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0．はじめに

ソクラテスはかつて、人間の真の思考を〈自分の声を聞く〉ことだと述べてい
た。それも、その声は自分や他者の耳を介した声ではなく、沈黙の中で、自分
の心の中でのみ聞き取る声だった。

ただつまり、心が思考しているときの姿というものは、こうしたものだと僕
に見えるのだ。その場合に心のしていることは、自分が自分に問いかけたり、
答えたり、そしてそれを肯定でしたり、否定でしたりする問答（すなわち言
語の語り分け）にほかならないと見えるのだ。〔……〕もっともここに言う言
論は、他人に宛てられた言論ではなく、また声に出して語られる言論でも
ない。沈黙のうちに自己自身を相手として述べられるもの
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なのだ。1）

この経験の自明性は、ソクラテスの生きた時代を遠く離れた現代を生きるわれ
われの〈生〉にとっても、決して古びたものとはいえない。「心の声」にせよ「本
音」にせよ、われわれが自己と向き合い、また何らかの思考を巡らせることは、
つねにこの〈声ならぬ声〉と向き合うことを意味してきたし、また今日において
も意味していると言えよう。
この声のもつ特異的で、ときに不気味でさえあるその効果にとりわけ敏感だっ
た思想家の一人に、われわれはジャック・デリダの名を挙げることができる。六
七年の一連の著作以降、彼の仕事は「〈音声中心主義〉批判」と呼ばれ、表音文
字に依拠した自文化中心主義的な思考様式を独自の「エクリチュール」概念を用
いて容赦なく暴き立てたことは周知の通りである。
ただしこうした声を巡る言説批判が、単にその特権や自明性の廃棄を意味す
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るものではなかったということも見過すべきではないだろう。実際、後年デリダ
はある対談で「私は自分のしていることが一種の書

グラフォサントリスム

字中心主義に還元されるこ
とに対してはつねに〔……〕反対の態度を明らかにしてきました」と語っており、
さらには「私は大いに、そして以前からいつも〔……〕声、声音、リズムに関わ
ること―通常の意味ではエクリチュールに対立させられているものに興味を
抱いているのです」2）とさえ述べている。このように、デリダが声へと向ける執
拗なまでの問いかけは、この媒質の重要性を鑑みるからこそのラディカルな問い
直しだったのである。
こうした問題意識のもと、本稿で再度着目するのはデリダの声の分析におけ
る「触発（affection）」という概念である。周知のように、デリダは『声と現
象』でフッサールの超越論的現象学という試みが、われわれの意識内部の「現
象学的な声」という審級に依存すると分析し、その論理は「自分が話すのを聞く
（s’entendre parler）」という経験に徹頭徹尾立脚したものであると結論付けた。
またそこで「「自分が話すのを―聞く」という働きは、まったく他に類のないタイ
プの自己触発〔autoaffection〕である」と評されたのだった3）。
この「自己触発」という概念もまた、デリダが終始手放さなかった問題系の一
つであり4）、その射程は彼にとって、人間の〈生〉や経験一般の条件に関わるも
のである5）と同時に、「脱構築」という戦略スタイルそのものにも関わる鍵概念で
もあった6）。したがってこの声の自己触発の射程を検討することは、人間の最も
身近な媒質の一つである声と、われわれの生との根源的な関係を考察することで
あると同時に、脱構築という試みの核心的なモチーフを明瞭にすることでもある。
差し当たり本稿では、まず『声と現象』で展開された声の自己―触発（auto-

affection）が、現象学・存在論的水準における「自己（auto）」と「自動（auto）」
の二重の触発経験として分析されていることを確認し（第一節、第二節）、次に
『哲学の余白』所収のヴァレリー論では、この経験が現実の発話行為における声
の身体性とその喪失の契機として、〈生〉一般に関わる根源的な「喪」の構造と
して描かれていることを確認する（第三節）。

1．自
オ

己
ト

―触発―〈私〉が触れる声の時間

1-1．「触発」という概念について
デリダの声の触発論を検討するにあたり、まずこの「触発（affection）」とい
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う概念について簡単に振り返っておこう。
この概念の哲学史的な蓄積は極めて古く、その語源はギリシア語の « pathos » 

に由来する。元来、この語は事物の性質およびその受動的な様態としての「情念」
一般を意味しており、これが « affectio » と « passio » 7）の二つのラテン語に翻訳
されたのは後期スコラ哲学においてとされる。だが近代以降、この «  affectio » 

は「情念」の意味に加え認識論的な特別な意味を獲得する。中でも決定的なの
はカントの用法である。周知のごとく、カントは『純粋理性批判』の「超越論的
感性論」で、時間と空間を感性のア・プリオリな純粋形式として位置づけた。そ
こでこの形式が作動する場、すなわち外的な対象（物自体）から何らかの情報が
感性へと与えられるその契機を、カントは「触発（Affektion）」と規定したので
ある8）。
かくして「触発」は、人間の知覚や認識を可能にする超越論的な接触の経験

