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１．はじめに
私たちの目の前にある対象―たとえば、テーブルの上に置かれたプラスチック製の赤いコップ

―は三次元的な奥行きを持つ立体として経験されている。知覚経験を現象学的に反省するとき、

この事実にはほとんど疑う余地がないように思われる。奥行きを持つもの、すなわち、いまここに

いる私たちからは見えない背面を持つものとして、対象は経験されている。私たちは、目の前の赤

いコップを手に取ろうとするとき、なんら起伏のない平らな壁に手を当てるときのように掌を垂直

に立てたりはしない。多くの人が、自分の視点からは見えないコップの背面に沿わせるように、指

を丸めて手をのばすだろう。このとき、コップは壁に描かれた平面的な絵としてではなく、背面を

持つ対象として「見られ」、経験されている1)。しかし、私がいまコップを見ているパースペクティ

ヴからは、当然ながらコップの背面は「見えない」。だとすれば、その背面はどのように経験され

ているのだろうか。

このような問いへの解決としてメルロ＝ポンティに帰属される説明のひとつに、知覚経験の「未

規定性」に訴える議論がある。背面を持つものとして対象が経験されるというのは、言い換えれば、

別の視点から見たときには別の側面を現すものとして対象が経験されている、ということでもある。

メルロ＝ポンティは、対象が別の視点からも見られうるものであることを、いま私が知覚している

対象の周囲に拡がり、その背景をなす「未規定なもの」が保証するのだと述べている。ある視覚経

験のうちで、周縁的な諸対象についての視覚は、私が中心にある対象をじっと見据えている限りは

後景に退いてぼやけている。それゆえ、周縁的なものについての視覚は、知覚経験のうちに含まれ

てはいるものの、はっきりとした内容を持たない。しかし、この「未規定なもの」は単に内容を持

たない部分として度外視してよいものではなく、知覚経験というゲシュタルトを構成し、対象に恒

常性と奥行きをもたらす役割を担っている。

本論では、メルロ＝ポンティにおける知覚経験の未規定性について論じる。上述のような未規定

性の概念は、知覚対象が諸々のパースペクティヴを貫いて保持する同一性を議論する際に登場する。

それは、知覚対象と対象の見え方とを区別するために導入されている。知覚経験の未規定な内容は

対象の見え方に影響を及ぼしており、その見え方のうちで、私の知覚経験から独立した対象が提示

される。メルロ＝ポンティは、このような議論をライプニッツ的な立場の批判から始めている（第

二節）。Kelly (2004)はメルロ＝ポンティが論じたこの未規定性を「知覚の規範性」として定式化

した（第三節）。しかし、Kelly が定式化したメルロ＝ポンティの議論には、彼がライプニッツ的な

立場を批判する際に指摘したものと同型の問題が見出される。そこで、Kelly の導入した「強い規

範性」に批判を加えながら、メルロ＝ポンティのテクストを再解釈する（第四節）。そのとき私た
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ちは、メルロ＝ポンティによる知覚の「強い規範性」からの譲歩を見出すことができる。「規範性」

は個別の経験に対して一方的な影響関係にあるのではなく、「未規定性」によって結びつけられた

個別の経験によって絶えざる干渉を受けながら作り変えられる「弱い規範性」でなくてはならない

のである。

2．ライプニッツの「実測図」に対するメルロ＝ポンティの批判
メルロ＝ポンティは、『知覚の現象学』の「身体」と題された章の冒頭で、知覚経験における「現

れ」と「対象そのもの」についてのある種の区別を批判している。

われわれの知覚は対象に到達する。そして対象は、ひとたび構成されると、われわれがそれに

ついて持つ、あるいは持つことができるであろういっさいの経験の根拠として現れる。たとえ

ば私は隣の家をある角度から眺める。ひとはそれをセーヌ川の右岸から別の仕方で眺めるだろ

うし、家の内部から、さらに飛行機から、それぞれ別様に眺めるだろう。家そのものは、これ

らの現れのいずれでもない。ライプニッツが言ったように、それはこれらのパースペクティヴ

の、そしてあらゆる可能なパースペクティヴの実測図である。つまりそこからこれらのパース

ペクティヴのすべてが導出されうる、それ自身はパースペクティヴを伴わない起点であり、ど

こからも見られない家である。(PP, 81)

