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現実界とは，21世紀初頭に人類が人工知能を  

発明した後に生じた人類とコンピュータとの戦  

争後の廃虚である。コンピュータは人間の生命  

エネルギーを自らのものとするために人間を飼  

い慣らすのであるが，それは個々人をカプセル  

の中に幽閉し，脳に直接仮想現実の情報を流す  

ことで生命を維持するというものだ。頭のなか  

の仮想現実で，個々人は1999年の我々のように  

物質世界のなかで生活しているのだが，その全  

ての感覚が巨大な人工知能によって制御されて  

いる，というわけだ。   

ネオはそのカプセルから救出され，通常の身  

体へと回復されろ。そして，モーフィアスの仲  

間が製作したこれまた仮想現実のプログラムに  

より，コンピュータが作り上げた仮想現実「マ  

トリックス」のなかで自在に立ち回るすべを身  

につける。仮想現実「マトリックス」は巨大な  

人工知能によって管理されるだけでなく，実際  

にその時空間のなかで「エージェント」と呼ば  

れる者が人間の肉体（これも仮想現実の産物だ  

が）を借りて監視している。   

あらすじとしてはこのくらいで十分だろう。  

この後は，結局ネオが救世主の生まれ変わりで  

あり，人類を救うというよくある展開であるか  

ら。といっても，人類は救われるわけではなく，  

退化した身体で，荒廃した真実の世界に引き戻  

されるわけだから（それを恐れて，モーフィア  

スの仲間のひとりは彼らを裏切る），ハッピーエ  

ンドとは言い難い。   

こうして短い文章で物語を辿ることはこの作  

品を股めることになる。この作品の最大の魅力  

はその映像と細部であるが，ここで映像は提示  

しない。今後ヴィデオでも観ることができるか  

らだ。本稿では，この作品の全体に深く関わっ  

てくる細部の哲学的問題を検討し，結局作品の  

なかで言語化はされない「マトリックス」に筆  

者なりの解釈を加えたい。  

ⅠⅠ『マトリックス」】における哲学的二元論  

ジジュク（1995）の『斜めから見る」】は，ラ  

カンが論じた様々な問題を，映画を中心とする  

大衆文化テクストの分析を通じて明らかにした  

労作である。本稿は，本書に負うところが大き  

いし，また『マトリックス」】も恐らくジジュク  

が分析の対象とするであろうような哲学的な根  

本問題を主題としている。本章では，『マトリッ  

クス』が主題とした基本的な哲学的二元論につ  

いて整理していきたい。  

1）真実と虚構   

第一に挙げるべき二元論は，真実と虚構であ  

る。この二者は現実という概念によって媒介さ  

れる。現実と虚構としたいところだが，現実と  

は主体が信じるに足る感覚世界であるとすれば，  

真実と虚構のどちらにも現実は存在しうる。こ  

の作品のなかの舞台設定でいえば，1999年の仮  

想現実と2199年の荒廃した現実という二つの現  

実が存在する。後者において，モーフィアス達  

は主に水道管を活動の場とすが）。どちらもリ  

アルに感じられる現実である。二つのリアルの  

狭間で戸惑う主体というテーマは，全ての映像  

が作り物である映画においては頻繁に取沙汰さ  

れるものである。古くは夢という第二の現実が  

多くの文化的表象で用いられてきた。この作品  

でも夢という現象がネオにマトリックス世界を  

想像させる一つの契機として登場する。もう一  

つの重要な現象であるデジャヴは（再）現前と  

記憶の位相空間のねじれだが，この作品ではマ  

トリックスが変化する兆候としてデジャヴが機  