として特権的な位置を占めることになったが、この概念は後に確認するハイデ
ガーによって、その是非はともかくもっとも特異な仕方で更新される。このハイ
デガーの触発論が与えた 20 世紀フランス思想への影響は大きく、とりわけメル
ロ＝ポンティやミシェル・アンリといった思想家たちが独自にその概念を継承し
たことはよく知られる9）。本稿で検討するデリダの触発論も、こうした思想史の
文脈の中に位置付けることができる。
では、デリダの考える「触発」とはいかなるものだったのか。デリダが最も定
式化された仕方で触発を語るのは、上述のごとく『声と現象』のフッサール論の
文脈においてである。『声と現象』には「フッサール現象学における記号の問題
への導入」という副題が付いているように、議論の矛先はまずもってフッサール
の記号論、具体的には『論理学研究』第二巻の「表現と意味」と題された章に
向けられているが、そこでデリダがとりわけ重視するのがフッサールの想定す
る「孤独な心的生（im einsamen Seelenleben）」という独白の次元である。周知
の通り、フッサールはここで論理的な意味作用が構成される原的な領野を記述
するべく、日常的な「合図」から言語までをも含めた広い意味での「記号」一般
を、その機能ごとに細かく分別していくという手法を採るが、デリダはこの手続
きそれ自体が、「自分が話すのを聞く」という経験―声を介して自らに〈触れ
る〉経験10）―に徹頭徹尾裏打ちされたものであると分析する。デリダによれ
ば、この経験がもたらす特異な見

シミュラークル

せかけの効果は、単に「フッサール現象学に
固有であるような矛盾だと見なすことはできない」11）射程をもつ。とはいえ、そ
の効果はフッサールのテクストで最も洗練された仕方で機能しているというので
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ある。以下、デリダが『声と現象』で示したフッサールの読解を簡潔に振り返り
つつ、この声の触発はいかなる意味で特権的な経験であるのかを確認する。

1-2．フッサールにおける「孤独な心的生」
フッサールは『論理学研究』で、純粋で理念的な意味作用は、究極的には意
識の内部で生じると考えた。つまりわれわれが何らかの「意味（Bedeutung）」
を有する言表を行なうためには、まず所与の同一的でイデア的な対象、ノエマ
を、われわれの意識の志向性が生気づけるという過程が必要であり、そのよう
にして志向された意味を運ぶものこそ、言語という「表現（Ausdruck）」だとい
うのである。要するに、今ここで私が何らかの伝えたい意味を直観的に思念し、
その後で
3 3 3 3

われわれは言語という容れ物でその内容を表現するというわけである。
すると意味は前もって主観内部で思念されるのだから、通常その後に

3 3 3 3

付け加わ
るとされる様々な付属的要因（例えば「意味」が現実に言表される際の物理的
な身体動作や、「意味」を受け取る〈他者〉一般）は「還元」することができる、
つまり権利上それに先立つものとして意味形成の場を措定することができること
になる。したがってこうした現象学的還元というプロセスによって、われわれは
逆説的にも誰にも表現しない表現

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

なる事態を想定することができるのである12）。
「自分自身を〔他者に〕伝達するといったことのない」13）、いわば意識の中で自
分の〈語り〉だけを聞く沈黙の対話。これが「孤独な心的生」の内実である。
ここで確認したいのは、デリダがこの「孤独な心的生」という想定を、「他人

との関係一般」と「時間化という自己との関係」14）という二つの関係の還元とし
て捉えている点である。他人との関係については、上で見たように意味とはま
ずもって私の思念する事柄、デリダに倣えば私の「言わんとすること（vouloir-

dire）」から生じる以上、独白においては経験的な〈他者〉一般は権利上還元され
うることは確認した。
では、時間と自己との関係についてはどうか。「孤独な心的生」も、それが自
己に語りかけるという限りでは時間的なプロセスと言える。であれば、たとえ独
白という形であれ、〈私〉という存在は時間的に次々と更新され、絶えず異なる
自己になりつつあるのではないか。さらには、そこで私が私に語りかけるという
とき、その〈私〉はすでに何らかの〈他者〉―たとえ同じ「私」という名で呼
ばれる相手であれ―に伝達しているとは考えられないのか。ここがフッサール
とデリダの一つの分かれ道となる。フッサールが想定する私の独白は、あくまで
同じ
3 3

〈私〉の内部での出来事なのである。
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それともわれわれはたとえば次のように言うべきだろうか？ すなわち、わ
れわれは孤独な心的生においても、表現によって何かを告白しているので
あり、ただ相手に向かってそうしないだけのことである、と言うべきだろう
か？ 独りで話しているものは自分自身に対して話しかけているのであり、
言葉は彼にとっても記号として、すなわち自分自身の心的体験の指標とし
て役立っていると言うべきであろうか？ 私はそのような見解が支持されう
るとは思われない。15）

