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凡例
・引用箇所の出典は、[ ]内に、著者名を記し、その直後の( )内に原初の初版の出版年を
示した。コロンの後に原著、或いはドイツ語訳の頁を、邦訳のあるものについてはスラ
ッシュの後に翻訳書の該当頁を記した。
・邦訳がある場合はそれを参照したが、原著に応じて訳を改めた個所もある。
・欧文文献の邦訳のみを用いた場合は、著者名をカタカナで示した。
・引用箇所中、筆者による補足は[ ]で示し、[

]内のコロンの後に「引用者」と記した。

・同一著者による同一出版年の文献が複数ある場合は、出版年の後にアルファベットを付
して区別した。
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序論
19 世紀末葉、来たるべき 20 世紀が「群衆の時代」(Die Ära der Massen) [Le Bon (1895):
2/15]になるだろうと予言したのは、フランスの社会心理学者、ギュスターヴ・ル・ボンで
ある。フランス革命とそれに続くパリ・コミューンという衝撃が、民衆の政治的躍進を確
信させた時代であった。ル・ボンのこの予言は見事に的中する。19 世紀最大の思想的遺産
とも言える共産主義は 20 世紀にますます大きな広がりを見せ、ロシア革命では世界で初め
て社会主義国家が樹立されるに至った。無数の名もなき人間の群れが、歴史の原動力とな
って、まさしく「群衆の時代」を作り上げたのである。共産主義と並び、20 世紀を席巻し
たもうひとつの「主義」はファシズムである。ドイツのナチズムに先鋭化されたこの政治
思想・運動は、史上類を見ないカタストロフィをもたらした。ナチズムは、単にヒトラー
個人の問題にとどまらない。何故ならば、支配者、あるいは権力者がその権力を確立する
ためには、必ずその権力を正統と認める「多数者」、もしくは群衆を巻き込まれなければな
らないからである。なぜ人々はヒトラーの台頭を許したのか。この問いが、第二次世界大
戦後のドイツで、歴史家、社会学者、哲学者、文学者の主題となった。ヴィルヘルム・ラ
イヒ『ファシズムの群衆心理』Massenpsychologie des Faschismus (1933)や、エーリッヒ・
フロム『自由からの逃走』Escape from Freedom (1941)、ハンナ・アーレント『全主体主
義の起源』The Origins of Totalitarianism (1951)、ヘルマン・ブロッホ『群衆の心理』

Massenpsychologie(1959)は、全体主義を群衆運動として捉え、解明しようという試みであ
る。エリアス・カネッティの『群衆と権力』Masse und Macht (1960)もまた、その一つで
ある。カネッティは『群衆と権力』において、群衆という現象、そして権力の本質を暴こ
うとした。この書は、どのような時代背景のもとに生まれたのだろうか。
エリアス・カネッティは 1905 年、ブルガリアのルスチュクにスペイン系ユダヤ人として
生まれ、二つの大戦を擁する激動の 20 世紀を生きた。幼少期にマンチェスター、ウィーン、
チューリッヒ等、ヨーロッパ各地を転々としたカネッティは、母語の古スペイン語に続き、
英語、フランス語を習得した1。ドイツ語を習得したのは、8 歳の時、ウィーンに移住する
ためである。カネッティはこのドイツ語を、著作活動を行うための言語として選んだ。そ
して、亡命先のイギリスでも、また、ナチスによるホロコーストが明らかになった戦後も、
ユダヤ人でありながら、敢えてドイツ語で書くことを止めなかった。それは、自分を文学
の世界へと導いてくれた言語に対する感謝の気持ち2であると同時に、ユダヤ人作家として
1

スーザン・ソンタクによれば、「一つの場所は、一つの言語であり、そして多くの言語を
知るということは、多くの場所を自分の領域として要求できるということを意味する」
[Sontag (1985): 92f.]。言語を習得することによって、カネッティは世界における自分の位
置を規定していった。幼年期における多言語体験が、カネッティの「世界市民」としての
態度を決定したのである[Sontag (1985): 92]。
2 カネッティがドイツ語を習い覚える前、彼の両親は文学や芸術について語る時、ドイツ語
を用いた。それはカネッティにとって「魔法の言葉」として響き、カネッティは強い憧れ
を抱いた。ドイツ語を習得した後は、父に代わり、母とドイツ語で文学について話すよう
になった[Canetti (1977): 33ff./36ff. 90/110f.]。
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「二つの大追放」 3 の言語を自らのうちに共存させることを使命としたからであった 4
[Canetti (1972 a): 103]。
第一次世界大戦後の 1921 年、カネッティはフランクフルトへ移住する。当時のドイツは
マルクの価値が暴落する、空前のインフレの最中にあった。ヴェルサイユ条約により、敗
戦国のドイツは支払い能力をはるかに超える賠償金を求められていた。この状況を打破す
るため、ドイツ外相ヴァルター・ラーテナウは 1922 年 4 月、ソ連とラッパロ条約を結び、
相互に賠償権を放棄した。しかし、共産主義国家との提携は極右派に嫌悪されることとな
り、同年 6 月 24 日、ラーテナウは帝政派将校に暗殺されてしまう[宍戸(2009a): 60]。この
事件を受け、ラーテナウの暗殺に抗議するデモが起こるが、カネッティはフランクフルト
でこのデモに遭遇する。これが、カネッティにとって、最初の群衆体験となった[Canetti
(1980): 79f./101f.]。
Ich spürte eine physische Anziehung zu der Masse hin. Das hat einige Jahre
nachgewirkt, und ich glaube, der Entschluß, herauszubekommen, was Masse
eigentlich ist, war akut auf diese Erlebnisse in Frankfurt zurückzuführen.
群衆の、肉体的に人を引き付ける力を感じました。その影響は数年間続きましたが、
いったい群衆とは何かということを解明しようという決心は、差し迫り、フランクフ
ルトでのこの体験に端を発していたと思います。[Canetti (1972 a): 112/175]
デモ行進を行う群衆の中にあって、カネッティは自分が「肉体的に」群衆に引きつけられ
るのを感じた。ここで抱いた群衆現象を解明しようという気持ちは、1927 年、ウィーンの
司法省の火事によって強められる[Canetti (1972 a): 112/175]。フランクフルトでの群衆体
験から 5 年後の 1927 年 7 月 15 日、ウィーン大学で化学を専攻していたカネッティは、二
度目の群衆体験をする。その日、労働者殺害に対する無罪判決が『帝国新報』によって「公
正な判決」として報じられると、これに憤激した人々が結集し、抗議のデモを行った。こ
のデモ集団に遭遇し、彼らとともに行動したカネッティは、自伝『耳の中の炬火』Die Fackel

im Ohr (1980)に以下のように記している。
Es ist das Nächste zu einer Revolution, was ich am eigenen Leib erlebt habe.
Seither weiß ich ganz genau, ich müßte kein Wort darüber lesen, wie es beim Sturm
auf die Bastille zuging. Ich wurde zu einem Teil der Masse, ich ging vollkommen in
ihr auf, ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unternahm.
カネッティの先祖は 1492 年にスペインを追われ、移住先のトルコで 400 年以上、母語で
ある古スペイン語を保持してきた。同様に、ドイツから亡命したカネッティも、ドイツ語
を保持しようとした[Canetti (1972 a): 103]。
4 この発言は、1965 年に行われたホルスト・ビーネクとの対話の中でなされたものである
[Canetti (1972 a): 103]。
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私が身をもって体験したものは革命に最も近いものである。それ以来、私はバスチー
ユ監獄襲撃がどのように起こったか、それについて一語も読まなくても、まったく正
確に知っている。私は完全に群衆の一部になったし、群衆の中に完全に吸収され、群
衆の企てていることに、少しも抵抗を感じなかった。[Canetti (1980): 231/314]
この時、カネッティはフランクフルトでのデモ体験のように、群衆に肉体的に引きつけら
れるだけではなかった。「群衆の一部になり、群衆の中に完全に吸収され、彼らの企てて
いることにいささかも抵抗を感じなかった」。カネッティは群衆を外から観察するだけで
なく、その内部に入り込み、群衆そのものとなったのである。カネッティは、この群衆体
験を「本源的体験」(das ursprüngliche Erlebnis) [Canetti (1980): 232/316]と呼び、それが
『群衆と権力』に完全に入り込んでしまっている、としている[Canetti (1980): 232/316]。
1930 年代に入り、カネッティはウィーンでナチスの興隆を体験した。この体験により、
群衆研究に対する動機は、より切迫したものとなる。ナチスの政権獲得の過程に、カネッ
ティは群衆と権力の結びつきを看取したからである[Canetti (1972 a): 9/10]。それゆえ、群
衆現象を解き明かすためには権力について知る必要があると感じ、群衆と権力の相互の研
究に取り掛かることとなった。1938 年、
「水晶の夜」の後、カネッティはパリを経由してロ
ンドンに亡命する。そこでカネッティは群衆の研究を再開し、1960 年に出版された『群衆
と権力』に、彼の思索が結実することとなる。
1965 年に行われたホルスト・ビーネクとの対話で、カネッティは『群衆と権力』につい
て以下のように語っている。
Meine Hauptarbeit in dieser Zeit war doch die Untersuchung der Wurzeln des
Faschismus, das war der Sinn von »Masse und Macht«. Um zu begreifen, was
geschehen war, und zwar nicht bloß als Phänomen der Zeit, sondern in seinen
tiefsten Ursprüngen und weitesten Verzweigungen, hatte ich mir jede literarische
Arbeit verboten. »Und die Aufzeichnungen« waren ja nur ein Nebenprodukt dieser
Arbeit. Wer in ihnen das Wort Faschismus vermißt, der braucht nur den größeren
Band aufzuschlagen, und obwohl auch da das Wort vielleicht nicht vorkommen
wird, so sind's doch immerhin ungefähr 500 Seiten, die eigentlich von nichts
anderem handeln.
この時代における私の主な仕事は、ファシズムの根源についての研究でしたし、それ
が『群衆と権力』の意味でした。起きたことを理解するために、しかもそれもただ単
にその時代の現象としてではなく、その最も深い起源と最も広範な枝分かれにおいて
理解するために、私はあらゆる文学的仕事を自らに禁じました。そして、「断想」は、
そう、ただこの仕事の副産物だったのです。その中にファシズムという言葉がないの
を残念に思う人は、あの重要な書物を開きさえすればよいのです。そこにも恐らくそ
5

の言葉は出てこないでしょうが、しかしいずれにせよ、それが、この約 500 頁の書物
が本来扱っているもの以外の何ものでもないのです。 [Canetti (1972 a): 98/150]
この書には「ファシズム」という言葉も登場しないし、アクチュアルな政治情勢を扱った
箇所もない。ヒトラーについての考察は、「歴史における群衆」という章でわずかに語ら
れるだけである。この著書は一見、カネッティの生きた時代とは連関のない抽象論に思わ
れる。しかし、カネッティ曰く、『群衆と権力』は紛れもなく「ファシズムに関する研究」
であり、それを「ただ単にその時代の現象としてではなく、その最も深い起源と最も広範
な枝分かれにおいて理解するため」の試みであったのだ。そして、1948 年から 1959 年、
『群
衆と権力』の執筆期間中、この研究に専念するために、どんな文学的な仕事もしないこと
を心に決めたのであった[Canetti (1972 a): 98/150]。
『群衆と権力』は世にも不思議な書である。そこには序言も、凡例も、方法も、討論も
存在しない。論考の意図も趣旨も説明されないまま、いきなり本論に入ると、多種多様な
出典に基づく記述が淡々と続く。11 の章―「群衆」 (Die Masse)、
「群れ」(Die Meute)、
「群
れと宗教」(Meute und Religion)、
「歴史における群衆」(Masse und Geschichte)、
「権力の
臓腑」(Die Eingeweide der Macht)、「生き残る者」(Der Überlebende)、「権力の諸要素」
(Elemente der Macht)、「命令」(Der Befehl)、「変身」(Die Verwandlung)、「権力の諸相」
(Aspekte der Macht)、
「支配権とパラノイア」(Herrschaft und Paranoia)―と「エピローグ」
(Epilog)から成り、それぞれの章が見出しの付いたいくつかの短い段落で構成されている。
どの段落にも問題らしいものが提起されているわけではなく、例えば、インディアンの雨
踊りの話や、ブッシュマンの狩猟の話、ドイツのインフレーションの話、オーケストラの
指揮者の話に、デリーのスルタンの話、シュレーバー裁判長の話、あるいは仮面と祭礼の
話に、雨や火の話、さらには人間の手や消化、精虫の話といった具合に、時代も分野も全
く異なる様々なモチーフが、「群衆」あるいは「権力」との関連の中で語られる。そこに見
出されるのは、壮大な概念的建築というようなものではなくて、映像であり、物語であり、
挿話であり、神話であり、そこから浮かび上がってくる想念は、その多様な記述と切り離
すことのできないものである[イシャグプール (1990): 139f.]。『群衆と権力』の読者は、従
来の科学書とはあまりに勝手の違うこの書を前に、戸惑うこととなる。
『群衆と権力』では、
議論の前提となる思想が語られることもなく、全ての考察が独自の熟語によって行われる。
この書はいかなる学問の約束にも従っていないし、いかなる既存の学理にも与してはいな
いのである5。
5

リューデマンは、『群衆と権力』の中では、歴史的、文化的不一致だけでなく、想像上と
実際の群衆、あるいは人間と人間でない群衆の間の（そしてとりわけ文学と科学の間の）
カテゴリー的不一致が失効させられるとしている[Lüdemann (1980): 55f.]。学問のカテゴ
リー的不一致、あるいは、歴史的・文化的不一致だけでなく、『群衆と権力』を科学ととら
えるのか、それとも文学としてとらえるのかという問題までもが、ここに提示されている
のである。
6

『群衆と権力』は、文化人類学、文化哲学、社会学、あるいは社会心理学、一体どのよ
うな学問領域に分類されるのか。そもそもこれは学術書なのか、それとも文学作品なのか。
『群衆と権力』をめぐるこうした議論は、出版当初から既に存在した。こうした議論を象
徴しているのが、1962 年に行われた、テオドール・W・アドルノとのラジオ対談であろう。
アドルノは、その際、この著書の「方法論的問題」を指摘している。
Nun meine ich aber, auf der anderen Seite liegt doch ein methodologisches Problem
vor, das gerade für unsere Absicht, nämlich die einer Ortsbestimmung Ihres
Denkens, nicht gleichgültig ist. Einem Denkenden wie mir, ganz gleich, ob er sich
nun Philosoph oder Soziologe nennt, ist bei Ihrem Buch zunächst einmal auffällig,
und wenn ich das offen sagen darf, ein wenig auch ein Skandalon das, was ich die
Subjektivität des Ansatzes nennen möchte. Mit Subjektivität meine ich dabei nicht
die Subjektivität des Gedankens, Subjektivität des Autors, im Gegenteil: gerade die
Freiheit der Subjektivität, daß also dieser Gedanke sich nicht schon vorweg bindet
an verteidigte Spielregeln der Wissenschaft und nicht die arbeitsteiligen Grenzen
respektiert, ist mir unendlich sympathisch, sondern ich meine mit Subjektivität
den Ausgang von den Subjekten, die dabei betrachtet werden, also prägnanter
gesagt, noch in einem weiteren Maß den Ausgang von Vorstellungsweisen.
しかし私が今言いたいのは、他方においては外ならぬ我々の意図、つまりあなたの思
考の位置づけにとっては無関心たりえぬ一つの方法論的な問題がやはり提出されてい
るということです。私のように思索をする者にとって―哲学者を自称しようが社会学者
を自称しようが全く同じですが―、あなたの書物を読んで先ず、第一に目を引かれるし、
率直に申し上げてよければ、いささかスキャンダルともなるのは、研究を進める手が
かりの主観性と呼びたいようなものなのです。この場合の主観性とは思考の主観性や
著者の主観性のことではなく、その反対で、況や主観性の自由、したがってこの思考
がすでに初めから科学の公認ルールに拘束されていないし、分業の限界を尊重してい

エドガー・ピールによれば、権力構造と群衆形成の関連を理論と経験的方法で研究した
社会学者として、カネッティは『国際社会学辞典』(Das Internationale Soziologenlexikon)
に載っており、『群衆と権力』が社会学・社会心理学に分類されているにもかかわらず、カ
ネッティは、社会学者とも科学者ともとらえられていない [Piel (1988): 53]。しかし、アメ
リカの心理学者ロバート・ジェイ・リフトンは、60 年代後半から「生き残ること」
(Überlebende)というテーマで研究をしており、これはカネッティの影響なしでは考えられ
ない[Piel (1988): 54]。ピールはこのことを踏まえ、カネッティが科学にとって重要でない
とは思わないし、カネッティが科学者としての態度や立場以下にいるようには見えないと
する[Piel (1988): 54]。それでも、世界文学と神話を論拠にしようとする『群衆と権力』と
既存の科学には、やはり隔たりがあるとする[Piel (1988): 55ff.]。
一方、ダグマー・バルノウは、神話の再構築によって人間の行動様式に関する論考を打
ち立てようとするカネッティの手法を社会心理学的だとしている[Barnouw (1988): 45]。
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ないということが、わたしの限りない共感を喚起するわけでは決してなく、私のいう
主観性とは、その際見受けられる様々の主観から発するもの、したがって含蓄ある言
い方をすれば、さらにより広大なスケールでの様々の表象方法から発するもののこと
です。[Canetti (1972 a): 68/102f.]
アドルノは、『群衆と権力』が「科学の公認ルール」、あるいは「分業の限界」から外れ、
表象の様々な事実のレベル、例えば政治的・社会的事実とそうでないものを明確に区別し
ていないことを指摘している。アドルノはこのインタビューの中で、マルクスとフロイト
の名前を挙げ、カネッティの思想を既存の思想の中に位置づけようと試みる。これに対し
て、カネッティは『群衆と権力』から自分自身の術語を引用することによって答え、まる
で自分が同時代の思想的連関の中に組み込まれるのを避けるかのようなそぶりを見せてい
る。
『群衆と権力』の位置づけを巡って、これまで様々な議論がなされてきた。例えば、ジ
ョーン・パッティロ＝ヘスを編者とした全三巻からなる『群衆と権力』に関する研究叢書
が、1988 年から 1991 年にかけて出版されている6。また、同メンバーを中心とし、2006
年にも、同書に関する研究叢書が出版されている7。1992 年には、カネッティの生まれ故郷
であるブルガリアのルスチュクでシンポジウムが開催され、これを機に「国際エリアス・
カネッティ協会」が設立された。この協会はそれ以降も定期的にシンポジウムを開き、そ
の成果をまとめた機関紙も発行している。とりわけ、1998 年に出版された『群衆と歴史』

Die Massen und die Geschichte (1998)では、『群衆と権力』や戯曲、小説、伝記といった
カネッティの他の著作に表れた群衆論が、様々な角度から論じられている。日本では、2008
年に「『群衆と権力』の射程―エリアス・カネッティ再読―」と題されたシンポジウムが開
催され、翌年には同名の研究叢書が刊行されている。
『群衆と権力』は、特にカネッティが 1981 年にノーベル賞を受賞して以来、様々な観点
から論じられてきた。カネッティの自伝的要素に着目した論考や、言語の側面、あるいは
ユダヤ性に着目した考察、ル・ボンやフロイトといった既存の群衆論との比較から論じた
研究、またメディア論に即した研究など、千差万別である。しかし、
『群衆と権力』の評価、
あるいはその位置づけは、出版から半世紀以上が経った今も定まったとは言えない。
本論考は、こうした議論を前提とし、『群衆と権力』がどのような思想の潮流のもとに生
まれ、どのような思想の過程を経て完成されたのか、その軌跡を辿ることを目的とする。
Pattillo-Hess, John (Hg.) : Canettis Masse und Macht oder die Aufgabe des
gegenwärtigen Denkens. Wien (Österreichischer Bundesverlag) 1988.
Pattillo-Hess, John (Hg.) : Tod und Verwandlung in Canettis Masse und Macht. Wien
6

(Löcker Verlag) 1990.
Pattillo-Hess, John (Hg.): Verwandlungsverbote und Befreiungsversuche in Canettis
Masse und Macht. Wien (Löcker Verlag) 1991.
7 Pattillo-Hess, John und Smole, Mario R. (Hg.): Elias Canetti. Chronist der Massen,
Enthüller der Macht. Wien (Löcker Verlag) 2006.
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第一章では、19 世紀末から 20 世紀半ばにかけて刊行された、五人―ニーチェ、ギュスタ
ーヴ・ル・ボン、ガブリエル・タルド、ジークムント・フロイト、そして、オルテガ・イ・
ガセット―の論考を取り上げ、その中で「人間の集団」というものがどのように論じられて
きたのかを考察する。そして、そこから群衆論の系譜というべきものを導き出し、その中
で『群衆と権力』がどのように位置づけられるのか、それらの論考がカネッティの思索に
与えた影響を探る。
第二章から第四章では、カネッティの戯曲三編『結婚式』Die Hochzeit (1931-32 年執筆)、
『猶予された者たち』Die Befristeten
『虚栄の喜劇』Komödie der Eitelkeit (1933 年執筆)、
(1952-1953 年執筆)を扱う。これらの作品には『群衆と権力』の論述に際して中心的役割を
担う、「生き残ること」、「命令」、「パラノイア」、「変身」、そして「死」といったテーマが
通底している。『結婚式』と『虚栄の喜劇』はいずれも、カネッティが群衆と権力に関する
包括的研究を始めた 1930 年代初頭に書かれている。また、
『猶予された者たち』は、
『群衆
と権力』の執筆期間中 (1948-1959)、この研究に専念するために「どんな文学的な仕事もし
ない」と決めたにも拘わらず、自らその禁を破って書かれたものである。それゆえ、これ
らの戯曲群を時系列に沿って考察し、その群衆観・権力論を辿ることは、『群衆と権力』へ
と至るカネッティの思想の変遷を探るうえでも重要な意味を持つであろう。また、『群衆と
権力』には表れていない、これらの戯曲にのみ見られるカネッティの理論にも着目する。
その際、カネッティに大きな影響を与えた、カール・クラウスやカフカ、フロイトとの思
想とカネッティのそれとの比較も行う。その中でも最もよく言及されるのが、フロイトと
なるだろう。
カネッティのフロイトに対する愛憎半ばする関係については、多くの研究者によって指
摘されている。カネッティ自身が自伝で述べているように、カネッティがウィーンで過ご
した 1920 年代から 30 年代、一切がフロイト学派の諸成果によって満たされていた[Canetti
(1972 a) : 120/187]。ノーベル賞受賞直前のインタビューで、カネッティは「彼はまるで母
乳のようで、私たちはみなフロイトの影響圏内にいた」(er war wie Muttermilch, wir waren
alle in dieser Freudschen Atmosphäre)と語っている[Hanuschek (2005): 125/(上)155]。カ
ネッティも当時のウィーンに住むインテリの例に漏れず、フロイトの論文は読んでいた
[Hanuschek (2005): 123f./(上)153]。しかし、カネッティはフロイトに対して大いに賛嘆の
念を抱いてはいたものの、終始、フロイトに批判的な態度をとっている[Hanuschek (2005):
125/(上)155]。こうしたカネッティのフロイトに対する関係については、特に第一章と第五
章で、詳しく論じていく。
『群衆と権力』は、先に述べたように、「ファシズムに関する研究」であった。このこ
とを踏まえ、ヴィルヘルム・ライヒやエーリッヒ・フロム、ハンナ・アーレント、ヘルマ
ン・ブロッホ、ミシェル・フーコーなどの、全体主義に関する知見も論考の手掛かりとし
たい。
第五章では『群衆と権力』の特異な叙述形式に焦点を当てる。なぜカネッティは先行す
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る群衆論、権力論には一切触れずに、また、いかなる既存の学問の概念も用いずに、独自
の術語で論考を行ったのか。なぜ文化人類学に傾倒し、心理学を否定したのか。そして、
カネッティの詩的描写はどこに源を発するのか。これらの問いに対する答えを探りながら、
カネッティがこうした特異な叙述形式によって目指したものを検討する。
以上のように、第一章では先行の群衆論を考察し、それらと『群衆と権力』を比較する
ことによって、第二章から第四章では、『群衆と権力』のための研究と並行して書かれた戯
曲群を分析することによって、そして第五章では『群衆と権力』の叙述形式を検討するこ
とによって、
『群衆と権力』へと至るカネッティの思想の軌跡を辿りたい。
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第一章

群衆論の系譜

スザンネ・リューデマンは、序論で言及したカネッティとアドルノのラジオ対談になぞ
らえ、『群衆と権力』の思想の位置決定について、以下のように述べている。
Für eine ‚Ortsbestimmung‘ von Canettis Denken ― um die Adorno sich in einem
Rundfunkgespräch mit Canetti kurz nach dem Erscheinen von „Masse und
Macht“ vergeblich bemühte ― kann es sich dabei als sinnvoll erweisen, „Masse und
Macht“ in eine moderne Diskursgeschichte der Masse einzureihen, auf die Canetti
sich, wenn überhaupt, nur negativ bezieht (sie qua Auslassung dementierend), die
aber gleichwohl intertextuelle Spuren in seinem Werk hinterlassen hat. Anders als
Canetti glauben machen möchte, war er nämlich keineswegs der Erste und Einzige,
der der Faszination des Phänomens erlegen ist und sich um seine Klärung bemüht
hat.
カネッティの思想の「位置決定」のためには、―アドルノが『群衆と権力』出版直後の
カネッティとのラジオ対談で、その「位置決定」をめぐってむなしく努力したが―『群
衆と権力』を、群衆をめぐる近現代の言説史の列に組み入れることが、意義深いこと
であることがわかる。そもそもカネッティはその言説史を、ネガティブにしか引き合
いに出さなかったが(それらは発言を否認された)、それにもかかわらず、その言説史は
テクスト相互間の痕跡を彼の作品内に残している。カネッティが信じさせようとした
のとは異なり、彼はすなわちこの現象に魅せられ、それを解明しようと尽力した最初
の人でも唯一の人でもない。[Lüdemann (1980): 56]
『群衆と権力』には、群衆をめぐる言説の痕跡が見られるというのである。ここでリュー
デマンが述べる「近現代の言説史」とは、特に、群衆心理学を意味する。後に詳述するが、
カネッティはル・ボンやフロイトの群衆論に対して反発を示し、「ネガティブにしか引き合
いに出さなかった」。しかし、彼らの思想の痕跡は確かに『群衆と権力』に表れており、カ
ネッティの思想をより深く理解するためには、その背景にある群衆論を踏まえることが肝
要であると思われる。そこで、まず第一章では、カネッティの意図に反することではある
かもしれないが、敢えて『群衆と権力』を群衆論の系譜の中に置き、カネッティの群衆論
を理解するための一助としたい。
群衆とは、そもそもいったい何で、それはどのようにして社会に現れたのだろうか。群
衆とは、単なる人間の群れ、集団を表す言葉ではない。リューデマンは、『群衆と権力』を
モデルネの群衆をめぐる言説の中に位置づけよういう試みの中で、まず、群衆という現象
の起源を探ることから始める。リューデマンによれば、群衆が主体としてモデルネに出現
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したのは、1789 年のバスチーユ以来である[Lüdemann (1980): 56]。バスチーユに向かう
人間の群れを指し、人々はそれを「群衆」と呼んだ。そのため、
「群衆」という言葉は、
「革
命的群衆」(Revolutionäre Masse)を意味していた[Lüdemann (1980): 56]。この「革命的群
衆」は、非理性的で無知、そして破壊衝動をもった存在として認識されたのである
[Lüdemann (1980): 56]。こうした社会現象を示す言葉 Masse は、フランス革命後にドイツ
にもたらされた[Lüdemann (1980): 56]。エドモンド・バーク『フランス革命に関する省察』

Reflection on the Revolution in France (1790)の crowd という言葉が、Masse というドイ
ツ語に翻訳され、これが定訳になったのである[Lüdemann (1980): 56]。バークはこの著書
の中で、フランス革命を「軽率と残忍、有りとあらゆる犯罪に有りとあらゆる愚行を突き
交ぜたこの得も言われぬ混沌」[バーク (1790): 15]と称している。『フランス革命に関する
省察』は、バスチーユ襲撃に嫌悪感を覚えた著者が、フランス革命の轍を踏まないように
と、自国イギリスの民衆に警鐘を鳴らすために書かれた、フランス革命に対する保守的批
判であった[バーク (1790): 33f.]。バークは、フランス革命における群衆を、以下のように
捉えている。
まったく世間知らずでありながらそれ[政治：引用者]に手出しをしたがり、また世事全
般の経験もないのに得々として説を賜る彼らが、政治について持っているものとは、
ただ自ら掻き立てている情念でしかありません。[バーク (1790): 17]
教育も満足に受けていない、教養のない民衆が、ただ怒りと情念に任せ、政権を転覆させ
ようとしている。政治に関心がないにもかかわらず、それに関わろうとして蜂起する群衆
が、否定的に捉えられているのである。バークはまた、「慎慮、熟考、先見の明などが百年
もかかって建設できる以上のものを、怒りと逆上ならば僅か半時間で引き倒すでしょう」[バ
ーク (1790): 212]としている。フランス革命に伴う群衆は、ただ破壊をもたらす存在でしか
ないと非難しているのである。
群衆を否定的に捉えたのは、しかし、バークだけではない。スーザン・ソンタクは、カ
ネッティの思想形成に深く関わったと考えられる人物たち、すなわち、両親やカール・ク
ラウス、ヘルマン・ブロッホ、カフカ、フロイトなどとの関連の中で、カネッティの諸作
品を年代順に論じている。そして、
『群衆と権力』に関する論考において、この著作の思想
の背景に、群衆の革命的性質や破壊性といった、19 世紀における群衆描写との類似性を見
ている[Sontag (1985): 105]。ソンタクによれば、フランス革命とその後のコミューンを非
難することが、19 世紀に書かれた本の趣旨であった[Sontag (1985): 105]。チャールズ・マ
ッケイ『とてつもない民衆の妄想と群衆の狂気』Extraordinary Popular Delusions and the

Madness of Crowds (1841)から、ル・ボン『群衆心理学』La psychologie des foules (1895)
に至るまで、これらはすべてフランス革命という「政治的悪夢」を理論として発展させる
ための群衆の研究であったというのである[Sontag (1985): 105]。フランス革命と同時に広
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まった「群衆」という言葉は、本来、バスチーユ襲撃における人の群れを指しており、そ
の後はそれに付随する諸々の市民革命、パリ・コミューンなど、反体制的な革命的群衆と
いう意味合いを持っていた。19 世紀における群衆をめぐる言説は、体制に反旗を翻すこの
群衆という現象を解明し、それを制御しようという保守的試みの中で展開されてきたので
ある。
以上のように、19 世紀、群衆という現象に対して、保守派によって様々な説明が試みら
れてきた。しかし、群衆を構成する諸個人を通常時における個人の状態と区別して、群衆
内に固有な心理を考察し、それを「群衆心理学」として確立したのは、ル・ボンの『群衆
心理』(1895)が初めであった。ル・ボンによれば、集団内部では人間の意識的個人というも
のが消え失せ、その集団の各構成員の感情が全て同一の方向に向かい、一種の「集団の魂」
(Kollektivseele)を形成する [Le Bon (1895): 9/26]。群衆は本能的に支配されたいという欲
求を持っており、一人の指導者に従う[Le Bon (1895): 84/155]。その際、理性を失った群衆
は、指導者の思いのままに操られるのである[Le Bon (1895): 15/34f.]。『群衆心理』におい
て、群衆の主体性は完全に否定されている。革命も含め、群衆の行動は全て、指導者一人
の意志に従ってなされるのである8。ル・ボンのこの思索を萌芽とし、19 世紀末から 20 世
紀初頭にかけ、群衆心理学が盛んに取り沙汰されるようになっていく。
フランシスコ・ブディ・ハルディマンは、ゲオルク・ジンメル、ヘルマン・ブロッホ、
エリアス・カネッティ、ハンナ・アーレントのテクストを手掛かりに、全体主義と平等、
群衆というテーマに光を当てている。ハルディマンは、その中で、19 世紀の「群衆」をめ
ぐる言説の潮流において、群衆心理学の対をなす思想として、マルクス主義を挙げている
[Hardimann (2001): 32]。群衆心理学では、群衆内の個人は非理性的で、政治に関心がなく、
破壊的衝動と情動によって行動する存在として捉えられてきた。それに対して、マルクス
主義においては、個人は階級に関心を持つことによって群衆を形成する[Hardimann
(2001): 32]。その時、群衆形成の理由は、群衆心理学のように、人間の服従の本能や「自我
の弱体化」(Ich-Schwächung)に存するのではなく、社会的不平等に対する抗議に存する
[Hardimann (2001): 32]。このような「階級意識に基づいた群衆」(Klassenbewußten Masse)、
すなわちプロレタリアート(Proletariat)が、社会の変革を担う群衆として、主体となって行

8

ハルディマンや海老根剛は、群衆という言葉の語源から、
「群衆」(Masse)に関する論考を
行っている。Masse という言葉は、ギリシャ語の Maza、すなわち「パン生地」(Brotteig)
に由来する[Hardimann (2001): 30]。また、ドイツ語だけでなく、英語 mass、フランス語
masse でも、群衆は形を作ることのできるものを意味している[Hardimann (2001): 30]。
したがって、人が群衆をイメージするとき、Masse という言葉に伴う意味、つまり、何か
形のないもの、匿名のもの、そして、そこから一つの形が作られる前の段階のものが想起
されるのである。この Masse という意味の受動性、あるいは客体性ゆえに、群衆を思考す
ることは群衆に形を与える権力を志向することと切り離しえないものである。そして、こ
のような意味連関のうちに、群衆論において様々な形で展開されることとなる群衆と権力
の関係のいわば語源学的基礎とでも呼ぶべきものを見出すことができるのである[海老根
(2006): 122]。
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動するのである[Hardimann (2001): 32]。19 世紀における群衆心理学おいて、群衆は形の
ない主体性を欠いたもの、非理性的なものとして扱われていた。革命を抑え込む立場から
群衆というものが客体として論じられていた。一方、マルクス主義においては、社会的不
平等に対して平等を勝ち取るために、意識のある個人の集まりによって群衆が形成される
と解釈されている。革命を起こす立場から、群衆を主体として見ているのである。
序論では、カネッティが自らの群衆体験を「もっとも革命に近いもの」であったとした
ことを述べた。後に詳述するが、カネッティの描く群衆は、指導者の権力の道具とされう
る群衆でもあり、また、社会を変革する力を持った希望に満ちた群衆でもある。その意味
ではカネッティの群衆論は、群衆心理学、マルクス主義的群衆理論、双方の流れを汲んで
いると言える。しかし、序論で挙げたような、群衆内における没我の状態は、むしろ群衆
心理学のそれに近いと言える。そこで、第一章では、まず、群衆心理学に力点を置き、そ
の群衆心理学の周辺の群衆論についても検討しながら、カネッティの群衆論の背景となっ
た思想を探る。ここで扱われるのは、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけての五つの論考、
ニーチェ『善悪の彼岸』Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral (1886)、ギ
ュスターヴ・ル・ボン『群衆心理』La psychologie des foules (1895)、ガブリエル・タルド
『世論と群集』L'opinion et la foule (1901)、ジークムント・フロイト『集団心理学と自我
分析』Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921)、そして、オルテガ・イ・ガセット『大
衆の反逆』La Rebelion de las Masas (1930)である。ル・ボンとタルド、フロイトは群衆心
理学を代表する人物であり、カネッティの思想に与えた影響がしばしば指摘される。ル・
ボン、フロイト、タルドに関しては、群衆心理学、特にこの三者に関する包括的な研究で
ある、セルジュ・モスコヴィッシ『群衆の時代』L’Âgedes foules: un traité historique de

psychologie des masses (1981)を参照しながら、論を進めていきたい。ル・ボンは「集団の
魂」を発見し、彼と同時代人のタルドは、当時台頭しつつあったマスメディアに焦点を当
て、その世論によって形成される「公衆」を考察した。そして、フロイトは彼らに倣いな
がらも、リビードという自らの理論を援用し、群衆を論じた。以上の三者に、「大衆」とい
う凡庸な人間の在り方に着目して群衆心理学を社会学に発展させたオルテガと、彼に少な
からぬ影響を与えたニーチェを加え、これらの五つの論考を年代順に概観し、群衆論の変
遷を考察していく。そして、そこから群衆論の系譜を浮かび上がらせることを試みる。
１．１．ニーチェ『善悪の彼岸』(1886)
群衆論の変遷を辿るにあたり、まず、フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)の『善悪の彼
岸』9から始めることとする。『善悪の彼岸』は、序章と 9 章、「高山より―後の歌」と名付
9

カネッティの思想はニーチェのそれとしばしば比較され、類似性が指摘されてきた。ハヌ
シェクによれば、カネッティは『権力への意志』を読んでいる。そして、1970 年、以下の
断想を残している。
Nietzsche habe ich nur als Feind auf mich einwirken lassen. Ich kenne ihn nur aus
14

けられた終章から構成される、19 世紀におけるヨーロッパの道徳と精神状況を批判的に考
察した哲学的論考である。その中では、
「畜群」(Herde) [Nietzsche (1886): 108/164]と呼ば
れる人間のあり方が問題とされている。
ニーチェは第一章、第二章で、これまでの哲学のある問題を提起する。そして、
「真理へ
の意志」(der Wille zur Wahrheit) [Nietzsche (1886): 7/13]を出発点とし、議論を始める。
ニーチェによれば、哲学は、真理を求めることから始まった[Nietzsche (1886): 8/14]。哲学
は常に真理の存在を前提にし、「疑う」ことを説く哲学でさえ真理を疑ってこなかったとい
うのである[Nietzsche (1886): 8/14f.]。
「すべての哲学者を見るとき、われらは不信と嘲笑の
眼差しをもって眺めたくなる」[Nietzsche (1886):10 /18]。それは、
「かれらが『真理』と名
付ける先入見の厚顔なる代弁者」[Nietzsche (1886): 11/19]だからだ。ニーチェによれば、
プラトンも、形而上学も、カントもスピノザも、この例に漏れない[Nietzsche (1886): /11-19]。
哲学者はある命題を立て、それを論拠によって弁護するのであって、彼らの導き出す真理
は誤謬に過ぎないのである。
そうした、従来の哲学に、ニーチェは、理想として「未来の哲学者」を対置する。
„Mein Urteil ist mein Urteil: dazu hat nicht leicht auch ein andrer das Recht“ ―
sagt vielleicht solch ein Philosoph der Zukunft. „Man muß den schlechten
Geschmack von sich abtun, mit vielen übereinstimmen zu wollen. ‚Gut‘ ist nicht
mehr gut, wenn der Nachbar es in den Mund nimmt. Und wie könnte es gar ein
‚Gemeingut‘ geben! Das Wort widerspricht sich selbst: was gemein sein kann, hat
immer nur wenig Wert. Zuletzt muß es so stehen, wie es steht und immer stand: die
großen Dinge bleiben für die Großen übrig, die Abgründe für die Tiefen, die
Zartheiten und Schauder für die Feinen, und, im ganzen und kurzen, alles Seltene
für die Seltenen.“ ―
、、、
「自分の判断は自分の判断である。他人がそれへの権利をもつことは容易にはできな
い」―おそらくこのような未来の哲学者は言うであろう。「多数と一致したいという悪
dem „Willen zur Macht“, den es als Buch von ihm gar nicht wirklich gibt, und da
hat er mich mit solchem Abscheu erfüllt, dass ich nicht dazu imstande war, seine
früheren, ‚ruhigeren‘ Werke zu lesen.
ニーチェは私に敵対者としての影響しか与えることができなかった。私は『権力への
意志』の彼しか知らないが、彼の本としてそれは実際には存在していない。彼への嫌
悪感でいっぱいだったので、彼のそれ以前の＜より落ち着いた＞作品を読むことがで
きなかった。[Hanuschek (2005): 449/(下)140]
カネッティは『権力への意志』に嫌悪感を覚えたので、それ以外のニーチェ作品を受け付
けず、したがって『善悪の彼岸』を読むことはなかった。しかし、例えカネッティの群衆
論と直接の関係が見出すことができなくても、この著書は後の群衆論の中で重要な役割を
果たしているため、本論にこの著書の考察は欠かせないと考えられる。また、第五章では、
『群衆と権力』の叙述形式について論じるが、その際にも『善悪の彼岸』に言及する。
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、、、、、
趣味を捨てねばならぬ。『善』は、隣人がそれを口にするとき、もはや善ではない」。
いかにして「共同善」などというものがあり得ようか！その言葉自体が矛盾している。
共同でありうるものは、常に価値が少ししかないのである。結局それは、今あり今ま
、、、
でにありがごとくにあらねばならぬ。すなわち、偉大なる物は偉大なる人間のために、
深遠は深き者のために、繊細さと畏怖は洗練された人間のために、要するに、稀有な
るものは稀有なる人間のために残されているのである。[Nietzsche (1886): 53/78f.]
共同善、すなわち万人のための真理などというものは存在しないし、共同のものに価値は
ない。それゆえ、哲学者は万人のための真理を探究することをやめなければならない。他
人を基準にした善悪の判断、ルサンチマンに基づいた善悪の判断を廃し、自分の価値基準
で、善悪の彼岸に立って判断をすることの重要性を説いているのである。
共同善なるものを求める、近代ヨーロッパのこの悪しき傾向は、哲学だけでなく、宗教
にも認められる。ニーチェは、第三章でキリスト教道徳を批判し、続く第四章、第五章で
道徳というもののあるべき姿を説いている。宗教はより高い精神性と自己克服を目指す、
育成と教育の手段であった[Nietzsche (1886): 62/107]。しかし、高貴さに欠ける人間が「神
の前の平等」(Gleich vor Gott)を振りかざした時、「矮小でほとんど笑うべき種、畜群、善
良で病身で凡庸なるもの」(eine verkleinerte, fast lächerliche Art, ein Herdentier, etwas
Gutwilliges, Kränkliches und Mittelmäßiges)、すなわち現代のヨーロッパ人が生まれた
[Nietzsche (1886): 76/109f.]。あたりまえのように権利を主張するキリスト教的な人間が、
民主主義を生み、これが凡庸な人間の精神を生んだのである10[Nietzsche (1886): 76/109f.]。
「畜群」とはつまり、哲学の要請する共同善や、キリスト教道徳と民主主義がもたらした、
平等の権利を自明のものとして主張する凡庸な人間のことを指すのである。こうした凡庸
な人間の集団に必要とされるのは、一人の命令者である。
Insofern es zu allen Zeiten, solange es Menschen gibt, auch Menschenherden
gegeben hat (Geschlechts-Verbände, Gemeinden, Stämme, Völker, Staaten,
Kirchen) und immer sehr viel Gehorchende im Verhältnis zur der kleinen Zahl
Befehlender[…]
人間がある限り、あらゆる時代において、人間の畜群（血族の群れ、共同体、種族、
10

人間の畜群化の過程にアプローチする手掛かりとして、ニーチェは民族とは何かという
問いを立てている。ニーチェによれば、民族を形成するのは、言語ではなく、共通の経験
であり、共通の条件（風土、大地、危険、需要、労働）[Nietzsche (1886): 214/315]である。
民族内でなされるこの共同体験はしかし、凡庸卑賤なものにとどまる[Nietzsche (1886):
215/316]。この凡庸卑賤な体験が民族の中で相互に伝達されたため、似たものへの前進、畜
群化が進んだというのである[Nietzsche (1886): 199/316f.]。何が民族を、あるいは国家を
形成するのかという議論は、ル・ボンやオルテガに引き継がれていく。特にオルテガは、
ニーチェの民族という概念を、国境や人種を超えた超国家的な共同体という理念にまで発
展させていくこととなる。
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民族、国家、教会）があった。また少数の命令者に対して常に非常に多数の服従者が
いた[…]。[Nietzsche (1886): 108/164]
いかなる社会集団、組織であっても、畜群には、彼らを服従させる命令者の存在があると
いうのである。ニーチェは、畜群の本能が「服従」であるとし、畜群化したモデルネのヨ
ーロッパ人は一人の絶対的命令者を必要としているとする[Nietzsche (1886): 109/166]。そ
して、ナポレオンの出現を「19 世紀が到達した幸福なる事件」[Nietzsche (1886): 109/166]
と称賛している。ここに、権力をめぐる主題、つまり、支配者の問題が提示されている。
権力は、支配者の支配への欲求だけではなく、被支配者の被支配への欲求、服従の本能に
よって成立するからである。後の群衆論においては、「指導者と群衆」という対概念が主要
な争点となるのであるが、上述の一節はこの対概念を想起させる。群衆論をめぐる最も重
要な論点の一つが示されているのである。
しかし、なぜ人間は一人の命令者に従うのであろうか。この現象を、服従の「本能」と
いう一言で片づけて良いのだろうか。ここで、ドストエフスキーが『カラマーゾフの兄弟』
の「大審問官」という章で示した「自由」という概念に照らし、人間の服従という問題を
考えたい。ドストエフスキーのニーチェに与えた影響はしばしば指摘される。例えば、レ
フ・シェストフは、『悪の哲学―絶望からの出発』で、大審問官の真理に対する態度と、ニ
ーチェのそれとを比較している[シェストフ (1903): 290f.]。大審問官は、復活したイエスを
前にし、「人間にとって、人間社会にとって、自由ほど耐え難いものはいまだかつてなかっ
た」[ドストエフスキー (1880): 267]と語る。何が善で何が悪かを、自分で判断しなければ
ならない、この選択の自由が、人間にとっては恐ろしい重荷である[ドストエフスキー
(1880): 274]。そのため、人間は自由の重荷から逃れるために、教会という権威を求めるの
である[ドストエフスキー (1880): 271-280]。自由と服従、権力の問題が提起されている。
人間は自由意思に基づいて価値判断を行うという責任を放棄し、自ら進んで権力者に自由
を委ねるのである。ニーチェは、一人の絶対的命令者の出現を「いまやほとんど耐え難く
なる圧迫から彼らを救い出すべき絶大の恩恵と救済」[Nietzsche (1886): 109/166]と捉えて
いる。この「圧迫」が何を意味するのかは、述べられていない。しかし、ドストエフスキ
ーに従うならば、これは、自分で善悪の価値判断を行わなければならない自由を意味する
のではないだろうか。凡庸な「畜群」はこの自由に耐えられず、彼らに代わって善悪を決
定してくれる、「高貴な魂」に服従するのだと考えられる。
ニーチェは、
「貴族」が大衆に命令を与えるべき者であるとしているが、ここでいう「貴
族」とは単なる階級を意味しない。価値決定者として「善悪の彼岸」で行為し、
「より高い
、、
使命、そしてより高き存在へと向上するため」(zu ihrer höheren Aufgabe und überhaupt
zu einem höheren Sein emporzuheben) [Nietzsche (1886): 199/294]に努力を怠らない人
間が、「貴族」と呼ばれるに値する。そして、ニーチェは「貴族」が、下位の階層の者や全
ての見知らぬ者に対しては、「心の赴くままに」行動してよい、いわば「善悪の彼岸」にお
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いて行動してよい、という原則を立てる[Nietzsche (1886): 203/300]。万人のための道徳、
万人のための社会など、そもそも模索されるべきものではなく、選ばれた者だけが、その
他大勢の者をいわば足場として、より高次の存在を目指すべきである、というのである。
モデルネでは「最大多数の幸福」が道徳とされているが、この道徳が人間の平等化・凡庸
化を招き、有為で勤勉な、何の役にでも立つ畜群的人間を生みつつあるという[Nietzsche
(1886): 215/316]。この人間の畜群化を食い止めるためには、高貴な魂が必要とされる。高
貴な魂のみが、価値決定者として「善悪の彼岸」で行為し、「似たものへの前進」、類似・
平常・凡庸・畜群への人間の進展に逆行することができるとし、ニーチェはこの論を結ん
でいる[Nietzsche (1886): 215/316f.]。最大多数の最大幸福は、民主主義・社会民主主義の
基本理念であると言える。しかし、それは全ての人の幸福を保障するものではない。より
多くの人を幸福にしようとする時、それは、必然的に少数者を締め出すことに繋がる。ニ
ーチェはこの少数者たちを擁護し、彼らが「凡庸なる者」たちに駆逐されていく社会を批
判する立場に身を置くのである11。
ペーター・スローターダイクは、『大衆の侮蔑―現代社会における文化闘争についての試
論 』 Die Verachtung der Massen. Versuch über Kulturkämpfe in der modernen
『善悪の彼岸』を軸とし、この書の出版から一世紀が過ぎた 20 世紀
Gesellschaft (2000)で、
末における、群衆・大衆と少数のエリートの間の関係を文化批判として描き出している。
この論考の中で、スローターダイクは、群衆・大衆と少数のエリートの間の関係を「二重
化された」侮蔑と形容している[Sloterdijk (2000): 57/70]。一つは、エリートたちの大衆に
対する侮蔑であり[Sloterdijk (2000): 57/70f.]、もう一つは、
「自分たちの生き方を万物の尺
度とし、自分たちを侮蔑する観察者たちを厄介払いしようとする、最も流動化した新たな
る大衆による、エリートへの攻撃的侮蔑として『下』から現れてくる」侮蔑である[Sloterdijk
(2000): 57/70]。そして、前者の立場からの侮辱として、
「フリードリヒ・ニーチェ以上に雄
弁なる弁護人を見出すことは不可能」であるという[Sloterdijk (2000): 57/71]。
Er hat dem sozialdemokratischen Ideal der universellen Befriedigung menschlicher
Grundbedürfnisse

die

Selbststeigerung

der

werkschöpferischen

Wenigen

entgegengesetzt, die unter hohen und höchsten Spannungen leben, obwohl ihre
umgebende Gesellschaft längst die Parole „Laß es sein“ ausgegeben hat.
彼 [ニーチェ：引用者]は、人間的な根本欲求の普遍的な充足という社会民主主義の理
想に対して、自分たちを取り巻く社会がとうの昔に「なるようになれ」というパロー
ルを発しているにもかかわらず、依然として高度の、しかも最高度の緊張下で生きて
いる「創造的なごく少数者たち」の自己高揚を対置する。[Sloterdijk (2000): 57f./70]

11

モスコヴィッシは、こうした多数者の意志を至上命題とする社会に、警鐘を鳴らしてい
る。なぜなら、多数決を意思決定の原理とする民主主義は、多数者の意向に従わない少数
者を黙らせるため、専制主義へと堕落する可能性があるからだ。
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「社会民主主義の理想」によって、大衆に照準を合わせた幸福の追求と、価値の創造が行
われる中、ニーチェはあくまでも「少数者」の立場に立つ。しかし、大衆化のプロセスは
「反ニーチェ的」に進む[Sloterdijk (2000): 85f./114]。つまり、「多数者」である大衆が尊
重され、大衆を基準とした平等主義が推し進められるのである。近代の平等主義は、全て
の人間を無差別化し、同一化し、無関心＝非差異を尊重する[Sloterdijk (2000): 86/114]。そ
のため、承認を求める近代的努力は廃止され、人々はもはや「高きものの尊重」
(Hochachtung)を示すことはなく、
「低きものの尊重」(Tiefachtung)あるいは「同等な立場
の尊重」(Gleichachtung)、すなわち何人に対しても否認することのできない「とるに足り
なさ」を正当なものとして是認するという[Sloterdijk (2000): 88/118]。スローターダイクは、
この大衆化のプロセスを、「下へと向かう同一化」と呼ぶ[Sloterdijk (2000): 95/128]。そし
て、人間の内なる大衆に反抗する唯一の力として、「より良きもの」への賞賛である芸術を
対置している[Sloterdijk (2000): 95/128]。このように、『大衆の侮蔑』では、大衆という、
高きものを目指すことなく、下へと向かって同一化・均質化を続ける人間のあり方が着目
されている。平均化・凡庸化する「畜群」とそれに対抗する高貴な魂という、ニーチェの
示した構造が、下へと向かって低下を続ける文化に対する文化批判に繋がるのである。少
数者を擁護するニーチェの理論は、オルテガの思想にもはっきりと見て取ることができる
が、このことは後に検討することとする。
それでは、最後に、ニーチェが心理学について語った言葉を引用し、ル・ボンの『群衆
心理』への橋渡しとしたい。
[…] wir fahren geradeswegs über die Moral weg, wir erdrücken, wir zermalmen
vielleicht dabei unsern eignen Rest Moralität, indem wir dorthin unsre Fahrt
machen und wagen ― aber was liegt an uns! Niemals noch hat sich verwegnen
Reisenden und Abenteurern eine tiefere Welt der Einsicht eröffnet: und der
Psychologe, welcher dergestalt „Opfer bringt“ ― es ist nicht das sacrifizio
dell‘ intelletto, im Gegenteil! ― wird zum mindesten dafür verlangen dürfen, daß
die Psychologie wieder als Herrin der Wissenschaften anerkannt werde, zu deren
Dienste und Vorbereitung die übrigen Wissenschaften da sind. Denn Psychologie ist
nunmehr wieder der Weg zu den Grundproblemen.
、、、、
[…]われらはまっすぐに道徳を乗り越えよう。われらがそこに向かって船路を進めて身
を賭すうちに、ひょっとするとわれらはわれら自身の道徳の残りをも押しつぶし、砕
、、、
くかもしれぬ。さあれ、それがわれらにとって問題となろうか！未だかつていかなる
、、、、
大胆な旅行者、冒険家にとっても、より深い洞察の世界が開かれたことはなかった。
このように「犠牲を払う」―それは「知性の犠牲」ではなく、その反対である！―心理
学者は、その代償に少なくとも以下のことを望んでよいだろう。すなわち、心理学は
19

再び諸学の女主人と認められるに至るべく、その他の学問はこれに奉仕し、これを準
備すべきである。心理学は今や再び根本的な諸問題への道となったのだから。
[Nietzsche (1886): 32

/50]

