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メルロ＝ポンティにおける上・下という方向性について 

――カミュの『転落』を手がかりに―― 

 

渡辺亮（愛知大学） 

 

メルロ＝ポンティの『知覚の現象学』には、生きられた空間(l'espace vécu)につい

ての記述が見受けられる。しかし、そこでは上と下という方向性に伴う価値的意味

について、容易に理解できる記述が為されたとは言い難い。よって本稿では、この

点について理解するための論点を明らかにすることを試みたい。 

前掲書での上下に関する主張は、客観的、即自的な幾何学的空間の内での位置関

係のみを言うのではなく、より広義の、〈私〉が日常生活において上や下に見出す、

或いは体感する様々な価値的意味をも含めたものである。（本稿での〈私〉、また 

Phénoménologie de la perception での Je は、諸物、諸事、また己自身を客観化す

る能力を持つと同時に、客観化される前の段階（前客観的水準）まで含んだ存在で

ある。）そこでは〈私〉の体感する“ 失望と落下”や“性衝動と上昇、落下”などに関

する記述が確認できる。 

しかし前掲書では、空間の価値的意味を重視しながらも、〈私〉の上下の経験に

ついての例は豊富に示されてはいない。よって同時代、フランスで活躍したカミュ

の『転落』にその例を求めることとする。 

さて先行研究には次のものがある。『メルロ＝ポンティ哲学研究―知覚の現象学

から肉の存在論へ―』森脇義明(2000)、『メルロ＝ポンティと病理の現象学』澤田

哲生(2012)、『メルロ＝ポンティの空間論』家高洋(2013)はいずれもメルロ＝ポン

ティの空間論に言及している。しかし、｢生きられる空間｣内で上下のような方向性

がどの様な価値的意味をもつのか、なぜ価値的意味をもつのか、という事を明らか
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にしているものはない。本稿の著者には、これらを明らかにすることが現象学的空

間論を理解するためには重要だと思われる。 

『転落』にみられる｢生きられた空間｣、“空間のもつ価値的意味”の具体例に眼を

向け、それらが現象する原理と身体との関係の整合的解釈のために必要な論点が何

なのか、を明らかにすることが本稿の目的である。 

 

１ アルベール・カミュ『転落』の文学性 

 

カミュの『転落(La chute)』は次のような構造をもっている。 

この作品は、オランダのアムステルダムにあるメキシコ・シティーというバーで、

クラマンスと自称する男性主人公が、この小説の読み手を、自身の話の聞き手とし

て語るというスタイルで書かれている。クラマンスの語るところでは、彼は以前は

パリで、かなり名の知れた弁護士をしており、言葉使いが巧みでフランス語の接続

法半過去まで使う。接続法半過去は『転落』が書かれた当時には既に、使う場面に

よっては気取りすぎて嫌な印象を与えてしまう表現とも成り得る動詞の活用法で

ある。そのような自身と比較して、オランダ語しか話せない店の主人を蔑んでゴリ

ラ君と呼ぶ。 

弁護士時代に賄賂や賞を受け取らなかったのは、もっと上を目指していたからで

あるし、人助けは好きだが、社会的弱者を助ける事には特に快を感じる、という趣

旨の事をクラマンスは話す。しかしそれは、いわゆる善人であるという理由からで

はないようである。彼の職業観をよく表す次の文を見よう。 

  

今度は些細な事柄ですが、それでもわたしが自分の人生において、とりわけ職業

において、絶えず味わっていた快楽をお分かり頂く助けにはなるでしょう。例え

ば、裁判所の廊下で、ただ義憤に駆られて、あるいは同情から、つまり無報酬で

という意味ですが、弁護をしてやった被告の妻に引き止められたとします。こん
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なことをして頂けるなんてまったく信じられませんと呟くのを耳にし、そんなこ

