
『〈色盲〉と近代』

113

この本を手に取る者が真っ先に目を引か
れるのは、おそらく表紙に散りばめられた
無数の鮮やかな水玉模様ではないだろう
か。むろん、本書の内容を知った後では、
このデザインが本文の重要なキーワードの
一つである「石原表」という色覚検査器具
のイメージに由来するものであることは分
かる。とはいえ、ここに描かれる色とりど
りの水玉の数々は、本書で説明されるよう
な、人間の色覚能力を「検査」し一定の枠
組みのもとにカテゴライズしようとする、
組織的に設計された周到な「装置」として
のそれとはやや異なる印象を与える。むし
ろ個々の水玉は大きさも配列もバラバラで、
ときには他の色の水玉と重なりながら無
秩序に散らばっていくその様は、まるで隙
間なく詰められたビー玉のバケツを誤って
ひっくり返してしまった光景のようである。
このカラフルな図柄が表象する一種の開
放的な印象と遊び心にも似た何かは、本書
が提示する理論と実践とけっして無関係で
はない。本書は、馬場靖人が二〇一七年に
提出した博士論文の成果を下敷きにしてい

る。「はじめに」および「あとがき」にある
ように、本書はいわば筆者自身の色覚少数
者としての経験―

 

単に色覚少数者であ
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る
3

ことというより、そのように社会的に診
3

断された
3 3 3 3

ことによる―
 

に強く動機づけら
れた研究であり、その点で同書は、「色盲」
という枠組みのもとでいかに自らのアイデ
ンティティが規定されてきたかに関する
「当事者」としての一証言という体裁もな
している（実際、本論では色盲の先行研究
はさることながら、筆者が自ら色覚判定装
置を使用して得られたデータや、「色」の
知覚に関する筆者自身の現象学的な視点も
積極的に参照される）。ただし注意すべき
は、本書が企てていることの射程は、いわ
ゆる「マイノリティ」としての痛切な声を
他者に届け、自らが被ってきた制度上の不
利益やそれに関する無知・無関心を読者に
訴えかけることにはとどまらない
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というこ
とである。むしろ本書を貫くのは、「色―盲」
という字面上のネガティブな印象に囚われ
て、「差別」や「排除」といったステレオ・
タイプ化された議論のもと、「これこれの
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仕方でしか色盲について語れない」「言説
の閉域」（二三頁）への息苦しさである。21
世紀を生きるわれわれは、色盲と呼ばれる
色覚経験に関する幾ばくかの生理学的ない
し遺伝学的知識を持っている。したがって
それらの知識を共有することで、あたかも
色盲者の視覚を体験しその「色」を知った
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かのように感じる。しかし、こうした普遍
的な「知」を無批判的に引き受けたうえで
各人の「色」を語ろうとする態度こそ、筆
者が絶えず警鐘を鳴らすものにほかならな
い。筆者によれば、「〔…〕色盲とは、科学
の対象である前に、まず色盲者という一個
の知覚主体によって内側から生きられたも
のであり、その知覚主体の経験を外側から
観察して構成された科学理論は、ほかにも
複数ありうる諸視点のなかの一つにすぎな
い〔…〕」（二四頁）。あるいは、「色盲者」
の「内側」の生きた色覚経験と、それを共
有しない他者との知覚上のギャップを埋め
るための装置こそ「色」という言葉、概念、
ないしそのもとで語られる科学的「知」で
あるとすれば、われわれが「色盲者」／「正
常色覚者」という手垢にまみれた区分以前
に考えるべきは、むしろこの〈知覚〉と〈言
語〉の境界線ないし線引きの諸相であるこ
とになる。この点で、本書のタイトルにあ
る「色盲」と「近代」の二語は、上記の巨
大な問いに対する筆者の応答の一つの方
法論的なグリットとなっている。単に色覚
経験としての「色盲」が観察された
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時代で
はなく、色盲をめぐる特定の言説的布置が
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形成される
3 3 3 3 3

歴史的過程を、筆者は「色盲の

「近代」」（二一頁）と定式化しているが、い
わば〈色盲とは何か〉という問いと、それ
を〈いかに合理的に検出するか〉という近
代的問題設定とが複雑に絡み合いながら生
じた組織的なパースペクティブそのものこ
そ、われわれが素朴に「色盲」と呼ぶ「知」
の正体ではないか。筆者が本書で試みるの
は、まさしくこの「知」の外見上の必然性
を解きほぐし、あり得たかもしれない別の
可能性の内へと書き込み直す、一つの「考
古学」あるいは「脱構築」の試みである。
以下では、具体的に各章の内容を振り返り
つついくつかコメントを加えてみよう。
本書は大きく分けて、序章と三つの部か

