについて考察を深め、
そこから改めて写真と抽象絵画に共通するものは何かを問うことにしよう。

1－2　視線としての肉眼の視覚
今日の一般的な視覚の理解とは、私たちが網膜像――網膜に結像した対象の
光――を見ているというものだろう。そして我々がそう考えるのはおそらく、
いたるところでカメラと眼を比較した図を目にするからだろう（図 1）。この
ような図を見ると我々はつい、眼がカメラのようにものを見ていると思ってし
まう。だが、この図は単に人間の目の機能の一部がカメラに似ていることを示
しているに過ぎない。生理学や心理学が教えるように、視細胞は網膜に均質に
分布しておらず、実際には私たちは網膜像をそのまま見ることができない。人
間の眼球は直径約 2.4cmの球形で、その半分が網膜に覆われている。だが、網
膜の中で物がしっかり見えるのは「黄斑」――網膜の中心にあるわずか直径
2mmの部分――だけである。さらに、この黄斑の中心にある「中心窩」――直
径約 1mmで周囲の網膜より少し凹んでいる個所――に視細胞が集中している。
だとすれば、我々の網膜は網膜像をそのまま受け止めることができない。網
膜像のうち鮮明に捉えられるのはその中心部のみで、それ以外の場所はぼやけ
ている 6（図 2）。にもかかわらず我々は、視覚を遠くから一瞬で対象全体を把
握する感覚のように思っている。もちろん、生理的には眼球にそのようなこと
は不可能である。では、なぜ我々は一瞬の網膜像のように世界を見ていると
思っているだろうか。
視細胞が中心窩に集中しているのなら、我々が対象をしっかりと見るために
は、対象が中心窩に来るように眼や体の位置を動かさなければなない。このと
き、中心窩から対象の一点に向かう方向性を持つ一本の幾何学的線としての
「視線」が想定される。我々は視線の先のものしか明瞭に見えない。それゆえ
視野全体を明瞭に見るためには、我々は眼球を常に激しく動かし、視線が捉え
た断片を組み合わせて対象や視野の全体像を構築するしかない。実際、眼球は
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図１.ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』遠藤知己訳、以文社、2005年、81頁。
 Jonathan Crary, Techniques of the Observer, MIT press, 1992, p. 49.
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図 2． 尖鋭性は偏心的に減少する。この写真は中心の人物から離れるにつれてボケ
るように加工してある。これは、我々の視覚が視野の中心から離れるにつれ
て鮮明にものを見る力が失われていく様子を再現している。

 Robert Snowdon, Peter Thompson, and Tom Troscianko, Basic of Vision, Oxford, 
2006, p. 7.
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「停留（pause）」と「飛越（saccade）」を繰り返している 7。
だとすれば、しばしば触覚と対比される視覚であるが、視線としての視覚は
むしろ触覚的と言える。そのような視覚では、我々は眼に見えない「触手（触
角）」としての視線で世界に触れている。たとえば「舐めるように見る」とい
う表現は、この視線の触手としての側面をよく言い表している。舌先が対象の
部分から部分へと舐めまわりながら、時間を掛けて対象全体を味わうように、
視線も対象の部分から部分へと触れまわる。しかし視線は長さを持った幾何学
的な線分であるため、舌と違って対象に直接触れはしない。視線は見る者と相
手との間に「距離」を確保し、これが相手に気つかれることなく見ることを可
能にする。一方で「眼で犯す」や「他人の視線が痛い」というように、視線と
いう触手は相手を傷つけることもある。いずれの場合も視線は相手に働きかけ
る能動的なものとしてある 8。
この視線を強調するのがファインダーである。これは複数のレンズによって
光の進む方向を変えることにより、網膜像を鮮明に拡大する装置で、その原理
はルネッサンス期に発明された望遠鏡と同じである。また、ファインダーはそ
のフレームによって視界を区切る役割もする。そして、これら二つの機能が相
まって、ファインダーは眼の視線としての性格を強める。このことから『欲望』
の主人公の写真撮影は、「盗み撮り」というより望遠鏡による「覗き見」と言
うべきだろう。『欲望』ではスナップ写真を撮るときも、エロティックなグラ
ビア写真を撮るときも、ファッション写真の撮影をするときも主人公の態度は
傲慢で、彼はその視線で対象を支配し、そこに自分の見たいものを見ようとす
る。さらに彼の視線による支配は、覗き見がばれた後も継続する。覗きがばれ
たあと今度は主人公が見られる立場になったのにもかかわらず、そして自分が
見たものが何か分かっていなかったにもかかわらず、彼がフィルムを要求する
女に対して優位に立つことができたのは、彼女にとってその撮影済みのフィル
ムが主人公の視線の代理品として働いたからだと言えるだろう。

