
空間の領有に向けた身体的実践
対象の実在化と抵抗の契機としての翻訳

田 中 裕＊

本稿は空間における抵抗の契機を考察することを目的とする．アンリ・ルフ
ェーブルによって提出された不生産的消費という概念を出発点に，空間の領有
に向けた身体的実践のあり方を論じた．この概念はモノの生産や交換を目的と
する生産的消費とは異なり，断片化された空間を「生きられた経験」によって
再編することを狙いとしている．また，不生産的消費は使用価値に基づいてお
り，語りや聴取などの身体的行為として想定される．それゆえ不生産的消費は，
身体を媒介した対象の把握とその日常的実践として措定可能である．この行為
のプロセスを明らかにするため，ドイツの哲学者マルクス・ガブリエルの「感
性的知覚の界」を援用し考察を進めた．それにより，私たちはその時々に応じ
て複数の感性的知覚を関連させることで対象を理解しているが，その対象は以
前と異なる対象として立ち現れる可能性を潜在的に有していることが明確とな
った．ただし，このプロセスでは特定の理解を排除ないし無効化する権力的な
秩序が背後で作動している．そこで，これらの感性的知覚を異なった 2つの実
践として捉え直し，権力的秩序に基づく理解を受動的な「翻訳的実践」，新た
な理解の創出を能動的な「翻訳的実践」と位置づけた．ここから，物理的空間
としての場所を想像力に富む感性的知覚の 1つとするならば，翻訳的実践は空
間領有の可能性を有するものとして考えられることが明らかになった．
キーワード：空間の生産，不生産的消費，翻訳的実践

1 空間論と身体

1.1 『空間の生産』と空間論
空間論は，社会学における都市論や一部の地理学的研究によって主に論じられて
きた．そのさまざまな研究の中でもアンリ・ルフェーブルの『空間の生産』は他の
先駆的な社会学的研究1)に比べ，その後の空間論に与えた影響は大きい．「空間」
をアプリオリな対象とし，ロケーションの経済的効率や領土の政治的支配など土地
というモノの利用計画へと還元する議論に対し，「（社会）空間とは（社会的）生産
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物である」（Lefebvre 1974＝2000: 67）と主張する．つまり空間は，経済的な生産
の手段というだけでなく社会的な実践の所産であり（Dünne 2006: 297），近代都
市の形成や日常生活の変容が空間の問題圏として理解されるのである．ゆえに「空
間は闘争の最大の焦点であり媒体であり，したがって重大な政治的論点」（Elden
2004: 183）となる．ルフェーブルはとりわけ住民の慣習とその生きられた経験を
とおして，地域全体が 1つの作品として運動する都市を議論の舞台とする．そこで
はシステムの延命と余剰価値の独占を図る資本主義が，日常生活における社会関係
の再生産を支配し，都市や人々の活動を分断，均質化する過程の分析を試みている．
その際，空間は相互に関係する 3つのフォーマットないしモーメントから論じられ
る．「空間的実践」「空間の表象」「表象の空間」であり，それぞれは「知覚される
（perceived）」「思考される（conceived）」「生きられる（lived）」という身体的次
元に対応する．
この空間の三幅対を含むルフェーブルの研究を高く評価し，その後の空間論にお
ける「中心軸

ピヴォット

」（加藤 2004: 170）として多様な議論を生み出すきっかけとなった
のはエドワード・ソジャによる地理学的空間論である．ソジャは批判理論を歴史主
義から救い出すことを目的に，ルフェーブルの解釈をとおして「人間は自らの地理
を形成しその自ら形成した地理によって制約されるとする空間的弁証法」（Soja
1989＝2003: 115）を提起する．

空間性が社会的諸関係と社会構造の結果／具体化でありかつ媒介／前提であ
るならば，すなわちそれらの物質的準拠枠であるならば，社会生活は空間を形
成すると同時に空間に偶有的なもの，すなわち空間性の生産者でありかつ所産
であるとみなされねばならない．（Soja 1989＝2003: 169）