とは当たり前で、誰でもそうしただろうと答え、来たるべき苦しい日々を乗り越

えるに足るだけの贈り物さえして、お涙頂戴をぱたっと止め、まさしくその余韻

が残るようにして、最後に可哀そうなその妻の手に接吻をし、そこに置き去りに

する、これこそ、いいですか、あなた、ありふれた野心家以上に高みに到達でき

るし、相手の感謝の気持ちがひとりでに大きくなるような最高点にまで上りつめ

ることなのです。 

そうした高みに足を止めようではありませんか。これであなたは、わたしがも

っと上を目指すと言った意味がお分かりになったでしょう。わたしはまさしくそ

うした最高点についてお話ししたのでして、それがわたしの生きうる唯一の場所

なのです。そうです。高い所にいないとまったく寛げなかった、人生の細々した

事柄に至るまで、なにかの上にいる必要があったのです。(1) 

 

クラマンスにとっての弁護士という職業は、社会的弱者を助ける事で自身をより高

いところへ位置づけるための方法でもあるのだ。 

クラマンスはさらに、空間的にもより高い位置を好むことを話す。地下鉄よりバ

スを、タクシーより馬車を、中二階よりテラスを、彼は好むのである。また彼はシ

チリア島やジャワ島への旅行が好きで、その理由は、彼にとっては高地から島と海

を見下ろすことで、“島に君臨している”と感じられるからである。 

さて、この小説が終わりに近づくと、クラマンスは自身の“法王時代”の話をする。

その内実は実際の法王とは、かけ離れている。彼は北アフリカのチュニジアに行っ

たことがあるのだが、その際に捕虜として収容所に収監されてしまった。そこで自

身の属するグループに与えられる僅かな水を、グループの構成員たちに分配する役

目を引き受け、その役目を法王と自称したのである。結局、彼は水を平等には分け

られず、自分の好む構成員を贔屓したり、死にかけていた仲間の水を飲んでしまい、

この仕事を辞めざるを得なかった。さらに物語が進むと、クラマンスの部屋の戸棚
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の中に納められていた『潔白な裁判官』 というファン・アイクによって描かれた

絵に話が及ぶ。この絵は『神秘の子羊』という祭壇用衝立の一部として描かれた。

以前、この絵は教会から盗まれ、メキシコ・シティーというバーに飾られていたの

だが、クラマンスはその当時を思い出して語る。 

 

それで世界中がそれを捜しまわっている間、敬虔な裁判官たちは「メキシコ・シ

ティー」で、酔客や女のひもを見下ろして、⾧い間君臨することになったわけで

す。(2) 

 

そして彼が自室を、「自分が王であり法王であり裁判官であるこの小さな世界」と

言っていることから、絵の中の裁判官と自身とを、或る水準で同一視していること

が分かる。 

ところでこの小説では、橋から河への転落が二度描かれる。一度目はクラマンス

がパリにいた頃、夜の静寂の中で聞いた“誰かが河に落ちる音”である。誰が転落し

たのかは明記されないが、この音が聞こえる場面の直前に次の文がある。 

 

橋の上で、欄干から身を乗り出して、河を眺めているらしい人影の後ろを通り

かかった。もっと近づくと、それが黒い服を着た痩せた娘であることが分かった。
(3) 

 

この様に書かれていることから、この娘が落ちたものと推測される。この一度目の

転落を伏線にして、二度目の転落が描かれる。こちらは語り手の自室での、自身と

王や法王、裁判官との同一視が告白された直後に訪れる場面である。クラマンスと

聞き手はその部屋を出て、町を歩き、或る橋の上に至る。この小説の最後に発せら

れるのは次の言葉である。 
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…あなたにたいして感じていたこの奇妙な愛着には意味があったんだ。あなたは