1－3　『欲望』に見られる視線と光の対立
しかし、実際には写真は視線を定着しない。視線とは、眼が対象の一部をそ
の中心窩で捉えることを比喩的に表現したものにすぎない。写真が定着するの
はあくまで対象の「光」である。そのため、写真には見る者の視線（＝意識）
を逃れたもの（＝無意識）が写っており、『欲望』ではそれが対象を支配する
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視線の優位性を打ち砕いてゆく。したがって、このような主人公の変化をもた
らしたのは、彼の視覚の変化、すなわち肉眼およびファインダーの視覚から写
真の視覚への変化であり、そこには「視線」を注ぐことから「光」を受け止め
ることへの視覚の性格の変化がある。
ここで「視線」と「光」の違いについて確認する必要があるだろう。一見す
ると、視線と光は両者ともに対象と眼を結ぶ線という点でよく似ている。だが、
その性格は異なる。
まず、眼の視線としての働きに注目して肉眼の視覚を説明するなら、眼は視
線を「発する」器官として理解できる。そして、眼の網膜の働きに注眼して説
明するなら、眼は対象の光を「受け止める」器官として理解できる 9。また、
視線が眼から発する一本の光線のようなものとして想像されるものであるのに
対し、光は実際の物理的現象である。さらに光と視線には、視線が一本の線状
のものとして想定されるのに対し、光は視野全体から眼に収束する束状、錘状
のものであるという違いがある。
さて、眼やカメラにおいて光はいったん焦点で収束し、その後広がって網膜
全体を満たすのは同じである。だが、人工網膜としてのフィルムがこの一瞬の
網膜像をそのまま捉えることができるのに対し、黄斑に視細胞が集中する人間
の網膜にはそれができない。我々は視野全体のあらゆる対象を瞬時に捉えてい
ると思っている。だが、実際には見るためには視線という触手によって対象を
部分的に触れながら、それらを組み合わせて視野全体を構築しなければならな
い。そして、それはあまりにも短い時間でなされるため、多くの細部は無視さ
れたり、見落とされたりすることになる。このように我々の意識している視覚
像は、多くの細部を意識の外――ベンヤミンの言う「視覚的無意識」――に抑
圧することで成り立っているのである。
この「視線を向ける」から「光を受け止める」への視覚の変化こそ、『欲望』
の物語の骨格である。主人公の一眼レフのファインダーは視線を発する器官と
しての眼を補強する装置であり、そのフィルムや暗室の印画紙は光を受け止め
る器官としての眼の網膜を模した装置である。ファインダーの機能は角膜や水
晶体のそれに似ており、フィルムの機能は網膜のそれに似ている。そして一見
するかぎり、ファインダーとフィルムの視覚は、我々の視覚に似ているように
思える。だが、ファインダーが人間の意識と深く関わる視線を強調するのに対
し、ある光景のすべての光を一瞬でそこに刻み込むフィルムの視覚は、そこに
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人間的な意味が見出すことができないために、見る者の無意識を刺激するもの
となる。それゆえ、撮影から引き伸ばしへと写真のプロセスを進めたことで、
主人公は白昼夢のような世界に足を踏み入れることになったのである。
『欲望』の主人公の行動や運命を決定するこの「視線」から「光」へのベク
トルの逆転は、主人公の態度が、「見る」という能動的なものから、「見返され
る」という受動的なものへの変化としても反復される。
物語の序盤では、主人公はファインダー越しに対象をその視線で支配する者
であった。だが、女に見返され、女の共犯者と思われる青年に覗かれ、主人公
は次第にいらだち始める。そして、引き伸ばした写真に撮影時に思いもよらな
いものを見つけてからは、公園では誰かの物音に怯え、帰宅してからは画家の
恋人に見返されて動揺するというように、主人公は誰かの視線に怯える者にな
る。このように「見返すまなざし」も、写真がそうするように見る者の視線の
支配を打ち砕いてゆく。
以上のように『欲望』には、意識の視覚と無意識の視覚の対立、視線として
の視覚と光を受け止める視覚という視覚の対立のテーマがあり、それは見る＝
能動、見返される＝受け身というように主人公の態度の変化にも表れている。
では、このような物語において、引き伸ばした写真の肌理がポロック風の抽象
絵画に似ているとする彼女の発言はどう理解できるのだろうか。

第二章　遠近法絵画と写真、抽象絵画
2－1．写真の発明と抽象絵画成立における遠近法の位置
ところで、しばしば写真の登場は絵画の抽象化の一要因として語られる。そ
こでは写真の絵画以上に正確な描写力が絵画から写実の役割を奪い、絵画に抽
象化をもたらしたと説明される 10。ここで注目したいのは、この説明において
写真と抽象絵画の対比には第三項、すなわち遠近法が関わっていることであ
る。この遠近法という言葉を使うなら、先の抽象絵画の成立の説明は、「写真
は写実において遠近法絵画を引き継ぎ、一方、絵画は遠近法の空間（立体感、
奥行き）を否定し、その結果、抽象化（平面化）していった」と言い換えら
れるだろう。このように写真の登場を絵画の抽象化の要因だとする文脈では、
写真と抽象絵画は対立する視覚ということになる。もちろん、これは画家の
恋
ガールフレンド