引用の後半部にも見られるように，ソジャは厳格なマルクス主義に基づく空間論
の確立を目指しているのではない．むしろ，「空間性は社会的に再生産されなけれ
ばならず，この再生産の過程は争いと危機の絶え間ない源泉となっている」（Soja
1989＝2003: 169）と述べるように，ルフェーブルの問題意識を部分的に引き継ぐ
かたちで空間の社会性ないし社会の空間性を研究の焦点の 1つとして据えている．
ここには空間論を独立した研究領域として発展させようとする意図がある．この傾
向はソジャがロサンゼルスを舞台に，空間論を独自の方向性へ発展させる過程でよ
り明確となる．著書『第三空間』では，ルフェーブルの三幅対を出発点に「表象の
空間」に焦点を合わせ，物質と観念のいずれか一方のみに依拠する空間理解には還
元されえない開放的な抵抗の舞台として「第三空間」を提唱した．この「第三空
間」は「ロケーションの政治と差異への権利にもとづく社会正義の空間的概念」
（Soja 1996＝2005: 123）として，空間のユーザーが権力的な空間編制によって支配
されるのではなく，その論理から自由となった活動に基づいて空間を我がものとし
て領有する可能性を備えた領域だとされる．これはベル・フックスやミシェル・フ
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ーコーの研究にみられる空間的観点を結びつけていく中で深められた空間理解であ
る2)．主要な課題であった資本主義と空間との関係の分析は，文化と空間との関係
の分析へと重心が移される．ソジャの「第三空間」はマルクス主義の厳格な解釈や
援用ではなく，20 世紀後半の議論を取り込むことで広範な文化政治を対象とする
議論へとその射程を伸ばしたのである．つまり，ソジャはルフェーブルの理論を柔
軟に解釈することで，アイデンティティのポリティクスや都市の形成における権力
作用と空間支配の構造を分析する視点を提供した．

1.2 空間と身体
しかし，ソジャがその著書で触れながらもほとんど深められなかった空間論的局
面がある．それは身体的実践である．これはルフェーブルが「身体は空間と権力の
言説の核心において還元不可能であり，破壊的である」（Lefebvre 1976: 89）と述
べたように，身体とは空間批判の重要な契機である．ソジャのように「すべてが第
三空間に集まる」（Soja 1996＝2005: 76）と考え，三幅対における「表象の空間」
の重要性を主張したとしても，その空間的構造を中心に据えて権力の構造とその可
変性を論じるのでは，身体は従属的な要素へと陥る危険性がある．この意味でソジ
ャの空間論は抵抗ないし闘争の契機を「第三空間」に求め，社会的事象における空
間的構造を取り扱い可能とするものの，社会的実践を担う身体への着目は薄れてし
まうという限界を有している．『空間の生産』の英訳書が出版されて以来，ルフェ
ーブルの空間論における身体の重要性が指摘されてきたように（Gregory 1994,
Shields 1999），身体を媒介することなしに空間の編制を論じることはできないだろ
う．近年でもさまざまな観点からその重要性が繰り返し論じられる．たとえば，キ
ルスティン・シモンセンがルフェーブルにおいて「身体と空間の概念はそれにとも
なう批判とポリティクスおよびその歴史と不可分」（Simonsen 2005: 2）だと指摘
した上で，メルロ＝ポンティを参照しつつ現象学的立場から空間と身体的実践との
関連を考察している．また，『空間の生産』で予告され，後にいくつかの論文で提
起された「リズム分析」（Lefebvre 2013）の観点から，クルト・メイヤーは日常生
活における身体の役割を分析している（Meyer 2008）．国内でも斎藤日出治が空間
と身体の領域を「社会闘争の主戦場」（斉藤 2011: 311）として位置づけ，ルフェ
ーブルの空間論における身体の意義を強調している．
ただし，ルフェーブルがいうように，断片化された空間が抽象的な空間によって
ヘゲモニックに均質化され，支配が常に強化され続けているならば，その近代的な
布置において身体による潜在的な抵抗を探り当てるのは容易ではない．とりわけ，
生産物としての空間だけに着目するのでは不十分である．カール・マルクスは生産
と消費の関係について，列車の走らない鉄道は可能性としての鉄道にすぎないと述
べ，「生産物は，消費にいたってようやく，たんなる自然の対象とは違って生産物
であることを実証し，生産物になる」（Marx 1974＝2005: 155）と説明する．この
パースペクティブは，空間を第 2の自然と捉えるルフェーブルの空間論に受け継が
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れていたといえる．それゆえ『空間の生産』でルフェーブルは「わたしが明らかに
しようとするのは，コード形成〔codings〕とコード解読〔decodings〕が生成し，
消滅する過程である」（Lefebvre 1974＝2000: 55-6，〔 〕内引用者）と述べるの
である．単に空間における生産の局面のみを取り扱うだけでは，絶えず繰り返され
る空間の生成と消滅のプロセスを捉えることは難しいのであり，一面的な理解に留
まるであろう．ルフェーブルの空間理論をもとに空間を社会学的に考察するならば，
空間を可変的な実在として理解しなければならない．
したがって空間論においては実在としての空間がいかに生成，消滅するのかを論
じることが求められる．言い換えれば，空間は特定の諸コードないし意味の体系に
よって実在化されているが，どのようなプロセスでその生成と消滅を繰り返すかが
解明される必要がある．そこで本稿ではこの生成と消滅の両側面を理論的に考察す
る．すなわち，本稿の目的は次の問いの解明である．断片化と均質化をとおして支
配される空間において，人々はその空間を自身のものとするための抵抗の契機をも
ちうるのか．この契機の潜在的な形態について論じるに際して，ルフェーブルによ
る空間と実践との関係の考察を出発点としたい．「空間の概念は，ひとたび空間と
意味作用に満ちた社・会・的・実・践・に結びつけられると，完全な意味を帯びるようにな
る」（Lefebvre 1974＝2000: 213）のであり，社会的実践を意味と物質のどちらか
一方から考察するのは難しい．以下ではルフェーブル自身による身体と空間につい
ての説明を押さえ，空間の生成と消滅のプロセスについて考察していく．
またこの考察は，権力の不均等な発展を「さまざまな空間的スケールで社会的に
構築される差異の混成的かつダイナミックな空間 時間的なパターン化」（Soja
1996＝2005: 114）とし，その支配的構造に対して「第三空間」による領有を提起
したソジャの空間理解を捉え返す試みである．身体的実践を空間の領有に向けた行
為として位置づけ直し，空間の三幅対における抵抗の契機を異なった角度から論じ
ることが本稿の課題である．