ニーチェは、
「根本的な諸問題」を解決するための道として、哲学ではなく、心理学に希望
を託している。ニーチェのこの予言から約 10 年後、心理学によってその「諸問題」に対す
る接近を試みたのが、ギュスターヴ・ル・ボンであった。
１．２．ギュスターヴ・ル・ボン『群衆心理』(1895)
群衆心理学の始祖とされるル・ボンは、1841 年、フランス、ノルマンディー地方のノジ
ャン・ル・ロルトーに生まれ、1932 年にパリでその生涯を終えた[Moscovici (1981): 71f./80f.]。
彼の壮年期は第二帝政期と時を同じくしたが、それは産業革命の時代であり、フランスの
軍事的失敗と内戦の時代であった[Moscovici (1981): 71/81]。王政復古の試み、君主政体と
カトリック教会を具えた旧体制の立ち直りは成果を生まず、普通選挙や平等主義の原理を
唱える人々が血祭りにあげられる一方、様々な党派が乱立し、革命思想も横行していた
[Moscovici (1981): 74/84]。ル・ボンは物理学や、人類学、生物学、そしてまだ揺籃期にあ
った心理学の研究に没入しながらも、彼の同時代人たちを不安に陥れていた群衆という現
象、厳密にいえば民衆運動やテロリズムといった現象に強烈な感銘を受け、『群衆心理』を
執筆するに至った[Moscovici (1981): 74f./84f.]。
『群衆心理』は、序論と三つの篇、合わせて四部から構成される。序論では「群衆心理」
という学問の目的を、第一篇では群衆の一般的な特質を、第二篇では群衆における指導者
の役割を、第三篇では様々な群衆の分類とその解説を行っている。序論において、ル・ボ
ンはまず、歴史上、群衆が重要な役割を演じてきたこと指摘する[Le Bon (1895): 1/13]。そ
して、
「旧来の信仰が動揺して消滅し、また、社会の古い支柱が交互に崩壊しつつある際に、
群衆の活動こそは、何ものにも脅かされず、その威勢のますます増大する唯一の力となる
だろう」と予言し[Le Bon (1895): 2/15]、来るべき 20 世紀を「群衆の時代」(Die Ära der
Massen)と呼ぶ[Le Bon (1895): 2/15]。
それでは、ル・ボンが念頭に置いていた群衆とは、一体何だったのか。
Heute werden die Ansprüche der Massen immer deutlicher und laufen auf nichts
Geringeres hinaus, als auf den gänzlichen Umsturz der gegenwärtigen Gesellschaft,
um sie jenem primitiven Kommunismus zuzuführen, der vor dem Beginn der
Zivilisation der normale Zustand aller menschlichen Gruppen war. Begrenzung der
Arbeitszeit, Expropriation der Minen, Eisenbahnen, Fabriken und des Bodens,
gleiche Verteilung aller Produkte, Ausmerzung aller oberen Klassen zugunsten der
Volksklassen usw. ― das sind diese Ansprüche.
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今日、群衆の要求は、ますますはっきりしてきた。それは、文明の黎明期以前のあら
ゆる人間集団の常態であった、あの原始共産主義へこの社会を引き戻すために、現在
の社会を完全に転覆することを目的としているにほかならない。労働時間の制限、鉱
山、鉄道、工場および土地の没収、全ての生産物の分配、庶民階級のためにより上層
の階級を除去すること、等々。これらがその要求である。[Le Bon (1895): 3/16]。
私有制が導入される以前の狩猟採集時代のように、階級も富の余剰もない「原始共産主義」
に回帰することこそが、この群衆の要求であるという。この記述から、ル・ボンが想定し
た群衆が、社会主義思想を掲げて戦う労働者階級であったことが分かる。群衆の典型は、
ル・ボンにとって、労働貧民の群れであり、彼はこうした反体制的労働者、モッブ（暴徒）
を群衆の実体として捉えていたのである[今村(1996): 161]。群衆に対して向けられたル・ボ
ンの眼差しは冷ややかである。なぜなら、「野蛮人ともいうべき凶暴で無意識なこれらの群
衆」[Le Bon (1895): 4f./18]は、単に破壊力しか持っておらず、群衆が支配するときには、
必ず混乱の相を呈するからである[Le Bon (1895): 5/19]。ル・ボンは、バークから続く保守
的流れの中で、群衆を、恐怖と嫌悪感でもって観察している。群衆という多数者に対する、
少数者の立場から群衆を論じているのである。
Alle Herren der Erde, alle Religions- und Reichsstifter, die Apostel aller
Glaubensrichtungen,
bescheideneren

die

Sphäre,

hervorragenden
die

einfachen

Staatsmänner
Häupter

und,

kleiner

in

einer

menschlicher

Gemeinschaften waren stets unbewußte Psychologen mit einer instinktiven und oft
sehr sicheren Kenntnis der Massenseele; weil sie diese gut kannten, wurden sie so
leicht die Herren. […] Die Kenntnis der Massenpsychologie ist heute die letzte
Zuflucht des Staatsmannes, der nicht etwa sie beherrschen ― das ist zu schwierig
geworden ―, aber wenigstens nicht zu sehr von ihnen beherrscht werden will.
地球上のすべての支配者、あらゆる宗教あるいは帝国の創立者、あらゆる信仰の使徒、
優れた政治家、さらに控えめな範囲では人間の小さな集団のささやかな一頭目に至る
まで、彼らは常に、群衆の魂を本能的に、しばしばきわめて的確に知っている、無意
識な心理学者であった。それを良く知っていればこそ、彼らは容易にその 支配者とな
ることができたのである。[…] 群衆心理の知識は今日、彼ら[群衆：引用者]を支配する
ことなどできないが―このことは、今日では非常に困難となった―、せめて彼らにあま
りにも支配されまいとする、政治家の最後の避難所である。[Le Bon (1895): 5f./20]。
どんな集団にせよ、その指導者というものは、群衆の心理をよく理解している。そして、
例え群衆を支配することが難しくとも、少なくとも群衆に支配されないためには、彼らの
心理を理解することが肝要であるというのである。すなわち、『群衆心理』は、群衆を統御
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するための政治的試みの一つとして読むことができるのである12。
しかし、
『群衆心理』がそれまでの保守的論考と異なるのは、群衆内部での個人の心理を、
各自孤立している時のそれと区別し、
「集団の魂」(Kollektivseele)に光を当てていることで
ある13。第一篇では、群衆の一般的な性質が考察されるが、その中で第一に指摘され、また、
この著書の最も重要な論点の一つとなるのが、集団内での個人の変容である。
Unter bestimmten Umständen, und bloß unter diesen, besitzt eine Versammlung
von Menschen neue Merkmale, ganz verschieden von denen der diese Gesellschaft
bildenden Individuen. Die bewußte Persönlichkeit schwindet, die Gefühle und
Gedanken aller Einheiten sind nach derselben Richtung orientiert. Es bildet sich
eine Kollektivseele, die wohl transitorischer Art, aber von ganz bestimmtem
Charakter ist.
ある一定の状況で、そしてこの状況でのみ、人間の集団は、それを構成する各個人と
の特徴とは非常に異なる新たな特徴を具える。すなわち、意識的な人格が消えうせて、
あらゆる個人の感情や観念が、同一の方向に向けられるのである。一つの集団の魂が
生まれるのであって、これはおそらく一時的なものではあろうが、非常にはっきりと
した性格を示すのである。[Le Bon (1895): 9/26]
ひとたび群衆が形成されると、群衆内での人間はそれを構成する各個人の性質とは全く異
なる性質を帯びることとなる。集団の中では意識的個人が消えうせ、あらゆる個人の感情
や観念が同一の方向に向けられ、「集団の魂」14を構成する。この「集団の魂」という概念
12

実際、
『群衆心理』は国家の指導的立場の人々によって、群衆を統御するための一助とし
て読まれた。例えば、20 世紀初頭には、フランスの軍関係学校で多くの軍事的指導者がこ
の著書に感化され、その他にも世界中の軍隊でこの著書が研究された[Moscovici (1981):
87f./101]。また、ヒトラーの『我が闘争』は、
「ル・ボンの安物のコピー」であるいうこと、
ゲッベルスが『群衆心理学』を研究し、「ル・ボン以後、自分ほど大衆の心を理解したもの
は誰もいないと信じて」いたことが指摘されている[Moscovici (1981): 90f. /104ff.]。フラン
スで生まれた彼の諸概念は、ファシストのイデオロギーと政治の中に移行したし、それら
はほとんど至る所で権力奪取のために組織的に応用されたのである[Moscovici (1981):
96/112]。
13 ル・ボンは『群衆心理』の中で、群衆内部における個人の変容について論じているが、
タルドとイタリアの犯罪学者シーピオ・シゲーレをル・ボンの群衆研究の先駆者と見る説
もある。例えば池田祥英は、シゲーレが『犯罪群衆』(1891)において、群衆がそれを構成す
る個人とは異なった性質を持つことや、群衆における模倣や催眠暗示といった心理的過程
を、ル・ボンに先立って論じていることを指摘している[池田 (2008): 80f.]。また、タルド
が『刑事哲学』(1890)の中で、犯罪の模倣が観察される場として群衆を取り上げていること
にも着目している[池田 (2008): 81]。しかし、ル・ボン自身は『群衆心理』の中で、タルド
やシゲーレが、犯罪という観点からのみ群衆を考察したに過ぎないとしている[Le Bon
(1895): 8/23]。
14 ル・ボンによれば、群衆内部における群衆の魂(Massenseele)のように、一つの種族の中
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が、群衆心理学の核となっていった。集団の魂によって、単なる個人の寄せ集めとしての
Menge から、Masse が明確に区別されるからである[海老根 (2006): 122]。個人の寄せ集め
である Menge には、共通の階級意識が存在するが、個々人は自我の意識を依然として持っ
ている。一方、Masse の中ではそれが失われるのである。
群衆内部の人間の特徴として、ル・ボンは以下の三つを挙げている。匿名性に伴う責任
観の消失、群衆を構成する諸個人同士の精神的感染、そして、被暗示性である[Le Bon
(1895): 14f./33]。群衆の中の個人は、匿名性ゆえに責任感を完全に喪失する[Le Bon (1895):
14/33]。群衆内では、催眠術にも似た現象、すなわち精神的感染が観察されるが、この感染
によって、あらゆる感情や行為が群衆の構成員の間に伝播し、彼らの行動や感情が同一の
方向に向けられる15 [Le Bon (1895): 14f./33]。個人が群衆内で意識的人格を失うと、彼ら
はあたかも催眠術師の掌中にある被術者の幻惑状態に非常に似た状態に陥るという[Le
Bon (1895): 15/34]。群衆内の個人は、催眠術師の思い通りに感情と思考を方向付けられる、
一個の自動人形と化すのである16 [Le Bon (1895): 15/35]。なぜ群衆は一人の人間に従うの
か、という自ら立てた問いに対し、ル・ボンは催眠術にも似た「暗示」というモデルによ
って、説明を与えようと試みている17。
には「種族の魂」(Rassenseele)が存在する[Le Bon (1895): 13/31]。人間の行為の大部分は、
種族の魂という無意識的要素に支配されており、種族の中の個々人は往々にして同様の本
能や情欲、感情を持っているという[Le Bon (1895): 13/31]。種族性は、伝統、制度、教育
と並び、群衆の意見や信念を決定する際の間接原因となる[Le Bon (1895): 53/100]。民族
(Volk)を真に導く要素として、伝統が最も重視されている[Le Bon (1895): 54/102]。伝統は
過去の思想、欲求、感情を体現する、種族性の総合であり、伝統なしには民族の魂(Volksseele)
も文明(Zivilisation)も存在しないというのである[Le Bon (1895): 54/102]。第三篇では、
様々な種族の特徴が列挙され、ラテン系の群衆は中央集権制を好む帝王派、フランス系の
群衆は何よりも平等に執着し、イギリス系の群衆は自由ということを重んじるとされてい
る[Le Bon (1895): 113/205f.]。ここでも、「種族性が人間の行為を決定し得る最も有力な原
因であること」[Le Bon (1895): 113/205]、
「種族の魂が群衆の魂を完全に支配すること」が
指摘されている[Le Bon (1895): 114/206]。
15 ル・ボンが『群衆心理』を執筆していた当時、催眠術はフランスで、リエボー、ベルネ
ーム、シャルコーによって、医学と心理学の世界に導入され、民衆の間でも流行していた
[Moscovici (1981): 110/130]。催眠術、暗示に基づいて指導者と群衆の関係を紐解くという
着想は、ここに端を発するものであると考えられる。
16 暗示にかかった群衆の、軽信さ、動揺しやすさ、そして彼らの善悪の感情の誇張されや
すさ、などといった傾向から、群衆がしばしば犯罪に走りやすいことが指摘されている[Le
Bon (1895): 116f./209f.]。「いわゆる犯罪的群衆」(die sogenannten kriminellen Massen)
の例として、バスチーユの典獄ド・ローネー殺害事件、九月の虐殺が引き合いに出されて
いる[Le Bon (1895): 115/208]
17 指導者に対する盲目的崇拝心、その権力に対する畏怖の念、盲目的服従、群衆の指導者
に対する感情が「宗教的感情」と特徴づけられている[Le Bon (1895): 47/89]。 釘原は、ル・
ボンの指摘する群衆の催眠状態・病的状態は、ある特定の宗教やイデオロギーに対する狂
信状態、例えば、ヒトラーのファシズムやオウム真理教のようなものと似ていると指摘し
ている[釘原(2011): 126]。また、釘原は、群衆内における非個性化、匿名性を現代に通じる
重要な問題ととらえている[釘原(2011): 127]。何故なら匿名状態では犯罪的な行為を行った
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第二篇では、
「群衆内での精神的同質性」と並び、ル・ボンの群衆論においてもう一つの
核となる論点が提示される。それは、ニーチェが示唆したような、群衆における指導者の
存在と、群衆の服従の本能という問題である。指導者は、断言、反復という手段によって
催眠術のように群衆に暗示をかけるが、この暗示は感染という作用によって群衆内に広ま
る[Le Bon (1895): 87/160]。これらの手段によって伝播された意見が大きな勢力を持つのは、
指導者が「威厳」を持つからであるという[Le Bon (1895): 91/167]。これらの過程をたどり、
指導者は群衆を支配するようになる。しかし、指導者と群衆の支配関係は、一方的なもの
ではない。ル・ボンによれば、動物の群れにせよ人間の群れにせよ、ある一定の数の生物
が集合させられるやいなや、それらは本能的に、首領、すなわち指導者の権力に服従する[Le
Bon (1895): 84/151]。
Nicht das Freiheits-, sondern das Dienstbedürfnis ist es, was stets in der
Massenseele herrscht. Die Massen haben solchen Durst, zu gehorchen, daß sie sich
jedem, der sich zu ihrem Herrn ernennt, instinktiv unterordnen.
群衆の精神を常に支配しているのは、自由への欲求ではなくて、仕えたいという要求
である。群衆は、支配者と指名された何者かに、本能的に従属したいという、服従へ
の渇望を抱いている。[Le Bon (1895): 84/155]
群衆は、支配者に従属したいという服従の本能を持っている。支配というものが、指導者
からの群衆への働きかけだけでなく、彼に服従したいという群衆自身の本能に起因してい
るというのである。支配者が群衆に暗示をかけ、彼らを支配しようとする一方、群衆自身
も支配者に支配されることを望んでいる。群衆と指導者の関係はこの相互作用によって成
り立つのである。ニーチェの指摘によれば、人々が絶対的命令者に従おうとするのは、「ほ
とんど耐え難くなる圧迫」からの救いを求めるためであった。一方、ル・ボンは、なぜ人
間が「服従の本能」を持つのか、その理由には触れていない。ル・ボンにとって、群衆は
権力を行使される純粋な客体であり、彼らの「服従の本能」が何に存するかは問題ではな
いのである。ル・ボンは群衆をあくまでも外側から、それをコントロールしようという意
図において、観察しているのである。
それでは、指導者に対する視点はどうだろうか。ル・ボンは群衆の指導者を以下のよう
に描写している。
Meist sind die Führer nicht Denker, sondern Männer der Tat. Sie sind von
geringem

Scharfblick und können nicht anders sein, da der Scharfblick im

としても罪に問われることはないからである[釘原(2011): 127]。例えば、インターネットに
並ぶ過激で攻撃的、モラルに反する言葉は、匿名性が保証されているからこそ、存在しう
るという[釘原(2011): 127]。
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allgemeinen zum Zweifel und zur Untätigkeit führt. Sie rekrutieren sich
namentlich aus jenen Nervösen, Reizbaren, Halbverrückten, die an der Grenze des
Irrsinns sich befinden.
指導者たちは、多くの場合、思想家ではなく、功の男たちである。彼らはわずかな洞
察力しか具えていないし、またそれを具えることはできないであろう。なぜならば、
鋭い洞察力は、概して人を懐疑と非行動へと導くからである。指導者は、特に狂気と
すれすれのところにいる興奮した人や、半狂人の中から輩出する。[Le Bon (1895):
83/151]
ル・ボンの群衆に対する恐怖や嫌悪はすでに指摘した通りである。「わずかな洞察力しか備
えていない」、「半狂人」といった記述からは、群衆に対するとそれと同じような嫌悪感が
見られる。群衆は、狂気の半ばする強固な意志を具えた指導者の言葉を傾聴し、彼に従う
こととなるのである。指導者は、断言、反復という手段によって催眠術のように群衆に暗
示をかけた。この暗示が作用するのは、指導者が「威厳」(das Prestige)を具えているから
である[Le Bon (1895): 91/167]。威厳には、家名や資産などの後天的威厳と、人格的威厳、
すなわち先天的威厳の二つがあるが、後者は指導者となるごく限られた人物にしか備わら
ない[Le Bon (1895): 92f./168f.]。威厳は、「群衆が事物をありのままに見るのを妨げて、彼
らの判断を麻痺させるという機能をもつ」[Le Bon (1895): 93/169]。威厳は、群衆を動かす
ため、指導者には必要不可欠な要素なのである。フロイトは、こうしたル・ボンの描写を、
「指導者の役割と威厳の強調とは、ル・ボンにおいて、集団の心についてあれほどにも精
彩に富む描写がなされていたのに比べると、いささかバランスを失しているとの印象が否
めない」[Freud (1921): 87/144]と評している。
『群衆心理』では、なぜ指導者となる人物が
人格的威厳を具えるのか、それはどういった特徴を持つのか、また、なぜ群衆は威厳を具
えた人物の話に耳を傾けるのか、これら一切が不問に付されている。ル・ボンの描写から
導き出されるのは、「わずかな洞察力しか備えていない興奮した半狂人であるが、威厳を具
えた功の男」という指導者像に終始する。
最後にル・ボンが「同質の群衆」(Homogene Massen) [Le Bon (1895): 113/203f.]と呼ん
「同質の群衆」の中で、
「仲間」は最も高度の組織を表すもの
だ群衆について検討したい18。
である[Le Bon (1895): 115/207]。また、群衆の勢力よりもはるかに大きく、恐るべきもの
であるともされている[Le Bon (1895): 126/225]。なぜなら、通常の群衆は説得されること

18

『群衆心理』の第三篇では、様々な群衆の種類が検討されている。ル・ボンによれば、
群衆はまず、異種混合の群衆(Heterogene Massen)と同質の群衆(Homogene Massen)の二
つに大別される[Le Bon (1895): 113/203f.]。異種混合の群衆には、街頭の群衆などの名目の
ない群衆(Anonyme Massen)と、陪審員、議会の集会などの名目を備えた群衆(Nicht
anonyme Massen)があり、同質の群衆には、政党、宗派などの党派(Sekten)、軍人仲間、
僧侶仲間、労働者仲間などの仲間(Kasten)、そして中産階級、農民階級などの階級(Klassen)
がある[Le Bon (1895): 113/204]。
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もあるが、仲間は断じて屈服することがないからである[Le Bon (1895): 126/225]。ル・ボ
ンがここで仲間の例として挙げた、
「軍人仲間」と「僧侶仲間」[Le Bon (1895): 113/207]
は、タルドやフロイトの群衆の分類にも引き継がれているが、このことは後に論じる。同
質の群衆を形成するのは、心理学的群衆である。
Tausende getrennte Individuen können in gewissen Momenten unter dem Einfluss
gewisser heftiger Gemütsbewegungen, etwa eines großen nationalen Ereignisses,
die Merkmale einer psychologischen Masse gewinnen.
離れ離れになっている数千の個人でも、あるときには、例えば国家的な大事件のよう
な、ある強烈な感動を受けると、心理学的な群衆の徴表を備えることがある。[Le Bon
(1895): 10/27]
物理的な距離があっても、群衆は精神的同一性をもって、心理学的な群衆を形成し得るこ
とが指摘されている。ル・ボンはフランス革命における群衆や、労働者階級のモッブを念
頭に、広場や劇場に集う人の群れ、空間と場所を共有する集団を想定して「群衆」を論じ
た。しかし、一方で、互いに距離を隔てているにも拘らず、心理的な同一性を持つ一群、
すなわち後に「公衆」や「大衆」と呼ばれることとなる現象を見据えていると言える。
１．３．ガブリエル・タルド『世論と群集』(1901)
ガブリエル・タルド(1843-1904)は、エミール・デュルケーム(1858-1917)と並び、社会学
の創成期において重要な役割を担った人物の一人である19。タルドは 1867 年から 1894 年
まで司法官として仕事をしながら、在野の研究者として学術雑誌『哲学評論』に数々の論
文を投稿した[池田(2008): 16f.]。本節で、
『世論と群集』とともに扱う『模倣の法則』(1890)
も、この時期に記されている。1891 年に故郷のサルラを離れ、パリに渡ると、政治科学自
由学校や社会科学自由学院といった施設の教育機関において、社会学関係の講義を担当す
ることとなった[池田(2008): 18f.]。1900 年には、投票でベルクソンらを破ってコレージュ・
ド・フランスの教授に選出されている[池田(2008): 19]。ル・ボンの同時代人でもあったタ
ルドは、『群衆心理』の理論を継承しながらも、新聞などのマスメディアによって形成され
る「世論」の力に着目して、群衆論をル・ボンとは異なる方向に発展させた。タルドのこ
19

タルドとデュルケームは様々な論争を繰り広げている。タルドの模倣論などををめぐっ
て議論を繰り広げている。デュルケームは『社会分業論』(1893)においてすでにタルドの模
倣論を批判し、社会的事実を個人に対して外圧的・拘束的なものとして定義した『社会学
的方法の基準』(1895)や、非社会的要因による自殺の説明を排除し、特に「模倣」のための
一章を用意してまでタルド理論を徹底的に批判しようとした『自殺論』(1897)に至るまで、
一貫してタルドの立場を批判し続けた[池田(2008): 11f.]。タルドもまた、書評論文「社会的
諸問題」(1893)において、デュルケームの『社会分業論』を取り上げ、デュルケームが社会
変動の原因を、社会の体積や密度の緩やかな増大にのみ求め、闘争や個人の創意などの急
激な動的変化を考慮していないことを批判している[池田 (2008): 97]。
26

の省察はル・ボンのそれと並んで、群衆心理学の双璧とされ、現代の社会心理学が出現す
る直接的な背景を形成するのによりいっそうの影響を与えた[Moscovici (1981): 79/90]。し
かし、ル・ボンの『群衆心理学』が依然として社会心理学の分野でこれまで書かれたすべ
ての本の中で、最も影響力をもったものであるのに比べると、タルドの著作は引用される
ことが少ない[Moscovici (1981): 79/90]。
『世論と群集』の訳者、稲葉三千男は、タルドの名
は「公衆」概念の設定者として記憶され続けているが、それだけにすぎないと言っても過
言でないとし、そのうえでタルドを「過去の人間」と形容している20 [稲葉 (1964): 230]。
しかし、本当にそうだろうか。
『世論と群集』が執筆された―第三論文が 1893 年『両世界評論』に、第一論文と第二論文
がそれぞれ 98 年と 99 年『パリ評論』に発表された―当時、フランス社会は普仏戦争からパ
リ・コミューン、ブーランジェ将軍事件からドレフュス事件と、揺れに揺れていた[稲葉
(1964):255]。さらに遡れば、革命とクーデターに区切られた共和制と帝政と王政とのめま
ぐるしい交代があった[稲葉 (1964): 255]。これらの事件に際して、新聞が作り出した世論
の力が、タルドの理論に影響していると考えられる21。
タルドが『世論と群集』によってもたらした最も重要な成果は、マスメディアによる世
論によって形成される「公衆」(public)の存在の発見である。ル・ボンの『群衆心理』によ
れば、離れ離れになっている個人でも、心理学的な群衆の性質を見せた。また、文明の変
遷に先立って現れる大動乱は、政治上の変革ではなく、民衆の思想の深刻な変化を真の原
因としているとされた[Le Bon (1895): 1/13]。そこでは、世論が社会に与える影響が指摘さ
れているものの、マスメディアを介して形成されるような類の群衆、すなわち「公衆」に
ついては考察されていない。これに対して、タルドは群衆(foule)と公衆(public)を明確に区
別している[Tarde (1901): 9/11]。タルドによれば、19 世紀になり、印刷、鉄道、電信とい
う三つの発明が結合して、新聞という恐るべき威力が誕生した[Tarde (1901): 17/21]。これ
20

池田は、稲葉のこの評価に一面の真理を認めつつも、1960 年代以降、タルドの再評価が
続いてることを指摘している[池田(2008): 17]。例えば、ジル・ドゥルーズは『差異と反復』
(1968 年)やフェリックス・ガタリとの共著『千のプラトー』(1980 年)においてタルドを取
り上げており、近年におけるタルド再評価に大きな影響を与えている[池田(2008): 17]。
21 フランスでは、19 世紀半ばの第二帝政期において、政治問題について取り扱う新聞に関
しては高額な検閲郵税が課され、記事の内容によっては発刊停止や廃刊の処分が下される
こともあったため、新聞が自由に政治的な議論を展開することは困難であった[池田
(2008): 77]。この高額な検閲郵税を回避するために、扇情的な犯罪記事を扱う三面記事に特
化し、より安価な新聞を発行しようという動きが現れる[池田 (2008): 97]。こうした動きは
産業革命の成果によって急速に拡大した。遠隔地から即座に記事を収集することを可能に
する電信技術の発明、より高速に大量に印刷できる印刷機の開発、刷り上がった新聞を全
国に配送するための鉄道輸送網の拡大が新聞の普及に寄与したという[池田 (2008): 77f.]。
また、1880 年代には、義務教育制度が成立し、文字が読める人の割合が急速に増加してい
く[池田 (2008): 78]。こうした背景もあり、フランスの日刊紙は急速に部数を伸ばしていく。
『プチ・ジュルナル』は 1863 年の創刊時にはわずか四万弱の発行部数しかなかったが、19
世紀の終わりには 100 万部に達するようになった[池田 (2008): 97]。また、1881 年、言論
の自由が法制化された[池田 (2008): 97]。
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によって「公衆」は彼らの思想を遠くの人々にまで伝達移送することができるようになり、
公衆は無限の広がりを持つようになった[Tarde (1901): 17/21f.]。この無限の広がりこそが、
公衆を公衆たらしめ、群衆と公衆とをはっきりと対照させるという[Tarde (1901): 16/20]。
なぜなら、新聞による世論の形成によって、どこまでも拡大できる公衆に対し、群衆は、
その場に集まる人間集団のほんの小さい半径以上に広がることができないからである
[Tarde (1901): 16/20]。このことから、ル・ボンの「群衆の時代」に対し、タルドは現代を
「公衆の時代」(das Zeitalter des Publikums)と呼んでいる[Tarde (1901): 17/21]。タルド
によれば、群衆が「肉体の接触からうまれた心理的伝染の束」[Tarde (1901): 10/12]である
のに対し、公衆は純粋に精神的な集合体で、「肉体的には分離し心理的にだけ結合している
個人たちの散乱分布」[Tarde (1901): 10/12]である。劇場や集会などにおける肘と肘とを接
した人々の群れは群衆に他ならないが、「広大な地域にばらまかれ、めいめいの家でおなじ
新聞を読みながら座っている」[Tarde (1901): 10/13]人々は、マスメディアを介した「公衆」
である。新聞記者は、彼らの書く新聞の記事によって公衆に影響を及ぼし、世論を作り出
す[Tarde (1901): 24/30]。「優れた新聞記者は政治家以上に、それも優れた政治家以上にさ
え、世論を生み、社会を指導する」というのである[Tarde (1901): 24/30]。
「公衆」の発見、
マス・コミュニケーション

そして新聞記者とその読者との関係に関するこの考察は、大衆伝達理論の先駆けと評価さ
れている[Moscovici (1981): 203/251]。タルドは、マスメディアを公衆形成の要因と捉える
ことによって、ル・ボンの心理学的群衆をめぐる議論を深め、それを社会学的方向へ転換
したのである。
タルドの導入した二つの概念的区分は、ドイツとオーストリアで生み出された群衆につ
いての言説を特徴づけるのに有効な概念装置を提供している[海老根 (2006): 124]。一つ目
の区分は群衆、公衆の別であったが、第二の区別は群衆と「組織集団」(Korporation)のそ
れである[海老根 (2006): 125]。タルドによれば、群衆は不完全(rudimentär)で消滅しやす
く(flüchtig)、無定形(amorph)の集合体であるのに対し、組織集団は、組織され(organisiert)、
階層秩序化され(hierarchisiert)、永続的(dauerhaft)で規律化されている(geregelt) [Tarde
(1901): 142/171]。タルドはル・ボンが想定したような自然発生的で一時的な群衆から考察
を出発させたが、それりもむしろ、組織化され、継続性のある人為的な集団を重視したの
である。組織集団の最も広大な表現は教会と国家である[Tarde (1901): 142/171]。そして、
教会と国家、宗教と国民は、その活気あふれる成長期には常に、修道院的ないし軍隊的な
「組織集団の典型」を実現しようとする傾向をもつという[Tarde (1901): 142/171]。ル・ボ
ンは、「仲間」という「最も高度の組織を表す」群衆の例として、軍人仲間、僧侶仲間を挙
げていた。タルドが軍隊、修道院を組織集団の考察対象にしたのは、ル・ボンの影響によ
るものであると考えられるが、これ以外にも、ル・ボンの群衆との共通点がある。それは、
「公衆」も「組織集団」も指導者によって組織されるという点である。
Doch ob Masse oder Korporation, alle Arten einer wirklichen Assoziation haben als
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identisches und dauerhaftes Merkmal, daß sie von einem sichtbaren oder
verborgenen Anführer hervorgebracht und mehr oder weniger geführt werden;
ziemlich oft im geheimen, wenn es sich um Massen handelt, und immer sichtbar
und unübersehbar bei Korporationen. Sobald ein einziger Schauer eine
Menschenmasse durchläuft, wenn sie sich in Bewegung setzt und ihrem Ziel
entgegenmarschiert, kann man behaupten, daß irgendein Anstifter oder Führer
oder eine Gruppe von Führern oder Anstiftern, von denen wiederum einer das
aktive Ferment ist, ihr seine Ideen eingeflößt hat, die plötzlich riesige, verzerrte,
monströse Formen annehmen, worüber er selber manchmal als erster erstaunt, als
erster entsetzt ist.
しかし、群衆にせよ組織集団にせよ、真の人間集団は、どんな種類のものでも、目に
見える指導者、あるいは隠れた指導者によって生み出され、多かれ少なかれ、彼に導
かれるという、同一で不変の徴表を持っている（群衆のばあいには、指導者はだいた
いいつも隠れており、組織集団の場合にはいつも目に見え、歴然としている）。人間の
群衆がひとたび唯一の身震いで振動し、動き始め、彼らの目的に向かって行進し始め
るやいなや、一人の、もしくは一団の―といっても積極的な動乱の起因は結局ただ一人
だが―鼓吹者、あるいは指導者がその群れに彼の思想を吹き込んだのだと主張しても良
い。その思想は急に巨大な、ゆがんだ、怪物的な形を取り、ときとしてはそれを吹き
込まれた群衆自身がまずそれに驚き恐怖する。[Tarde (1901): 144/173]。
タルドは人間集団における指導者の存在を指摘し、
「指導者のいない群衆はいない」(daß es
keine Massen ohne Führer gibt) [Tarde (1901): 147/178]と明言し、指導者を群衆の存続に
必要不可欠な存在として描いている。一人、あるいは複数の指導者が群衆に吹聴した思想
が、群衆の中で急激に、不気味に巨大化し、群衆を動乱に導く。
一カ所に集まらない、拡散した公衆にも、指導者は存在する。公衆においては、メディ
アを介して人々の思想(Ideen)や好み(Neigungen)に影響を与える新聞記者が、指導者の役割
を担う[Tarde (1901): 20/25]。公衆におけるこの意識は、ル・ボンにおける群衆内の「精神
的同一性」、「集団の魂」に通じる。指導者とそれに従う人間の集団という点に関して言え
ば、タルドの公衆はル・ボンの群衆と本質的には変わらない。ル・ボンが指導者と群衆の
関係を催眠術師と被術者の関係に例えたように、タルドの公衆は被術者のように、批判能
力も抵抗力もなく、新聞記者に操られ、導かれるのである。
Das ist die Gefahr der neuen Zeiten. Diese doppelte Selektion, diese Adaptation
verhindert also mitnichten, daß der Publizist letztlich entscheidend auf sein
Publikum einwirkt; sie verwandelt das Publikum in eine homogene, dem
Zeitungsschreiber wohlbekannte und von ihm leicht zu bedienende Gruppe, die es
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ihm gestattet, mit mehr Kraft und mehr Sicherheit vorzugehen. ― Die Masse ist im
allgemeinen viel weniger homogen als das Publikum: Sie schwillt ständig durch
zahlreiche Neugierige oder halbe Anhänger an, die sich ohne Zögern für den
Moment gewinnen und assimilieren lassen, die aber eine gemeinsame Ausrichtung
dieser inkohärenten Elemente erschweren.
これこそが新時代の危険である。この二重の適合作用と二重の選択[読者が新聞を選び、
新聞も読者を選ぶということ：引用者]は、新聞記者が結局は決定的に公衆を感化する
ということを、決して妨げない。新聞記者は彼らに熟知され、操縦されやすい等質的
集団に、公衆を変える。新聞記者はいっそう強力に、いっそう確実に行動できるよう
になる。―― 一般に、群衆は公衆ほど等質ではない。群衆はたくさんのやじ馬や腰掛
気分の飛び入りでいつも膨れ上がる。こういう人々は、その瞬間は何の躊躇いもなく
吸収同化されるけれども、しばらくたつと、こういう異分子を共通の方向に導くこと
は困難になる。[Tarde (1901): 22/27]
公衆は群衆と同様、その内部では個々人が同質的存在となる。しかし、新聞という手段に
よって公衆に与えられる感化は継続的であり、また、同じ記事を読むことによって公衆は
群衆よりも等質の存在となる。そのため、新聞記者はより容易に公衆を操作できるように
なるのである。
それでは人々はなぜ指導者に従うのであろうか。タルドは、ル・ボンの「暗示」に対し、
「模倣」という概念を提示している。『世論と群集』の前身となる、『模倣の法則』Les lois
「模倣」(Nachahmung) [Tarde (1890): 9/11]と「発明」(Erfindung)
de l'imitation (1890) は、
[Tarde (1890): 10/13]という二つの概念から社会を考察した論考である。タルドによれば、
社会変動は大小無数の観念の出現、すなわち発明によってもたらされる[Tarde (1890):
26/29]。発明とは、言語や宗教、政治、法律、産業、芸術といったあらゆる種類の社会現象
においてもたらされるイノヴェーション、改良のことであり、これらが社会集団の中に導
入されると、そこから段階的な変化が途切れることなくもたらされる[Tarde (1890): 26/29]。
こうした発明を模倣することによって、これらの観念が社会に伝播していくのである
[Tarde (1890): 26/30]。今村は、タルドのこの模倣という概念を、
「称賛的模倣」[今村(1996):
165]と呼んでいる。多様で互いに異質な諸個人が共存するだけでは「社会」は成り立たな
い[今村(1996): 165]。「社会」を成立させるために必要とされるのが模倣の法則で、人は称
賛に値する人物を模倣し、それに同化するのである[今村(1996): 165]。タルドにはル・ボン
にあったような群衆への恐怖と嫌悪はほとんどない。タルドは模倣を軽蔑した含みでは語
らず、どの時代にも当てはまる社会の論理として語るのである22 [今村(1996): 164]。

22

モスコヴィッシは、タルドの「模倣」理論を別の側面からみている。この模倣の概念が、
ル・ボンの「集団の魂」という概念を取り除くというのだ[Moscovici (1981): 218/271]。例
えば、軍隊のような組織集団では、指導者の意志と理念が模倣されるが、それは高揚した
30

この称賛的模倣という考察から、ル・ボンとタルドのもう一つの決定的差異に光が当て
られるのではないだろうか。それは、両者の描いた指導者像である。ル・ボンの描いた指
導者像は、狂気の半ばする強固な意志を具えた人物であり、群衆に自分の言葉を傾聴させ
る「威厳」を持った人物であった。そこには、タルドのような称賛に値する指導者像はな
い。一方、タルドは、手本となり模倣の対象となる人物、指導者を、
「卓越し、威信に満ち
ている」と形容し、それゆえ、人々はそうした卓越した人物の威厳に魅惑されるとした[今
村(1996): 164]。タルドは群衆に対しても、指導者に対しても軽蔑の念を抱いていない。ル・
ボンが群衆の主体性を否定し、彼らを指導者の操り人形と捉えたのに対し、タルドは公衆、
あるいは群衆を、指導者を模倣して社会を発展させる、ポジティブな存在と見なしたので
ある。
最後に、群衆から大衆へのタルドの転換の意味を、モスコヴィッシの論に依拠して検討
したい。タルドは、それまで、社会生活の正常な枠組みの解体と弱体化の産物、諸制度の
崩壊の結果として捉えられてきた群衆を、あらゆる社会的・政治的制度の礎となるエネル
ギーとして見ているという[Moscovici (1981): 200/248]。
Darin liegt eine radikale Umkehrung. Die differenziertesten, zivilisiertesten
gesellschaftlichen Institutionen ― ich denke an die Familie oder an die Kirche ―,
die bedeutenden historischen Bewegungen ― Gewerkschaften, Nationen, Parteien
etc. ―, sie alle sind Metamorphosen der einfachsten Verbindung, der Masse. Sie alle
besitzen ihre psychischen Merkmale. Mithin lautet der Auftrag der Wissenschaft
nicht mehr, die Eigenschaften der Masse von der Gesellschaft her zu erklären,
sondern vielmehr die Eigenschaften der Gesellschaft aus denen der Masse heraus
zu erklären, denn jede Gesellschaft entsteht aus der Masse.
ここに、根源的な逆転がある。もっとも洗練された、もっとも文明化した社会制度―私
は家族、教会を考えている―そして、重要な歴史的諸運動―組合、国家、党派など―そ
メタモルフォーズ

れらはすべて、もっとも単純な結合体、つまり群衆の 変 態 なのである。それら全て
は、群衆の様々な心理的徴表を有する。したがって、この科学[群衆心理学：引用者]
の任務は、もはや、社会から出発して群衆の諸特性を説明することではなくて、群衆
の諸特性から社会のそれを説明することである。なぜなら、あらゆる社会は群衆から
生まれているからである。[Moscovici (1981): 200f./248]。
社会の崩壊、歴史のひずみから生じると考えられていた群衆を、社会を構成する要素とし
た転換がここにある。タルドの「公衆」論の意義は、「公衆」と「組織集団」の発見、そし
て「模倣」理論の導入にあった。しかし、群衆の力をポジティブに転換させたことにも、
忠誠心のおかげで部隊全体に伝播する[Moscovici (1981): 218/271]。つまり、そこには「集
団の魂」などというものは存在せず、指導者という個人の魂しか存在しないのである。
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重要な意義があると言えるだろう。ル・ボンは群衆に破壊力しか見出さなかったが、タル
ドは、指導者に導かれて社会を構成する要素、あらゆる社会的・政治的制度がそこから生
じる根源的力として、人々の群れを捉えたのである。
１．４．ジークムント・フロイト『集団心理学と自我分析』(1921)
フロイト(1856-1939)は、オーストリアのフライベルクにユダヤ人として生まれた、精神
科医・心理学者で、精神分析学の創始者である。38 年にロンドンに亡命するまで、三歳で
移住したウィーンに暮らした。当時のウィーンは、反ユダヤ主義が席巻していた。ウィー
ンでは、1860 年代に自由派が権力の座について立憲政治を確立したが、貴族及び帝国官僚
が占める権力は大きく、自由派の社会的基盤は終始一貫脆弱であった[ショースキー
(1980): 21f.]。1880 年代になると、農民、都市の職人と労働者、スラヴ系の諸民族が政治的
参加を始めたが、これらのグループは自由派に対抗し、反ユダヤ的なキリスト教社会派と
汎ドイツ派、社会主義者、およびスラヴ民族主義者から成る大衆政党を結成することとな
った[ショースキー (1980): 22]。1897 年には、自由派の砦であったウィーンも、キリスト
教社会派の大波に呑み込まれ、カール・ヨーゼフ皇帝は、選挙民の意志に屈して、ルエー
ガーを市長として裁可することとなった23 [ショースキー (1980): 22]。こうして、キリスト
教的、反ユダヤ的、社会主義的および民族主義的な近代的大衆運動がウィーンを席巻し、
同様に全国的にも自由派は 1900 年までには議会の政治勢力としては打破されることとなっ
たのである24 [ショースキー (1980): 22]。1894 年のドレフュス事件を受け、テオドール・
ヘルツル(1860-1904)は、シオニズムを提唱することとなった[ショースキー (1980): 204f.]。
しかし、シオニズムの興隆によって、ますます反ユダヤ主義は高まり、第一次世界大戦を
経て、ウィーンも全体主義政党へと向かう大衆運動の渦に飲み込まれていく。
1921 年に刊行された『集団心理学と自我分析』で、フロイトは初めて社会心理学の領域
に足を踏み入れ、個体的自我分析の延長に社会的なもののしるしを見出した[Moscovici
(1981): 280/352]。なぜフロイトは群衆心理学に興味を持つようになったのだろうか。モス
コヴィッシはその理由として、第一次世界大戦とそれに続く、ロシア革命をはじめとする
国家的社会的革命、絶え間なく高まる反ユダヤ主義の台頭、そして全体主義政党へと向か
う大衆運動を挙げている[Moscovici (1981): 282ff./354ff.]。

その二年前の 1987 年、フランツ・ヨーゼフ皇帝は、ルエーガーの市長選出の裁可を拒否
した。フロイトは皇帝のこの措置を祝福している[ショースキー (1980): 22]。
24 ショースキーは、ルエーガーの他に、反ユダヤ主義の政治家として、ゲオルク・フォン・
シュネーラー(1842-1922)を挙げている。この二人は、ヒトラーが「我が人生の師」とした
政治家である。
「ローゼナウの騎士」と呼ばれたシュネーラーは、1879 年の選挙綱領にユダ
ヤ人を敵視する声明を加え、1880 年に設立された反ユダヤ主義的な手工業者擁護協会の設
立に関わった[ショースキー (1980): 164f.]。政治家として人気を博したが、「ユダヤのボロ
新聞」である『新ウィーン新聞』の事務所に押し入ってスタッフを殴りつけたことで、逮
捕され、政治生命を絶たれた[ショースキー (1980): 168f.]。
23
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Die Masse macht dem Einzelnen den Eindruck einer unbeschränkten Macht und
einer unbesiegbaren Gefahr. Sie hat sich für den Augenblick an die Stelle der
gesamten menschlichen Gesellschaft gesetzt, welche die Trägerin der Autorität ist,
deren Strafen man gefürchtet, der zuliebe man sich so viele Hemmungen auferlegt
hat. Es ist offenbar gefährlich, sich in Widerspruch mit ihr zu setzen, und man ist
sicher, wenn man dem ringsumher sich zeigenden Beispiel folgt, also eventuell
sogar „mit Wölfen heult“.
集団の力は無制限の力を備え、打ち勝ちがたい危険をはらんでいるという印象を個人
に抱かせる。集団はしばしの間、人間社会の全体にとって代わったのであって、それ
は権威の担い手であり、その制裁は恐れられ、そのために非常に多くのことが制止さ
れてきた。集団に異を唱えることは間違いなく危険だ。身の回りで示される例に従っ
ている方が、場合によっては「付和雷同」さえした方が安心なのだ。[Freud (1921): 91f.
/149]
この記述には、上に挙げたような諸事件から、フロイトが受けた衝撃が表現されているの
ではないだろうか。群衆が全能の力となって社会を席巻し、権力を担う。群衆の中では大
多数の意見や世論に異を唱えることは危険であり、制裁を受ける恐れすらある。フロイト
が大衆運動に直面し、身をもって体験した群衆心理が、ここに描写されているのではない
だろうか。群衆現象を解明しようとするこの試みは、こうした大衆運動を理解することと
直結していたのである。
『集団心理学と自我分析』は、無意識とリビードの理論から群衆の心理を分析した論考
である。フロイトは、個人心理学を、社会心理学、もしくは集団心理学から切り離すこと
は適当ではないという前提に立ち、集団心理学を個人心理学に基づいて解剖しようとする
[Freud (1921): 73ff./74ff.]。集団（諸民族、カースト、身分、機関など）の一員としての人
間が持つ、機関の一員としての群棲本能(herd instinct)、集団の心(group mind)といった社
会的欲動は、もっと狭い範囲、例えば家族という範囲のうちにこそ見いだされうるからで
ある[Freud (1921): 74/129]。
『集団心理学と自我分析』で、フロイトはまず、ル・ボンの『群衆心理』から、
「集団の
魂」に関する記述を抜粋し、群衆内では個人の人格が消え失せるという点に着目する[Freud
(1921): 77/132]。そして、集団の中では無意識を抑圧するものが取り払われるという仮説を
立て、無意識の現象を重視する自身の精神分析に基づいて群衆現象を解明することを、『集
団心理学と自我分析』の目的であるとする[Freud (1921): 78f./133f.]。ル・ボンが叙述した
群衆は、革命的群衆、特にフランス革命における群衆を前提とした、長続きしない集団で
あった[Freud (1921): 90/147]。これに対し、フロイトは、タルドが着目した「組織集団」
のような、持続的で組織化された集団により価値を置き、この集団の分析によって議論を
進めることを [Freud (1921): 93f./150f.]。「高度に組織化された集団の中では、持続性のな
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い群衆とは違い、その内部の個人の理性や知能が低下することもない」[Freud (1921):
93f./150f.]からである。
それでは、持続しない集団と、持続的な集団との違いはどこにあるのだろうか。フロイ
トは、その差が、指導者の存在の有無に依るとしている[Freud (1921): 101/159]。ル・ボン、
タルドのように、指導者を集団の本質に不可分なものと見做している。指導者を有する持
続的な集団として、例に挙げられるのは、教会と軍隊である[Freud (1921): 101/159]。教会
と軍隊というモチーフは、ル・ボンが「仲間」と呼んだ最も組織化された群衆を、そして
タルドが「組織集団」を論じた時に引き合いに出した二つであった。フロイトは、この二
つの集団における、構成員と指導者の関係を以下のように記述している。
Er steht zu den Einzelnen der gläubigen Masse im Verhältnis eines gütigen älteren
Bruders, ist ihnen ein Vaterersatz. Alle Anforderungen an die Einzelnen leiten sich
von dieser Liebe Christi ab. Ein demokratischer Zug geht durch die Kirche, eben
weil vor Christus alle gleich sind, alle den gleichen Anteil an seiner Liebe haben.
Nicht ohne tiefen Grund wird die Gleichartigkeit der christlichen Gemeinde mit
einer Familie heraufbeschworen und nennen sich die Gläubigen Brüder in Christo,
das heißt Brüder durch Liebe, die Christus für sie hat. Es ist nicht zu bezweifeln,
daß die Bindung jedes Einzelnen an Christus auch die Ursache ihrer Bindung
untereinander ist. Ähnliches gilt für das Heer; der Feldherr ist der Vater, der alle
seine Soldaten gleich liebt, und darum sind sie Kameraden untereinander.
彼 [キリスト：引用者]は信心深い集団の一人一人に対して良き兄の態度をとるが、彼
は彼ら[信者たち：引用者]にとって、父親の代わりなのだ。個々人に向けられるすべて
の要求は、キリストのこの愛から導き出される。ある民主的な特徴が教会を貫いてい
るのであって、それはまさに、キリストの前では皆が平等であり、皆が彼の愛の等分
の分け前に与っているからである。キリト教の教区の家族との同質性が、ことさら記
憶に呼び起されるのは理由のないことではない。信者は互いを、キリストにおける兄
弟姉妹、すなわち、キリストの自分たちに対する愛を通しての兄弟姉妹と呼び合う。
それぞれの個人のキリストとの絆が、彼らの相互の絆の原因でもあるという点につい
ては、疑いを入れない。類似のことが、軍隊にも当てはまる。軍司令官は自分の兵隊
皆を等しく愛する父親であって、だからこそ、兵隊たちは互いに戦友なのである。
[Freud (1921): 102/160f.]
フロイトは、教会と軍隊という二つの組織化された集団を、父を指導者とする一つの家族
に例えている。そして、ル・ボンが「暗示」によって、タルドが「模倣」によって説明し
た、群衆と指導者の支配関係を、父という指導者の愛と、彼によって平等に愛される集団
の構成員という関係に置き換えて説明しようとするのである。フロイトによれば、人間は
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誰しもナルシシズム、すなわち自己に対する愛を持っており、それはしばしば、他者との
差異に対する非寛容を生む[Freud (1921): 111/170]。しかし、集団の中では、それぞれの個
人が互いを同質の存在と感じる[Freud (1921): 111/170]。ナルシシズムは、他者への愛、他
人 に 対 す る リ ビ ー ド の 拘 束 を 通 し て の み 制 限 さ れ る と い う の で あ る [Freud (1921):
112/171]。持続的な集団では、愛の対象が指導者に向かう。集団内部では、自我理想が放棄
され、「指導者の中に具現化された集団理想」と取り換えられる。教会においてはキリスト
が、また軍隊においては軍司令官が指導者にあたる。そこでは、一人の指導者によって等
しく愛される集団、組織化された集団を形成するのである[Freud (1921): 143f./202f.]。教
会、軍隊という集団の中で分析されている支配関係は、指導者と集団との関係ではなく、
指導者と集団の中の個人の関係と言えるのではないだろうか。ル・ボンによれば、群衆内
部には相互の精神的感染が存在し、これが指導者の暗示を群衆内部に拡散し、群衆を同質
化するのに重要な役割を担った。フロイトにおいては、集団の構成員の間に、そうした相
互作用は見られない。
集団の内部で個人が自我理想を放棄し、指導者によってそれを集団理想に取り換えると
いう一連のプロセスを、フロイトは「同一化」(Identifizierung) [Freud (1921): 115/173]と
呼んでいる。「同一化」は、心理学が感情移入と呼ぶものであり[Freud (1921): 119/177]、
「同一化は『模範』として選ばれた他の自我に似せて自らの自我を形成しようと追求する」
(die Identifizierung strebt danach, das eigene Ich ähnlich zu gestalten wie das andere
zum „Vorbild“ genommene) [Freud (1921): 116/174]ことである。手本とする他者に似せて
自らの自我を形成しようとするこの過程は、タルドの「模倣」に通じる。フロイトはこの
著書の冒頭でル・ボンを引用し、集団内部での個人的意識の喪失という理論を援用して、
議論を始めていたが、タルドについては、彼の「模倣」の概念はル・ボンの「暗示」の踏
襲に過ぎないとし、評価はしていない[Freud (1921): 96/156]。しかし、H・F・エレンベル
ガーの指摘するように、フロイトの同一化という思想の源流に、タルドの模倣の概念を見
出すことができるのである[Ellenberger (1970): 528]。しかしながら、フロイトの見据えた
人間の集団は、ル・ボンの群衆やタルドの公衆とは性質が異なり、組織化され―むしろタル
ドの「組織集団」に近い―階層構造を持っている。フロイトが分析の対象とした集団には、
ル・ボンやタルドにおけるそれと同様、指導者が存在したが、集団内における熱狂や没我
の状態、集団の構成員同士の相互作用が欠けている。集団内部に特有の人間の心理を出発
点とするのではなく、個々人の心理と指導者の関係から、群衆という現象を解明しようと
しているのである。
１．５．ホセ・オルテガ・イ・ガセット『大衆の反逆』(1929)
ホセ・オルテガ・イ・ガセット(1883-1955)は、マドリードに生まれ、1898 年からマドリ
ード大学で文学と哲学を学び、1902 年に学士号を、1904 年には博士号を取得した[神吉
(1969): 286f.]。1905 年から 1907 年まで、ライプツィヒ、ベルリン、マールブルクに留学
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し、新カント主義やフッサールの現象学およびディルタイの生命哲学を学んだ[神吉
(1969): 287]。そして 1923 年に「西洋評論誌」という出版社を起こすと、同名の雑誌を発
刊するとともに、ヨーロッパ、特にドイツの主要思想家の著作を次々とスペイン語訳で出
版し、ドイツの哲学思想をスペインに紹介した[神吉 (1969): 290]。1929 年に出版された『大
衆の反逆』は、群衆・大衆を社会学的に分析しようとする試みである。
オルテガは大衆を、
「平均人」(Durchschnittsmensch) [Ortega (1929): 73/15]という人間
の性質から定義している。
Der Begriff der Menge ist quantitativ und visuell. Wir wollen ihn, ohne ihn zu
verändern, in die soziologische Terminologie übertragen. Dann kommen wir zu dem
Begriff der sozialen Masse. Die Gesellschaft ist immer eine dynamische Einheit
zweier Faktoren, der Eliten und der Massen. Die Eliten sind Individuen oder
Individuengruppen von spezieller Qualifikation; die Masse ist die Gesamtheit der
nicht besonders Qualifizierten. Man verstehe darum unter Masse nicht nur und
nicht in erster Linie die „Arbeitermassen“. Masse ist der Durchschnittsmensch.
So verwandelt sich, was vorher nur Anzahl war – die Menge –, in eine
Beschaffenheit: es ist die allen gemeine Beschaffenheit, das sozial Ungeprägte, der
Mensch, insofern er sich nicht von anderen Menschen abhebt, sondern einen
generellen Typus in sich wiederholt.
群衆という概念は量的で視覚的である。この概念を変えることなく、そのまま社会学
的用語に移しかえてみよう。そうすれば、我々はたちどころに社会的大衆の概念に到
達する。社会は、常に二つのファクター、すなわちエリートと大衆のダイナミックな
統一体である。エリートとは、特別の資質を備えた個人もしくは個人の集合であり、
大衆とは、特別の資質を持っていない人々の総体である。したがって、大衆といった
場合、「労働大衆」のみを、あるいは主として「労働者大衆」を指すものと考えられて
は困る。大衆とは平均人のことなのである。こう考えることによって、先には全く数
量的であったもの、つまり、群衆が、質的なものにかわるのである。大衆は万人に共
通な性質であり、社会においてこれといった特定の所有者を持たぬものであり、他の
人々と違わず、自己のうちに一つの普遍的な類型を繰り返すという限りにおいて人間
なのである25。[Ortega (1929): 72f./15]
ル・ボンが考察の対象としていた Masse は、時間と空間を共有する人の群れであった。一

25

オルテガ・イ・ガセット『大衆の反逆』に関しては、引用の後のカッコ内にドイツ語訳
を、スラッシュの後に邦訳の頁数を示した。『大衆の反逆』では、Masse が大衆、Menge
が群衆と訳されている。本節では、この邦訳に倣って、この二つの言葉を区別することと
する。
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方、オルテガは、この「量的で視覚的な」人間の集まりを Menge と呼び、Masse と区別し
ている。「大衆」とは、人間を「多数の集まり」として捉え、「量」的概念から表現するの
ではなく、
「特別な資質を持たない」という「質」によって定義されるのである。大川勇は、
ル・ボンから続く群衆論における量的概念としての「群衆」を、オルテガが質的概念とし
ての『大衆』に転換」[大川 (2009): 80]したと指摘している。
考察の対象を、 一カ所に集まる人間の集団から、超空間的なそれへと転換した点で、
『大
衆の反逆』は、タルドの「公衆」を巡る議論の流れを汲んでいると言える。しかし、「平均
人」というありようから大衆を定義したこの考察には、同じく「凡庸」という性質から「畜
群」を定義したニーチェの影響が顕著に表れている。ニーチェの指摘した凡庸で平均的な
畜群の性質が、オルテガの大衆論に受け継がれているのである。
ニーチェは、功利主義的哲学とキリスト教の道徳が、権利の平等を主張する人間を生ん
だと考えた。これに対しオルテガは、民主主義的な生得権という考え方が広く受け入れら
れるようになったことによって、人間は平等を主張するようになったのだと分析している
[Ortega (1929): 81f./28f.]。彼らは「甘やかされた子供」(das verzogene Kind) [Ortega
(1929): 159/138]のように生得権を当たり前のものと考えている。

Charakteristisch für den gegenwärtigen Augenblick ist es jedoch, daß die
gewöhnliche Seele sich über ihre Gewöhnlichkeit klar ist, aber die Unverfrorenheit
besitzt, für das Recht der Gewöhnlichkeit einzutreten und es überall durchzusetzen.
Wie es in Nordamerika heißt: Anderssein ist unanständig. Die Masse vernichtet
alles, was anders, was ausgezeichnet, persönlich, eigenbegabt und erlesen ist. Wer
nicht „wie alle“ ist, wer nicht „wie alle“ denkt, läuft Gefahr, ausgeschaltet zu
werden. Und es ist klar, daß „alle“ eben nicht alle sind. „Alle“ waren normalerweise
die komplexe Einheit aus Masse und andersdenkenden, besonderen Eliten. Heute
sind „alle“ nur noch die Masse.
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
今日の特徴はしかし、凡庸な人間が、おのれが凡庸であることを知りながら、凡庸で
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
あることの権利を敢然と主張し、いたるところでそれを貫徹しようとする厚かましさ
、、、、
にある。北アメリカで言われているように、他人と違うことはふしだらなことなので
ある。大衆は、いっさいの異なるもの、傑出せるもの、個性的なるもの、特殊な才能
を持った、選ばれしものを無に帰せしめている。すべての人と同じでないもの、すべ
ての人と同じ考え方をしない者は締め出される危険にさらされているのである。とこ
ろが、この「すべての人」が真に「すべての人」でないことは明らかである。通常、
「す
べての人」といった場合、大衆とその大衆から分離した少数者からなる複合的統一体
を示していた。しかし、今日ではすべての人とは、ただ大衆を意味するに過ぎないの
である。[Ortega (1929): 78/21f.]
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大衆は他の人と同じであることに甘んじ、それに満足している。それどころか、彼らと異
なる優れた少数者を締め出そうとさえする。なぜなら、民主主義における多数決の原理は、
少数者の意見を排除するからである。多数者を至上とする社会に対する危機感を、オルテ
ガはニーチェと共有している。大衆化する社会では、才能のある優れた少数者は席巻され、
文化は「下へ」と向かって均質化され、下降の一途を辿ることとなるのである。ここには、
タルドの示した模倣の法則とは真逆の原理が働いている。タルドにおいては、人々が称賛
に値する指導者を模倣し、彼に同化することで社会集団を作り上げていった。それはいわ
ば「上」へと向かう同化であった。
すべての人と同じであることに甘んじる大衆は、思想も知的議論も持たない野蛮な状態
にあるという[Ortega (1929): 134f./100ff.]。そして大衆は、一切の正常な手続きをとばして、
暴力によって直接行動に出る[Ortega (1929): 78/104f.]。オルテガは、「サンディカリズム26
、、、、、、、、、、、、、、、、、
とファシズムの印のもとに、ヨーロッパに初めて、理由を示して相手を説得することも、
、、、、、、、、、、、、、、、、、
自分の主張を正当化することも望まず、ただ自分の意見を断乎として強制しようとする人
間のタイプが現れた」(Unter den Marken des Syndikalismus und Faschismus erscheint
zum ersten Mal in Europa ein Menschentypus, der darauf verzichtet, Gründe

anzugeben und recht zu haben, der sich schlechtweg entschlossen zeigt, seine Meinung
durchzusetzen) [Ortega (1929): 134/103]としている。20 世紀初頭、スペインでは、急進的
なアナルコサンディカリズム27が有力となり、労働組合によるゼネストという「直接行動」
によって社会革命を行うという思想は、後のスペイン内乱(1936-1939) へと繋がっていった。
議論を廃して暴力によって自分たちの意志の貫徹しようとするこの「直接行動」(die direkte
マグナカルタ