人の発言と矛盾する。
確かに写真と遠近法絵画は、幾何光学 11の原理に則って網膜上で平面化さ
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れた対象の光、すなわち「網膜像」を別の平面（絵画ならキャンバス、写真な
らフィルムや印画紙）に描くことで、そこに人間の視覚を再現しようとするも
のである 12。もし、我々の視覚が網膜像であるなら、それをそのまま画面に再
現すれば、実物を見ているような立体感や奥行きがその画面の向こうに感じら
れるはずである。この仮定のもとに画家たちは、三次元の物体から発した光を
二次元の平面の光に変換することと、その定着のための様々な解決法を考案し
た。これが遠近法である。そしてこの点では、写真は確かに自動化された遠近
法ということになる。
ただし、網膜像の再現とその定着において両者には大きな違いがある。そ
の違いとは遠近法が網膜像の定着を「視線」と「手」を用いる手

hand work，manual labor

仕 事であ
るのに対し、写真ではそれを「レンズ」と「光に対する化学反応」で行う
複
mechanical reproduction

製技術であることである。ここに、先に見た「視線」と「光」の対立が認
められる。とすれば、遠近法と写真も、肉眼と写真のように「視線」と「光」
として対立する視覚なのではないか。もしそうなら、しばしば言われるのと
違って写真は遠近法を引き継いだとは言えない。そして、しばしば言われるよ
うに絵画の抽象化が遠近法的空間に対抗するようにして生じたのなら、写真と
抽象絵画は遠近法に対立するという点で同じということになる。では、遠近法
と抽象絵画を対立させるものも、視線と光として説明できるのだろうか。もし
そうだとすれば、「光」は画家の恋人が指摘する拡大された写真の肌理とポロッ
ク風の抽象絵画の類似を説明するものになると思われる。
そこで本章では、画家の恋人の発言が示唆する写真と抽象絵画の視覚の類似
について考えるために、まず「視線」と「光」という切り口から遠近法と写真
の違いについて考察し、次にそうして明らかになる遠近法と写真の違いが、遠
近法と抽象絵画にも見られるかを確認したい。

2－2　遠近法における視線と光
まず、遠近法における網膜像を定着する方法を「視線」と「光」の語で説明
するなら次のようになる。
人間の眼にはレンズ（角膜、水晶体）があり、それを通過する光は幾何光学
に従って複雑な動きをしながら、最終的に網膜に像を形成する。しかしその動
きを単純化するなら、対象の各点から一直線に網膜に到達する光線と見なせ
る。これはちょうどピンホールカメラの場合の光の動きに相当する。そしてこ
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のとき、対象の各点とその網膜像上の対応点とを結んだ光線の束が想定され、
その束は焦点を頂点とする二つの大小の三角錐の形を成す。このうちの大きな
三角錐が「視錘（visual pyramid）」である。この視錘を網膜と平行に切断すると、
その三角錐は網膜を底辺とする小さい方の三角錐と相似になり、その切断面は
網膜像の相似像となる（図 3）。
もし、人間の視覚が網膜像であるなら、視錘の切断面を別の平面に描いたも
のにも、眼で見たような対象の立体感や空間の奥行きが現れるはずである。そ
して確かに遠近法はそれまでにない現実感を絵画にもたらした。デューラー
（Albrecht Dürer, 1471-1528）やレオナルド（Leonardo da Vinci, 1452 -1519）は、
この視錘の切断面を得るための具体的な方法を説明する図を残している（図 4、
図 5）。そこでは、画家は何らかの方法で片眼を固定し、フレーム越しに風景
を見ている。デューラーの装置では、格子状に糸を張ったフレームが視錘を切
断する役割をしている。一方、レオナルドの装置では、フレーム内の透明の板
が視錘を切断する役割をしている。
このように、この装置では視鍾の切断面を得るために、画家の片眼が固定さ
れる。このことから、ここで画家が描くのは、この装置によって固定された自
らの網膜像だと考えることができそうである。たとえばデューラーの装置なら
ば、フレームに張られた格子が固定された網膜像を分節し、画家はそれを手元
の方眼紙に描き写しているように思える。
しかし、この理解は間違いである。というのも、先にも述べたように私たち
は揺れ動く視線で物を見ているのであって、網膜像そのものを見てはいないか
らである。一見、この装置において画家たちは自身の網膜像を描いているよう
に見えるがそうではない。このことを確認するために、実際に遠近法を用いる
ときに我々の眼（視線）と手がしていることを観察してみよう。するとこれら
の装置を使って絵を描くとき、眼球の位置は固定されていても、眼球それ自体
は固定されていないことが分かる。
この装置では、視線はフレーム内の平面を通り抜け、対象の一点を捉える。
このとき、視線とフレーム内の平面とに交点が生じる。この交点をレオナルド
の装置のようにフレーム内のガラス平面に直接記録、もしくはデューラーの装
置のように別の平面に記録し続けると、網膜像の相似形が出来上がっていく。
とすればここでは固定された眼の視錘の切断面を描こうとして、その作業をし
ている眼それ自体はくるくる動いていることになる（図 6）。そして、それゆ
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死んだばかりの人の眼、がな
ければ牛かなにかほかの大型
の動物の眼をとり、これを包
んでいる三重の膜をうまく底
の方に向かって切り、内部に
ある体液Ｍが、そのために垂
れたりしないようにして、大
部分をむき出しにする。次に
それを陽が透けるほど薄いな
にか白いもの、たとえば一枚
の紙か卵の殻ＲＳＴでふたた
び覆い、この眼をわざと窓の
穴、Z にはめこみ、前方ＢＣ
ＤをＶ、ＸＹのような陽に照ら
されたさまざまな対象の在る
方向に向ける。そして白い物
体ＲＳＴのある後方を部屋の
内部の諸君のいる方、Ｐに向
け、部屋にはこの眼を通って
くる光しか入れないようにす
る。その眼のＣからＳまでの
あらゆる部分は、ごらんのと
おりに透明である。さてそう
して、白い物体ＲＳＴの上を
見ると、おそらく驚嘆と喜悦
を禁じえぬことだが、そこに
はしごくありのままに透視画
法的に外部のＶＸＹの方にあ
るすぺての対象を表現する絵
を見ることであろう。

