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イノセント・メモリー 

――身体記憶の彼方へ 

 

河本 英夫（文学部） 

 

 

 (DVD 全 40 分作品) 

[音イレ] 寺井尚子・ジャズワルツ 

入り組んだ海岸線、リアス式海岸、山の稜線、砂漠の山谷、砂浜、マングローブ、各種湖、浜名湖(湖

と海の境界)、山間の湖、 

塞き止めてギャップをつくっているもの 

間歇泉、噴水、放流するダム 

身体の輪郭、葦の一面、ひまわりの一面各種 

高速道路、首都高速、平原道路、シルクロード 

ナイル、インダス、黄河、ミシシッピ、アマゾン、ティグリス、ユーフラテス 

道路と河 

十川幸司臨床映像、講演映像 

バリ島、 

 

生命は、みずから作動することで、おのずと境界を引く。 

それによって内外に創発の水準の落差を作り出す。 

この落差を維持し続けることを、一般に人は生きていると呼ぶ。 

内的に見れば、つねに別様になりうることを維持している状態であり、外的に見れば、どのようにそ

こに接近しようとも、ちょうどカフカの城のようにその周囲をぐるぐると回ることになる。それは無

限に接近することが、漸近線にならない事象である。 

生命は、つねに幾何学や代数学の彼方にある。 

幾何学や代数学では、オペレーションが進行する場所がすでに設定されている。 

生命は、みずからとなり続ける場所をそのつど作り出すのである。 

 

感覚は、おのずと感知できるものと感知できないものの境界を引く。 

感知とは、現実性の出来である。 

感知できないはずの環境は、つねに感知できるものに浸透している。 

感覚の境界が変動すれば、一切の現実は変容する。 

困惑や狼狽や一切の恐れの一歩先であり、言ってみれば、もはや困惑することも狼狽することもでき
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ない。 

感覚ニューロンが破壊されれば、ニューロンは生き延びることだけに向かってさらに作動する。 

新たな境界がおのずと形成される。 

観察者は、それを幻覚や幻聴と呼んでいる。ニューロンの最善の自己維持が、疾病だと呼ばれている。 

このギャップを恐怖に変える者がいる。 

このギャップに言語的な説明をあたえる者がいる。 

このギャップを固有に生きろと説教する者がいる。 

このギャップを言葉で語れと執拗に促す者がいる。 

 

意識は、それとして作動することで、おのずと自己自身の境界を引く。 

まるで自己自身が何であるかを知っているかのように境界を引く。 

それは一つの自己防衛である。 

意識は目覚めるとともに自己防衛の仕組みを備えている。 

それが意識の健常であり、意識の本来的な倒錯である。 

意識には、知らないものを知っているという感触があり、 

知っているものを知らないという感触がある。 

意識とは、境界の倒錯の可能性に晒され続けていることの別名である。 

意識は境界を引くというみずからの行為を、知ることへと転倒してしまう。 

みずからの行いを、みずからそれを知ることへと転倒するのである。 

 

行為においては、まさにそれじたいの感触を感じ取れているだけである。それとして感じ取られて行

為は作動するだけである。 

知っていても知らなくても、ただ作動するものは、みずから行為し、作動する。 

この同語反復が、基体(ヘッケイタス)であることの証である。 

意識は、何かを知るというかたちで作動し続ける。 

だが作動そのものは知ることに解消できない。 

知ることは作動の副産物であり、作動との二重作動である。 

そのため意識には、まさにそれが意識であることによってすでにカテゴリー・ミステイクが入り込ん

でいる。 

人間にかかわるすべての問題がここに由来する。 
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イノセント・メモリー 

——身体記憶の彼方へ 

 

 

［音イレ］アメイジンググレイス 

未開部族の映像(できるだけ撮影を意図しない映像) 

未開社会の環境映像 

トーテム、部族宗教の映像、祝祭、埋葬、南アフリカ、 

チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、コンゴ盆地のボノボの同性愛、 

サルの毛繕い、ライオンのハーレムの寝そべり、ネコ鍋 

野生を感じられるもの 

 

 

身体は蠢く。 

繰り返しやってくる波のように、それじたいで蠢いている。 

それはちょうど間歇泉のように、 

沸き上がる入道雲のように、 

ただそうすることがおのれの本性であるように繰り返し作動する。 

 

肉の深さには限りがない。 

無限接近しても届かない虚焦点とは異なり、 

何度でも出発点に戻るエッシャーの洞窟とは異なり、 

肉はみずからをそのつど形成する。 

だが肉にも金属疲労のような痕跡は残る。 

それが肉の記憶である。 

それは別名誕生時から開始される成長であり、成熟である。 

このとき成熟とは、蓄積疲労の履歴であり、 

時として自分自身を裏切る記憶である。 

疲労を遅延させる疲労を知識という。 

そのため知識とは、見せかけの狡知である。 

この狡知を支えるものを認知的記憶と呼んでいる。 

だが肉は知識の制御にはしたがうことはない。 

 