パリで弁護士という立派な職業についていられる！われわれが同じ穴のむじな

だということは分かっていました。われわれはみな同じようではないでしょう

か？休みなしに誰にともなく喋りまくり、前もって答えが分かっているのに、い

つも同じ質問と向き合っているんですから。さあ、お願いだからわたしに話して

ください。ある晩セーヌ河の河岸通りであなたになにが起こったのか、そしてど

のようにしてあなたの一生をけっして危うくせずにすんだのかを。何年も前から、

わたしのなかで夜な夜な絶えず響き渡っていたのと同じ言葉を、今度はあなたが

ご自身で言ってごらんなさい。ついにわたしはあなたの口を通して言うことがで

きる。「おお、娘よ、もう一度水のなかに身を投げておくれ。そうすれば、われ

われは二人とももう一度救われる機会がもてるだろう！」もう一度だなんて、な

んて臆面もないんだろう！親愛なる先生、考えてもごらんなさいよ、みんながわ

れわれのことを言葉通りに取ったらどうなるか？なんとしてもやり通すしかあ

りませんよ。おお寒い……！水はなんて冷たいんだろう！でもご安心を。今では

もう遅すぎるんです。いつだって遅すぎるでしょうよ。ありがたいことにね！(4) 

 

『転落』の主題としては、主人公が絶対的な権力に憧れる一方で実際にはその様な

力を持てないこと、本心からの行動で他人を助けられずに自身の在り方を肯定でき

ないことの葛藤なども考えられるが、ここでは本稿の関心事、つまり上下の方向性

に限って論じよう。 

クラマンスはフランス語の接続法半過去という動詞の活用を使いこなし、フラン

ス語を話せない人物を蔑んだ。さらに自身の弁護士という職業を、社会的弱者の上

に立つための方法とも捉えていた。彼は空間的、地理的な位置においてもより高い

ところから、より低いところを見下ろすことを好む。そして小説は橋から河への転

落が描写され、終わるのである。社会的な階層や空間での上や下が絶えず意識され

ていることは、もはや明らかであり、この事が『転落』を文学作品として成立させ
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ている中心的な仕組みであろう。 

さて本章では『転落』での上下という方向性に関わる価値的意味に眼を向けた。

次章では『知覚の現象学』での記述に眼を向けよう。 

 

２ 上と下の起源 

 

『知覚の現象学』での空間に関する記述では、それ以前の客観的諸学の即自的な

空間論や主知主義的空間論に、実存的な空間論が対置され、話が進められる。即自

的な空間論とは、ここでは、知覚する主観からは独立して空間が存在すると考える

理論のことである。 

客観的諸学の空間論として例示されるものの内には近代以降の物理学的空間論

などがある。この近代以降の物理学的空間論での空間は等質的で、諸部分は他の部

分と交換可能である。同時にそれは、空間内に存在する諸物を内包する環境である。

そこでの物体は主観にとっての具体的な意味をもたず、言わば単に空間の一部を占

めているのである。 

主知主義的な空間論とは、デカルト的な主観の意識によって空間が構成されたと

する理論のことである。この空間論では、空間や空間内の諸物の原理が、主観の思

惟によるものとされる。そしてこの空間論では、空間内に諸物が在ることと主観が

諸物が在ると思っていること、運動していることと運動していると思っていること

との区別がつかない。 

実存的な空間論とは具体的な生活者である〈私〉に経験されるがままの空間につ

いての理論であるが、それは次章で見よう。現時点ではメルロ＝ポンティが実存的

空間論の立場から、即自的な空間論や主知主義的空間論に批判を加えたと言うに留

めたい。 

ところで、『知覚の現象学』で上と下について語る際、この現象学者はストラッ

トンやウェルトハイマーによる空間知覚に関する二つの実験を例に挙げる。(5)要点
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となるのは、身体の指向性(l'intentionalité  corporelle)(6)である。 

メルロ＝ポンティ以前の思想家たちの理論では、身体は物体であり、指向性は意

識にのみ認められた。対してメルロ＝ポンティは身体を物体としてのみならず、能

力としても捉え、身体にも指向性を認めた。それにより独自の「世界内存在(être au 

monde)」という概念を表現できたのだ。 

身体の指向性には、空間を〈私〉にとっての状況とする能力や、空間内の諸物と

〈私〉を関係づける能力など様々な能力がある。そして上と下は、“身体である〈私〉”