ルネ・デカルト「屈折光学」『デ
カルト著作集 I』白水社、2001
年、138-139 頁。

図 3
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図４．レオナルド・ダヴィンチ《ガラス板に天球儀を描く男》1510年頃
John Szarkowski, Photography until Now, Museum of Modern Art, 1989, p. 16.

図５．デューラー《横たわる裸婦を描く男》1525年
The Complete Woodcut of Albrecht Dürer, ed. by Willi Kurth, W. & G. Foyle, 1927.
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図６

遠近法は、人間の視覚を網膜像だと想定している。しかし、人間はこれを見ることはできない。

　人間がものをしっかり見ることができるのは網膜の中心窩であり、それゆえ視野全体の
視覚を得るためには、眼球は常に激しく動き視線が捉えたものを組み合わせ、視野全体を
構築する必要がある。たとえば、図１のような静止した眼球の網膜像 A-B の視界を構築す
るためには、この図のように眼球の位置は固定しているが、眼球それ自体は実線から破線
の間を激しく行き来することになる。このように眼球は常に素早く動くことで、静止した
眼球の網膜像相当の視界を作りだしている。

A

B

視線

視線

サッカード

A

B
光 {
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えこの装置では画家が描こうとしている網膜像と、それを得るための作業中の
眼が見ているものは違っていることになる。このことからデューラーの装置に
おける格子は、画家の網膜像を分節するためのものではなく、フレーム内の平
面にマッピングされたそれと視線との交点を手元の方眼紙に移し替えるための
補助線であることが分かる。
デューラーのものにせよ、レオナルドのものにせよ、彼らの遠近法の装置に
おいては、視線が対象の輪郭をな

ト レ ー ス

ぞるとき、鉛筆の先は対象の輪郭を描くとい
う具合に、視線と手は連動している。このとき画家は、視錐の光線を一本一本、
その進行方向とは逆向きに視線で追

トレース

跡しながら、その視線の先と筆先とを重ね
合わせるようにして、時間を掛けて一枚の絵を仕上げていく。ただし、このと
き我々は光のどの部分にも等しく視線を注いでいるわけではない。我々が集中
的に視線を向けるのは、対象の輪郭や主題上の重要な部分である。そのため視
線による光線の逆追跡は、レンズの役割の不完全な模倣に過ぎず、それゆえそ
うして完成した網膜像の写しは自ずと主観的なものとなる。
しかし、いったん絵がそのようにして完成すれば、我々はそれをある一瞬の
網膜像を表しているものと思いなすだろう。そしてそれが当然だと思えるほ
ど、遠近法絵画が生み出す奥行きや立体感には現実感がある。こうして遠近法
絵画の画面では、視線によって時間を掛けて秩序づけられた主観的な世界が、
視線を光に読み替えることで、あたかも一瞬の網膜像という客観的なものとし
て受け止められる。つまり、遠近法絵画とは、網膜に映し出される一瞬の網膜
像を得るために「光」を「視線」で読み替え、これを鑑賞するときは逆に、「視
線」を「光」に読み替える仕掛け、もしくはそのような場なのである。だとす
れば、遠近法絵画には二つの視覚が混在している。それは絵画を描くときの視
線としての画家の主観的な視覚と、遠近法絵画を見るときに鑑賞者に要請され
る一瞬の網膜像の知覚としての客観的な視覚である。したがって遠近法絵画が
ほのめかす視覚は生身の視覚ではなく、一種の高められた視覚、空想の視覚で
ある。そして、それゆえこのとき一瞬に把握されることが期待されるのは、そ
れがどれほど客観的なものに見えようとも、あくまで主観によって構築された
意味ということになる。