Aktion) [Ortega (1929): 135/105]を、オルテガは「野蛮の大憲章」(die Magna Charta der
Barbarei) [Ortega (1929): 136/105]と呼んでいる。一方、ファシズムに対しても、オルテガ
は危機感を示している。イタリアでは、1920 年にファシスト党が初めて議席を取得すると、
徐々にその勢力を拡大させ、1926 年にはドイツに先立ち、ムッソリーニを党首とする一党
独裁体制を樹立させた。ファシスト党は、サンディカリズム的綱領を掲げており、1920 年
には、50 万人の労働者を組織した。しかし、
「国民のための国家」を樹立したはずの政党で
あるが、国家と国民のこの関係は逆転してしまう。本来、社会はよりよく生きるための一
つの道具として国家を作ったが、その後、国家が社会の優位に立ち、社会は国家のために
サンディカリズムとは、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけてフランスや、スペイン、イ
タリアに広まった政治思想で、労働組合を中心とした経済体制の樹立を目指すという理念
のもと、社会主義や共産主義に代わる思想として期待された。
27 アナルコサンディカリズムは、
「国家なき社会の建設」、
「政党や議会の有効性の否定」、
「組
合を土台とする直接行動による革命」を目指す政治思想であり、「直接行動」に重きを置い
ている点でサンディカリズムと異なる[立石 (1987): 151]。アナルコサンディカリズムは、
二十世紀初頭にはカタルーニャの労働者と南部農業労働者の組織化に向かい、「直接行動」
をスローガンに、国王や政治家に対するテロを行使した。1907 年に「労働者の連帯」とい
う組合を結成し、これを核に全国労働連合を創立し、1911 年に第一回大会を開いた[立石
(1987): 151]。
26
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生きなければならなくなったのである[Ortega (1929): 185f./172]。オルテガは、「すべては
国家のためであり、国家以外に何物もなく、国家に逆らう何物もなし」(Alles für den Staat;
nichts außer dem Staat; nichts gegen den Staat.)というムッソリーニの演説を引き合いに
出し、「ファシズムが実は典型的な大衆人の運動であることを見破るには、このような発言
だけで十分である」(Eine solche Äußerung genügt, um den Faschismus als typische
Massenbewegung zu entlarven.)としている[Ortega (1929): 186/172]。典型的な大衆人と
は、優れた少数者に対照する、凡庸な人間であった。オルテガは、こうした大衆人による
政権を断罪する。そして、大衆支配の下にあっては、国家が個人と集団の自由を踏みにじ
り、ついには未来の息の根を決定的な働きをすると警告するのである[Ortega (1929):
187/172]。
以上のように、オルテガによれば、大衆が政治的権力を握るとそこには破滅しかない。
この破滅を防ぐためには、大衆が、貴族、すなわち優れた少数者によって構成される、よ
り高度の法廷に自分の生を関連付けることが必要であるという[Ortega (1929): 178/163]。
「貴族」という人間の在り方は大衆に対置される。
Für mich ist Adel gleichbedeutend mit gespanntem Leben, Leben, das immer in
Bereitschaft ist, sich selbst zu übertreffen, von dem, was es erreicht hat,
fortzuschreiten zu dem, was es sich als Pflicht und Forderung vorsetzt.
私にとって、貴族とは緊張をはらんだ生の、常に自己を超克し、おのれの義務とし、
おのれに対する要求として強く自覚しているものに向かって、到達した自己を超えて
ゆく態度をもっている生の同義語である。[Ortega (1929): 125f./91]
オルテガにとって、高貴な人間とは、より良い自己を目指して努力を怠らない人間を意味
する。これは、ニーチェの「高貴なる魂」に似ている。「高貴なる魂」は、平等化・凡庸化
する畜群的人間に対して、自分で価値決定を行う孤高な存在であった。一方、オルテガは
「貴族」の理念を、平均化・平等化の流れに逆らいつつも、大衆を導き、彼らの公共の利
益のために努力する人間の在り方に求めた。ニーチェの「畜群」、オルテガの「大衆」は、
共に凡庸、平均という性質を持つが、それに対する「貴族」の在り方には差異があるので
ある。
最後に、オルテガは、服従するということは、決して忍従することではなく、命ずる者
を尊敬してその命令に従い、命令者と一体化し、その旗印のもとに情熱をもって集まるこ
と[Ortega (1929): 209/208]であるとする。ニーチェやル・ボンにおいては、人間が支配者、
あるいは指導者に従う時、それは「服従の本能」によるものであった。彼らに意志はなく、
群衆はただ指導者の操り人形となる受動的な存在であった。一方、オルテガにおいて、服
従は違った意味合いを持っている。人々は、「情熱をもって」、ともに未来を切り拓くため
に、指導者の下に集まるべきであるとする。その時、彼らは指導者によって操られる意志
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のない客体ではなく、未来を切り開くために集う、理念を持った積極的な人間の集団、政
治的主体となるのである。
最後に、オルテガは、指導者である「貴族」と大衆の在り方を示すとともに、一つの国
民国家に希望を託している。
Der Staat ist weder Blutsverwandtschaft, noch sprachliche oder territoriale Einheit,
noch Nachbarschaft der Wohnplätze. Er ist nichts Materielles, Ruhendes,
Gegebenes und Begrenztes. Er ist ein reines Kräftespiel ― der Wille, etwas
gemeinsam zu tun ―, und darum ist der Staatsidee keine physische Grenze gesetzt.
国家とは、血縁関係でもなければ、言語的統一体でも領土的統一体でもなく、居住地
の隣接関係でもない。国家とは、物質的で、生気のない、所与の、限定されたものと
は全く異なるものである。それは純粋な相互反作用―共同で何かをなそうとする意志―
であり、ゆえに国家という観念は、いかなる物理的条件の制約も持っていないのであ
る。[Ortega (1929): 229/233]
ニーチェは、民族を形成するのは、言語ではなく、共通の経験であるとした。ル・ボンは
過去の思想、欲求、感情を体現する伝統によって種族が形作られるとした。これに対し、
オルテガは、国境や人種を超えた、より大きな枠組みを持った共同体、共通の意志によっ
て成立する国家という理想を描いている。『大衆の反逆』に先立って書かれた『無脊椎のス
ペイン』(1921)で、オルテガは 1859 年以後のスペインで起きたことはすべて、衰退と分裂
であったとしている。アメリカ大陸にあったスペイン植民地の独立、そしてスペイン国内
でのバスクやカタルーニャの独立運動など、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、スペイン
は分立の一途を辿って行った。オルテガはこうした分立主義の本質は、各集団が自己を部
分として感じなくなり、その結果、他の者と感情を共有しなくなること[オルテガ (1921):
281]だとしている。「共通の意志によって成立する国家」という理想は、国の分裂に対する
危機感に際して生まれたものであると考えられる。しかしまた、「国境や人種を超えた、よ
り大きな枠組みを持った共同体」という、オルテガの思い描く希望に満ちた未来の国家は、
後の EU に繋がる理念を内包しているとも言える。
１．６．群衆論のその後―ヴィルヘルム・ライヒとエーリッヒ・フロム
これまで、群衆をめぐる五つの言説を年代順に概観し、群衆論の変遷を辿ってきた。こ
こで、これらの論を簡単に振り返ってみたい。群衆という現象は、フランス革命によって
はじめて近代に現れ、その衝撃から群衆論が生まれた。「群衆」は、19 世紀末から 20 世紀
初頭まで、支配階級によって、これを統御するための試みとして論じられることとなった。
こうした流れの中で、群衆の心理に初めて光を当て、群衆心理を理解しようとしたのが、
ル・ボンである。ル・ボンは群衆内での個人は、普段とは全く違う性質を見せるとした。
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集団の中では意識的個人が消失し、
「集団の魂」が生まれるというのである。また、群衆内
の個人の特質として、責任感の消失、精神的感性、被暗示性が挙げられている。群衆の中
で意志と決定力を失った人間が、指導者の思い通りに暗示を与えられ、感情と思考を方向
付けられる操り人形と化すというのである。この「指導者と群衆」という対概念は、ル・
ボン以後の群衆論の定石となった。ル・ボンはまた、ニーチェが提出した「服従の本能」
という主題を受け継いだ。ニーチェは、服従への本能を「畜群」に固有の性質とし、彼ら
が一人の絶対的命令者を必要としていると考えたが、ル・ボンも、人間に「服従への渇望」
を認め、人間には一人の支配者に従属したいという欲求があることを指摘した。
タルドは、新聞などの世論によって形成される「公衆」を発見し、超空間的な広がりを
持った人間の集団を視野に入れ、ル・ボンの群衆論を社会学的に発展させた。しかし、公
衆にも新聞記者という指導者が存在した。しかし、公衆は指導者から暗示を受けて従わさ
れるというよりは、称賛すべき指導者を模倣することによって社会集団を作り上げた。ル・
ボンが群衆に破壊力しか見出さず、それを上から抑え込もうとしたのに対し、タルドは人
間の集団に、社会を構成するポジティブな力を見出した。
何故、群衆は指導者に従うのか。フロイトは、ル・ボンの暗示、タルドの模倣に代わり、
リビードに基づく論を展開する。人間の集団には、持続しない集団と持続的な集団がある
が、フロイトは持続的な集団に焦点を当て、教会と軍隊を例にする。集団内部ではナルシ
シズムと自我理想が放棄され、それが指導者の中に具現化した集団理想と取り換えられる。
集団には指導者を父とし、他の構成員が彼によって等しく愛される、家族的な構造が見ら
れるというのである。
オルテガはニーチェに倣い、人間が少数の優れた命令者を尊敬し、彼に従うべきだとし
た。なぜなら社会・政治の大衆化は、少数者を排除し、全体主義へと向かう危険性を孕ん
でいるからだ。オルテガは、ナチスが台頭する以前に既に、ファシズムを大衆運動と捉え
た。そして、国家主義・民族主義へと向かう社会に警鐘を鳴らし、民族や言語、国境を超
えたより大きな枠組みを持つ国家の設立に、未来の希望を託した。
今まで論じてきた五つの論に通底する最も重要な概念は、人間の集団と、それに対置さ
れる命令者、指導者の存在であったと言える。ル・ボン、タルド、そしてフロイトにおい
ては、暗示であれ、模倣、あるいは同一化であれ、人間の集団は常に何らかの方法によっ
て指導者に従うこととなった。ニーチェとオルテガは、凡庸な平均人という質的観点から
現代人を考察し、群衆心理学とは別の道を築いた。しかし、大衆という多数者に対して、
彼らを導き彼らに命令を与える少数の優れた人物、指導者の必要性を説いた。つまり、こ
れらの論はすべて、指導者と人間の集団という対概念に基づいていたと言えるのである。
ところが、1930 年代以降、群衆論は転換期を迎える。フランス革命に対する衝撃に端を
発する群衆論は、ファシズムという新たな衝撃に際して、形を変えていく。なぜファシズ
ムが生まれたのか、人々はなぜそれに惹かれたのかという主題のもと、全体主義社会にお
ける大衆・群衆の心理が論じられることとなったのである。その際、ファシズム成立の原
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因を、ヒトラーやムッソリーニ個人に帰するのではなく、集団としての人間の性格構造を
探究する試みが行われた。ヴィルヘルム・ライヒ、エーリッヒ・フロム、ヘルマン・ブロ
ッホ、ハンナ・アーレントは、ナチス政権下に亡命を余儀なくされたユダヤ人ある。彼ら
は、ファシズムという歴史的事象を群衆・大衆現象として捉えた。この中から、新フロイ
ト主義と呼ばれるライヒとフロムの論考を取り上げ、「服従の本能」と「指導者」という問
題に絞って、全体主義へと至る大衆の心理構造を概観したい。
ニーチェやル・ボンが認めた、人間の「服従の本能」に対して、ライヒもフロムも共に
詳しい説明を与えていない。ニーチェは、一人の絶対的命令者の出現を「いまやほとんど
耐え難くなる圧迫から彼らを救い出すべき絶大の恩恵と救済」と捉えたが、その「圧迫」
が何を指すのかは具体的に示されなかった。ル・ボンにおいて、群衆の「服従への渇望」
は、「本能」という言葉に終始し、それ以上追及されることがなかった。ところが、ナチス
の台頭によって、この問題を「服従の本能」で済ますことができなくなった。なぜ人間は
自由を捨て、一人の強い男に従うのか。第三帝国における指導者と大衆・群衆をモデルと
し、人間の「服従の本能」という主題に、様々な解釈が与えられることとなった。
フロイト派の精神分析家として活躍したライヒ(1897-1957)は、『ファシズムの大衆心理』

Massenpsychologie des Faschismus (1933)において、フロイトの深層心理学とマルクスの
経済理論を統一する、独自の「性・エネルギー経済」理論から、ナチス政権化における大
衆の心理を分析した。ライヒは、1917 年のロシア革命や、ナチスの台頭により、大衆が自
由を求めることは不可能だと考えるようになったとする[Reich (1933): 220/(下)25f.]。しか
し、自由を獲得することの不可能性は、自然に生じたのでもないし、人々が常に自由を獲
得することが不可能だったわけでもない[Reich (1933): 221/(下)26]。民衆の自由獲得を不可
能にするメカニズムは、青少年および成人における性的な愛情生活に対する抑圧にあると
した[Reich (1933): 221/(下)26f.]。この抑圧も、自然に生じたのではなく、それは家父長制
とともに成長したものである。性的抑圧は、結婚と遺産相続に関わる経済的利益に端を発
する、家父長制の産物なのである[Reich (1933): 112/(上)156f.]。幼児や青年の性欲は、家父
長主義の権威や道徳律によって束縛され、制限される[Reich (1933): 218/(下)22f.]。そして、
この家父長的家族の中で、権威に従う態度が養われ、このことが国家の権威主義・独裁主
義的を受け入れるよう、大衆の性格構造を変えるのである[Reich (1933): 218/(下)22f.]。フ
ロイトは、教会・軍隊という組織集団を、父を指導者とする家族に例えて論じた。ライヒ
は、まさにこの家族というモデルから、全体主義社会における大衆と権力の関係を考察し
たのである。1933 年から実施された、農業所有権に関する新政策により、
「ゲルマン人の血
統を持った実子」にのみ、農地の相続権が与えられる世襲制が導入された[Reich (1933):
72f./(下)96ff.]。この農地政策によって、家父長制が強められ、権威主義的人間が再生産さ
れる。ライヒは、人間の「服従の本能」、「自由を求めることの不可能性」を、権威主義的
家父長制に起因するものだと見ているのである。
ライヒと並び、「新フロイト派」と称されるフロム(1900-1980)は、『自由からの逃走』
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Escape from Freedom (1941)の中で、フロイトの理論を汲みつつも、個人の精神生活は静
的なものではなく、歴史的・社会的要因と密接に絡み合ったものであるとした。ル・ボン
は群衆の指導者を、権威を具えた「半狂人」と形容した。このモデルに従い、ナチズムを
理解しようとする際、その原因をヒトラーのような「少数者の狂気」に帰して、このよう
な指導者が意志のない大衆を操るのだという解釈が主流となった[フロム (1941): 11]。しか
し、フロムはこの解釈に異議を申し立てる。ナチズムは、
「自由に対する恐怖」に起因する
権力者渇望という、大衆の精神構造から成立したと考えるのである[フロム (1941): 11]。フ
ロムは、ドストエフスキーの「大審問官」を引用し、「自由」の問題に以下のようにな考察
を与えている。
個人は否定的な意味で自由であると感ずる。すなわちかれはひとりぼっちでおり、よ
そよそしい敵意にみちた世界に対立している。この状況のなかでは、ドストエフスキ
ーの『カラマーゾフの兄弟』のなかのすぐれた叙述をひくならば、「人間という哀れな
動物は、もって生まれた自由の賜物を、できるだけ早く、ゆずり渡せる相手を見つけ
たいという、強い願いだけしかもっていない」
。おびえた個人は、自分を誰かと、ある
いは何物かと結びつけようとする。もはや彼は自分自身をもちきれない、彼は狂気の
ように自分自身から逃れようとする。そしてこの重荷としての、自己を取り除くこと
によって、再び安定感をえようとする。[フロム (1941): 169f.]
人間は自由であることに恐怖を覚える。なぜなら、自由に伴う孤独や責任を受け止めるこ
とができないからである。それゆえ、人間は権力にひれ伏し、自由を放棄することによっ
て、耐え難い孤独から逃れる。このような「自由からの逃走」という心理は、フロムによ
れば、宗教改革に依るところが大きい28 [フロム (1941): 94]。プロテスタンティズムは、人
間を教会の権威から解放したが、さらに専制的な権威、すなわち神に服従させることとな
った[フロム (1941): 94]。救済の条件となる神への絶対服従、自我の滅却は、国家や「指導
者」に対して個人の絶対的な服従を要求する原理と多くの共通点を持つ[フロム (1941): 90]。
フロムは、このように、依存と従属を求める人間の心理に、全体主義を成立させる要因を
見ている。ライヒは、家族をモデルとして集団と指導者の関係を示したフロイトの理論と
マルクスの理論とを合わせ、「性・エネルギー経済」理論として、家父長制と性的抑圧が人
28

フロムはまた、中世末期における資本主義の発展をその要因として挙げている。資本主
義体制の下で、人間は経済的自由を拡大させたが、同時に責任も増した[フロム (1941): 124]。
また、経済活動が人生の目的そのものになり、人間は経済的組織の歯車となった[フロム
(1941): 126f.]。この時、プロテスタンティズムの用意した心理体系が、人間に作用する。
人間の罪悪感と無力感を強調し、自尊心を否定させ、人間生活は神の栄光を目指すもので
あって自分自身の栄光を目指すものでないという教えが、自分の目的ではない目的のため
に、自分を隷属させる心理的準備を与えたという[フロム (1941): 127f.]。こうして人間は経
済的な機械に、あるいは時には一人の「指導者」に対する召使となるのである[フロム
(1941): 128]。
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間に自由を放棄させ、権力に服従させる原因であるとした。フロムは、「服従への欲求」と
いう主題をライヒと共有しながらも、プロテスタンティズムがもたらした人間の心理的変
化に、その原因を求めたのである。
本章で論じてきたこれまでの群衆論は、群衆の外部に身を置いた立場から、時には群衆
を制御しようという試みの下、論じられてきたものであった。その際、集団内の指導者と
いう存在に、考察の主眼が置かれてきた。ル・ボン、タルド、フロイトが提示した、暗示、
模倣、そして同一化という、指導者が群衆に及ぼす作用は、集団内部にいる個人に特有の
心理を前提としていた。群衆としての個人が、権力の客体としての役割を演じ得たのであ
る。これに対し、大衆心理を解明することからナチズムという現象にアプローチしたライ
ヒやフロムは、指導者と大衆の相互作用については論じていない。彼らが明らかにしよう
とした全体主義へと向かう大衆の心理と、ル・ボンらの群衆心理学との違いは顕著である。
ライヒやフロムは、指導者と大衆の関係を考察の主軸としつつも、大衆の目線から、大衆
を主体とし、権力の問題に取り組んでいる。このことに付随し、群衆の一部としての個人
はもはや語られなくなる。群衆の一人一人の構成員を主体として捉え、彼らの心理を探究
することと、
「集団の魂」という概念は共存しないからである。群衆心理学はその後、社会
学や社会哲学へと変化・発展を遂げていくが、しかし、そこでは群衆内の没我の状態や陶
酔感が語られることはない。群衆内部の人間に特有の性質を説明しようとした群衆心理学
は、事実上、フロイトをもって終わりを告げたと言っても過言ではない。しかし、1960 年、
『群衆と権力』によって、人間の集団に対する洞察を再びル・ボン的なそれ、「集団の魂」
をもった人間の集団へと引き戻したのが、カネッティであった。
１．７．群衆論の系譜における『群衆と権力』の位置づけ
本章のはじめに述べたように、カネッティはル・ボンやフロイトの群衆論に対して反発
を示し、それらをネガティブにしか引き合いに出さなかった。しかし、彼らの思想の痕跡
は確かに『群衆と権力』に表れている。この節では、その「痕跡」を追い、これまで論じ
てきた群衆論とカネッティのそれとの類似点を呈示したうえで、『群衆と権力』におけるこ
れら群衆論の否定的受容を考察する。
まず、タルドとの比較から始めたい。リューデマンは、カネッティにおけるル・ボンや
フロイトの否定的受容を認めているが、一方で、タルドの『世論と群集』が、カネッティ
に与えた影響を指摘している。
[…] wären die „Freunde“ und die neutraleren Vorläufer aufzuspüren, wie zum
Beispiel der französische Soziologe Gabriel Tarde, dessen Buch „L'Opinion et la
foule“ Canetti nicht nur seine Einsichten über das Publikum der Zeitungsleser als
„unsichtbare Masse“ verdanken dürfte, sondern auch die Idee zu einer
Klassifikation der Massen nach Anlass und tragendem Affekt, die bei Tarde bereits
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ausgeführt ist (die Ausdrücke „Festmasse“ und „Trauermasse“ stammen von ihm).
[…] 例えばフランスの哲学者、ガブリエル・タルドのような「友」あるいは中立的な
先駆者を見出すことができる。彼の著書『世論と群衆』に、カネッティは、「見えない
群衆」である新聞の読者という公衆に関する見解を負うているかもしれないばかりか、
タルドの作り出した、動機と主要な情動に基づく群衆の分類というアイディアも負う
ている(「祝祭群衆」や「哀悼群衆」という表現は、タルドに由来する)。[Lüdemann (1980):
60]
リューデマンがここで挙げている、タルドに準ずるカネッティの論点は二つある。一つは、
「見えない群衆」であり、もう一つは、「祝祭群衆」や「哀悼群衆」といった情動に基づく
群衆の分類方法である。まず、「見えない群衆」から検討していこう。タルドの公衆は、新
聞記者を指導者として形成される、
「肉体的には分離し、心理的にだけ結合している個人た
ちの散乱分布」であり、群衆のようにある特定の場所に集まる人間の集団として、目に見
える形では表れなかった。カネッティは「見えない群衆」(unsichtbare Masse) [Canetti
(1960): 46/(上)45]という節で、先祖の亡霊という「見えない死者たち」(die unsichtbaren
Toten) [Canetti (1960): 46/(上)45]に対する希望や恐怖が様々な宗教や信仰の基盤となって
い るこ とを指 摘し ている 。そ して、 これ に対応 し、 精子 (Sperama) [Canetti (1960):
52/(上)55]という「群衆」について論じている。卵子という一つの目的地を目指して進む無
数の精虫(Samentierchen)は高い緊密状態にあり、一匹だけを除いて全てが死滅するが、ど
の精虫も、連綿として保持されてきた祖先の一切のものを担っているという点で、祖先そ
のものであるというのである[Canetti (1960): 52/(上)55]。これらの群衆は目に見えないと
いう点では、確かにタルドの公衆に共通している。しかし、共通点は「目に見えない」と
いうことのみにあるように思われる。カネッティの群衆は、可視化どうこうの次元を超え、
もはや「人間の集団」という枠組みからも外れているからだ。
次に、タルドが導入した、「動機と主要な情動に基づく群衆の分類」と、カネッティの群
衆の分類についてである。タルドは群衆、並びに公衆の区分は共通の信念や思想、目的や
欲望に基づいて分類されなければならないとし[Tarde (1901): 34/42]、宗教群衆、政治群衆、
農民群衆、芸術群衆といった群衆の区分を行った[Tarde (1901): 36f./44f.]。カネッティは『群
衆と権力の』第一章、「群衆」(die Masse) という章で、異なった性格をもつ群衆を、情動
に基づいて五つのタイプに分類している。「迫害群衆」(die Hetzmasse)、「逃走群衆」(die
Fluchtmasse)、「禁止群衆」(die Verbotsmasse)、「顚覆群衆」(die Umkehrungsmasse)、
そして「祝祭群衆」(die Festmasse)である[Canetti (1960): 53f./(上)56]。この類別には、リ
ューデマンの指摘するように、確かにタルドの痕跡が感じられる。とりわけ、「祝祭群衆」
(Festmasse)と呼ばれる、祭りそれ自体を目的とした群衆[Canetti (1960): 70/77]は、集まる
喜びだけに酔う「祝祭の群衆」(die festliche Masse) [Tarde (1901): 44f./54f.]というタルド
の定義をそのまま踏襲していると考えられる。
45

上に挙げた五つの群衆の他にも、カネッティは様々な群衆のタイプを示しているが、そ
の中にもタルドの影響が観察されるものがある。カネッティは、劇場やスポーツの試合に

おける観客を「停滞する群衆」(die stockende Masse) [Canetti (1960): 36/(上)33]と呼
んでいる。個々の存在として席に座り、切り離された状態にある停滞する群衆は、自分
たちを一体だと感じつつも、その統一を確信し切れてはいない。しかし、例えばスポー
ツの催しの際に聞かれる叫び声などをきっかけに、
「解放」(Entladung)がおこり、観客
は群衆としての一体感を確信するというのである[Canetti (1960): 37f./(上)34f.]。この群
衆はタルドの「期待群衆」(Wartende Masse) [Tarde (1901): 39/48]に相当すると考えられ
る。期待群集は、開幕前の劇場内で開幕を、あるいはギロチンのまわりで死刑囚の到着を、
待ちわびて集まっている群衆である[Tarde (1901): 39f./49]。タルドのこの「期待群衆」は、
カネッティの「迫害群衆」にもその痕跡を残している。カネッティは公開処刑に際して、
処刑場の周りに集う群衆を「迫害群衆」の一種としている[Canetti (1960): 56f./(上)60f.]。
その起源は、投石による共同殺害に遡る[Canetti (1960): 55f./(上)59]。死刑宣告を受けた
者に投石をする群衆は、正義の名において処刑を行う。群衆自らが処刑を行うことがなく
なってからも、公開処刑において、群衆は共同殺害に似た熱狂的興奮を共有するとしてい
るのである[Canetti (1960): 57/(上)61]。今日、こうした公開処刑に代わって迫害群衆を形
成させるのが、新聞であるという[Canetti (1960): 58/(上)62]。新聞の読者は、判決や処刑
について報告されている記事を読み、そのスリルを共有する[Canetti (1960): 58/(上)62]。
彼らは事件に対して一切の責任を負わない、もっとも卑しむべき形態の群衆であるが、こ
の群衆は集まる必要さえないため、崩壊する恐れのない、安定した形態である [Canetti

(1960): 58f./(上)62f.]。ここには、タルドが示した、新聞を介して形成される公衆の姿があ
る。以上のように、情動に基づいて分類された五つの群衆の類型のうち、三つの群衆がタ
ルドの影響のもとにあると考えられる。
フランス革命以降、群衆は蜂起し、破壊する者たちという、恐怖の対象として論じられ
てきたことは既に述べた。イシャグプールは、こうした群衆の「画一的な概念」が『群衆
と権力』には存在しないとしている。
人々はここ[『群衆と権力』：引用者]に、ル・ボンやフロイトやオルテガ・イ・ガセッ
トなどに共通してみられる、もっぱら恐怖と侮辱を基準として構想された画一的な概
念とはおよそ反対の、何十種類にも及ぶ群衆もしくは集団の存在形態を見出して瞠目、
驚愕せざるを得ない。群衆とは常に同様なものである―とする通念に反して、カネッテ
ィを繙く者は、ここに、まるで別なものを、まさかと思うようなものを、つまりは変
身する者を発見し直すことになる。[イシャグプール (1990): 13]
「群衆に対する恐怖と侮蔑」は、確かにカネッティ以前の群衆論に共通する態度と言える
だろう。しかし、それら群衆論における群衆形態が画一的であったとは言い切れないので
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はないだろうか。例えば、前に述べたようにル・ボンは『群衆心理』の第三篇で、様々な
群衆の種類を検討している。群衆はまず、異種混合の群衆(Heterogene Massen)と同質の群
衆(Homogene Massen) [Le Bon (1895): 113/203f.]という二つの類型に大別される。さらに
「異種混合の群衆」は、街頭の群衆などの名目のない群衆(Anonyme Massen)と、陪審員、
議会の集会などの名目を備えた群衆(Nicht anonyme Massen)に分類され、「同質の群衆」
は政党、宗派などの党派(Sekten)、軍人仲間、僧侶仲間、労働者仲間などの仲間(Kasten)、
そして中産階級、農民階級などの階級(Klassen)に分類される[Le Bon (1895): 113/204]。タ
ルドも先に述べたように、動機と情動に基づいた群衆の分類を行っており、両者の群衆の
分類は画一的とは言えない。しかし、カネッティの群衆が両者のそれと異なるのは、
「変身」
する点である。例えば、
「迫害群衆」は公開処刑に立ち会う時、王族など、処刑された者の
地位が高ければ高いほど、彼らの地位が処刑によって引きずりおろされ、自分たちが平等
のなったと感じる[Canetti (1960): 57/(上)61]。この時、彼らは「顚覆群衆」に変わる。国
王など、権威ある者の手にあった司法権が自分たちのものになったと感じ、彼らは権力を
顚覆することに満足を得るのである[Canetti (1960): 57/(上)61]。このように、カネッティ
の群衆は、常に一つの形態を有しているわけではなく、流動的であり、一つの形態から別
の形態へと変身を遂げる。群衆のダイナミズムを捉えた点で、カネッティのそれは他の群
衆論と異なっていると言える。
群衆の分類に関連して、カネッティの「群衆シンボル」(Massensymbole) [Canetti (1960):
197/(上)245]という概念についても述べたい。ル・ボンは、様々な群衆を分類する際、群衆
を異質の群衆と同質の群衆の二つに分け、それぞれをさらに複数の類型に分類した。そこ
に「国民性」という概念が登場する。ル・ボンによれば、異質の群衆は種族性(国民性)によ
って大まかに区別され、例えば、ラテン系の民族は中央集権を好む帝王派で、イギリス系
は自由を重んじ、フランス系は何よりも平等に執着する、といった種族の精神(Rassenseele)
をもつ[Le Bon (1895): 114/206]。タルドも、群衆・公衆に対する人種、あるいは国民性の
影響を看取し、例えば、「熱狂」をフランス人の国民性として挙げている[Tarde (1901):
33/41f.]。これらの国民性をめぐる考察に対し、カネッティが提示したのが、
「群衆シンボル」
という概念である。カネッティは、国民というものを根本的に究明しようという試みが、
国民性という一般的概念を定義するだけでしかなかったことを指摘し、新しい定義を打ち
出そうとする[Canetti (1960): 197/(上)245]。そして、諸国民の性格を描写するために、
「群
衆シンボル」という概念を用いる。群衆シンボルとは、諸国民がそこに結びつけられてい
ると感じるより大きな単位で、国民的感情の永続的基盤となるものである[Canetti (1960):
199/(上)247f.]。例えば、イギリス人にとっての海[Canetti (1960): 199/(上)248]、ドイツ人
にとっての森[Canetti (1960): 202/(上)251.]が、群衆シンボルとされる。カネッティはル・
ボン、タルドの国民性の定義を前提にしながらも、群衆シンボルという独自の概念によっ
て、国民の性格を分類している。ル・ボンの種族性、タルドの国民性から、カネッティの
群衆シンボルへと続く、一連の流れを汲み取ることができる。
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これまで、カネッティの群衆の分類について述べ、タルドやル・ボンとの共通点につい
て考えてきた。ここからは、群衆形成の段階に考察の的を絞り、これまで論じてきた群衆
論とカネッティのそれとの相違点を示したい。『群衆と権力』は、「人間にとって未知のも
の と の 接 触 ほ ど 恐 ろ し い も の は な い 」 (Nichts fürchtet der Mensch mehr als die
Berührung durch Unbekanntes) [Canetti (1960): 13/(上)3]という一文によって始まる。カ
ネッティの群衆論は、この「接触恐怖」(Berührungsfurcht) [Canetti (1960): 13/(上)3]から
出発しているのである。この言葉は、フロイト『トーテムとタブー』Totem und Tabu (1913)
の「接触不安」(Berührungsangst)からとられたものであると考えられている29[Barnouw
(1988): 41]。カネッティによると、人間は、他人に対して「触れたくない」という接触恐怖
を持ち、見知らぬものとの接触を避けようとする傾向がある[Canetti (1960): 13/(上)3]。し
かし、この接触恐怖は群衆の中で払拭される。
Es ist die Masse allein, in der der Mensch von dieser Berührungsfurcht erlöst
werden kann. Sie ist die einzige Situation, in der diese Furcht in ihr Gegenteil
umschlägt. Es ist die dichte Masse, die man dazu braucht, in der Körper an Körper
drängt, dicht auch in ihrer seelischen Verfassung, nämlich so, daß man nicht
darauf achtet, wer es ist, der einen „bedrängt“. Sobald man sich der Masse einmal
überlassen hat, fürchtet man ihre Berührung nicht. In ihrem idealen Falle sind
sich alle gleich. Keine Verschiedenheit zählt, nicht einmal die der Geschlechter.
Wer immer einen bedrängt, ist das gleiche wie man selbst. Man spürt ihn, wie man
sich selber spürt. Es geht dann alles plötzlich wie innerhalb eines Körpers vor sich.
Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum die Masse sich so dicht
zusammenzuziehen sucht: Sie will die Berührungsfurcht der einzelnen so
vollkommen wie nur möglich loswerden. Je heftiger die Menschen sich
aneinanderpressen, umso sicherer fühlen sie, daß sie keine Angst voreinander
haben. Dieses Umschlagen der Berührungsfurcht gehört zur Masse.
、、
人間がこのような接触恐怖から自由になれるのは、群衆の中にいる瞬間だけである。
群衆はこの恐怖がその反対物に転化しうる唯一の状況である。そのために必要なのは
、、、
肉体と肉体が押し合う緊密な群衆である。そこでは、その心的状態も緊密なので、自
分を「押している」のが誰か、もはや注意を払わない。ひとりの人間が群衆に身を投
ずるや、かれはその接触を恐れなくなる。理想的な場合には、全ての者がそこで平等
になる。どのような差別も、性別さえも全く問題にならない。誰に押されようと、押
している者は自分自身と同じだ。人は彼を、自分自身を感じるように感じる。そのと
、、、、、、、、
き突然、一切のことが、まるで一個の肉体の内部のように、起こるのである。これが
1931 年に、カネッティが『トーテムとタブー』を「精読」したことが確認されている
[Hanuschek (2005): 194/251]。
29
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おそらく、群衆が大いに密集しようとする理由の一つであろう。つまり、群衆は個々
の人間から、その接触恐怖を、できるだけ完全に払拭しようと望むのである。人間が
互いに激しく押し合えば押し合うほど、彼らは互いを恐れていないと、ますます安心
、、、、、、、
する。この接触恐怖の転化が、群衆の属性である。[Canetti (1960): 14/(上)4]
密集した群衆の内部では、個々人の境界が取り払われ、人は他者を自分の一部であり、自
分を他者の一部とみなすので、もはや他者と接触することに恐怖を覚えない。肉体的緊密
さと心的緊密さは対の関係にあり、すべての人間が距離を排した群衆内部では、自分たち
が「平等」だと感じられるのである。カネッティは、接触恐怖が払拭される群衆内部での
この現象を、
「接触恐怖の転化」と呼び、これが群衆形成の動機となっていることを指摘す
る。群衆を「一個の肉体」と例えたのは、序論で述べた 1927 年の群衆体験に由来すると考
えられる。このデモ集団の中で、カネッティは「群衆の一部になり、群衆の中に完全に吸
収され、彼らの企てていることにいささかも抵抗を感じなかった」。群衆という一個の肉
体に吸収され、その肉体に吸収される瞬間にカネッティは「平等」の感情を抱いている。
ル・ボンからフロイトに至る群衆論では、時間と空間を共有した群衆内部における個人の
心理が問題とされていたのに対し、タルド、オルテガを経て、考察の対象はマスメディア
を介して形成される、姿の見えない超空間的なものへと移行していった。しかし、カネッ
ティの群衆論は、人と人とが身体を接して押し合い、ひしめき合うル・ボン的な群衆を前
提として始まっている。すべての人が平等となる瞬間、接触恐怖から解放される瞬間を求
めて群衆が形成されるのである。カネッティの群衆論は、タルドの「公衆」、オルテガの「大
衆」など、20 世紀の群衆論において、Masse の概念が可視的なものから不可視的なものへ、
「量」的定義から「質」的定義へと転換してきた流れに逆行していると言える。
スローターダイクは、こうしたカネッティの叙述が、タルド、ル・ボン、フロイトによ
って描かれた肖像と類似していると指摘している[Sloterdijk (2000): 14/12]。しかし、カネ
ッティの群衆論がル・ボンや他のそれと異なるのは、外部から群衆を考察するのではなく、
自分をその一部として、内部から群衆を考察していることであろう。ハルディマンは、ル・
ボンやフロイトが群衆を不気味なもの、病的なものとして見ていたのに対し、カネッティ
は群衆を開放性と興味に近い熱狂的な現象として見ていると指摘している[Hardiman
(2001): 138] 。 カ ネ ッ テ ィ は ポ ジ テ ィ ブ な 「 参 加 者 の 視 点 」 (Teilnehmerperspektiv)
[Hardiman (2001): 138]で、群衆を内側から見ているのである。また、ゲラルト・シュティ
ークは、「カネッティの群衆心理学に特別なのは、彼が先任者、あるいは同時代人との誰と
も群衆に対する軽蔑を分け合わず、それら群衆の観察者に、決して自分を数えなかったこ
とである」 [Stieg (1988): 101]と述べている。カネッティは、制御すべき対象として、恐怖
と軽蔑の念をもって外側から観察されてきた群衆論に、内部からの視点を呈示しているの
である。
先のデモ体験に関する描写で重要なもう一つの点は、
「私が身をもって体験したものは革
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命に最も近いものである」という記述である。モスコヴィッシは、『群衆と権力』に、フラ
ンス革命の力が流れているとしている[Moscovici (1988): 67]。また、スローターダイクによ
れば、「カネッティの大衆精神の現象学は、その最初のステップにおいて、大衆を主体とし
て展開しようとした青年ヘーゲル派の時代創造プログラムに従っているように見える」
(Canettis Phänomenologie des Massengeistes folgt in ihren ersten Schritten allem
Anschein nach dem junghegelianischen Epochenprogramm, die Masse als Subjekt zu
entwickeln) [Sloterdijk (2000): 12/9]。カネッティは政治的主体として群衆を捉え、群衆
に未来を変革する力を見出しているのである。カネッティは、Masse の定義をル・ボンの
革命的群衆に戻した。しかしその群衆は、革命を押さえつける側の視点からではなく、革
命を起こす側の視点で描かれており、社会に対する変革の力を持っているのである。
しかし、一方で、スローターダイクは未来を変革する力を持った革命的群衆という性質
とはまた別の群衆の特質、群衆が増殖を目的とする点にも着目している。カネッティによ
れば、
「増大への衝動は、群衆の第一の、しかも最高の特質である」(Der Drang zu wachsen
ist die erste und oberste Eigenschaft der Masse.) [Canetti (1960): 15/(上)6]。群衆はいっ
たん存在しはじめると、すぐにもっと多くの人々から成ることを望む[Canetti (1960):
15/(上)6]。
つまり、人々が一つの場所に集まり、群衆を形成するのは、「増えること」それ自体を目的
としているというのである。カネッティのこの群衆観に関して、スローターダイクは以下
のように述べている。
Für jeden, dem die Sache der Emanzipationen, die Erhebung der Massen in den
Subjektrang, am Herzen liegt, ereignet sich in dieser Formulierung ein peinlich
nachhallender Affront. In diesem Ausdruck kollabiert die vernunftromantische
Vision vom demokratischen Subjekt, das wissen könnte, was es will;
この定式では、解放の問題、大衆の主体の地位への格上げという問題を意識している
全ての人にとって、心苦しい響きがする侮蔑がなされている。この表現の中で、自ら
が欲するものを知ることができる民主主義的主体という理性ロマン主義的なヴィジョ
ンが崩壊する。[Sloterdijk (2000): 13/10]
カネッティの群衆は、つまり、何かの目的をもった政治的集団ではなく、「増えること」自
体を目的とした人の群れなのである。先ほど述べたように、カネッティは群衆に、社会を
変革することのできる希望の力を見ていた。また、『群衆と権力』には、「顚覆群衆」のよ
うに政権の打倒を目指して政治的主体となる群衆も描写されていた。しかし、もとをただ
せばその本来の目的は増大そのものにあるのだ。
最後に、「指導者の不在」という点に着目し、カネッティと他の群衆論との違いについて
述べたい。カネッティは件のデモ体験に際し、
「これまでの諸理論にもかかわらず、群衆が
50

、、、
おのれを形成するために指導者を必要としていないことを認識した」(Ich erkannte, daß
die Masse keinen Führer braucht, um sich zu bilden, den bisherigen Theorien über sie
zum Trotz.)

30

[Canetti (1980): 236/322]。カネッティによれば、人間は指導者に先導され

て群衆となるのではなく、接触恐怖を転化するために、あるいは絶対的平等の状態を目指
して、また増えること自体を目的として、自ら群衆となった。これは、これまで考察して
き群衆論と決定的に異なる点である。これまで論じてきた議論において、指導者の存在は、
人間の集団に欠かすことのできない存在であった。ニーチェは、人間には本能として服従
の欲求が備わっており、人間は一人の絶対的指導者を必要としていると指摘した。続くル・
ボンも人間に服従の欲求を認め、群衆に指導者が必要であるという考察は、フロイトをは
じめとするル・ボン以降の群衆心理学で定説となった。タルドの「公衆」、オルテガの「大
衆」にも指導者の存在が必要不可欠であるとされた。カネッティは「ヨーアヒム・シッケ
ルとの対話」の中で、『集団心理学と自我分析』を、「そもそも群衆と呼べるようなものは
全く研究されておらず、全く何一つ得るところのない研究です」[Canetti (1972 a): 86/130]
と批判しているが、これはフロイトが群衆現象を個人と指導者の問題に還元したことに対
する批判である。フロイトが群衆の例として挙げた教会、軍隊は、カネッティの群衆とは
正反対のものと言える。カネッティにとって、命令構造を持った軍隊は群衆ではないから
だ。フロイトにおいては唯一の超越者（指導者）を冠した平等状態が群衆であったが、カ
ネッティの群衆にあっては全ての者が平等でなければならず、ただ一人の超越者も存在し
ないからである31。しかし、フロイトが考察した人間の集団は、タルドも群衆や公衆と区別
していた、「組織集団」に当たる。そもそもカネッティとフロイトの考察の対象に違いがあ
ったのではないだろうか。
本章で論じてきた五つの論考において、群衆にせよ公衆にせよ、個人が集まり、集団が
形成される過程には、同一化や暗示といった、自己を他者と結びつけるための要因が必要
であった。それらは個人と指導者との関係、あるいは指導者から群衆内部の個人への働き
かけであり、指導者の存在を前提としている。一方、カネッティの群衆は指導者を介さず、
平等と増殖を目的に自発的に形成されるのである。「指導者の不在」というカネッティの発
見に関して、イシャグプールは、以下のように述べている。
カネッティが、蜂起する群衆を、権力の意味を、そしてまた群衆と権力の関係に身を
30

カネッティによれば、フロイトやル・ボンといった著者たちは、群衆に心を閉ざし、そ
れに違和感を覚えるか、それを恐れているように見えた[Canetti (1980): 142/188]。カネッ
ティはこのようにル・ボンを批判しつつも、群衆について「詳細な記述を試みた唯一の人」
[Canetti (1980) : 142/189]であると評価してもいる。
31 カネッティとフロイトの思想には上述のような決定的な相違がみられるものの、また、
カネッティ自身がフロイトと距離をとっているものの、両者の思想には共通点もみられる。
カネッティが『群衆と権力』で権力者のプロットタイプとしてあげるパラノイア症も、フ
ロイトの報告に基づいていると考えられるし、
『群衆と権力』と『トーテムとタブー』には、
論考の方法にも類似性が見られる。このことは第五章で詳しく検討する。
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置き発見したのは国家社会主義を通してであった。と言っても、彼が群衆というもの
を知った最初の経験は「総統」も指導者もいない群衆に接した時であった。それゆえ
に彼は、群衆とは元来指導者もしくは首謀者によって形成されるものであると決めて
かかって、―カネッティに言わせれば、ここが肝心なところなのであるが―「本来的で、
根源的で、権力とはまったくかかわりのない欲求としての群衆」というものは理解す
ることのできなかった従来の理論と対決してきたのである。[イシャグプール (1990):
50]
『群衆と権力』の意味は「ファシズムの根源を暴くこと」であった。そしてカネッティは
水晶の夜に至るまで、30 年代をヒトラー政権化のウィーンで過ごし、権力者によって利用
される群衆というものを見てきた。しかし一方で、群衆は権力と全く関わりのない欲求を
もった存在でもある。その欲求とは、先に述べたような、
「増えること」自体に対する欲求、
あるいは、接触恐怖から解放されて群衆内部で全ての人々と「平等」になりたいという欲
求である。カネッティはこれらの欲求を人間に根源的なもの、あらゆる時代と文化に通底
するものと捉えた。つまり、群衆は指導者に導かれて形成されるのではなく、群衆形成は
権力とは全く関わりのない次元でなされるのである。こうした視点の獲得を可能にしたの
は、自らの群衆体験によってもたらされた、「指導者の不在」という発見であった。カネッ
ティと他の群衆論との最大の分岐点は、「指導者の不在」にあったと言える。
以上のように、カネッティは「群衆形成には」必ずしも指導者が必要ないことを発見し
た。しかし、いったん群衆が形成されると、それを導く指導者、あるいは、自らの権力の
ために群衆を利用しようとする人物が現れることも、カネッティは見抜いていた。第二章
から第四章までは、カネッティの戯曲三篇を年代順に分析していくが、その中では群衆を
利用して権力を獲得しようとする権力者の姿にも焦点を当てたい。そして、第一章で考察
してきた群衆論の系譜や、カネッティと同時代の思想、また、『群衆と権力』においてカネ
ッティの群衆論・権力論の中心的役割を担う、
「生き残ること」、
「命令」、
「パラノイア」、
「変
身」、そして「死」といったテーマにも着目しながら論を進めていく。
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第二章

『結婚式』－世界の表象としての「家」

２．１．「音響上の仮面」と「共通言語」
『結婚式』Die Hochzeit (1932)は、1931 年から 32 年にかけて書かれた、カネッティの
最初の戯曲である。「家」と呼ばれる集合住宅を舞台に、物欲と性欲にまみれた人々の姿が
グロテスクに描かれており、最後の場面ではこの「家」が、中にいる人々もろとも倒壊す
る。
『結
スヴェン・ハヌシェク『エリアス・カネッティ伝記』Elias Canetti (2005)によると、
婚式』には、いくつか仮のタイトルが付されていた。「家」(Das Haus)、「ある家の断面」
(Querschnitt durch ein Haus)、「ひとつの家、ひとつの世界。あるいはひとつの家が世界
の 崩 壊 に 集 ま る 」 (Ein Haus, eine Welt.
Weltuntergang.)