知覚経験において、私たちは家という対象そのものに到達する。しかしながら、あちらから見ら

れた家も「この家」であり、そちらから見られた家も「この家」である。したがって、私が知覚す

る家そのものは、私がいま持っている家の「現れ」とは同一視されない。それは同じ家についての

どの現れとも異なっているが、それらの現れを伴うほとんどの経験において、私は当の家そのもの

を見ている、ということが支持されている。

そこである人々は、私たちの諸々のパースペクティヴ的な経験がそこから導き出されてくる根拠

としての家そのもの、つまり知覚対象を規定しようとする。たとえば、玄関口であるとか、庭に面

した窓側といった、あらゆるパースペクティヴ的な現れがそこから導出される理念的な家を、当の

家についてのあらゆる現れの背後に想定するのである。だが、そうした主張をする人々に対して、

メルロ＝ポンティは次のような疑問を向ける。

だが、これらの言葉は何を意味しているのだろうか。［…］家そのものはどこからも見られな

いというのは、家が見られえないものだということと同じではないだろうか。(PP, 81)

「実測図」としての家そのものは、私たちが実際に見ることができるものではない。だとすれば、

この「どこからも見られない家」に私たちが知覚によって到達しているということを私たちが理解

することは不可能である。

メルロ＝ポンティがライプニッツを引いて批判する実測図というのは、私たちが実際に持つ個々

の現れに対して上位にあり、それらを束ねる理念である。この上位の理念のもとに束ねられること

によって、個々の現れはある対象についてのものであると保証される。実測図はこのような仕方で

経験の根拠をなすと考えられている (cf. PP, 83-85)。しかし、いま私が持っている経験のうちに直

接現れていないもの、かつ、私が実際に見ることができないものを根拠として私たちの経験を理解
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することは困難であるとメルロ＝ポンティは指摘している。

上述の批判をまとめれば、次のようになる。私たちの知覚経験において、具体的な現れに還元し

えない対象が経験されているという直観を理解しようと試みるときに、私たちが持つ一連の現れが

総合されうる根拠としてすべての現れがそこから導き出されるような、それでいて、いかなるパー

スペクティヴにも現出しない理念的な対象を想定することはできない。

だがしかし、私たちが知覚経験において対象そのものに到達しているという直観をメルロ＝ポン

ティが手放すことはない。

しかしながら、私が私の眼で家を見るというとき、もちろん私は何か論争の余地のあることを

述べているのではない。［…］見るということがある場所から行われ、しかもそのパースペク

ティヴのなかに閉じ込められないということが、いかにして可能であるかを理解しなくてはな

らないのである。(PP, 81)