2－3.　網目構造としての平面
一方、写真において網膜像を得る方法は、遠近法絵画に比べると単純である。
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写真はレンズとカメラで作り上げた人工の眼で人間の網膜像を再現し、その光
を人工の網膜としてのフィルムにそのまま刻印する。その方法は、光のエネル
ギーの大小に応じて生じる人工網膜としてのフィルムに塗布された化学物質の
光に対する化学変化である。それゆえ写真を見ることは、遠近法絵画と同じ奥
行きのある空間を見ることであると同時に、人工網膜という平面に閉じ込めら
れた一瞬の光が再放出されるのを見ることでもある。そして、これが写真を遠
近法とは違ったものにする。
先に確認したように遠近法で問われているのは、どうすれば三次元の物体か
ら発した光を二次元の光に変換できるのか、というものであった。そして、そ
の変換が光を視線に置き換えることでなされるように、遠近法において網膜像
の再現と定着は幾何学の問題であった。もちろん、写真も網膜像の再現と定着
をする。だが、三次元を二次元にする方法は、ルネッサンスから用いられてい
たカメラとレンズを使うことですでに解決済みである。したがって写真で問わ
れているのは、平面化された対象の光のエネルギーをどう定着するのか、すな
わち人間の眼の網膜と同じような感光特性を持つ人工網膜をいかにして作るの
かである。
写真はそれをハロゲン化銀の光に対する化学反応で行う。フィルムや印画紙
にはハロゲン化銀の粒子が塗布されていて、そこでは銀粒子が網膜上の視細胞
のような網目構造を形成している。そのため写真を引き伸ばしていくと、フィ
ルムに刻まれた光景よりも、画面を覆う銀の粒子が前景化する段階がやってく
る。そのとき我々が写真に見るのは、巨大化された人工網膜の表面という網目
構造ということになる。このことは現代のデジタル・カメラやビデオやテレビ
も同じで、ここで網目構造をなすのはセンサーの画素やモニターの画素であ
る。
この網膜の特性の参照こそ、絵画が抽象化する方法の一つであった。スー
ラ（Georges Seurat、1859-1891）やシニャック（Paul Victor Jules Signac, 1863 - 

1935）らの作品がそうである。彼ら点描派の画家たちは、光のエネルギーに対
する網膜の反応についての同時代の生理学の研究成果を踏まえたシュヴルー
ル（Michel-Eugène Chevreul, 1786-1889）の色彩論に基づき、混色を避け、原色
の点描で画面を構成した。というのも、そうすれば減法混色である絵の具の混
色とは違って、明度や彩度を落とすことなく混色が可能になると彼らは考えた
からである（ただし、絵の具は発光体ではないので、正確には点描は加法混
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色ではなく中間混色である。なお、中間混色の場合の三原色は加法混色と同
じ、Red, Green, Blueである）。ここでは原色の点描一つ一つが網膜の視細胞一
つ一つを刺激することが期待されている。こうして印象派の画面は、ほぼ均質
なタッチで画面を覆われた平面となる。そしてその結果、絵画は窓として機能
すると同時に、それを覆うヴェールのようなものにもなる。いわば絵画制作に
あたり画家が網膜の構造や機能を参照したことで、絵が網膜に似てきたのであ
る。こうしてそれまで視線の対象であった絵画（遠近法絵画）は、網膜の対象
（抽象絵画）へとその立場を変えていく。
このように考えるなら、遠近法絵画が眼の「視線」に訴えかけるものである
のに対し、写真と抽象絵画は共に、「網膜」に訴えかけるものという点で共通
することになる。だとすれば、抽象絵画の成立の原因を単に写真の登場に帰す
ることはできない。なぜなら、写真という人工網膜の発明の試みや、光に対す
る網膜の反応についての様々な研究の登場は、光についての関心がそれまでの
幾何学の問題からエネルギーの問題へと変化したことを示しているからであ
る。幾何学を用いて三次元を二次元化にすることよりも、網膜に直接刺激を与
えることへと画家がその関心を移したことと、人工網膜のための感光材の発明
は、光をエネルギーととらえる新しい発想から生まれた双子である 13。この網
膜的特性としての平面性こそ、抽象絵画と写真の共通点であり、両者を遠近法
と隔てている。とすれば、画家の恋人の「ビルの絵みたい」というセリフは、
ポロックのような抽象絵画の肌理と極端に引き延ばした写真のそれが共通して
持つ上述の網膜的特性を指摘するものであり、それゆえ『欲望』に見られる視
線（ファインダー）と光（フィルム）の対立というテーマを補強するものとな
る。