32

Oder ein Haus gruppiert sich um den

[Hanuschek (2005): 296/(上)395]などである。全てのタイトルが「家」

をめぐるものであり、カネッティが「家」というモチーフを念頭に、
『結婚式』を構想して
いたことが分かる。
カネッティは『結婚式』に対する説明として、以下のような短い一文を残している。
Eine grössere Gesellschaft wird durch den Weltuntergang verrückt.
中規模の社会が世界の崩壊によって狂う。33 [Hanuschek (2005): 297/(上)395]

32

カネッティが残したこれらの仮タイトルは、チューリヒ中央図書館に保管されているが、
出版はされていない。引用箇所は、1931 年、あるいは 1932 年に残されたものであるが、
ハヌシェクからの引用である。
33 引用箇所は同様に、ハヌシェクからの引用で、1931 年、あるいは 1932 年に書かれた。
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「世界の崩壊」は、先ほど挙げた三つの仮タイトルの中の最後の一つにもあった言葉であ
る。戯曲の最後の場面では家が崩れ落ちるが、この家の倒壊が、「世界の崩壊」というイメ
ージに繋がる。カネッティは、家によって世界の縮図を表象したのではないだろうか。そ
うだとすれば、「世界の崩壊」とは、いったい何を意味するのだろうか。本節では、この戯
曲における言語の機能と、
『群衆と権力』の権力に関する諸理論に着目し、カネッティが『結
婚式』執筆当時にヘルマン・ブロッホ、カール・クラウスから受けた影響にも留意しなが
ら、「世界の崩壊」が意味するところのものを探る。
『結婚式』は、1932 年、フィッシャー社から舞台脚本として出版された。しかし、1933
年のヒトラーの権力掌握によって、フィッシャー社はそれ以上、ユダヤ人作家であるカネ
ッティの作品に力を入れることができなくなってしまう[Hanuschek (2005): 293/(上)390]。
そのため、
『結婚式』が広く読まれることはなかったが、それでも、前作の小説『眩暈』(1931
執筆、1935 年出版)の朗読会によって、ウィーンの芸術家や知識人の間で徐々に名を知られ
るようになっていたカネッティは、1932 年以降、しばしば『結婚式』の朗読会も開き、こ
の戯曲も注目を集めていった[Hanuschek (2005): 293/(上)390f.]。1960 年、『群衆と権力』
の出版によって、カネッティはドイツ語圏の思想界、文学界で名を轟かせることとなった
が、この著書の成功により、1963 年にハンザ―社から『眩暈』が再版され、翌年の 1964
年には、『結婚式』を含めたカネッティの戯曲三篇が同社から出版される。この戯曲が広く
知られるようになったのは、それが書かれてから三十年以上も時を隔ててのことだったの
である。
『結婚式』の初演がなされたのは、戯曲集の出版後の 1965 年、ブラウンシュヴァイク国
立劇場でのことであった。そして、この上演はスキャンダルを巻き起こした。上演中盤で、
観客から、激しい抗議の声が上がったのである。その抗議の声の中には、「ドイツの女性の
名誉にかかわる問題です」(Hier geht es um die Ehre der deutschen Frauen)という声があ
り、「性的嫌悪感を催させたことで」(wegen Erregung geschlechtlichen Ärgernisse)監督、
および演出家が告訴される事態にまで陥ったのである[Bachmann (1968): 413f.]。ブラウン
シュヴァイクの観客を怒らせたのは、過激な性描写である。後に作品の筋に沿って述べる
が、登場人物の性的な発言や行動は、作者であるカネッティ自身が「大いなる破廉恥」(große
Schamlosigkeit) [Canetti (1985): 24/25]と形容し、「吐き気を催す」(ekelhaft) [Canetti
(1985) : 24/25]とまで評している。イシャグプールによれば、
『結婚式』のこうした描写は、
グロッスの『この人を見よ』や初期のブレヒト作品に影響を受けたものであるが、カネッ
ティは彼らと、この戯曲に描かれているような乱脈、破廉恥、悦楽、倒錯、破壊の喜びを
共有しているわけではなく、作品から距離を保ったところに身を置いている[イシャグプー
ル (1990): 127]。つまり、カネッティは登場人物たちの「大いなる破廉恥」を描くことに喜
びを見出していた訳ではなく、それは何か別の意図があってのことなのである。その意図
とは何だったのかという問いはひとまず保留にし、まずは作品の概要を見て行こう。
『結婚式』は、五つの景から成る序幕、通しの一幕から成る本幕の二部構成となってい
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る。序幕には「家」と呼ばれる集合住宅の相続をめぐる争いが描かれており、本幕では、
この「家」の二階に住むゼーゲンライヒ家で執り行われる結婚式を舞台に、家の住人や来
客の間で、様々な男女の組み合わせによる性的会話・行為が繰り広げられる。序幕では、
ギルツ夫人の孫娘トーニが、この集合住宅を遺産として譲ってもらおうと、毎日のように
祖母を訪ねて彼女に取り入ろうとしている。しかし当のギルツ夫人は耳の遠いふりをし、
トーニの要求に取り合おうとしない。家の相続権をめぐって、ギルツ夫人とトーニは攻防
を繰り広げるが、彼女たちの会話の間には、ギルツ夫人のペットである鸚鵡の「家、家、
家」(Haus, Haus, Haus)という叫びが繰り返し挿入されている。一方、老ギルツ夫人の部
屋の下の階では、ギムナジウムの教師トゥートとその妻レーニが、自分たちの子供のため
に、この「家」を手に入れようと画策している。さらに、別の部屋では、「家」の住人マッ
クスと、実業家グレートヒェンが、
「家」の地価の高騰を見込んで、この集合住宅を手に入
れようと話し合っている。序幕の最後の景には、「家」の管理人コーコシュと、彼の妻が登
場する。コーコシュの妻は死の床に臥せっており、彼女は瀕死の状態で、コーコシュに最
後の言葉を伝えようとする。しかし、コーコシュはそれを遮り、聖書の一節を朗読する。
最後の言葉を遮ることによって、妻の死を阻止しようとしているのである。なぜなら、彼
女が生き続ける方が、彼にとって「安上がり」だからである。彼女を生かしておくために
彼が朗読するのは、旧約聖書の一節である。盲目のサムソンが、自分の繋がれていた柱を
倒して神殿を倒壊させ、中にいた三千人のペリシテ人を道連れにして絶命する場面である。
本幕では、舞台がゼーゲンライヒ家の結婚式に移る。花嫁の父であるゼーゲンライヒは、
この「家」を建てた人物であり、娘の結婚式の席でも、度々、そのことを誇らしげに語っ
ている。また、彼は三人の子供の父親であることも誇りに思っており、
「私は父親だ」(Ich bin
der Vater) [Canetti (1932): 26/27]と発言するが、友人のシェーンはそれに対し「そいつは
果たして間違いないかな」(Ist das auch wahr?) [Canetti (1932): 26/27]と返す。実はこの
シェーンは、ゼーゲンライヒの妻ヨハンナの長年の愛人である。夫のゼーゲンライヒが席
を外した途端、ヨハンナはシェーンと話し始める。ヨハンナは、シェーンが新しい愛人を
作ったことに対して不満をもらすと同時に、娘の花婿であるミヒェルに気があることを明
かす。そして次の場面では、ヨハンナは「私の子供に苦痛を与えてはいけない」(Du darfst
meinem Kind nicht weh tun) [Canetti (1932): 29/32]からと称し、ミヒェルを誘惑すると、
彼を自分たちの住居の一室に連れ込んでしまう。結婚式の主役である花嫁のクリスタはと
いうと、彼女は彼女で、八十歳の医師ボックの膝に乗り、彼と性的会話を繰り広げている。
二人の会話から、クリスタが十二歳の時からボックと関係を持っていたことが示される。
クリスタの後には、管理人コーコシュの娘ペピ、ギルツ夫人の孫娘トーニ、「品行方正な」
アニータなど、女性の来客が次々とボックの膝の上に乗り、性的戯れに興じる。そして、
未亡人ツァルト、薬屋のガル夫妻、棺桶屋のローズィヒを巻き込み、結婚式はいよいよ乱
痴気騒ぎの様相を呈する。そんな中、理想家ホルヒの提案により、「もしも地震が起こった
ならば誰を救うか」、「自分の最愛の人は誰か」を各々が発表するというゲームが行われる
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こととなる。しかし、そのゲームの最中、壁や天井が揺れ、「家」が倒壊し始める。ゼーゲ
ンライヒは戸口の前に立ちはだかって来客を家に閉じ込めようとするが、そんな彼の頭に、
クリスタとミヒェルの新婚夫婦は椅子を叩きつける。しかし、倒れたゼーゲンライヒの体
が戸口を塞ぎ、結局、彼らが建物から出るのを妨げることとなる。
「家、家、家」(Haus, Haus,
Haus) [Canetti (1932): 70/91]という鸚鵡の鳴き声が響く中、家が完全に倒壊し、幕が引か
れる。
カネッティは、『結婚式』が「小市民性に対する猛烈な攻撃」(die wütende Attacke auf
Bürgerlichkeit) [Canetti (1985) : 25/27]であったと語っているように、作品に描かれてい
る金銭欲、性的放埓は、ブルジョア的モラルを糾弾するために書かれたものである。カネ
ッティはこの攻撃の仕方を、「人類の改良を懲罰にまかせ、その執行機関に無造作に自分を
任命するような残酷で狂信的なやり方」(eine grausam-zelotische Art, die Besserung der
Menschen von einer Züchtigung abhängig zu machen, zu deren ausführendem Organ
ich mich ohne weiteres eingesetzt hatte.) [Canetti (1985): 26/29]としているが、カネッテ
ィはこの方法をカール・クラウス34から学んだ[Canetti (1985): 26/29]。1924 年 4 月 17 日、
カネッティはカール・クラウスの朗読会を初めて訪れた35。その朗読に魅了されたカネッテ
ィは、その後、クラウスの講演会に通いつめることとなった[Canetti (1980): 69/87]。ハヌ
シェクによれば、カネッティが初めて訪れたクラウスのこの朗読会から、1926 年 3 月 25
日までに行われた全 86 回のクラウス朗読会のうち、少なくとも 63 回はそれを訪れている
[Hanuschek (2005): 121/(上)149]。カネッティは、クラウスの朗読であれ、文章であれ、ク
ラウスの言葉には一字一句、九年もの間、影響され続けた36[Canetti (1974): 340f.]。
クラウスに関するエッセイ「カール・クラウス、抵抗の学校」Karl Kraus, Schule des

Widerstands (1965)で、カネッティはクラウスから学んだ二つのことを挙げている37。一つ
目は、「絶対的責任感」(das Gefühl absoluter Verantwortlichkeit) [Canetti (1965): 135]、
すなわちアンガジュマン[Canetti (1965): 136]である。「クラウスの社会批判はつねに弱者
の立場に立っており、たえずその位置に戻って時代の構造的なゆがみや不正を糾弾した」[池
内 (2015): 6]。弱者の立場で同時代の社会構造の不正を批判する態度を、カネッティはクラ
ウスから学んだ。カネッティは「全体としての公衆に関わるものだけが劇場で上演される
価値がある」(Nur was die Öffentlichkeit als Ganzes betrifft, scheint mir auf dem Theater
34

カール・クラウス(1874-1936)は、ウィーンで活躍した評論家・作家である。『炬火』は
1899 年に創刊された雑誌で、最盛期にはオーストリア＝ハンガリー二重帝国内で三万を超
える予約購買数を数えた。
35 この講演会で、カネッティは後の妻となるヴェツァ・カネッティにも出会った。
36 『耳の中の炬火』Die Fackel im Ohr (1980)は、1921 年から 1931 年の出来事を綴った
自伝であるが、この題名はカール・クラウスが執筆・編集を務めた評論雑誌『炬火』を顕
彰するために冠されたものである。このタイトルは、この時期にカネッティが受けたクラ
ウスからの影響を物語っている。
37 カネッティは他にも、1974 年、ベルリン芸術アカデミーで、
「新しいカール・クラウス」
Der Neue Karl Kraus と題した講演を行っている。
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darstellenswert) [Canetti (1980): 56/68]と述べている。つまり、社会全体に関わるような
問題を、戯曲のなかで扱おうとしていたのである。クラウスから学んだアンガジュマンの
精神は、カネッティのこうした態度に息づいているのである。
クラウスから学んだ二つ目のことを、カネッティは以下のように記している。
Als zweites hat mir Karl Kraus das Ohr aufgetan, und niemand hätte das wie er
vermocht. […] Dank ihm begann ich zu fassen, daß der einzelne Mensch eine
sprachliche Gestalt hat, durch die er sich von allen anderen abhebt. Ich begriff, daß
Menschen zwar zueinander sprechen, aber sich nicht verstehen; daß ihre Worte
Stöße sind, die an den Worten der anderen abprallen; daß es keine größere Illusion
gibt als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation zwischen
Menschen.
第二に、カール・クラウスは私の耳を開いてくれた。そんなこと、誰も彼のようには
できなかっただろう。[…] 彼のお陰で、個々の人間は、それによって他のすべての者
から際立つ言語的姿をしていることを、私は理解し始めた。人間は確かに互いに話し
合ってはいるが、理解し合ってはいないということが分かった。すなわち、彼らの言
葉は、他者の言葉に跳ね返る衝突であるということ、言語が人間の間のコミュニケー
ションの手段であるという考え以上に大きな錯覚はないということが。[Canetti
(1965): 136]
言葉が人間を特徴づけること、そして、言語によるコミュニケーションの不可能性を、カ
ネッティはクラウスから学んだ。これらの言語に関する洞察は、
『結婚式』にも表れている。
それでは、まず、登場人物の言語の側面に着目し、『結婚式』を見ていこう。序幕の第二
景で、ギムナジウムの教師トゥートと彼の妻は、赤ん坊の将来について意見を交わす。妻
のレーニは「彼は大臣にならなくちゃ」(Er muß Minister werden) [Canetti (1932): 13/9]
とし、子供が将来、立派な職業に就くことを望んでいる。一方、トゥートの主張はこうで
ある。
Thut: Da das Kind mir so ähnlich sieht, müssen wir etwas für das Kind tun. Du
kannst sterben. Ich kann strenggenommen auch sterben. Das Kind darf nicht mit
leeren Händen dastehen. Dies zu verhindern eröffnen sich meiner bescheidenen
Meinung nach zwei Perspektiven. Römisch Eins: eine Versicherung, Römisch Zwei:
ein Haus. Ich persönlich neige zu Römisch Zwei. Was Römisch Eins betrifft, so ist es
männiglich bekannt, daß eine Versicherungsgesellschaft zusammenbrechen kann.
Für Römisch Zwei hingegen spricht der Umstand, daß ein Haus auf festem Grunde
steht. Ein Haus ist wie das Ehrenwort des Mannes: Unverbrüchlich.
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トゥート：この子が俺にとってもよく似ているからには、この子のために何かしてや
らなくてはならない。お前[トゥートの妻：引用者]だって死ぬかもしれない。この俺だ
って、厳密にいえば、やはり死ぬかもしれない。その時、この子が手ぶらで途方に暮
、、、、
れているわけにはいかないからな。それを防ぐには、この俺の控えめな意見によれば、
二つの見通しが開けている。その一が保険で、その二は家だ。俺個人としては二の方
を支持する。その一に関しては一般に知られていることだが、保険会社というやつは
倒産するかもしれない。それに比べて、その二については、家というものは確固たる
大地の上に建っているという状態を意味する。家というものは、男の誓約みたいなも
の、確固不動のものなのだ。[Canetti (1932): 13f./9f.]
子供のために家を手に入れようとするトゥートにとって家は「男の誓約のようなもの」、
「確
固不動」のものであり、子供の将来を保障するために必要なものである。レーニは職業、
トゥートは家、というように、二人はそれぞれ異なるものに価値を置いている。そのため、
彼らの議論は平行線をたどり、互いが理解し合うことはない。他にも、この戯曲では、登
場人物たちの会話は一方通行でかみ合わず、相互の意思疎通がなされていない。
1932 年、
『結婚式』の完成から七、八週間後に行われたこの戯曲の朗読会において、カネ
ッティは初めてヘルマン・ブロッホに出会った[Canetti (1985): 23/24]。それからブロッホ
がアメリカに亡命するまでの五年半、二人の交流は続くこととなった 38 [Canetti (1985):
33/40]。『眩暈』と『結婚式』をめぐって、二人は以下のような会話を交わしている。
38

ヘルマン・ブロッホ(1886-1951)はユダヤ人としてウィーンに生まれ、ウィーン大学で心
理学と哲学を学んだ。1938 年のオーストリア併合でゲシュタポに逮捕されたが、トーマス・
マンらの助力によってアメリカに亡命している。
カネッティは『結婚式』のマリア・ラツァールという友人宅で開かれた朗読会でブロッ
ホに出会った。カネッティとブロッホは群衆の研究に関する話もしており[Canetti (1985) :
33/30]、カネッティは後の 1960 年に『群衆と権力』を出版、ブロッホの『群衆の心理』
(Massenpsychologie)は未完のまま遺稿として残され、1959 年に出版された。カネッティは
自伝に次のように記している。
Als er später ein Emigrant in Amerika war und sich zur Befassung mit
Massenpsychologie entschloß, hatte er sicher unsere Gespräche darüber nicht
vergessen. Doch hatte ihn der Inhalt dessen, was ich sagte, die eigentliche
Substanz, in keiner Weise berührt. Die Unwissenheit des Sprechenden, dessen
Worte von keiner der herrschenden philosophischen Terminologien gefärbt waren,
ließ ihn den Gehalt des Gesagten völlig übersehen, auch wenn es seine Eigenart
hatte.
後に彼が亡命者としてアメリカに行き、群衆心理学に取り組むことを決意した時、彼
は群衆心理学に関する私たちの会話をきっと忘れていなかったはずである。しかし、
私が語った話の内容は、その本当の実体は少しも彼の心を動かさなかった。当時支配
、、
的だった哲学用語のどんな言葉にも染まっていない私という話し手の無学が、例えそ
れが話し手の私の特性であったとしても、彼に話の内容を無視させたのだ [Canetti
(1985) : 33/30]。
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Broch: Sie machen einem schon Angst. Wollen Sie einem angst machen?
Canetti: Ja. Alles um uns ist angsterregend. Es gibt keine gemeinsame Sprache
mehr. Keiner versteht den anderen. Ich glaube, keiner will den anderen verstehen.
An Ihrem ‚Huguenau‘ hat mich so sehr beeindruckt, daß die Menschen innerhalb
verschiedener Wertsysteme angesiedelt sind, daß zwischen ihnen ein Verständnis
nicht möglich ist. Huguenau ist beinahe eine Figur in meinem Sinn.
ブロッホ：あなたは確かに人を不安にさせていますね。あなたは人を不安にさせたい
のですか。
カネッティ：ええそうです。私たちを取り巻く全てのものが不安を引き起こしていま
す。もはや共通の言語というものは存在しません。誰も他人のことを理解しません。
、、、、、、、
誰も他人を理解しようとしないのだと思います。あなたの「ユグノー」39において私に
実に深い感銘を与えたのは、登場人物たちが彼らの相互に異なるさまざまな価値体系
の中に住みついているということ、また、彼らの間で相互理解が不可能となっている
ことです。ユグノーはほとんど私の考える人物のようです。[Canetti (1985): 38/47]
『結婚式』の登場人物たちには、互いを理解し合う「共通言語」は存在せず、相互不理解
に陥っている。それは、登場人物それぞれが自らの価値体系の内部に住みついていること
に起因している。彼らはもとより、バベルの塔が崩壊した後の世界に住んでいるのである。
言語はもはや互いに意思疎通を図るための手段ではない。それでは、
「共通言語」の存在し
ない世界で、何が登場人物たちの対話を成り立たせているのだろうか。
このこともまた、カネッティのクラウス体験によって理解できるだろう。クラウスの『人
類最期の日々』40の朗読に受けた衝撃を、カネッティは以下のように綴っている。
Alle Rollen lese er selbst, Schieber und Generale, die Schalek wie die armen Teufel,
die die Opfer des Krieges seien, alle höre man von ihm so echt, als stünden die
Leute vor einem. Wer ihn gehört habe, der wolle nie mehr ins Theater gehen, das
Theater sei langweilig verglichen mit ihm, er allein sei ein ganzes Theater[…]
彼は戦時利得者達と将軍達、戦争の犠牲となったシャレク女史や哀れな悪魔たちとい
『1918 年、ユグノーまたは新即物主義』1918 Huguenau oder die Sachlichkeit (1932)
は、ヘルマン・ブロッホの小説『夢遊の人々』Die Schlafwandler (1930-32)の第三部にあ
たる。この朗読会でブロッホに出会う前に、カネッティはこの小説を読み、感銘を受けた
と語っている[Canetti (1985) : 23/24]。
40 『人類最後の日々』Die letzten Tage der Menschheit (1922)は、第一次世界大戦を主題
とした戯曲である。第一次世界大戦が起こった時、ジャーナリズムは熱狂して愛国心を煽
り立て、ロマン主義的な騎士道精神に基づいた英雄的な戦争の美学を主張した[池内
(2015): 8]。クラウスはこうした美辞麗句の背後に潜む戦争の実体、戦争が機械と物量によ
る殺し合いでしかないという真実を暴いている[池内 (2015): 8]。
39
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った、あらゆる役割を自ら読み、彼に読まれた人物達は皆、さながら実際に聴衆の前
に立っているかのように聞こえた。彼の朗読を聴いた者はもはや劇場へ行こうとは思
わなかっただろう。劇場は彼と比べれば退屈であったし、彼自身が一つの全劇場のよ
うだった[…]。[Canetti (1980): 67/83f.]
様々な登場人物達の台詞をたった一人で読み分ける、クラウスの朗読は、それが一つの劇
場を成していた。個々の登場人物が際立つ言語的特徴を持っており、この特徴の読み分け
によって、登場人物たちが聴衆の前に生き生きと現れたのである。この体験に衝撃を受け
たカネッティは、クラウスの朗読を、自らの演劇的手法、「音響上の仮面」(Akustische
Maske)として取り入れた。
「音響上の仮面」とは、地の文がない戯曲を聴衆が耳で聞いた時、
登場人物の誰がどのセリフを言っているのか、すぐに聞き分けられるようにするためのも
のである。自伝『目の戯れ』の中で、カネッティは、「音響上の仮面」が「言葉の選択、イ
ントネーション、リズム」(Wortwahl, Tonfall, Rhythmus) [Canetti (1985): 112/150]によ
って登場人物を特徴づけ、彼らを容易に識別できるようにするためのものであると定義し
ている。『結婚式』にも、この「音響上の仮面」が駆使されている。例えば、ギムナジウム
の教師トゥートは標準ドイツ語でもったいぶった話し方をし、彼の教養を誇示している。
「第一に」(Römisch Eins)、「第二に」(Römisch Eins) [Canetti (1932): 14/10]という話し
方は、教師のそれそのものである。実業家のグレートヒェンは、他の登場人物と比べ、命
令形を多用している。彼女の最もよく口にする言葉は「リスク」(Risiko)、
「リスクを負う」
(riskieren) [Canetti (1932): 20/10]であり、彼女は事業で損失を出すことを常に懸念し、実
業家としての仮面をつけている。ミハイル・バフチンは、
『小説の言葉』の中で、同一の国
語の内部にも、方言や集団の言葉遣い、職業的な隠語、世代や年齢に固有の諸言語など、
様々な言語が分化して存在し、この内的分化が小説にとって不可欠な前提となっていると
述べている[バフチン(1935): 16]。『結婚式』における登場人物たちの言葉は、このように、
彼らの職業や社会的地位を識別する手がかりとなっている。また、彼らの口癖は「イデオ
ロギーに満たされた言語」、「世界観としての言語」[バフチン (1935): 28]を形成している。
ゼーゲンライヒは、「私は父親だ」(Ich bin der Vater) [Canetti (1932): 20/10]が口癖で、子
供たちに対して父親の権威を示している。ゼーゲンライヒの息子カールの口癖は「第三学
期めだ」(Im dritten Semester) [Canetti (1932): 35/41]で、学生であることを誇りに思って
いる。そして、医師のボックが博士号を持っていることを羨んでいる[Canetti (1932): 35/41]。
ゼーゲンライヒは父権に、カールは学歴に価値を置いていることが分かる。このように、
「音
響上の仮面」は、登場人物たちの価値観、イデオロギーを示してもいるのである。
『結婚式』の登場人物の特徴的な名前も、音響上の仮面の一種と言えるであろう。彼ら
の名前からは、彼らの性質が読み取れる。例えば、トゥートは、ギルツの遺産を相続する
ために何か行動を起こしたいと思いながらも、レーニが「もう一か月も前から毎晩言って
いるじゃない」(Seit einem Monat sagst du jeden Abend) [Canetti (1932): 16/13]と言って
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見抜いているように、実際にはその計画を実行に移せないでいる。何もできない彼には皮
「ゼーゲンライ
肉にも、
「行う」という意味の„Thut“41という名前が与えられている。また、
ヒ家が栄え、永遠に存続し続ける」(die Familie Segenreich blüht und das geht ewig so
weiter) [Canetti (1932): 27/29]ことを願ってやまないゼーゲンライヒには、„Segenreich“42
という名前が、好色で生殖能力の高い医師にはボック„Bock“43という名前が付けられている。
登場人物たちの特徴を端的に示す寓意的な名前によって、彼らの持つ価値体系が表現され
ているのである。
「音響上の仮面」は、『群衆と権力』における「仮面」(Maske)という概念とも関わって
いる。
Die Maske unterscheidet sich durch ihre Starrheit von allen übrigen Endzuständen
der Verwandlung. An die Stelle eines nie zur Ruhe kommenden, immer in
Bewegung befindlichen Mienenspiels setzt sie das genaue Gegenteil davon, eine
vollkommene Starre und Konstanz. […] Sie ist ein Endzustand. Das fluide Treiben
unklarer, halb ausgegorener Verwandlungen, deren wunderbarer Ausdruck jedes
natürliche, menschliche Antlitz ist, mündet in die Maske; es endet in ihr. Sobald sie
einmal da ist, zeigt sich nichts, was beginnt, nichts, was noch formlos unbewußter
Ansatz ist. Die Maske ist klar, sie drückt etwas ganz Bestimmtes aus, nicht mehr,
nicht weniger. Die Maske ist starr: Dieses Bestimmte ändert sich nicht.
、、
仮面はその硬直性によって、変身の他のあらゆる最終状態と区別される。決して休む
ことなく絶えず動き続ける表情の代わりに、仮面はそれと正反対のもの、すなわち完
全な硬直と不変性を置き換える。[…] それ[仮面：引用者]は最終状態である。あらゆる
自然な人間の顔の奇跡的な表現をする、不明瞭で未完成の変身の流動的活動は、仮面
、、、、、
に流れ込み、そこで終息する。ひとたび仮面が存在するやいなや、何かが始まりつつ
、、
、、
あること、まだ形のない何かの手掛かりが、もはや一切示されない。仮面は明快であ
、
る。それはなにか定まったものを表現し、それ以上もそれ以下も示さない。仮面は硬
、
直している。この定まったものは変わらない。[Canetti (1960): 443f./152f.]
「変身」は、カネッティの権力論を成す重要な概念であるが、これについては第四章で詳
しく述べることとし、ここでは人間の多様性という理解にとどめたい。仮面は、人間の多
様性を無効にし、その表情を一様にしてしまう。『結婚式』の登場人物たちは、個々の役割
を演じるために、多様性を廃し、仮面を被っているのである。ジグリット・シュミット＝
41

ドイツ語で„tun“は、
「する」
「行う」という意味の動詞で、„tut“はその三人称単数形であ
る。ここでは„t“の代わりに„th“となっているが、これは中高ドイツ語の表記である。
42 ドイツ語で„Segen“は「祝福」
、「繁栄」という意味の名詞で、„reich“は「たくさんの」、
「豊かな」という意味の形容詞である。よって„Segenreich“は「豊かな繁栄」を意味する。
43 „Bock“は「
（ヤギ・ヒツジ・シカの）雄」、あるいは「好色漢」を意味する。
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ボルテンシュラガーは、
『結婚式』の登場人物たちの「音響上の仮面」に、この「仮面」と
同じ性質を見ている。
Sein eigener Terminus „akustische Maske“ drückt das Statische, Karikaturhafte
seiner Charaktere sehr gut aus. Wie die Karikatur hebt die akustische Maske
bestimmte Züge überscharft, übertrieben hervor, verzerrt in karnevalesker Weise
die Lebensvielfalt und macht aufmerksam auf das normalerweise Verborgene,
Unterdrückte (Bachtin) ― sie ist also bereits Resultat einer sehr genauen Analyse
und repräsentiert die darauffolgende Reduktion, die (chemische) Darstellung eines
Materials in der Formel.
彼 [カネッティ：引用者]独自の術語「音響上の仮面」は、彼の登場人物たちの静止状
態と戯画っぽさを非常にうまく表現している。戯画のように音響上の仮面は決まった
特徴を極端に辛辣に、誇張して強調する。そしてカーニバルのような方法で、生の多
様性を戯画化し、通常は隠され、抑圧されたものへの注意を喚起する（バフチン）。―
それはつまり、非常に正確な分析の結果と同然であり、それに続く還元、決まり文句
による素材の(化学的)描写を表している。[Schmid-Bortenschlager (1985): 127]
「音響上の仮面」も、仮面のような硬直状態を持っており、それによって、登場人物たち
は、ある決まった特徴に限定される。登場人物たちが繰り返す決まり文句によって、彼ら
の一つの特徴が誇張され、戯画化されるのである。ジョーン・パッティロ＝ヘスは、序幕
の第三景で、ペーター・ヘルがアニータに求愛する場面を例に挙げ、登場人物たちに言語
の硬直状態が見られることを指摘している[Pattillo-Hess (2006): 46]。それは、以下の場面
である。
Peter: Ich verehre dich, glaube mir, ich verehre deine Keuschheit. Glaubst du mir?
Du bist das einzige Mädchen44 unter deinen Freundinnen. […] Meine Kinder sollen
meine Kinder sein. Ich arbeite, ich arbeite gern, aber ich will wissen, wofür ich
arbeite. Ich muß dran glauben können, daß ich für mein eigenes Blut arbeite,
Reinlichkeit, mehr Reinlichkeit, und der Welt wäre geholfen.
ペーター：僕は君[アニータ：引用者]を敬うよ。信じてくれ、僕は君の貞淑に敬意を表
するよ。信じてくれるかい。君は君の女友達の中で唯一の処女だ。[…] 僕の子供は本
当に僕の子供でなくちゃ困るからね。僕は働くよ。喜んで働く。でも自分が何のため
に働くのか知っておきたい。僕は僕の血統のために働いているのだと信じられないと
ならない。純潔、もっと純潔があれば世界は救われるだろうに。[Canetti (1932): 17f./15]
„Mädchen“はドイツ語で一般的に、
「少女」、
「若い（未婚の）女の子」という意味である
が、「処女」という意味もある。ここでは文脈に沿って「処女」と訳した。
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ペーターがアニータを崇拝するのは、彼女の貞操ゆえである。ペーターは、家族は血縁で
結ばれたものであるべきで、自分の子供は確実に自分の血を引いた者でなければならない
と考えている。それゆえ、貞潔な女性を妻に臨むのである45。ペーターは彼の同世代の女友
達を、もはや処女とみなしていない。だからこそ、女友達の中で「唯一の処女」であるア
ニータに求愛する。パッティロ＝ヘスによれば、ペーターにとって女は善か悪、純潔か不
純、あるいは聖女か娼婦であり、ここに仮面という硬化がみられる[Pattillo-Hess (2006): 46]。
貞淑な女性を妻とした、血縁で結ばれた家族、という理想の結婚観を、ペーターは持って
いる。この価値観は最後まで揺らぐことなく、ペーターは一つの仮面を被り続けることと
なる。『結婚式』の登場人物たちの「音響上の仮面」は、彼らの職業や社会的地位を識別す
る手がかりであり、彼らの持つ価値体系を表現するものであった。しかし、彼らの持つこ
れらの性質、価値体系は、仮面のように硬直し、変化することはないのである。
この戯曲の登場人物たちは、もとよりバベルの塔が崩壊した世界に生きており、彼らは
共通言語というものを持っていない。その代わりとして存在するのが、「音響上の仮面」で
ある。「音響上の仮面」という仮面を被ることによって、登場人物たちは特定の価値観を示
す一つの役割を演じるのである。彼らの対話を成り立たせているのは、相互理解のための
共通言語ではなく、むしろ、相互の不理解を強調するような言語の硬化状態、「音響上の仮
面」なのである。
２．２．「生き残ること」の権力
序幕では、家を遺産として手に入れるため、トーニは祖母であるギルツ夫人の歓心を買
おうとしていた。そして、家を手に入れたいというその欲求は、家族を欲する気持ちと繋
がっていた。しかし、遺産を手にしたいという気持ちは、一方で、結果的に祖母の死を願
うことに繋がる。
Toni: […] Großmutterle, wie fühlst dich heuten?
Die Gilz: Besser.
Toni: Besser?
Die Gilz: Vül besser.
Toni: Ja, aber Großmutterle, gestern hast gsagt, du fühlst dich so schlecht.
Sterbensübel is dir. Und die Kreuzschmerzen was d' ghabt hast. Du machst es
nimmer lang hast gsagt. Keine Luft kriegst alleweil net und das böse Herz. Ein
Herz mueß mr haben hast gsagt, ohne ein gesundes Herz kommt ein Mensch net
weit und der Doktor meint auch. [sic]
45

ペーターのこの発言には、
「血と土」という、ナチスのイデオロギーが影を差していると
も考えられるが、このことは後に検討する。
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トーニ：[…]おばあちゃん、今日は調子どう？
ギルツ：良くなったよ。
トーニ：良くなった？
ギルツ：ずいぶん良くなった。
トーニ：そう、でもおばあちゃん、昨日はとても加減が悪いって言っていたじゃない。
死ぬほど悪いって。それに腰が痛くって、もう決して長くはない、なんて言っていた
わ。いつも息苦しくて心臓が悪い、立派な心臓を持たないといけない、丈夫な心臓で
なければ人間、長生きできないし、お医者様もそう言っているって。[Canetti (1932):
9f./4]
トーニは祖母を気遣う素振りを見せているが、言葉の端々から、祖母の死を期待するよ
うな気持ちが透けて見える。
また、トーニは本幕で、80 歳のボックとの結婚を望み、クリスタにボックのことを尋ね
る場面が見られる。
Toni: Einen alten reichen Mann hab ich mir schon lang gewünscht. […]An Junger,
das dauert mir zlang. [sic]
トーニ：年取った金持ちの男の人をわたしは長い間望んでいたの。[…]若い人は私にと
って時間がかかりすぎるもの。[Canetti (1932): 52/65]
ボックの死後に遺産を手に入れるため、トーニは彼と結婚しようとする。彼女にとって、
他人の死と何かを手に入れることは表裏一体である。誰かの死が所有の前提になっている
のである。
ここで、『群衆と権力』で権力の起源として論じられている、「生き残ること」について
述べたい。「生き残る者」(Der Überlebende)という章は、以下の一節で始まる。
Der Augenblick des Überlebens ist der Augenblick der Macht. Der Schrecken über
den Anblick des Todes löst sich in Befriedigung auf, denn man ist nicht selbst der
Tote.
生き残る瞬間は権力の瞬間である。死を眺めた驚きは解消され、満足に変わる。とい
うのも、自分自身は死者でないからである。[Canetti (1960): 267/(上)333]
カネッティによると、生き残る瞬間は権力の瞬間である。例えば、戦場において他人の死
を眺めるとき、人は恐怖するが、その恐怖はやがて、死んだのは自分以外の誰かだ、とい
う満足に変わる。このように他人の死の体験を積み重ねるうちに、人は自分が不死になっ
ていくかのような思いにとらわれ、もっと生き残りたいと思うようになる[Canetti (1960):
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268f./(上)335f.]。生き残りたいと強く願う者は、そのうち人を殺すことによって他人の死の
経験を積み重ね、自らは生き残ろうとするようになる[Canetti (1960): 271f./(上)338f.]。そ
して、自分が生き残る唯一の者になろうと欲する。生き残りたいという欲望が権力者を作
り出すのである。
『群衆と権力』の「生き残る者」という章には、「墓場の情緒について」(Über das
Friedhofsgefühl)という節がある[Canetti (1960): 326/ (上)408]。カネッティによれば、そ
こに身内や尊敬する人物が葬られていない場合でも人々は好んで墓地を訪問するが、その
際、彼らは「秘密の満足」(eine geheime Genugtuung) を隠している[Canetti (1960): 326/
(上)409]。墓場を訪れる者は、死者たちに対して、まだその場に生きている唯一の人間とし
て優越感を感じるというのである[Canetti (1960): 327/ (上)411]。
『群衆と権力』の 8 年後に
出版された『マラケシュの声』Die Stimmen von Marrakesch (1967)には、以下のような
記述がある46。
[…]der Besucher, als einziger Mensch unter soviel Toten, fühlt sich davon
aufgemuntert und gestärkt. Sein eigener Zustand erscheint ihm beneidenswert.
Auf den Grabsteinen liest er die Namen von Leuten; jeden einzelnen von ihnen hat
er überlebt. Ohne daß er es sich gesteht, ist ihm ein wenig so zumute, als hätte er
jeden von ihnen im Zweikampf besiegt. Er ist auch traurig gewiß, über so viele, die
nicht mehr sind, aber dafür ist er selber unüberwindlich. Wo sonst kann er sich so
vorkommen? Auf welchem Schlachtfeld der Welt bleibt er als einziger übrig?
[…]そこを訪れる者は、おびただしい死者の中での唯一の生きた人間として、ほかなら
ぬそのことによって、自分が元気づけられ励まされるのを感じる。かれには自分自身
の状態が羨望に値するように思われる。彼は墓石の上に人々の名を読む。彼ら全員の
後に彼は生き残ったのである。彼自身認めようとしないことだが、彼はまるで自分が
彼らと決闘して相手を一人残らず打ち負かしたような気がしないでもない。確かに彼
もまたもうこの世にいない多くの人々のことを悲しんではいるが、死者たちのおかげ
で彼自身は向かうところ敵なしである。墓地以外のどこで彼は自分をそのように思え
るだろうか。世界のどんな戦場で彼はたった一人生き残るだろうか。[Canetti (1967):
43/71f.]
ここでは、『群衆と権力』の「墓場の感情」でよりも、墓地を訪れた際の優越感、「秘密の
満足」が、より精細に描写されている。生者は故人を悲しみながらも、自分をその場で唯
一、生き残った者、無敵の者と感じるのである。須藤温子は、「生き残った」ことが、権力
の感情に代わる過程を、以下のように描写している。
カネッティは 1954 年にモロッコのマラケシュに旅をしたが、『マラケシュの声』はこの
時の体験・思い出を記したエッセイである。
46

65

生き残る者の場合には、
「死んだのは自分以外の誰かだった」という偶然の結果が、生
き残った者が抱えていたはずの「（死んだのは自分だったかもしれない、他者が生き残
ったかもしれない）他在の可能性」を排除し、それを必然的に生き残ったという「運
命」に反転させるよう機能しているのである。[須藤 (2006): 162]
自分が生き残ったことを「運命」と考えることで、人間は自分を選ばれた者と認識し、他
者よりも優れた存在だと感じる。この墓地では生きている者は自分ひとりであり、このこ
とは「優越感」に加え、自分が「唯一人」の人物であるという唯一性・単独性が加わる。
こうして、生き残る者は自分を選ばれた者と錯覚し、権力の感情を得るのである。
パッティロ＝ヘスは、この「生き残ること」という権力の根源が、『結婚式』において、
問題提起されているとする。
Canettis Theaterstück Hochzeit handelt grundsätzlich von der Passion des
Überlebens vom wesentlichen Augenblick der Macht, von der Herrschaft der alten
Gilz als Hausbesitzerin und der Erwartung ihres Todes durch die möglichen Erben.
カネッティの戯曲『結婚式』は、基本的には、権力の本質的瞬間である生き残こるこ
とへの情熱、家主としての老ギルツの支配と、ありうる遺産のために彼女の死を期待
することが題材となっている。[Pattillo-Hess (2006): 44]
この戯曲において、トーニは祖母である老ギルツ夫人の「家」を遺産とし相続することを
望んでいた。
「家」の遺産相続は、ギルツ夫人の死を望むこと、すなわち彼女の死後に生き
残ることに繋がる。ギルツ夫人が家をトーニに譲ることを断乎として拒むのは、家を明け
渡すことが自分の死と直結しているからなのである。
一方、ギルツ夫人の側でも、生き残りたいという願望を抱いている。彼女の年齢は 73 歳
であるはずだが、75 歳の知り合いより自分は 12 歳も若いと言い張る[Canetti (1932): 11/5]。
Die Gilz: In mein Haus kann I rechnen, wiar I wüll.

[sic]

ギルツ：私の家では私のしたいように数えることができるんだよ！
[Canetti (1932): 11/5]
知り合いよりも自分の年齢を若いと主張するのは、この知り合いが彼女よりも先に死に、
自分が彼女の後に生き残りたいという願望の表れではないだろうか。序幕でトーニに対し
て言い放った「わたしはまだまだ生きるんだよ」(Ich leb alleweil no [sic]) [Canetti (1932):
12/7]という言葉が、これを証明している。本幕の終盤、地震が起きて、住人たちは瓦礫の
下に埋まるが、その死体の山の下から、序幕と同じギルツ夫人のセリフ「私はまだまだ生
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きるんだ」[Canetti (1932): 70/91]という声が聞こえてくる。生き残りたいという彼女の願
いが、ここでついに満たされるのである。
トーニと同じくギルツ夫人の遺産を狙うトゥートは、「自分の子供のため」という理由に
よってそれを正当化していた。これは、しかし、財産を子供に残したいという遺産相続の
問題にとどまらない。トゥートが子供のために財産を残してやろうとするのは、子供が「自
分にとてもよく似ているから」であった。自分や妻が死んだ後も、子供は生き続ける。ト
ゥートは子供の中で祖先として、生き残ることを夢見るのである。
同じことが、第三場に登場するペーターにも言える。第三場でペーターは、貞操ゆえに、
アニータに求愛し、
「君は君の女友達の中で唯一の処女だ。[…] 僕の子供は本当に僕の子供
でなくちゃ困るからね」と発言していた。トゥートと同様、子孫を残し、その祖先として
生き残ることを望んでいると考えられる。ステファニー・ヴィープレヒト=ロスは、死後も
身体のない生き残りとして引き続き生き残るというカネッティのイメージの中に、生殖と
いう概念につながる不死の精神を見ている[Wieprecht-Roth (2004): 193]。これは、
『群衆と
権力』において述べられている、死後も生き残る死者の霊魂に関係する。死者が祖先の霊
として存在するためには、子孫の生存が欠かせない。彼は、息子や孫が生き、子孫が繁栄
することによって、彼らの記憶の中で生き続けることができるからだ[Canetti (1960):
321/(上)403]。祖先として生き残るということは、遺伝子を残すというだけでなく、彼らの
記憶の中で生きるということも意味するのである。
2005 年に出版されたカネッティの断想・論文・演説集には、1969 年に書かれた「結婚式
に対抗する文」(Der Gegen-Satz zur Hochzeit)47 という、短い断想が収録されている。カ
ネッティはその中で、
『結婚式』を書く契機となったある老婦人の言葉について語っている。
カネッティがウィーンで散歩をしている時、ベンチに座っていた三人の老婦人のうちの一
人が発した言葉が、彼の耳にとまった。
Und da hat er mich auf den Altar zogen und hat mich küßt und so lieb war er. [sic]
そして彼は私を祭壇の上に引っ張って行き、私にキスをしたの。彼はとても好ましか
ったわ。 [Canetti (2005 a): 71]
老婦人のこの言葉の文脈は謎に満ちたままだったが、カネッティはそれに「もっとも深い
真実の愛」(die tiefste, die eigentliche Liebe)を感じ取った[Canetti (2005 a): 71]。彼女が
80 歳を過ぎてなおその出来事を誇りに思い、それを思い出して幸せになるような、彼女の
人生の核となった何か神聖なことに思われたのだ[Canetti (2005 a): 71]。その半年後、『結

„Gegensatz“は、「反対」
、「対立」
、「対象」などを意味する名詞である。カネッティはこ
の名詞をハイフンで区切って、
「対して」、
「逆らって」、
「向かって」などを意味する„Gegen“と
いう副詞と、
「文」、
「定理」、
「命題」などを意味する„Satz“という名詞の二つに分けている。
本論考では、„Gegen-Satz“を「対抗する文」と訳した。

47
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婚式』を執筆するに当たり、カネッティはこの言葉を、老コーコシュ夫人が発する言葉と
して、戯曲の終幕、家が倒壊する直前の場面、最後から四番目のセリフとして、そのまま
取り入れた。それは、コーコシュの朗読によって遮られ続けていた言葉、彼女が最後によ
うやく口にできた言葉である。カネッティは、
「この文が私たちに後の破壊に対抗する力を
与えれば良いのだが」(Ich wollte, er hätte die Kraft, uns gegen spätere Zerstörung zu
feien.) [Canetti (2005 a): 72]と、コーコシュ夫人の言葉に希望を託している。
「『結婚式』に
対抗する文」という断想のタイトルの「対抗する文」とは、まさにこのセリフを意味して
いるのではないだろうか。ハヌシェクは、
「真実の愛」(wirkliche Liebe)、
「唯一の救い」(das
einzige Erlösende)であるこの言葉を取り囲むように、カネッティは戯曲全体を書きあげた
かったのであるとしている[Hanuschek (2005): 298/(上)397]。『結婚式』に描かれている退
廃した世界に対抗する、愛に満ちた言葉として、このセリフは配置されているのである。
このコーコシュ夫人の言葉から最後の場面までを、続けて見てみよう。
Die alte Kokosch: Und da hat er mich auf den Altar zogen und hat mich küßt und so
lieb war er. Stille.
Papagei: Haus, Haus, Haus.
Die alte Gilz: I leb alleweil no. I le－ Stöhnen.
Papagei: Haus, Haus, Haus.
老コーコシュ婦人：そして彼は私を祭壇の上に引っ張って行き、私にキスをしたの。
彼はとても好ましかったわ。（沈黙）
鸚鵡：家、家、家。
老ギルツ夫人：あたしゃまだまだ生きるんだ。あたしゃ生き― （うめき声）
鸚鵡：家、家、家。[Canetti (1932): 70/91]
コーコシュ夫人のこの愛の言葉の後には鸚鵡の叫びが聞こえ、次いでギルツ夫人の妄念と
も言える、生き残ることへの欲望が表明される。誰よりも最後まで生き延びた彼女の言葉
は、一種の勝利の声とも取れる。しかし家は完全に崩れ去り、最後に残るのは鸚鵡の「家、
家、家」という叫びのみである。そして、すべての人間関係が権力関係に他ならない世界、
すなわち、所有欲と生き残ることへの欲望を表象する「家」が崩壊するのである。
２．３．権力闘争の場「家」
本幕の舞台となるゼーゲンライヒ家の結婚式は、
「教養のない卑俗な人々の集まり」(eine
Ansammlung von ungebildeten, ordinären Menschen) [Pattillo-Hess (2006): 48]であり、
彼らはセックスについて長々と無駄話をする以外に何も考えていないし何も望んでいない
[Pattillo-Hess (2006): 48]。ゼーゲンライヒ家は、ヴィクトリア時代から 20 世紀半ばまで
の理想像（自由恋愛、継続的な恋愛関係）とは正反対であり、そこには自主性がなく、あ
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るのは経済的な打算に基づく権力の要求か、この貧相な「統一」の権力維持であるという
のである[Pattillo-Hess (2006): 48]。ゼーゲンライヒ家という家族には、愛など存在しない。
また、そのほかの登場人物たちからも、先に挙げたコーコシュ夫人の言葉以外に、家族に
対する愛情は感じられない。それにもかかわらず、彼らは家を持つこと、家族を作ること
を至上の命題として行動している。1932 年の大統領選挙前に、ヒトラーは「もっとも高貴
な任務は、互いの伴侶と生活と仕事をともにしながら、家庭を築き上げることである。 […]
国家の全構造からみると、家庭という人間集団の単位は、最小だが、もっとも価値ある単
『結婚式』の登場人物たちの態度は、
位である」48 [Reich (1933): 83/(上)111]と宣言した。
このヒトラーの宣言を思わせる。彼らは家庭を築くことを何よりも重視している。彼らは
セックスのことばかりを考えているが、それは結果的に子孫繁栄に繋がり得る行為である。
ナチスドイツが国民に求めたものが、この戯曲の登場人物たちの欲望と一致している。
ゼーゲンライヒ家では権力をめぐる駆け引きが繰り広げられるが、この駆け引きの切り
札となるのが「性」となる。ゼーゲンライヒは血のつながりと子孫繁栄を重視し、娘のク
リスタとマリーヒェンにも、多くの子供を産むことを期待する。
Segenreich: Morgen gleich muß die Christa kleine Enkeln kriegen […]
ゼーゲンライヒ：明日にはもう、あのクリスタに小さな孫ができるに違いない[…]
[Canetti (1932): 27/29]
Segenreich: Mein ehrlicher Name! Das geht so in Ewigkeit weiter. Acht Enkerln
sind ihr nicht genug! Sie will gleich neun. Denn das Haus habe ich gebaut, Marie,
du bringst mir drei ganze Enkerl auf die Welt, ich jag dich zum Teufel sonst, ich
enterbe dich, ich will drei ganze Enkerln von dir! [sic]
ゼーゲンライヒ：俺の名誉ある名！それは永遠にこのまま続かねばならん！八人の孫
はあいつ[クリスタ：引用者]には十分じゃない！あいつはすぐに九人望むだろうさ。な
にしろ俺がこの家を建てたんだからな。マリー、お前は三人の申し分のない孫を産む
んだぞ。さもないと、お前を放り出してお前の相続権を奪うぞ。三人の申し分のない
孫だからな！[Canetti (1932): 48/59]
ゼーゲンライヒは、娘たちに多産を要求し、子孫繁栄を願っている。そしてマリーには、
三人の孫を産まなければ、相続権すら与えないと脅している。彼は、娘たちを「子供を産
む」という存在でしかない性的客体に貶めているのである。娘たちに子供を産ませること
によって、子孫の中で生き残ろうとしている。エヴァ・M・マイドゥルは、娘に多くの子供
を産ませることで家族の長という社会的地位を保持、拡大させようとするゼーゲンライヒ
に、家父長的権威を見ている[Meidl (1994): 126]。ライヒは、家父長的な権威主義家族制度
48

ライヒ『ファシズムの大衆心理』からの引用である。
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を、ナチスを支えた重要な要素であると捉えていた。そして、まさにこの家族というモデ
ルから、全体主義社会における大衆と権力の関係を考察していた。1933 年に実施された、
農業所有権に関する新政策により、
「ゲルマン人の血統を持った実子」にのみ、農地の相続
権が与えられる世襲制が導入されたが[Reich (1933): 72f./(下)96ff.]、ライヒはこの農地政策
を家父長的な権威主義を高める一因として見ていた。この制度を維持するために、父・夫
は、女性を一個の性欲を持った存在として考えず、子供を生む存在としてのみ考えるよう
になったというのである[Reich (1933): 121/(上)174]。このような、第三帝国における家父
長主義的父の姿が、ゼーゲンライヒに投影されている。家父長制の下では、快楽を目的と
した性行為を肯定する女性は「売春婦」とされ、出産という任務を持った性欲にしか道徳
が認められなくなるのである[Reich (1933): 121/(上)175]。妻をめとって、家庭を築きたい
と考えているペーターは、「純潔な」アニータに求愛するが、これも家父主義的道徳に由来
する行動であるり、ここにゼーゲンライヒと共通する価値観が見られる。
ここで、ゼーゲンライヒの名前に着目したい。登場人物たちの名前が表象する「音響上
の仮面」について述べた際、子孫繁栄を願うという意味で、「繁栄」という意味の「ゼーゲ
ン」(Segen) と、
「たくさんの」
「豊かな」という意味の「ライヒ」(reich)という言葉が組み
合わされていることを述べた。しかし、ヒトラーがドイツを「第三帝国」(Das Dritte Reich)
と呼んでいたように、„Reich“という名詞には「帝国」という意味もある。ゼーゲンライヒ
が、第三帝国の目指した家父長的権威を表象していると考えられる。
さらに、ゼーゲンライヒの名前に着目すると、この人物は、正式には「カール・クリス
チャン・ゼーゲンライヒ」(Karl Christian Segenreich) [Canetti (1932): 26/27]という名前
である。「ゼーゲン」(Segen)には「神の祝福」という意味もある。また、「クリスチャン」
(Christian)は、ラテン語の「キリスト教徒」(Christianus)を語源とする。ゼーゲンライヒ
の名前には、キリスト教的イメージがないだろうか。「信じる者は救われる」(Der Glaube
macht selig) [Canetti (1932): 26/27]や、「あれは俺の肉と血だ」(Das ist mein Fleisch und
Blut) [Canetti (1932): 26/27]

49という表現もまた、キリスト教的である。ゼーゲンライヒ

家という「家族」(Haus)は、
「教会」(Gotteshaus)の表象であると考えられるのではないだ
ろうか。第一章で論じた五つの論考のうち、オルテガ以外の実に四人が、集団の例として
教会を挙げていた。中でもフロイトは、教会における群衆（信者）と指導者との関係を、
家族を例に考察していた。キリストという父なる存在が指導者となって信者たちを平等に
愛し、信者たちは「兄弟姉妹」である。ライヒは、家父長制支配の社会で子供は「神」の
名において、現実の父親の像を思い浮かべるとしている[Reich (1933): 161/(上)239f.]。児童
の性格構造の内部では、性的興奮、父の観念、神の観念は、一つの単位に統一されるとい
うのである[Reich (1933): 161/(上)240]。ゼーゲンライヒは世界を作り出した神に、
「家」を
作った自分を重ね、家父長的権威を妻や子供に押し付けているのである。
„sein eigenes Fleisch und Blut“で、「子供」、あるいは「肉親」、「子孫」という意味の慣
用句である。

49
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しかし、ゼーゲンライヒのこの権力が機能しているのかは、疑わしい。ゼーゲンライヒ
は、「私は父親だ」と豪語し、自分がクリスタとその妹マリーヒェンの父親であることを疑
っていない。しかし、ゼーゲンライヒの娘たちが本当は彼の娘ではないのではないかと匂
わせる場面が散見する。イシャグプールは、クリスタは医師ボックの娘でマリーヒェンは
シェーンの娘であると指摘している[イシャグプール (1996) :125]。子供たちがゼーゲンラ
イヒの実の子供ではないとすれば、そもそも家父長制は成立ない。
それでは、母に関してはどうだろうか。クリスタの母ヨハンナも、娘が子供を産むこと
によって子孫の中で生き残るという権力を持っている。しかし、彼女の場合はそれに加え、
クリスタに対して母親の権力を有する。カネッティは『群衆と権力』のなかで、胎児から
乳幼児の子供に対する母親の持つ権力を以下のように述べている。
Die Macht der Mutter über das Kind, in seinen frühen Stadien, ist absolut, nicht
nur weil sein Leben von ihr abhängig ist, sondern weil sie auch selber den
stärksten

Drang

verspürt,

diese

Macht

unaufhörig

auszuüben.

Die

Konzentration dieser Herrschaftsgelüste auf ein so kleines Gebilde gibt ihr ein
Gefühl von Übermacht, das sich schwerlich durch ein anderes normales
Verhältnis unter Menschen überbieten läßt.
子供、とりわけ幼少期の子供に対する母親の権力は、絶対的である。それは子供の
生命が母親に依存しているからだけでなく、母親自身も、絶えずこの権力を行使し
たいという極めて強烈な衝動を感じているからだ。そんな小さな生きものへの支配
欲の集中は、母親にほかのいかなる通常の人間関係においても提供され得ないよう
な優越の感情をひき起こす。[Canetti (1960): 260/(上)324f.]
ヨハンナはクリスタに対して、この母の権力感情を持っている。結婚式の日、クリスタは
成人を迎えるが、ヨハンナにとって結婚式は娘に及ぼしていた絶対的権力の終焉を意味す
る。ヨハンナは娘の花婿を性のパートナーとして選ぶことによって、クリスタを子供とし
て扱い、自分の権力の範疇にとどめようとする。家父長的なイデオロギーの下では、女性
が子供を産むという性的客体に貶められていることを指摘した。『結婚式』の女性たちはま
さにこのイデオロギーを体現している。子供を生むということ、性的機能があるというこ
とが、女性の存在価値となる。それゆえ、ヨハンナには、出産という役目を娘に譲らない
ために、性的アピールが必要とされるのである。この戯曲の中で、女性たちは、性的客体
として扱われることを甘んじて受け入れているどころか、男性の家父長的権威に対して共
犯関係にすらあると言える。
そんな母親に対し、家が倒壊する場面で、クリスタは子供ができたと語る。母親のヨハ
ンナは娘の花婿を奪うことで、娘を自分の権威下に置こうとしていたが、クリスタは子供
を宿し、母となることで、ヨハンナの権力から逃れようとするのである。この戯曲に描か
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れる性は、権力をめぐる戦いにおける道具として存在しており、家は互いの権力抗争の場、
各々の価値体系をめぐる戦いとして表れるのである。
２．４．世界の崩壊
序幕の最後の景では、サムソンがペリシテ人たちもろとも家を崩壊させるという聖書の
一節を、管理人コーコシュが妻に聞かせていたが、カネッティは自伝『目の戯れ』におい
て、この場面を『結婚式』のなかでもっとも重要な場面であると述べている [Canetti (1985):
23/24]。この場面が、やがて現実に起こる家の崩壊を暗示しているからである。家が倒壊す
る場面で、ゼーゲンライヒはドアの前に立ちはだかる。
Segenreich (stellt sich stark und breit vor die Tür):
Niemand verlässt meine Wohnung. Ich lasse mich nicht beleidigen. Ich bin
Oberbaurat. Dieses Haus, das habe ich gebaut. Ein Haus, was ich gebaut habe, das
stürzt nicht ein.
ゼーゲンライヒ(ドアの前にでんと立ちはだかる)：
誰も私の部屋を出て行くことはならん。侮辱されてたまるものか。私は上級建設監督
官だ。この家、これは私が建てたのだ。私の建てた家は崩れたりしない。[Canetti (1932):
59/76]
このゼーゲンライヒの言葉も虚しく、「家」はついに崩壊する。家はゼーゲンライヒにとっ
て家族であり、父権の象徴でもあった。家の崩壊は、ゼーゲンライヒの家父長的権威の失
墜を現象として表している。
ここで再び、登場人物たちの「音響上の仮面」に着目したい。家が倒壊する場面で、登
場人物たちの会話はいよいよ意味をなさないものとなり、彼らを特徴づけていた「音響上
の仮面」も崩壊し始める。例えば、シェーンはカールやクリスタの「音響上の仮面」をつ
け、彼らの口調をまねるようになる。
Schön: Papa, ich krieg mein Semester nicht anerkannt.
シェーン：パパ、ぼくは学期を認めてもらえないよ50。[Canetti (1932): 68/89]
Schön: Vater, ich hab ein Enkerl für dich. Ich spürs schon. [sic]
シェーン：お父さん、私にはあなたの孫がいるのよ。もう感じているの。[Canetti (1932):
69/89]

50

ドイツの大学ではゼメスター（学期）制が採用されており、冬学期、夏学期のどちらか
らでも大学へ入学することができる。そのため、ドイツ人学生には、何年生、という概念
があまりなく、「何年生」という代わりに、「何ゼメスター」という表現を使う。
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上は、カールの、下はクリスタの口調をまねたものである。
『結婚式』の登場人物たちは「共
通言語」を持たないバベルの塔が崩壊した後の世界に住んでいた。しかし、
「音響上の仮面」
が彼らの会話をかろうじて成立させていた。「劇中の登場人物」を意味するラテン語の「ペ
ルソナ」という言葉は、元来、仮面を意味していた[古谷 (2006): 172]。個性も人格も持た
ない『結婚式』の登場人物たちは、音響上の仮面をつけることによって、それぞれの役割
を演じているのである。ところで、この役割とは、ゼーゲンラヒの口癖、
「私が父親だ」(Ich
bin der Vater)が示すように、父や母、子供といった、家に基づくものであった。『結婚式』
において、「音響上の仮面」は家と分かちがたく結びついており、これが家を構成していた
と言える。それゆえ、家の倒壊は「音響上の仮面」の崩壊と対になる。家の倒壊は、家族
の構成員がそれぞれの役割を担う手段であった「音響上の仮面」の崩壊をも意味する。そ
れぞれが役を演じることによってかろうじて繋ぎ留めていた家族が、このことによって完
全に雲散霧消する。家の崩壊というこの象徴的場面は、価値崩壊だけでなく「最も古い社
会集団である」家族という共同体の崩壊をも描いているのである。
最後に、ヘルマン・ブロッホ『群衆の心理』における、「価値崩壊論」に依拠し、『結婚
式』の解釈に新たな視点を与えることを試みる。
『群衆の心理』は、1947 年頃から執筆され、
『群衆と権力』の出版に一年先んじて 1959 年に出版された。ブロッホとの交流の中で、カ
ネッティは彼に『群衆と権力』の執筆の計画についても話しており、これについて意見を
交わしていた。両者のこの群衆に関する省察には、かつて二人が交わした会話も寄与して
いるのではないかと考えられる。
四部からなるこの著書の第一部、「仕事の計画としての自伝」で、ブロッホは「自伝」の
枠を越えて歴史を遡り、自らの体験と同時に 20 世紀前半の歴史、ナチズムというイデオロ
ギーに動かされた大衆運動を省察している。第一部でブロッホは、価値崩壊という概念か
ら出発している。カネッティが感銘を受けたという『夢遊の人々』にも、この価値崩壊の
歴史哲学は反映されている51。統一的価値崩壊によって、パニックに陥った人々は価値体験
を求め、指導者に導かれて「代償共同体」に属することによって、陶酔、群衆狂気へと向
かう[ブロッホ (1959): 59]。朦朧状態にある集団の中で指導者（あるいはエリート）は、す
べての合理的機能を引き継ぐのである。この価値崩壊の理論から、ブロッホは「プシュケ
循環」[ブロッホ (1959): 71 ]という独自の法則を編み出している。ブロッホのこの理論は、
歴史上のあらゆる時期が論理的に普遍の構造を持つという、ヘーゲルの弁証法的歴史哲学
に基づいている[ブロッホ (1959): 75]。この法則は、歴史の流れの普遍的価値現象のある特
定の部分、すなわちプシュケ（心理）の部分を表現しており、普遍的な価値モデルの一部
カネッティにとって決定的となった群衆体験が 1927 年のウィーンの司法省放火事件だ
ったのに対し、ブロッホのそれは十一月革命であった[孟 (2006): 141]。孟真理によれば、
十一月革命の余波から生まれたデモ集団を、ブロッホはあるカフェから眺め、
「偽の共同体」
と形容した [孟 (2006): 141]。群衆のもつエネルギーに希望の力を見出したカネッティと相
対する反応を見せている。
51
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を成すとともに、
「群衆心理の流れのモデル」の最初の萌芽を成している[ブロッホ (1959):
75]。ブロッホによれば、プシュケ循環は、四つの段階から成る。中心的価値体系（第一段
階）から繰り返し、肥大症狂気（第二段階）が生じうるが、この第二段階に続く現実再建(第
三段階)という第二の正常期からは、分裂症的狂気(第四段階)を伴った価値飛散が新たな価
値統一形成のための準備として生じるというのである[ブロッホ (1959): 75]。価値が崩壊し
た世界で朦朧状態に陥った人々が、指導者を待望する。
『結婚式』に表現された価値崩壊は、
この分裂症的狂気の前段階として読むことができるのではないだろうか。
ハヌシェクによれば、カネッティの妻ヴェツァは、この戯曲に寄せた短い文を残してい
る。
Man müsse auf den „Sinn dieser Arbeit“ nicht besonders eingehen, meinte Veza
Canetti ― sieben Jahre „nach ihrer Entstehung war der zweite Weltkrieg da, und
mehr als ein Haus ist eingestürzt.“
「この作品の意味」については、あまり深く立ち入るまでもないだろう、ヴェツァ・
カネッティはそう述べた―「この戯曲の誕生から七年後に、第二次世界大戦が勃発し、
一 軒 の 家 で は 済 ま さ れ な い も の が 倒 壊 し た の だ っ た 」。 [Hanuschek (2005):
298/(上)397]
『結婚式』における家の倒壊が、第二次世界大戦によって倒壊した「一軒の家では済まさ
れないもの」を暗示しているというのである。価値崩壊に伴って起こった、全体主義の成
立から第二次世界大戦へと続く一連の歴史的事象を、カネッティは『結婚式』によって予
言していたのではないだろうか。そして、登場人物たちの相互理解の不可能性、言語の崩
壊が、共通の価値体系が崩壊した世界を象徴しているのである。
『結婚式』は、家族という最古の共同体の中で繰り広げられる権力闘争を描いた作品で
あり、
「生き残ること」による権力の問題を描いた作品であった。これらの権力の諸要素は、
権力者個人の内面に関わるものであり、全体主義的権力は描かれていない。また、群衆と
いう現象も存在していない。一方、『結婚式』からわずか一年後に書かれた『虚栄の喜劇』
では、全体主義における群衆と権力という、カネッティの問題意識が顕在化している。
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第三章