パースペクティヴ的な制約のなかで対象そのものを見るという事態はいかにして理解可能なのか。

これが、メルロ＝ポンティの問いかけである。この問いかけに対してメルロ＝ポンティ自身が与え

る説明はどのようなものであるのか。メルロ＝ポンティにおける知覚の「規範性」というトポスを

切り開いた、Kelly (2004)の画期的な解釈を手引きとして、次節で検討する。

3．知覚を動機付ける「あらゆるところからの眺め」としての「規範性」
「見る」ことが、その都度特定のパースペクティヴに制約されていながらも、特定のパースペク

ティヴへの「現れ」には還元することのできない対象を捉える経験であること、それはいかにして

理解可能なのか。フッサールやメルロ＝ポンティは、「背面を持つ対象」の経験の問題としてこの

課題を捉えなおしている。背面とは、いまこの場所から見ている私に対しては現れていない対象の

側面のことである。率直に言って、私には対象の背面は見えない。しかし、私が見ているこの対

象は「私からは見えていない背面を持つもの」として経験されている。本節では、「背面を持つ対

象」の現象学から出発して、対象の知覚経験の特徴を説明しようとするメルロ＝ポンティの議論を、

Kelly (2004)の解釈に基づきながら検討する。

Kelly も比較のために述べているが、フッサールは対象の背面を「未規定的なもの」と捉えてい

た (cf. Husserl (1973))。すなわち、知覚によって到達される対象は、私の知覚経験によっては未だ

規定されていない側面を持つものとして経験されているのである。フッサールの考えでは、対象は

いまだ感覚的に「充実されていない」背面を持つものとして経験されている。背面はこのとき、私

たちの作用のうちで仮定される、と考えられている。

それに対して、メルロ＝ポンティにおける「未規定なもの」は性格が異なる。彼は対象の背面で

はなく、対象を囲む視野を「未規定なもの」と捉えた。そのうえで彼は、対象の経験を説明するた

めには「未規定なものを積極的な現象と認めなければならない」(PP, 12)と考えるのである。そこ

から彼は、背面を持つ対象の経験を、対象と対象を取り囲む「未規定な」領域との関係から説明し

ようとする。そのアイデアは次のように展開される。

私がひとつの対象を見ることができるのは、諸々の対象がひとつのシステムないしひとつの世
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界をかたちづくり、その各々がおのれのまわりに、その隠れた相の観察者として、またこれら

の相の持続性の保証として、ほかの諸対象を配置している限りにおいてである。［…］つまり、

家屋そのものは、どこからも見られない家ではなく、あらゆるところから見られている家であ

る。完成された対象は半透明である。それは、対象の深みで互いに交叉し合い、隠れたもの

を何も残さない現実の無数の眼差しによって、あらゆる方面から貫かれているのである。(PP, 

82-83)

私の視覚の中心にある対象は、背景に退いた諸々の対象から、私からは隠されている相の保証を

受け取っている。この背景的な対象は、それらがある場所から私の視覚の中心にある対象を見ると

きの視点を代替している。

〔背景的な〕諸対象は周縁へと後退して色褪せる。だが依然としてそこに存在し続けるのであ

る。ところで、私はこれらの諸対象とともに、これらの諸対象の地平をも手に入れている。

そしてこの地平のなかには、私がいま見つめている対象も、周縁的に見られた姿で含まれてい

る。それゆえ地平は探索の過程を通じて対象の同一性を保証している。(PP, 82)

背景的な対象は、照明のように対象を照らしているわけではない。すなわち、対象の見え方に直

接的な仕方で働きかけているわけではない。しかし、それらは背景に後退することによって、図化

された対象との空間的な関係を示している。そしてその関係のうちに、図化された対象の周縁的な

姿、すなわち対象の背面が含意されている。背景は図としての対象によって中断されるのではなく、

対象によって遮られるように経験されており、背景が図に対して後退するということがそのまま空

間的な手前と奥の関係の現れとなっているのである（PP, 9-10）。図-地関係を基本とした対象の空

間性によって、私は別の視点から見られた対象が最初の知覚の対象と同一であることを認識できる

のである。

したがって、次のような帰結を導き出すことができる。すなわち、対象を対象として捉えるため

には、対象についての知覚経験は背景を持たなければならない。背景を持つことで、対象は背面を

持つものとして経験される。それゆえ、「背景を持つ」知覚は、そうでないものよりも内容的に豊

かなものとなる。たとえば、「皮膚の一部をルーペで見ればわかるように、生ける身体も、あまり

に近くから、それを浮き立たせる背景なしに見られたときには、もはや生ける身体ではなく、月の

風景にも似た異様な物質の塊となる」(PP, 348-349)。

このように、メルロ＝ポンティは単なる「現れ」に尽くされない内容を持つ対象の把握を、「背

景」として知覚経験のうちに含まれる「未規定性」によって説明しようとしている。そのような

戦略を採る限りは、「対象そのもの」を完全に把握するための実測図を持ち出してくる必要はない。

なぜなら、「背面を持つ対象」の経験を説明するために、いまの私の知覚経験に現れているものを

持ち出してくるだけでよいからである。

以上のような考えからの帰結として、三次元的な対象についての完全な把握をもたらしてくれる

パースペクティヴ、三次元的な対象を最適に捉えるような単一の視点は設定することが出来ないと

いうことがわかる。なぜなら、対象は、それが内容を伴って把握されるためには、パースペクティ

ヴ的な現れに対してつねに背面を持たなければならないからである。したがって、背面を持つ対象
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の経験を説明するための単一の視点というのは理念に過ぎない。Kelly はそれを「どこでもないと