三章　視覚的と触覚的という比喩
3－1　写真の触覚性
では、この網膜構造の視覚としての写真と抽象絵画は、遠近法絵画の視覚と
どう違うのだろうか。
遠近法絵画では視線を光線に読み替えることで、視線によって秩序づけられ
意味づけられた主観的な世界が、客観的な光の世界として我々の前に提示され
る。このような遠近法絵画は、「離れた位置から一瞬で様々な対象を把握する
感覚」としての「視覚」を代表するものである。では、人間の水晶体と眼球に
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加え、網膜の機能をも持つカメラとフィルムから生み出される写真の視覚は、
遠近法のそれよりもさらに「視覚的」なのだろうか。視野全体の対象の一瞬の
光を人工網膜に刻み込む写真は、確かに遠近法以上に「視覚的」に思える。だ
が、写真の網膜構造に注目するとき、写真はむしろ反遠近法的な視覚であるこ
とになる。
その理由の一つが、まさに写真が対象の光を定着していることにある。写真
は対象の光を定着しているのだから、写真を見ることとは、対象の発した光に
さらされること、光を介して我々が対象と繋がることと言える。写真は、いわ
ば対象の存在の一部、その影である。それゆえ写真を見ることは、間接的では
あっても対象それ自体を経験すること、その存在を感じることである。このよ
うなことは遠近法絵画では絶対に起こらない。たとえどれほど遠近法絵画が網
膜像に似ていようとも、対象の光線を視線で読み替えたときに、描いた対象と
描かれたそれとの繋がりは切れてしまう。その代わりにその画面には、画家が
その視線で対象に見出した「距離（奥行き、立体感）」と「意味」が描き込ま
れる。遠近法において鑑賞者が一瞬で把握するのは対象の客観（光、存在）で
はなく、画家の視線によって構築された主観（意味、意識）に満たされた空間
である。
しかし、すべての光を均質に写し取る人工網膜であるフィルムには、遠近法
的がほのめかすような視覚――離れた距離から一度に多くの事物を見、そこに
人間的「意味」を瞬時に把握する感覚――はない。なぜなら、一瞬の網膜像を
均質に捉える写真のフィルムには、すべての光が均質に写し取られるからであ
る。それゆえベンヤミンが言うように写真は遠近法の空間と違い、無意識に抑
圧されたものに満たされた空間となる。そしてそれは意味ではなく存在に満た
された空間である。では、写真の視覚を特徴づける、存在を感じるようなこ
の感覚をどう呼べばよいだろうか。ベンヤミンがリーグル（Alois Riegl, 1858-

1905）の『ローマ後期の美術工芸』（1901, 1923）に倣って写真を「触覚的」と
したように、我々はそれを「触覚的視覚」呼ぶことができるだろう 14。
存在を確かめる一番の方法は、手で触れることである。光を光として受け止
める網膜に似たフィルムの働きのおかげで、写真は対象の意味ではなく存在を
捉える。この意味で、写真の視覚は触覚的である。『欲望』では、引き伸ばし
た写真に死体らしきものを認めた主人公が、カメラを持たずに公園に戻り、実
際にその死体に遭遇し、おそるおそるそれに触れる場面が、写真の上述のよう
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な触覚性を強調していると解釈できる。
また、写真が画面いっぱいに様々な事物で埋め尽くされた空間であること
も、存在を捉えることとは異なる触覚性を喚起させる。パンフォーカス（広
角レンズを用いたり、絞りをしぼったりすることで、手前から奥までピント
が合ったようになる）の場合に顕著なように、写真ではあらゆるものが同じ平
面に並立するように見える。もちろん写真も幾何光学に従って遠く離れた対象
を捉えるため、そこには対象の重なりや、その像の大小によって生じる奥行き
感がある。だが、一方でここではあらゆる事物が均質に並立し、それらで画面
が埋め尽くされることで、図が地に埋没するかのようになる。このような細部
まで均質に事物で満たされた写真を前にして、視線としての視覚で写真を見る
ことが見る者に要請される。遠近法絵画では視線が光に読み替えられることで
抑圧されてしまう視線の触覚的な側面は、写真を見るときの中心的なものにな
る。このことは『欲望』にも見ることができる。そこでは主人公が手で写真を
現像液や定着液に浸すことや、水洗が終わったばかりで濡れて平面性が強調さ
れた写真の細部を注視すること、そして、主人公が写真のほのめかす謎を解き
明かすべく、虫眼鏡や白いペンシルで画面を吟味するのはそれに相当する。

3－2　抽象絵画の触覚性
では、抽象絵画にも写真のような触覚性があるのだろうか。
モダニズムを表現媒体に非本質的な要素を一つずつ放棄していく還元的なプ
ロセスであるとする C・グリーンバーグ（Clement	Greenberg）は、絵画にとっ
て還元することのできないもっとも本質的な要素を平面性と考え、こうして得
られる平面性こそ「視覚的」なものということした 15。
確かに、遠近法と違ってポロックのような抽象絵画では、網膜像の形成過程
を逆手にとって目

トロンプ・ルイユ

を騙し、これにより奥行きや立体感を生じさせることはな
い 16。その代わりに、ここでは絵画は網膜の対象である。先に論じたように、
この網膜的特徴は絵画の抽象化をもたらし、写真に触覚性をもたらすもので
あった。だとすれば、グリンバーグが「視覚的」とするポロックの抽象絵画で
あるが、その網膜的特徴によってその画面にも写真のような触覚性が生じるの
ではないか。それは確かに認められる。
遠近法では絵の具のしみはそれとは別の何かを表すが、網目構造を持つ抽象
絵画では、絵の具のしみはそれ自体としてある。それゆえそのような抽象絵画