2 身体による空間の領有

そこで，空間の断片化と均質化に対してどのように「消費」するのかが，社会的
実践をとおした空間の生成と消滅を理解するための焦点となる．しかし，それはけ
っして私たちが必ずしも操作される対象であることを意味しない．なぜなら身体的
行為を歴史的な視点から考察する限り，私たちは空間を社会的実践によって生成・
消滅させる契機を保有し続けているからである．

2.1 生産的消費と不生産的消費
ルフェーブルは『空間の生産』の最終章で，身体と空間の関係を次のようにまと
めている．
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空間は身体を変容させて身体を忘却するほどになり，また空間はみずからを
身体から切り離して身体を殺害するほどになるのであるが，たとえそうであっ
ても空間は身体から生じてくるのである．……身体それ自身を空間において考
察すると，諸感覚の連続した成層が，つまり差異の領域において諸種の差異と
して嗅覚から視覚にいたるまでの諸感覚の連続した成層が，社会空間の成層と
成層相互の関連をあらかじめさし示している．（Lefebvre 1974＝2000: 578）

ここには身体の両面性が現れている．空間によって無力化される身体と，空間の
諸部分を結びつける身体である．別言すれば，一方で空間が身体へ影響を与え，他
方で空間自身の秩序が身体によって形成されるという両面性である．ただし，生産
諸関係における生産行為である「能動的身体（労働）」と，差異の領域において差
異を表明する「受動的身体（感覚）」（Lefebvre 1974＝2000: 578）を区別する必要
がある．労働的身体に基づく支配的な空間では，具体的な対象物と個々の身体が抽
象化され，交換価値に基づく論理へと変換される．それは受動的身体に基づく実践
によって空間の使用価値が優位にならない限り，閉鎖的な空間となるだろう．ルフ
ェーブルがここで用いた「受動的」という言葉はけっしてマイナスの意味だけを含
むわけではない．「生産」という語が常に否定的ではないのと同様である．この両
者（労働と感覚）の違いは，「余剰価値を生む空間の生産的消費と，快適さを生む
不生産的な消費との間の衝突」（Lefebvre 1974＝2000: 517）から明らかになる．
この「快適さ」は，高層マンション周囲の緑地整備，物流や通信網の拡大・高速化
からもたらされることはない．これらは生産の空間のための空間の生産であり，生
産的消費の空間であり，容器ないしコンテナー的空間の中で特権的な視点から身体
を位置づけることを目的とする量的な「快適さ」にすぎない．快適さとはそうでは
なく，身体による対象物の不生産的消費から生じる．そこで「求められるのは物質
性と自然性それ自体であり，それらが外観上の直接性において再発見される」
（Lefebvre 1974＝2000: 508）のである．
この不生産的消費の直接性は，対象の具体性とその身体的実践に基づくのであり，
ルフェーブルは「話し言葉・声・嗅覚・聴覚の空間を復権すること」（Lefebvre
1974＝2000: 522）だと示唆する．ここで身体はその肉体的なリズムを取り戻し，
「生きられる経験」と結びつく．交換価値に基づく空間の生産ではなく，使用価値
としての空間を志向する身体的実践である．