ここでフッサールは、独白の内容は「指標（Anzeichen）」になり得ないと述べて
いる。「指標」とは、狭義には上のような「意味」を運ぶ「表現」からは区別さ
れた、例えば標識や目印といった他の現実的な対象を差し向けるだけの記号の
ことを指す16）が、その機能としては〈自己以外の何ものかへと差し向ける記号
構造〉と換言することができる。したがって独白で語られる意味が指標となり得
ないということは、つまるところ独白の内部にはいかなる外部性も入り込む余地
がないということを意味する。さらにフッサールは上の記述の後で、独白は「わ
れわれ自身によって同じ瞬間に〔im selben Augenblick〕体験されている」ので
あり、そこでの指標などという想定は「全く無目的なものと思われる」と付け加
える17）。つまり独白で私が〈言わんとすること〉、これはまさにそれを言おうす
る瞬間（Augenblick）のこの私の

3 3 3 3

体験にほかならない、というのである。
かくして現実の〈他者〉一般と、独白する現在の〈私〉の同一性からはみ出る

もの一般は、いずれも意味の源泉から見れば派生的であり、ゆえに還元可能と
なる。こうした点から、デリダはフッサールが「指標」の名のもとに還元可能と
みなすものは、つまるところこの〈現在〉という時間における私の〈言わんとす
ること〉の不在ないし非―現前的なものと関わる要素であると分析する。「他人と
の関係一般」と「時間化という自己との関係」、これらはいずれも〈現在〉の「自
己への直接的な非―現前性と呼びうるもの」18）の別名であり、だからこそこれら
を還元した先で、「孤独な心的生」は意味の源泉として想定されるのである。

1-3．現象学的な声、純粋意識の自己触発
このようにフッサールの語る独白の領野は、現実に〈他者〉一般と関わる可
能性と、私が〈現在〉という時間から離れたり疎外されたりする可能性という二
つの可能性の還元によって成り立つ純粋な意味の産出場であることが分かった。
そしてこの場の明証性は、ひとえに私が語る意味（vouloir-dire）が、今この瞬間
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に現前する私の言いたいこと（vouloir-dire）の直接的な反映であるという、この
論理に支えられているのである。
私の意識と私の言表の同時的一致―この論理を産出する特権的な媒体こそ、

デリダが「声の審級」19）と呼ぶものである。というのも、われわれが経験的に
知っているように、声とは何よりも現在の私と同時的な媒質だからである。「私
の話

パ ロ ー ル

す言葉が「生き生きしている」のは、その言葉が私を離れないように思われ
るからである」20）。ただしこの声が特権的であるのは、単にこのような身体的な
感覚によるだけではない。むしろこの媒質が特権的であるのは、逆説的にもその
身体性を完全に抹消できる（ように見える）からなのである。

だから声の「見せかけの卓越性」は、つねに本質的にイデア的な性格を
有する〈意味されるもの〉、つまり「表現された」Bedeutungが、直接的に＝
無媒介的に表現作用に現前することに起因する。そしてこの直接的な現前
性は、〈意味するもの〉の現象学的「身体」が、それが生み出されるまさし
くその瞬間に姿を消すように見えることに起因する。〔……〕可感的な身体
とその外在とのそうした消去は、意識にとって

3 3 3 3 3 3

、〈意味されるもの〉の直接
的現前性の形式そのものである。21）

ここで「現象学的身体」と言われているように、ここでの声はもはや現実の物理
音声のことではない。まさしくこの点が、声の経験が他の知覚と比して特権的と
される所以である。デリダは他の知覚として視覚と触覚を例に挙げているが、こ
れらは主体が自己を直観する上で制限があるという。例えば、視覚の対象は眼
の前の現実的事物に限られるため、われわれは鏡などを介さなければ自己を確
認できない。そしてこのことは、身体上の制約がある「〈触れるもの＝触れられ
るもの〉の経験においても事情は同じである」22）とされる。要するに、これらは
いずれも現実的な事物に依拠しない限り自己を把握できないというのである。
対して、独白の声はまさしく現実の事物を一切介さず、主体の〈言わんとす

る〉意識の中だけで「表現する」ことができる。われわれは口と耳を使うことな
3 3 3 3 3 3 3 3 3

く話し
3 3 3

、聞くことができる
3 3 3 3 3 3 3 3

のである。それも上で見たように、そこでの表現実質
（現象学的な声）は瞬間的に消え去るように見えるため、「意味＝言わんとするこ
と」は純粋に意識そのものと化す

3 3 3 3 3 3 3

。この意味で、声は紛れもなく純粋な自己触発
となる。「主体は、外在性や世界や非―固有のもの一般の審級によるどんな回り
道をすることなしに、自分の話を聞いたり、自分に語りかけたり、自分が産み出
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す〈意味するもの〉によって触発されたりすることができる」23）。さらに興味深
いのは、ここでの現象学的な声が、もはや身体の内部すら必要としない純粋な
意識、いわば精神（Geist）の声として分析されている点である。「〈自分が話す
のを―聞く〉という活動は、純粋な自己触発として固有の身体の内部の表面まで
も還元するように思われる」24）。「声は、普遍性の形式において、意―識〔共―知
（con-science）〕として、自己のもとにある存在〔l’être〕である。声とは、意識で