らなる13の章から構成されている。序章
の「視覚玩具としての石原表」では、色盲
者を判定する色覚検査器具である石原表の
歴史的位置づけがまず確認されるが、本章
の議論で興味深いのは、ともすると色覚少
数者への暴力的装置という「真面目」（三七
頁）な表象で片付けられかねないこの器具
に対し、筆者がそこに見出すのは、むしろ
そうした一面的な解釈には還元されない装
置それ自体の「両義性」ないし「遊戯性」
であるという点だ。特定の知覚経験に能力
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の有無
3 3 3

や優劣
3 3

の判断を下すのは装置それ自
体ではなく、むしろ歴史的・社会的に暗黙
に前提とされる言説の布置である―

 

こう
した視座のもと、敢えて石原表という器具
それ自体のなかに、色盲者の色覚経験の豊
かさを逆に浮かび上がらせてしまう「玩具」
のごとき潜在性を読み込む筆者の分析はス
リリングであると同時に、既存の色盲の「差
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別論」への鋭利な批判的応答となっている。
続く三つの章からなる第一部「青の時
代」には「色盲の前近代」という副題が添
えられているように、ここでは上記の色盲
をめぐる言説や規範がいかなる過程を経
て石原表というタブローに結実するに至っ
たのか、その歴史の地層にメスが入れられ
る。具体的には第一章から第三章にかけ
て、色盲の生理学的な仕組みが徐々に学問
の対象になっていく黎明期において、色盲
者の視覚がいかなる形で「知」の枠組みの
なかに登録されていったのか、いわば「色
盲」概念の「誕生」が問題にされる。なか
でも第一章で取り上げられる、近代原子
論の祖にして色盲者でもあったというジョ
ン・ドルトンは、本書全体を通じて繰り
返し言及される、いわば色盲者の「声」を
代弁するスポークスマンのごとき役割を
担っている。というのも本書の議論におい
て、ドルトンこそ、自らの色覚経験と他者
の言葉との還元しえない溝を自覚しながら
も、敢えて既存の〈他者の言葉〉の内部で
自らの「色」を語ろうとする―

 

本書の基
本的な姿勢である―

 

試みを、先駆的に
行なった人物であったからである。筆者
はその試みを、ドルトンの色彩観察におけ
る「青」という色名のもとに分析する。と
りわけドルトンの記述においては、色盲
者の視覚が能力の「欠如」というより、む
しろその色覚経験の「過剰な＝秩序を―は
み出す（extra-ordinary）」肯定的な側面が
強調されていたこと、さらにはドルトン自
身が「青」という既存の語の使用を手放さ

なかったという点から、あくまで色盲者の
「色」が健常者とのコミュニケーションに
開かれたものであったことが強調される。
「色盲者」と「健常者」の対立以前に、い
わば〈色盲者の知覚〉と〈他者の言語〉が
すれ違いながらもその緊張感のなかで互
いのコミュニケーションに開かれていた時
代―

 

色盲の言説史から、この「青の時
代」のあり得たかもしれない潜在性を掘り
起こすという筆者の読解は、まさしく本書
が掲げる、「過去にさかのぼることによっ
て現在の色盲についての自明性に揺さぶり
をかけ」るという「考古学」ないし「系譜
学」（三一頁）の見事な実践となっていると
言えよう。もっとも、この「青の時代」の
可能性が本書の遡行的な問いに再発掘さ
れなければならかった宿命の裏面として、
続く章では、むしろ後の時代の言説におい
ては、色盲者の「青」が徐々に規範の外部
へと囲い込まれていく過程が示される。第
二章ではゲーテの『色彩論』の読解を通じ
て、「青色盲」という名のもとに色盲者の
視覚が色彩の「欠如」として分類されてい
く過程が提示される。そして第三章では、
フランスの銅版画家シャルル・メリヨンの
作品に対するベンヤミン、クレーリーの読
解が批判的に分析され、もはや色盲者の作
品（絵画であれ版画であれ）を鑑賞する者
の眼差しから、作品の「色」を見るという
視点が失われている点が指摘される。
色盲言説の「前近代」が論じられた第一

