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　津上さんからは「共感」をめぐるアクチュアルな倫理的・美学的考察が、また小田部さん
からは新たな感性論の構築に向けて緻密な理論的考察が示されましたが、わたしの話は
もっと軽くて大雑把なものですので、学会も最終日の最後で皆さんお疲れでしょうから、
どうぞ気軽にお聞きください。
　最初に、「絵画とは何か」、あるいはもっと広く「イメージとは何か」というストレートな、
しかし困難な問いにアプローチするうえで手掛かりとなる、西洋の三つの神話からわたし
の話をはじめたいと思います。もうよくご存知の方もいらっしゃるでしょうが、その三つ
の神話とは、「影」と「痕跡」と「水鏡」にかかわるもので、それらがいわば絵画の起源となっ
ている、というものです。まずはそれぞれの神話についてごく簡単に紹介し、続いて、現
代のわれわれがこれらの古い神話からいったい何を引き出すことができるのかについて、
わたしなりの考えを述べたいと思います。

絵画の「根源（アルケー）」としての「影」、「痕跡」、「水鏡」
　「影」については、大プリニウスが『博物誌』（第35巻）で伝えているように、戦地に赴く
恋人の影の輪郭をなぞったことから絵画が生まれたという神話が残っています。文字どお
り「影（スキア）」を描くこと（グラフェー）に絵画の起源があるというわけです。それゆえ、
古代で「スキアグラフィア」と言えば、一般にモノクロームで描かれた舞台の書き割りのよ
うなものを指すのですが、影を輪郭線でなぞった絵画という意味で使われることもありま
す。イメージとは影にほかならない、これはまた、どちらかというと否定的な意味におい
てではありますが、古くはプラトンの、新しくはエマヌエル・レヴィナス（1948年のエッ
セー「現実とその影」）の名高いテーゼでもあります。スライドで見ていただいているのは、
ザントラルトの『最も高貴なる絵画術アカデミー』（1683年）からの挿絵です。
　一方、「痕跡」というのは、キリスト教の言い伝えに由来するもので、東方教会では「マ
ンディリオン」として、カトリックでは「ヴェロニカ」として伝わっています。いずれも、
ハンカチに残されたイエスの顔の「痕跡」のことを指すもので、いわばそのオーラが光と影
の痕跡として布に写し撮られたものが前者、十字架の道行きの血と汗が汗拭き（スダリウ
ム）に滲んだものが後者ということになります。キリストは元祖「ハンカチ王子」というわ
けですね。とりわけ「マンディリオン」でおもしろいのは、もしそうだとするとこの話は、
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一種のカロタイプの遠い起源を語ってもいるということです。カロタイプというのは、ウィ
リアム・Ｈ・タルボットが十九世紀の半ばに開発した写真の一種で、タルボット本人はそ
れを「影を固定させる技芸」と呼んでいます。つまり影と光の痕跡というわけです。スラ
イドは、キリストの遺体を包んだとされる有名な「トリノの聖骸布」の頭部の写真です。そ
れ自体とても荒唐無稽な話なわけですが、もしそうだとすると、ここに映っているのは、
カロタイプとしてのイエスの顔であり、加えて額に滴り落ちる血と汗の跡でもあります