3

ある
3 3

」25）。意識の声には、もはや内と外を区別するもの、身体的な意味でも超越
論的な意味でも表面（surface）は何もない。だからこそ絶対的に無媒介的な媒

3 3 3 3 3 3

体
3

として、「内―世界性と超越論性のあいだの区別を免れる唯一の審級」でありか
つ「その区別を可能にする唯一の審級」26）と言われるのである。「孤独な心的生」
とは、いわば人間が声を介して―声に出すことなく―話すこの経験が生み
だす、奇妙な〈霊

プネウマ

気〉化の論理27）の別名である。だから現象学的な声を、身体
的音声やそれを受け取る〈他者〉一般を還元した先に温存することができるので
ある。私は肉声に頼らず話すことができるが、声に出して話すことも

3

できる。発
話を司るこの沈黙の〈私〉は、この声を介して、私が私に触れる純粋経験がもた
らす特異な効果なのである。

2．自
オ

動
ト

―触発―時間に触れられる〈私〉

2-1．瞬間は目を閉じる
このように、声の触発はその無媒介性の演出によって、自己への絶対的な近
接性を保証する超越論的な〈触れる〉経験であることを確認した。デリダは同種
の論理をフッサールの他にも様々な哲学テクストのなかに見出しており、とりわ
けそれはヘーゲル的な円環に代表される哲学知の我有化の問題、または人間の
根源的な自己愛や自慰―私が私だけに〈触れる〉ことへの欲望―の問題と
して論じられる28）。ただし重要なのは、デリダにとってこの触発の契機はつねに
両義的であるという点だ。自己触発は、一方では独白のごとく純粋に〈私〉のナ
ルシシズム的経験となりうる反面、他方でそれは絶えず〈他性〉を、フッサール
が真っ先に還元可能とみなしたあの〈他性〉一般を巻き込む契機―デリダが
「自己触発における差延」29）と呼ぶもの―でもあるのである30）。
では、それはいかなる契機なのか。これを理解するために、以下ではデリダ
がこの « auto-affection » の語に託したもう一つの意味、すなわち「自動（auto）」
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触発としての主体化31）という観点から再度テクストを読み直してみよう。
ここで再度確認したいのは、声の自己触発がその「見せかけの卓越性」によっ
て与える保証とは、私が現在という時間から決して疎外されることはないという
瞬間（Augenblick）の〈私〉の同一性であったということだ。私は各瞬間に自分
の〈言わんとすること〉のみを発する。したがって意味の源泉とはつねに〈私〉
であって、ゆえに主体は自分の言表内容を「声の中で絶対的に自由にすることが

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

できる
3 3 3

」32）。発される声は、「現象の制御されたイデア性
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

」33）だというのである。
だが、それは本当なのだろうか―ここがフッサールとデリダのもう一つの分
かれ道である。言表とは、つねにそのように主体という源泉から派生するもの
だろうか。むしろわれわれは言いたいことを〈思う〉以前に何かを言ってしまっ
ており、あるいは言わんとすることに反して何か言ってしまっているのではない
か34）。いやそれ以前に、何かを言わんとするところの「主体」と呼ばれてきたも
のは、つねにすでに、それに先立つある自動的な運動の中で、意図せぬ仕方で
形作られてしまっているのではないか。「自己への現前性が単純な

3 3 3

ものでないと
したら、そしてそれが根源的で還元不可能な綜合の中で構成されるのだとした
ら」35）……。
かくして問いの所在は、この主体を確固たるものにする〈瞬間〉や〈現在〉と
いう時間そのものの構造に向けられる。前述の通り、主体を現在に引き留める声
は、それ自体が絶対的に時間的な媒質として、その同時的現前を保証する限り
で特権的であるのだった。したがって仮にこの特権的な時間意識に何らかの他
性を見出すとすれば、それは時間そのものに生じる他性でなければならない。
ここでデリダは、フッサール自身が『内的時間意識の現象学』で語った〈現在〉
の時間構造に着目する。周知のように、フッサールは現在を一定の過去化した現
在の堆積物（過去把持）と、一定の現在の先取り（未来予持）に囲われた厚みの
ある時間意識として分析した。また彼がこの時間構造を「彗星」の隠喩でもって
巧みに示したこと、これもまたよく知られるところである36）。すなわち、われわ
れはその都度次々にやってくる未来の時間に接しつつ〈今この瞬間〉という「原
印象」を知覚する。そしてこの知覚はまさしく尾のごとく遠ざかりつつ、現在の
後に滞留していくというわけである。
ところがこのフッサールの議論からすぐさま確認されるのは、こうした時間構
造においてはもはや〈今この瞬間〉という時間を切り出して現在を思考すること
はそもそも意味をなさないということだ 37）。というのも、〈今この瞬間〉という
知覚はつねにすぐさま一定の過去として痕跡化されるということになり、われわ
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れが日常的な意味で「今」を語ったり思考したりすることができるときには、つ
ねにその語ろうとした「今」とわれわれが属する時間の間には不可逆的な時間
のズレが生じてしまっているのである。フッサールの言うように、「時間直観は、
それの持続〔……〕のいずれの点においても、〈たった今あったもの〉について
の意識であって、単に、〈持続している〉として現出している対象的なものの今
点についての意識にすぎないのではない」38）。したがって今という知覚は言わば
「理念的な限界であり、それだけではなにものでもありえない抽象的なものであ
る」。また「この理念的な今さえも、非―今とまったく異なったものではなく、連
続的に非―今と媒介しあっている」39）。
デリダはここに、瞬間（Augenblick）の明証性が忘却している、瞬き