『虚栄の喜劇』－鏡像のひずみ

３．１．焚書に対する回答
1933 年 5 月、ヒトラーの首相就任から 4 か月後、ドイツで大規模な焚書が行われた。思
想の弾圧を告げるこの事件は、カネッティにも衝撃を与えた。そして、カネッティはすぐ
さま『虚栄の喜劇』Komödie der Eitelkeit (1964)の執筆に着手した。しかし、実際の事件
から直接受けた衝撃の下で書かれたにも関わらず、この戯曲の中で、カネッティは、ヒト
ラー政権の焚書を実演して見せたり、同時代の事件を忠実に描写したりはしていない。
この戯曲は、時代も場所も特定されない、ある架空の全体主義社会が舞台となっている。
三部から構成されるが、第一部では社会に蔓延する「虚栄」を防ぐため、鏡や偶像、自画
像、写真など、自己を映す類のものがすべて、
「政府」によって禁止される[Canetti (1964 a):
89/119]。
「鏡の禁止」という着想自体は、カネッティが既にその一、二年前に得ていたものであ
り、鏡と虚栄に関する彼の二度の経験に由来するものである。カネッティが初めて鏡に虚
栄というものを感じ取ったのは、彼が妻のヴェツァと買い物をしている際に、彼女が話の
最中にもかかわらず鏡をじっと眺めていた時であった。二度目は、理容店でふと周りを見
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回すと誰もが自分の姿に見入っていることに気づいた時だった。カネッティは鏡に映った
自分の姿に見入る人々の姿に虚栄心を感じ取った。そして、鏡を見つめることを突如とし
て禁止されたなら、彼らはどうなるだろうかと考え、「鏡の禁止」という着想に至ったので
ある。カネッティはしばしばこの主題に思いを巡らせ、楽しんだ。しかしながら、先に述
べた焚書によって、その着想は単なる想像上の戯れ以上のものになった[Canetti (1985):
88/117]。
Aber als es zu den Bücherverbrennungen in Deutschland kam, als man sah, was
für Verbote plötzlich erlassen und durchgeführt wurden, mit welch unbeirrbarem
Eigensinn sie sich zur Erzeugung von begeisterten Massen verwenden ließen, da
war’s als hätte mich der Blitz getroffen und das spielerische Spiegelverbot wurde
für mich Ernst.
焚書という事件に際し、いかなる禁止が突如として公布・施行されるのか、そしてそ
の禁止がいかに執拗に熱狂的群衆の形成に力を貸すのかを目撃した時、 私はさながら
雷に打たれたかのように肝をつぶし、この戯れの鏡の禁止を真剣にみなすようになっ
た [Canetti (1985): 88/117]
「鏡の禁止」という非現実的な禁止も、焚書が実際に行われた今、もはやあり得ないもの
と断言できなくなってしまったのである。加えて、「群衆」の形成過程が、命令との関係の
中で語られている。カネッティ曰く、この作品は「群衆をいわば戯曲形式で、その形成、
増大する密度、その解放を描くこと」(eine Masse nämlich dramatisch darzustellen, ihre
Bildung, ihre zunehmende Dichte, ihre Entladung) [Canetti (1985): 90/119]に成功してい
る。つまり、この戯曲は焚書というアクチュアルな事件を反映させ、群衆の形成のメカニ
ズムとその展開を主題化した作品であると言える。
作品成立のこのような時代背景から、また、ヒトラーを思わせる人物や、ナチスの男性
同盟を想起させる自治組織などのモチーフが散見されることから、『虚栄の喜劇』はしばし
ばナチス批判の風刺劇として受容されてきた。作品の主要なモチーフとなる「鏡の禁止」
は、社会に蔓延する「女性的虚栄」(die weibliche Eitelkeit) [Canetti (1964 a): 88/117]を防
ぐという名目で行われる。ナチスがユダヤ人憎悪をイデオロギー化したように、
「女性的虚
栄」は女性迫害を正当化するためのプロパガンダとして用いられていることが指摘される
[Vgl. Strucken (2007), Meidle (1994)]。戦間期においては、ファシストが経済や社会とい
った本当の問題から人々の目をそらすため、その問題をユダヤ人の問題にすりかえた。マ
イドゥルは、その歴史をカネッティが『虚栄の喜劇』によってパロディー化していると指
摘している[Meidl (1994): 144]。劇中の社会では、政府が虚栄という代用によって社会の問
題を解決しようしているからである[Meidl (1994): 144]。シュテファン・シュトゥルッケン
は、『虚栄の喜劇』ではナチスドイツにおけるユダヤ人のように、女性がスケープゴートと
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しての役割を負わされているという見解を示している[Strucken (2007): 242]。
一方、バーバラ・バウアーは、虚栄の象徴として女性を蔑視する作中のイデオロギーと
反ユダヤ主義を比較しつつも、この戯曲を、ナチスに対する批判劇というよりは、命令と
服従の人類学を主題化した作品であるという立場に立つ。そもそも、どのようなイデオロ
ギーが集団に受け入れられるのか、それを押し通していく社会構造とはどういうものなの
か、また、それを防ぐものは何なのかを、この戯曲が提示しているというのである[Bauer
(1996): 80]52。
いずれの解釈にしても、この戯曲は、「群衆から権力が発生する」というカネッティのテ
ーゼに基づき、群衆とそれを利用する権力者という二つの対概念を基に論じられている。
『虚栄の喜劇』第一部では、写真を燃やし、鏡を破壊するために人々が広場に向かう。第
二部では、騒ぎの後、人々は個々の家に戻るが、彼らは第三部でフェーンという人物に導
かれて、再び集合する。個々人が群れ集い、解散して個人となり、再び集合するという、
第一部から第三部にかけての一連のこの運動は、カネッティが「群衆を戯曲形式で描き、
いかに群衆が形成され、密度を増大させ、解放されるかを示した」という記述に対応する
のであろうか。『群衆と権力』における諸理論を考察の軸として、この運動を分析する。そ
の際、作品にみられる様々な聴覚的影響に着目しつつ、ラカンの「鏡像段階論」というテ
ーゼや、フロイトの『集団心理学と自我分析』
、『ナルシシズム入門』Zur Einführung des

Narzißmus (1914)に依拠しながら論を進める。
３．２．自己像の破壊
「虚栄」とは一体何だろう。虚栄には、地位や財産、実力などを実際のもの以上に見せ
かけるという内面的側面と、外見を気にして着飾るという外面的側面がある。しかし、「虚
栄の蔓延を防ぐこと」を目的とした政府の公示では、
「虚栄」が以下のように語られている。
Die furchtbare Zunahme der Eitelkeit auf allen Gebieten des öffentlichen und
privaten Lebens ist nicht länger mitanzusehen. […] Kein Mensch mehr lebt, dessen
oberstes Ziel es nicht wäre, sich gut anzuziehen und auszusehen wie ein
verkleideter Fürst.
公私に関わらず、生活のあらゆる分野における虚栄の恐るべき増長はもはや手をこま
ねいて見ているわけにはいかない。[…] 良い服を身に着け、紛争した王侯貴族のよう
に見せかけることを最高の目標としていないような者はもはやいないほどである。
[Canetti (1964 a): 89/119]

52

バウアー以外にも、この作品が描こうとしたものを、第三帝国の状況に限定せず、あら
ゆる時代や社会的形態にもあてはまるものであると考える研究者はいる。フェートは、こ
の作品解釈に、フロイトの「自我理想」、「集団理想」という理論を援用しているが、この
ことは後に詳述する[Feth (1980): 161]。
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この公示において、
「虚栄」はうわべを美しくみせようとする「虚飾」の同義となっている。
『虚栄の喜劇』の登場人物たちにとって、「虚栄」は外面的なものに限定されているのであ
る。厚化粧を施すファント夫人、洋服のことばかり考えているカルダウン夫妻、自分の美
貌を過信するファントが、うわべの虚飾で虚栄心を満たす人物としてキャラクターづけら
れている。そして、この作品の中で、鏡は、外見を気にして着飾る人間の虚栄の象徴とし
て位置づけられている。こうした外面的虚栄を、作中の人物たちは「女性的虚栄」(die
weibliche Eitelkeit) [Canetti (1964 a): 88/117]と呼び、
「虚栄」とはすなわち「女性的虚栄」
であると捉えている。それゆえフェーンは女性的特性を排除しようとしているし[Canetti
(1964 a): 87f./116]、ガーラウスやシャーケルルなど、多くの男性の登場人物たちに女性を
蔑視する発言が見られる。一方、女性たちは、彼らに従おうとする姿勢を示し、社会にお
ける部外者の地位に甘んじている。
鏡や写真、肖像画など、自己を映す全てのものを破棄すべしという政府の「禁止」は、
社会を堕落させる虚栄を阻止するという大義名分の下に行われる。しかし、ここまで徹底
して、これらの物体を排除しなければならないほど、人々の虚栄心が強いというのは本当
だろうか。フェートは、実際に虚栄心が強いのは、フランシス・ファントとヨーゼフ・ガ
ーラウス、ミリー・クライスといった、限られた人物にとどまると指摘している[Feth (1980):
141]。確かに、大多数の人物にはそれほど強い虚栄心が観察されない。とすれば、「虚栄の
禁止」を目的とするはずの「鏡の禁止」は、意味をなさないこととなる。「ナルシズム的虚
栄に対する闘い」というプロパガンダを名目とした「鏡の禁止」には、何か別の意図があ
ったのではないだろうか。
ヒルトルト・グニュークによれば、この独裁政権が行った鏡の禁止は、ゆきすぎた自己
愛をターゲットにしてはおらず、個人の意識(das individuelle Bewußtsein)や自己認識(ein
Selbstbewußtsein)を奪うことを目的として行われる[Gnüg (2006): 61]。ラカンは 1949 年、
「鏡像段階論」によって、生後六カ月から十八カ月頃の幼児が、鏡に写った自分の姿を通
して、自我を形成する過程を指摘している[ラカン (1949): 126]。
『虚栄の喜劇』においては、
「鏡の禁止」によって、登場人物たちは鏡像を見ることができなくなる。鏡像段階、すな
わち鏡像の助けを借りて自分を知る過程が、登場人物たちに禁止されるのである。「個人の
意識を奪うこと」は、政府にとってどのような意味を持つのだろうか。
ハンナ・アーレントは『全体主義の起源』の中で、個体性の破壊(die Zerstörung der
Identität)を、自発性(Spontanität)の破壊、すなわちある新しいものをみずから進んで創始
する能力の抹殺に他ならないとしている[Arendt (1951): 935/258]。一切の自発性を奪われ
た操り人形を相手にしてのみ、全体的権力は行使され得、確立され得る[Arendt (1951):
937/262]。それゆえ、権力にとって、人間の性格というものは危険であり、最も公正を欠い
たものまで含めてすべての法的原理は障碍であるばかりでなく、A と B は違うというよう
な最も一般的な、最も平凡な意味での「特徴」すらも危険なのだ[Arendt (1951): 937f./258]。
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自己認識が不可能に陥った劇中の人々は、個性を奪われ、自発性を破壊される。そして、
彼らは権力に操られる操り人形と化す。「鏡の禁止」の本当の狙いは、政府の支配を円滑に
進めるための人間を作り出すということにあったのではないだろうか。「禁止」は、過剰な
自己愛や行き過ぎた虚栄ではなく、人間の自己認識を妨げることを目的としているのであ
る。
『虚栄の喜劇』の登場人物たちは一部の例外を除き、みな無批判に、政府の発令した禁
止に賛同する。第一部で、「三人の女友達」は、広場に持っていくための写真をお互いに見
せ合い、その写真を数える。
Alle drei knien nieder, legen ihre Pakete vor sich hin, schnüren sie, die vielfach und
sehr fest gebunden sind, auf und beginnen, den Inhalt zu zählen. Sie zählen sehr
rasch, um bald bei einer hohen Zahl anzulangen. Sie zählen sehr langsam, weil sie
an jedem Bild hängen.
三人ともひざまずき、彼女らの包みを前に置いて、幾重にも固く結わえられている結
び目をほどき、その中身を数え始める。彼女らは非常にキビキビと数え、すぐに大き
な数に達する。それからは一枚一枚の写真に執着するために、数えるのが非常に遅く
なる。[Canetti (1964 a): 76/99]
これらの写真は、彼女たちの元恋人や夫など、今までの生涯の歴史を記録するものであり、
愛着のある価値あるものでもある。そのため、彼女たちは、一枚一枚の写真を数えるのに
時間を要する。それにもかかわらず、彼女たちはそれらを燃やすことに不平を漏らさない。
登場人物たちが、
「鏡の禁止」という命令に従うのは、命令の本質による。カネッティは『群
衆と権力』の「命令」という章で、権力の増大に寄与する働きをもつのが、「命令」である
としている。人間は子どもの頃から様々な命令を受けて育ち大人になってもあらゆる場面
で命令を受けるが、どんなに無害に見える命令にも、その根底には必ず死の脅威が潜んで
いる[Canetti (1960): 357f./(下)37f.]。命令の起源とは「逃走命令」であり、捕捉されそうに
なった動物が逃げる際に自ら発せられるものである[Canetti (1960): 358/(下)38]。すなわち、
命令の本質は「死刑判決」なのである[Canetti (1960): 358/(下)38]。死の脅威とそれへの恐
怖は、常に命令自体の中に含まれているという[Canetti (1960): 358/(下)38]。日常的に見る
命令においても、この死の脅威は報酬と結び付けられている[Canetti (1960):358/(下)38]。
例えば、子どもが親の命令に従うのは、食物を与えられる、すなわちそれによって死を免
『虚栄の喜劇』の政
れるという約束に基づいているのである53[Canetti (1960): 362/(下)43]。
カネッティによれば、命令には「棘」(Stachel) [Canetti (1960): 360/(下)41]がある。こ
の棘は、命令を遂行する者の内部に何年も何十年も留まり続ける[Canetti (1960):
360/(下)41]。子供は、与えられた命令を大人になっても忘れることがない[Canetti (1960):
360f./(下)42]。それゆえ、命令の棘を多く持つ人間ほど「不自由」であり、命令の棘が少な
い人間ほど「自由」である[Canetti (1960): 360f./(下)42]。遂行された命令だけが棘となっ
53
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府の公示によれば、鏡や写真、肖像を所持する者には禁固刑が、そして鏡や肖像画を作成
した者、人物の写真を撮影した者には死刑が科せられる[Canetti (1964 a): 85f./114f.]。命令
が死の起源であることがここに示されているのである。
しかし、登場人物たちが「鏡の禁止」というこの命令に従うのは、死に対する恐れから
だけとは考えられない。登場人物たちは恐怖に駆られた様子は見られない。むしろ、積極
的に命令を受け入れているように思われる。大人も子供も、自分たちが破棄し、あるいは
燃やすことのできる写真や鏡を、競って持ち出すのである。バールロッホは、公示の発令
後、鏡を「財産(Eigentum)ではなく、犯罪(Verbrechen)だ」[Canetti (1964 a): 77/102]とし、
無断で他人の家に立ち入って、鏡を回収する。グニュークは、権力者のスローガンをすぐ
に自分の有利に受け取るこのバールロッホの態度に着目し、政権の禁止することには助力
が必要であるとする[Gnüg (2006): 58]。独裁政権における市民的価値の腐敗がここに描か
れているというのである[Gnüg (2006): 58]。人々は積極的に「禁止」に協力し、自己像を
捨てるために熱狂して広場に殺到する。「禁止」は、政府によって強いられたものと言うよ
り、彼らが自ら進んで勝ちとったものであるという印象さえ受ける。人々はなぜこの「禁
止」を素直に受け入れ、それを積極的に実行したのだろうか。
第一章で述べたが、カネッティは見知らぬ他人に接触することに対する恐怖を、
「接触恐
怖 」(Berührungsfurcht)と呼び、接触恐怖から人間が解放されるのは、群衆の内部でのみ
であるとしていた。多数の人間が密集した緊密な空間の中で、互いに押し合う人々のこと
を、人はまるで自分自身のように感じる。すべての人間が自分と他者との境界をなくし、
自分たちは「平等」だと感じる。ここに、ル・ボンの指摘したような群衆内部での没我性
が見られた。人々はもはや個人の意識を持たず、群衆に埋没し、それをまるで一個の肉体
の中のように感じるのである。こうして、群衆の中で、人はもはや他者との接触に対して
恐怖を抱かなくなるのである。このことを、カネッティは「接触恐怖の転化」(Umschlagen
der Berührungsfurcht) と呼んでいた。「接触恐怖」を払拭することが、人々が密集し、群
衆化することの一因だったのである。カネッティはまた『群衆と権力』で、群衆内部で人々
の間の差別が払拭され、かれらが平等を感じ合う瞬間を「解放」(Entladung) [Canetti
(1960): 16/(上)7]と呼んでいる。この瞬間、人間は階級や地位、財産の違いを意識すること
を止め、人と人との間の距離と隔たりを廃する[Canetti (1960): 17/(上)8]。「他人以上でも、
他人より優れた存在でもなくなるこの幸福な瞬間のために、人間たちは群衆となるのであ
る」(Um dieses glücklichen Augenblickes willen, da keiner mehr, keiner besser als der
andere ist, werden die Menschen zur Masse ) [Canetti (1960): 17/(上)8]。『虚栄の喜劇』
の登場人物たちが広場に集まって群衆化するのも、その内部で平等となり、接触恐怖から
解放されるためであると考えられる。しかしこの「平等」(gleich)は、必ずしもポジティブ
なものであるとは言えない。すべての者が平等、同じになるということは、個性を失くす
て残るため、自由であろうとするならば、命令を回避しなければならないのである[Canetti
(1960): 361/(下)42]。
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ことであり、アーレントの言うように、それが政府に権力の遂行を容易にさせるからだ。
カネッティは、群衆内部にいる個人が、群衆という統一体を「一個の肉体」のように感じ
ると描写していた。この描写は、ホッブズの『リヴァイアサン』Leviathan (1651)を想起さ
せる。一つの身体としての人民が国家権力を行使されるのである。
『虚栄の喜劇』の人々は、
「平等」を求めて群衆となり、地位や財産などのあらゆる差異を失くそうとする。しかし、
その「平等」によって、全ての者が個性を失くして同一化することにより、人々が権力者
から権力を容易に行使される客体となる可能性を秘めているのである。
人々はなぜ積極的に「鏡の禁止」に従ったのか。もう一つの理由を探るヒントは、フェ
ーンという登場人物の言葉にある。
Jeder von uns führt eine Ehe mit seinem Spiegelbild.
私たちの誰もが自分の鏡像と結婚生活を送っている。[Canetti (1964 a): 88/117]
この言葉は、ナルシスの神話をほのめかしている。フロイトの『ナルシシズム入門』によ
れば、幼児期、人間はナルシシズムが完全に満たされた状態にある[Freud (1914): 161/262]。
しかし、成長段階において、このナルシシズム的な完全性が妨げられる、あるいは維持で
きなくなると、人は自我理想 (Ich-Ideal)54という新しい形式において、再びこれを確保し
ようとするという[Freud (1914): 161/262]。ナルシシズムはこの新しい理想的な自我に移さ
れるが、この理想的な自我は、幼児期の自我のように、自我にとって貴重なあらゆる完全
性をそなえたものとして登場する[Freud (1914): 161/262]。フェートは、この自我理想にな
ぞらえて、鏡の破壊が自我理想の実現のために重要な役割を担っていると解釈している。
登場人物たちは、ナルシシズムを満たす子供時代における幸福な自我を理想として、それ
を自己に投影する。彼らはナルシシズム的欲求を満たすために、鏡を破壊し、現実の自己
に目をふさぐというのだ[Feth (1980): 161]。鏡の本来の機能は、自己の姿をそこに映すこ
とである。鏡は、その人が見たい思う姿を見せてはくれない。しかし、鏡を破壊した人々
は、いまや自分たちの現実の姿を見ることはなく、彼らが望む現実、理想の自分を自由に
思い描くことができる。満たされない現実を映す鏡像の代わりに、人々は自己の内部に理
想の自己像を作り上げるのである。
「鏡の禁止」は醜い自己像を根絶したいという人間の望
みであり、そのために民衆は喜んで火のそばに出向き、現実を燃やす。人々が熱狂して行
った鏡の破壊は、鏡像、すなわち現実の自己像の破壊であり、理想の自己像への屈従だっ
たのである。

54

「自我理想」は『自我とエス』で論じられる「超自我」の前身である。人間はかつて全
能であった幼児のころの自分や、全能な両親の像に基づいて形成された理想を目指して行
為すると考えられている。この理想的な自我は、自分の行為をつねにこの理想に比較して
検閲しているのである[Freud (1914): 161f./262f.]。
81

３．３．Wir-Gefühl
『虚栄の喜劇』の登場人物たちは、理想の自己像を手に入れるために鏡を破壊し、群衆
内部での平等を求めて、群衆を形成した。フェーンは、人間が群衆になろうとする存在で
あることを、以下の発言で示唆している。
Wir wollen nicht immer halb sein. Wir haben uns zwar an das Halbe gewöhnt wie
an Tag und Nacht, aber das muss sich ändern. […] es geht um eine Ganzheit in viel
höherem Sinn.
私たちはいつも半分でいたいとは思わない。私たちは確かに昼も夜も半分でいること
に慣れているが、それは変わらなければならない。[…] はるかに高次の意味での全体
が重要なのだ。 [Canetti (1964 a): 87/116]
全体(Ganzheit)は群衆のことを、そして、半分(halb)とはの人間が個人として存在する状態
のことを指すと考えられる。すなわち、人間は個の状態から群衆になろうとするし、また、
ならなければならないと、フェーンは説いているのである。人々が望む変革は、
「全体」と
いう理想を前提としていることが分かる。
「全体」へと向かう人々を鼓舞するかのように聞こえてくるのが、
「私たち」(Wir)という
言葉である。政府の「禁止」を人々に伝える触れ役ヴォントラークの次の呼び声が、第一
部の幕を上げている。
Und wir, meine Herrschaften, und wir, und wir, und wir, meine Herrschaften, und
wir, und wir, wir haben etwas vor.
それで私たちは、皆さん、それで私たちは、それで私たちは、それで私たちは、皆さ
ん、それで私たちは、それで私たちは、私たちはある計画を立てているのです。[Canetti
(1964 a): 73/95]
「ある計画」とは、鏡や写真、自画像の禁止を指している。ヴォントラークは人びとに自
分の像を壊すよう促し、彼らはこれに喚起されて、鏡や写真を燃やすため、広場に集うこ
ととなる。ここで着目したいのが、「Wir」という言葉が繰り返し使われている点である。
「Und wir, und wir, und wir meine Herrschaften」という呼び声は、冒頭のこの場面だけ
でなく、第一部全体にわたり、登場人物たちの背景で繰り返し鳴り響く。カネッティは『目
の戯れ』の中で、ヴォントラークのこの口上について、次のように述べている。
Die Leute schleppen selbst ihre Spiegel und Bilder herbei, zum Zerschlagen die
einen, die anderen zum Verbrennen. Zu dieser Volksbelustigung liefert ein
Ausrufer die Parolen, und das Wort seiner Rede, das man am häufigsten und
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heftigsten hört, lautet „Wir!“.
人々は自分たちで鏡や写真を引きずってくるが、前者は打ち砕くため、後者は燃やす
ためである。この民衆の娯楽のために一人の木戸番がスローガンを述べるが、彼の演
説の中で最も頻繁に、また最も激しく聞こえる言葉は、「私たち！」である。[Canetti
(1985): 89/118]
つまり、
「Wir」という言葉を、カネッティが意識的に多用していたのである。ステファン・
オンケンは、ヴォントラークがこの言葉を繰り返すことによって、「私たちという感情」
(Wir-Gefühl)、すなわち、
「集合意識」(Kollektivbewusstsein)を生み出していると指摘して
いる[Onken (2009): 76]。何度も繰り返し聞こえる「Wir」が、人々に一体感を生み出し、
人々はその声に惹きつけられるのである。
「私たちという感情」を生み出す以外にも、「Wir」には、リズムを作り出す音としての
役割があると考えられる。グニュークは、「Wir」という言葉の反復が、縁日の呼び込みの
ような響きを醸し出しているとする[Gnüg (2006): 56]。上に挙げた引用で、カネッティが
「民衆の娯楽」と呼んだように、人々は、鏡小屋で渡されるボールによって鏡を破壊する
ことに喜びを覚える。鏡小屋は一種の射的場、広場の様相は祭り、人々は「祝祭群衆」と
化しているのである。実際、劇中の人物たちは、広場における自己像の破壊行為を「お祭
り」(Fest) [Canetti (1964 a): 80/107, Canetti (1964 a): 82/109]と呼んでいる。鏡の破壊が、
自己像の破壊、ひいては個性の破壊を招くことになるのだが、人々はそのことを認識して
いない。
「Wir」という言葉は「Ich」に対置される言葉であると同時に、「Wir」とそれ以外の集
団とを区別する言葉でもある。『群衆と権力』によれば、二つの対立する群衆がある場合、
それぞれの群衆の結束が強化される[Canetti (1960): 71/(上)78]。対立する群衆という脅威
に対し、自分たちの属する群衆内部では、彼らが守られていると感じるからだ。説教師ブ
ローザムは、教会の名において、虚栄の罪を糾弾している。
Liebe Brüder, lasset uns fechten gegen die grobe Unzucht der Eitelkeit. Satan hat
uns in seinen grünen Krallen. […] Der Teufel ist verworfen, der Teufel ist schlecht,
aber er trägt kein Spiegelchen in der Tasche bei sich, er hat kein Bildchen und er
hat kein Bild. […] In der Hölle gibt es keine Spiegel. Wir allein haben die Spiegel
und Bilder und Photographien, und einer, der sich vor das Auge der Kamera stellt,
ist ärger als der Teufel, nicht einmal in der Hölle ist Platz für den.
親愛なる兄弟よ、あの虚栄というひどい不道徳と戦おうではないか。サタンがあの緑
の爪で私たちを襲うのです。[…] 悪魔は下劣です、悪魔は邪です。だけどあいつはポ
ケットに小鏡を持っていないし、写真も持っていなければ肖像も持っていない。[…] 地
獄には鏡がない。私たちだけが鏡や肖像、写真を持っている。そしてカメラの目の前
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に立つ者は、悪魔よりも邪悪であり、地獄にすら居場所がないのだ。[Canetti (1964 a):
92/122f.]
ブローザムは「悪魔」という言葉を使って、聴衆に訴えかけている。鏡や肖像、写真を持
つ者は悪魔よりも邪であるとし、この「禁止」に従わない者を断罪している。「禁止に従わ
ない者たち」という対立する第二の仮想の群衆を作ることによって、
「禁止に従う」群衆の
結びつきをより強固なものにしようとしているのである。狂信的なテレーゼはブローザム
の言葉に動かされ、写真を携えて広場で燃える火に飛び込もうとまでする。
ここで、「Wir」と自分を区別する者、すなわち権力者について言及したい。第一部と第
二部では、教師のシャーケルルがこれに当たるが、彼は「鏡の禁止」が発令された際、政
府の告示を人々に伝える役を、自ら買って出る人物である。カネッティは『群衆と権力』
の 中 で 、 シ ュ レ ー バ ー の 『 あ る 神 経 病 患 者 の 回 想 録 』 Denkwürdigkeiten eines

Nervenkranken (1903)55を手掛かりに、権力者の内面を詳らかにしている。カネッティに
よれば、シュレーバーと権力者は共通する価値体系を持つ。まず挙げられるのが「地位感
覚」(Positionsgefühl) [Canetti (1960) : 517/(下)253]である。パラノイア患者、そして権力
者は、防御し、確保すべき栄えある地位が揺るぎないものであると信じており、また、あ
らゆるものに自分が脅かされていると感じている56 [Canetti (1960) : 517/(下)253]。パラノ

55

ダニエル・パウル・シュレーバー(1842-1911)は、ドイツの法律家である。1893 年に神
経症を発症した。神経症によって生じる妄想をまとめて出版したのが、この『ある神経病
患者の回想録』である。カネッティは『群衆と権力』で、二章にわたって、シュレーバー
症の考察を行っている。フロイトもシュレーバー症に関する論文『自伝的描写のパラノイ
ア症に関する一考』Nachtrag zu dem autobiographisch beschriebenen Falle von Paranoia
(1912)を発表しているが、カネッティはこれを『群衆と権力』で参考文献として挙げてはい
ない。
56 カネッティはまた、シュレーバーの妄想が群衆と関係していることを指摘している
[Canetti (1960) : 522/(下)259]。シュレーバーは、絶えず数を増す死者たちの霊魂が自分に
引きつけられ、自分の体内に溶解して、自分に吸収されるというヴィジョンを繰り返し見
ている。その際、シュレーバーは霊魂の大きさを縮小し、ついには彼の内部に取り込んで
吸収してしまう[Canetti (1960) : 522f./(下)259]。カネッティはこの妄想を政治権力、すな
わち、群衆を食い物にして生き、群衆から自らの実体を引き出している権力の正確なモデ
ルに他ならないとする[Canetti (1960) : 523/(下)260f.]。シュレーバーの妄想は、群衆を形
成するはずの個々人に対する強烈かつ永続的な引力、これらの個々人のあいまいな態度、
大きさを縮小されることによる彼らの従属ぶり、個々人がその身体で政治権力を表すよう
な権力者への埋没ぶり、権力者の偉大さが絶えず更新されなければならないという事実、
そして、権力者の偉大さと結びつけられるカタストローフェ感覚という、現実の状況のあ
らゆる要素を含んでいるというのである[Canetti (1960) : 523f./(下)261]。
さらに、「生き残ること」に対する欲望を抱くという点でも、パラノイア患者と権力者に
は親近性がみられる。「他のあらゆる者たちが死滅してしまったという観念、すなわち、彼
が生きている唯一の人間であるという観念はシュレーバーを何年間も支配した」[Canetti
(1960) : 549/(下)293]が、それは唯一の人間になるための手助けを他の人間たちにさせたい
という願望である。第二章では、生き残りたいという欲望がいかに権力と結びついている
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イア患者のこの特徴が、教師シャーケルルにそのまま当てはまる。第一部で、シャーケル
ルは、生き別れた兄を探して広場にやってきたフランツィ・ナーダを執拗に疑う。そして、
フランツィは兄の写真を持っていたため、シャーケルルは彼女を逮捕することとなる。兄
を探しているという事情も顧みず、また、彼女を逮捕する職権もないにもかかわらず、こ
のような過剰反応を見せるのは、シャーケルルが脅かされていると感じているからである。
フェートは、仮想の脅威から逃れるために、シャーケルルが誰にも攻撃されないポジショ
ンに身を置こうとして、権力者になることを指摘し、それゆえ彼をパラノイア型の権力者
と定義している[Feth (1980): 149]。架空の敵を想定して、自分の地位が脅威にさらされて
いると考えるのは、その地位を誰もが羨み、欲しがるものだと考えているからである。こ
こに、シャーケルルの地位に対する虚栄心が垣間見えるが、それは外面的な「女性的虚栄」
とは異なる、
「男性的虚栄」と言える。
シャーケルルの話し方に着目してみよう。「ここここには、ここ子供たちがささ探すよう
なものは何もない」(K-k-kinder haben d-d-da nichts zu s-s-suchen) [Canetti (1964 a):
84/111]というように、彼には吃音がある。しかし、政府の告示を読み上げるにあたり、そ
の吃音は不思議と鳴りをひそめる。彼の口調の変化は、台詞からだけでも読み取れるのだ
が、カネッティは以下のト書きによってその変化を強調している。
Er zieht ein Papier aus der Tasche und liest mit lauter, hoher Stimme vor, wobei es
kein einziges Mal ins Stottern gerät.
ポケットから紙を取り出して大きな甲高い声でそれを読み上げるが、その際、彼は一
度もつかえて読まない。[Canetti (1964 a): 85/114]
告示を読み上げる時、すなわち政府の権力を体現している時、彼は流暢に話すことができ
る。第二部で、シャーケルルは虚栄を取り締まるための、
「四×四人組」(Viermalviertschaft)
[Canetti (1964 a): 129/177]という自治組織を結成し、
「四人組指導者」(Viertschaftsführer)
[Canetti (1964 a): 130/179]となる。それ以降、彼が吃音を発することは完全になくなるが、
それは、彼が民衆を取り締る一種の権力者となったためである。権力者という「仮面」を
被り、政府のイデオロギー話すとき、彼はもはや自分の言葉を持たない。自分で思考する
ことを止めた彼は、もはや言葉に閊えることがないのである。
このように、第一部における群衆形成の際、シャーケルルは虚栄の蔓延を阻止するとい
う政府のイデオロギーを広める役割を自ら引き受け、権力を得ることに成功する。しかし、
この時、留意しなければならないのは、シャーケルルという指導者によって群衆の形成が
行われたのではないということである。自発的にであれ、あるいは何らかにの不可抗力に

かを説明したが、この点で、パラノイア患者は権力者に生き写しであると言える。ソンタ
クは、『群衆と権力』において、シュレーバーのパラノイア症がナチ・メンタリティーのプ
ロトタイプとされていることを指摘している[Sontag (1985): 106f.]。
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よってであれ、群衆形成は強制によってなされたものではない。それでは、指導者の代わ
りとなって、人々を引きつけ、そこに集める力はどこにあるのだろうか。次節ではこの戯
曲の第一部における群衆形成の過程を、聴覚的効果に着目して読み解いていく。
３．４．群衆形成における聴覚的効果
序論で述べたように、
『群衆と権力』執筆のきっかけとなったのは、1927 年 7 月 15 日の
ウィーンでのデモにおける群衆体験であった。このデモ集団には、人々を導くはずの指導
者が不在だった。第一章で論じた群衆論の系譜において、群衆と指導者は切り離せない関
係にあり、指導者に導かれて人々は群衆となった。しかし、カネッティはこのデモでの群
衆体験から、群衆形成に指導者が必ずしも必要ないことを見て取った。指導者が不在の状
態で、彼らはどのように統一されたのだろうか。カネッティは司法省へと向かう人の波の
中での体験を、以下のように綴っている。
Selbst wenn man sich plötzlich irgendwo allein fand, spürte man, wie es an einem
riß und zerrte. Das kam daher, daß man überall etwas hörte, es war etwas
Rhythmisches in der Luft, eine böse Musik. Musik kann man es nennen, man
fühlte sich davon gehoben. Ich hatte nicht das Gefühl, daß ich mit eigenen Beinen
ging. Man war wie in einem klingenden Wind.
人は突然、どこかにひとりきりでいる時ですら、おのれをぐいぐいと引っ張り引きず
りこむものを感じた。人は至る所で何かを耳にしたからである。リズミックな何か、
一種の悪しき音楽と言えるものが空中にあった。それは音楽と呼ばれて差し支えない
し、人はそれによって高揚させられるのを感じた。私は自分自身の足で歩いているよ
うな感覚を持たなかった。さながら自分が鳴り響く風の中にいるようだった。[Canetti
(1980) : 233/18]
この集団には、指導者の代わりとして、「リズミックな何か」、「悪しき音楽と言えるもの」
が存在した。群衆の中で指導者の代わりに働く凝集力として、この二つが具体例に挙げら
れるだろう。人々はリズミックな何かによって高揚させられ、そこに惹きつけられた。ア
ンネ・D・パイターは、カネッティが体験したこの集団における求心力を、「聴覚的統一」
(die akustische Einheit) [Peiter (2007): 92]と呼んでいる。そして、この運動がリズミック
な性質を持っていたこと、カネッティが群衆は音楽から生まれると考えて聴覚的体験を強
調したことを指摘している[Peiter (2007): 92]。カネッティ自身もこの集団の聴覚的性質に
主眼を置き、『群衆と権力』においてそれを「リズミックな群衆」(Rhythmische Masse)
[Canetti (1960) : 33/(上)29]と称した。
「増大への衝動は、群衆の第一の、しかも最高の特質」
であり、群衆は増大を続ける限り存続するが、増大を止める瞬間から崩壊し始めることは、
第一章で述べた。足のリズムは、増大しようとする人々のこの願望を満たすとされる
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[Canetti (1960): 33/(上)29]。そして、足のリズムとして、ダンスとともに足音が挙げられ
ている。
「多くの者が歩けば、他の者も一緒に歩」き[Canetti (1960) : 33/(上)30]、
「[足音が：
引用者] 聞こえる範囲にいる者はみんなかれらに合流し、彼らと一緒にとどまる」[Canetti
(1960): 33/(上)30] 。足音が人々を高揚させて増大を促し、集団に求心力を生むのである。
『虚栄の喜劇』第一部で「禁止」が言い渡されると、人々は熱狂して鏡を破壊し、写真
や絵を火に投じる。この破壊行為を行うために人々が群れ集う場面では、「大勢の人がいる
かのような音」(ein Rauschen wie von sehr viel Menschen.) [Canetti (1964 a): 76/99]、
「大
勢の人が近づいてくるのが聞こえる」(Man hört viele Menschen sich nahen.) [Canetti
(1964 a): 78/102]といったト書きに見られるように、大勢の人が成す音が徐々に近付いてく
る様が描写されている。この音の波に、「若くて優雅なファントが踊りながら歩み寄る」
(Fant, jung und elegant, tänzelt heran) [Canetti (1964 a): 79/104]、「六人の少女たちが飛
び跳ねながらこちらにやってくる」 (Sechs kleine Mädchen kommen dahergehüpft)
[Canetti (1964 a): 81/108]という、個々の人々がたてる足音がさらにつけ加わり、重奏を織
りなす。彼らがたてる音は、広場に近づくほどに、また、集団が増殖・凝集するほどに大
きさを増していく。リズムが群衆形成の一つの構成要素となっている。カネッティが体験
したデモ集団、すなわちリズミックな群衆における音の求心力・聴覚的統一がこの戯曲の
群衆形成の場面に再現されているのである。
第一部の舞台の中心にあるのは、火である。登場人物たちは、自己を映したあらゆる像
を破壊するために、広場で燃える火に向かって集う。この火は、焚書を想起させるが、一
方で、件のデモ体験にも関連していると考えられる。司法省に辿り着いたデモ集団はそこ
に火を放ったが、その燃え盛る火は、カネッティの中で群衆と結びついた。
Das Feuer war der Zusammenhalt. Man fühlte das Feuer, seine Präsenz war
überwältigend, auch dort, wo man es nicht sah, hatte man’s im Kopf, seine
Anziehung und die der Masse waren eins.
火が凝集力であった。人は火を感じた。火の存在は圧倒的であった。火は、それが見
えないところでも人の念頭にあったし、それの魅力と群衆の魅力とは同一のものであ
った。[Canetti (1980): 234/319]
放火の後もそこに向かう人の波は途絶えることがなく、まるで火それ自体が目的であるか
のように人々はそこに集った。『群衆と権力』では、火を群衆のために存在するもっとも力
強いシンボルであるとされている[Canetti (1960): 19f./(上)12]。火は離れていたものをあっ
という間に結びつけ、孤立した異なったものがみんな同じ炎に巻き込まれる。それらのも
のは完全に消えることで、全く同じものになるのである[Canetti (1960): 87/(上)98f.]。こう
した火の凝集力、そして火のもたらす同一性が、その特質として列挙されている。そして
カ ネ ッ テ ィ は 、 こ の 特 質 が 群 衆 に も あ て は ま る も の で あ る と す る [Canetti (1960):
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88/(上)100]。群衆の条件であった内部での平等を火が象徴する。それが火の持つ力の源泉
なのである。
火の凝集力は、作品内では「もうそれほど遠くはない赤みを帯びた火の輝きがゆっくり
と増し、聞こえてくる声は一層近く、興奮した響きを持つようになる」(Der rötliche Schein
vom Feuer, das nicht mehr fern ist, nimmt langsam zu. Die Stimmen, die man hört,
klingen näher und erregter) [Canetti (1964 a): 91/121]というト書きに表れている。他にも、
火の回りに群れ集う人々を俯瞰的に見つめるレーダは、「実際、こんな火のもとでは何のて
だてもないわ。それはあの人たちに深い印象を与えている」(Eigentlich keine Kunst bei so
einem Feuer. Das leuchtet den Leuten ein) [Canetti (1964 a): 98/131]と述べ、火が人々に
及ぼす作用を証言している。だからこそ、火から距離を取ろうとする人物もいる。
Auf einen stilleren Platz, aber nicht weit vom Feuer, lächelt Herr Josef Garaus,
Direktor, huldvoll nach allen Seiten. Er ist allein.
いくらか静かな場所で、といっても火から遠くないところで、社長のヨーゼフ・ガー
ラウスが四方に慈愛に満ちた笑顔を振りまいている。彼は一人である。[Canetti (1964
a): 95/126]
社長であるガーラウスは人々の群れに加わらず、自分の姿を映した写真を燃やすことに抵
抗している。何が彼を群衆から隔てるのであろうか。
ガーラウスは、
「自分は社長である」(Ich bin Direktor) [Canetti (1964 a): 95/126]と述べ、
それに対比して、火の周りに集う人々を「民衆」(das Volk) [Canetti (1964 a): 95/126]と呼
ぶことで、彼らとの違いを強調している。群衆内部では、階級や地位、財産による差別が
払拭され、全ての人間が平等となった。火の周りに集う人々は中流階級・下流階級の人々
であり、彼らは自己像という彼らに共通する所有財産を棄てることをいとわず、進んで「平
等」の状態となる。一方、ガーラウスは、この財産を棄てることを拒む。群衆に属するこ
とによって、他者と同じステイタスになることを避けるためである。つまり、社長という
優越的な社会的地位にしがみつくのである [Feth (1980): 148]。火の凝集力という引力に対
する斥力が、社会的地位の優越性なのである。ガーラウスは、燃え盛る炎を目にしながら
も、それから距離を取って、「いくらか静かな場所」にいる。火の視覚的効果のみでは、火
の凝集力は作用しないということなのである。
広場の中央で燃える火のそばには、鏡を破壊するための「鏡小屋」(Spiegelbude)が、重
要な舞台設定として据えられている。カネッティは自伝『目の戯れ』で、第一部の舞台と
なるこの広場がウィーンのヴルステルプラーターを想定していたと語り、「鏡小屋」につい
ても言及している。
Aber es ist ein Wurstelprater, wie man noch nie erlebt hat, von einem Feuer
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beherrscht, das immer größer wird während der Szenen, die sich vor einem
abspielen, von den agierenden Figuren geschürt und genährt. Als akustische
Begleitung hört man das Klirren der Spiegel, die in eigens aufgestellten Buden mit
Bällen zerschlagen werden.
しかしそれは、今だかつて誰も経験したことのない、つまり火に支配されるヴルステ
ルプラーターなのである。その火は次々と場面が演じられるにつれてますます大きく
なり、行動する登場人物たちによって掻き立てられ、育まれる。その聴覚的伴奏とし
て、特にこの目的のために設えられた小屋の中、ボールで打ち砕かれる鏡のカチャカ
チャという音を聞く。[Canetti (1985): 88/117f.]
炎の大きさに比例して、群衆が増大していく。そして、炎の背景では、鏡の割れる音が「聴
覚的伴奏」として鳴り響く。火は、人々をそこに引き付ける群衆シンボルであると同時に、
鏡の破壊に象徴される、群衆の破壊行動を示しているのである。ル・ボンは、群衆の性質
として、破壊衝動を指摘していたが57、それに対してカネッティは新しい観点を提供してい
る。『群衆と権力』に、群衆の破壊行動について著した以下の記述がある。
Am liebsten zerstört die Masse Häuser und Gegenstände. Da es sich oft um
Zerbrechliches handelt, wie Scheiben, Spiegel, Töpfe, Bilder, Geschirr, neigt man
dazu zu glauben, daß es eben diese Zerbrechlichkeit von Gegenständen sei, die die
Masse zur Zerstörung anreizt. Es ist nun gewiß richtig, daß der Lärm der
Zerstörung, das Zerbrechen von Geschirr, das Klirren von Scheiben zur Freude
daran ein Beträchtliches beiträgt: Es sind die kräftigen Lebenslaute eines neuen
Geschöpfes, die Schreie eines Neugeborenen.
群衆は家や品物を破壊することを格別好む。窓ガラス、鏡、壺、彫像、陶器のような
毀れやすい品物がよく扱われる。そして、群衆の破壊欲を刺激するのはまさにこれら
の品物の壊れやすさそのものだと考えがちである。破壊の音、陶器の毀れる音、窓ガ
ラスの割れる音が大いなる喜びに寄与する。それは、新鮮な生命の力強い響き、新し
く生まれたものの叫びである。[Canetti (1960): 18/(上)10]
カネッティの観察によれば、破壊という行為以上に、破壊に伴う音が群衆に格別な喜びを
もたらす。その音を聞くために群衆は破壊行為に及ぶというのである。第一部では、鏡小
屋での場面以外にも、
「カチャカチャいう大きな音」(ein lautes Klirren) [Canetti (1964 a):
76/99]、「鏡がカチャカチャ鳴る」(die Spiegel klirren) [Canetti (1964 a): 80/106]、「鏡の

57

ル・ボンは『群衆心理』のなかで、群衆が殺人や放火、あらゆる種類の犯罪を演じかね
ない一方、単独の個人がなしうるよりもはるかに高度の、犠牲的で無私無欲な行為をも行
いうることを指摘している[Le Bon (1895): 36/69]。
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カチャカチャなる音」(das Klirren von Spiegeln) [Canetti (1964 a): 91/122]など、不快な
音が強調されている。これらの音が、破壊行為に際する人々の喜びを表現しているのであ
る。
フェートは、この戯曲において、火と「騒音」(Lärm)が二重の意味を担うことを指摘し
ている。一つは、
「具体的でアクチュアルな破壊を表現するもの」(Ausdruck ganz konkreter,
aktueller Zerstörung) [Feth (1980): 157]、もう一つは、群衆の「耳に聞こえる[群衆の：引
用者]の増大の記号」(das hörbare Zeichen ihres Wachstums) [Feth (1980): 158]である。
具体的でアクチュアルな破壊とは、鏡の破壊であり、自己像の破壊を意味する。破壊音に
加え、この場面には、カルダウン家の赤ん坊の泣き声が繰り返し挿入されているが、その
泣き声には、
「歓声を上げて」(jauchzend) [Canetti (1964 a): 91/122]というト書きが付され
ている。この喜びに満ちた泣き声は、まさに「新鮮な生命の力強い響き」、「新しく生まれ
たものの叫び」を体現しており、自己像を捨てることによってもたらされる喜ばしい未来、
群衆という新しい存在の誕生を暗示している。また、「耳に聞こえる記号」として、次第に
増幅する破壊音が、人々が広場に集って数を増してく様子を示している。破壊音は火と対
を成して、群衆の形成・増大を象徴するシンボルとなり、群衆の凝集力となる。火という
視覚的側面のみでは、群衆形成の条件を満たさず、そこには破壊音という聴覚的側面が必
要とされるのである。
群衆形成に直接関わる要素ではないが、この戯曲の中で重要な役割を果たす聴覚的効果
として、「音響上の仮面」についても言及する必要があるだろう。第二章で述べたように、
カネッティは一作目の戯曲『結婚式』で、既にこの手法を用いていた。「音響上の仮面」に
は四つの機能があった。第一に、朗読する際に登場人物たちの違いを分かりやすく表現す
ることである。『虚栄の喜劇』においても、その特徴的な話し方によって、個々の人物の特
徴が際立っている58。第二に、「音響上の仮面」は、登場人物たちの社会的立場と価値観を
示していた。例えば、ナーダやフランツィのような社会的地位が低いとされる人たちほど
訛りが強く、フェーンやレーダのようなインテリは標準語を話している。第三に、登場人
物たちの名前が「音響上の仮面」として彼らの特徴を表していた。ファント(Fant)は「青二
才の若者」、「軽薄な若者」という意味であり、この人物の特徴を表している。また、ガー
ラウス(Garaus)は、第三部で妻を殺してしまうが、彼の名前はその凶行を暗示している59。
第四に、「音響上の仮面」は、仮面としての機能を持っていた。登場人物たちの性質を固定
し、人間の多様な性質を取り去って、彼らを硬化させる働きである。彼らの硬直状態は、
『結
婚式』よりも深刻である。登場人物たちの硬直状態は、鏡を見られないことに起因してい
るが、「鏡の禁止」がもたらしたこの弊害は、第二部に描かれている。

58

登場人物の幾人かにはモデルが存在する。例えば、売春宿の女主人エミーリエ・ファン
トのモデルはアルマ・マーラー、その息子フランソワ・ファントはアンナ・マーラー、ヴ
ォントラークはフリッツ・ヴォトルーバである[Hanuschek (2005): 304f./ (上)406]。
59 “jmd. den Garaus machen”は、
「…を殺す」という意味の熟語である。
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３．５．鏡像のひずみ
『虚栄の喜劇』第二部は、
「鏡の禁止」が交付されて十年後の設定とされている。禁止は、
既に日常の一部として彼らに受け入れられている。この社会では、禁止の遵守を徹底すべ
く、誰もが他者を監視し、密告をし合う。先に述べたように、シャーケルルの作った自治
組織が、「虚栄の禁止」を取り締まるために暗躍する。しかし鏡の破片は秘密裏に取引され
ている。第二部には、鏡に代わって、その代用となる様々なモチーフが登場する。そこに
自分の姿を映すことのできる、水溜りやガラス、あるいは他人の目などである。そして、
それら様々な代用品の中で、自分の姿をそこに映すことはできないにもかかわらず、歌が
鏡の代用として重要な位置を占めることとなる。
Rechts und links einige niedrige Häuser. In die Mitte mündet eine zweite Straße,
die von weit her kommt. Jedes Haus hat eine eigene Farbe. Die eine wie die andere
Straße hinunter schlägt ein Wirrwarr von tausend Liedern und vereinigt sich an
der Kreuzung zu einem zweifachen stehenden Lärm. […] Offenbar hat jeder dieser
Mensch sein eigenes Lied und übt es aus Leibeskräften.
左右に数件の低い家屋。遠くの方から伸びた二番目の通りが、真ん中に繋がっている。
どの家も独自の色をしている。いずれの通りでも数多くの歌が入り乱れて鳴り響き、
それが交差点で、二倍の固定した騒音に統一される。[…] 明らかに、一人一人が自分
の歌を持ち、それを力一杯練習している。[Canetti (1964 a): 102/138]
第二部は、以上のようなト書きによって始まる。あらゆる人々がそれぞれの歌を歌い、そ
れを練習している。フェーンはこの歌の役割を次のように分析している。
Föhn: Jeder Mensch hat heute sein Lied, das ihm allein gehört und das ihm
niemand wegnehmen kann. Ich begreife das. Man will sich wenigstens hören, auf
eine ganz bestimmte Weise hören, wenn man sich nicht sehen kann.
フェーン：今日どんな人でも、自分一人の、誰にも奪われることのない歌を持ってい
る。私には理解できる。人は、自分の姿が見えないのであれば、せめて自分の声を、
絶対確実な方法で聴きたがるものだ。 [Canetti (1964 a): 136/188]
歌は鏡の代わりとして、自己確認の手段となっているのである。「自分自身を見ること」は
禁じられているが、聴くことは禁止されていない。視覚の強制的な制限は、徐々に登場人
物たちの聴覚を研ぎ澄まし、自分の歌に失われた自己像の代用を見つける。彼らは声の響
きという「音響上の仮面」によって自己を再認識し、それによってアイデンティティを取
り戻そうとするのだ[Meidl (1994): 158] 。しかし、皮肉なことに、この「歌」とは大衆的
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で陳腐な流行歌である。彼らは、自分を表現するために作った歌ではなく、ありふれた流
行歌で自己同定をしようとするのである。
第一部で、人々は「平等」を求めて群衆となり、現実の満たされない自己像を打ち棄て
るべく鏡を破壊した。彼らは熱狂的に「鏡の禁止」を受け入れた。しかし第二部では、鏡
の闇取引の流行という現状や、人々が鏡の代用を求める姿から見て取れるように、登場人
物たちは「鏡の禁止」に抵抗する動きを見せている。彼らが望んだ禁止は、いまや命令と
して彼らを縛るもの、忌むべきものとされるようになったのだ。第一部では、個人が平等
を求めて人と人との間の距離を排し、群衆となったが、第二部では、彼らは再び境界と距
離を保ち、隔たりと序列を持ち始める。第一部の舞台であった広場には、今、人々の姿は
ない。第二部では舞台があらゆる通りの住居へと移される。この舞台設定からも、個から
群衆、そしてまた群衆から個へと転じる、一連の群衆運動の流れが看取される。しかし、
第一部の最初の個と、第二部に見られる個の間には質的変化が生じている。この質的変化
を考察していこう。
人々が熱狂して群衆となり、鏡を破壊したのは、自我理想を求めて満たされない自己像
を破壊するためであった。鏡を破壊した彼らはもう、そこに映された自分の姿を見ること
がない。鏡像の助けによって自分自身を認識することは、登場人物たちに禁じられている。
鏡の禁止により、彼らは自分たちの姿や表情の動きを観察できないでいる。この時、彼ら
の内面にある問題が生じる。彼らは、現実に近づく手立てを失い、自己を認識できなくな
るのである [Meidl (1994): 147]。理想の自我を持つこと自体は人格形成にとって必要なこ
とである。自我理想と比較して、現実の自己を検閲することができるからだ。しかし現実
の自分が見えていない『虚栄の喜劇』の登場人物たちは、自我理想を現実の自己と同一視
し、自分を発展させることができないでいるのだ。アクセル・ギュンター・シュトイスロ
フも、鏡の喪失を自我形成の弊害として捉えている。鏡を確認することによって、他者か
ら自我が切り離されるが、『虚栄の喜劇』の登場人物たちにはそれができない。そのため、
自己認識を欠いた人々はナルシスのように鏡に捉われ、社会的自我を形成できないという
のである[Steussloff (1996): 89f.]。秩序化された鏡の剥奪は、人々の鏡像を固定し、自己認
識を妨げている。
鏡を見ることのなくなった人々は、自己批判を行うことがない。欠点を持った現実の自
己は、忘却の淵に沈められる。鏡を見たいと切望していた使用人のマリーは、ようやく鏡
の破片を入手し、それを覗き込むのだが、鏡に映った自分の姿を見るやいなや、怒りを露
にして叫ぶ。
Marie: […] A was, falsch ist er! Falsch!
マリー：[…] まあ、なんてこと！これは間違いだわ！間違いよ！ [Canetti (1964 a):
142/196]
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別の機会にフランツィがマリーに鏡を見せてやろうとした時も、彼女は鏡に映った自分の
姿を否定する。
Marie (wild): Falsch ist er! Dreck ist er! Spiegel das? Dreck das? Brauch ich nicht
Dreck! Falsch brauch ich nicht! Glaubst, schau ich so aus! Gar nie schau ich so aus!
マリー（荒々しく）：これは偽物よ！下らないものよ！鏡だって、これが？下らないも
のはいらない！偽物なんていらないわ！私がそんな風に見えるとでも言うの！全然そ
んな風には見えないわ！ [Canetti (1964 a): 144/200]
マリーは鏡を捨て、長年におよび鏡に写った自己の姿を見ないでいたたために、もはや本
来の自己を忘れ、理想の自己像しか持っていなかった。しかし現実の自己と理想の自己は
乖離している。そのため、実際に自分の姿を眺めた時、彼女はそれに耐えられなかったの
だ。「鏡の禁止」を目指して群衆となった十年前の人々は、鏡像を棄てることで自己の内部
に理想の自己像を求めた。しかし、禁止から十年後の人々がその理想の自己像に鏡像を重
ねようと試みる時、鏡像にはひずみが生じる。
「自我理想」と現実の自分を吟味するためパ
ラメーターが狂うのである。登場人物たちが思い描く自己像は、彼らの個性を制限するこ
とに一役買う。自分たちが思い描くたった一つの自己に固執することで、彼らは、本来あ
るべき多様性を持つ自己に目を向けないからである。
テレーゼ・クライスは、登場人物の中で鏡の禁止を遵守する数少ない人物のうちの一人
である。彼女はふとしたきっかけで鏡を見てしまった時、そこに映った自分の姿を悪魔だ
と思い込む。
Terese (leise winselnd): Der Teufel! Der Teufel!
テレーゼ（小声ですすり泣きながら）：悪魔よ！悪魔！[Canetti (1964 a): 131/181]
「悪魔」という言葉は、第一部でブローザムが、教会の名の下に、人々に鏡を捨てさせる
ため、使っていた言葉である。狂信的なテレーゼは「禁止」から十年がたった後も、その
言葉を一心に信じていたのである。フェートによると、権力構造の中で、個性は悪以外の
何ものでもない[Feth (1980): 192]。権力に迎合するテレーゼにとって、個性は剥奪されな
ければならないものである。彼女は、自分自身の価値を完全に失っているのである。権力
という観点から鏡像の禁止を考察すると、政府の目的は、個々人の鏡像を破壊することに
あった。自己認識が不可能に陥った劇中の人々は、個性と自発性を奪われ、権力にとって
使いやすい人間にされているのである。
シュティークによれば、
『虚栄の喜劇』における革命の本質は、人間から自身の像を奪い、
彼らから自意識を取り去って、彼らを一様な群衆の一部に変えるという点にある[Stieg
(1990): 148]。自己認識、個人の意識が奪われることによって、全ての人間が一様な、群衆
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の一部としての自我が生まれるのである。第一章では、群衆について論じた五つの論考か
ら群衆論の系譜を浮かび上がらせようと試みてきたが、その中で最も重要な論点の一つと
なっていたのは、群衆と指導者という対概念であった。ル・ボンによれば、群衆の中で意
識的な個性を失った人々に指導者は暗示をかけ、彼らを支配した。「鏡の禁止」という命令
には、人々が個を廃して群衆化するための仕掛けがされているのではないだろうか。鏡を
失ったことで、個性を失った人々はみな一様の群衆と化す。そして、この群衆を政府は意
のままに操る。政府は「鏡の禁止」によって、権力を行使する客体としての群衆を作り出
すのである。
鏡の禁止によって自己意識を失わせることには、それによって共通の理念を打ち立てる
という目的もある。フェートは、ナチスにおけるイデオロギーを引き合いに出し、鏡像の
破壊が人々のナルシシズムを高めるためのものであったと分析する。自我理想のような個
人のナルシシズムではなく、集団のナルシシズムを高め、
「国家的虚栄」を生んだという指
摘である[Feth (1980): 137] 。『ナルシシズム入門』では、自我理想が集団心理学を理解す
るための重要な道であるとされていた。この自我理想には個人的な部分だけではなく、社
会的な部分があり、この理想は家族や、階級、国家の共通の理想となることがあるという
のだ[Freud (1914): 169/273]。第一章で述べたように、
『集団心理学と自我分析』において、
フロイトは「同一化」によって集団と指導者の関係を説明した。組織化された、持続的な
集団では、本来、自己に向かうはずの愛の対象が、指導者に向かった。そこでは自我理想
が放棄され、指導者の中に具現化された集団理想に代わった。鏡を十年も見ていない『虚
栄の喜劇』の人々は、現実の自己像を見失い、思い思いの自我理想を抱いていた。しかし、
彼らはこの自我理想では満足できず、より大きな他者理想を求めて、指導者を必要とする
のである。シャーケルルという指導者は、第二部において人々のリビード的代用である。
第三部ではシャーケルルに代わってフェーンが権力を握り、彼が集団理想となる。人々に
とって誰が指導者かは問題でない。権力者は具現化された権力であり、民衆の欲求を満た
すための存在なのである。
先述のように、第三部では、シャーケルルに代わってフェーンが権力者の座に就く。第
三部で、彼は「鏡の間」と呼ばれる、鏡が張り巡らされた劇場に集まった人々に向けて演
説する。フェーンという名前は、フェーン現象60を暗示している。この名前を音響上の仮面
と捉えるならば、フェーンは、暖かい風のように登場人物たちを捕らえ、彼らから平常心
を失わせるという役割を担っている。マイドゥルによれば、鏡を禁止され、視覚を強制的
に制限された人々は聴覚が敏感になっており、フェーンはまさにその機会を狙って演説を
行う[Meidle (1994): 158]。研ぎ澄まされた彼らの耳に、拡声器を通して彼の「荒々しい声」
(eine tobende Stimme) [Canetti (1964 a): 175/240]が鳴り響くのである。演説者の外見や身