部に続き、第二部ではいよいよ色盲の「近
代」が、すなわち鉄道技術や電子通信技術
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の高度化に伴い、人間の視覚能力に対する
新しい社会的関心のなかで、「色盲」とい
う概念がいかに近代的な「知」の対象とし
て形成・確立されていくのか、その具体的
な過程が描き出される。各章で言及される
史実や論点はいずれも示唆に富んでおり、
ここで全てを紹介することはできないが、
なかでも第二部を理解する上で評者に重要
と思われたのは、第五章で提示される「経
験的＝超越論的二重体」（一四一頁）とし
ての「色盲者」という見立てである。ここ
で筆者の議論の下敷きとなっているのは、
カントの『純粋理性批判』とそれに対する
ミシェル・フーコーの読解（『言葉と物』
（1966））である。よく知られるように、カ
ントの超越論哲学において、「人間」とい
う存在者は経験的な「感覚」情報とそれを
一定の秩序（時間・空間）のもとに分節化
するアプリオリな「形式」とを兼ね備えた、
「二重」の役割が付与された特権的な認識
主体である。しかし、この二重性（経験的
なもの／先験的なもの）には明確な階層序
列があり、個別的・具体的な感覚情報は単
なる「質料」として、それに先立つ普遍的
な「形式」の前では下位に置かれる。言う
までもなく、本書の主題である「色」は前
者に位置づけられる。しかしここで興味深
いのは、こうした一見過剰なまでに截然と
区別されたカントの分類のなかに、筆者が
「色」に関するカントの記述の揺らぎ
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とも
言うべきものを読み込んでいる点だ。カン
トは基本的に上記の図式に従いながらも、
「色彩に対するそうした低い評価に留保を

つけている」（一四三頁）。筆者はその「留
保」を『判断力批判』の記述から読解して
いるが、それは言うなれば、たとえ色彩で
あっても「混合色」ではなく「純粋色」で
あれば、それは「形式」に相当する価値を
もつというものだ。むろん、ここでいう「純
粋」とは何をもって言えるのかということ
は重要な問題として残る（筆者が指摘する
ように、『判断力批判』のカントはこの点
に関するそれ以上の詳細な分析を行なっ
ていない）。とはいえ筆者の整理によれば、
こうしたカントにおける「色」のねじれた
位置づけは、ゲーテの色彩論を受け継ぐ
ショーペンハウアーの理論によって―

 

そ
のねじれ
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を保ったまま―
 

ラディカルに更
新される。ショーペンハウアーが行なった
ことは、いわば「カント哲学の生理学化」
であるという。すなわち、「色彩は徹底的
に生理学的な理論によってだけ考察するこ
とができる」（一四一頁）と疑わないショー
ペンハウアーは、カントの言う〈色の純粋
性〉を一種の認識上のフィルター（形式）
として、「大脳の作用と同一視する」（一四
八頁）。すなわち、人間には誰もが共有可
能な同じ

3 3

色を見ることができる機構が大脳
に備わっており、われわれはその生理学的
な機能を通じて、同じ世界の色を見ること
ができるというわけである。ここに、当初
は経験的な質料として排除されていたはず
の個別的な「色」が、逆に普遍的な「形式」
として個別的な視覚の可能性の条件になる
という転倒が生じる。いわば「色」という
「アプリオリな純粋色の認識」（一四五頁）
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を通じて各人が個別の「色」を見るという、
別種の「経験的＝超越論的二重体」の誕生
である。続く章では、こうした回路に沿っ
て、〈色盲者の視覚〉がいかに〈規範的な視
覚〉の純粋性の前に検査・管理される対象
になっていったのか、その過程が、「ラー
ゲルルンダ列車事故」（色盲者の視覚を直
接的に隔離・排除の対象に結びつけるこ
とになったスキャンダラスな事例）の分析
（第七章）や、その過程で生み出された「仮
性同色表」という色覚検査器具の考察をも
とに論じられる（第八章）。上で見た筆者の
分析は、むろんフーコー的な言説批判の試
みとしても面白いのだが、評者としては、
ここで「色」という媒体のもとに描き出さ
れた議論は、さらに超越論性／経験性の交
差・共犯関係の問題（ex.ドゥルーズにおけ
る超越論的経験論、デリダにおける「準―
超越論性」の問い）や隠喩論など、20 世紀
の現代哲学の主要な問題系にも有益な示唆
をもたらすものであるように思われた。
終章を含む第三部の四つの章では、色盲

の「前近代」（第一部）と「近代」（第二部）
の再解釈の終着点にふさわしい、いわば色
盲の「現代史」が論じられる。議論の中心
は本書の出発点である「石原表」と、日本
の戦時下における色盲者の「身体」である。
第九章では、まず近代化された「色盲」概
念の結晶として石原表が位置づけられ、同
器具が日本の富国強兵政策における理想的
な身体（「戦う身体」、「働く身体」、「美し
い身体」（二三二頁））のイデオロギーのも
と、色盲者の存在を特定のイメージにはめ