のいる 地点を基準として与えられるのだという。これに従えば、基準点である“身

体である〈私〉”がいなければ、上も下も無いのである。 

さて“身体である〈私〉”が一定の空間的基準(un certain niveau spatial)(7)と成ると

しても、“身体である〈私〉”は話をしたり、歩いたりするように現勢的な活動とし

て基準点を定めたことは無いであろう。では基準点を定める作用をこの現象学者は

如何に記述するのか。 

彼は能力としての身体の内に潜勢的身体(un corps virtuel)という層を見出すので

ある。潜勢的身体がその指向性により“投錨”し、空間の基準点となる“絶対的な〈こ

こ〉(un ici absolu)”を定めているのだ。能力として身体の、前人称的で潜勢的な層

が“投錨点(point d'ancrage)”を定め、より人称的な現勢的身体(le  corps  actuel)(8)

である〈私〉や意識である〈私〉に先んじ、それらに生活の場を与えるのだ。『知

覚の現象学』から引用しよう。 

 

光景の方向づけにとって重要なのは、客観的空間内の物としての、実際にあるが

ままの私の身体ではなく、可能な活動の系としての私の身体であり、その現象的

な＜場＞が自分の任務や状況によって決定されるような潜勢的身体なのである。
(9) 

 

こうしてすべては、われわれを主体と空間との有機的な諸関係へ、主体がその
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世界にたいしてもつあの手がかりへとさし向けるのだが、この手がかりこそが空

間の起源なのである。(10) 

 

つまりメルロ＝ポンティの主張するところでは、指向する〈私〉には幾つかの層が

見出される。前人称的でより密やかな“潜勢的身体である〈私〉”の層は、〈私〉が疲

労困憊しているときにも、眠っている時にも、あるいは〈私〉が嬰児、幼児であっ

た時にも既に働いており、“意識である〈私〉”よりも先んじて指向しているもので

ある。より活動的な“現勢的身体である〈私〉”の層は、具体的な運動を実現する時、

また楽器の演奏や習慣を獲得する際などにもはっきりと指向する層である。人称的

な“意識である〈私〉”の層 は、そのような“身体である〈私〉”の層に支えられ、初

めて空間を自身にとっての状況、 生活の場とすることが出来るのである。各層は

断絶しているのでも、明確に区別されるのでもない。これらの各層が正常に協働す

ることにより、〈私〉は生活を営むのである。 

 

３ 上と下の実存的意味 

 

以上、上下が身体の指向性の“投錨”する能力により定められた“絶対的な〈ここ〉” 

を基準に定められるという主張を確認した。しかしこれだけでは知識や権威を持つ

者が、それらを持たない者よりも上位に立つことを説明できない。『転落』を理解

するには上下という方向性のもつ意味が何によってもたらされるのかを明らかに

しなくてはならない。この仕事に力を貸してくれそうなのが『知覚の現象学』での

神話、詩、夢などの空間性 についての記述である。ここで、これらの空間性は客

観的諸学の研究対象である幾何学的、物理的空間論や機械的身体論では明らかにで

きないものであることに留意しよう。 

 

たとえば、神話や詩のなかでとおなじく、夢のなかであれほど頻繁に生ずる上昇
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と下降の主題を考えてみよう。周知のとおり、夢のなかへのこれらの主題の出現

は、呼吸運動や性衝動と関係づけることができるし、またそれは上と下の生命的

および性的意味をみとめる第一歩である。けれども、こういう説明はそれ以上に

は進まない。なぜなら、夢にあらわれる上昇と落下は、覚醒時の欲望や呼吸運動

の知覚のように可視的空間のなかで生ずるわけではないからだ。理解しなければ

ならないのは、なぜ夢みる人が或る特定の瞬間に呼吸と欲望の身体的諸事実にす

っかり身をまかせて、そこに普遍的・象徴的な意味を注ぎ込み、その結果、それ

らが或る心像──たとえば空間を舞っている巨大な鳥が銃の一撃に当って落下

し、黒ずんだ紙の小山と化すといった心像──の形をとってでなければ、夢のな

かへあらわれてくるのが見られないといったことにまでなるのか、というその理

由である。(11) 