60

フェーン現象とは、元来、アルプス北麓に吹き下ろす極地風の名であり、山を越えて平
地へ吹き下ろす乾燥した高温の風である。空気が山腹を上るときは冷却して雨を降らし、
山腹を下りるときは温度が上がって乾燥する[デジタル大辞泉]。
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振りといった視覚的情報が遮断されると、聴覚的情報のみが聴衆に伝えられる。それゆえ、
聴衆を動かす力が声に集中される。
Ich lasse die Fenster offen nachts und spüre, wie sie auf jedes meiner Worte
lauschen.
夜に窓を開けっぱなしにしていると、彼らが僕の言葉を一言も逃すまいと耳を澄まし
ている気配がするのだ。[Canetti (1964 a): 136/167]
この発言に見られるように、フェーンは自分の声の作用を熟知している。カネッティは、
ウィーンでのデモに際し、「私はさながら鳴り響く風の中にいるようだった」と語り、群衆
内での熱狂・忘我の状態を風に例えていた。フェーンの声には、暖かい風のように、群衆
を高揚させる「Lärm」としての力がある。
群衆を熱狂させる声とともに、「拍手器」(Klatschapparat) [Canetti (1964 a): 171/237]
という機械によっても、聴覚的効果が高められる。「拍手器」とは、ボタンを押すと拍手の
音が流れる機械で、フェーンはその機械を用いて、自分の演説の合間に人工的な拍手の音
を挟もうとする。拍手の効果は、ナチスの宣伝映画においても利用された。高田博行によ
れば、映画『意志の勝利』の演説のシーンでは、一分に一、二回の頻度で、六秒から二十
秒までの長さの拍手喝采の場面が挿入されているが、これは拍手の音が聴衆を高揚させる
からだという[高田 (2014): 169f.]。拍手器によって作り出される音は、第一部で火のそばに
響いていた「歓声」と同様、群衆を熱狂させる効果を持っている。
カネッティは、『群衆と権力』の中で、劇場やスポーツの試合における観客も、群衆とみ
なしている。なぜなら、彼らは個々の存在として席に座っていながらも、自分たちを統一
された存在だと感じているからだ[Canetti (1960) : 36/(上)33]。カネッティは、このような
群衆を「停滞する群衆」(die stockende Masse) [Canetti (1960) : 36/(上)33]と呼んでいる。
そして、この停滞する群衆に関連して、「拍手」という行為を考察している。
Aber ihre spontanen Reaktionen darauf sind nun eingeschränkt. Selbst der Beifall
hat seine vorgeschriebenen Zeiten, und meist klatscht man tatsächlich nur, wenn
man klatschen soll. Aus der Stärke des Beifalls allein ist zu entnehmen, wie sehr
man Masse geworden ist; er ist der einzige Maßstab dafür und wird von den
Schauspielern selber so gewertet.
しかし、それ[舞台：引用者]に対する彼らの自発的な反応は制限されている。彼らの拍
手にしても、時間が定められている。実際、人々は、みんながまさに拍手をするもの
と期待されている瞬間にしか、拍手をしないものである。拍手の強さは、彼らがどの
程度まで群衆化したかを見る唯一の手掛かりである。拍手は群衆の唯一の尺度であり、
だから、俳優たちによってもそれほど評価されるのである。[Canetti (1960) : 39/(上)37]
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拍手の強さが、人々の統一感を表す。それゆえ、拍手を浴びる者は、群衆の強度を拍手で
測るのである。また、『群衆と権力』の別の章にも、拍手喝采に関する短い考察がある。
Auch Beifall und Applaus lassen sich als Ausdruck eines Vermehrungswillens
betrachten. Bestimmte Regungen oder Äußerungen, die als vorbildlich gelten,
werden durch Applaus, gekräftigt und ihre Wiederholung veranlaßt. Dem Zwange,
der von tausend klatschenden Händen ausgeht, vermögen nur wenige sich zu
entziehen: Die Produktion des Applaudierten muß sich vervielfachen.
拍手喝采もまた増殖への意志の表現とみなすことができる。模範とされる特定の動作
や言葉は、いわば喝采によって力づけられ、反復の可能性が高められる。音楽会で拍
手する一千の手の強制に反抗しうるような人間はほとんどいない。拍手喝采を浴びる
、、、、、、、、
行為は、必ず繰り返されなければならないのである。[Canetti (1960) : 495/(下)225]
拍手喝采によって、模範とされる人物、すなわち権力者が力づけられる。そのため、権力
者は繰り返し拍手喝采を浴びることを欲する。群衆の方でも、拍手をやめることができな
い。なぜなら、拍手が群衆の基本性質である「増殖への願望」を満たすからである。
アンドレアス・プラットハウスは、拍手が人々の群衆化の程度を図るだけでなく、「停滞
する群衆」を「リズミックな群衆」に変えると指摘している[Platthas (1995): 387]。一人
の観客が拍手を始めると、他のものが後に続き、拍手は増幅される。それに伴い、このリ
ズミックな群衆は、足音の場合と同様に、自分たちの増殖を感じる。しかし、プラットハ
ウスによれば、劇場におけるリズミックな群衆は、増殖という群衆の基本性質を持ち合わ
せているだけではなく、閉ざされた空間の中にあるがゆえに、持続性を兼ね備えている
[Platthas (1995): 388]。フェーンの拍手器は、人々を熱狂させ、彼らに統一感を与えるだ
けでなく、群衆に持続性を生むための装置となっているのである。
演説の内容に目を転じると、フェーンが群衆の新しい指導者として呈示するイデオロギ
ーは内容のない美辞麗句や引用、ことわざから構成されている[Strucken (2007): 249]。ル・
ボンは「群衆が心象でしか物事を考えられないこと」(Die Massen können nur in Bildern
denken ) [Le Bon (1895): 44/83]を指摘し、そのため、想像力を刺激する術を心得ることが、
群衆を支配する術を心得ることであるとしている[Le Bon (1895): 85]。フェーンは人々の想
像力を掻き立てるために、具体的な言葉をあえて避け、曖昧な言葉を使っているのである。
フェーンは第一部で鏡を禁止する必要性を説いていたが、第三部では翻って、鏡を取り戻
そうと人々に呼びかける。このようにフェーンには一定の理念がないが、群衆はそのつど
彼の演説に影響を与えられる。彼が「もしわれわれが女の子であり、若かったならば、そ
れに対する理解力を持っているだろう」(Wären wir Mädchen und jung dazu, so hätten
wir Sinn und Verständnis dafür.) [Canetti (1964 a): 176/245]と述べると、若い六人の娘た
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ちがその言葉に感化される。また「われわれは大人になっていないというのだろうか」(Sind
wir nicht mündig und erwachsen?) [Canetti (1964 a): 176/245]と述べると、早く大人扱い
されたいと思っているカルダウン家の長男が心を動かされる。フェーンは人々に訴えかけ
る言葉を心得ているのである。第一部では群衆から距離を置いていたバールロッホや、第
二部で「四×四人組」の指導者となったシャーケルルでさえ、フェーンの言葉に突き動かさ
れる。
フェーンの主張が第一部と第三部で異なっていたように、彼に理念はないが、共通する
部分も認められる。それは、「女性的」なものへの嫌悪である。第一部では「女性的虚栄」
が社会に害悪をもたらしていると説き、「私たちは女性化してしまった。それが私たちの不
幸だ」(Wir sind verweiblicht. Das ist unser Unglück) [Canetti (1964 a): 87/116]と述べて
いる。第三部でも「軽薄な者よ、汝の名は女なり」(Leichtsinn, dein Name heißt Weib!)61
[Canetti (1964 a): 176/245]という言葉に表れているように、女性蔑視的発言が継承されて
いる。それと呼応するように、女性的虚栄について語る時の自分を「より男らしい」
(männlicher) [Canetti (1964 a): 88/117]と形容している。フェーンの女性嫌悪の源泉はどこ
にあるのだろうか。
1903 年に初版が公刊された、オットー・ヴァイニンガー『性と性格』Geschlecht und

Charakter(1903) は、1925 年には 26 版を数え、ドイツ語圏だけでなく、世界各国で翻訳
され、大きな反響を呼んだ62。カネッティも自伝の中で、1920 年代当時のウィーンでは、
オットー・ヴァイニンガーの『性と性格』は、既に 20 年前に刊行されていたにもかかわら
ず、依然としてどんな討論の際にも話に出たと語っている[Canetti (1980) : 115/151]。ヴァ
イニンガーは、この書において、女性は個性も自意識も道徳ももたない客体的存在である
とし、その特性をユダヤ人と結びつけた63。シュティークは、カネッティの小説『眩暈』に
おける女性の蔑視やユダヤ人憎悪に鑑み、この作品をヴァイニンガーの理論体系の文学的
権化であるとしている[Stieg (1990): 127]。社会の問題を「女性化」に帰するフェーンには
『眩暈』の登場人物たちに共通する女性嫌悪が見られる。ヴァイニンガーの理論に従えば、
男性が主体、女性が客体であるため、男性の意志は女性に影響を及ぼす。それゆえ、女性
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この言葉は、父の死後まもなく、叔父と結婚してしまった母に対して、ハムレットが言
ったセリフ「弱き者よ汝の名は女なり」(Schwachheit, dein Nam ist Weib [sic])
[Shakespeare (1603): 15]をもじったものであると考えられる。
62 『性と性格』394 頁。翻訳者である竹内章の解説を参照した。
63 ヴァイニンガーは、まず、第一部で、人間は男性的性質と女性的性質を併せ持った存在
であることを生物学的に説明する。第二部では男性は一般に、自意識を持った倫理的存在
で、主体的であり、天才は男性にしかいないとし、一方、女性は個性も自意識も道徳も持
たない、客体的存在であるとしている[Weininger (1903): 360/324]。女性は娼婦と母親とい
う二つのタイプに分けられるが、いずれにしての性的本質を持つ[Weininger (1903):
307/255]。ヴァイニンガーによれば、女性のもっとも普遍的にして固有の本質は、すべての
男女を結び付けようとする媒合の性質にある[Weininger (1903): 349/293]。終章では、ユダ
ヤ人の男性仲介による結婚の多さを理由に、これが媒合という女性特有の性質を示すとし、
ユダヤ人と女性の共通性を指摘している[Weininger (1903): 416/346]。
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は全員暗示にかかりやすく、それどころかすすんでかかりたがるとされた[Weininger
(1903): 365/302]。客体としての女性が、男性に力を与えるというのである。被暗示性は、
ル・ボンの定義した群衆の第一の条件であった。また、ル・ボンは暗示にかかりやすく、
感情的で興奮しやすいといった性質から、
「群衆というものはどこにおいても女性的なもの
である」[Le Bon (1895): 21/44]と述べている。フェーンが男らしくありたいのは、女性的
な群衆と自分とを差異化するためであり、さらにはこの女性的な群衆をコントロールする
男性的指導者というポジションを確保したいためであると言える。
『虚栄の喜劇』では、着飾ることによってうわべを取り繕う「女性的虚栄」のみが問題
とされ、名誉欲などのいわゆる「男性的虚栄」は問題にされていなかった。フェーンは「女
性的虚栄」を弾劾していたが、実はフェーンこそが名誉欲に執着する、もっとも「男性的
虚栄心」が強い人物なのである。
フェーンの演説に触発された人々は、鏡像を求めて団結し、再び群衆を形成する。終幕、
登場人物たちは「わたし！わたし！わたし！」(ICH! ICH! ICH!) [Canetti (1964 a) :
178/248]という叫びをあげる。これは、抑圧されていた自我の爆発と言えるだろう。しかし
「その叫びは正規の合唱にはならない」(Es wird kein rechter Chor daraus.) [Canetti
(1964 a) : 178/248]という最後のト書きが示すように、カネッティはこの「自我」を肯定的
に捉えてはいない。マイドゥルは第三部に表れたこの自我を、自分自身に閉ざされた自我
だと指摘している[Meidl (1994): 161]。過度に個性を求めることが、登場人物たちの連帯感
を破壊している。鏡の間での連帯は見せかけのものであり、個々人は新たな指導者を迎え
入れたに過ぎないのである。
Auf einer Insel im Hintergrund erhebt sich langsam das Denkmal von Heinrich
Föhn.
背景の孤立した場所に、ハインリヒ・フェーンの記念像がゆっくりと立つ。[Canetti
(1964 a): 178/248]
新しい権力者の到来を告げるかのようなこのト書きで、『虚栄の喜劇』は幕を引く。
第一部から第二部におけるシャーケルル、そして第三部におけるフェーンの権力掌握に
見られるように、『虚栄の喜劇』は権力者の盛衰という歴史の一幕を描いている。しかし、
これまで論じてきたように、その歴史を形作るのは、シャーケルルやフェーンといった権
力者ではなく、群衆であった。第一部と第三部で形成された群衆は、それぞれ性質の異な
る二つの群衆であった。第一部で、人々は鏡を破壊し、写真や絵を燃やそうと広場に集っ
たが、彼らをまとめ、導いたのは、リズムや破壊音といった聴覚的要素、そして自我を捨
てて群衆の一部となろうとする人々自身の意識であった。ヴォントラークの「Wir」という
呼び声は、集団としてのアイデンティティと一体感を生み、群衆形成に寄与した。第二部
で「指導者」となるシャーケルルは、第一部で政府の公示を触れ回るが、彼が指導者とし
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て人々を扇動し、群衆を広場に導いたわけではない。それは、カネッティがウィーンのデ
モで経験したような、指導者のいない、自発的に形成された群衆だったのである。一方、
第三部では、フェーンという指導者を凝集力として、群衆が形成された。
『虚栄の喜劇』は、
カネッティが語ったように、「群衆を戯曲形式で描いた」作品であり、これまで考察してき
たように、第一部と第三部で、それぞれ異なる群衆形成の過程が描写されていた。
群衆というこのテーマはしかし、カネッティにとって権力と分かちがたく結びついてい
る。群衆とそれを操作する権力者の関係も、この戯曲の主題となっているのである。『結婚
式』で描かれていたのは、家族を舞台とした、所有権と「生き残ること」を巡る権力闘争
であり、群衆は問題にされていなかった。一方、『虚栄の喜劇』では、時代も場所も特定さ
れない架空の社会を舞台に、権力者と群衆の関係に光が当てられている。カネッティは、
ナチスの台頭という焦眉の出来事を異化し、不条理な全体主義的世界を描いているのであ
る。
ジグリットは、『群衆と権力』は権力のある者によって利用される群衆が常にあるという
カネッティの答えだ、としている[Sigrid (1985): 124]。『虚栄の喜劇』の中にも、シャーケ
ルルやフェーンといった権力のある者によって利用される群衆が存在した。第一部では、
指導者不在の状態で群衆が形成されたが、群衆がいったん形成されると、それを利用しよ
うとする権力者が第二部で現れた。第三部では、群衆形成の段階から、指導者・権力者が
存在した。しかし、この作品における群衆は、権力者によって権力を行使されるばかりで
はない。シュティークは「この戯曲は、全体主義的権力が自己像を犠牲にし、人格の自己
抹殺を受け入れようと自己を駆り立てる群衆の衝動によってのみ成立することを示してい
る」とする[Stieg (1990): 148]。群衆の一部となるために人々は写真を燃やして自己像を破
壊するが、それは押し付けられたものではなく、人々自身の欲求によるものである。ニー
チェやル・ボンを経て、フロムやライヒに受け継がれた、自由と服従の問題がここに表れ
ているのではないだろうか。カネッティは『群衆と権力』で、
「接触恐怖」から逃れるため、
また群衆内部での「平等」を求めて、群衆が形成されると説いた。しかし、その「平等」
状態は群衆内部でのみ維持されるものであり、群衆が密集した状態が解消されてしまえば、
彼らはまた不平等な状態に戻る。それゆえ、第三部に見られたように、一人の指導者の下
での絶対的平等状態を求めて、かれらは権力者を擁立する。全体主義はこうした群衆衝動
によって成立する。人々自体が権力者を望み、自ら進んで群衆になるのである。この戯曲
で描かれているのは、群衆を利用して権力を獲得しようとする権力者と、権力者のイデオ
ロギーに依存した群衆運動であると同時に、人間、すなわち「無力なものの権力ある者へ
の依存」[Feth(1980): 128]でもあるのだ。

第四章

『猶予された者たち』－死との闘い

４．１．Tod と Sterben
「私の人生の実に具体的で真剣で責任ある目標は、人間のために不死を獲得することだ」
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(Das ganz konkrete und ernsthafte, das eingestandene Ziel meines Lebens ist die
Erlangung der Unsterblichkeit für die Menschen) [Canetti (1972 b) : 56]。1943 年の断想
に、カネッティはこう記している。また、1971 年の断想では、死は「闘われるに値する唯
一の闘い」(der einzige Kampf, der es wert wäre, gekämpft werden) [Canetti (1972 b) :
355]であるとしている。この二つの断想に限らず、1940 年代から晩年に至るまで、あらゆ
る断想や評論、講演の中で「不死の獲得」、「死との闘い」というカネッティの想念は、連
綿と続いていく。
Canettis jahrzehntelange Bemerkungen‚ ‚gegen den Tod‘ gehen einem auf die
Nerven. Sie sind unklar, manchmal wirken sie wie glatter Unsinn, sie schließen
sich nie zu einer konsistenten Argumentation zusammen, er sagt immer wieder
dasselbe - und schließlich, wer ist nicht ‚gegen‘ den Tod? Diese hartnäckigen,
manchmal kindlich trotzigen und immer aufs neue wiederholten Tiraden sind ein
Ärgernis.
カネッティは「死に抵抗」する発言を何十年にもわたって行ってきたが、その発言に
は神経を逆なでするところがある。真意がはっきりとせず、時には全くのナンセンス
にしか思えず、首尾一貫した論証には決してまとめられていない。カネッティが繰り
返し述べているのは同じことである。死に「抵抗」しない者などいない、と結局は言
っているのだ。執拗で、場合によっては駄々っ子じみていて、つねに新たに繰り返さ
れるこのおしゃべりは、一種の怒りである。[Hanuschek (2005): 644/(下)420]
ハヌシェクは、カネッティの「死との闘い」を以上のように捉えている。真意の不明確な
ままに、「一種の怒り」をもって繰り返されてきた、死に対するカネッティの発言は、詰ま
るところ、「死に『抵抗』しない者などいない」という主張に終わるという。しかし、死は
全ての人間に訪れるものであり、人間が決して抗えないものの一つと言える。カネッティ
は本気で肉体的な人間の不死を獲得しようとしていたとは考えられない。では、カネッテ
ィにとって「死との闘い」とは、一体何を意味するのであろうか。
イシャグプールは、カネッティの「死との闘い」を、権力と結びつけて解釈している。
イシャグプールによると、カネッティが死というものを憎むのは、「それがいろいろさまざ
まな形に組織されて、われわれの世紀とその歴史を支配してきたから」[イシャグプール
(1996): 12]である。ジョーン・パッティロ＝ヘスは、カネッティが死を憎むのは、それが権
力と結びついているからだと指摘している[Pattillo-Hess (1990): 11]。フランツ・シューは、
『群衆と権力』において「死はすべての交差点」であると述べている[Schuh (1988): 18]。
なぜなら権力に関わる複数の要素が、人間の死に基づいているからである。『群衆と権力』
では、他人が死んだ後に「生き残ること」が権力の要素として論じられており、これは『結
婚式』の主題となっていた。また、死を起源とする「命令」が権力との関係の中で語られ
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ていたが、『虚栄の喜劇』には、この「命令」の問題が反映されていた。『群衆と権力』に
限らず、これまで考察してきたように、カネッティは常に、死を権力との関連の中で語っ
てきたのである。『猶予された者たち』は、特に「死」が主題として全面に現れた作品であ
るが、ここにも権力との関連があるのだろうか。
序論で述べたように、『群衆と権力』は、「ファシズムの根源を暴くこと」を目的とした
研究である。カネッティは 1948 年から 1959 年にかけての『群衆と権力』の執筆期間中、
この研究に専念するために、どんな文学的な仕事もしないことを心に決めた[Canetti (1972
a) : 98/150]。しかし、1952 年、自らその禁を破って『猶予された者たち』の執筆に着手し
た。なぜカネッティは最大の関心事であった群衆研究を中断し、この戯曲の創作に取り掛
かったのだろうか。
『猶予された者たち』と『群衆と権力』は、執筆期間が重なることから、
その思想的連関が、しばしば指摘される。例えば、イザベラ・ユストは、『猶予された者た
ち』が『群衆と権力』の理論を戯曲という形に置き換えられたものであると述べている[Just
(1997): 5]。しかし、カネッティが敢えて『群衆と権力』の執筆を中断し、戯曲の執筆に取
り掛かったのは、単なる理論の置き換えではなく、『群衆と権力』では語りえなかったこと
を、戯曲という形式で表現するためだったと考えることができるのではないだろうか。本
章では、死と権力という二つの著作に通底するテーマを軸に据えながら、その「語りえな
かったこと」を探る。また、『猶予された者たち』に描かれた「死」を読み解くことによっ
て、カネッティの「死との闘い」が意味するところのものを考察する。
『猶予された者たち』は、『結婚式』、『虚栄の喜劇』に続くカネッティ三作目の戯曲で、
1952 年から 53 年にかけて執筆された。『結婚式』が 1931 年から 32 年にかけて、『虚栄の
喜劇』が 1933 年から 34 年にかけて書かれているので、この二作品と『猶予された者たち』
の執筆期間には実に 20 年の開きがある。前の二作品に特徴的だった「音響上の仮面」はこ
の作品から姿を消しており、登場人物たちは、標準ドイツ語を使って話している。この作
品は、
「旧の時代のプロローグ」(Prolog über die alte Zeit)と題されたプロローグと、13 の
場面から成る第一部、9 つの場面から成る第二部で構成されている。全ての場面がそれぞれ
二人の人物の対話形式で描かれており、読者はこれらの会話から事実を組み立て、『猶予さ
れた者たち』の社会の「協約」、人々を取り巻く状況を知覚していく。
『猶予された者たち』
の社会では、誰もが自分の死ぬ「瞬間」(Augenblick)を知っており、この「瞬間」というも
のは、制度化されてもいる。人は生まれるとすぐにカプセルを首に掛けられるが、カプセ
ルの中にはその人の正確な生年月日と没年が記された紙が入っている。人はそこに記され
た没年の誕生日に死ぬとされている。人が死亡した際、「カプセラン」(Kapselan)64と呼ば
64

このカプセランのモデルは、ヘルマン・シェールヒェンという指揮者であると考えられ
る。カネッティとシェールヒェンは、作曲家グスタフ・マーラーの娘で画家・彫刻家のア
ンナ・マーラーを巡る恋敵の関係にあった[Canetti (1985): 69-80/92-108]。1933 年、カネ
ッティはシェールヒェンの招待を受け、アンナとともに、ストラスブールで行われた音楽
祭を訪れた[Canetti (1985): 62/81]。音楽祭の夜、シェールヒェンは突然、客の手相を見る
と言いだした。彼は客の特性や将来性には一切触れず、皆がどれだけ生きられるか、その
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れる人物が亡くなった人のカプセルを開け、その中の紙に記載された「瞬間」通りにその
人が死んだかを確かめる。カプセルを開けることができるのはこのカプセランのみで、そ
の他の人々は、自分のものであれ、他人のものであれ、カプセルを開封することを国家に
よって禁じられている。人は、自分が生きる年数で呼ばれており、それが彼らの名前とな
っている。例えば、80 年生きる人であれば「八〇」、10 年生きる人であれば、
「十」という
名前である。このように名前によって、誰もが他人の生きる年数を知ることとなるが、自
分の実年齢を他人に漏らしてはいけない決まりとなっているので、正確にはあと何年で死
ぬのか、他人に知られることはない。長く生きる者、すなわち名前の数字が大きい者が「上
流」、数字の小さい者が「下流」、中くらいの者が「中流」とされている。主人公「五〇」
は、本当に人は定められたときに死ぬのか、「瞬間」は存在するのかということに疑問を抱
き、ある老婦人のカプセルを開け、それが空であることを知る。「瞬間」の嘘を暴いた五〇
は、町中にそのことを触れ回り、人々は再び、自分がいつ死ぬのかがわからない、不確か
な生を生きることとなる。人の死ぬ「瞬間」が「下流」「中流」「上流」という人々の社会
的関係を規定するという設定の本作では、死が物語において担う役割は大きい。
『猶予され
た者たち』では、死が中心テーマとされていると言える。この「死」というテーマ設定は
いかにしてなされたのだろうか。
イシャグプールによれば、『猶予された者たち』執筆の動機は、死に対する不安という、
カネッティの個人的な精神状態に存するところが大きい。
「死という問題が彼の思索の中心
を占めるようになったので、1952 年には再び『猶予された者たち』という戯曲を書いてい
る」[イシャグプール (1990): 8]。1939 年から本格的に着手した群集と権力の研究は、十余
年が経過した 1952 年時点で、いつ完成させられるのか、全く先の見えない状態だった。自
分が死ぬまでに『群集と権力』を書きあげることができるのだろうか、というカネッティ
の不安と焦燥が、自らの寿命への問いとなって『猶予された者たち』に表れたというので
寿命だけを告げた。シェールヒェンはカネッティに、三十歳までは生きられないだろうと
告げ、自分は八十四歳まで生きるのだと主張した[Canetti (1985): 82f./110ff.]。カネッティ
が告げられた寿命は客たちの中で最も短く、シェールヒェンのそれは誰よりも長かった。
シェールヒェンのこの姿を目にし、
「ついに、私は自分が理解し言葉で表現したいと思って
いたもの、つまり一人の独裁者を眼前にしたのであった」と記している[Canetti (1985):
81/109]。
『群衆と権力』の「権力の諸相」という章、「オーケストラの指揮者」という節で、カネ
ッティは指揮者が権力者以外の何ものでもないと述べている [Canetti (1960):
468-470/(下)189-193]。指揮者はオーケストラの団員を指揮によって従わせ[Canetti (1960):
468/(下)190]、聴衆にじっとしているように強いる[Canetti (1960): 469/(下)191]。カネッテ
ィは、
「演奏中、その作品からできた世界以外の何ものも存在すべきではないので、彼[指揮
者：引用者] は、ちょうどその間、彼は世界の支配者なのである Canetti (1960):
470/(下)193]」。カネッティは、一見権力とは無関係に思われる指揮者に、権力者の姿を見
ている。ここにシェールヒェンの名前は出てこないが、指揮者＝権力者とするモデルを、
カネッティはストラスブール音楽祭での例の一幕から考えついたものであろう。手相占い
によって、人々の死期を告げたシェールヒェンの行動に、カネッティは権力の匂いをかぎ
取ったのである。
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ある[イシャグプール (1990):132]。パウル・フレミングも、カネッティの作家としての焦
燥を『猶予された者たち』の執筆の動機として挙げている。二編の戯曲、『結婚式』と『虚
栄の喜劇』がなかなか出版の機会に恵まれなかったため、自分が死ぬまでに文学的成果を
収めることができるのかという焦りと、寿命への問いが契機となり、『猶予された者たち』
を執筆するに至ったというのである[Fleming (2008): 127]。
カネッティは 1975 年に行われたマンフレッド・ドゥルツァクとの対談で、『猶予された
者たち』はパリに入院していた、ある友人の死から生まれたと述べている[Canetti (2005 c):
312]。1944 年、カネッティは、この友人が末期癌に冒されていることを知るが、これが『猶
予された者たち』を執筆するに至った契機であるという[Canetti (2005 c): 312]。ハヌシェ
クによれば、この作品の執筆期間に、カネッティは友人のヘルマン・ブロッホ、マリアン・
ヴォトルーバ、フランツ・シュタイナーを相次いで失くしている。身近な人たちの死が、
カネッティに『猶予された者たち』という、死をテーマとした作品の執筆に取り組むこと
を決意させたというのである[Hanuschek (2005): 419/(下)99]。
作家としての焦燥、あるいは身近な人の死という個人的な動機から筆が執られたとして
も、『猶予された者たち』において、個々人の死は扱われていない。カネッティが「劇場は
全体としての公衆に関わるものだけを上演すべき」と考え、作家の使命を社会的責任に置
いていたことは、第二章で既に述べた。『猶予された者たち』において、社会全体において
死が担う役割に焦点を当てている。
『猶予された者たち』の世界では、死の脅威を巧妙に利
用した制度によって社会の秩序が保たれている。人間は生まれると同時に死期を定められ、
寿命の長短によって上流、中流、下流という階級のなかに組み込まれる。死期を定めるこ
とが階級社会を構築することに寄与しているのである。このように、カネッティは『猶予
された者たち』において、死を個人的なものとしてではなく、社会的な問題を孕んだ一つ
の現象として描いているのである。
フレミングは『猶予された者たち』における死を、以下のように考察している。
Die Schande des Todes wird durch eine Tatsache verdeutlicht, die eher eine
künstlerische Entscheidung Canettis als eine zwingende Konsequenz der
befristeten Gesellschaft zu sein scheint: daß nämlich der Tod als Prozeß kein
einziges Mal im Stück vorkommt. Es gibt kein Sterben, kein Leiden – nur Tote oder
Lebende.
死期が定められた社会が否応なく持つ帰結であるというよりはむしろ、カネッティの
芸術家的決断のように思える事実、すなわち過程としての死はこの作品には一度とし
て現れないという事実を通して、死の恥辱ははっきりと表れている。誰かが死ぬこと
はなく、苦しむこともない。死者あるいは生者がいるのみである。[Fleming (2008): 133]
『猶予された者たち』には Tod はあっても、Sterben はない、すなわち、過程としての死
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は存在せず、あるのは点としての死のみである。『猶予された者たち』には、老いや病とい
った死の過程が描かれておらず、死は「瞬間」として表現されることから、この論は妥当
性をもつと言える。フレミングの言う「カネッティの芸術家的決断」とは、過程としての
死を敢えて描かないことによって、死の問題に限定的に取り組むということを意味してい
る[Fleming (2008): 133]。確かに、「瞬間」としてのみ描かれることで、その人に固有の性
格を排した死が立ち現われ、Tod に焦点が当てられる。それでは、この作品に描かれている
Tod とは、一体何だろうか。
４．２．暴力の抑止と監視の働き
『猶予された者たち』のプロローグでは、二人の人物が「瞬間」の制度について話して
いる。まだ誰も「瞬間」を知らなかった過去について、二人のうちの一人はこう語ってい
る。
Der Andere: Aber das hätte doch niemand ausgehalten! Diese Unsicherheit! Diese
Angst! Da hätte ich ja keine Minute Ruhe gehabt! Ich hätte nichts anderes denken
können. Wie haben diese Menschen gelebt? Wenn man nicht einmal einen Schritt
vors Haus tun kann! Wie haben die Leute Pläne gemacht! Wie haben sie sich irgend
etwas vorgenommen? Ich finde das furchtbar.
もう一人：しかし、誰ひとり耐えられなかったはずだ！そんなにあやふやで！そんな
に不安で！一分だって気が休まらないさ！他のことなんて何一つ考えられないじゃな
いか。どうやって生きていたんだろう？一歩も家から出られないじゃないか！どうや
、、、、、、、
って先の計画をたてたのだろう！何であれ、どうやってできたのだろう？恐ろしいこ
とだよ、それは。[Canetti (1964 b) : 182/252］
そこでは、「瞬間」を知らなかった過去においては、人々は常に自分がいつ死ぬのかという
不安に苛まれていたはずだ、との主張がなされる。あとどれだけ生きられるのか分からな
ければ、人々は残りの人生の時間を計算し、計画的な生を営むことができない、と言うの
だ。誰もが、自分がいつ死ぬのかを知るようになってからは、死を不安に思うことはない
、
し、自分の人生の残りの時間を計画的に使うことができるのだと、彼は述べる。そして「瞬
、
間を知ったことは、人類の歴史上、最大の進歩だと思う」(Ich finde die Bekanntwerdung
des Augenblicks für den größten Fortschritt in der Geschichte der Menschheit) [Canetti
(1964 b): 183/253]と述べ、この制度を肯定的に捉えている。しかし、作品を読み進めるう
ち、本当に万人が死への不安から解放されているのだろうかという疑問が生じてくる。
Erster: Feig und verächtlich. Ein Monstrum. Ich fürchte mich vor meinem
Augenblick.
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第一の男：臆病で軽蔑すべきか。怪物か。僕は自分の瞬間が怖いんだ。
[Canetti (1964 b): 205/282]
これは、死が迫っている「第一の男」が、「第二の男」に自分の「瞬間」がいつなのか告げ
ようとし、「第二の男」に臆病者となじられた後のセリフである。死への不安65が解消され
たはずの『猶予された者たち』の社会においても、「第一の男」は、迫りくる死を迎えるこ
とに対する不安に苛まれている。表向きには誰も自分が死ぬことを恐れなくなったとされ
ているにも拘わらず、そうではない者もいることが分かる。なぜなら、「瞬間」の制度によ
って解消された「死への不安」とは、本来、「自分が死ぬことそれ自体に対する不安」では
なく、プロローグに登場する人物が述べたような、「自分がいつ死ぬのか分からないことに
対する不安」だからである。それがいつの間にか、この制度が、死ぬことそのものに対す
る不安を解消したのだと解釈され、その不安を口にすることがタブー視されるようになっ
たのだ。死ぬことに対する不安を解消しないとすれば、この制度には何か他の効用がある
のだろうか。
Kapselan: Der Bestand und die Sicherheit unserer Gesellschaft beruhen darauf,
daß jeder seinen Augenblick einhält.
カプセラン：私たちの社会の存続と安全は、誰もが自分の瞬間を守ることに基づいて
いるのです。[Canetti (1964 b): 193/266]
カプセランは、
『猶予された者たち』の社会の秩序は「瞬間」の制度によって保たれている、
と発言している。それでは、この「瞬間」の制度はどのように成立しているのだろうか。
まず、「生き残ること」という権力の感情が、この制度の成立に関与していると考えられ
る。カネッティによると、生き残る瞬間は権力の瞬間であった。人は、他人の死の体験を
積み重ねるうちに自分が不死になっていくように感じた。そして、権力者は、生き残る唯
一の者になるため、他人を殺害した。
『猶予された者たち』の社会では、長く生きる者が「上
流」と呼ばれる階級に属し、生きる長さの短い者は「下流」に、平均程度に生きる者たち
は「中流」に属す。長く生きる者、すなわち生き残るという経験をより多く重ねる者ほど
身分の階級が高くなるといった風に、生き残ることが一種の階級制を成している。
一般的に権力というと、上流階級の人々が財を成している、或いは彼らが中流・下流階
級の人々を搾取しているといったようなイメージがあるが、『猶予された者たち』の社会に
65

ヴォルフガング・ミュラー＝フンクは、ハイデガーとカネッティの思想を比較し、ハイ
デガーの Das Sein zum Tode に対し、カネッティの思想を Das Sein gegen den Tod と規定
している[Müller-Funk (2006): 69]。そして、
『猶予された者たち』では、ハイデガーが言う
ような Sorge（「憂慮」あるいは「関心」）が問題にされているとする[Müller-Funk (2006):
69]。
『猶予された者たち』の社会で消えたのは死ではなく、Sorge であるという指摘である
[Müller-Funk (2006): 69]。
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はそのような関係はない。その他にも、階級間には何ら具体的な権力関係は見られない。
生き残ることの理論に基づいた階級制度は名目上のものにすぎず、社会の構成員の間では、
実際には機能していないと言える。しかし、この階級制度に本当に意味はないのだろうか。
1962 年に書かれた「権力と生き残ること」(Macht und Überleben)という論文の中で、カ
ネッティは他人と距離を置くことと権力の関連性を指摘している。他人との接触に恐怖を
抱く権力者は、人との間に距離を置きたがる。例えば、インドのスルタン、ムハンマド・
トゥグラックは、デリーから全ての住民を追い出して初めて心の平安を得た[Canetti
(1962):

124f.]。これは物理的な距離であるが、心的な距離も権力の保持に貢献する。カネ

ッティは、生き残ることと権力が結びつく過程における留意点として、あまりに身近な者
の死は生き残ることの感情に作用しないことを挙げている。他人と心的距離を置くことに
よって、その人の死に悲しみではなく、満足を覚えることが可能になるのである。
『猶予された者たち』に登場する「上流」階級の「第二の女」は、「中流」階級の「第一
の女」に、以下のように言い放つ。
Zweite Frau: Nein, ich will dich nicht kränken, aber du mußt verstehen, daß wir
über vieles anders denken. Wir sind von Haus aus verschiedene Naturen. Ich bin
hoch, du bist mittel, da ist eben nichts zu machen.
第二の女：いいえ、あなたの気を害するつもりはないけれど、分かってほしいの。私
たちは多くのことで違った考えをすることを。私たちは生まれた家からして違うでし
ょ。私は上流であなたは中流、これはどうしようもないわ。[Canetti (1964 b): 215/294]
ここから読み取れるように、人々の意識には確かに階級意識が根差している。階級制度は
実際には機能していなかったが、人々の間に心的距離を生ぜしめていることが分かる。他
人との心的距離を設けることが、人々に、他人の死に優越感を抱くことを可能にしている
のであれば、
『猶予された者たち』における階級制度は、権力を保持し、その運用を円滑に
するために設けられた、人と人とを分かつ境界なのである。
カプセランの名前は「一二二」(Hundertzweiundzwanzig)である。この名前は、彼が登
場人物の中で最も長く生きる者、すなわち生き残る者であることを示している。彼は『猶
予された者たち』の中でカプセルの開封を唯一許された一種の権力者と言える。ミュラー
＝フンクは、名前が「一二二」であり、生き残る者であるがゆえに、カプセランは権力を
持つとしている[Müller-Funk (2006): 71]。生き残ることの理論に基づいた権力が、彼に付
与されているのだ。しかし、カプセランのポジションも、揺るぎないものではない。
Kapselan: [...] Solange ich hier bin, wird keine Unordnung einreißen.
Fünfzig: Und wenn Sie nicht hier sind?
Kapselan: Dann wird ein anderer an meiner Stelle sein, auf das Heilige Gesetz
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vereidigt.
カプセラン：[...] 私がここにいる限り、無秩序が広がることはありません。
五〇：それではあなたがここにいなければ？
カプセラン：その時は他の誰かが私の職に就くでしょう。聖なる掟に宣誓した誰かが。
[Canetti (1964 b): 194/267]
カプセランは、自分が職を退いたとしても、他の誰かが自分に代わってカプセルを管理す
るようになると考えている。このことから、カプセランは、唯一無二の権力者ではなく、
代替可能な存在であることが分かる。『虚栄の喜劇』におけるシャーケルルやフェーンのよ
うなパラノイア的「地位感覚」を、カプセランは持っていない。「生き残る者」であるカプ
セランは確かに権力を持っているが、その権力はカプセラン個人にあるのではなく、むし
ろカプセルを管理し、人々が「瞬間」通りに死ぬのを監視するという、職務それ自体にあ
ると考えられる。『猶予された者たち』には、「瞬間」の制度を考え出し、その制度を行使
しようとしている大元の権力者は存在しない。この社会は、ジョージ・オーウェル『1984
年』における「ビッグ・ブラザー」のように、正体不明で実在するのかすら不確かな、匿
名の権力によって支配されているのである。
「友人」は、カプセランの職務と「瞬間」の制度を、以下のように捉えている。
Freund: [...]und der Kapselan hat das Amt, für die Sicherheit der Menschen zu
sorgen. Er hat darauf zu achten, daß der alte Schrecken nicht einreißt: alles hängt
am Gesetz des Augenblicks. Wenn er jemand erlaubt, dieses Gesetz zu bezweifeln,
gerät alles ins Wanken, die Folgen wären unabsehbar. Einer würde den andern
anfallen und wir wären wieder in der alten Mördergrube.
友人：[...]そしてカプセランは人間の安全に配慮するのを職務としている。彼は昔の恐
怖が広がらないように気をつけなければならない。全ては瞬間の掟にかかっている。
もし彼が、この掟を疑うことを誰かに許せば、全てが揺らぐだろう。その結果は予測
しがたいものだろう。人は他人を攻撃するだろうし、私たちは再び昔の人殺しの巣窟
に引き戻されるだろう。[Canetti (1964 b): 224/305]
「友人」は、
「瞬間」の制度を守るというカプセランの職務によって、誰かを攻撃する行為
や人を殺す行為が妨げられていることを説く。この制度により、人々は定められた日に死
ぬこととなったので、誰も自分や他人の生きる長さを人為的に変えることはできなくなっ
た。換言すると、殺人を試みても、予め決められた日以外に人が死ぬことはないので、暴
力や殺人は起こり得ないという理屈になる。フレミングは、『猶予された者たち』の社会で
は、人々が殺人や暴力から解放されている、と述べている[Fleming (2008): 135]。実際、作
中では、「第一の若者」と「第二の若者」が、この制度によって誰も殺すことができなくな
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った、と話している[Canetti (1964 b): 210f./288f.]。暴力と殺人が排除されたことによって、
社会の安全が保たれているのだ。
このように、「瞬間」の制度には、暴力と殺人の排除によって社会の安寧を保持するとい
う目的がある。しかし、一方で、人々はそんな現状に不満を抱いている。先に挙げた「第
一の若者」は、「瞬間」の制度によって、暴力、あるいは殺人が不可能になったことを嘆い
ている。
Erster junge Herr: Man ist an Händen und Füßen gebunden. Da man niemand
töten kann, kann man nie mehr etwas ändern.
第一の若者：[…]手足を縛られている。誰も殺せないから、何も変えられない。[Canetti
(1964 b): 211/289]
「手足を縛られている」という言葉によって、自由を奪われた状態が、また、「何も変えら
れない」という言葉によって、社会の閉塞感が表現されている。
ここで、カネッティが暴力をどう捉えていたかについて言及したい。
『群衆と権力』の「権
力の諸相」という章では、暴力と権力が近似のものだとされている [Canetti (1960):
333/(下)3]。この章での冒頭で、カネッティは猫と鼠の関係を例に挙げ、暴力と権力の違い
を示している。猫は鼠を捕捉して最後には殺すが、その前に鼠を弄ぶことがある。猫は鼠
を放して少し走らせ、逃げそうになるとまた鼠を捉えるが、カネッティによると、この過
程で暴力から権力への移行が起こる。猫が鼠を暴力によって捉えている瞬間は暴力が働い
ているが、鼠を弄んでいる時、すなわち鼠への殺害の関心と意図を忘れずに絶えずそれを
監視している時、猫の鼠に対する行為は権力の働きを持つと言うのだ[Canetti (1960):
333/(下)3f.]。カネッティはこの猫と鼠の例に加え、監獄を例に挙げて暴力と監視の働きを
説明している[Canetti (1960): 334/(下)4]。カネッティによると、監獄の中では、たとえ実
際に暴力が働いていない時でも、被拘禁者が常に暴力を意識している[Canetti (1960):
334/(下)4]。監視によって絶えず暴力を意識させることが、監獄における権力なのである。
ミシェル・フーコーは『監獄の誕生―監視と処罰』Naissance de la prison, Surveiller et

punir (1975)において、19 世紀初頭に罰の形式が変わり、それまでの王権を誇示するよう
な華々しい公開処刑・処罰に代わって、監獄が重要になったことを指摘する。刑罰の対象
は人間の精神から身体へと移行し、監視・操作することで人間に関する知が集積されるよ
うになったのである。監獄だけでなく、病院、学校、工場も監視の施設として機能する。
監視と規律・訓練によって人間は権力を行使される客体となり、従順な身体が生成される。
近現代社会に流布した新しい権力を、フーコーはパノプティコン（一望監視装置）66という

66

パノプティコンは、ベンサム(1748-1832)が考案した円形の監獄である。建物の中心には
監視塔があり、そこを円状に独房が環状に配置されている。囚人からは監視塔の中にいる
監視員が見えないが、監視員は囚人を観察できる仕組みになっている。
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監獄によって、表象している[Foucault (1975): 268/210]。フーコーによると、パノプティ
コンの主要な効果とは、以下のようなものである。
Daraus ergibt sich die Hauptwirkung des Panopticon: die Schaffung eines
bewußten und permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Gefangenen, der das
automatische Funktionieren der Macht sicherstellt. Die Wirkung der Überwachung
„ist permanent, auch wenn ihre Durchführung sporadisch ist“; die Perfektion der
Macht

vermag

ihre

tatsächliche

Ausübung

überflüssig

zu

machen;

der

architektonische Apparat ist eine Maschine, die ein Machtverhältnis schaffen und
aufrechterhalten kann, welches vom Machtausübenden unabhängig ist; die
Häftlinge sind Gefangene einer Machtsituation, die sie selber stützen. Im Hinblick
darauf ist es sowohl zu viel wie auch zu wenig, daß der Häftling ohne Unterlaß von
einem Aufseher überwacht wird: zu wenig ist es, weil es nicht darauf ankommt, daß
er sich ständig überwacht weiß; zu viel ist es, weil er nicht wirklich überwacht
werden muß.
そこから生じるのが、パノプティコンの主要な効果である。権力を自動的に機能させ
ることを確実にする、囚人が可視性を永続的に自覚している状態。監視の働きは「例
えその実行が中断したとしても永続的である」
。権力の完全性が、その実際の行使を不
必要にすることができるのだ。また、この建築的装置は、権力の行使者とは独立した
権力関係を作り出し、保持することのできる機械である。被拘留者は彼ら自身でそれ
を守る、権力状態の囚人なのである。このことを考慮するならば、囚人が監視者に絶
えず見張られているだけで十分すぎるか、それだけではまったく不十分であるか、で
ある。まったく不十分であるというのは、囚人が自分は監視されていると知っている
のが肝心だからである。他方、十分すぎるというのは、囚人は現実には監視される必
要がないからである。[Foucault (1975): 258/203]
パノプティコンでは、常に誰かに見られているかもしれない、という意識を持つことによ
って、被拘禁者が管理される。実際に見られているか否かに拘わらず、見られているとい
う意識が人間の行動を抑制するのだ。
[…] dem entsprechen Machtinstrumente, die anonym und mit der von ihnen
organisierten Vielfältigkeit koextensiv sind, wie die hierarchische Überwachung,
die lückenlose Registrierung, die immerwährende Beurteilung und Klassifizierung.
An die Stelle einer Macht, die sich durch das unübersehbare Auftreten der
Machtausübenden manifestiert, setzen die Disziplinen eine Macht, welche die
Objekte ihrer Machtausübung insgeheim heimtückisch vergegenständlicht; anstatt
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prunkvolle Zeichen von Souveränität zu entfalten, formieren sie ein Wissen von den
unterworfenen Subjekten.
[…]これに呼応するのが階層秩序的な監視や連続的な帳簿記入や常時行われる判断と
分類などの、匿名の権力手段、しかもそれら手段によって組織化される多様性と外延
を共にする権力的手段なのである。要するに、権力を行使する者の華々しい輝きで明
示される権力のかわりに、権力を行使する客体をひそかに陰険に具現化する規律であ
る。君主権の豪奢な表徴を誇示するよりむしろ、権力に従う主体に関する知を形づく
るのである。[Foucault (1975): 282f./220]
パノプティコンが象徴するような、監視によってもたらされた規律・訓練的な権力は、絶
対王政のような封建君主の権力に代わり、現代の社会の隅々まで導入されている。見えざ
る目という権力の働きが、現代管理社会の本質なのである。カネッティは、監獄における
権力とは監視によって絶えず暴力を意識させることだとしたが、これはフーコーの「見え
ざる目」に相当するのではないだろうか。カネッティにおいてもフーコーにおいても、監
視が権力の核となっている67。
では、『猶予された者たち』に、監視の働きは存在するのだろうか。「五〇」はカプセラ
ンのことを「監視人」(Wächter) [Canetti (1964 b): 242/328]と呼んでいる。
Fünfzig: Sie waren zum Wächter eingesetzt. Sie hatten ein hohes und edles Amt.
Sie wußten auch, was Sie bewachten.
五〇：あなたは監視人として座しておられました。高貴な職務のひとでした。自分が
、、
何を監視すべきかもご存知でした。[Canetti (1964 b): 242/328]
誰かが死ぬと、カプセランがやってきて、その中の紙に記載された日にその人が死んだか
を確かめるが、これは、監視の働きに該当すると考えられる。亡くなった人のための監視
ではなく、生きている人たちのための監視である。死者の前に集う人々の前で、その人が
「瞬間」通りに死んだのだと宣言することにより、カプセランは人々に、この制度からは
逃れられないという意識を植え付けるのではないだろうか。
ダグマー・バルノウは、『猶予された者たち』の社会が、「生きる長さを正確に定めるこ
67

ウルス・マルティは、
「ハンナ・アーレントとミシェル・フーコーの解釈が光を照らすカ
ネッティの権力概念」Canettis Begriff der Macht im Lichte der Auffassungen von
Hannah Arendt und Michel Foucault (1991)で、ハンナ・アーレントとミッシェル・フー
コーが、カネッティの説明しなかったいくつかの権力の現象に従事しているとし、三者の
権力論を比較している[Marti (1991): 86]。フーコーとカネッティの比較に際し、マルティ
は、カネッティが権力の現象を包括的な文化人類学的視点でとらえようとしたのに対し、
フーコーはそれをむしろ政治的機関、政治的行政的な策、あるいは知の言説との近代的な
結びつきによって捉えたとしている[Marti (1991): 89]。しかし両者とも権力に抗うことの
できない人間の身体に着目しているという点で共通している[Marti (1991): 89]。
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とが死への不安を取り除いている」というイデオロギーの統制に基づいて成立しているこ
とに鑑み、この社会を全体主義の社会であると規定している[Barnouw (1996): 100]。イデ
オロギーの統制に加え、監視による権力が社会に作用していることからも、この社会が全
体主義の社会であると言えるだろう。
しかし、暴力と殺人が排除されていると言えるのは、社会の構成員同士においてのみで
ある。社会の構成員同士は互いに暴力を行使したり、殺し合ったりすることはないが、「瞬
間」の制度は絶対的に存在する死、暴力を絶えず人々に意識させることによって成り立っ
ている68。『猶予された者たち』という作品のタイトルは、さながら死の宣告を受けた人々
が、監獄に囚われ、死刑執行の猶予期間におかれているかのような印象を与える。また、
登場人物たちに付された、名前の代用としての数字は、匿名性を生み、彼らのアイデンテ
ィティを奪う役割を担う[Müller-Funk (2006): 67]とともに、強制収容所におけるナンバリ
ングを想起させる。直接的に監獄は登場しないが、この作品では潜在的なモチーフとして、
監獄が重要な役割を担っていると考えられる。登場人物たちは、暴力と死を意識させる見
えない監獄にとらわれているからだ。死や暴力を意識させる監視という機能、「見えない監
獄」が『猶予された者たち』の社会における権力を成立・保持させている。『猶予された者
たち』における権力とは、例えば君主のような支配階級、特定の個人が持つものではなく、
監視の働きによって社会に網の目のように張り巡らされた権力、管理社会に根差す権力を
示唆しているのである。
４．３．「変身の禁止」からの解放
ここで一度作品分析から離れ、カネッティの「変身」という概念について述べたい。「変
身」(Verwandlung) [Canetti (1960): 397/(下)93]は、カネッティの群衆論において最も重要
な概念の一つであり、1940 年代から晩年にかけて、エッセイや断想、文学作品において繰
り返し登場するモチーフである。カネッティは『群衆と権力』の「変身」(Verwandlung)
という章で、この概念を以下のように説明している。
Die Fähigkeit des Menschen zur Verwandlung, die ihm so viel Macht über alle
übrigen Geschöpfe gegeben hat, ist noch kaum ins Auge gefaßt und begriffen
worden. Sie gehört zu den größten Rätseln; Jeder hat sie, jeder wendet sie an, jeder
hält sie für ganz natürlich. Aber wenige legen sich Rechenschaft darüber ab, daß
68