2.2 空間における実践
このルフェーブルの考察において重要なのは，物質とその使用様態が空間の生成
ないし消滅と関連しているという点である．空間を領有するためには，特定の対象
を身体的感覚によって不生産的に消費する．いわば身体的行為の中で明確に意図す
ることなくさまざまな象徴を新たに体系化したり，分裂させたりすることとなる．
あるいは，場所や対象との関係において象徴化され，身体化された感覚を私たちが
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用いることで，以前とは異なった空間は生成されているといえよう．
もちろん，私たちの身体はけっして純粋で自由な存在ではない．生のあり方はシ
ステム的に管理され，その抽象的操作によって傷つきやすい状態へとおかれている．
また，時間と空間の圧縮を目的とする近代的な空間が展開されることで，身体は部
分へと解体されつつ，全体的な論理に基づいて自発的に個別化している．もはや身
体は「物象化した生産物であり，バラバラにされた要素」（Horkheimer 1987: 337）
としてのみ駆動している．電子ネットワークを介した抵抗の試みでさえも，その利
用が情報化された同一性（identity）を根拠とするならば，その一時的な集合は最
終的にはアルゴリズムの論理に吸収されてしまうだろう3)．ネットワーク自体の狙
いと共犯関係にあるために，特定のアルゴリズムを軸に利用者たちの関係が支配さ
れるからである．このような状況において，闘争を表明する言説や一時的な情動に
基づく連帯は，高度に洗練・発達した現れを示しても，そこに抵抗の地盤を見出す
のは困難だと考えられる．何らかの一様性ないし同一性への収束を共有し拡散する
ことを目的とするためである．
しかしながら，ルフェーブルは「交換が世界空間を占拠し，世界的規模の循環と
ネットワークが形成されたとしても，消費がおこなわれるのはそれぞれの特定の場
である」（Lefebvre 1974＝2000: 491）と述べる．消費においては特定の身体によ
って特定の場所が占められる．この具体性を帯び，物質的な空間としての場所を固
定した所与のものと考えては，特定の地域や区域だけを特権化するだけの「地域エ
ゴイズム」に陥るだろう．そのような考えは，それぞれの場所自身に保持されてい
る他の場所との関連性を無視している4)．むしろ場所では「所与の一貫性，共同性
あるいは集合的アイデンティティといった前提は存在しえない」（Massey 2005＝
2014: 269）．この実在的な結びつきの中で，身体と対象は運動しており，その運動
において私たちは行為しているという見方である．ドリーン・マッシーは，この結
びつきを「相互接続性」（Massey 2005＝2014: 358）と呼び，関係的ないし生成変
化としての空間を提起している5)．この接続性から構成された空間において，身体
的な実践は関係的な場所で作動するのである．つまり，その実践は断片化された関
係性の再結合を試みると考えられる．
しかし，具体的かつ物質的な空間としての場所が所与でないならば，身体的実践
も同様に自明でも透明でもない．では私たちはどのようにして「消費」するのか．
売買行為にその内実を求めることはできない．したがって，対象をどのように判断
するか，どのように理解するかという問題から出発し，空間と身体的実践との関係
をあらためて考察しなければならないだろう．

3 感性的知覚の界と対象の運動

3.1 実在としての世界
私たちと対象との関係について，新実在論を提唱しているマルクス・ガブリエル

社会学評論 69（1) 77



は「感性的知覚の界（Fields of sense ／ Sinnfelder）」6)という考えを用いて説明す
る．彼がこの感性的知覚の界を導入するのは，現実を単純化しようする形而上学と
構築主義から距離をとるためである．ガブリエルによれば，形而上学は「世界とは
実際にどのようなものか」（Gabriel 2015: 10）の記述を試みており，それを明らか
にするためには「認識プロセスにおいて人の手が加わったものすべてを取り除かね
ばならない」（Gabriel 2015: 11）と考えるという．そして，構築主義は「諸事実や
諸現実はそれ自体で存在するのではなく，むしろそれらは私たちの多様な言説や科
学的方法によって構築されている」（Gabriel 2015: 11）と捉える．つまり，「私た
ちは現実それ自体を確かめられないのではなく，すべての諸現実あるいは諸事実そ
のものが構築されている」（Gabriel 2015: 56）と考えるのである．ここからガブリ
エルは形而上学および構築主義が現実を不当に単純化していると指摘する．つまり，
形而上学では「見る者のいない世界」として個々人の見方とは関係なく現実が存在
するとされ，構築主義では現実を「見る者の世界」としてパースペクティブの複数
性が重視される．これに対してガブリエルは新実在論の立場から以下のように説明
する．

私が知る世界とは常に見る者を伴った世界であり，そこでは私に対して関心
を持たない諸事実が私の関心（知覚や感情，その他も）とともに構成されてい
る．世界とは，見る者のいない世界だけというでもなく見る者の世界だけとい
うでもないのである．（Gabriel 2015: 15）

つまり，彼の新実在論は 2つの世界観の総合あるいは中間の域に位置していると
考えてよいだろう．この立場では，唯一の現実が存在し，それを粘り強い思弁から
一時的な現れではない対象の本質性を解き明かそうとするのではない．また，対象
物が認識上のものであり，意味づけという活動によって操作可能になるという捉え
方とも異なる7)．彼によると，現前の対象は「感性的知覚の諸界において存在す
る」（Gabriel 2016: 484）という．私たちは現実の対象としてそれ自体で存在する
対象を何の媒介もなく直接的に把握するのではない．界の中で対象が現れることで，
対象それ自体の存在が私たちにとって把握可能となるのである．ガブリエルは界の
仕組みを以下のように説明する．

諸界は概して構築されておらず，その中に現れた対象に界の力が影響を与え
る．たとえば，電磁場はその中で運動する物体が界に条件づけられた振る舞い
を示すことで発見される．電磁場のように，諸界は完全に客観的な構造として
存在しうるのである．（Gabriel 2016: 183）