（埋葬から三日後にイエスは復活し昇天したとされますから、その間にできた「痕跡」とい
うことになるわけです）。
　最後に「水鏡」ですが、これはもちろん名高いナルキッソスの神話に基づいているもの
です。鏡が画家にとってすぐれたお手本となるという考え方は、古くはプラトン（『国家』
596 d9-e1）に、さらにレオナルド・ダ・ヴィンチらルネサンスの画家や理論家たちにも見
られるものですが、絵画をはっきりと「ナルキッソスの技芸」と呼んだのは、レオン・バッ
ティスタ・アルベルティの『絵画論』（1435年）が最初でした。いわく、「絵を描くとは、
ほかでもなく、そんな泉の表面を技芸（ars）でもって抱擁する（amplecti）ようなもので
はないだろうか」、と。スライドでは、カラヴァッジョ作（作者については異説もあります
が、いまはアトリビューションの問題には立ち入らないでおきましょう）とされる《ナル
キッソス》（ローマ、バルベリーニ美術館）を見ていただいています。古代ギリシアの狩人
は、この絵で十七世紀ローマの優男に変身していますが、うっとりとした表情で水面に片
手をかざしているさまは、まさしくいまにもそれを抱擁せんとしているかのように見える
ではありませんか。しかも、水面が描きだすナルキッソスを画家が描きだすという「入れ
子（mise en abyme）」の構造―鏡のテーマと不可分―を、この絵は見事に表現してい
ます。
　ところで、これらの神話はいずれも、絵画の起源について語ったものですが、「起源」と
いうよりも、どちらかというと「根源（アルケー）」と言うほうがいっそう相応しいように、
わたしには思われます。というのも、絵画ないしはイメージ・メイキングの起源を、時間的・
空間的に定位すること―たとえば旧石器時代のしかじかの洞窟から人類は絵を描き始め
た、といった具合に―が、真の問題ではないからです。ジョルジョ・アガンベンの言い
方を借りるなら、「アルケーは歴史の生成と同時代的であり、歴史の生成に常に作用しつ
づける」（『同時代人とは何か』）ものです。その意味でこれらの神話は、存在論的なものと
歴史的なものとを切り結んでいるとも言えるでしょう。神話それ自体は古いものですが、
その内包するところは常に新しいものです。皆さんもよくご存知のように今日、美術史に
おいてアナクロニスムが積極的に見直されつつありますが、精神分析などを持ち出すまで
もなく、イメージとは本来、直線的な時間の流れの中に納まりきらないものなのです。こ
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れはまた、経験から誰もが実感していることでもあるでしょう。
　さて、以上の三つの神話から、絵画ないしイメージの「アルケー」として、わたしたちは
何を導き出すことができるでしょうか。以下では、話題提供の意味で七つの観点を簡単に
整理して、後の議論につなげたいと思います。

媒介作用による媒介性
　まず第一に、これらの神話においてはいずれも、対象を直に目で見て描いたものが絵画
とみなされているわけではない、という点が挙げられるでしょう。だからといって逆に、
心の中のイメージや空想を写し取ったものが絵であるとみなされているわけでもありませ
ん。外の世界であれ内面であれ、ストレートに再現表象されているわけではないのです。
そうではなくて、常に媒介作用が前提とされているのです。この点は、わたしにはひじょ
うに重要なことに思われます。その働きを順に述べるなら、影は「投影（プロジェクショ
ン）」、痕跡は「接触（タッチ）」、水鏡は「反射＝反省（リフレクション）」ということになる
でしょう。これらの媒介作用によって、対象はひとつの像（イマーゴ）として、あらかじめ
すでに二重化されているのです。
　東洋の影絵や、洞窟壁画に見られる「ネガティヴ・ハンド」、さらには鏡と人間との長い
付き合いのことなどを考えると、これらの働きは、人類の歴史においても個体の成長にお
いても、きわめて古いもので、かつきわめて新しいものでもあります。プロジェクション
という働きは、プラトンの洞窟神話などにも反映されているように、最もプリミティヴな
作用であると同時に、それにもかかわらず、最先端をいくコンテンポラリー・アートが好
んで用いている手法でもあるのです。またおそらく、反射＝反省という働きがなければ、
芸術も哲学もありえないでしょう。「絵画とは何か」という問いを初めて自覚的に立てたレ
オン・バッティスタ・アルベルティが、絵画とは水面の反射に由来すると考えたことは、そ
の意味でとても象徴的です（ちなみに、ミドルネーム「バッティスタ」は「洗礼を授ける人」、
すなわち水によって新たな命を授ける人という意味ですが、アルベルティは文字どおり絵
画の「洗礼者」となるわけです。名は体を表わすとは、まさにこのことです）。
　さらに付け加えるなら、これらの媒介作用によって生まれた絵画的イメージは、それぞ
れがまた媒介として働くものとなります。つまり、影はあの世とこの世のあいだを、痕跡
は聖なるものと俗なるもの、不可視と可視のあいだを、水鏡は現実と虚構のあいだを媒介
しているわけです。影はまた、霊魂や亡霊や幻影、さらには肖像といった多義的な意味を
持っています。ギリシア語のスキアやエイドロンやファンタスマータは、しばしば重なる
意味を内包していますが、おそらくそれは偶然ではないのでしょう。日本語でも遺影とい
う言葉があって、直接は故人の肖像のことを指していますが、同時にそれは故人の霊魂で
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もあれば亡霊でもあるものでしょう。さらには、影と痕跡と鏡像のいずれも、いわゆる「分
身（ドッペルゲンガー）」という心理学的・人類学的なテーマとつながっているという点を、
ここで想起しておくのも良いかもしれません。