（Augenblick）の一瞬の持続を看取する。

すると直ちに気づくことは、知覚された現在の現前性がそのようなものと
して立ち現れることができるのは、それがある種の非―現前性、ある種の非―
知覚と、つまり第一次的な想起や予期（過去把持や未来予持）と連続的に

3 3 3 3

構成される
3 3 3 3 3

＝折り合いをつける
3 3 3 3 3 3 3 3

〔compose continûment avec〕限りでのこ
とだということである。そうした非―知覚は、顕在的に知覚された今に場合

3 3

によって
3 3 3 3

付け加わり、それに伴うのではなくて、必要不可欠なものとして本
質的に、今の可能性に関与しているのである。40）

現在の瞬間性は、それ自体が独立に同一性を保つような閉じたものではない。ま
さにその瞬間を瞬間として、何か同一的なものと知覚するときには、われわれは
どうしようもなく過去へと押し流され、遅らされているのである。源泉の瞬間と
は一つの盲目である。それはせいぜいのところ事後的に〈在ったということにな
る〉といった、デリダがしばしば多用する前未来形でしか示しえない産物でしか
ないのである。

原印象と過去把持とに共通の根源地帯における、今と非―今の、知覚と非―
知覚のそうした連続性を認める以上、Augenblickの自己同一性の中に〈他
者〉を、つまり瞬間の瞬き

3 3 3 3 3

のなかに非―現前性と非―明証性を迎え入れること
になる。瞬きの一瞬の持続がある。そして、それによって目が閉じられるの
である。41）
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瞬間（瞬き）の同一的現前。この明証性を経験するとき、われわれはすでに目
を閉じた後なのである。

2-2．時間の自己触発、機械（奇怪？）仕掛けの出来事の思考
このように、声の自己触発はそれがまさしく時間的な産出物である限りで、決

して〈今この瞬間〉の同一性を保証するものなどではなかった。私が何かを言わ
んとするこの瞬間にも、私の意識はつねに新しい今と痕跡化された今との間で
差異化・遅延化されている。むしろこのように時間が絶えず開かれていることこ
そ、現在の〈私〉という意識が生じる条件となる。「生き生きした現在は、その非―
自己同一性から、そして滞留する＝過去把持的な痕跡の可能性から噴出する」42）

のである。
ところで、このような分析を経た後で、デリダはこの根源的な開けと差異化、
すなわち主体における

3 3 3 3

時間化ならぬ、〈主体という
3 3 3

時間化〉の存在論的な構造を
思考するには、ハイデガーが『カントと形而上学の問題』（以下『カント書』）で
用いた触発の概念を「十分に役立てる必要がある」と述べる43）。ハイデガーがこ
のテクストでカントの『純粋理性批判』の極めて特異な解釈を提示し、その『存
在と時間』の現存在分析の形而上学的基礎づけを試みたことはよく知られるが、
デリダがこの『カント書』に見出すものは、もはやこれまで見てきた〈他者〉や
〈私〉の時間的差異を還元した先に残る自己回帰の触発とはまったく異なる経験、
言わば〈私〉の条件としての時間に触れられる

3 3 3 3 3 3 3 3

という触発である。
デリダは『声と現象』ではこのハイデガーの触発について詳述することはな
かったが、このテクストの準備期間と同時期に行なわれた講義の中で、『カント
書』の次の箇所を自ら訳しながら注釈を加えている44）。

自己の純粋な触発としての時間は、現前している自己（vorhandene Selbst）
に触れるような、実効的な触発ではない。純粋なものとして、自己は自己
への―関わり〔自己―揺るがし（auto-sollicitation）〕（自己への関わりとして
の Sich-selbst-angehen〔自己自身に関わること〕、自己に関係を持つこと
（angegangen werden zu können〔関わられることができるということ〕））の
ようなものの本質を形成する。それゆえ、自己として関わられ＝揺るがされ
うるということが、有限な主観の本質に属しているなら、時間、すなわち純
粋な自己―触発は、主観性の本質的構造を形成している。45）
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簡単に補足しておけば、ハイデガーはここで、カントが主観の受容性である
はずの時間の形式について、それが与えられた表象を「いつでも触発しなけれ
ばならない」46）と語るわずかな記述を分析している。前述のように、カントの触
発はわれわれの意識が外界の事物を知覚・認識する際に不可欠な受動的〈接触〉
の契機であって、時間はア・プリオリな形式に過ぎない。しかしながらハイデ
ガーはこの箇所に、単にそのような無味乾燥な〈形式〉には還元されない時間の
特異な作用を、すなわち「根源的に有限的自己性を形成する」47）積極的な作用
を読み込もうとするのである。
こうしたハイデガーのカント解釈の是非はともかく、少なくともデリダがハイ
デガーの自己触発に見出すいくつかの根本的な可能性は上の引用箇所から読み
取ることができよう。すなわち、ここでの時間の自己触発は、単にそれが〈私〉
の主観性や意識に触れているといったものではなく、むしろ〈私〉なるものが
この奇妙な運動性に関わられうる＝揺り動かされうる（pouvoir être sollicitée）
限りで形作られるといった、より根源的な触発作用として構想されているの
である。先行研究でも指摘されているように48）、ハイデガーの « Sich-selbst-