ころからの眺め (view from nowhere)」と呼ぶ。これは、さきほど見たライプニッツ的な実測図のこ

とであり、メルロ＝ポンティはこのような戦略との差異化を図って、上述のような議論を展開して

いるのである。

だが、メルロ＝ポンティが論じる対象の知覚は、背面を持つ対象を把握する経験であるだけでな

く、対象の背面が見える位置まで廻り込み、対象を最適な仕方で捉えるように私の眼差しを促し、

「動機付け」る経験でもある（cf. PP, 56-63）。知覚経験が持つ「動機づけ」的性質を説明するために、

Kelly は「あらゆるところからの眺め (view from everywhere)」という仕方でメルロ＝ポンティの議

論を再定式化する。Kelly によれば、メルロ＝ポンティが述べた知覚経験の「未規定性」は、「あら

ゆるところからの眺め」を私に提示するような仕方で機能している。

あらゆるところからの眺めは、私自身が持ちうる眺めではないが［…］、私自身のパースペク

ティヴがそこから逸れていると感じられるような眺めなのである。(Kelly (2004), 92)

では、この「あらゆるところからの眺め」は、私の個別的な経験とどのような関係にあるのだろ

うか。Kelly は次のように述べている。すなわち、「ある対象について私が実際に持つことができる

あらゆる視点は、規範からの偏差である」(Kelly (2004), 92)。未規定性は、私が取りうる他の視点

を知覚経験のなかで開示することによって、この「あらゆるところからの眺め」という理念に私を

導く。「あらゆるところからの眺め」に照らして、「あの」視点からは私がいま持っている視点より

も対象が「よりよく／より悪く」見える、という仕方で別の視点の可能性は規範的な動機付けを私

にもたらす。すなわち、個別の知覚経験は、対象の単なる「現れ」以上に、ある規範に照らした対

象の「現れ」同士の序列付けという内容を含むことによって、単なる「現れ」に尽きないような対

象の性格を明らかにするのである。

実際には不可能であるが、もし私が「あらゆるところからの眺め」を持つことが出来たとしたら、

それはその他の特定の視点からの眺めのいずれに対しても、対象についてのよりよい把握となる。

しかし、このことは特定の視点からの眺めがいずれも等価であることを意味しない。いくつかの視

点は、別の視点よりもよい眺めを提供するのである。それゆえ、背景的な対象を、それらが置かれ

ている場所からの視点に換算して見ることはすでに、背景というものを規範的に理解することだと

Kelly は考える。

では、対象についての諸々のパースペクティヴ間の「よりよく／より悪く」という序列はどのよ

うに設けられるのか。Kelly は、よりよりパースペクティヴは、対象の「開示的 (revealing)」な特徴

を明らかにすると説明する。対象の質的な特徴をどれだけ露わにしているか、がパースペクティヴ

の「よさ」を定義している。開示的な特徴へと私たちの眼差しを促し、規範的な役割を果たす「眺

め」について、メルロ＝ポンティは次のように述べている。

私が対象を、そのあらゆる位置、距離、現れにおいて同一視するのは、あらゆるパースペクテ

ィヴが、典型的なある距離と典型的なある方向において得られる知覚に収斂する限りにおいて

なのである。この特権的な知覚が知覚過程の統一を保証し、おのれのうちにあらゆる他の現れ

を集めるのである。(PP, 348)
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開示的な特徴とは、このような典型的な距離、典型的な方向を持った特権的なパースペクティヴ