このような構造をもつ界によって対象は実在化しており，その界があることで私
たちは対象を日常的に表現したり，現実として考えたりするのである．また，対象

69（1) 78



の現れを可能にする界は単数ではなく複数である．たとえば，馬という対象を公園
やテレビ，夢で見るのでは違うように，1つの対象であってもそこで用いられる界
は多数ある．対象は他の界との関係をとおして対象の現れあるいは感性的知覚がよ
り明確となるのである．言い換えれば，対象はそれ自体が実際に存在し，それ自体
を理解するための界も複数存在しているが，私たちは状況に応じてさまざまな界を
関係づけることで特定の対象を実在として感覚的に理解しているのである．「諸界
はある対象が現れ出る背景の機能を果たす」のであり，「諸界とは諸対象の根本で
あり，それはまた他の背景の中に根づいている」（Gabriel 2016: 194）．したがって，
感性的知覚の界をとおした対象物の実在化とは，目の前のモノが「わかる」あるい
は「わかっている」と表現可能な行為であり，その構造は日常生活の何気ない場面
においても作動していると考えてよいだろう．

3.2 特性の発見
何かを理解するとは，具体的な対象がそれぞれの特有の界によって実在化するこ
とである．そして，その対象とその感性的知覚は身体的実践によって媒介されてお
り，私たちは日常的に実在化を実行している．ただし，対象と界の関係において私
たちが用いる感性的知覚の界が常に正しいわけでない．科学的発見以前には，地球
は平面だと理解され，その感性的知覚の界が正当で現実的であると支持されている
ために他の界にも影響を与えていた時期があった．対象は本質的な意味を備えてい
るのではなく，私たちが特定の現れを対象物に適用しているのである．それゆえ，
ガブリエルは「私たちがまだ知らなかった感性的知覚を見つけたならば，これまで
知られていなかった対象の特性と向き合っているのである」（Gabriel 2016: 484）
と述べるのである．つまり，界に条件づけられた特定の対象の運動において，そこ
に別の現れが発見されるならば，対象はこれまでとは異なった存在として理解され
る．もっといえば，正しいとして適用される界は，運動の観測が合理的と考えられ
たために現実化した「正当な」見方の 1つにすぎないと考えられる．
たとえば，身近な空間である建築物を考えるとわかりやすい．建物の中に入った
とき，私たちはそこが開放的ないし圧迫的な空間だとわかる．もちろん，その建物
が論争の的であれば，その建築や設計の是非を認識したり，考えたりできるであろ
う．しかしながら，それらの論争とは関係なく，建物に存在する壁や階段を実際の
運動をとおして理解している．その内装や家具が収納やオブジェであると観察され
れば，その感性的知覚の界は異なったものとなっている．これは不生産的消費の問
題であり，日常的実践における焦点である．なぜならば，消費および使用は生産物
の生産のためではなく，生きられる経験として特定の対象の理解ないし実在化を根
拠するからである．そして，これは対象物をどのように捉えているかが日常生活で
明確に意識されないように，身体化された感性的知覚の界を「感覚」として行使す
る実践である．それゆえに，対象物を消費するとは，商品を「正しい目的」に沿っ
て消耗しつくすことではなく，その対象をその運動ないしルフェーブルのいう「リ