angehen » の仏訳の「auto-sollicitation（自己への―関わり＝自己―揺るがし）」の
語に、デリダははっきりと自己―解体ないし自己―差異化といった戦略的な意味を
込めている。したがって時間の自己触発がそれ自体、自己に関わることであると
同時に自己を揺るがすことであるように、声の時間的経験としての自己触発もま
た、自己を揺るがす一種の異他―触発（hétèro-affection）なのではないか、とい
うのである。だからこそ、デリダは自己回帰のナルシシズム的経験として示され
た「自己触発」の語彙を、「差延」の別名としても採用する。

差延のこの運動は、超越論的主観性に突然到来するのではない。差延の運
動が、超越論的主観性を産み出すのだ。自己触発は、すでに自分自身（autos

〔自己〕）であるような存在者を特徴づける経験の一様相ではない。それは、
自己との差異の中で、自己への関係としての同じもの

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

を、非
3

―同一的なもの
3 3 3 3 3 3

として同じもの
3 3 3 3 3 3 3

を産み出すのである。49）

このように、私が私に触れる自己触発の経験は、他方で私が触れられる経
験―それも〈私〉の意識でもなく、かといって何ものでもないものに否応なく
触れられる自動的・機械的な経験として、その二重の意味を標記される。実際、
レナード・ローラーが指摘しているように50）、デリダは晩年この奇妙な autoの
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思考を「出来事と機
マシーン

械」の論理として語っていた。

しかしそれは可能でしょうか。私たちはある日、ただ一つの身振りによっ
て、出来事の思考を機械の思考に結びつけることはできるでしょうか。到
来するもの（出来事

3 3 3

と呼ばれるもの）と
3

、他方で自動的に反復される計算プ
ログラミング（機械

3 3

と呼ばれるもの）と
3

を、一挙にかつ同時に思考する、思
考と呼ばれることを行なう、そんなことはできるのでしょうか。51）

出来事と機械。デリダの言うように、通常われわれの思考においてこの二つの
概念は相容れないものである。一方でわれわれは代わりの効かない、唯一無二
の特異性を欲望する。上で見た「孤独な心的生」などは、その典型といえるかも
しれない。声の審級が満足させていたのは、まさしく瞬間の〈私〉の特異的な同
一性であったことを思い出そう。また、だからこそ、このような欲望にとっては
「情動も自己―触発もなしに、無関心な自動装置のように計算可能なプログラム
に従って作動する」52）冷たい機械は、脅威であり排除の対象となる。心／身体、
生／死、人間／機械、音声／エクリチュール、等々例はいくらでもあるだろうが、
いずれにせよこれまで見てきた「触発」の特異な二重性の分析が、これら対立
物を一緒に思考する「怪物にも似た」53）思考の、一つの理論的な練り上げであっ
たことは確かであろう。
いずれにせよ本節で確認されたのは、〈自分が話すのを聞く〉という声の自己
触発は、それが時間的なプロセスである限りで、どうしようもなく差異の自動触
発に巻き込まれる異他触発でもあったということである。デリダの言うように、
「音声的な自己触発の純然たる内面性が、「表現的な」プロセスの純粋に時間的
な性質を前提としていたことを思い出すならば、話す言葉ないし「自分が話すの
を―聞く」ことの純然たる内面性というテーマが、「時間」そのものとは根底から
矛盾するものだということが分かる」54）。これはまさしく、上で見た出来事と機
械の両立不可能性が生じさせる矛盾といえよう。しかし今やわれわれは、ある
種の「怪物にも似た」思考によって、この触発の二重性

3 3 3

を思考することができる。
だからこそ、テクストの冒頭では独白を「時間化という自己との関係」の還元と
分析していたデリダは、その結論部でまさしくこの同じ運動を「時間の〈自己へ
の関係〉としての〈自己―の―外〉」55）と書き換えることになる。〈私〉が触れる声
の自己触発と、〈私〉が触れられる自動触発の差延。これら二つの論理は、矛盾
しないのである。
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3．喪の触発―〈私〉は自分が話すのを聞かない？