動作は、波のように繰り返す。 
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それはリズムのような外からの区切りではない。 

流れるものには、リズムがある。 

それは手拍子のようなリズムではなく、自分自身に区切りをあたえる動きである。 

波におのずと頂点があり、底があるように、おのずと出現するリズムがある。 

歩きたくなるときがある、 

走り出そうとするときがある、 

何度も繰り返し出現する動作の感触がある、 

一日に何度も思い出される感触がある、思い出になることができない感触がある、 

思い出とは異なる記憶と感触がある。 

 

何も想起しない日々がある。 

まるでそれがなかったかのように過ぎていく日々がある。 

まるで映画の一コマのようによそよそしく浮かぶ自分の過去がある。 

海鳴りのように起伏のある記憶がある。 

想起しようとしてもまったく想起できない感触がある。 

内感は呼び戻すこととは異なる仕方で、まるで染み出すように想起される。 

それは表象の想起とは別のものであり、情動の想起とも別のものである。 

 

昨夜の楽しかった晩御飯の風景を想起する。 

皆、笑っている。 

人間がこれほど笑えるものなのかと思えるほど笑っている。 

そのとき楽しさの感触は、呼び戻されている。だがそれを思い出して、再度いま楽しくなることもあ

れば、別段いま楽しくないこともある。 

楽しさの記憶は、いまもう一度楽しくなることであり、それは過去の楽しさを想起することではない。 

だが昨夜の楽しさの感触は、紛れもなく想起されている。 

痛みの場面は、いつも過度にくっきりとしている。 

あの治療室での歯の痛みは、治療が功を奏して、いまは消えている。 

だがその痛みや治療の緊張や感触は、全身に震えがくるほど想起されてしまう。 

だが再度痛いのではない。痛みが再度いまもう一度痛むといいうことはない。 

だが感触は何度でも蘇る。 

感触とは、第三の記憶である。 

 

［音イレ］ロスト・ハイウエー 

十川幸司さんの治療映像、マルキド・サド、マゾッホ、三島由紀夫、デヴィット・ボーイ、ベーコン、
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ホモ絵、ニューハーフ各種、おなべ、フロイト宅、 

 

情動にはそれじたいの単位はない。 

ただ連動して反復することで、連動するものをつうじて外的に境界を引く。 

欲動は、波のようなものである。 

波はただ蠢き、外的理由で振幅をもつ。 

荒い波もあれば、ささくれ立った波もあり、平面のように穏やかな波もある。 

それは波そのものによってもたらされたものではない。 

波は内部からも外からも境界を変動させることができる。 

 

家族は、ともに食べることによっておのずと境界を引く。 

親族は、共助の連鎖によって親愛とともにおのずと境界を引く。 

民族は、婚姻可能性の連鎖によって未分化な贈与の境界を引く。 

国民は、国境という語に魅せられて、作為的に境界を引く。 

自己意識は、みずからの働きを感じ取ることで、自覚的に境界を引く。 

ここにも意識の自己倒錯がおのずと含まれてしまう。 

働きを感じ取ることは、気づきであり、調整能力である。 

だが自己意識は、みずから知ることに合わせて自己制御できると考えている。 

しかもそうできていると感じてもいる。 

そのため知りたくないものを作為的に消そうとし、知らないものを知っていると自覚するのである。 

 

異なる境界を飛び越えて活用することを、倒錯という。 

境界への誤解が倒錯を生む。 

そこには意識の錯誤が含まれている。 

意識の筋違いの制御を自己治癒として実行してしまうこと、 

あるいは倒錯を起動し、倒錯によってさらに新たな局面へと進んでしまうことがある。 

それもシステムの本性である。 

撞着こそ、筋違いのシステムの本性の具体形に他ならない。 

倒錯とは、筋違いの境界を維持しようとする本人の自己維持の必死の企てのことであり、非自然性へ

の自己執着であり、自己努力である。 

 

境界の内部には、つねに剰余が生まれる。 

生命の境界の内では、創発性の度合いが環境の創発性の度合いとは異なる。 

性は、全身どころか世界大に広がる。生殖をはるかに超え出て、性は世界の相貌の一つである。 
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そして性は生殖とは独立の系へとつねに変貌しようとする。 

性とは気が付けば境界を超え出てしまうシステムである。 

 

[以下のフレーズは、画面に文字だけがならび、朗読はしない] 