社会学評論 69（1) 79



ズム」に基づく消費である．では新たに発見されうる特性が対象に潜在的に備わっ
ているならば，個々の運動あるいは「リズム」はどのように現れうるのか．

4 複数の界と翻訳的実践

4.1 界 と 秩 序
実在の対象の理解は，対象に内在するリズムを私たちが直接的に捉えるのではな
く，有意味化ないし正当化された感性的知覚の体系をとおして成立する．いわば，
対象の理解とは，個々の音色や演奏が調和していないノイズの中で，その音の塊を
何らかの音楽へと「翻訳」していく行為である．しかしながら，この「翻訳」は，
そのときどきの「合理的」な界に基づいて対象を実在化しており，その界を所与の
枠組みとして自明視する予定調和的傾向をもつといえないだろうか．ガブリエルは
ある対象とその界との関係が偶然か必然かを確認するためには，その関係が他の界
ないし第 2 の界へと固定される必要があると説明する（Gabriel 2016: 420）．つま
り，数多くの対象がある中で「関連する事実をどのように個別化するか，したがっ
てどのように『数えるか』」（Gabriel 2016: 184）によって界はその固有の論理をも
つが，それは別の界によってのみ明らかになるのである．「理解可能性は，まさに
それ自身が説明できない過程のおかげで現実に存在する」（Gabriel 2009＝2015:
116）というガブリエルの主張はこの意味において理解できる．あらゆる個別性を
規定する全体的な構造があるのでなく，複数の界が存在することによって，ある対
象と界の関係は浮上する．
また，ある界が他の界においてその固有性を確保するためには，その 2つの界は
互いに区別されることが求められる．その際，区別のための界が必要となるという
区別の連鎖が続いていくだろう．そのため，ガブリエルは諸界における個々の現れ
に秩序を与える「主導的な感性的知覚（Governing sense ／ Leitsinn）」（Gabriel
2016: 373）によって対象の同一性が確保されると主張する．界の複数性という概
念を用いる限り，この論理的想定は必要であろう．しかし，その同一性を中立的な
ものとして受け入れることはできない．たしかに私たちの理解はその時々に応じて
成立するが，その可変性によって社会が混乱することはあまりない．また，人々が
個々の界を身体化し，それに基づく日常的なコミュニケーションを実践しても，多
くの場合は「誰が何を語っているのか」，そして「どの感性的知覚の界が主導的な
役割を果たしているか」などと悩むことはあまりないだろう．つまり，この「翻
訳」において諸界は安定している．だが，その安定化に際して，秩序からはじかれ
て無効化ないし排除された界が存在するのではないか．空間の領有を論じる本稿の
観点からすれば，この秩序の維持と変容こそ問わなければならない．対象物の実在
化を個々の界の自由な成立として論じる限り，具体的な対象への理解とその身体的
実践に抵抗の契機を探り当てることは難しい．そこに権力的な序列が存在すること
を見逃してはならない．したがって，経験的分析においては，正当で合理的だとさ
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れる特定の理解が不当で不合理なものへと陥らずに存在し続けるならば，その理解
が諸界および諸対象とどのように結びつけられているかを具体的に確かめる必要が
ある．その際，その現れおよび結びつきが単なる偶然にすぎないのか，あるいは必
然的であるのかは重要である．仮に偶然的だと判明すれば，その権力的な序列を出
発点に，組織化された諸界の変動可能性を論じることが可能となると思われるから
である．

4.2 翻訳的実践の両面性
諸界の秩序を考える際，対象物と感性的知覚の界との関係を理解の身体化とその
実践という観点から論じることが有効だといえる．そこで，この理解と実践という
一連の行為を「翻訳的実践」と呼ぶこととしたい．社会的実践として「翻訳」を考
察することで，知覚の諸界とその結びつきを社会的関係における秩序として論じ，
諸界の秩序を観念における結合と分離の問題圏へと還元することなく動態的に分析
可能となると考えられるからである8)．いわば，翻訳的実践とは「言葉」に限定さ
れない領域を指す「言語」を対象とする社会的実践である．このように翻訳を「言
語」活動として理解すると，対象物と感性的知覚の界との関係を 2つの異なった社
会的行為として弁別できるとともに，特定の界による秩序化を境界線のポリティク
スとして顕在化させうる．その弁別とは，その時々に合理的とされる意味をあてが
う受動的翻訳であるのか，それとは異なった知覚を生成しうる能動的翻訳であるの
かである9)．どちらかが一方的に正しいのではない．前者は日常的な生活の継続と
維持を生み出す実践であり，それは対象物の実在化を帰結として捉える事実確認的
な性格をもつ．受動的翻訳では個々の実在の同一性の確立に特有の差異ないし特異
性を求めるが，その存在の位置づけを保障するために感性的知覚の諸界の布置構造
を必要としている．たとえば，国民や国益といった個々の界は国家という界によっ
て秩序づけられなければ，固有の対象として措定されえない．また，この秩序によ
って個々の界では一部の民族や文化，歴史は具体的な対象物として存在しえないだ
ろう．これは対象物が非国民や私益といった対の関係へと分割されるのではなく，
個々の界において不在となり，それらの対象が別の秩序における別の諸界での対象
となってしまうことを指す．つまり，特定の界はその実践によって個々の界と対象
物との関係を成立させるのだが，その結びつきが必然化されているならば日常生活
における不明瞭な権力作用となっている．言い換えれば，受動的翻訳においては
個々の界を結合あるいは分離するための線引きが不可欠であり，その抽象的な境界
線が身体化され実践されるのである．ここにおいて身体的実践に求められる直接性
は，抽象的な論理に依拠することで成り立つという矛盾した状態へと陥る．この翻
訳的実践において空間は自明なものの 1つにすぎない．そして物理的な空間をどの
ように実在化するかが権力的な境界線によって条件づけられているために，空間の
特異性を直接性に基づく特異性として異議を申し立てることは難しいだろう．
しかし，その境界線は常に一貫した状態を保つわけではない．他の界との関係に
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おいて特定の界も必然的か偶然的かのいずれかに変容しうる不安的な状態にあると
考えられるからである．とりわけ能動的な翻訳においてはどのような界も多様な応
答関係によって成立しうるという見方を保持しなければならない．ミハイル・バフ
チンは言語生活において「理解は応答の中でのみ成熟する」（Бахтин 1975＝1996:
48）と述べる．これは空間論において重要な視点を提供している．近代的な空間で
は，空間の表象に基づく空間の生産によって労働や生活が部分的な諸空間へと断片
化されると同時に，抽象的な論理による断片の均質化によって全体の維持が試みら
れる．そして労働や生活の特殊性は，差異を 1つの機能とするシステムや資源とし
て利用可能な諸情報へと変換され，強力な境界線の形成に奉仕する．たとえそのよ
うな状態でも，私たちは自身の具体的な位置や方向を獲得できなくては行動できな
い．具体的かつ物理的な空間としての場所は細かく分裂し流動化された領域だとし
ても，そこに生きる人々にとって必要とされる感性的知覚の界なのである．そして，
私たちは個々の場所の応答関係を想起しなければならないだろう．翻訳的実践は特
定の場所に限定されるが，その物理的な空間としての場所は「相互接続性」によっ
て他の場所と結びついている．言い換えれば，対象の実在化は必然的なものではな
く偶然的なものであり，実践が繰り広げられる場所の相互接続性によって実在的対
象の複数的可能性ないしその諸差異を保持しているのである．この捉え方において
は，異なった対象を同一の対象物として実在化したり，同一の対象を異なった対象
として実在化したりするということは排除されないだろう．あるいは，異なる境界
線を身体化した人々がある対象に対して同一の実在化を実践していると想定するこ
とは可能である．いわば，ある行為者における実在化は別の行為者において異なっ
た実在化でありうるのである．これは共時的な次元に限られた抽象的な議論にのみ
関わるのではない．マッシーによると「同時代性を十分に認識することは，
〈これまで語られてきた物語の数々