 

〈私〉の実生活での空間経験は、客観的空間において為されるのではない。客観的

空間をしばしば含んだ前客観的空間において為されるのである。〈私〉は物理的、

幾何学的空間だとか、神話や夢だとか、絵に描かれた空間だとかを厳密に区別する

以前の段階で、上と下の実存的意味を体感しているのである。どの水準の空間経験

でも上下の基準になるのは、やはり〈私〉の位置するところ、つまり〈私〉の“絶対

的な〈ここ〉”であるのだ。 

〈私〉がなぜ『転落』の読者となり得るのかと言えば、身体である〈私〉の“投錨”

する能力により定められた“絶対的な〈ここ〉”を基準にした方向性が、様々な水準

の空間経験を貫いて、上と下の実存的な意味を分泌するからである。クラマンスが

生活空間においてより高い位置を好むこと、そこから下を見下ろすことを好むこと、

社会的階層でより高いと見なされ得る職業や役割を好むこと、橋からの転落がそれ

らからの転落を象徴できることは、読者が“絶対的な〈ここ〉”を有しているからで

ある。そのような〈私〉は上という方向自体に権威、権力、優越、躁、名誉、勝利

などの意味を、下という方向自体に服従、強制されること、劣等、鬱、不名誉、敗
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北などの意味を体感するのである。メルロ＝ポンティはこのような意味を、上と下

の“実存的な意味”とするのである。 

 

４ “投錨”と精神病例 

 

メルロ＝ポンティは、〈私〉が様々な水準の上や下を経験できるのは身体の指向

性が“ 絶対的な〈ここ〉”を定めるからだと主張した。しかし『知覚の現象学』では、

それを裏付ける記述が為されてはいない。彼の主張の正当性を検証するために、彼

が空間論以外の幾つかの議論でしたように、精神病の例を見よう。精神病の患者の

経験に“絶対的な〈ここ〉”を定められなくなった例を見つけられるか、否かが本章

での関心事である。 

ここで目を向けたいのは木村敏の『自己・あいだ・時間』での離人症の患者の経

験を記述した文章である。次の引用文には精神病患者である〈私〉の様子が描かれ

ている。 

 

彼女は「自分というものがなくなってしまった」と感じ、それと同時に見るもの

聞くもの触れるもののすべてが現実性を失ってしまい、ものが、「ある」という

感じがなく、なにをしても自分がそれをしているという感じをもてなくなった。

…中略…空間の見え方もとてもおかしい。奥行きとか遠さ近さとかがなくなって、

なにもかも一つの平面に並んでいるみたい。高い木を見てもちっとも高いと思わ

ない。(12) 

 

≪わたし春夏秋冬といった季節感のことはさっぱりわかりませんが、暑い寒いと

いう温度の高低はわかります、温度の高低はわかりますが、暑い寒いといった感

じはどうもピンと来ません。叔母さんに云われないと暑くなって夏になっても冬

と同じ服装をしていますし、又反対に冬になっても夏と変わらない恰好のままで



 

 
157 

 

いたりして、お母さんに「風邪ひくやないか」と叱られています。…略…≫（患

者の手紙より抜粋）。(13) 

 