音入れ、サイモン&ガーフィンケル(軽快なもの) 

映像は、各種ヴィーナス、各種オフィリア、 

 

女の体の部分が性に関係していればいる程、(たとえば乳房であるとか下腹部に近い部分であるとか)

それにさわることを考えるだけでも彼は身の毛もよだつ。彼は性器に直接ふれるということを、涜神

的なおそるべき罪業感なくして考えることができない。手袋や毛皮や長靴はこれに反して、女をその

「人間的な局限された存在」や平凡な女のつまらない「具体性」や「その不快な性的なもの」を超え

て、もっと「超人格的」な、人間を超えたものと人間以下のものとを合わせてすべてを包括した神的

なものにまで高める。 

 

私が妻の直腸に侵入し、深く進むと、一番奥のところで一つの大便の塊に突き当たります。すると私

はまるで彼女の真の中心点に達したような気がします。そこは人を溶かしてしまうほど熱い。まるで

地球の中心で溶けてしまうようです。 

臀部を除き、女の身体の他の部分は全部私にとって単なる物質と同じであり、彫像のように生命があ

りません。女の皮膚や性器は、私には大した意味をもたないのです。これらのすべては余りにも完成

されすぎ、形が整いすぎ、きちんとし停滞しています。生命は皮膚の下ずっとずっと深く、腸のなか

ではじめてはじまるのです。大便のあるそのところで、生命に火が付くのです。 

 

人がなぜ女と一緒にいたがるのか判りません、私には女に近づくことは禁じられている、もし女の前

で裸でいたり、体を触られたりしたら、私は恥ずかしさで死にそうになります。・・・女が遠くにい

るときには、私は恥ずかしさに堪え、少なくても女の視線にさらされることは出来ます。その時は楽

しくてしかも恐ろしくありません。私がペニスをその女にみせるとき、私は彼女の視線がそれをもて

あそび撫ぜるように感じます。そのときはまったくすばらしい。そのとき、女は天使のようです。 

 

手淫を始めたころ、彼は誰にでもよいが、自分の臀部を打たれるという空想によって、性的に強く興

奮した。また純粋にサディズム的内容の空想も彼を興奮させた。たとえば彼が部屋に入ると、床の上

にたくさんの裸の女がいて、彼は彼女らを鞭打ち、女の体が痛みのために、まるで虫のようにうごめ

くというような。 
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倒錯の余韻は、人間の命の悲しさでもある。 

それは宿命のように仕組まれた人間の本性であり、罠である。 

 

[音イレ]ひまわり 

世紀末のウイーン、ボッティチェリのプリマベーラ多数 

宗教画ではなく、神話モティーフ 

 

こんな夢を見た。 

腕組みをして枕元に座って居ると、仰向けに寝た女が、静かな声でもう死にますと云う。女は長い髪

を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜実顔を其の中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程

よく差して、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。然し女は静かな声で、もう死にますと

判然云った。 

 

しばらくして、女が又こう云った。 

｢死んだら、埋めて下さい。大きな真珠貝で穴を掘って。そうして天から落ちてくる星の破片を墓標

に置いて下さい。そうして墓の傍に待っていて下さい。又逢いに来ますから｣ 

自分は、何時逢いにくるかねと聞いた。 

 

女は静かな調子を一段張り上げて、 

｢百年待っていて下さい｣と思い切った声で云った。 

｢百年、私の墓の傍に座って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから｣ 

自分は只待っていると答えた。すると、黒い瞳のかなに鮮やかに見えた自分の姿が、ぼうっと崩れて

来た。静かな水が動いて写る影を乱した様に、流れ出したらと思ったら、女の眼がぱちりと閉じた。

長い睫の間から涙が頬へ垂れた。——もう死んで居た。 

 

              （夏目漱石「夢十夜」） 

 

 

[音イレ]山海塾の音をそのまま使う 

天児牛大、山海塾ホモ映像、各種裸体画、世界のヌード写真(オードリヘップバーンその他) 

山海塾のホモ映像とヌード写真を交互に 

 

 

身体には成熟はない。 
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ただ老いがあるだけだ。 

老いに抗うように、身体はみずからを消尽する。 

身体は何かに向かうような存在ではない。 

身体は死ぬことさえできない。 

ただ作動の停止があるだけである。 

身体は、目的をもたない。 

だが身体は、まさにみずから身体であり続ける。 

それはただ身体としてみずからを制作し続けるのである。 

身体はつねに理由のない宙吊りである。 

 

 

[音イレ]サラ・ボーン、ラヴァーズ・コンチェルト 

精神科医の映像、講演、治療室、看護婦、介護者、老人、子供、韓国トルハルバン各種(ヤマダ含む)、

花村誠一、加藤敏、新宮一成、 

 

