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I はじめに 

1970 年代の人文主義地理学によってキーワードとさ

れた「場所 place」は概念そのものの検討も含んでいたが，

その没歴史的で，本質主義的な立場などが 1980 年代に

各方面から批判された。1990 年代には place を書名に冠

した著書や論文集が多数出版されたが，特に論文集の多

くは各論文の本文で place 概念がほとんど用いられない

など，場所概念そのものの検討はさほどなされなかった

といえる。もちろん，Massey（1995）が教科書のなかの

1 章に本報告とほぼ同じタイトルを用いているように，

場所概念の再検討は皆無ではない。そうした主に英語圏

地理学における場所研究の経緯は Cresswell（2004）に

よってまとめられている。 
場所概念はハーヴェイ（1997）によっても検討されて

はいるが，それは旧来の場所概念に対して代替的な見方

を提示したもので，概念自体が代替的なわけではない。

政治地理学における「場所の政治」の議論（山﨑，2010）
も同様である。むしろ，ルフェーヴル（2000）の影響下

におけるソジャ（2005）などによる徹底的な検討により，

地理学の関心の多くが空間概念に向かっているといって

もよい。 
その一方で，場所概念については哲学者ケーシー

（2008）によって，空間概念も含む徹底的な哲学史的検

討がなされた。正直にいえば，報告者の力量でケーシー

の作業に何かを付け加えることなどできはしない。しか

し，彼が扱っているテクストのいくつかを重点的に地理

学者の立場から検討することは全く意味のないことでは

ないと思う。ケーシーがたどった場所の哲学史は，大枠

でいえば Agnew（1989）や Smith（1996）などによっ

て地理学者にも広く認識されているものである。その歴

史は簡単にいえば，デカルトなどの近代哲学，そしてニ

ュートン流の近代科学を通じて，時間とともにある普遍

的存在としての空間が私たちの思考の基礎となった。さ

らに，空間を克服するさまざまな技術とグローバル化に

より，空間よりもむしろ時間が人々の関心を引くように

なった。その後，20 世紀初頭の現象学運動により場所は

人間性とともに再評価されるようになる。そして 20 世紀

後半に現象学の影響下にあるポストモダン思想家たち，

あるいはフェミニストたちはさまざまな近代的思考の脱

構築作業のなかで場所や空間の概念にも着手する。その

拠り所としたのが，近代的な空間概念の登場以前の時代，

空間と場所，そしてそこに存在する物質との関係も未区

分な古代ギリシア時代のプラトンとアリストテレスの哲

学であった。 
本報告では議論を拡散させないためにも，検討するテ

クストを限定したい。検討するテクストとは，プラトン

の『ティマイオス』および，そのなかのコーラ＝場概念

を検討したデリダの『コーラ』を，そしてアリストテレ

スの『自然学』および，そのなかのトポス＝場所概念を

検討したイリガライの「場，間隔」を取り扱う。 

II プラトンのコーラ 

プラトンのコーラ概念は，デリダが 1970 年代から言

及していたが，1993 年に本格的にこの概念について検討

し，1 冊の著作にまとめる。また，地理学においても既

にベルク（1997）によって注目されているのは記してお

く必要があろう。 
プラトンの『ティマイオス』におけるコーラとは，ソ

ジャによる第三空間のように，基本的な二元論に対する

オルタナティヴな第三項だといえる。コーラは岩波書店

全集では「場」と翻訳されるものの，すぐさま地理的な

ものとして登場するわけではない。『ティマイオス』も当

然プラトンによる対話篇であり，「ティマイオス」とは宇

宙論を展開する登場人物の名前である。ティマイオスの

話は宇宙創世から始まるが，まずは基本的な種別として

「存在」と「生成」とを挙げる。「存在」とは常に同一で

あるもので，理性（知性）や言論によって把握される。

これは後に「形相」とも呼び変えられる。「生成」とは常

に変化し，あるという状態のないものであり，思わくや

感覚によって捉えられる。創世によって生成した万物は

物体性を具えたもので，後者に属する。そのどちらでも

ない「第三の種族」として登場するのが「場＝コーラ」

である。コーラについての言及は短く，およそ 52 項のみ
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に限定されるが，コーラとは「およそ生成する限りのす

べてのものにその座を提供し，しかし自分自身は，一種

のまがいの推理とでもいうようなものによって，感覚に

は頼らずに捉えられるもの」（プラトン，1975，p.84）と

される。その後の真実の把握を巡る議論は難解だが，こ

こにコーラ概念の含意が隠れているのかもしれない。い

や，そう考えてしまう私たちの真理感覚を問い直してく

れるのかもしれない。 
デリダはコーラ概念を，その捉えがたさが故に検討す

るのだ。「解釈学的諸類型がコーラに情報＝形をもたらす

ことができるのは，つまり，形を与えることができるの

は，ただ，接近不可能で，平然としており，「不定形」で，

つねに手つかず＝処女的，それも擬人論的に根源的に反

抗するような諸女性をそなえているそれ［彼女＝コーラ］

が，それらの類型を受け取り，それらに場を与えるよう

にみえるかぎりにおいてのみである」（デリダ，2004，
p.22）。 
『ティマイオス』では，51 項にも 3 つの種族に関する

記述があり，それらは母と父と子になぞらえられる。そ

して，コーラにあたるものが母であり，受容者であり，

それは次のイリガライのアリストテレス解釈にもつなが

る論点である。もちろん，このコーラの女性的存在はデ

リダの論点でもあり，またこの捉えがたきものを「コー

ラ」と名付けたこの語自体の固有名詞性を論じていくこ

とになる。 

III アリストテレスのトポス 

アリストテレスのトポス概念は，『自然学』の第四巻の

冒頭〔三 場所について〕で 5 章にわたって論じられる。

コーラ概念と異なり，物体の運動についての重要概念と

して比較的理解しやすいものとして，岩波書店全集では

「場所」と翻訳されて登場する。アリストテレスにおけ

る運動とは物質の性質の変化も含むため，運動の一種と

しての移動は場所の変化ということになる。もちろんそ

れは，絶対空間と物体とを独立させて考え，時間におけ

る位置の変化というニュートン的意味における移動では

ない。 
ティマイオスはコーラ概念を宙づりにしたまま，宇宙

論をその後も続けたが，アリストテレスは「トポス＝場

所」を物体の主要な性質である形相でも質料でもないも

のとして，その捉えがたさを認めながらも論理的に確定

しようとする。トポスには多くの場合「容器」という代

替語で説明されるが，そこに包含される事物と不可分で

ありながらその事物の一部でも性質でもない。そして，

アリストテレスにはもう一つの場所概念，「固有の場所」

がある。 

イリガライはこの容器としてのトポスの性質を，プラ

トンとも関連付けながら，女性としての容器，女性器と

子宮になぞらえる。内に含まれる事物の伸縮に従って拡

張する容器として，男性器の伸縮と往復運動，そして胎

児の成長に伴う子宮の拡張，出産に伴う収縮。まさに，

男性と女性の性関係と母と子の関係を論じる。 

IV おわりに 

この要旨では，デリダとイリガライの議論のさわりし

か説明できていないし，これらの議論をいかに地理学的

場所概念へと展開していくかについては，当日報告する

こととしたい。 
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