伊 集 院　 敬　 行 77



では、画面は視線によって読み取られる距離（奥行きや立体感）や意味を伝え
るものではなく、そこから純粋に光を放つものとなる。と同時に絵画は、そこ
に触れることができるものとしてある。このように考えるなら、我々はポロッ
クの絵画のような圧倒的に巨大な絵画を前にして、それが放つ光を全身で浴び
ていることになる。もちろん、絵画にそのような性格を与えたのはその網目構
造である。ここに写真やスクリーンやモニターに通じるものが認められる。さ
らに、抽象絵画が純粋に光となることで、絵画はもはや眼だけに訴えかけるも
のではなくなっている。日光浴を楽しむように、ここでは我々は絵画の放つ光
を、時間を掛けて全身で味わう。ここに皮膚の温覚に似たものを認めることが
できる。
また、ポロックの絵画のような画面を覆う絵の具の戯れを見るとき、視線が
絵の具の戯れにしたがって動くことに、視線にある触覚性を確認することもで
きる。ここでは対象を意味づけることから解放された、抽象絵画固有の視線の
快楽がある。
ポロックの抽象絵画を見るとき覚える光に向き合うような感覚と、その飛び
跳ねた絵の具に導かれるようにして生じる視線の戯れは、『欲望』に登場する
抽象絵画にも認められる。映画の冒頭で、主人公は床におかれた巨大なポロッ
ク風絵画をしゃがみこんで見る（図 7）。映画の中盤で謎の女が家にやってき
たとき、主人公は女を焦らすよう同心円が描かれた絵画（Peter Sedegley, Cycle 

II, 1965）の円をたどるように指でなぞる（図 8）。そして映画の終盤では、動
揺した彼の心情を表すかのように、これまたポロック風の抽象絵画の上を主人
公の視線としてのカメラがさ迷う（図 9）。いずれも遠近法がほのめかす視覚、
すなわち見る者が対象から距離を取り、ある瞬間を捉えるという視覚とはまる
で違う。ここでは視線は、対象の立体感を測ったり、意味づけしたりすること
なく、画面をさ迷う。
ところで、『欲望』の中に登場する抽象絵画は、すべて当時のイギリスの画
家たちのものである。そのうちの巨大なポロック風の絵画（図 10）と五歳の
子供を描いたとされるキュビスムと抽象表現主義を足して二で割ったような絵
画は I・ステファンソン（Ian Stephenson, 1934-2000）のものである 17。
このステファンソンが在籍した King’s College Newcastleに、彼の入学後に講
師となり、彼と 1955年から 1957年まで屋根裏部屋の仕事場を共有したのが
R・ハミルトン（Richard Hamilton, 1922-2011）であったことは大変興味深い 18。
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図 7

図 8
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図 10．ステファンソンの抽象画（図 7と同じ作品）

図 9
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その理由は二つある。一つ目は、『欲望』公開前年にハミルトンがポストカー
ドを段階的に拡大することでその網目構造を露わにしていく作品『母へのポ
ストカード、S. M. Sより、No1』（1968）を制作していることである（図 11）。
もう一つが、彼がM・デュシャン（Marcel Duchamp, 1887-1968）の『大ガラス』
（La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, 1915-1923）のレプリカの制作や、
デュシャンがその制作のために記したメモである『グリーン・ボックス』（The 

Green Box, 1934（1911-20））の英語訳に取り組んでいることである。これらの
事実が示すのは、ハミルトンが遠近法（奥行き）と網膜構造（平面性）の対比
という、『欲望』のテーマに通じるものに関心を持っていることである。
一つ目のハミルトンのポストカードの作品に『欲望』のあらすじと重なるも
のがあるのはすぐに見て取れるだろう。実際、B・デ・パルマ監督（Brian De 

Palma, 1940-）の『青春のマンハッタン』（Greetings, 1968）という映画には、
この作品をハミルトン本人に見せられた主人公の一人が「『欲望』みたいだ」
という感想を述べると、ハミルトンが「私の方が早い」と強がる場面がある 19

（図 12、図 13）。
そしてハミルトンが強い関心を持ったデュシャンもまた、絵画の遠近法的再
現を批判し、絵画とは違うものに遠近法を用いることや、網膜の過程に働きか
ける作品を試みた作家であった。

P・カバンヌによるインタビューの中でデュシャンは、クールベ以降、絵画
は「網膜的になった」と批判し、それに代わる「観念としての芸術」という考
えを述べている 20。ここでの「網膜絵画」には、網膜像を幾何学的に得ようと
する遠近法絵画はもちろん、網膜を刺激する抽象絵画も含まれるだろう。こ
のように絵画全般に批判的なデュシャンだが、彼は明らかに視覚そのものに
は興味を示している。『大ガラス』では、ガラスに遠近法で描かれた謎の物体
と、ガラスに透かして背景が同時に見えるため、視線はガラスの表面とそこ
に描かれた錯覚の奥行と現実の奥行きという三つの空間をさ迷うことになる。
『ロトレリーフ』（Rotoreliefs, 1926）と『アネミック・シネマ』（Anémic Cinéma, 

1926）では、実際には単にある模様が回転しているにもかかわらず、網膜の刺
激処理の過程の中で、その動きは脈打つような印象を与えるものに変わる。ま
たデュシャンは両眼視差に訴えかけるステレオ写真を用いる作品の制作も試み
ている（1918-1919）。『遺作』（Étant donnés, 1944-1966）は覗き穴から見るジオ
ラマ作品である 21。　
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図 11. リチャード・ハミルトン《母へのポストカード、S. M. Sより、No. 1》1968年
Richard Hamilton, A Postal Card－For Mother from S. M. S. No.1, 1968
Blow-Up Antonioni’s Classic Film and Photography, Albertina, p. 251.