においてはっきりと把握される特徴である。Kelly は、特権的なパースペクティヴを「あらゆると

ころからの眺め」と見なす限りにおいて、対象の特徴がこの特権的な知覚のなかで余すところなく

開示されると考えているように思われる。

三次元的な、背面を持つ対象の経験はパースペクティヴ的な対象の現れだけでは説明することが

できない。だから、メルロ＝ポンティは知覚経験の内容に含まれているもののうち、中心的な対象

を浮かび上がらせる背景の経験に着目した。Kelly はこの「未規定性」の議論を引き継ぎ、最適な

視覚からの偏差として私たちの知覚を動機付ける「規範」という論点を展開したのである。

しかし、ここで考えておかなければならないのは、メルロ＝ポンティが述べる「典型的な知覚」

を「あらゆるところからの眺め」と解釈する限り、私たちは実際にはこのような眺めを持つことは

できないという点である。開示的な特徴へと私たちの眼差しを誘導するためには、規範は前もって

理想的な開示的特徴について私たちに告げ知らせているのでなければならない。だが、はじめに検

討したメルロ＝ポンティの実測図批判によってその道はあらかじめ閉ざされている。したがって、

メルロ＝ポンティとKelly の主張に共通する「規範」には問題があると言わなければならない。こ

の点について、次節で論じる。

4．「あらゆるところからの眺め」の論駁と「未規定性」の役割の再考
前節では、Kelly の議論を手引きとして、メルロ＝ポンティにおける「知覚の規範性」について

論じた。しかしながら、ここまで確認してきたメルロ＝ポンティの主張は結局のところ、「対象そ

のもの」は私にとって「見えているもの」ではない、というメルロ＝ポンティ自身が退けた考えと

同様の主張になってはいないだろうか。

Kelly の解釈から浮かびあがってくるメルロ＝ポンティの描像によれば、諸々のパースペクティ

ヴは、「私の前にひとつずつ次々と提示されるのではなくて、独自の大きさとかたちを持った物へ

の移行過程としてのみ現れるにすぎない」(PP, 349)。すなわち、「対象そのもの」は私たちが経験

によって所有したことのない「規範」として機能し、そこから諸々のパースペクティヴ的な経験を

導出して位置づけるための理念になっている。私の知覚経験が、いま現在の現れに還元されないよ

うな対象についてのものであることは、いま現在の知覚がある特権的な眺めへと収斂していくこと

によって保証されている。

しかし、「どこでもないところからの眺め」批判で言われていたことは、私たちの諸々の現れが

総合されうる根拠として、すべての現れをそこから導き出してくるような、経験によっては捉えら

れない上位の理念的な対象を持ち出すことによって、私たちの知覚経験が理解不可能なものになっ

てしまうということであった。そのように考えたとき、「あらゆるところからの眺め」という規範

に対しても批判を加える必要がある。なぜなら、Kelly によれば、対象の「あらゆるところからの

眺め」は、私たちの知覚を、対象の特徴を余すところなく開示する特権化されたパースペクティヴ

へと誘導するものであると同時に、私が実際に持ちうるパースペクティヴではないからである。

Noë は、Kelly がメルロ＝ポンティ解釈のなかで論じる知覚が、目的論的な性格を持つことに対
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して異議を唱えている。すなわち、「あらゆるところからの眺め」が特権化されたパースペクティ