同一性の破綻
　二番目に指摘しておきたいのは、これらの媒介作用によって、対象との同一性は最初か
ら破綻している、という点です。つまり、そっくりそのままに二重化されるというわけで
はないのです。たとえば、投影法によって影は大きく歪みますし、松明などのもとでは輪
郭は固定されないまま揺らぐことになります。レオナルド・ダ・ヴィンチは影について幾
つもの興味深い考察を残していますが、その中で、ぼやけた影の周辺部を「メッツァーノ

（中間部）」と呼んでいます。つまり、影の本体―レオナルドはそれを「ズバッティメント
（ぶち当たる部分）」と呼んで区別します―が徐々に光の当たる部分へと移行する曖昧模
糊とした領域のことです。この画家が、明確な輪郭線を引くことを拒否し、いわゆる「暈
かし（スフマート）」の技法に取り憑かれて追求していたとすれば、それは、こうした影の
研究からインスピレーションを得ていると考えられるのです。
　一方、痕跡には言うまでもなく、読み取りの困難さや不可能性が常に付きまとっていま
す。たとえば、ヴェロニカの聖顔布でおもしろいのは、それはもともと偶然にできた染み
のようなものですから、本物の顔のようにくっきりと描くと、実は本当らしく見えなくなっ
てしまう、というパラドクスがあるわけです。似ていれば似ているほど似ていない、とい
うことです。たとえばスルバランという画家はそのあたりの事情をよく心得ていて、幾つ
かのヴァリエーションを残しているのですが、それらはたいてい不定形の染みと顔の輪郭
との間を漂っています。中世の神学において、類似性に基づく「イマーゴ（似像）」と、非類
似性による「ウェスティギウム（痕跡）」とが区別されていたことは、ディディ = ユベルマ
ンによっても指摘されています（『フラ・アンジェリコ』）。これを、パースの記号論に対応
させるなら、イコンとインデックスの区別ということになるでしょう。
　さらに水鏡ですが、こちらも、水面のさざ波によって、反射像はたえず揺らめくことに
なりますし、透明な平面鏡の場合と違って、鮮明な像が送り返されるわけでもありません。
反射とも影ともつかないような像が、水の表面に漂っているわけです。事実、ナルキッソ
スの話を紹介するオウィディウスは、その反射像を、わざわざ「影（ウンブラ）」と呼び換え
ているほどです。このような水面の反射の曖昧模糊とした性格はまた、エロスを喚起させ
ないではいないと分析するのは、『ディアナの水浴』の著者ピエール・クロソフスキーです。
　いずれにしても、絵画的なイメージは、たとえそれが静止画であるとしても、固定的で
同一で不動のものではなくて、その根源において、絶えず揺らめいたり動いたりしている
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ものなのです。イメージとは揺らぎにほかならない、とも言えるでしょうか。

半透明としてのイメージ
　次に注目しておきたいのは、影も痕跡も水鏡の像もどれも、透明でもなければ、かといっ
て不透明でもない、どこか半透明なイメージとして漂っているという点です。まるで対象
そのものからその薄皮が剥がれてしまったかのようです。デュシャン的な言い方をすると、