ス ト ー リ ー ズ ・ ソ ー ・ フ ァ ー

〉の多様性としての空間性を含意して」おり，
それは「共時代的な数々の生成変化としての空間」である（Massey 2005＝2014:
358）．このような形態を保持する空間は，存在しているというだけでその多様性が
担保されるわけではない．歴史的な理解ないし翻訳による差異の創出に加え，その
諸差異をもとに実践される相互応答がなければ空間は均質化される．つまり能動的
翻訳においては，その実践が同一性に集約されない「翻訳不可能なもの」や「排除
された界」と開かれた関係性において向き合うこととなる．これまで見てきたよう
に，理解の同一性を必然的な帰結として受け入れる限り，その同一性は特定の界の
影響下にある．その状況においては，何らかの「事実」を繰り返し確認するだけの
コミュニケーションを促進するだけであろう．そこには抑圧的規範に基づく行為し
か許されず，自由度を有した倫理的な実践の余地はあまり残されていない．したが
って，空間の領有は能動的翻訳における相互接続性とその実践としての相互応答的
な行為へと足場を求めなければならないと言えるだろう．それにより，それまでと
は異なった感性的知覚の界が現実の具体的対象と新たな関係を構築し，空間におけ
る抵抗の契機として領有に向けた社会的実践を継続させる可能性が開かれるからで
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ある．

5 お わ り に

ここまでルフェーブルの空間論における不生産的消費を空間の領有に向けた重要
なモーメントとして位置づけ，その身体的実践の様態について論じてきた．その際，
ガブリエルの「感性的知覚の界」を援用し，対象物の実在化ないし翻訳的な実践に
おいて権力的秩序が作動していることを確認した．そして，その秩序が事実確認的
な性格をもつ受動的翻訳において強く作用しており，新たな差異の創出には対象の
直接性を物理的な場所における相互接続性をとおして取り扱う能動的翻訳が求めら
れることを明らかにした．しかし，この能動的な翻訳は新たな感性的知覚を形成し
うるが，それが特定の感性的知覚の界の境界線内へと取り込まれる危険性がある．
それは直接性の抽象性への置換である．そうであれば，翻訳を対象の直接性に基づ
く相互行為へと移行することで，接続性による可変的な実在化を図ることができ，
そこにおいて空間の領有への道を築くことができるといえる．このような意味にお
いて，能動的な翻訳を空間の領有に向けた抵抗の契機として理解することができ，
空間の領有に向けた相互行為の基点として捉えることは可能だろう．これはソジャ
の「第三空間」のように空間そのものに領有と抵抗の可能性を措定する立場とは異
なる．実在的関係の身体化と相互接続性から空間を捉え，その空間的な実践による
新たな境界線の構築を抵抗の契機として考えるのである．それゆえ，身体的実践を
とおした空間の領有を社会学的に論じるための試みであったといえる．しかしなが
ら，特定の界による境界線がどのような空間的形態と結びつくのかといった問題な
ど，空間と身体との関係についての議論を深めるための課題は残されており，理論
的かつ経験的な分析に基づくさらなる考察が必要である．