マルティは、
「暴力」に関する考察において、カネッティのアーレントの権力観の違いが
明確に表れているとする。アーレントの「権力」(Macht)という概念は、
「行う」
（machen）
という語源研究からきている。アーレントにとって、権力は決して一人の人間が所有する
ものではなく、共通の行為を行う人間の間に成立するものである[Marti (1991): 89]。それ
ゆえ、暴力によってある行為を強いられるようなところに権力はないというのである。ア
ーレントにとって、権力は、暴力や支配と何の関係もない。一方、カネッティにおいて、
権力と暴力は不可分の関係にある [Marti (1991): 91]。
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sie ihr das Beste von dem, was sie sind, verdanken.
人間に他のものに対するあれほど多くの権力を与えてきた変身能力は、これまでのと
ころまだほとんど注目されていないし、理解されていない。誰もがそれを有し、それ
を用い、それをしごく当然のことと思っているけれども、それは依然としてもっとも
大きな謎の一つであり、人間が人間自身のうちにある最も良いものをそれに負ってい
ることに気付いている者は、ほとんどいない。[Canetti (1960): 397/(下)93]
カネッティは、変身の能力を「人間に多くの権力を与えてきたもの」、「人間のうちにある
最も良いもの」とし、種々の観点からこの概念にアプローチしている。しかし、
「変身の本
質を解明することははなはだ困難である」(Es ist schwierig, das Wesen der Verwandlung
zu ergründen) [ Canetti (1960): 397/(下)93]とし、『群衆と権力』の中で「変身」の明確な
定義を行っていない。ここでは、1943 年に書かれた断想から、1948 年から 1959 年にかけ
て執筆された『群衆と権力』、1969 年に書かれた『もう一つの審判

カフカの「フェリーツ

ェへの手紙」
』、そして 1976 年にミュンヘン大学で行われた「詩人の使命」という講演に至
るまでの、カネッティの「変身」の概念の変遷について、時系列に沿って見ていきたい。
1943 年に書かれた断想の中には、以下のような記述がある。
Der furchtbare Irrtum liegt im Ausdruck „Der Mensch“; er ist keine Einheit. Was er
vergewaltigt hat, enthält er alles in sich. Alle Menschen enthalten es, aber nicht im
gleichen Maße; und so können sie einander das Ärgste antun. Sie haben den Trotz
und die Kraft, bis zur völligen Ausrottung zu gehen. Es kann ihnen gelingen, und
vielleicht werden versklavte Tiere noch übrig sein, wenn es keine Menschen mehr
gibt.
「人間」という言葉の表現の中に、恐ろしい思い違いがある。人間は統一体ではない。
人間が暴力で犯してきたもの全てを、人間は自分の中に内包する。全ての人間がそれ
を内包しているが、しかし同じようにというわけではない。そのようにして、彼らは
互いに最も邪悪なものを与え合うことができるのだ。彼らは完全に根絶する反抗心と
力を持つ。彼らはそれに成功するかもしれない。そしてもはや人間が存在しないとし
ても、もしかすると隷属させた動物は残っているかもしれない。[Canetti (1972 b) : 68]。
この断想においてカネッティは人間が統一された存在ではなく、様々なものを自分の中に
内包する存在であるとしている。カネッティによると、人間は様々な事物、動物の複合体
なのである。自らの中に他者を内包する、というこの考え方が、カネッティの「変身」の
概念を成している。
「暴力で犯してきた」(vergewaltigt)という言葉には、産業の発展に伴い、
人間が自然や動植物を虐げてきたこと批判し、戒める気持ちが表れていると考えられる。
「変身」という言葉はこの時点ではまだ使われていないが、この断想は人間の変身の可能
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性を示唆するカネッティの思索を表している。
次に、『群衆と権力』における「変身」についてである。カネッティはまず、ブッシュマ
ンの予感を、変身の最初の段階としている[Canetti (1960): 397/ (下)93]。例えば、ブッシュ
マンは、狩ろうとする動物が近づいてくることを予感すると、その動物の古傷を、自分の
体の同じ場所に感じる[Canetti (1960): 398/ (下)94]。人間は、その動物を祖先として自分の
中に含んでおり、自分の中にある動物の身体が、実際の動物の身体に等置されるからであ
る。様々なものを内包する存在という変身の概念が、前に挙げた断想から引き継がれてい
る。カネッティは次に世界中の神話やお伽噺に見出される「逃走変身」(Fluchtverwandlung)
[Canetti (1960): 397/(下)93]、すなわち敵から逃げるための変身を例に挙げる。ある生き物
が別の生き物を追跡し、両者の間の距離が次第に縮まり、ついに獲物が捕われそうになる
瞬間に、そのものはある別のものに変身することによって難を逃れる[Canetti (1960): 403/
(下)101]。狩猟はなおも続き、獲物は再び追いつめられるが、絶体絶命の瞬間に、それは前
とは異なった姿に変身し、またもや難を逃れる[Canetti (1960): 403f./(下)101f.]。この逃走
変身と対をなすのは、シャーマンたちの変身である[Canetti (1960): 40/(下)107]。シャーマ
ンは神おろしの間、様々な動物に変身するが、この変身は逃走変身のように、自分を追う
権力から逃れるためのものではなく、自分に従う補助霊を呼び寄せるという、自分自身の
権力の増大に役立つものであるからだ[Canetti (1960): 408f./ (下)107f.]。カネッティはこの
「変身」という章において、権力者と変身の関係についても述べている。カネッティによ
ると、権力者は変身することができない。なぜなら、先に述べたように変身とは自分の中
に他者を有することであるが、権力者は他の者たちに対する敵意を意識しつづけるため、
自分の中に他者を受け入れることができないからである[Canetti (1960): 441/(下)149]。権
力者は、権力者であるという自分の本質を隠すために、変身に代わって「仮面」を用いる
[Canetti (1960): 441/(下)149]。仮面はその背後にあるものを何ひとつ明かさない。よって、
権力者は仮面を、仮面の背後にある危険な権力と仮面を見る者との間の遮蔽物として利用
するのである[Canetti (1960): 446/(下)155]。
『群衆と権力』における「変身」とは、自らの
中に他者を有することであり、また、権力者には不可能な能力でもある。
『群衆と権力』の出版から九年後、カネッティは『もう一つの審判

カフカの「フェリ

ーツェへの手紙」』Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Felice (1969)というエッセイを書
いている。カネッティはカフカに敬服していた。なぜなら、「権力というものこそが、現代
のもっとも恐怖すべき、またもっとも切迫した問題となっていることをカフカが洞察して
いたからであり、さらに、カフカはその生涯を通じて権力の手から逃れつづけるとともに、
世間の人々がつねになんの怪しむところもなくそれを受け入れ続けてきたあらゆる場所に
おいて権力を予感、看破、指摘、表現し続けた」[イシャグプール (1990): 32]からである。
カネッティはこのエッセイで、権力との連関においてカフカにおける「変身」を論じてい
る。
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Da er Gewalt verabscheute, sich aber auch die Kraft nicht zutraute, die zu ihrer
Bestreitung vonnöten ist, vergrößerte er den Abstand zwischen dem Stärkeren und
sich, indem er im Hinblick auf das Starke immer kleiner wurde. Durch diese
Einschrumpfung gewann er zweierlei: er entschwand der Drohung, indem er zu
gering für sie wurde, und er befreite sich selbst von allen verwerflichen Mitteln zur
Gewalt.
カフカは暴力を憎み、しかも暴力に戦いを挑むのに必要な自信もなかったので、彼は
相手を考えて自分が相手よりもだんだん小さくなることによって、強者と自分との間
の距離を大きくした。この収縮によって、彼は二つのものを獲得した。彼は自分が暴
力にとってあまりにも微々たるものになることによって、威嚇から逃れ、そして暴力
に至るあらゆる忌まわしい手段から彼自身を救ったわけである。[Canetti (1969): 96f.
/134f.]
カネッティによると、カフカは変身に精通した作家である。カネッティは、『もう一つの審
判

カフカの「フェリーツェへの手紙」』で変身は権力を回避するものだと定義している。

ソンタクは、この卑下と無力に基づいた変身によって、カフカが権力を免れたというカネ
ッティの思想に言及し、カネッティの無力(Ohnmacht)は、人間ではなく、動物に該当する
と指摘している[Sontag (1985): 97]。クルト・バーチュによれば、カネッティが最も高く評
価していたカフカの能力は「小さなものへの変身」である[Bartsch (1985): 143]。ここでい
う小さなものとは、カフカの作品における甲虫やモグラのことを指す。カネッティによれ
ば、カフカは権力に正面切って抗する自信がなかったので、権力を避けるために小さなも
のに変身する。権力を与えるに値しないほど小さな存在になることによって、それを免れ
るのである。
『もう一つの審判』で、カネッティは「変身」を、権力を回避するための一つ
の方途として見ている。
1976 年にミュンヘン大学で行われた「詩人の使命」と題する講演で、カネッティは、詩
人の使命とは、「変身の番人」(Hüter der Verwandlung) [Canetti (1976): 261]であること
だと述べた。そして、変身の番人としての自らの使命を、
「人類の文学的財産、すなわち変
身が豊かである文学的財産を習得すること」(sich das literarische Erbe der Menschheit zu
eigen machen, das an Verwandlungen reich ist ) [Canetti (1976): 261]と、ヨーロッパ諸国
による植民地化によって失われた未開民族の精神的遺産を真に保持し、私たちの生活に復
活させること」(seine eigentliche Bewahrung, seine Auferstehung zu unserem Leben)
[Canetti (1976): 263]だと述べている。また、変身を禁じる専門化・分業に反対し、専門化
は自己破壊をもたらし、変身という人間の特質を窒息させるものだと批判している[Canetti
(1976): 263]。専門化・分業は、個人に対して、人格ではなく、一つの役割となることを求
める。人格が必要とされない、一つの役割としての個人は、組織の中の駒となる。ヒエラ
ルヒーの一部として、権力に加担させられる。それゆえ、カネッティは、変身が不可能な
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専門化・分業に反対するのである。また、この講演の中で、カネッティは「変身」を、「他
者への唯一の真の活路」(der einzige wahre Zugang zum anderen Menschen) [Canetti
(1976): 264]であるとしている。
Man hat diesen Prozeß auf verschiedene Weisen zu benennen versucht, es ist etwa
von Einfühlung oder Empathie die Rede, ich ziehe aus Gründen, die ich jetzt nicht
vorbringen kann, das anspruchsvollere Wort ›Verwandlung‹ vor.
感情移入だったり共感だったり、ひとはこの過程に様々な方法で名前をつけようと試
みてきた。今は理由を述べられないが、私はしかし、もっと要求の多い『変身』とい
う言葉を好む。[Canetti (1976): 367]
「変身」は、他者を理解するための能力である。カネッティがここで述べている変身とは、
感情移入や共感に近いものと言えるだろう。それゆえ、バルノウは、カネッティの「変身」
と、フロイトの自己同一化(Identifikation)に類似点をみている[Barnouw (1988): 48]。フロ
イトは同一化を、「感情移入」、または「『模範』として選ばれた他の自我に似せて自らの自
我を形成しようと追求する」ことであるとした。これは確かに感情移入・共感といったカ
ネッティの「変身」に似ている。しかし、
「変身」とは、そのような理性的なものではなく、
ブッシュマンの例が示すように、より身体的なものである。同様の理由で、タルドの「模
倣」も、「変身」と区別されなければならないだろう。タルドの「模倣」という理論におい
ても、人間は手本となるような卓越した人物を模倣し、その人物に自分を同化させた。こ
れに対して、カネッティの「変身」は、ある人物に単に感情移入・共感をして、その人物
を模倣するのではなく、その人物そのものになること、あるいはその人物を自分の中に内
包することだからである。
ステファニー・ヴィープレヒト＝ロートやハルディマンは、カネッティの「変身」を、
アリストテレス『ニコマス倫理学』のミメーシスという概念と結びつけて解釈している。
人間は模倣する存在(Nachahmungswesen)であり、模倣とは、他の者であるというミメー
シス的表現であり、例えば『群衆と権力』におけるトーテムは動物と人間の複合体である
[Wieprecht-Roth (2004): 111f.]。カメレオンが環境に合わせてその体の色を変えるように、
人間はその体を他者の体に同定化するのである[Wieprecht-Roth (2004): 111f.]。体に生じる
この現象は、精神的にも言える。小さい子供は変身の才に恵まれており、遊び仲間や両親
の外的行動だけでなく、味覚や感情、不安や好みも模倣する。人間とはもともと変身の能
力を持った存在なのである。ハルディマンによれば、このミメーシス、変身の能力を、群
衆化のプロセスに不可欠なものとしている[Hardimann (2001): 127]。なぜなら、支配関係
というものは「他者の行動を自分に対応させる」行為であるからだ[Hardimann (2001): 127]。
それゆえ、カネッティの「変身の能力」は社会学的に見ることができるという[Hardimann
(2001): 127]。人間は他者と同調し、調和的な行動をとることによって、個人が群衆の一部
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になりうる。変身の能力は、群衆形成の社会的条件となっているのである。
これまで見てきたように、カネッティの変身という概念は、変遷を重ねている。1943 年
に書かれた断想には、まだ変身という言葉が登場していないが、自分の中に他者を有する
という変身の概念の萌芽がみられた。『群衆と権力』では、先の断想で語られた「自分の中
に他者を有する」という性質に「変身」という名前を与え、権力者は変身をすることがで
きないとした。『もう一つの審判』においては、変身は権力を回避するためのものだとされ
た。そして、
「詩人の使命」では、変身は「他者への唯一の活路」とされ、他者を理解する
ためのもの、しかし共感や感情移入以上のものであると定義された。
以上の論点を踏まえて、『猶予された者たち』の作品分析に戻ろう。「五〇」の革命によ
って、人々は「瞬間」の制度は偽りで、カプセルは空であることを知る。しかし、長い寿
命を保証されていた者たちの中には、カプセルが空だとにわかに信じられない者もいる。
「瞬間」が存在しなければ、自分が早死にするかもしれないからである。「第二の男」もそ
んな人物の一人である。
「第一の男」は、カプセルの中が空だと知ってもなおカプセルを身
につけて放そうとしない「第二の男」を脅迫し、カプセルを踏みつぶすよう迫る。「第二の
男」はそれを頑なに拒むが、最後には「第一の男」の脅迫に負け、自分のカプセルを踏み
つぶすこととなる。「第二の男」は全身をわななかせながらカプセルを踏みつぶし、それと
同時に死んでしまう。この「第二の男」の死は不可解で、カプセルを壊すというタブーを
恐れるあまり死んだのか、「第一の男」が「第二の男」に直接手を下したのかは判然としな
い。フレミングは、しかし、「第二の男」の死を最初の暴力・殺人と捉えている[Fleming
(2008): 136]。
「瞬間」の制度によって廃止されていた暴力と殺人が復活したのである。革命
前の『猶予された者たち』の社会では、誰もが定められた「瞬間」に死ぬため、誰かを殺
そうとして暴力をふるっても、人が「瞬間」の前に死ぬことがなかった。しかし、自分の
死ぬ瞬間が定かでなくなった今、再び、社会に暴力と殺人が導入されたのである。
イシャグプールは、
「五〇」を「死に執着する[…] ポジティブな主人公」(ein positiver Held
[…], der am Leben hängt) [Ishaghpour (1990): 79」だと評価している。しかし、ハンス・
ホルマンは、
「五〇」の革命をポジティブに捉えていない[Hollmann (1985): 233]。「五〇」
が革命を起こした動機は、本当に「瞬間」が存在するのか、という好奇心に基づいており、
革命によって何がもたらされるのかを全く考慮していなかったからである[Hollmann
(1985): 233]。「五〇」自身も革命について、「始めるべきじゃなかった」(Ich hätte nichts
beginnen dürfen) [Canetti (1964 b): 241/327]、「私は自分を非常に恥じています」(Ich
schäme mich so sehr) [Canetti (1964 b): 242/327]と、自らの行為を後悔する発言をしてい
る。しかし、
「五〇」がカリスマ性をもった革命の指導者ではないということが、かえって
革命を成功させているのではないだろうか。なぜなら、前に述べたように「五〇」は新し
い権力者になりうる存在だったが、カリスマ性をもたないことにより、指導者の立場に着
くことはないからである。指導者がいない社会、すなわち全ての者が平等な社会となるの
である。
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革命前の『猶予された者たち』の人々は、「瞬間」に基づいたヒエラルヒーによって、そ
れぞれ階級の間に溝を作り、他人に感情移入が共感できない状態に陥っていた。また、「瞬
間」は、名目上、死への不安を人々から取り除いたが、それによって、愛や希望などの諸々
の感情も抑圧されていた。特に、悲しみの抑圧は顕著であった。幼い子供を亡くした母親
は、深い悲しみを抱くことができなかった。子どもが幼くして死ぬことが始めから分かっ
ていたからである。「友人」は革命前から妹「一二」を失くしたことを悲しんでいたが、革
命の後ほどは深い悲しみを表すことはなかった。幼い子供を失くした母親も、妹「一二」
を失くした「友人」も、死を運命と考えることによって、慰めを得ていたからである。革
命後、「瞬間」の制度が存在しないことを知った「友人」は、妹を探そうと気も狂わんばか
りに感情をあらわにする。革命前には、妹の死を運命としてあきらめ、自分を納得させて
いたが、「瞬間」が存在しないことが明らかになった今、友人は深い悲しみに打ちひしがれ
るのである。革命後の「友人」が示す深い悲しみには、革命前には見られなかった人間的
な感情が溢れている。人々は「変身」の能力を持つことができるようになったのである。
マイドゥルは、「五〇の革命後、平安と満足は確かに過ぎ去ったが、それによって、登場
人物たちの麻痺と無関心も消え去った」(Mit der Ruhe und Zufriedenheit ist es nach
Fünfzigs Revolute zwar vorbei, aber damit ist auch die Lähmung und Indifferenz der
Figuren verschwunden) [Meidl (1994): 181]としている。革命前、『猶予された者たち』の
社会では、
「瞬間」の制度により、死への不安が取り除かれ、また、暴力が廃止されていた。
それによって、社会の秩序と安寧が保たれていたが、死に対する恐れを口にできなかった。
ところが革命によって「瞬間」の制度の虚偽が暴かれたことで、人々は堂々と、死が怖い
と言えるようになった。マイドゥルは、「五〇」の革命を以下のように評価している。
Canettis Verhältnis zu seinen dramatischen Figuren ist in den „Befristeten“ positiv
geworden, denn obwohl sie zu Beginn des Dramas völlig vom System abhängige
Schemen sind, haben sie die Menschlichkeit wiedergefunden:[...]
カネッティの戯曲の人物たちとの関係は、『猶予された者たち』の中で、ポジティブな
ものとなった。というのも、彼らが、劇の最初では完全に体制に依存する型であるに
もかかわらず、彼らは再び人間性を見つけたからだ。[...] [Meidl (1994): 183]
『猶予された者たち』の人々は革命によって、人間性を取り戻した。死を恐れることが、
人間性の原点として描かれているのである。
マイドゥルは、この「革命」にもう一つの意味を見出している。「瞬間」を秘密にしてい
なければならなかったため、『猶予された者たち』の社会では、他者との間に距離が生じて
いた。しかし「革命」によってヒエラルヒーが崩壊し、人々は連帯する力を手に入れたの
である。マイドゥルはこの「連帯」という変化に注目している。そして、「連帯できない人
間たちは、互いに連帯できる者たちよりも簡単に支配下に置かれる」(Menschen, die sich
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nicht zusammenschließen können, sind leichter unter Kontrolle zu halten, als solche,
die Solidarität zueinander empfinden) [Meidl (1994): 169]と述べ、『猶予された者たち』
のテーマはまさに、人々が連帯することであったとしている。革命前、
『猶予された者たち』
の社会では、人々は互いに心を通わせることがなかった。しかし、
「五〇」の革命によって、
人々は連帯する力を手に入れたのである。『猶予された者たち』の社会がこの先どのように
変化していくのか描かれてはいないが、人々が連帯できたということは未来を明るくして
いるように思える。
４．４．「生き残ること」の克服
これまでの考察から、『猶予された者たち』に描かれた死と権力の結びつきは、二つある
と言える。一つは他人の死によって「生き残る」ことによる権力の獲得・保持であり、も
う一つは、暴力や死を意識させることによって、人々を見えない監獄に捕らえる監視の働
きである。「五〇」の革命によって、「瞬間」が存在しないことが暴露され、誰が生き残る
のか、予め分からなくなった。それによってヒエラルヒーが崩壊し、また、人々が互いに
監視し合うこともなくなった。しかし、作中にはこの革命の前から、
「生き残る」という権
力の根源となる感情を克服しようとする人物がいる。「求愛」(Die Werbung)という場面か
ら、「生き残ることの克服」という視点で、作品へのアプローチを試みたい。
スイスのチューリヒ中央図書館に保管されている『猶予された者たち』の草稿は、全部
で五つある。1951 年 3 月 21 日から同年 10 月 8 日に書かれた最初の草稿を見ると、
「求愛」
という場面が一番初めに書かれていた。カネッティがこの場面を物語の冒頭にする予定だ
ったのか、あるいは最初に思いついたためにこれを一番初めにしたのかは不明であるが、
いずれにせよ、構想段階から既にこの場面がカネッティの念頭にあったことが分かる。ま
た、この場面が五つの稿すべてに描かれていることに鑑みても、「求愛」の場面はカネッテ
ィにとって、重要な意味を持っていたと推察される。
この場面には「四六」という男性と結婚したいという「四三」という女性が登場するが、
彼女は以下のように述べている。
Frau: [...] Den Mann, den ich liebe, will ich nicht überleben. Aber ich will auch nicht,
daß er mich überlebt.
女：[...] 私は愛する人の死の後に、生きながらえたくはない。けれど彼に私の死の後
を生きながらえてほしくもない。[Canetti (1964 b): 192/265]
「四三」と「四六」は同世代であり、名前の数字も近い。したがって二人の死期も近いと
いうことになる。全く同時に死ぬことは不可能でも、二人は少なくとも近い時期に死ぬこ
ととなる。「四三」はパートナーに対して、共に死ぬことを望んでいる。共に死ぬことによ
って、相手を失くした悲しみをお互いが味わわないようにしようとしているのである。ミ
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ュラー＝フンクによれば、「四三」は、愛する人を失った後に生き残りたくない唯一の人物
であり、ロマンチストである[Müller-Funk (2006): 71]。しかし一方で、これは、生き残る
という権力の感情を克服しよういう試みでもある。二人の間には、生き残ることに優越感
を抱かせるような、心的距離が存在しない。そのため、どちらか一方が先に死んでも、も
う片方がパートナーの死に満足を感じることはない。これによって、生き残ることで権力
を志向する衝動が抑制されるのである。「生き残る者の感情の克服」がここではテーマとさ
れているのだ。
「生き残りたい」という権力の感情を克服するには、どうすれば良いのか。カネッティ
は、他人の死に際して、誰もが生き残ることに秘密の満足を覚えるということを認めつつ
も、この感情に対して敵意を抱き、それを克服しようと試みる。
『群衆と権力』には、唯一のポジティブな形としての「生き残ること」が示されていた。
それは、「不死性について」(Von der Unsterblichkeit)という節で描かれた、詩人の生き残
ることである。カネッティは、スタンダールの文学の不死性を例に挙げ、
「それ[文学的不死
のを信じること：引用者]は、同時代に生きている彼以外の全ての者がもはやこの世にいな
くなった時にも、彼は依然としてこの世にいるであろうということを意味する」(Er
bedeutet, daß man dasein wird, wenn alle andern, die zur selben Zeit gelebt haben,
nicht mehr da sind) [Canetti (1960) : 328/(上)412]としている。スタンダールは彼の文学に
よって、全ての同時代人を生き残るが、自分が生き残るために他者を殺すことはない。な
ぜなら、彼が生き残ることを望んでいるのは、今現在のことではなく、彼が名を残すよう
になるのは、かれがもはや生きておらず、したがって殺すこともできない百年後のことだ
からである[Canetti (1960) : 328f./(上)412f.]。カネッティは詩人の生き残ることを「例の権
力 者 た ち と は 正 反 対 」 (das genaue Gegenbild jener Machthaber ) [Canetti (1960):
329/(上)413]のものとして対置する。文学の不死性によって、彼の同時代の死者たちは、高
貴な糧として生者の前に立ち現れる。詩人の生き残ることは、死者と生者、両方の側に立
つのである[Canetti (1960) : 329/(上)413]。権力者も作家も、彼の同時代人が皆いなくなっ
た後も存在することを望むという点では同じだが、しかし、権力者が生き残るために殺人
を犯すのに比べ、詩人は犠牲者を出さずに不死を手に入れようとする。ここに、カネッテ
ィはネガティブな生き残ることとは反対の、ポジティブな形式を提示しているのである。
ヴィープレヒト＝ロートは、生き残ることと文学的不死をめぐるカネッティのこの思想を、
「武器としての言葉」[Wieprecht-Roth (2004): 196]と呼んでいる。カネッティにとって書
くことは権力ではなく、権力への対抗手段だったのである[Wieprecht-Roth (2004): 196]。
詩人として生き残るということは、他人の死を悪用することなく、すなわち、権力の感情
を持つことなく生き残る、唯一の道である。しかし、それはごく少数の限られた人間、詩
人に許された道である。他に、他者の死を「生き残ること」としない方法はあるのだろう
か。
ハヌシェクは、「ヒロシマ」がカネッティの「生き残ること」をめぐる思想の転換点とな
119

ったことを指摘している。当時、カネッティとヴェツァはイギリスに亡命中で、ドイツと
オーストリアのユダヤ人殺害のニュースを追いかけていた。そんな時、彼らのところに広
島への原爆投下のニュースが飛び込んできた。ヴェツァがカネッティの弟ゲオルクにあて
た手紙に、その時のカネッティの反応が書かれている[Hanuschek (2006): 28]。
Dein Bruder ist in einer seltsamen Laune, wie es nur ein Dichter sein kann – wegen
der Atombombe. Er war wirklich so niedergeschlagen, dass er nicht mehr essen und
fast nicht mehr leben wollte, im Gedanken daran, dass die A-Bombe seiner
Unsterblichkeit dazwischenkommen könnte und – wer weiß – seiner Sterblichkeit.
Es war eine schwere Krise.
あなたのお兄さんは詩人にしかありえない、めったにない気分でいます。―原爆のせい
で。彼はもはや食事ものどを通らず、生きる気力もないほど、本当に打ちひしがれて
います。原爆が彼の不死、あるいは、分かりませんが、彼の死すべき運命に介入しう
るという考えにいます。重大な危機でした69。 [Hanuschek (2006): 28]
カネッティはホロコーストよりもむしろ、
「ヒロシマ」に衝撃をうけていたという。その後、
原爆投下から一週間の間に、カネッティは多くの断想を残している[Hanuschek (2006): 28]。
ハヌシェクによれば、カネッティはアウシュヴィッツ後ではなく、ヒロシマ後に書くこと
に意味を見出している[Hanuschek (2006): 30]。それでは、
「ヒロシマ後に書くこと」とは、
カネッティにとっていったい何を意味したのであろうか。
ヒロシマがカネッティに与えた影響は、
『群衆と権力』のエピローグに顕著に表れている。
「生き残る者の解消」(Die Auflösung des Überlebenden)というタイトルのエピローグで、
ヒロシマ、ナガサキのことに触れた後で、カネッティは以下のように述べる。
Alle werden überleben oder niemand.
全ての者が生き残るか、誰一人生き残らぬかのいずれかであろう。[Canetti (1960) :
558/(下)312]
ヒロシマ、ナガサキの後、権力者はもはや安全に感じていられない。死の脅威は常にそこ
にあり、権力者も含めたすべての人間が、その脅威にさらされているのである。生き残る
ことに価値はなく、「全ての者が生き残るか、誰一人生き残らぬか」のいずれかとなり、生
き残る者である権力者も彼の犠牲者も一つになるのである。カネッティにとって、「生き残
る者」は他者を殺すことによって生き残ろうとする、否定的な人間、権力者だった。しか
し、ヒロシマによってその権力者の地位は確かなものではなくなったのである。
須藤は、『群衆と権力』の執筆期から晩年にいたるまでのカネッティの「生き残ること」
69

1945 年 8 月 15 日に、ヴェツァがゲオルクにあてた手紙からの引用である。
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という思索の変遷を考察している。そしてカネッティの「生き残ること」の思索の転換点
の一つを、蜂谷道彦『ヒロシマ日記』を読んで感銘を受けたことだとしている[須藤 (2009):
24]。蜂谷医師は、家族や友人、知人のためだけではなく、原爆で亡くなった見知らぬ他人
のためにも祈ることができた。カネッティは蜂谷医師について以下のように述べている。
Das Unantastbarste an diesem Mann ist aber sein Respekt für die Toten. Es war
die Rede davon, wie schwer er es erträgt, daß man sich an den Tod gewöhnt, er
bleibt für ihn immer etwas sehr Ernstes. Man hat nicht das Gefühl, daß die Toten
für ihn zu einer Masse verschmelzen, in der kein Einzelner mehr zählt. Er denkt an
sie als Personen.
この男（蜂谷医師）のもっとも不可侵な点は、その死者たちに対する畏敬である。彼
にとって人々が死に慣れることがどれほど耐えがたいかということが日記に述べられ
ている。死は彼にとって常にとても重大なものであり続ける。彼にとっては死者たち
が、内部の個々人などもはや問題にはならぬ一つの群衆に融合しているという感じを、
、、
受けない。彼は死者たちのひとりひとりを個人として考えている。
[Canetti (1972 a) : 64f./97]
蜂谷を手本とすべきなのは、彼が生き残った時の、死者に対する尊敬の念である。あらゆ
る個人が彼にとっては重要であり、死者たちは彼にとって「融合して一つの群衆となる」
(verschmelzen zu einer Masse)ことはない。彼は彼らを個人(Person)として考えている。
このように、蜂谷医師は死者たちに対して「生き残る」という権力の感情を抱くことなく、
死者たちに敬意を抱く。死者たちを個人として見るのである。蜂谷医師は「生き残ること」
を権力としていない。これは、『群衆と権力』において看取されてきた、生き残ることの別
な側面である[須藤 (2009):25]。
「生き残ること」を権力としない蜂谷医師の姿に、カネッテ
ィが生き残るものの感情を克服する方途を見出しているのである。
『猶予された者たち』の「求愛」の場面には、こうした「生き残る者の感情の克服」と
いう、カネッティの後年のテーマの一端が垣間見えるのではないだろうか。
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第五章

『群衆と権力』―「非科学性」の射程

『群衆と権力』において、その論考の典拠とされるのは、時代も地域も全く異なる民族
学的資料であった。これらの資料はしかし、いかなる学術用語によっても分析されること
はない。それゆえ、序論で述べたアドルノとの対談に象徴されるように、『群衆と権力』を
既存の思想体系に位置づけることはできないのである。本章では、カネッティのこうした
「非科学」的叙述形式はいったいどこから生まれ、また、カネッティはそれによって何を
目指したかのを探る。
５．１．文化人類学への接近と心理学の否定
序論で述べたように、カネッティは『群衆と権力』において、無数の民族の伝承や神話
を題材にし、論考を行っている。1965 年に行われたホルスト・ビーネクとの対談で、カネ
ッティは以下のように述べている。
Ja, ich lese nichts lieber als Mythen. Der wichtigste Teil meiner Bibliothek besteht
daraus, es mögen an die 300 Bände sein. Die meisten stammen von den
sogenannten Naturvölkern. Aus einem dieser Bücher über die Buschmänner habe
ich mehr gelernt als aus manchen der bedeutendsten Werke der Weltliteratur.
ええ、私は何よりも好んで神話を読みます。私の書庫のもっとも重要な部分はその種
の書物から成っており、300 冊はあるかもしれません。大抵はいわゆる未開民族に関す
るものです。これらの本のうちでは、ブッシュマンに関する一冊の書物70から、私は世
界文学のもっとも重要な著作のいくつかから得たよりも多くのことを学びました。
[Canetti (1972 a): 96f./145f.]
「ブッシュマンに関する一冊の書物」から学んだこととは、第四章で論じた、「変身」の概
念のことであると考えられる。ブッシュマンは、狩ろうとする動物が近づいてくると、そ
の動物の古傷を自分の体の同じ場所に感じたが、それは、人間がその動物を祖先として自
分の中に含んでおり、自分の中にある動物の身体が実際の動物の身体に等置されるからで
あった。人間が様々なものを内包する存在であること、「変身」の能力を有することが、ブ
ッシュマンに関するこの一冊の著作から読み取られていた。また、先に挙げた 1976 年の「詩
人の使命」という講演では、カネッティは、ヨーロッパ諸国による植民地化によって失わ
れた未開民族の精神的遺産である「変身」を真に保持し、我々の生活に復活させることが
自分の使命であると述べていた。このように、カネッティの思想の中心的概念である「変
70

Bleek, W.H.J. and Loyd, L.C.: Specimens of Bushman Folklore. London (1911)である。
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身」は、アルカイックな文化と結びついているのである。
カネッティはこうした文化人類学的書物に記された「プリミティブな生」に対する思い
を、以下の断想に残している。
Seit Jahren werde ich die Faszination durch primitive Zustände nicht los. Ich weiß
nicht, mit welcher Muttermilch ich diesen Hang eingesogen habe. Ein starker
Glaube und eine noch stärkere Erwartung treiben mich zu jeder Darstellung
primitiven Lebens hin, und wann immer ich über diese Dinge lese, selbst in der
vorsichtigen und verdünnten Deutung moderner Autoren, meine ich die eigentliche
Wahrheit in der Hand zu haben. Da wird alles bei mir Vertrauen, ich zweifle nicht
mehr, hier, denke ich, habe ich, was ich immer vergeblich suchte; und wenn ich
nach Jahren dasselbe Buch immer wieder lese, wirkt es genau so auf mich wie das
erste Mal, eine unabänderliche und immer lebende Offenbarung.
もう何年も私はプリミティブな状態に魅了されている。どうして幼少の頃よりこのよ
うな好みを持ったのかは分からない。強い確信と、さらに強い期待が、私をあらゆる
プリミティブな生の描写へと駆り立てる。そしてこれらに関して読んだ時はいつでも、
例えそれが現代の作家の注意深い、薄められた解釈であったとしても、私は真理を掌
握したと考える。その時私は全てを信頼し、もはや疑わない。私は、いつも虚しく探
してきたものがここにあると考える。そして、何年も後に同じ本をまた読むと、私に
とってそれはまるで初めての時のように、不変の常に生き生きとした啓示のように思
われる。[Canetti (1976): 171f.]
カネッティがプリミティブな生の描写に魅了されるのは、こうした本が何度読んでも、初
めて読んだ時のように「生き生きたした啓示」として現れるからである。そして、それら
の本の中には「いつも虚しく探してきた」真理が含まれているからである。それは、例え
ば「変身」のように、カネッティの思想の中核をなす概念の発見でもあった。
シッケルとの対話で、カネッティはこうした文化人類学的資料への傾倒について指摘さ
れ、レヴィ＝ストロースとの類似点について質問される。カネッティは『群衆と権力』に
おいて、数え切れぬほど多くの群衆を考察する際、様々な諸カテゴリーを集めて一つの共
通点にまとめようとしたが、この方法が構造主義的であるという指摘である[Canetti (1972
a) : 112f./175f.]。シッケルは、レヴィ＝ストロースよりもはるかに早く研究をはじめたカネ
ッティを「先駆的構造主義者」とみなすことができるのかと問う[Canetti (1972 a) :
112f./175f.]。これに対してカネッティは、レヴィ＝ストロースがカネッティと同じくらい
神話に対して興味を抱き、神話について膨大な知識をもっているという点、原始社会をい
わゆる高度文明と同列において等しい価値を持つものとして求めている点で、レヴィ＝ス
トロースに好感を持っていると言う[Canetti (1972 a) : 113/176f.]。しかし自分は、レヴィ
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＝ストロースのように神話をことごとく集めて比較することを重要だとは考えておらず、
それが自分の特定の意図にとって生産的である場合にそれを利用するのだと答えている
[Canetti (1972 a) : 114/177f.]。ほとんど説明しがたく思われる現代の諸現象を把握するた
めに、カネッティはアルカイックな文化を利用するのだという[Canetti (1972 a) : 114/178]。
カネッティの思想を一つの主義に結びつけようという試みは、ここでまたしても失敗に終
わる。
「構造主義」は 1960 年代にフランスで生まれ、社会現象などの深層構造において「社会
的なもの」「一般的なもの」を認め、個人の意志を超えた「一般理論」を打ち立てようとし
たところに特徴があり、言語学や人類学において成果を上げた[鰺坂 (1985): 17]。しかし、
前述のように、民族学的資料を用いて種々の考察を行う文化人類学的考察手法は、構造主
義以前から存在していた。
ここで、ヨーロッパにおける文化人類学の成立について簡単にまとめたい。祖父江孝男
によれば、ヨーロッパで「プリミティブな生」
、あるいはいわゆる未開民族の風俗習慣に対
する興味が生まれたのは、15 世紀におけるコロンブスのアメリカ大陸発見と、それに続く
新しい島々の新発見をきっかけとする[祖父江 (1979): 11]。こうした関心は特に 18 世紀後
半に高まったが、それを象徴しているのがキャプテン・クックの探検旅行である[祖父江
(1979): 11]。また、リンネの『自然の体系』(1735)が、はじめて生物界における人間の位置
を明らかにしたことに刺激を受け、様々な人種の身体的特徴に関する比較研究も始まった
[祖父江 (1979): 11]。こうした人類に関する興味が一つの学問体系として根を下ろしたのは
19 世紀であり、フランスでは 1839 年に「パリ民族学界」が、1843 年には「ロンドン民族
学界」が発足した[祖父江 (1979): 12]。ドイツとオーストリアでは、カトリックの神父たち
を中心とし、20 世紀初頭、世界各地での布教活動の礎石として、諸民族を研究するために、
「ウィーン学派」が設立された[祖父江 (1979): 12]。文化人類学において、その研究の分野
は多岐にわたる。民族史・民族文化史研究、言語研究、自然環境や生業、衣食住の研究、
宗教や儀礼・祭礼に関する研究、民謡・音楽研究、婚姻制度や家族親族、集団における人
間関係や社会の仕組みに関する研究などである[祖父江 (1979): 18f.]。その中でも最も重要
な古典書とされるのが、アメリカのルイス・モルガン『古代社会』(1877)である[祖父江
(1979): 45]。モルガンは、ダーウィンの『種の起源』(1859)を踏まえ、古代に出発する人類
社会の変遷の過程を進化論的に考察している[祖父江 (1979): 45]。火の使用、弓矢の発明と
いう野蛮時代から、土器の発明、家畜の飼育とトウモロコシの栽培、鉄器の使用という未
開時代を経て、文字の発明と使用がなされた文明時代へと至るという、この社会進化学説
は長い間強い影響力を持っていた[祖父江 (1979): 45f.]。
『古代社会』の中でモルガンが行っ
た婚姻と家族の進化に関する考察では、人類はまったくの乱婚状態からいくつかの段階を
経て、今日の一夫一婦制に至ったとされた[祖父江 (1979): 45]。モルガンが、その論の下敷
きにしたのは、ヨハン・ヤコブ・バッハオーフェン『母権論』(1861)であった[祖父江 (1979):
115]。バッハオーフェンはこの書で、人類最古の家族形態は父権的な家族だとそれまで考え
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られていたのを訂正し、人類の原初状態は原始的な乱婚制だったのであり、こういう状態
のもとでは父が誰か分からないから父という概念がない、母と子の結びつきだけが存在し
ており、したがって、相続は母から子へという形の母系制であり、母権的だったと主張し
た[祖父江 (1979): 115f.]。バッハオーフェンを経由してモルガンにもたらされたこの説が当
時の欧米インテリ層に与えた衝撃は相当なものであったらしく、さまざまな学者がこの説
の影響のもとに研究を発表した71[祖父江 (1979): ]。このように、新大陸の発見に端を発す
る「未開民族」への興味は、文化人類学という学問体系に発展する。この学問において、
原始状態の人間がどのように行動するかという研究は、近代化された西欧社会を知るため
の手段ともなりうる。なぜなら、未開社会には、様式化されていない人間の行動パターン
が見られるからだ。
フロイト『トーテムとタブー』Totem und Tabu (1912)も、いわゆる未開社会を手掛かり
に、モデルネの西欧社会に生きる人間の心理を解明しようとした試みの一つである72。フロ
イトは『トーテムとタブー』の中で、いわゆる未開人(die sogenannten Wilden)や半未開の
民族(die halbwilden Völker)のうちに我々自身の発展の前段階が十分に保存されていると
いう前提に立つ[Freud (1912) : 5/5]。
Wenn die Voraussetzung zutreffend ist, so wird eine Vergleichung der „Psychologie
der Naturvölker“, wie die Völkerkunde sie lehrt, mit der Psychologie des
Neurotikers, wie sie durch die Psychoanalyse bekannt geworden ist, zahlreiche
Übereinstimmungen aufweisen müssen, und wird uns gestatten, bereits Bekanntes
hier und dort in neuem Lichte sehen.
この前提が正しいとすれば、民俗学が教える「自然民族の心理」と、精神分析によっ
て知られるようになった神経症者の心理とを比較することで、両者の多くの一致点が
示されるはずであるし、既知となっている事柄をいたるところで新たな光のもとに見
ることが可能となるであろう。[Freud (1912) : 5/5]
フロイトは、いわゆる未開民族の心理を、神経症者の心理と比較することによって、エデ
ィプス・コンプレックスを中心とした神経症に光を当てようとする。例えば、オーストラ
リアの原住民族には、「トーテミズム」という制度体系が見られる[Freud (1912) : 6/7]。ト
ーテムとは、その氏族全体と特別な関係にある動物や、稀には植物、雨、水であるが、そ
れらは氏族の祖先であり、また、宣託を与える氏族の守護霊・保護者でもある[Freud (1912) :
7/7]。このトーテミズムの制度体系には、「同一のトーテムに属する者は性的な関係を持っ
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例えば、エンゲルスは『家族、私有財産および国家の起源』(1884)で、
『古代社会』を典
拠とし、乱婚制で家族も存在せず、したがって私有財産も存在しなかった最初の段階を、
人類本来の姿と捉え、これを原始共産制と呼んだ[祖父江 (1979): 117]。
72 『トーテムとタブー』の中でも、
『古代社会』は重要な文献の一つとなっている。
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てはならない、よって結婚してはならない」という掟が存在する[Freud (1912) : 8/8f.]。フ
ロイトによれば、同一トーテム内の結婚禁止という族外婚が目的としているのは、母親や
姉妹との近親相姦の禁止以上のものである[Freud (1912) : 10/12]。この族外婚においては、
先祖としてのトーテム（動物）の役割は極めて重大なものとして受け止められており、同
じトーテムに属する全ての者は血縁関係にあると見なされ、それゆえ極めて薄い血縁関係
でも性的合一の絶対的障害とされるのである[Freud (1912) : 10/12]。フロイトはここに、異
様に激しい近親相姦の忌避を見ている[Freud (1912) : 11/12]。この禁忌の他にも、様々な未
開 民に 、近親 者同 士の性 交を 防止す るよ うな制 度や 習慣が 見ら れる [Freud (1912) :
15-20/17-22]。精神分析が教示したのは、男児の最初の性的対象は母に向かったが、成長す
るに従って近親相姦の魅惑から解放される、ということであった[Freud (1912) : 24/27]。し
かし、神経症者の場合には、彼らは心的幼児性を示し、近親相姦的な願望をもつ[Freud
(1912) : 24/27]。上述のような未開民族の制度や習慣には、無意識へと押しやられる人間の
近親相姦に対する欲望を、いまだ危険なものと感じ、極めて厳格な防衛方策があてがわれ
るべきものと考えていることを示しているというのである[Freud (1912) : 25/28]。
未開民族のタブーも、神経症患者の心理と共通性を持っている。タブーはポリネシア語
で「神聖な」
、「聖別された」を意味すると同時に、「不気味な」、「危険な」、「禁じられた」、
「不浄な」を意味する[Freud (1912) : 26/29]。つまり、「神聖な忌避」とでもいうような、
両価的な意味をもっているのである[Freud (1912) : 26/29]。個人的にタブーの禁令を作り出
し、未開人がその部族や社会に共通なタブーを厳守するのと同じようにその禁令に従う人
たちを、「強迫神経者」と呼ぶ[Freud (1912) : 36/39]。したがってこの強迫的性格から、神
経症は「タブー病」といってもよいほどである[Freud (1912) : 25/28]。フロイトによれば、
神経症者の核となる主要な禁令は、タブーの場合と同じく接触の禁止であり、それゆえ「接
触不安」(Berührungsangst)と呼ばれる[Freud (1912) : 37/40]。そして、この禁令は直接の
肉体的接触だけでなく、思考による接触にも向けられている[Freud (1912) : 37/40]。そして、
神経症者においても、未開民族においても、彼らはこの禁令に対して、まさにタブーの語
源のように、両価的態度で向き合っている[Freud (1912) : 42/45]。つまり、無意識において
はタブーの禁令を犯すことを何よりも望みながら、そのことを恐れてもいるのである
[Freud (1912) : 42/45]。
エアハルト・シュットゥペルツは、
『群衆と権力』が、
『トーテムとタブー』(1912)におけ
るフロイトの考察方法に接近していることを指摘している[Schüttpelz (2008): 305]。『トー
テムとタブー』で、フロイトは「未開人の精神生活と神経症者の精神生活の一致点」
(Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotikers) を 描 写 し た
[Schüttpelz (2008): 305]。シュットゥペルツは、
『群衆と権力』が、民族学や民族誌学、精
神病学の短い性格描写に関連付けることによって論じられおり、この点に『トーテムとタ
ブー』との親近性があるとしている[Schüttpelz (2008): 304]。例えば、
「変身」の章ではブ
ッシュマンに関する民族学的資料を基にした描写の直後には、「逃走変身。ヒステリー・躁
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病、メランコリー」(Fluchtverwandlung. Hysterie, Manie und Melancholie)73 [Canetti
(1960): 403/(下)101]という節が続き、そこからさらに二つ後の節ではアルコール中毒者た
ちの幻覚について記述によって「変身」に関する考察を発展させている[Canetti (1960):
424-428/(下)127-132]。『群衆と権力』では、こうした病理学的描写と民族学的描写が対に
なって表れているのである[Schüttpelz (2008): 308]。その他にも、例えば権力者に関する
考察で、アフリカの王やデリーのスルタンとパラノイア患者が並列されている。いわゆる
未開人と神経症患者の心的描写をパラレルに描いてその一致点を比較する方法は、確かに、
『トーテムとタブー』におけるフロイトの手法に似ている。
他にも、カネッティとフロイトの考察方法、あるいは理論には、親近性が見られる。『ト
ーテムとタブーでは「接触不安」(Berührungsangst)が神経症者の核となる禁令となってい
たことが指摘された。これに対し、第一章で述べたように、カネッティは『群衆と権力』
で「接触恐怖」(Berührungsfurcht)という術語を用いて、群衆形成へと向かう人間の心理
を説明していた。人間が何よりも恐れるのは他人との接触であるが、群衆の中で互いがぴ
ったりと密着した状態では、「接触恐怖の転化」が起こり、人間はもはや他人との接触を恐
れず、自己と他人との区別をも意識しない。全ての人間が平等となるこの状態を目指して、
人間は群衆を形成する、という理論であった。この「接触恐怖」という概念は、
『トーテム
とタブー』の「接触不安」に由来すると考えられる。また、『群衆と権力』ではシュレーバ
ー症が、権力者のプロトタイプとされていたが、この考察のアイディアもフロイトの『シ
ュレーバー症例論』(1911)に端を発していることは十分に考えられる。しかし、シュレーバ
ー症を権力論の論拠としながら、あるいは、
『トーテムとタブー』に似た手法を用いながら、
『群衆と権力』ではフロイトの諸論が参考文献として挙げられていない。それどころか、
本文にもフロイトの名前が一度として登場しない。フロイトに言及することを、カネッテ
ィは徹底して避けているかのようである。
こうした忌避は一体どこに源を発するのだろうか。カネッティは、1932 年、ヘルマン・
ブロッホと心理学に関して議論を交わしている。そして、ブロッホに語った言葉を振り返
り、自伝に以下のように記している。
Sie berufen sich gern auf die moderne Psychologie, mir scheint, daß Sie stolz auf sie
sind, weil sie sozusagen in Ihrem engeren Milieu, in diesem besonderen Bereich der
Wiener Welt entstanden ist. […] Was immer sie ausspricht, finden Sie auf der Stelle
in sich. Sie brauchen gar nicht danach zu suchen. Mir scheint ebendiese
Psychologie völlig unzulänglich. Sie befaßt sich mit dem einzelnen, da ist sie wohl
auf einiges gekommen, womit sie aber nichts anfangen kann ist die Masse, und das
ist das Wichtigste, worüber man etwas wissen müßte, denn alle neue Macht, die
この節でカネッティは『ヒステリー研究』Studien über Hysterie (1895)の共著者である
ヨーゼフ・ブロイアーの論考を挙げているが、フロイトの名前は出てこない。

73

127

heute entsteht, speist sich bewußt aus der Masse. Praktisch weiß jeder, der auf
politische Macht aus ist, wie er mit der Masse operieren muß.
あなた[ブロッホ：引用者]は好んで現代心理学を引き合いに出されますが、私はこの心
理学がいわばあなたの狭い裏庭、このウィーンの世界という特殊な地域で生まれたた
めに、それを誇りにされているのではないかという印象を受けます。[…]それ[心理学：
引用者]が何を述べようと、あなたはその述べられたことを即座に自分の中に見出しま
す。あなたは何も探す必要がないのです。私にはまさにこの現代心理学が全く不十分
なように思われるのです。それは個人をテーマにして研究しており、その領域におい
ては確かにいくつかの発見をもたらしましたが、全く何も手を付けることができない
でいるのが群衆です。これこそ最も重要であり、人が知らなければならないことなの
、、
ですが。というのも、今日生まれつつあるあらゆる新しい権力は、意識的に群衆から
栄養を搾取しているからです。政治的権力を目指している者なら誰でも、いかに群衆
を操作すべきかということを実践的に知っています。[Canetti (1985): 41/51f.]
この会話が交わされたのは、ナチスが政権を獲得する直前のことである。ヒトラーは大衆
の支持を集め、勢力を拡大させていた。そんな時、心理学は、カネッティには「全く不十
分」に思われた。群衆について知ることは、カネッティにとって、それを利用して権力を
拡大させる権力者を理解することであり、それはこの時代、心理学がもたらすこと全てよ
りも切迫したものだったからである。第一章で述べたように、カネッティは、フロイトの
『集団心理学と自我分析』では個人だけが問題とされており、群衆現象が扱われていない
、、
と批判した[Canetti (1972 a) : 120/189]。それゆえ、「今日生まれつつあるあらゆる新しい
権力は、意識的に群衆から栄養を搾取している」にもかかわらず、
「個人をテーマに研究し」、
群衆に関しては「全く何も手を付けることができないでいる」心理学から距離を置こうと
したのではないだろうか。また第一章で論じたように、既存の群衆論が、フランス革命を
基準とし、群衆を政治や権力と不可分のものとみなしていたのに対し、カネッティは群衆
と権力の結びつきを視野に入れつつも、群衆形成の動機が政治とは全く無関係の「増大衝
動」や「平等への欲求」にあることを見抜いていた。そしてこれらの衝動が、群衆という
ものを理解するうえで欠かせない要素であると考えた。つまり、カネッティにとって、個
人をテーマにした心理学だけでなく、既存の群衆心理学も、同時代の焦眉の問題であった
権力と群衆の結びつきを知るためには、不十分であったのだ。フロイトの忌避に対する理
由の一つは、心理学そのものに対する抵抗だったのである。
しかし、カネッティは他の理由からも、フロイトに反発を見せている。「エディプス・コ
ンプレックスの通俗化」が、その一つである。カネッティがウィーンで過ごした 1920 年代
から 30 年代、一切がフロイト学派の諸成果によって満たされていた[Canetti (1972 a) :
120/187]。カネッティは全てをエディプス・コンプレックスで説明しようとする若い詩人た
ちに嫌気がさしていたという[Canetti (1972 a) : 120/187]。こうしたカネッティの精神分析
128

に対する嫌悪は、『虚栄の喜劇』にも表れている。劇中では、精神分析医とみられるレーダ
がガーラウスの診察をするが、その際、「[…]あなたはパパが怖くて、とにかくパパに対し
て ひ ど い 憎 し み を 抱 く こ と も あ り ま し た ね 」 ([…]vor dem Papa hatten Sie Angst,
überhaupt gegen den Papa hatten Sie manchmal einen solchen Haß) [Canetti
(1932) :172/239]、
「ごらんなさい、私はそのことをもうとっくに知っていましたが、あなた
とは全く面識がありませんでした」(Sehen Sie, ich hab das schon früher gewußt und kenn
Sie gar nicht) [Canetti (1932) :172/239]といった、エディプス・コンプレックスを暗示さ
せる発言をしている。レーダはガーラウスが何かを話す前から、エディプス・コンプレッ
クスによって診断を下そうとしているのである。全ての現象をエディプス・コンプレック
スに還元するのが精神分析である、とでも言いたげである。そうしたカネッティの精神分
析に対する批判が、レーダとガーラウスのこの場面に表れている。
以上のような理由からカネッティはフロイトに反発を示したが、カネッティがフロイト
を敵視までするに至った、最も大きな原因は、
「死の欲動」(Todestrieb)にある。
Wenn aber ein Mann von der Autorität Freuds einen Todestrieb aufstellt und den
Wunsch, zu sterben, als etwas Biologisches hinstellt, etwas, was noch mit
elementarer Kraft gestützt ist, so macht er eigentlich einen Kampf gegen den Tod
völlig unmöglich. Es ist ein Ansatz, der alles ausschließt, wofür ich lebe. Das ist der
wirkliche Grund, warum ich einen ausgesprochenen Antagonismus gegen Freud
empfinde.
フロイトのような権威ある人間が死の欲動を提起し、死の願望を生物学的なもの、な
おも基本的な力によって支えられているものと主張すると、その者はそもそも死に対
する闘いを完全に不可能にしてしまうことになります。それは私がそのために生きて
いる一切を締め出してしまうようなアプローチです。これが、わたしがフロイトに対
して決定的な敵意を覚える真の理由です[Canetti (1972 a) : 122/190]。
「死との闘い」を作家としての使命としていたカネッティにとって、タナトスを容認する
ことは決してできなかったのである。シュティークは、カネッティの死への敵意に、歴史
的背景を見ている。第一次世界大戦では「名誉の死」がうたわれ、何万という兵士が戦場
に送られていった。カネッティはこの名誉の死を疑問視していたという[Stieg (1988): 99]。
そして、1939 年、第二次世界大戦が勃発し、再び「名誉の死」が必要とされることとなっ
た74。シュティークは、カネッティの死に対する敵意に基づいた倫理はこのような状況下で
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ラース・コッホは、第一次世界大戦前後に文学者が果たした役割について考察している。
1914 年の開戦当時、第一次世界大戦は新しいものが生まれる場として、軍事的な国民共同
体を生み出すものとして、あるいはフランスの「文明」に対してドイツの「文化」を守る
ための戦いとして、捉えられたのであった[Koch (2014): 99f.]。文学者もこうした戦争の美
化に寄与し、トーマス・マンなどの作家たちも、戦争を奨励する態度をとった[Koch (2014):
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形成されたという[Stieg (1988): 99]。戦争において、人々は「死ななければならない」とい
う道徳的価値のもと、自分を犠牲にする。カネッティはこうしたモラルの錯覚を暴こうと
しているのである[Stieg (1988): 99]。
しかし、死は、「名誉の死」としてプロパガンダ的に利用されるだけでなはい。第二章か
ら第四章までに見てきたように、カネッティにとって、死とは、権力と切り離せないもの
であった。他人の死を糧とし、「生き残ること」に対し満足を覚えることは、権力の根源で
あった。また、命令とはすなわち、しばらく死を猶予してやるぞという脅迫であった。そ
して、死の猶予をもって行われるこの命令は、それを執行する者の全身に浸透し、いつま
でも消え去らない「命令の棘」となっていつまでも心に残った。そして、この棘によって
人間は完全に権力に支配されるようになった。カネッティを、タナトスいう理論、その創
始者であるフロイト、そしてその精神分析から遠ざけた決定的な要因は、二つの大戦の経
験に際する「名誉の死」に対する嫌悪と、死をその動力とする権力への敵意だったのであ
る。
５．２．詩的直観―ニーチェ、フロイト、カネッティ
『群衆と権力』の叙述形式における特徴の一つは、文学作品を考察の論拠としているこ
とである。そこで取り上げられている文学作品の数は多くはないが、それぞれこの論にお
いて重要な役割を果たしている。例えば「逃走変身」については『オデュッセイア』が[Canetti
(1960): 406f./(下)104f.]、
「見えない群衆」という節の子孫に関する考察においては、
『詩経』
から一篇の詩が引用されている[Canetti (1960): 51/(上)52f.]。また、「生き残ること」とい
う章では、権力の感情を抱くことなく生き残る唯一の方法である「文学的不死」
、すなわち
「作家として名前を後世に残すこと」が、スタンダールの作品全般を例に論じらている
[Canetti (1960): 558f./(下)412ff.]。前の節では、病理学的描写と民族学的描写を対にして行
われる、『群衆と権力』の論考方法に、フロイトの『トーテムとタブー』の影響が見られる
ことを指摘した。しかし、こうした論考方法だけでなく、文学作品を典拠とする点でも、
カネッティはフロイトに接近している。そして、この手法はニーチェのそれとも共通して
いるのである。
本節では、金関猛の『ウィーン大学生フロイト―精神分析の始点』(2015)を手掛かりに、
フロイトの『夢解釈』Die Traumdeutung (1900)とニーチェの『悲劇の誕生』Die Geburt der