「アンフラマンスな皮膜」ということになるでしょうか。たとえば画家のフランシス・ベイ
コンの作品には、あたかも皮膚の一部が剥がれ落ちたかのような、あるいは肉体から溶け
出したかのような半透明の影が描かれているものが何点かありますが、画家自身、ある対
談の中で、影のことを「身体から外に流れ出る生」にほかならないと述べています（『フラ
ンシス・ベイコン　対談』）。
　さらに16世紀以降、透明度の高い平面鏡が広く流布するようになっても、画家たちは
むしろ好んで「ブラック・ミラー」や「クロード・ミラー」と呼ばれる、像を半分吸い込んで
しまうような半透明の鏡を利用してきたという経緯があり、それを克明に跡づけた興味深
い研究書も出版されていますが（アルノー・メイエ『クロード・グラス』）、現代でもそうし
た鏡の愛用者はあとを絶ちません。その筆頭は、皆さんもよくご存知のゲルハルト・リヒ
ターにほかなりません。
　ところで、一般にこれまで美術論や表象論は、透明性と不透明性という二項対立を暗
黙のうちに前提してきたといっても過言でない側面があるように思われます。たとえ
ば、透視図法の理論家としてのアルベルティは、絵画を、「開かれた窓 finestra aperta」
になぞらえ、それを「まさしく透明でガラスのようだ admodum vitrae et perlucida 
huismodi」と形容しています。他方、モダニズムの理論的支柱となったクレメント・グリー
ンバーグによると、絵画の絵画たるゆえんは、支持体の平面性とマチエールの物質性に求
められます。つまり、絵画の本質はあくまでもその不透明性にあるというわけです。グリ
ンバーグは明らかにアルベルティを意識していて、その透明性の美学に対して、不透明の
美学をアンチテーゼとして提唱したわけです。
　しかしながら、三つの神話を読む限り、絵画的なものの根源は、透明でも不透明でもなく、
基本的にどこか半透明なものに依拠しているように、わたしには思われます。さらに、半
透明なものをめぐる感性と思想は、歴史をさかのぼるなら、アリストテレスが『霊魂につ
いて』において提唱した「ディアファネース」にたどり着くように思われるのですが、この
点に関してわたしは以前に『半透明の美学』の中で比較的詳しく論じたことがありますの
で、そちらを参考にしていただければ幸いです。時間の関係上、話を先に進めることにし
ましょう。
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視覚の相対性
　四番目に指摘しておきたいのは、これらの神話において必ずしも視覚性のみが特権化さ
れているわけではない、という点です。西洋において視覚は、感覚の中でも最も高度なも
のとして位置付けられてきたという、古代以来の長い伝統があり、しかもルネサンスの画
家や理論家たちにおいて前景化するように、視覚の賛美は美術の歴史とも密接に結びつい
てきました。近代の美術史学においてその考え方が、「純粋可視性」の理論として結晶化し、
方法論として一時期さかんにもてはやされたことも、皆さんよくご存知のとおりです。
　ところが、たとえばヴェロニカの聖顔布においては、見ることよりもむしろ触れること
のほうが明らかに優先しています。痕跡はまさしく、触れることと見ることとを媒介して
いる、と言っても良いでしょうか。ナルキッソスもまた、水面の像に対して幾度も「口づ
けを送り」、「頸に抱きつこうとし」、「水のなかへ腕を沈め」ようとします（オウィディウ
ス『変身物語』）。先述したようにアルベルティによれば、「絵を描くとは、ほかでもなく、
そんな泉の表面を技芸（ars）でもって抱擁する（amplecti）ようなもの」ということになる
のです。つまり、触覚性や身体性が最初から大前提として想定されているのであって、視
覚のみが純粋かつ自律的に作用しているとみなされているわけでは決してないのです。
　しかも、先ほども述べたように、影も痕跡も水鏡も、明晰でくっきりとした視覚という
よりも、どちらかというと、ぼんやりとして揺らめいている視覚のほうに強く結びついて
います。あえて少し極論をするなら、わたしたちはいまや、光の詩学にではなく闇の詩学
に第一義的な価値を与える必要にふたたび直面しているのかもしれません。かつて、カラ
ヴァッジョやジョルダーノ・ブルーノがそうしたように。
　『創世記』にもあるように、光の創造よりも前に、まず闇が原初に存在していたのです。「闇
が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた」、そして「神は言われた。「光あれ」」と、

『創世記』の冒頭は続くのです。ギリシア神話でもまず、原初の暗黒の神エレボスが、夜の
女神ニュクスと交わって、昼の女神ヘーメラと光輝く空アイテールの姉妹が生まれた、と
されています。
　『創世記』にはまた、光の創造よりも前に「神の霊が水の面を動いていた」とあり、水面の
揺らぎが根源的なイメージとして登場しています。この詩的でしかも謎めいた一節は、古
くから神学者たちを魅了するとともに悩ませてもいたようで、いったいこれは何を指し、
どういう意味なのかと問いかけてきました。アウグスティヌスによれば、これは「人の知
識をはるかに超えた愛」のことだと言います（『創世記逐語注解』）。いずれにしても、闇と
水面と揺らぎという組み合わせは、ナルキッソスへの連想を誘うものでもあり、わたした
ちのテーマにとってもひじょうに興味深いものです。
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「幼児期（インファンティア）」
　話がやや脇道に逸れていってしまったかもしれません。影と痕跡と水鏡に戻りましょう。
これらはいずれも、どこかでわたしたちの幼年期の記憶と結びついてはいないでしょうか。

「影踏み」や「影送り」や手影絵、手形や足形、オネショの布団、泥んこ遊び、シャボン玉の
反射、水切り等々、挙げればきりがありません。ヘーゲルも『美学』の中で、子どもが石を
投げて水面を振るわせる行為のうちに、芸術へとつながるひとつの原点のようなものを見
いだしています。体液の痕跡という点でヴェロニカの言い伝えは、供犠の人類学のみなら
ず、幼児期における対象関係理論―Ｄ・Ｗ・ウィニコットやメラニー・クラインなど―
とも連動するところがあるように、わたしには思われます（拙著『ミメーシスを超えて』、