［注］
1） マルクス・シュレールは空間を論じた古典的研究者としてゲオルグ・ジンメルとエミール・
デュルケムを挙げ，彼らが物理的空間の布置を基点とする社会的空間の形成を論じていたと指
摘している（Schroer 2006）．
2） ソジャの『第三空間』ではさまざまなポストコロニアル研究にも言及されているものの，本
稿ではソジャの論考で中心的役割を果たした Bell（1990）と Foucault（1986＝2002）を挙げて
おく．
3） ジョン・チェイニーリッポルドは，インターネットで用いられているアルゴリズムが生政治
（biopolitics）ないし支配の様式として機能する過程を分析している（Cheney-Lippold: 2011）．
4） 1970 年代の住民運動を研究した道場親信は，地域間の交流から「『コピーレフト』（著作権の
ないオリジナルな思想）」（道場 2005: 342）が形成されたことを指摘している．
5） 空間が特定の形態を保持していないのならば，すでに空間は存在していないのではないかと
いう反論があるかもしれない．しかし，それは私たちが思考したり，行動したりする際に何ら
かの境界線と交渉しているということを見逃している．空間の生成と消滅は社会的実践をとお
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して作動している．それゆえに，マッシーは「徹底的に開かれた〈時間・空間〉」が，そして
「つねにつくられ続けている空間」があらゆる政治において含意されていると強調するのであ
る（Massey 2005＝2014: 358）．
6） ガブリエルは著書 Fields of Sense: A New Realist Ontology を英語で公表した後，母国語のド
イツ語に翻訳して出版している．その際，いつくかの記述が削除ないし変更された．よって，
本稿では混乱を避けるためにすべての引用をドイツ語版に依拠した．また，本稿では Fields of
sense／Sinnfelder を実在の複数性と相互関連性を明確にするために「感性的知覚の界」とした
が，まだ定訳は存在しない．そのため「感覚領域」（橋本 2017）や「意義領野」（中島 2016）
と訳されている．
7） ガブリエルはポストモダニズムを形而上学のバリエーションとして位置づけ，構築主義をポ
ストモダニズムの一般的な形式と考えている．それゆえ，すべての構築主義がガブリエルの理
解する構築主義と一致するわけではないと思われる．ただし，アメリカの哲学者ポール・ボグ
ホシアンが指摘するように「構築主義は規範的な科学的論法に依拠しているが，真実や知識に
対する一般理論になろうと望む際には道に迷うこととなる」（Boghossian 2006: 130）と思われ
る．これは構築主義的な立場においてはすべての言説が相対化の対象となりうるためである．
構築主義におけるこの相対性と一般性という理論上の困難は，あらゆる知識が社会的な欲求や
利害の反映として偶然的に形成されていると考える立場であれば，避けるのは困難だと思われ
る．少なくとも経験的分析においては，イハン・ハッキングが指摘するように，構築されるも
のが観念なのか対象なのかを区別することは求められるだろう（Hacking 1999＝2006）．
8） もちろん，翻訳という言葉は日常的な意味では特定の国語を他の国語へと変換することを指
す．ヴァルター・ベンヤミンの論文「翻訳者の使命」でもこの意味で用いられる場合もある．
しかし，Bhabha（1994＝2005）などベンヤミンを参照する研究が諸文化の通約不可能性と異
種混淆性を問題とするように，表現内容の合致や不一致は必ずしも中心的な位置を占めるわけ
ではなく，むしろそれらの背後で作動する権力作用についての考察が翻訳における焦点である．
9）これはミハイル・バフチンが『小説の言葉』の第 2 章「詩の言葉と小説の言葉」で展開した
「受動的な理解」と「積極的な理解」という弁別を参考とした．
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Bodily Acts toward the Appropriation of Space:
Translation as a Realization of Objects and a Moment of Resistance
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This Paper considers a moment of resistance in space. Based on the concept of
non-productive consumption used by Henri Lefebvre, the method of bodily practice
towards the appropriation of social space is examined. Unlike productive
consumption aimed at the production and exchange of goods, this notion aims to be
a strategy for fragmented modern spaces to become or reconnect toʠlived
experience.ʡNon-productive consumption is based on value in use and is assumed
to consist of physical acts such as narration and hearing. Therefore, non-productive
consumption can be seen as an understanding of the object mediated by the body
and its daily practice. To clarify the process of these acts, in this paper, I use the
termʠfields of senseʡwhich is an idea of the German Philosopher Markus Gabriel.
Using his concept, our understanding of the object consists of associating plural
perceptions and possibilities of other views, and can emerge differently according to
cases. However, in these processes, orders of eliminating or invalidating specific
perceptions can be oppressively operating. From a practical angle, these
perceptional acts can be regarded as a couple ofʠtranslational practices.ʡHence,
perceptional actions based on orders are considered as passiveʠtranslational
practice,ʡwhile actions that create new understanding constitute activeʠtrans-
lational practices.ʡThus, it is clear that if places work with one of the active senses,
translational practice can be considered as the potentiality for the appropriation of
space.
Key words: production of space, non-productive consumption, translational

practice
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