ここまで『声と現象』における声の自己触発について、その現象学・存在論的
な構造を検討してきた。私の同時的現前を保証する自己触発は、それが時間的
な作用である限りで非―現在への開かれや差異化の運動なしには成立しえない。
ゆえにたとえ独白を純粋意識のごとく想定し、他人一般を還元できたとしても、
当の意識の時間的構造そのものによって、その内部に他者性―自己の差異化
としての―を招き入れざるをえない。デリダの声の分析とは、まずもってこの
ような超越論的水準で自己＝自動（auto）差異化の運動として、「触発」概念を
思考する試みだった。
ただし、デリダの声の議論はこうした超越論的水準の分析のみに終始するも
のではない。例えば「痛み・源泉」（1972）と題されたヴァレリー論では、デリ
ダは『声と現象』では真っ先に還元されていた経験的な他人一般の存在や、声
の身体性の分析を行なっている。本節ではデリダがこの生身の声というものにい
かなる可能性ないし不可能を見出したのか、これを「響き（timbre）」・「喪の触
発」とデリダが呼ぶものを中心にいくつか素描してみよう。
デリダがここで注目するのは、ヴァレリーがそのデカルト論で用いた「響き

（timbre）」という語の位置付けだ。フランス語の « timbre » は「響き」や「音色」
の他にも「切手」や「証書」等の意味を持つ多義語だが、デリダは文体（style）
を文字における「響き」の等価物と語っていることから、ここでは具体的な発話
行為に伴う「質」、つまり媒体そのものの身体性・物質性と言ってよい。多くの
場合、言表をその意味や真理へと還元・止揚する哲学の言説において、この「響
き」は真っ先に捨象される要素である。事実、フッサールの「孤独な心的生」に
特権的な力を与えていたのは「現象学的な声」であって、見せかけの現前性を
演出するのはその身体性の消失可能性であったことを思い出そう。
しかしながら、言うまでもなく現実の言語行為において、われわれは単にフッ
サール的な意味での「表現」に「意味」を乗せて送受信を行なっているだけでは
ない。発話される声には当然、意味には回収されない様々な質的要素（例えば
声質やリズム等の身体性や、音そのものの響き渡りといった物質性）が、それも
おそらく意味伝達の確実性から言えば間違いなくノイズと見なされる要素が多
分に含まれている。
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声の響きはその代替不可能な質の刻印を言語活動という出来事に捺す。そ
うしたものとして声の響きは記号の形式

3 3

や意味の内容
3 3

よりも重要である。い
ずれにせよそれは記号形式や意味内容には絶対に要約されえない。56）

ここで重要なのは、これら意味や形式からこぼれ落ちるノイズ的要素が、あ
る意味で主体の特異性や現前性（の痕跡）を、意味以上に喚起するという点で
ある。「形式や内容は客観としてのその同一性において、言い換えればそれらの
イデア性において反復され模倣されうる」57）。対して「声の響きは置き換えを
拒む」ため、「それは純粋な出来事、単独的な現前性、源泉の湧出そのものの秩
序に属するのではないか」58）。これらの要素は、上で見てきた超越論的水準とは
異なる、言わば有限ゆえのある種の特異性や出来事としての声の特性と言える。
実際、日常的なコミュニケーションの場面において、話者の声の質や肌理、リズ
ムや抑揚といった非―内容的な要素が極めて大きな力をもつということは、経験
的にも理解に難くない。われわれが通常ある人物の特異性を感じとるのは、メッ
セージそのものよりもむしろその「質」の部分であるとさえ言えるかもしれない。
とはいえ、デリダは何もヴァレリーが喚起したこれら代替不可能な要素のなか
に、現前への欲望の残滓を再び読み取ろうとしているのではない。デリダにとっ
て重要なのは、むしろ全く逆の事柄である。

一個の響きと一個の文体があるからといって、そのことから源泉が自己現
3 3 3

前する
3 3 3

と結論しうるだろうか。／決してそうではない。だからこそ〈私
3

〉は
そこに迷い込むのであり、いずれにせよ自己支配の操作のなかで自己をさ
らすのだ。私の声の響き、私のエクリチュールの文体―それは（一個）の
私にとって決して現前的だったためしのないものである。私には自分の声の
響きが聞こえないし、その響きを私が認知することもない。59）

ここで言われているのは、〈私〉の絶対的な特異性であったはずの響きや文体と
いった要素が、当の私には最も疎外されたものであるという逆説的な事態であ
る。上で見たように、身体動作に伴う微妙な差異や、それに伴う音響的な物質
性は、われわれの言語行為に絶対的な特異性を刻印する。にもかかわらず、こ
の特異性はまさにそれが身体的である限りで、私が決して制御しえない余白だ
というのである。
ところでデリダは、『声と現象』でもわずかながらに具体的な発話行為におけ
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る声の特権的性質を述べていた。デリダはそこで「純粋な自己触発の二つの現
象学的根源」を、「自己によって聞かれること」と「他者の内で直接的に