図 12. 『青春のマンハッタン』（Brian de Palma, Greetings, 1968）より
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図 13. 『青春のマンハッタン』（Brian de Palma, Greetings, 1968）より
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終わりに
本稿は、『欲望』に登場する画家ビルの恋

ガールフレンド

人の発言とその物語から、どのよ
うな視覚理解において写真と抽象絵画に共通点を見ることができるかを考察し
た。そしてその結果、写真と抽象絵画が共に網膜像的構造を持つこと、そこに
は視線を注ぐような視覚とはまるで逆の、光を受け止めるような視覚があるこ
と、そしてそのような視覚が様々な意味で触覚に喩えられるような性格を持つ
ことを確認した。最後にこれを踏まえ、『欲望』の物語全体を振り返りたい。
『欲望』は引き伸ばされた写真のしみに死体を見た主人公が、それに導かれ
るようにして悪夢のような体験をする物語であった。画面のしみをどう見る
か。この問いにレオナルドは以下のように答えている。

才能を増進し覺醒させて各種の趣向を思いつかせる一方法――これらの教
訓のなかに、墳末でほとんど噴飯に値するとさえ見えるかもしれないが、
それにもかかわらず才能を目覺ませて各種の趣向を思いつかせるのに極め
て有益な、思索の新趣向をひとつ加えるのをはぶくわけにはゆかない。
そしてこの新趣向とはこうだ。君がさまざまなしみ

` `

やいろいろな石の混
入で汚れた壁を眺める場合、もしある情景を思い浮べさえすれば、そこに
さまざまな形の山々や河川や巖石や樹木や平原や大溪谷や丘陵に飾られた
各種の風景に似たものを見ることができるだろう。さらにさまざまな戰闘
や人物の迅速な行動、奇妙な顔や服装その他無限の物象を認めうるにちが
いないが、それらをば君は完全かつ見事な形態に還元することができよ
う。そしてこの種の石混りの壁の上には、その響の中に君の想像するかぎ
りのあらゆる名前や單語が見出される鐘の香のようなことがおこるのであ
る 22。

レオナルドの言葉は、視線の視覚、遠近法の視覚においてしみがどうみられ
るかを説明するものとして理解できる。『欲望』の主人公はまさにこれと同じ
ことをし、悪夢へと迷い込んでしまう。では、この悪夢から目覚めるにはどう
すればよいだろうか。それはカメラの視覚になることである。そしてこれこそ
『欲望』が「悪魔の涎」から受け継いだ重要なものの一つである。
『欲望』の主人公同様、「悪魔の涎」のミシェルもファインダー越しに覗き見
を楽しむ者であった。だが、引き伸ばした写真を見ているうちに、ある日その
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写真が突然動きだす。写真は美しくないという理由でフレームから外したはず
の車を映し出し、そこから無気味な男が現れる。彼は主人公を穴のあいた眼で
睨みつけ、画面に近づき、主人公に襲いかかろうとする。だが、その瞬間に鳥
のようなものが画面を遮り、主人公は画面を挟んで男と向き合う。そのとき、
無気味な男が手を前に突き出す。すると画面は真っ暗になり、主人公は思わず
目を閉じる。彼が再び目を開けると、写真は青い空を映し出していた。
ところで、語り手としての主人公がこのような不思議な出来事を描写すると
き、彼は自分が「カメラになってしまった」という、これまた不思議な告白を
する。これまでの議論から、この「カメラになる」ことはフィルムの視覚を持
つことと解釈できるだろう。ファインダーから写真へとその視覚を変えたこと
で、ミシェルは覗き見る能動的な者から、画面から見返される者となる。そし
てその悪夢のような体験の後、彼は映画のように空を映し出すようになった写
真をただ見続ける受け身の者となる。
『欲望』の主人公もその視覚が写真の視覚となって悪夢から目覚める。見え
ないボールを拾ったとき、ボールがなくてもテニスができるように、彼の死体
をめぐる一夜の冒険が、死体がなくても成立することを主人公は理解する。こ
のときしみは死体であることを止め、「ビルの絵みたい」になる。レオナルド
と違い、アントニオーニやコルタサルは我々にしみをしみとして見続けること
を要求する。
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こさせはしないだろうか。ここには造形上の類似だけでなく、カメラマンとモデル
の関係に、『大ガラス』の花嫁と独身者を見ることができるかもしれない。また、劇
中に何度か登場するレコードを『アネミック・シネマ』への言及と見なせるかもし
れない。ハミルトンたちイギリスの芸術家によるデュシャンの受容や、ステファン
ソンをアントニオーニに紹介した批評家ピエール・ルーヴェ（Pierre　Rouve）の果
たした役割が今後の研究課題となるだろう。

22 『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記・上』杉浦明平訳、岩波書店、1954年、213頁。
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