込んでいく過程が描出される。続く第十章
では、同時期に行なわれた色盲者の「治療」
に焦点が当てられる。そこでは色盲者の視
覚は「発育不全」、すなわち未完成な眼で
あると診断され、正常な視覚に到達するよ
う「色メガネ」等の装置による矯正や監督
者つきの「補習練習」（「正常な」色で描か
れた図柄を判別して辿り筆を行なうという
もの）が行なわれたという。本書には実際
の「補習練習」の様子が写真で引用されて
いる（二五七頁）が、指導者や器具といっ
た外的な権力装置によって、色盲者が徐々
に「練習によってたたき込まれた正常色覚
者の「文

コード

法」」（二六二頁）に順応し「規律
訓練」されていく様は、まさしくフーコー
が『監獄の誕生』の挿絵にした「添え木」
の絵を思い出さずにはいられない。そして
第十一章では、前章までに論じられた議論
を総括しつつ、筆者は再び石原表に脱構築
を仕掛ける。とりわけここでは「ゲシュタ
ルト」という観点から、石原表の基本的な
構造が「地」（色班の背景部分）と「図」（数
字として浮かび上がる部分）の二つの秩序
の関係として再考される。第二部の「近代」
を経て、自分が見た「色」は正常かつ普遍
的な色彩の欠如態とみなされた色盲者に、
もはや自らの色に対応する「言葉」は存在
しない。したがって彼らが検査装置の前
で「告白」することを強いられ放つ言葉は、
単に規範とされる多数派の〈知覚＝言語〉
のコードとの一致・不一致を判定する材料
に過ぎなくなる。「石原表を前にした被験
者の「見ること」は、それを見た瞬間に「読
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むこと」へと還元され、「見ること＝読むこ
と」という等式が成立する。さらにこれが
「知ること」と同一視され、「見ること＝読
むこと＝知ること」という等式が成立する」
（二七三頁）。筆者によれば、こうした状況
に抜本的な変革をもたらすには、単に知覚
（地）と言語（図）の配分を操作するだけ
では十分ではない。むしろこの両者の合致
としての「知」という枠組みそのものを転
覆させる必要がある―

 

こうした戦略のも
と、続く箇所では、筆者自身が経験したと
いう色彩知覚の「準安定」性（色班の図／
地の分化にかかる時間性）という視点が導
入される。そして石原表における背景（地）
と数字（図）という截然と区別された差異
が、知覚のプロセスの内部ではつねに「ゲ
シュタルト崩壊」の可能性に開かれている
ことが、草間彌生やポール・シニャックの
作品と比較されながら論じられる。
こうした筆者の現象学的な視点を出発点
にした石原表の読み替えは、まさしく冷た
い検査装置としての石原表を遊戯的に解き
放とうとする本書の姿勢が垣間見える、挑
発的な試みと言えよう。もっとも、前章ま
での筆者によるラディカルな言説批判と比
すると、ここでの「実践」はいささか保守
的なものにとどまっているという印象も受
けた。本章で筆者は、石原表の脱構築可能
性を単に知覚（地）と言語（図）の「ゲシュ
タルト崩壊」に求めている。しかし、序章
で示されていたように、むしろ石原表の

「遊戯性」とは、色彩の知覚的な秩序と言
語的な秩序とが交差する

3 3 3 3

空間として、色盲
者と健常者の差異を炙り出すと同時に

3 3 3

、逆
説的にも人間の色覚能力の多層性（ないし
は過剰性）をも浮かび上がらせてしまうと
いう「両義性」にあったのではなかっただ
ろうか。また、ここで筆者が石原表の解放
性の例として挙げる草間彌生の水玉の作品
がいずれも単色

3 3

でモノクロ
3 3 3 3

である点も気に
なった。石原表がだまし絵にも似た「玩具」
となる潜在性を秘めていたのは、まさしく
それが複数の色

3

によって複数の文字
3 3

が読め
てしまうという特異な効果としてであった
ことを思い出すならば、ここでは言語の一
般性に対する強い批判的意識のあまり、む
しろ筆者自身が石原表の多色性・多彩性を
「地」と「図」という「形式」の単色に塗り
染めてしまってはいないか。
むろん、ここでのコメントは本書に対す

る揚げ足取りでも無いものねだりでもない。
実際、筆者が「あとがき」で述べているよ
うに、「色盲研究の世界はまだまだ荒地だ
らけである」（三一〇頁）。したがってこの
荒地を前に、還元不可能なディスコミュニ
ケーションの可能性のなかで、一つ一つ花
を咲かせて彩っていくことは、色盲者／正
常色覚者の対立以前の地点でわれわれが共

3

有する
3 3 3

一つの課題であることになろう。本
書が示したのは、紛れもなくその来たるべ
き可能性に向かって「世界の色を塗りかえ
る」ための、大きな一つの道標である。

（さくらだ・ゆうき　早稲田大学文学研究科 博士後期課程）