109f.]。1918 年の終戦後、その戦争が単なる物量戦だったことが発覚しても、平和主義的
意見は少数派であり、エーリヒ・マリア・レマルクの『西部戦線異状なし』Im Westen nichts
Neues (1928)やカール・クラウスの『人類最後の日々』Die letzten Tage der
Menschheit(1915-1922)はその数少ない例の一つであったという[Koch (2014): 118f.]。第二
章では、クラウスがカネッティに与えた影響を、言語の側面から考察したが、「名誉の死」
という虚偽を暴いたモラリストとしての面においても、クラウスがカネッティに与えた影
響が窺えるのである。
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Tragödie (1872)とを比較しながら、ニーチェがフロイトに与えた影響を辿り、その後、カ
ネッティの『群衆と権力』における叙述形式とフロイトの『夢解釈』におけるそれとを比
較する。
金関は、上に挙げた論考で、『夢解釈』へと至る初期フロイトの思想に与えた様々な影響
を分析している。そして「フロイトとニーチェ」と題した第五章で、ニーチェとフロイト
の思想の相関関係を論じている75。金関によれば、フロイトはウィーン大学在学中(1873-78)、
「ウィーン大学ドイツ人学生読書協会」に所属していた[金関 (2015): 155f.]。この協会で一
部の学生の関心を集めていたのがニーチェであったという[金関 (2015): 165]。「読書協会」
のメンバーの一人で、フロイトの生涯の親友となったパーネトは、大学卒業後の 1883 年、
ニーチェと面識を得た[金関 (2015): 179]。ニーチェとの面会について述べている手紙を、
パーネトはフロイトに宛てて、何通も書き送った76[金関 (2015): 179]。これらの手紙の一
通には、「どんな人間においても、無意識的な生のほうが、意識的な生よりも、はるかに、
限りないほどずっと豊穣なのだということにおいて、僕ら[ニーチェとパーネト：引用者]
の見解は一致した」という一文があった[金関 (2015): 179]。
『善悪の彼岸』で、ニーチェは
心理学を「根本的な諸問題への道」と位置付け、心理学に期待を寄せていた。また、さら
に、ニーチェは自らを、
「心（魂）を解く者」(Seelen-Errater) [Nietzsche (1886):39 ]と呼
び、「心理学的な問題一般については生まれつき精通していて、口やかましいほどの感覚」
(ein angeborner wählerischer Sinn) [Nietzsche (1886):222]が備わっていることを自負し
ていた。ニーチェの心理学への接近は、「無意識的な生」を重視するというこの手紙にも読
み取ることができる77。
フロイトは、自分の著作の中で幾度かその名を挙げはするが、真正面からこの哲学者に
ついて論じたことはない[金関 (2015): 191]。フロイト自身、ニーチェの哲学と精神分析の
あいだに「類似性」を認めつつ、彼我の認識の在り方に質的な差異を見出していた[金関
(2015): 191]。ニーチェは哲学者であるとしても、論理による体系を構築するタイプではな
く、むしろ、詩的言語の火花を散らし、「直観的認識」を表現することによって、体系的な
思考そのものを無効にすることを目指していた[金関 (2015): 191]。ツァラトゥストラに「詩
人は嘘をつきすぎる」と言わせるニーチェもまた詩人であったというのである[金関

75

ニーチェとフロイトの精神分析の類似性と差異については、
『ニーチェ事典』(2014)にも
詳しい。
76 ニーチェとフロイトを結ぶもう一人の人物として、ルウ・アンドレアス＝サロメが挙げ
られるだろう。第一次世界大戦前、サロメはフロイトのもとに学んだことがあった[ジョー
ンズ (1954-1957): 338]。サロメはトルストイや、シュニッツラー、リルケなど、多くの偉
大な作家や詩人、思想家と交流を結んでいたが、
「19 世紀と 20 世紀最大の人物、すなわち、
それぞれ、ニーチェとフロイトに愛着を持っていたと言われている」[ジョーンズ
(1954-1957): 338]。
77 金関は、
『自我とエス』(1923)で導入された「エス」という術語は、
『エスの書』(1923)
の著者グロデクを介してフロイトにもたらされたニーチェの観念だったと指摘している[金
関 (2015): 188f.]。
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(2015): 191]。
一方、フロイトにとって、「詩人」は精神分析の同盟者である[金関 (2015): 193f.]。
詩人たちは、私たちが机上の知識によってはいまだに夢想だにせぬ、この世の多くの
事柄について知っているというのがつねであるからだ。とりわけ心の科学において、
彼らは私たち凡人の遥か先にある。詩人たちは、いまだ私たちの科学研究のためには
切り開かれていない泉から、水を汲み上げているからである78。[金関 (2015): 192]
詩人たちは多くの事柄について、こと人間の心理の洞察において、誰よりも優れている。
それゆえ、詩人たちの知見は、科学研究によってまだ明らかにされていないこと解明する
ために必要であると、フロイトは考える。『夢解釈』に、「精神分析の同盟者」である数々
の作家や文学作品が登場するのは、そのためである。
『夢解釈』で、フロイトは精神分析を通して得た患者たちの様々な夢を分析しているが、
それとは別に、多くの人が良く見る一般的な「類型夢」(Typische Träume) [Freud (1900) :
246/(上)308]について論じている。その中の一つである「裸困惑夢」(der Verlegenheitstraum
der Nacktheit) [Freud (1900) : 247/(上)308]をアンデルセンの『裸の王様』によって分析し
ている[Freud (1900) : 247-250/(上)309-313]。また、もう一つの類型夢である「大切な近親
者が死んだという内容の夢」(Die Träume vom Tod teurer Personen) [Freud (1900) :
254/(上)317]の考察では、オイディプス王の伝説と、それと同名のソフォクレスの戯曲が論
拠とされる[Freud (1900) : 254-271/(上)317-339]。このオイディプス王の伝説は、「精神分
析の仕事にもなぞらえることができる」(der Arbeit einer Psychoanalyse vergleichbar)
[Freud (1900) : 268/(上)336]とされる。そして、ここに 20 世紀の思想史にとって最も大き
な影響を与えた概念「エディプス・コンプレックス」が提出されるのである。ここではま
だその術語は登場していないが、異性の親に対する愛着と、ライバルとして同性の親に対
する敵意がここでは詳述されている。『夢解釈』のフロイトは、文学作品と精神分析とを並
列し、文学作品を自説の裏づけとしているのである。
フロイトがたいへんな読書家であったことは知られている。古今の文学作品を驚くほど
たくさん読んでいたことはもとより、トーマス・マン、シュテファン・ツヴァイク、ロマ
ン・ロランなど、当代の代表的作家たちとも、親交を結んでいた[浜川他 (1978): 176]。友
人のアーネスト・ジョーンズに宛てたフロイトの手紙には、その時に読んでいる本のこと
がしばしば登場し、そこにはゴットフリート・ケラーやヤコブセン、モーパッサン、ダン
テ、シュリーマンなどの作家の名前が登場したという[ジョーンズ (1954-1957): 231]。また、

78

これはフロイト『W・イェンゼンの小説《グラディーヴァ》における妄想と夢』(1907
年)で言われる言葉である。フロイトはイェンゼンが自作において、主人公の夢をあたかも
現実の夢であるかのように造形し、登場人物の心的描写を正確に描き出していることに驚
嘆する。[金関 (2015): 192]
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ドイツ文学の古典はずっと以前から熟知していて、しばしば引用もしている[ジョーンズ
(1954-1957): 231]。このように、フロイトが膨大な量の本を読んできたことが、確認され
ている。また、驚くべきはその読書量だけでなく、読書の幅の広さである。1906 年、ウィ
ーンの書籍販売業者であるフーゴー・ヘルラーは、小冊子「読書について、優れた書物に
ついて」を作るため、詩人や小説家、心理学者等の多くの著名人に「十冊の優れた書物」
を挙げるように求めたが、これらの著名人の中にフロイトもいた[ゲイ (1990): 17f.]。フロ
イトは、キップリング『ジャングル・ブック』、アナトール・フランス『白い石の上で』、
ゾラ『豊産』、メレジコフスキー『レオナルド・ダ・ヴィンチ』、ケラー『ゼルトヴィーラ
の人々』などの「十冊の優れた書物」とともに、「十冊の最も偉大な書物」として、ホメロ
ス、ソフォクレスの悲劇、ゲーテ『ファウスト』、シェイクスピア『ハムレット』
、『マクベ
ス』などを挙げている[ゲイ (1990): 119ff.]。また、このヘルラーの求めたリストが「十冊
の最も意義ある書物」であったならば、コペルニクスの著作、ダーウィン『人間の由来』、
その他の古典的な科学書の名が出てきたろうにと付け加えている[ゲイ (1990): 119]。古典
から、伝記、自然科学まで、フロイトの読んだ本のジャンルは多岐にわたっている。この
リストから、フロイトの関心の幅の広さが窺えるのである。
『夢解釈』ではしかし、文学作品に主眼が置かれている。先に挙げた『裸の王様』や『オ
イディプス王』に加え、シェイクスピアの『ハムレット』79や『ロミオとジュリエット』、
ゴットフリート・ケラー『緑のハインリヒ』、
『オデュッセイア』、『魔笛』や『椿姫』、クラ
イストの『ペンテジレイア』など、無数の文学作品が、夢の解釈のための典拠とされてい
る。『夢解釈』でフロイトが典拠としている作家たちは、言語芸術家であり、科学的に人間
の心を探求しようという意図もなく、ただ「詩的直観」に導かれて―もちろん、美的な技法
を意図的に駆使しながら―作品を創作した[金関 (2015): 194]。そして、金関によれば、フ
ロイトにとっては、ニーチェの認識も「直観」によるものであり、ニーチェも詩人の側に
いたという[金関 (2015): 194]。ニーチェは例えば『悲劇の誕生』でギリシャ神話に材を取
り、デュオニソスとアポロンという対立する神々を軸に論を構成している。ニーチェとフ
ロイトは、神話や文学を論拠にするという考察方法を共有しているのである。また、『夢解
釈』の初版には「すべての心的価値の転換」という、ニーチェの「すべての価値の転換」
をもじった表現が見られる[金関 (2015): 208]。しかし、学生時代にニーチェを読み、卒業
後には親友からニーチェの人となりとその根本思想を聞いていたにも関わらず、無数の文
学者が引用される『夢解釈』初版にニーチェの名前はない[金関 (2015): 208]。ニーチェに
対しては奇妙な忌避がある[金関 (2015): 208]。
フロイトは 1908 年 10 月 28 日のウィーン精神分析協会の会合で、「彼の直観的認識と、
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『オイディプス王』とともに、フロイトは『ハムレット』を「エディプス・コンプレッ
クス」を証明するための論拠としている。フロイトは『ハムレット』に格別な関心を抱き、
これに対する興味がエディプス・コンプレックスという思索に辿りつく過程は、ピーター・
ゲイ『フロイトを読む 探究と逍遥』(1990)に詳しい。
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私たちが苦労して得た認識の間にある類似性ゆえ」に、そして「彼の著作の内容の濃さゆ
え」に、ニーチェの著作を読もうとしても半頁も進まなかったと述べている[金関 (2015):
191]。フロイトはニーチェの哲学と自らの精神分析の類似性を認めている。しかし、ニー
チェの「直観的認識」と自分たちが「苦労して得た認識」
、すなわち科学的認識という認識
方法の決定的差異を強調しているのである。木前利秋は、
『ニーチェ事典』の中で、フロイ
トがニーチェを避けた理由を以下のように記している。
[フロイトは：引用者]精神分析の理論的成果が科学的な観察や治療の積み重ねにもとづ
くこと、精神分析の一般的な概念（自我・エス・超自我、快感原則・現実原則など）
が、思弁の偶然の戯れから得たものではないことを力説していた。フロイトにしてみ
れば、ショーペンハウアーやニーチェとの類似性は、かえって彼の精神分析の「科学
的客観性」に水を差すものだったのかもしれない。
「徹底操作」(Durcharbeiten)という
言葉が象徴するように、彼は治療室にこもり続けた研究と仕事の人であって、晩年や
むなく亡命したとはいえ、漂白などとは無縁の人である。フロイトが学問的な水準で
ニーチェを評価したとは考えられない。「おどろくほどよく合致」していたとしても、
ニーチェの思索はフロイトの科学的考察とは程遠い。精神分析の理論を公にした時の
学界や世上からの冷遇に耐えねばならなかったフロイトの防衛本能が災いしたとでも
いうべきか、それにしても、ニーチェとの奇妙な符号は後の思想界にとっては避けて
通れない事件となったようだ。[木前 (2014): 564]
フロイトが自らの「科学的考察」とニーチェの思索の違いを強調したのは、「防衛本能」に
よるものであるという解釈である。精神分析が科学的根拠に基づかない「思弁の偶然の戯
れから得たもの」であるという誹りを免れるために、自説とニーチェの哲学との差異を訴
えたというのである。ニーチェとフロイトは、神話や文学に彼らの思想の源を持つという
点で共通しているが、その論証の過程で別々の道を歩む。
ここで、カネッティの叙述形式に目を転じたい。はじめに述べたように、カネッティは
『群衆と権力』の要所要所で、文学作品を論証のための資料として用いている。また、第
四章で述べたように、『もう一つの審判

カフカの「フェリーツェへの手紙」』では、カフ

カの生涯と彼の『変身』になぞらえ、「変身」という、自らの群衆論・権力論の根幹をなす
概念を論じている。神話と文学作品を典拠として論考を行う、こうしたカネッティの手法
に、バルノウは、フロイトとの共通点を見ている。バルノウによれば、カネッティもフロ
イトも「非科学的」なのではなく、詩的(dichterisch)であり、フロイトもカネッティも、詩
的表象によって経験的事実の再構成をしている[Barnouw (1988): 38f.]。そこでは「真実」
(Wahrheit)と「フィクション」(Fiktion)の区別がつかないし、全歴史的段階のフィクショ
ンは、事実(Wahrheit)への道であるというのだ[Barnouw (1988): 38f.]。文学というフィク
ションを通じて真実に至るという方法は、フロイトのみならず、ニーチェとも共通してい
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る。カネッティのこうした手法は、フロイトから、あるいはフロイトを経由してニーチェ
からもたらされたものではないだろうか。
しかし、フロイトがニーチェを避けたのとちょうど同じように、カネッティもフロイト
を執拗に避けている。例えば、前述のように、カネッティは『群衆と権力』で、
『ヒステリ
ー研究』の共著者であるブロイアーの名前を挙げながらも、フロイトの名前には言及して
いない。また、シュレーバー症に関する論述を展開しながらも、フロイトの『シュレーバ
ー症例論』には触れていない。カネッティは、フロイトの群衆心理学やエディプス・コン
プレックス、そしてタナトスに反発を覚えたと発言していた。しかし、この奇妙なまでの
忌避は、単なる反発以上のものであるようにも見える。フロイトをここまで徹底的に避け
たのには、何か他に理由があったのではないだろうか。
『群衆と権力』を読むと、しかし、カネッティが避けているのは、フロイトだけではな
いことに気付く。次節では、フロイトを含めた既存の知に対する忌避、あるいは「反科学」
的とも言える叙述の仕方に着目しながら、『群衆と権力』の特異な論考方法が目指したもの
に迫りたい。
５．３．反科学
神話と文学を頼りに、既存の学術的概念を一切用いず、自らの術語によって、群衆と権
力に関する無数の描写を積み重ねていく。こうした『群衆と権力』の特異な論考の方法は、
「非科学的」とみなされてきた。シュティークは、この「非科学性」(Unwissenschaftlichkeit)
こそが、『群衆と権力』の主題であるとしている[Stieg (1988): 99]。カネッティのこの「非
科学性」とも言うべきものが、学問や人文学、あるいは人文科学に関する問題を提示して
いるというのである[Stieg (1988): 96]。既存の思考パターンを、独自の思考と観察によって
失効させることこそが目的であり、カネッティは、小説『眩暈』によって既に、1930 年代
のウィーンで、マルクスとフロイトにより全てを知ることができると思っていた知識人の
環境を一新しようとした[Stieg (1988): 96]。カネッティは、自伝の中で、自分がウィーンで
過ごした 1920 年代から 30 年代、フロイトの思想が通俗化され、全てのことがエディプス・
コンプレックスで説明することに嫌気がさしていたと語っていた。これまで見てきたよう
なフロイトに対する忌避は、その学説そのものに対する反発だけでなく、フロイトの概念
によって全てを知ることができると考える人々への反抗に由来するものであったのだ。
それでは、フロイトの精神分析と並んで 1920 年代から 30 年代のウィーンを支配してい
たというマルクス主義を、カネッティはどう捉え F ていたのだろうか。カネッティは人間
の意識が「社会的諸関係によって規定される」ということを強調した点で、マルクス主義
に疑問を抱いている[Canetti (1972 a) : 126f./197f.]。なぜならカネッティの時代の社会的諸
関係が、マルクスがそれを研究した時と果たして同じであると言えるのか、という点が問
題になるからである[Canetti (1972 a) : 126f./197f.]。社会的諸関係は時代の変遷によって変
わっていくものである。それゆえカネッティは、自分の同時代を語るために、マルクス主
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義は有効ではないと考えたのではないだろうか。
一方で、カネッティはマルクス思想に共感を寄せてもいる。分業制に対する批判に関し
て、カネッティはマルクスとその思想を共有しているのである。カネッティは分業や学問
の専門化について以下のように語っている。
Die Vorstellung, die schon früh bei den Griechen da war, sagen wir, bei Plato in
seinem „Staat“, daß Menschen nur bestimmte Dinge machen, die sie dann immer
machen, halte ich für eine der größten Verirrungen, sie widerspricht der
menschlichen Natur. Ich bin überzeugt davon, daß die menschliche Natur eine
multiple Tätigkeit braucht, je nach den Begabungen, die jeder Einzelne hat. Heute
ist es noch so, daß unsere Erziehung darin besteht, daß man Menschen dazu
bringen will, zu einem Beruf zu finden […] Denn heute sind wir doch in einem
Zeitalter des extremsten Spezialistentums, es wird alles auf seine Effektivität hin
gewertet. Wenn ein Mensch etwas kann, muß er es immer besser können, bis er
zum Schluß es so gut kann, daß er eben in dieser Beziehung zur besten Leistung
imstande ist, ― aber alles übrige zählt nicht. Der ganze übrige Mensch, das meiste,
woraus er besteht, ist eigentlich nicht mehr da. Ich denke, daß ein großer Teil des
Unglücks von Menschen darauf zurückzuführen ist.
すでに昔ギリシャ人たちの社会に、例えばプラトンの『国家論』にもみられたような、
人間たちはもっぱら、自分たちがつねに作っている特定のものだけを作るという観念
を、私は最大の錯誤の一つとみなしますし、それは人間の本性に反しています。人間
の本性は、各個人に備わるさまざまの天分に応じて多様な活動を必要とする、と私は
確信しています。今日でもなお、われわれの教育の本質が、人間を一つの職業につけ
るようにすることにあるというのが実情です[…]というのも我々は今日まさに極端極
まる専門家根性の時代に生きており、一切がその有効性に基づいて評価されています。
つまり、ある人間があることを成しうるならば、その者は、ついには当の分野で最良
の業績をあげるまでに、その仕事一筋に研鑽を積まなければならぬ、―しかしそれ以外
の一切は問題ではない、というわけです。それ以外のその人全体は、すなわちその者
を成り立たせている大方のものは、そのときもはやすっかり影を潜めてしまっていま
す。人間の不幸の大部分はこの点に原因がある、と私は考えます。[Canetti (1972 a) :
126f./197f.]
カネッティは、「変身」という概念によって、人間が単一の存在ではなく、様々な素質から
なる多様な存在であると述べていた。分業や学問の専門化は、まさにこの変身という人間
の本性に反するものである。それゆえ、カネッティは「詩人の使命」で、専門化・分業が
人間の変身という特質を窒息させるものだとして、これに反対していた。一つの職業、あ
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るいは一つの学問にとどまることは、人間の不幸のもととなっている。カネッティは「変
身」、マルクスは「労働疎外」という、別々の道をたどりながらも、両者は同じ結論に至っ
ている。
ピールは、カネッティのこの考え方に、マルクスよりも、マックス・ウェーバーとの共
通点を見ている。カネッティもウェーバーも、学問の専門化・特殊化を憂慮していた、と
いう共通点である[Piel (1988): 56]。ウェーバーは『職業としての学問』Wissenschaft als

Beruf (1919)の中で、「学問がかつて見られなかったほどの専門化の過程に差しかかってお
り、このことは今後もずっと続くであろうこと」(dass die Wissenschaft in ein Stadium der
Spezialisierung eingetreten ist, wie es früher unbekannt war) [Weber (1919): 16/21]を指
摘している。そして、学問が、
「それ自身のために」(um ihrer selbst willen) [Weber (1919):
24/31]行われる世になったことを危惧している。かつて世界の意味を探すことが目的だった
はずの自然科学が、今では単なる自己目的に陥っているというのである。一方、カネッテ
ィも 1943 年の断想で、専門化した学問が「自己目的」(Selbstzweck) となっていることを
指摘している[Canetti (1972 b): 36]。ピールによれば、カネッティがこのような自己目的化
した学問の功罪を以下のように考えていた[Piel (1988): 57]。
Die Wissenschaft mit ihren Prinzipien und Methoden beschreibt nicht nur die Welt,
sondern diese Prinzipien und Methoden haben auch einen transzendentalen Effekt:
sie definieren und produzieren, sie bringen die ihnen entsprechende Wirklichkeit
allererst hervor.
原理と方法をもった科学は世界を描写するだけでなく、その原理と方法が超越的効果
を持つ。すなわち、それらは定義し、生産し、それらに適した真実を最初に生み出す
のである[Piel (1988): 57]。
この記述は、カネッティの精神分析から受けた印象に似ている。『虚栄の喜劇』で、精神分
析医のレーダは、患者としてやって来たガーラウスが何かを話す前から、エディプス・コ
ンプレックスによって診断を下そうとしていた。全ての現象を一つの概念でもって説明す
るということは、その現象に対する解釈がある決まった型にはめられることとなる。真実
に至るためではなく、こうした自己目的化した学問に、カネッティは異を唱えるのである。
ピールはさらに、カネッティのある断想を引用し、こうした「反科学」的立場の源泉を、
カネッティの思考形態に求めている。以下の断想である。
Es kommt mir oft vor, als wäre alles, was ich lerne und lese, erfunden. Was ich aber
selber erfinde, das ist, als wäre es in Wahrheit schon immer dagewesen.
私が学び、読むものは全て創作されたものであるように、しばしば思われる。しかし、
私が自分で創作するものは、実際に常に存在したものであるかのようだ。[Canetti
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(1972 b) : 224]
この思考においては、創作されたものと実在するものとの間に明確な線引きがなされてい
ない。それどころか、自分が創作したものさえ実在するもののように思われている。ピー
ルは、こうした認識と事実の分類に関する無関心、距離をとることへの無関心は、カネッ
ティの作品全体に特徴づけられるとしている[Piel (1988): 60]。そして、事実と非事実を区
別しようとしなかったカネッティは、
「研究者」(Forscher)というよりは、
「創作家」(Erfinder)
と言えるとしている[Piel (1988): 60]。ピールはすべての物事を主観的基礎によって知覚し
ようとするカネッティの『群衆と権力』を、
「神話」として定義しようとする[Piel (1988): 60]。
カネッティは学問の専門化を避けるだけでなく、現実とフィクションを区別することなく、
「神話」として群衆と権力の現象を提示しようとしたというのである。
この、神話に基づく描写、理論の構築に関しては、モスコヴィッシも興味深い視点を提
示している。モスコヴィッシは、カネッティが『群衆と権力』において、
「デュルケーム80、
ウェーバー、フロイトが存在しなかったかのように、新しい神話を、古い神話や宗教とい
う基礎に基づいて作り出そうと」(als ob Durkheim, Weber oder Freud nicht existiert
hätten und der einen neuen Mythos auf der Grundlage alter Mythen und Religionen zu
schaffen) [Moscovici (1988): 66]したことを指摘している。カネッティは神話を作り出そう
としたというのである。
モスコヴィッシはまた、
『群衆と権力』の叙述形式にゲーテとの類似点を見ている。ここ
で、カネッティとゲーテの関係について述べたい。カネッティはゲーテのことをしばしば
引き合いに出している。例えば、1943 年の断想には、
「わたしがどうやら恙なく生きてこら
れたのは、いわゆる『神のお陰』ではなくて、ゲーテのお陰である」[Canetti (1972 b): 53]
と記している。この断想は、以下のように続く。
[…] ich kann Gedichte hier und Briefe oder ein paar Seiten Bericht dort lesen, nach
wenigen Sätzen erfaßt es mich und ich bin so voll Hoffnung, wie sie keine Religion
mir geben kann.
私はここにある詩と手紙を、あるいはあそこにある報告を二、三ページ読むことがで
きる。数行読むと、それは私を捉え、私は希望に満ちる。宗教が私に与えることので
きない希望を。[Canetti (1972 b): 53]。
カネッティはゲーテの作品から与えられる希望を、「宗教が自分に与えられないもの」と形
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どの著書なのかは具体的に挙げられていないが、カネッティがデュルケームの著作を、
ル・ボン『群衆心理』やフロイト『集団心理学と自我分析』と同時期に読んでいたことが
確認されている[Hanuschek (2005): 194/251]。ル・ボンとフロイトの群衆心理学からカネ
ッティは距離を置いたが、デュルケームの社会学に接近することもまたなかったのである。
138

容している。ゲーテの作品に対して、一種の宗教的ともいえる崇拝の気持ちを示している。
「詩」や「手紙」、
「報告」(Bericht)が具体的に何を指しているのかは分からない。しかし、
もしもこの「報告」(Bericht)に、ゲーテの旅行記(Reisebericht)、すなわち『イタリア紀行』
Italienische Reise(1816)も含まれるとするならば、
『群衆と権力』と『イタリア紀行』に描
かれた「群衆」を比較することには意義があるだろう。
1788 年 1 月、ローマに滞在していたゲーテは、そこで開かれた謝肉祭を体験した。ゲー
テはこの祭りにおける、歓喜と陶酔、混乱と喧噪を描いている。ゲーテはまず、この祭り
の性質について、以下のように記している。
Das Römische Carneval ist ein Fest, das dem Volke eigentlich nicht gegeben wird,

sondern dass sich das Volk selbst gibt. Der Staat macht wenig Anstalten, wenig
Aufwand dazu. Der Kreis der Freuden bewegt sich von selbst, und die Polizei
regiert ihn nur mit gelinder Hand.
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ローマの謝肉祭は、元来民衆のために他の手によって催される祭ではなく、民衆自身
、、、、、、、
がみずから催す祭である。国家はこの祭りのためにほとんど何らの設備もせず、費用
も支出しない。歓喜にみちた連中がおのずから動き出し、警察はその連中をただ寛大
に取り締まるのみである。[Goethe (1816): 518/233]
謝肉祭は、民衆自身の手によって催されるものであり、国家はそれに関与しない。この点
をゲーテは強調している。「歓喜にみちた連中がおのずから動き出し」、それが祭りを生み
出すのである。これは、
『群衆と権力』の「祝祭群衆」に当たるだろう。また、カネッティ
の群衆論の源泉となったデモ集団、指導者の存在しない群衆を彷彿とさせる。ゲーテはま
た、この祭りの陶酔的な狂乱が民衆に自由や平等の感情を与えることにも着目しているが
[Goethe (1816): 552/285]、これは群衆内部での平等を指摘したカネッティの群衆論に似て
いる。謝肉祭、デモ集団という、全く性質の異なる二つであるが、ゲーテの見た群衆とカ
ネッティのそれには、このように不思議な共通点がある。
モスコヴィッシは、ゲーテが群衆の原典型(Urarchetypen)を探したような、アナログで
伝統的な事象方法(Vergangsweise)に立ち返ったような自然哲学的印象を『群衆と権力』か
ら受けるとしている[Moscovici (1988): 66]。『群衆と権力』の手法をゲーテと比較している
のは、モスコヴィッシだけではない。リューデマンは、ゲーテの「直観」(Anschauung)の
痕跡をカネッティの群衆論に見ている。ゲーテは、
「ローマのカーニバル」で書いた群衆を、
ヨーロッパの政治舞台を支配し始めた歴史的な事象として群衆を分析することはもはやな
く、それに代わって、形態学的な形式で「直観」 (Anschauung)を、自然観、芸術観に発展
させた [Lüdemann (1980): 63]。それに対して、カネッティはそれを社会的世界に援用し、
『群衆と権力』を社会学と対になる形態学にしたというのである[Lüdemann (1980): 63]。
このように、モスコヴィッシとリューデマンは、カネッティの「詩的直観」がゲーテに由
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来するとしている。前の節で述べたように、「詩的直観」は（ニーチェを経由した）フロイ
トに由来するものでもあると考えられた。しかしそれはまた、ゲーテに倣ったものでもあ
るとも考えられるのである。
『群衆と権力』は、心理学的・社会学的な解釈でなく、群衆と権力者の姿を、資料とし
てそのまま朗読するという形式をとる[Lüdemann (1980): 63]。この書物の中で、群衆と権
力者は、現象の「生き生きとした直観」(die lebendige Anschauung)にとして現れる
[Lüdemann (1980): 63]。『群衆と権力』は、歴史的な事象として群衆を捉えることはしな
い。また、権力者に心理学的・社会学的解釈を与えることもない。それらは「生き生きと
した直観」として読者に提示されるのである。ハヌシェクは、カネッティのこうした手法
を以下のように述べている。
Canetti erzählt die anthropologischen Quellen in seiner Sprache, seinem eigenen
Duktus, ohne sie auszudeuten; vielmehr hat er sich seinen Zeugnissen
anverwandelt und erzählt sie als Geschichten nach, oftmals hingerissen von ihnen,
ohne jede Distanz.
カネッティは人類学的材資料を自分の言葉、自分の語法で語るが、解釈はしない。む
しろ自分の挙げる例証を自家薬籠中のものにし、それを物語として再現するのである。
し ば し ば 例 証 に 夢 中 に な り 、 い か な る 距 離 も 取 ら な い 。 [Hanuschek (2005):
444/(下)134]
カネッティは『群衆と権力』で用いられている無数の人類学的資料に、独自の術語を与え
ながらも、それを解釈することはない。様々な民族学的資料を、「物語」として語りなおす
のである。
シュットゥペルツは、さらに踏み込んで、
『群衆と権力』を「小説」(Der Roman) [Schüttpelz
(2008): 292]と呼んでいる81。

Masse und Macht war Antiwissenschaft und Antidichtung zugleich, das Buch sollte
den damaligen wissenschaftlichen Jargon und die üblichen Legitimationen
wissenschaftlicher Forschung und Lehre unterlaufen oder wieder auflösen, und
zugleich

sollten

sich

hier

keine

individuellen

dichterischen

Erfindungen

manifestieren, sondern das Nicht-Erfundene und die Nacherzählung kollektiver
Erfahrungen und Dichtungen […]
『群衆と権力』は、反科学であり、同時に反文芸でもある。この本は当時の学術的専
門用語と、その他、学術的研究と教義が正当と認めるものの裏をかくか、再び解体す
81

大川も、
『群衆と権力』がムージルの『特性のない男』のような文学作品であるとしてい
る[大川 (2009): 90]
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ることを意図している。また同時に、ここではいかなる個々の詩的虚構もはっきりと
現れず、創作されたものではないものと、集団の経験と文芸を自分の言葉で語りなお
すことが現れている。[Schüttpelz (2008): 293]
シュットゥペルツは『群衆と権力』を、ジョイスやプルースト、ムージルと肩を並べる小
説 と 位 置 付 け る [Schüttpelz (2008): 293] 。 そ し て こ れ を 「 文 化 人 類 学 的 小 説 」 (ein
anthropologischer Roman)と呼んでいる。
これまで、
『群衆と権力』は科学か、神話か、それとも文学かという議論について述べて
きた。しかし、カネッティはこうしたジャンル分け自体を無効にしてしまうような思考を
持っていたのではないだろうか。ヨーアヒム・シッケルとの対談で、
『群衆と権力』にフロ
イトやマルクス、レヴィ＝ストロースの名前がない理由を聞かれたカネッティは、以下の
ように答えている。
Wichtig war mir, nicht die Begriffe eines anderen Systems hineinzubeziehen, auch
nicht sie zu kritisieren, denn in der Kritik werden sie auch schon einbezogen. Ich
hatte das Gefühl, daß jeder Begriff, den ich von außen an diese Dinge setze, sie
irgendwie färbt und verändert und daß sie dann nicht mehr so betrachtet werden,
wie ich sie selbst erlebt und bedacht habe. Das heißt nun in keiner Weise, daß ich
von den Ergebnissen so bedeutender Systeme, wie zum Beispiel des Systems von
Marx, absehen will, sondern ich wollte nur zu meinen Resultaten kommen. Ich
wollte sie halbwegs fertig da haben, und die Konfrontation dieser beiden Dinge
wollte ich nicht selbst vornehmen, weil ich ja Partei bin, sondern die hätte ich dann
gern jemandem überlassen, der Einsicht in jenes System hat und auch in einige
meiner eigenen Ergebnisse, und dann ermißt, was da vielleicht dasselbe ist, nur
anders ausgedrückt, was vielleicht anders ist, was vielleicht anders sein muß, weil
ja der historische Prozeß inzwischen weitergegangen ist, weil auch die
gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr ganz dieselben sind, wie sie zur Zeit
waren, als Marx...
私にとって重要なのは、ある別の体系の概念を取り入れることではなく、またそれを
批判することでもありませんでした。というのは、批判することによってそれらの概
念との間にまた関係が生ぜざるを得ぬからです。私が外部からこれらの問題に対して
持ち込むどんな概念も、これらの問題を何らかの形で潤色し、変えてしまうという感
じ、その時にはこれらの問題はもはや私が自ら体験し熟考したときと同じようには考
察されないという感じを、私は抱いていました。ところで、このことは、私が極めて
重要な諸体系、たとえばマルクスの体系の諸成果を無視するつもりだということを意
味するものでは決してなく、私はただ自分の諸結論に到達したかっただけなのです。
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私は例え途中まででもそれらの結論を完成するつもりでしたし、また私がこの両者の
対決に取り掛かろうとさえしなかったのは、私が党派的な人間だからでは勿論なく、
マルクスの体系やまた私自身の成果の若干を洞察し、ついでに両者において何が恐ら
く同じであって、別の形で表現しているにすぎぬか、また何が恐らく異なっていて、
何が恐らく異なるに違いないかを判断してくれる誰かに、できることなら喜んでこの
対決を任せたかったのです。ほかならぬ歴史的なプロセスそのものがその間に進行し
ていますし、社会的諸関係も、マルクスの時代のそれとはもはや必ずしも同じではあ
りませんから…[Canetti (1972 a) : 119/186]
カネッティは『群衆と権力』で、どのような既存の学術用語も使わず、自らの術語で論考
を行った。参考文献にも、カネッティの思想の形成に影響を及ぼしていると考えられる先
行研究―例えば第一章で論じたような群衆論―を敢えて挙げなかった。それは、肯定的にで
あれ、否定的にであれ、既存の理論について言及してしまうと、その瞬間に、それらの理
論と自分の思索が関連性を持ってしまうからである。フロイトに対する過剰なまでの忌避
も、その学理や、同時代人によるフロイト理論の通俗化に対する反発からというよりも、
むしろ、自分の思想がフロイトの理論と関係づけられるのを避けようという考えに起因し
ているのではないだろうか。つまり、カネッティは既存の理論を意識的に無視しようとし
たのである。それは、踏み固められた軌道にはめられることなく自分自身の結論に至るた
めに下した、カネッティの決意であった。それゆえ、『群衆と権力』に挙げられていない先
行研究をカネッティが評価していない、あるいはカネッティがそれらの理論に影響を受け
ていないとは決めつけられない。そこではむしろ、「書かれていないこと」が重要になって
くる。『群衆と権力』を読むことは、こうした空白に、思想の痕跡を探す作業となるのであ
る。
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結び

― 総括と今後の課題

『否定』Die Verneigung (1925)と題したフロイトの短い論文の中に、以下のような一文
がある。
Etwas im Urteil verneinen, heißt im Grunde: das ist etwas, was ich am liebsten
verdrängen möchte.
判断において何かを否定するとは、根本的には〈これは、わたしが最も抑圧したいこ
とである〉ということを意味する。[Freud (1925) : 12/297]
フロイトは精神分析に際し、様々な患者と接する中で、彼らがしばしば否定の言葉を発す
ることに気がつく[Freud (1925) : 11/295]。そして、被分析者が「私はそうは思いませんで
した」とか、
「わたしは（絶対に）それについて考えていませんでした」と反応した場合ほ
ど、無意識的なものが発現されることを発見する[Freud (1925) : 15/301]。何かを否定する
ということは、つまり、否定されたものと自らの思考の関連を、逆説的に肯定することに
なるのである。
『群衆と権力』を執筆するにあたって、カネッティは、あらゆる既存の概念を取り入れ
ることなく、またそれらを批判することもしなかった。なぜなら、第五章で述べたように、
批判することによって、それらの概念と自分の間に関係が生ぜざるを得ぬからである。カ
ネッティは、自らの思想が、いかなる既存の「主義」にも、いかなる思想体系にも組み入
れられることのないよう、細心の注意を払ったのである。しかし、アドルノやヨーアヒム・
シッケルとの対談が象徴するように、カネッティが意図的に避けてきた名前―ル・ボンやフ
ロイト、マルクス、レヴィ＝ストロース―が議論の中で持ち上がるたびに、カネッティはそ
れについて言及せざるを得ない状況に置かれた。まさに、フロイトの『否定』の呪縛から、
逃れることができなかったのである。
本論考では、カネッティに先行する群衆論や、カネッティの戯曲群を手掛かりに、『群衆
と権力』へと至る思想の軌跡を追った。第一章では、カネッティがその理論を「否定」し
た、ル・ボンの『群衆心理』やフロイトの『集団心理学と自我分析』に、ニーチェの『善
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悪の彼岸』、タルドの『世論と群集』
、オルテガの『大衆の反逆』を加え、19 世紀末から 20
世紀初頭におけるこれらの論考を考察した。そして、「群衆」(Masse)が、どのような観点
から論じられてきたのか、群衆・大衆観の変遷を辿り、群衆論の系譜というべきものを導
き出そうとした。そして、この系譜の中に『群衆と権力』の位置づけることを試みた。そ
の際、それらの群衆論とカネッティのそれとの共通点を探りつつも、カネッティの思想を
それらの系譜の中に組み入れるのではなく、敢えてそれらと比較することによって、『群衆
と権力』の独自性を示そうと努めた。
それら群衆論の系譜における流れとして、まず、時代を経るごとに、Masse というもの
が、量的な概念から質的な概念に変化していったことが挙げられる。考察の対象は、時間
と空間を共有する人の群れとしての群衆から、互いに離れたところにいながらも同じ意見
や感情をもつ公衆、あるいは大衆に移っていった。しかし、カネッティはこの流れに逆行
し、ル・ボン的な群衆、すなわち、その内部で「集団の魂」をもつ群衆に立ち返っている。
群衆内部の個人に特有の没我や陶酔といった状態を「もっとも革命に近いもの」と形容し
たことからも分かるように、カネッティが念頭に置いた群衆像は、ル・ボンなどによるフ
ランス革命期の群衆観に負っている部分がある。様々な群衆の特徴の描写には、特にタル
ドの論考の痕跡が見られた。しかし、カネッティの捉えた群衆観と他の群衆観との決定的
な差異は、他の論者たちが群衆を外部から観察して、時には恐怖や嫌悪の目で眺めたのに
対し、カネッティがウィーンでのデモ体験を通して、群衆をその内部で体験したことにあ
る。カネッティは群衆内部で、群衆という現象に、あらゆる人間が平等になる、一種のユ
ートピア的な解放状態を見たのである。この視点の転換が、カネッティの群衆論を唯一無
二のものにしている要因と言える。
この群衆体験によって、カネッティが得た洞察は、これだけではない。それまでの群衆
論では、群衆形成において指導者が重要な役割を果たすとされ、指導者と群衆はいわば一
つの対概念となっていた。これ対し、カネッティは群衆形成に指導者が必ずしも必要ない
と考え、指導者の存在を問い直したのである。それゆえ、群衆を指導者に利用される権力
の客体として捉えていた他の群衆論がなしえなかった発見、すなわち「群衆になること」
自体を目的とする人間の増大衝動、政治や権力とは全く関係のない群衆を発見したのであ
る。
とは言え、ひとたび群衆が発生するやいなや、それを利用しようとする権力者が現れる
ことも、カネッティは見抜いていた。カネッティはこれらの権力者の本質を、「パラノイア
症」に対する考察と「生き残ること」に対する満足という人間の心理から暴き出そうとす
る。時代も地域も異なる様々な権力者を描写した後、カネッティは「生き残ること」を目
指すパアノイアを権力者のプロトタイプとして提示するのである。権力者の内面に迫った
という点でも、『群衆と権力』は、第一章で扱ってきた諸論考とは一線を画すると言えるだ
ろう。
しかし、『群衆と権力』では、無数に存在する千差万別な群衆を描写することと、権力者
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の内面を描写することに眼目が置かれており、これら二つの繋がりに関する考察が、十分
になされていないという印象を受ける。『群衆と権力』は、「ファシズムの根源を明らかに
する」ことを目的に執筆された。しかし、そこに「ファシズム」という言葉は一度も登場
しないし、ヒトラーの名前もわずかに触れられるにとどまる。そこで、カネッティの分析
する権力は、
「生き残ること」を志向するパラノイア的権力者の個人の問題に還元されてお
り、全体主義における権力に関する考察は欠けている。カネッティが明るみに出したかっ
た、権力と群衆との関係よって成立させられる権力は、『群衆と権力』よりもむしろ、戯曲
に表れている。
第二章から第四章では、カネッティの三つの戯曲『結婚式』、『虚栄の喜劇』、『猶予され
た者たち』を、「生き残ること」や「変身」といった『群衆と権力』における主要な概念を
用いながら分析した。そして、これら戯曲群における、カネッティの群衆論・権力論の変
遷を探り、『群衆と権力』へと至る思想の潮流を見出そうとした。
第二章で論じた『結婚式』には、群衆らしい群衆は登場せず、カネッティの群衆観は作
品内に表れていなかった。しかし、権力に関する一考は見られた。『結婚式』は、家族とい
う最古の共同体を舞台に、「生き残ること」の権力と、家父長的権力といった、権力闘争を
描いた作品であった。ヴィルヘルム・ライヒが指摘したように、家父長制はナチスの基盤
となった理念である。こうした文脈におくと、『結婚式』には歴史の黒い影が見えてくる。
家族という集団における家父長的権力が、国家という、より大きな枠組みを持った集団に
おける権力に重なっているのである。
第三章で論じた『虚栄の喜劇』では、群衆形成の過程に焦点が当てられていた。そこに
は権力者の二つのタイプが登場し、彼らによって権力の道具とされる群衆があった。人々
が自己像を棄て、個人を犠牲にすることによって成立する、全体主義社会が描かれていた。
「接触恐怖」から逃れ、群衆内部での平等状態を求めて人々は群衆となるが、この平等状
態は群衆内部でのみ可能である。密集状態が解消されると人々は再び不平等になる。それ
ゆえ、一人の指導者のもとにおける絶対的平等を獲得するために、人間は一人の権力者を
擁立する。群衆と権力者の相互依存によって成り立つ全体主義社会が、そこには描かれて
いた。『結婚式』における権力の諸要素は、権力者個人の内面に関わるものであり、社会全
体に関わるような権力、全体主義的権力は描かれていなかったが、『虚栄の喜劇』ではそう
した全体主義的権力が前面に押し出されている。
第四章で扱った『猶予された者たち』では、「生き残ること」をめぐる権力の問題がより
先鋭化された形で表れていた。人々は自分が生きる年数で呼ばれており、その年数に応じ
た一種の階級制度を成していた。しかし、これらの階級には何の実益・実害も存在せず、
それらはただ人々の連帯と共感を防ぐための境界としてのみ機能していた。彼らは一切の
個性を剥奪された無力な操り人形として、権力の道具とされた。この社会には、権力機関
の手先と見られる人物が登場したが、その当の権力機関自体や、権力者は登場しなかった。
『虚栄の喜劇』における社会がナチズムを思わせたのに対し、『猶予された者たち』に描か
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れているのは、一人の権力者によって支配される社会ではなく、監視の働きによって権力
が網の目のように張り巡らされた社会、管理社会であった。このように、これら三篇の戯
曲は、「生き残ること」や「変身」といった、『群衆と権力』における主要な概念を共有し
ながらも、また、権力と群衆という一貫した主題を軸にしつつも、文学という形式で、『群
衆と権力』には描かれていない新しいテーマを提示しているのである。
イシャグプールの言葉を借りれば、カネッティの「ヒトラー

シュペールに拠る」Hitler

nach Speer (1972)という論文は、『群衆と権力』の「続編」である。『群衆と権力』では、
パラノイア症患者が権力者のプロトタイプとされ、それに基づいて、アフリカの王やデリ
ーのスルタン、ナポレオンなど、様々な時代と文化に生きた権力者の内面が考察されてい
た。しかし、その中にヒトラーに関する考察は存在せず、『群衆と権力』はまるで、カネ
ッティの生きた時代と無関係であるかのように論じられた。ところが、先に挙げた論文で
は、カネッティはパラノイア症をヒトラーの分析に適応させ、ファシズムという現象をよ
り具体的に明らかにしようとしているのである。
しかし、この「続編」をもってしても、『群衆と権力』にはなお、欠けている考察があ
る。それは、カネッティがナチス政権下で体験した、群衆と権力との結びつきに関する洞
察である。『群衆と権力』において、権力はパラノイア的権力者の個人の問題にとどまっ
ており、群衆と権力の相互関係が十分に議論されていたとは言えない。大衆運動の産物と
しての全体主義や、権力の道具としての群衆・大衆の姿は、靄に包まれているのである。
『群衆と権力』におけるこうした空白を補うのが、戯曲群である。そこでは、『群衆と権
力』では不問に付されてきた主題―ナチスと家父長制の理念の繋がり、全体主義における
群衆と指導者の相互依存関係、管理社会における権力―に対する論考が行われている。
「ヒ
トラー

シュペールに拠る」が『群衆と権力』の「続編」であるならば、戯曲は『群衆と

権力』の「補遺」として読めるのではないだろうか。
『群衆と権力』で、カネッティは、様々な民族の神話を典拠に、独自の術語を用いなが
ら、権力と群衆に関する考察を行った。第五章では、こうした特異性に着目し、カネッテ
ィが「非科学」的な手法によって目指したことを探った。カネッティは『群衆と権力』で
文化人類学的考察と病理学的考察をパラレルに行った。これは、フロイトが『トーテムと
タブー』で用いた手法である。シュレーバー症に関する考察にも、また、文学作品を論考
の典拠とする手法にも、フロイトの足跡が窺えた。しかし、『群衆と権力』において、カネ
ッティがフロイトの名前を出すことは一度もなかった。他にも、マルクスやレヴィ＝スト
ロースなどと比較される度に、それら既存の知に自分の思想が関連付けられるのを避けて
いた。カネッティは自分の理論と既存の理論を比較することも、またそれらを対決させる
こともしない。そうではなく、自らの思考の源泉となった神話のように、もしくは文学の
ように、群衆と権力を理解するための「素材」として、あるいは「生き生きとした啓示」
として、この本を読者に提示する。
『群衆と権力』は開かれた書であり、その解釈は読者に
委ねられているのである。
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《今後の課題》
第一章で扱った五つの論考は、フランス革命における群衆を前提として書かれたもので
あった。それらはすべてファシズムの台頭前に書かれたものであり、カネッティがその解
明の目的としたファシズムにおける群衆とは異なっていた。しかし、カネッティは、自ら
の群衆体験に、フランス革命におけるような群衆の熱気や陶酔を感じとった。そしてその
体験を数十年もの間忘れずに、ナチズムや亡命を経験した後も、その体験を自らの群衆論
の核として抱き続けた。時代が変われば物事は当然変わっていく。しかし一方で、変わら
ないものもある。カネッティの群衆論は、フランス革命の熱気と陶酔を宿し、ナチス政権
下の影を反映しながら、神話と文学を頼りに構成される。あらゆる時代や文化に通底する
「変わらないもの」を、カネッティは読者に示そうとしたのである。しかし、カネッティ
が『群衆と権力』で示したことは、その出版から半世紀以上が経った現在も有効なのだろ
うか。
Masse を取り巻く状況は、確実に変化している。カネッティがその論考の源とした群衆
体験のような、陶酔と熱狂に満ちた密集する人の群れというものは、今日もスポーツのス
タジアムやコンサートのライブ会場、また、政治的目的を持ったデモ集会など、至る所に
見出される。しかし一方で、カネッティが「見えない群衆」の一例として挙げた、マスメ
ディアによって形成される心理的な群衆―タルドの言う「公衆」―の力がいや増しているよ
うに思われる。タルドにおいて、公衆を形成したのは、新聞というメディアであった。し
かしそのメディアは、新聞からラジオへ、テレビ、インターネット、そして SNS へと、そ
の姿を変えている。こうした技術の変化は、情報伝達の規模と速度を向上させているが、
SNS によって形成されるコミュニティと、それ以前の Masse にはどのような質的変化があ
るのだろうか。遠藤薫は、近現代の「群衆」と現代の「インターネット住民」に、違いよ
りもむしろ類似性を見ている。ル・ボンやタルドは群衆の「匿名性」や「責任観念の喪失」
をその特徴として挙げていた。これらの特徴はそのまま「インターネット住民」にも当て
はまる。インターネットでは、しばしば匿名性を隠れ蓑にした無責任な振る舞いや、社会
秩序を脅かす行動の危険性が指摘されるが、これは「群衆」の性質と変わらない[遠藤
(2016): 33]。とすれば、先人が抱いた、大衆化に伴う危機感も、私たちは共有すべきなので
はないだろうか。オルテガは先見の明でもって、ファシズムが大衆化社会の産物であるこ
とを見抜いた。現在、世界各国で進行しているナショナリズムの高揚や外国人排斥運動に
は、どこか既視感を覚えないだろうか。私たちは大衆・群衆の力がもたらした悲劇を知っ
ている。しかし、カネッティが示してくれたように、大衆・群衆が社会を変革する希望の
力を持っていることも知っている。こうした「人間の集団」に関する研究は、今後も続ら
れなければならないだろう。
「人間集団」を知るための方法として、カネッティが用いていたのが文化人類学的資料
であった。カネッティは現代の諸現象を把握するために、アルカイックな文化を利用した。
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文化人類学という学問においては、原始状態における人間の行動の研究が、近現代の西欧
社会を知るための手段となっていたのである。人間の本質を知るための研究として、この
方法は今でも有効なのだろうか。
最後に、こうした文化人類学に関するの最近の研究を二つ短く紹介し、今後の課題につ
いて述べたい。一つ目は、ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史―文明の構造と人類の
幸福』Sapiens: A Brief History of Humankind (2011)である。この著書は、2016 年に邦訳
の初版が発行され、この日本語版は 2017 年の 11 月 18 日現在、39 刷を数えるベストセラ
ーとなっている。約二〇〇万年前から一万年前ごろまで、この世界にはいくつかの人類種
が存在したが[ハラリ (2011): (上)20]、それらの人類種は全て大きな脳を有し、道具を使用
し、優れた学習能力と複雑な社会構造を持っていた[ハラリ (2011): (上)23]。しかし、約一
万三千年前を境に、我々の祖先であるホモ・サピエンスだけを残し、他の人類種は地球上
から姿を消した[ハラリ (2011): (上)33]。なぜホモ・サピエンスだけが生き延びて食物連鎖
の頂点に立ち、文明を築いたのか。この著書は、考古学、生物学、遺伝学、社会学、物理
学などの広範な知識から、その人類史の謎に迫っている。ハラリは、認知革命という、虚
構、すなわち架空の事物について語る能力こそが、サピエンスの繁栄の要因だと考える[ハ
ラリ (2011): (上)39]。噂話によってまとまる集団の「自然な」大きさは、社会学では百五
十人と言われているのが、ホモ・サピエンスは何万もの住民から成る都市や、何億人もの
民を支配する帝国を築き上げた[ハラリ (2011): (上)42f.]。それは、虚構の力にあるという[ハ
ラリ (2011): (上)43]。膨大な見知らぬ人同士も、共通の神話を信じることによって首尾よ
く協力できるからだ[ハラリ (2011): (上)43]。近代国家も、中世の教会組織も、古代の都市
も、太古の部族も、人間の大規模な協力体制は何であれ、人々の集合的想像の中にのみ存
在する共通の神話に根差しているからだという[ハラリ (2011): (上)43]。共通の虚構を信じ
る力が、人間に「協力」をもたらし、社会を成立させるというのである。
二つ目はサミュエル・ボウルズとハーバート・ギンタスの共著『協力する種

制度と心

の共進化』A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution (2011)である。
この書も同じく 2011 年に出版され、2017 年に邦訳版が出版された。そしてまた、人間の
「協力」というテーマを共有している。人間は自己利益のみを求めて協力するのではなく、
心の底から他者の幸福を気にかけ、社会規範を遵守すること、倫理的に振舞うことに大き
な価値を見出す[ボウルズ、ギンタス (2011): 16f.]。これは、人間の「協力の進化」に関す
る研究である82。生物学や社会科学において、協力的な行動は、自己利益の原理に基づいて
いると考えられてきた[ボウルズ、ギンタス (2011): 19]。これに対して、ボウルズとギンタ
スは、人間は何の見返りも期待できないのに、他者に協力するために自らの利益を犠牲に
すること、協力的な行動には利益を与え、他の集団成員の協力によって生み出された利益
を享受しながらも自らは協力しない「フリーライダー」には罰を与えるという仮定を立て
2005 年、『サイエンス』誌の編集長によって、協力行動の進化は、現代の科学者が直面
する 25 の最重要課題の一つに選ばれている[ボウルズ、ギンタス (2011): 16f.]。
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る[ボウルズ、ギンタス (2011): 41]。そして、この仮説をゲーム理論や、遺伝学、考古学、
民族誌学などのデータから実証しようとする。
これら二つの研究は、いずれも集団内の人間の「協力」行動に焦点を当てた学際的研究
である。自然科学と社会科学を融合させた形で、社会的存在としての人間、集団の中の一
人としての人間の行動を、実証的に明らかにしている。あらゆる「イズム」に組み入れら
れることを嫌い、詩人に特有の「直観」でもって神話を再構築したカネッティは、これら
の研究をどう考えるであろうか。イズムに属するものとして批判するだろうか。
カネッティが拒んだ「イズム」とは、
「自己目的化」した専門的学問であった。とすれば、
複数のイズムを用い、「現象の背後に存在する本質を理解しようとするために構築された」
[ボウルズ、ギンタス (2011): 416]理論モデルは、むしろ称賛されるのではないだろうか。
Masse が形を変えても、その影には常に権力が付き纏った。カネッティが生きた時代に
も現在にも言えることだ。集団に属する人間の心理や行動を探究することは、いまだにそ
のアクチュアリティを失っていないと考える。
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