離人症には、多様な特徴がある。しかしここでは、本稿に関する記述だけを引用し

たい。 

一つ目の引用文の、「自分というものがなくなってしまった」という言葉を含む

文は、患者である〈私〉において、自身との関係を、また身の回りにある諸物との

関係を結ぶ指向性が弛緩していることを示す。その後に続く文では奥行き、遠さ、

近さとともに高さをも理解できないことが書かれている。高さとは（精神病ではな

いという限りにおいての） 健常者の場合、自身の居る場所を基準に上方向の位置

を示す表現である。患者にはこの、高いということが分からなくなっているのであ

る。 

二つ目の引用文には「温度の高低はわかりますが、暑い寒いといった感じはどう

もピンと来ません。」とある。精神病に罹っていなければ、温度が高いということ

と暑いということは、意識を働かせて吟味をする以前の水準から、既に関連づけら

れていることである。温度が高いと言う意味と暑いという意味は、互いが互いを象

徴するような関係にあるのだが、患者においてはそのような関係は失われている。

つまり温度の高低と、暑さ寒さを実存的意味をもって関係づける能力が、つまり潜

在的身体の指向性が弛緩したのである。 

さて、上下という方向性は、主知主義であれば明晰判明な理性によって判断され

るというのかも知れない。しかし引用文をみる限りにおいて、自らの体験を語って

いる患者の理性は、正常に働いているように思われる。やはり上・下は理性、意識

の働きで初めて捉えるものではないようだ。理性、意識が働く以前の段階から、つ

まり前人称的な身体の働いている段階において指向されている、というメルロ＝ポ

ンティの主張が妥当性をもっていると言えよう。つまり上・下は思考されるのでは

なく、体感されるのである。 
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結論 

 

以上の各章を通読することでメルロ＝ポンティの、「潜勢的身体の“投錨”する能力

によって“絶対的な〈ここ〉”が定められ、空間的な基準点となり、上や下という方

向性が生成する」という主張が、さらに「実存的意味を伴った上と下という方向性

が物理的、幾何学的空間や神話や夢などの空間などを貫いて〈私〉に経験される」

という主張が、離人症の例をみる限りで裏付けられたといって良いであろう。 

原初的な上や下は幾何学的空間内の X、Y、Z といった座標軸によって定まるの

ではない。それらは〈私〉の身体的経験である空間の方向性によって定められるの

である。 

客観的諸学には、明晰な幾何学的空間こそ研究対象となり得る、本来的な空間で

あると考える向きも根強くある。しかし〈私〉の具体的な空間経験を省みれば、幾

何学的空間は、〈私〉によって生きられた空間に基礎づけられて初めて成立するの

である。 

『転落』において、座標軸的空間での転落が価値的転落を表現できるのはなぜか。

それは、上や下という言葉と、上や下の前意識的な価値のメタファーが、身体性を

媒介として成立しているからである。つまり言語の指向性は、状況化する能力とし

ての身体の指向性と不可分である。あるいは“思考の身体(le corps de la pensée)”(14)

である〈私〉が本質的に空間を指向すると言っても良い。メルロ＝ポンティの｢言

葉はそっくりそのまま運動性そのものであり、そっくりそのまま知性そのものなの

だ。｣(15)という記述は、この事実の素朴な表現に他ならない。 

以上の様に考察を進めてきた現時点で浮かび上がってきた問題は、身体的経験で

ある空間の方向性と、上、下という言葉自体が、なぜ〈私〉において根元的に関連

するのか、ということである。その点を明らかにすることは今後の課題である。 
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註 

 

(1) 文献〔３〕 p. 27 (邦訳 p. 30) 

(2) ibid., p. 135 ( 邦 訳 p. 140) 

(3) ibid., p. 74 ( 邦 訳 p. 78) 

(4) ibid., p. 152 ( 邦 訳 p. 159) 

(5)文献〔１〕 p. 282 以下 (邦訳 p. 62 以下)を参照。 

(6) 身体の指向性(l'intentionalité corporelle)は｢言語の現象学について｣での表現。 

(7) 文献〔１〕 p. 287 (邦訳 2 p. 68)を参照。 

(8) “現勢的身体”は、文献〔１〕で、幻影肢に言及する際にも用いられる概念。 

(9) 文献〔１〕 p. 289 (邦訳 p. 69) 

(10) ibid., p. 291 ( 邦 訳 p. 71) 

(11) ibid., p. 328f. (邦訳 p. 119 以下) (12)文献〔４〕 p. 105 

(13) ibid., p. 107 

(14) 思考の身体(le corps de la pensée)とは、言語を思考の媒質として捉えた現象学

的な表現である。この語は『知覚の現象学』の言語論や、同著者の｢言語の現

象学について｣という小論文で使われた。 

(15)文献〔２〕 p. 227 (邦訳 p. 319) 
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