『キリストの身体』）。また、発達心理学のジャン・ピアジェによると、影は子どもにとって
特別の意味を持っています（『子どもの因果関係の認識』）。さらには、ジャック・ラカンに
よって組み立てられた、鏡像と格闘する幼児のストーリー、「鏡像段階」をここに加えても
良いでしょう。描くとは、「子ども時代のこの秘密、身振りの魔術を取り戻す」ことでは
ないかと述べているのは、フランスの批評家ジャン・クレールですが（『可視的なものの称
賛』）、それはまんざら的外れではないでしょう。
　そもそも「幼児期」を意味する「インファンティア」とは、言葉の手前にあること（in + 
for）を意味しています。イメージとはまさしく言葉の手前にあるものにほかなりません。
イメージは言葉に及びませんが、しかしそれを超えるものでもあります。イメージは沈黙
していますが、それゆえに饒舌でもあります。わたしたちは、知的で感性的なあらゆる手
段を尽くしてイメージに言葉を与えようと試みるのですが、それらの言葉によってイメー
ジが秘密の封印を解いてくれるとは限りません。言葉とイメージとは、いつもたいていど
こかで擦れ違っているものなのです。
　ここでもういちどアルベルティの『絵画論』を参照しましょう。この最初の絵画の「洗礼
者」が、それを「ナルキッソスの技」と呼び、「表面を抱擁するようなもの」だと述べたこと
は、これまでに強調してきたとおりです。しかし、その一方で彼は、透視図法を念頭にお
いて「開かれた窓」という比喩で絵画を捉えてもいたのです。この二つの定義について皆
さんはどのように思われますか。明らかに矛盾しているように見えませんか。というのも、

「開かれた窓」としての絵画は、（描く側も見る側も）引き―距離―をとることが大前
提とされるのに対して、「抱擁する」ことは、このような距離を解消することにほかならな
いからです。アルベルティにおいて、この二つの相対立するような絵画観はいったいどの
ように調停されているのでしょうか。
　わたしはもう何年も前からこの問題がずっと気になっているのですが、『絵画論』のテク
スト自体からはその回答が引き出せないまま、今に至っています。とりあえず目下のとこ
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ろは、次のような仮説を立てておきたいと思います。つまりアルベルティは、絵画の「イ
ンファンティイア」としてナルキッソスの神話に言及したのではないか。それはまた、絵
画がみずからを打ち立てるうえで通過しなければならない「鏡像段階」のようなものでは
ないのか。これにたいして透視図法は、絵画の言語あるいは法のようなものとして機能し
ていて、ひとたび「インファンティア」を通過した絵画には、今度はこの法を守ることが求
められることになるのです。アルベルティにとって、画家の最高の仕事とされる「物語画
istoria」の構成には、透視図法という言語＝法が必要不可欠で、そのためには絵の表面を

「抱擁する」どころか、反対にしっかりと距離をとっていなければならないのですが、にも
かかわらず彼があえてナルキッソスに言及したとするなら、それはおそらく、絵画の「イ
ンファンティア」を無視することができなかったからだ、とわたしは解釈しているのです。
アルベルティにとってすら、水鏡の神話は絵画の根源に触れるものだった、ということか
もしれません。