ヴを頂点とする秩序を前提することを批判している。

あるコインを眺めるときに、それに適した、あるいは不適切な視点があることには確かに同意す

ることができる。しかし、それが知覚経験のなかで示されていることを認めるならば、それは知覚

がある特定の目的にのみ関わるということを認めることになる。視覚そのものは特定の目的と相関

的なものではなく、見ることは汎用的な営みである。それゆえ、なんらかのパースペクティヴだけ

が特権的だという主張をすることはできない (Noë (2012), 53)。

Noë の議論をまとめれば、次のようになる。すなわち、Kelly が述べているような、「あらゆると

ころからの眺め」と結びついた「規範」が知覚経験のなかで働いていることを認めるならば、知覚

経験が特定の目的に奉仕するような活動であることもまた認められることになる。そうすると、知

覚経験が汎用的なもので、様々な行為・解釈に接続されていくことが十分に説明できなくなってし

まう。

知覚経験が特定の目的に奉仕するものではなく、多様な行為・解釈に接続されうるものでなけれ

ばならない、という知覚経験の「汎用性テーゼ」を認めるならば、少なくとも知覚経験と「規範」

のあいだに一方的な関係を認めることはできない。個別の経験は、「規範」を揺るがし、それを作

り変えていくような力も持たなければならない。

Hopp は、Kelly による「あらゆるところからの眺め」が「どこでもないところからの眺め」と同

様に、メルロ＝ポンティに帰属することのできない考えであると述べている。彼は、対象の特徴を

余すところなく開示するパースペクティヴという考えそのものに、メルロ＝ポンティは同意しない

だろうと考える。なぜなら、メルロ＝ポンティが批判したのは、家のような知覚対象を、理念的に

可能で調和のとれた統一的なパースペクティヴの相関者として、つまりは永遠の相にある理念的

な観察者からは隠れることの出来ない場所として考えてしまうことだからである (cf. Hopp (2018), 

635-636)。

Hopp の議論では、Kelly の述べるような「規範」がそもそも対象の特徴を完全に現すことのでき

る単一の視点として考えられていることが批判されている2)。私たちは決してそのような視点は持

ちえないのだし、それを想定し、その相関者として対象を経験しているわけではない。

上に挙げた両者の批判を踏まえて、Kelly の「あらゆるところからの眺め」を「規範」と見なす

考えそのものの不整合をここで指摘しておこう。仮にもし、対象の「あらゆるところからの眺め」

を私たちがあらかじめ持っているのだとしたら、私たちは対象を「よりよく」見るために動く必要

などない。では、「あらゆるところからの眺め」自体は持っていないが、理念的に想定されたその

眺めへの促しをつねに経験していると考えるのはどうだろうか。しかし、つねに私の知覚が何らか

の規範との比較によって「よりよい」知覚へと向かうように促されているのであれば、私の知覚は

絶えずひとつの方向へと収斂していき、最終的には或る特権的な知覚に落ち着くこととなる。だが、

私たちは絶えずそのように促されているわけではない。私たちが一通りの的確な視点へと促される

と言えるのは、メルロ＝ポンティがまさしく「絵画」の事例3)によって「よりよい」知覚を説明す

る場合のような、鑑賞的な態度に立ったときだけであろう。そして、その目的論的な構造は、知覚
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に関する最適な状態を前提してしまうことになるだろう。

さらに言えば、いまこの視点がつねに規範からの偏差としてのみ対象の知覚経験における役割を

果たすのだと考えると、個々の眺めはある単一の序列にしたがった「よりよく／より悪く」以上の

意味を持たなくなり、特定の視点からの眺めが私たちにもたらす相貌の特徴を軽視することになる。

しかし、私たちの個々の知覚経験は、私たちがそれ以後持つような経験に対して決定的な影響を与

えることがしばしばある。たとえば、打ち上げ花火をそれとなく眺めている人は、いつもそれを二

次元的な縦横に拡がる光の点の集合として経験している。だが、そのような人がひとたび真下から

（これまでよりも格段に近い距離で）打ち上げ花火を見上げたとき、手前側に迫ってくる光点と奥

に向かって遠ざかる光点の違いに目を開かせられる。それ以降彼女は、打ち上げ花火をいつものよ

うに離れたところから見るときにも、奥行きを持った光点の集合として経験するようになるだろう。

ここで言いたいのは、個別の経験のうちに現れた特徴が「規範」に対して働きかける力を持ちう

るということである。すなわち、「規範」は個別の経験から獲得されるものを含みうるものでなけ

ればならず、絶対的なものではない4)。

要するに、Kelly は「規範」という考えを強く解釈し過ぎるあまりに、「いまこの眺め」が持つ意

味をなおざりにしてしまっているのである。そしてその結果、メルロ＝ポンティが行ったライプニ

ッツ批判と同様の批判にさらされることになる。では、それはメルロ＝ポンティ自身のテクストに

ついても当てはまるのだろうか。最後にそれを確認し、「未規定性」についてのさらなる研究の方

向性を示唆して本論を締めくくろう。

「規範」の弱さに着目しながらメルロ＝ポンティのテクストを読み直すとき、彼は個別的な経験

を超えた上位の規範の働きを認めつつも、同時に、「私の経験の枠内でのみ」その明証は有効なも

のである、という仕方で譲歩していることが明らかとなる。

諸々の地平の総合は、ただ推定の上での総合に過ぎず、それが確実に正確に行われるのは、対

象を直接とりまく範囲においてだけである。［…］それは実際、知覚的経験において現れるが

ままに、対象を未完成で開いたままにしておく。(PP, 84)

実在するものとしてのひとつの物やかたちや大きさのすべての知覚が、つまりすべての知覚的

恒常性が、ひとつの世界の措定と、私の身体と諸現象とが互いに密接に関係付けられている経

験のシステムの措定とに導くことは、たしかに真実である。しかしながら、経験のシステムは、

私がまるで神ででもあるかのように、私の前に繰り広げられてはいない。それはある観点から、

私によって体験される。私はその傍観者ではなく、その部分である。(PP, 350)