3 3 3 3

反復す
るようにさせること」60）と分析している。既に確認したように、声は経験的にも
超越論的にも同時的な媒質、すなわち各瞬間に消失する音声の他にいかなる〈意
味するもの〉も残さない媒体であった。したがって対話においては、声は他者の
内部に同時的に「どんな外在性の助けも借りずに再生する」ことができる「純粋
な自己触発」61）だというのである。
しかしこの〈響き〉という要素を考慮するとき、われわれは決して自分の声を
そのまま他者の中で再生させてなどいないということが分かる。私が各瞬間に
〈言わんとすること〉を思念しようと、それは発話されるまさにその瞬間に、そ
こに必然的に憑きまとう身体性や物質性に汚染されざるをえない。私の言わんと
する触発と、他者に再生される触発の間には、私には聴取しえない絶対的な断
絶があるのである。

私には自分の声が聞こえますが、私に聞こえるすべてのものは、響きなし
の全体なのです。響きとは、私が各瞬間にそれについて私の喪を行なうと
ころのものであり、文体とは、私が各瞬間にそれについて私の喪を行なう
ところのものであって、根底において、私はそれを制御することができま
せん。62）

ここでわれわれは、声が瞬間的に消失するというあの特権的な性質が、〈私〉
の還元不可能な〈喪失〉の契機でもあることに気づかされる。というのも、私に
聴取・制御しえないこの響き一般とは、まさしく私が各瞬間に声を発するたびに
生じる、触れる〈私〉と触れられる〈私〉の無限のズレに他ならないからである。
自分の声を聞く、これは〈私〉の絶対的な喪失、いわば各瞬間に私の意図せぬ特
異性を手放し続ける「喪」の契機なのある。

そして明らかに、響きのイディオマティックな独自性と、喪〔……〕とのあ
いだには、或る関連があります。私の考えでは、声や文体、エクリチュー
ルは、一つの触発可能性であり、しかもそれは他人および私にとっての触
発であって、この触発はそういった喪失と喪との関連において構成される
のです。響きの触発がそのような喪の触発である、というのではなく、私が
それについて私の喪を行なわなければならないところのものなのです。或る
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仕方で私に最も近い、私のそのようなもの、つまり私の声の響きを、私は決
して再自己固有化することができないでしょう。63）

ここでデリダは、この喪失の契機を再び「触発」と呼んでいる。しかしここで
のそれは、もはや「自己」とも「自動」とも言えない別種の触発であろう。とい
うのも、これは言うなれば自らが持っていなかったものを、自らに現前しなかっ
たものを、あるいは自らが触れえなかったものこそを失い続ける純粋な喪失、
「喪」という触発なのである。
私に聴取できず、取り戻しえない純粋な「贈与」としての「喪」の触発。これ

は「他人および私にとっての触発」であって、いわば他者のみが触れられうる未
聞の〈私〉の痕跡である。しかしデリダの言うように、この響きは「よいにつけ
悪いにつけ」64）他者を触発する。したがって「それは魅力的な場合もありうるし、
逆に嫌悪を覚えさせる場合もある」65）。そこで生じる可能性も暴力性も、私には
制御できない。いわば声を出すたび、言葉を発するそのたびにごとに、私は〈言
わんとする〉以前に「触発」を「散種」してしまっているのである。
デリダはここで、ここまで特権的とされてきたあの声の円環を、一つの不可能

な経験へと反転させる。

私は〈自分が話すのを聞く〉ことについてしばしば語っていますが、これ
は形而上学の解釈であって、事実は、まさに、声は自分を聞かないのです。
人は自分の声を聞いていると思いなしていますが、彼に聞こえるのは、響き
以外のすべてにすぎません。私の響きとは、私が話すとき私には聞こえな
いところのものです。66）

声は自分を聞かない。デリダはこれを「自分を聞くことはもっとも正常な経験
であると同時に、もっとも不可能な経験である」67）と定式化する。私に最も近く、
また最も自明な経験と思われた声の円環―これはつねに〈私〉とすれ違った、
〈私〉と出会い損ねた螺旋だったのである。私に固有なもの、特異なもの、出来
事なるものがあるとすれば、それは唯一他者だけが聞き取るのであって自己聴
取ではない。触発がもたらす根源的なズレや差異、これらは超越論的還元を行
なう以前に、つねにすでに必然だったのである。
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4．おわりに

本稿では「触発」という概念を軸に、デリダが〈自分が話すのを聞く〉経験と
して記述する声の触発論の内実を検討した。これによって、とりわけ現象学的
な水準における自己回帰としての自己触発と、主体が絶えず巻き込まれつつあ
る差延の自動性としての自動触発を、その二重の構造として同時に思考する奇
怪な思考として、デリダの「触発」概念を位置づけた。そして最後に、上のよう
な諸々の還元の先に想定される独白の次元に限らず、われわれの経験的な声を
聞く行為においてなおも生じる自己疎外の契機を、デリダが「喪の触発」として
思考していることを確認した。
デリダの思考において、超越論的次元／経験的次元といった対立や区別は、
それ自体が問いの対象となる。したがってデリダが声という媒体に見出す諸々の
問題を捉えるためには、単に現象学的な声だけでなく、具体的なわれわれの身
体、経験的なコミュニケーションのあり方と絶えず交差させながら考える必要が
あるだろう。本稿はこのような問題意識に基づく、ささやかな試みである。
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