 エロティシズムは人間の内的生活の一面である。エロティシズムは欲望の対象をたえず外部に求め

ているために、私たちはとかく思い違いをしているのである。しかしエロティシズムの対象は欲望の

内在性に対応している。対象を選ぶのは、つねに主体の個人的な趣味に属することである。大部分の

男が選ぶであろうような女が対象であるとしても、男を動かすものはしばしば捉えがたい一面であっ

て、この女の客観的な性質などではない。もしこの女が私たちの内的存在に触れなければ、たぶん彼

女を選ばせるようなものは何一つないはずである。一言をもってすれば、大多数の選択に適うような

場合でさえ、人間の選択はなお動物のそれと異なるのだ。それはつまり、人間固有のものである、あ

の無限複雑な内的可動性に依存するからだ。 

                  ジュルジュ・バタイユ『エロティシズム』 

 

 恋ほど人の心を奪うものはない。ここでは怠惰ということはありえない。なぜなら、恋そのものが

怠惰であるからだ。恋は、その唯一の真の気ばらしが働くことであることを、おぼろげながら感じて

いる。それなのに、恋はそれを敵視しているのだ。だから、働くことはやりきれなかった。しかしな

がら、恋はめぐみぶかい怠惰だ、あたかも慈雨が豊穣をもたらすように。 

 もしも青年時代がばからしく見えたりしたら、それは怠惰だったせいである。われわれの教育組織

の欠点は、数の多い凡庸を基にしていることだ。ところが、常に進みつつある精神には、怠惰などあ

り得ない。 

                 レイモン・ラディゲ「肉体の悪魔」 
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生きていることはもとより疑いもなく、それはいかにも愛らしいという意味のつぶやきだったのだが、

口に出してしまってから、その言葉が気味悪いひびきを残した。なにもわからなく眠らせられた娘は

いのちの時間を停止してはいないまでも喪失して、底のない底に沈められているのではないか。生き

た人形などというものはないから、生きた人形になっているのではないが、もう男でなくなった老人

に恥ずかしい思いをさせないための、生きたおもちゃにつくられている。いや、おもちゃではなく、

そういう老人たちにとっては、いのちそのものかもしれない。こんなのが安心して触れられるいのち

なのかもしれない。・・・ 

 老人はしばらくそのまま目をつぶっていた。娘のにおいがことにこいからでもあった。この世にに

おいほど、過ぎ去った記憶を呼びさますものはないともいわれるが、それにはあまくこ過ぎるにおい

なのだろうか、赤子の乳くささが思い出されただけだ。二つのにおいはまるでちがうのに、人間のな

にか根源のにおいなのだろうか。少女のはなつ香気を不老長生のくすりとしようとした老人がむかし

からあった。 

川端康成『眠れる美女』 

 

 

[音入れ]ナナムスクーリ、オンリーラヴ 

教会の映像、モスク、ステンドグラス、城、蝋燭、山焼き、大文字焼き、火事、吉原、遊郭、影、長

く伸びた影 

 

言語は、おそらく人間の制作したもののなかでは最も不出来な発明品である。 

言語は言語に回付する。 

だが言語は何かについての言語である以上、言語だけが作動するのではない。 

言語は何かとともに同時に作動する。 

しかしこの事態について、言語には手の打ちようがない。 

言語は線形である。主語があり、述語がある。 

生命も感覚も行為も意識も、すべて非線形である。 

そのため言語による記述は、つねに影である。 

それは本体へと到達できない影である。 

だが本体ともに動く限り、言語は言語以上のことをつねに実行する。 

影を学ぶことを学習という。 

知とは、影に回収された経験である。 

経験を動かさないまま影を操作するものがいる。 

影絵踏みを会話だと思い込む者がいる。 

影を整えることが治療だと思い込む者がいる。 
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言語とともに何かを感じ取ること、 

言語的判断が、つねに何かを捨てることだと感じ取ること 

言語はいつも何かとともに動く。 

何かを組織化することもあれば、劇的に転換させることもある。 

そこに言語との一切の対応関係はない。 

この対応関係のなさに、言語の希望はある。 

だが希望は言語の延長上にも、言語を支えるものにもない。 

言語とはつねにすでに二重に行為することである。 

この二重の行為のさなかに、まぎれもなく希望は出現する。 

 

 

出演 

 

池田由美 

 

稲垣諭 

 

岩崎正子 

 

 

制作 

 

大崎晴地 

 

稲垣諭 

 

畑一成 

 

芦田朋子 

 

 

映像提供 
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十川幸司 

 

大西成明 

 

照明 

 

三田久載 

 

作・プロデュース 

 

河本英夫 

 

 

 

 