伝統的な二項対立の再考
　ところで、わたしは先に、影や痕跡や水鏡が透明でも不透明でもなく、どちらかという
と半透明に近いものではないかと述べました。それらは、透明と不透明という伝統的な二
項対立をすり抜けていくように思われます。同じように、芸術においてこれまで二項対立
で捉えられてきたもの、たとえば模倣と反模倣、具象と抽象、ディゼーニョ（素描）とコロ
リート（彩色）といった二分法ではかたづかないところがあって、そこにもまたこれらの神
話の現代的な意味があると、わたしは考えています。
　たとえば、近年フォルムにアンフォルムを対立させて、後者を持ち上げることが一部で
批評の趨勢になっていますが（ロザリンド・クラウスとイヴ = アラン・ボワ『無形のもの』）、
このような発想はわたしにはあまりにも図式的に過ぎるように思われます。そもそも、ヴェ
ロニカの染みはどちらなのでしょうか。歪んでぼやけた影は、フォルムでしょうか、アン
フォルムでしょうか。珠玉のエッセー『ドガ・ダンス・デッサン』（1938年）を著わした
詩人ポール・ヴァレリーは、即興性や自発性、偶然性やオートマティックなものにほとん
ど価値を認めていませんでしたが、それでもドガの絵の中に、「不定形の形式」が潜んでい
ることを鋭く見抜いています。つまりヴァレリーは、アンフォルムをフィルムの否定や不
在として解釈するのではなくて、それ自体もまたひとつのフォルムのあり方として捉えな
おしているのです。当然ながらそこには、偶然や無意識、即興や出来事性が介在してくる
ことになります。わたしには、このようなヴァレリーの視点のほうがずっと実り多いもの
のように思われます。ここにまた、ツァイヘンとマールの相互作用をめぐるベンヤミンの
鋭い考察を加えても良いでしょう（「絵画芸術について、あるいはツァイヒェンとマール」
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1917年）。
　ここでさらにひとつの例を見ておきましょう。それは、いわゆるハイライトの表現にか
かわる問題です。白や黄色の斑点や線によって表現されるハイライトは、描かれる対象の
テクスチュアや光沢感を克明に模倣し再現する手法で、とりわけ十五世紀にフランドル絵
画においてすばらしい成果がもたらされたことは、すでに皆さんもよくご存知のとおりで
あす。つまり、事物の表面の上で光がどのように反射しているかを、ハイライトによって
捉えるわけで、それによって事物の素材感の違いまで克明に再現できるようになったとい
う点で、模倣の切り札とも言えるものです。
　ところが、ハイライトそれ自体は、白や黄色の絵の具の塊りにほかなりません。それゆ
えこの塊りは、ハイライトとしてというよりも、絵の具という物質そのものとして知覚さ
れてしまうという可能性を常に孕んでいます。つまり、文字どおり「染み（マッキア）」へ
と転倒してしまうわけです。ティツィアーノはこの二面性をはっきりと自覚していて、晩
年の作品において意識的にこの表象の二重性―再現されたものと再現の媒体―のもと
で戯れています（拙著『ミメーシスを超えて』）。模倣の切り札であるハイライトは、それ
にもかかわらず、模倣を突き崩す要素を含んでいるのです。わたしはこれを「ハイライト
の逆説」と呼んでいます。フェルメールやシャルダンにも、こうした二重性が観察されま
すが、ディドロはシャルダンの静物画の中にそうした問題をはっきりと読み取っています。
このような例でわたしが言いたいのは、要するに、模倣と反模倣、フォルムとアンフォル
ムとは、両極にあって対立しあっているというよりも、互いに襞を畳みあったり、入れ子
状になったりしている、ということなのです。

愛と死
　さて、時間も差し迫っているようなので、そろそろお開きにしましょう。最後に指摘し
ておきたいのは、いずれの神話においても、イメージが生まれるうえで愛と死が最も重要
な契機となっているということです。安っぽい携帯小説か何かのように聞こえるかもしれ
ませんが、もう少しお付き合いください。プリニウスの話において、影の主は戦地に赴く
恋人の兵士であって、つまりは死が待っているかもしれないわけです。一方、慈愛の化身
たるキリストは、言うまでもなく受難の運命にあります。ナルキッソスが、恋焦がれるあ
まり泉に身を投げたことは、皆さんもよくご存知のとおりです（ちなみにオウィディウス
によると、死してもなお「彼は冥府の河にうつる自分を見つめていた」とあります。これ
は自己愛というよりも、イメージそのものへの愛と読むことができるでしょう。実際、ア
ガンベンが『スタンツェ』で明らかにしたように、ナルキッソスの神話は、とりわけ中世に
おいて、自己愛というよりもイメージへの愛として解釈されてきたという伝統があるので

48



す）。要するに、絵画の根源には人間の愛と死があって、これがなければ絵画など存在しな
いということですね。
　イタリアの古典学者マウリーツィオ・ベッティーニが『愛人の肖像』というすばらしい研
究書を著わしていますが、それによるとイメージは本来、ギリシア語で「ポトス」、ラテン
語で「デシデリウム」と呼ばれる感情、つまり失ったものへの願望や哀惜の念と深く強く結
びついている、といいます。愛と死、それはいかに形を変えてきたとしても、永遠のテー
マにほかならないのです。
　最後はあまり学問的とはいえないような話になってしまいましたが、時間もきたような
ので、以上でわたしの報告を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうござ
いました。
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