Kelly の議論は、あくまで個別の視点に依存する「規範」の弱さを取り逃がしている。「あらゆる

ところからの眺め」として定式化された規範は、Hopp が指摘するような、何ものも隠されること

なくすべてが開示される理念としてのパースペクティヴに逆戻りしてしまうか、Noë が言うように、

単一の目的論的な秩序を導入し、個別の経験が他の経験に与えうる影響を取り逃してしまう。経験

のシステム全体を統御する特定の「規範」という考え方は、個別の経験の意義を消し去ってしまう

のである5)。

だが、ここで私たちがやらねばならないことは、Kelly の「規範性」の議論をそっくり退けてし



― 203 ―

メルロ＝ポンティにおける知覚経験の未規定性（田村）

まうことではない。これもまた、たしかにメルロ＝ポンティが認めている経験の働きであり、かつ

この「規範性」という論点は、知覚経験の持つ「動機付け」という特徴を説明するために導入され

たものだからである。問題は、メルロ＝ポンティの立場の曖昧さにある。それをより明瞭なものに

するためには、Kelly が抉り出した「規範性」を踏まえたメルロ＝ポンティ解釈に、一定の修正を

加えるという仕方で進んでいかなければならない。メルロ＝ポンティは、知覚の「規範性」と、単

一の視点と身体に制約された私たちの知覚の関係を次のように述べている。

私の知覚の有限性と、いっさいの知覚の地平としての世界全体への知覚の開けを同時に可能に

しているものは、［…］諸々の知覚経験が互いに連結しあい、動機付けあい、含みあい、世界

の地殻が私の現前の領野の膨張に過ぎず、その本質的構造を超越するものではないということ、

そして身体はそこでもつねに作動者であって決して客体とはならないということ、こうしたこ

とによるのである。(PP, 350-351)

経験は、唯一の規範によって序列付けられた目的論的な階梯にひとつひとつ積み上げられていく

のではない。そうではなくて、「それぞれのパースペクティヴが他のパースペクティヴのなかに移

行する」(PP, 380)という仕方で、経験が互いに連結し合うのである。このとき、個別の知覚経験

を連結させるのは、経験の時間性と言語の媒介である。

たとえ地平を介してあらゆる他の側面を目指そうとも、私の人間的な眼差しが対象に関して措

定するのはただひとつの側面だけである。時間と言語を媒介とせずには、この側面を以前の視

覚像や他人のそれと比較することは決して出来ない。(PP, 83-84)

個別の経験は時間と言語によってつなぎ合わされていくことになる。そして、「これらの異なっ

た諸瞬間を通ずる私の経験の結合は、ひとつの不変項の概念によってさまざまな遠近法的な眺めを

結びつけるのとはまったく違った仕方で行われる」(PP, 380)。このような連結は、上位から一方的

な影響を与える「強い規範」としてではなく、あくまで積み上げられた過去の経験や知識というか

たちで規範的な力を及ぼしている。したがって、超越的な対象が経験されるために超越的な規範が

必要とされているわけではない。「どこでもないところからの眺め」のオルタナティヴとしてメル

ロ＝ポンティが提示するのは、「あらゆるところからの眺め」という最善説ではないのである。

メルロ＝ポンティによる知覚経験の「未規定性」を探求する私たちに開かれているのは、上位の

「強い規範」を示唆するような「あらゆるところからの眺め」ではなく、個別の経験を互いに組み

合わせて動機付けの力を与えるような、知覚経験の蝶番としての「未規定性」という主題なのであ

る。

5．おわりに
本論では、知覚経験における対象の超越性を説明するためにメルロ＝ポンティが導入した、対象

の周囲を取り囲む背景としての「未規定性」という概念についてまず論じた。それから、知覚経験

の「未規定性」から、対象の最適な知覚へと私たちの眼差しを動機付ける「規範性」を導き出す

Kelly (2004)の研究を紹介するとともに、それがメルロ＝ポンティ自身によってなされた批判を免

れていないことを指摘した。そして、この「規範性」が抱える複数の問題点について、近年の研究
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を参照しながら批判を加えた。そのうえで、「未規定性」概念を展開するメルロ＝ポンティ解釈の

方向性として、「規範性」を強調して個別の経験を軽視するのではなく、個別の経験を繋ぎ合わせ

る蝶番としての役割を果たす「未規定性」という論点が重要であることを示した。

本論で検討したメルロ＝ポンティの議論は、諸々の知覚経験をある理念のもとに「綜合」すると

いうフッサール的な方向性よりも、現在の知覚経験のさらなる捉え直し、「分節化」という方向性

を強調するものになっている。これは、冒頭で検討した「実測図」批判のもとで知覚経験を再検討

するという目的に照らしたとき、有望なものであると言えるだろう。知覚経験における「規範性」

と「未規定性」を共に引き受け、「綜合」ではなく「分節化」へと向かう知覚経験の特徴を、メル

ロ＝ポンティの論述を導きとしながら、さらに詳しく探求していくことが望まれる。

註

1) コップが壁に描かれた絵ではないと知っているからそうするのだ、と言われるかもしれない。しかし、コッ

プが目の前にあるかのように見える錯視をそうとは知らずに経験しているときでも、私たちは同じよう

に手をのばすだろう。錯視に対する私たちのこの率直な振る舞いは、現れの次元で語られるべき私たち

の経験の性格をよく反映している。

2) 「見ること」を規範的に考えるとき、それが単なる視点の優劣の問題に留まらないことを指摘したのは、

フッサールを批判するレヴィナスであった。「見ること」を単なる「光の比喩」の枠内でしか考えてい

ないフッサールに対し、レヴィナスはまったく異なった現れ方をする対象を想定している。「一冊の本

は、たとえばひとつの石とはまったく異なる仕方で私たちに与えられる」(Lévinas (2001), 75)。タルムー

ド講釈を着想点としてこのような論点を導きだしたレヴィナスは、「読むこと」としての知覚経験につ

いて論じている。「釈義の比喩」から導き出される「読むこと」としての知覚経験という論点は、メル

ロ＝ポンティが『見えるものと見えないもの』において知覚を「釈義」であると述べた一節を引いて「読

むこととしての見ること (seeing as reading)」について論じた Landes (2013)の議論と結びつけることが

できるが、ここでは展開しない。

3) 「画廊の絵画にとってと同様、それぞれの対象にも、これを見るにあたって要求される最適の距離があり、

またいっそうよくそれが見て取られる方向がある」(PP, 348)。

4) ただし、ここで出した「打ち上げ花火」の例や、判じ絵の経験に認められるように「規範」の形成はあ

る程度の不可逆性を伴っている。すなわち、対象が一度ある仕方で見られるようになると、それ以前の

仕方で対象を見ることは難しくなる。また、メルロ＝ポンティはこのような「規範」を形成する経験

として、単に知覚的なものだけではなく、言語的な交流による影響があることを強く主張している (PP, 

83-84)。

5) もちろん、Kelly はメルロ＝ポンティに沿って、これがある種フッサール的な、真に客観的な事物につい

ての経験のシステムであるという考え方は退けようとしている (cf. Kelly (2007))。
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L’indéterminé de l’expérience perceptuelle chez Merleau-Ponty

Tadashi TAMURA

Dans cet article, nous abordons «l’indéterminé» de l'expérience perceptuelle que Merleau-Ponty a 

introduit afin d'expliquer la transcendance des objets. Il y a déjà une recherche axée sur «l’indéterminé» 

chez Merleau-Ponty. A commencer par «l’indéterminé», Kelly (2004) a montré l’idée de «normativité» qui 

motive nos yeux à la perception optimale des objets. Cependant, l'idée de «normativité» qui a été développé 

ici, n’échappe pas à la critique faite par Merleau-Ponty lui-même. Par conséquent, après l'introduction de la 

recherche de Kelly, en se référant aux recherches récentes, nous examinons des problèmes divers au sein de 

l’idée de «normativité». Ensuite, nous montrons que, en tant que procédé d’interprétation de «l’indéterminé», 

il est plus important de ne pas négliger des expériences individuelles qu'insister sur la «normativité». 

Finalement, nous essayons, selon Merleau-Ponty, de mettre en lumière le rôle de «l’indéterminé» en tant que 

charnière qui relie les expériences individuelles.