能している。   

最近では，この間題を哲学的な問題としてで  

はなく，エンターテイメント性として描いた映  

画『トゥルーマン・ショー』（パラマウント映  

画製作，ピーター・ウイアー監督作品，1998  

年）がある。大雑把に両者を対比させるならば，  

－32－   



－CC－  

別種目‘マ（9葦＝つ埠￥1）9ヰ嘩藍よ、¢葦α  

善後荘謝○管ヰマ管智立国箇ミ¢寄留αケ誰ら、へ  

マ管智よα隼ら封＝ウ悸雷剥暫αう目‘隼与ヰユ  

視軸古4さ薔9智ユ背後直苛0；〟ウqら、へマ管皐  

忌矧旨蓬剥暫α謝善吉寧箪笥ら、へマ￥1琶博さ¢う  

目ユ顎卓‘言ウマ認＝憫卓よ、¢葦α葦髄邸割○、へ  

葦羊今立〔与さ¢管葦＝†マこ、へ葦1尊堂利一青草  

Y護‘顎卓立写蝉一題α〉専管ヰ興耳よ酋執  

筆蟹‘言■！う葦α㌢、へユⅥ貴書割よ～寧葦α1rキム  

1・；：：11・恒．・：ト1－．1、二・l：∴ト川・．－・二・専．二Ill、勺●：－1日二・・l  

O管ヰ暫薔よ羊鷲別暫、つ・判驚凶α貰黎マ寄割  

判暫フ等閑（∈  

郎＝個諒恕‘〉葦羊うよひ管、へユ（噂孝髄幡う、¢  

凶妄部芋1ケY‘羊ウ立酋租αY〃ムrl、1ム ○訂鳳  

妄軸朋加賀＝は羊判Ⅵこ 09、へユⅥ更ヨ1Y占∠  

ロム＝っら軍9ヰ嘩雷ユG梨＝つ笥群叩ら、へマ年事  

‘Ⅵ卓］1動詞ユGア＝つ筆禦賢割算硯‘Ⅵうマ与孝  

封画＝ウ丁些竣≡引嚇庄09、へユⅥう博隼凶妄朝  

粥玩‘ユ、へ呼＝ウ歯科ヰ印q階宣¢「Y〃√イ【1ム」   

09Ⅵう堰ユG了＝ウ貰翠マ寄封α副手‘引豊些  

二ら、へマ敏野マ葦菅管（将＝つ『Y〃んr【1ム』  

寅轡フ等旦（Z  

0、へ尊宅ユ等連  

判哩恥α～隼＝つ尋勒α『ビ〃んr11ム』‘1＝ソ宅  

ユ1マ芸孝菊勘考鯛等♯‘幸孝遭漱葦菊目‘引  

よ寄宰朋］1耳α〉密αユ羊Ⅵご ○管智よマコ（  

、へマ、へ導引よ雷凶α箪黄仏軍G O；／苛っ管本市  

郎1蛸宙ユ1マ嘉判明塾－α等♯‘〉キ芋1ユキ  

こ管よつTq毒ユ1マ輩孝虫抄対義煙古∠♪よr引  

窓剋 09、へユG羊鞘う、¢導′軸￥1澄雄マ叩甘Ⅶ  

瑠Jp馴野寺卓￥印α善後‘追加マ∂nbs∂J叩〇！d  

朋厘翠孝菩甘、へ1業‘丑如才和一℃ⅥOSJ∂d制  

埋却孝制裁αY剛‘針寄凶らりマ「牒虻将う  

Ⅵ忌調教＝つ鯛等我」埠「葦￥ヒ葦菊目」判亘へ管  

智‘埠敏野咋害軍建歯偏々りユ1髄論目沌ケ准  

○管マ産封暑轟マ詔マニコ凶年マコギ、へユ1肇  

亨き¢豊島等♯葦日興章αスキームロd∴r′Y  

T‘豊悼苔と‘ぅ、¢毒草花朗秦寄箇αんムTイ  

○【¢らセ智よα隼￥1帝＝ウ￥蛸＝つ朝田髄姻  

α射軸￥G、へマイ∠壬1Y拝さく∠壬‘引Y〃  

ムJ妄ゝ′仏対亨￥1らコ‘1埠l O（予、¢らセキ  

ニウマコら、へ：川未祁イ慶壬1Y溶α聴rl（－ふイlJ  

r許婚暑彩‘よ帽澗レ㍉か壬α虻レ∴卜≠Y∠－J  

主¢暑雄‘言うう導管皐忌］丁塵＝ウ豊梁α賽避聯‘ユ  

1－を ○らアマ、へマ9、へユ1＝ウ鷲別孝マこら、へマ  

￥Gq頑宅書‘要一禦ニウ雄健α帝王¢寄宰￥Ⅵう  

封＝柏闇相聞『Y〃んr11ム』‘孝マコらtへマ〉  

、へユG葦〉軋躍動若箇ユⅥ妥印畢‘1］1藻詞＝ウ  

訝吼昭酢折＝欄細『一Eイ・くムー1／41』  

○、へ導引ユ罷￥ト菊目ユ1軍利賀儲   

0（966l‘ィ11r∠→′）9羊引＝つ冨α－よロ  

ゼよ′α￥㌢q葦ヰ‘→よロゼよ′α仁一ら9  

‘ぅさ寧葦q呼ユら軍9ヰ姻孝挙手、つ・中海豊羊個葦  

α＼ノ葉αユ1マ媚帖封卿管軍ニウ貰轡09Ⅵ忌マ  

マニ〔萌孝苫層‘〉導引よマニ9コ旦椙牒摺膵  

苛っ管ユ朝孝寄封○、へ葦、へユ1即座判＝＝右をα  

鞘目マ磯蕎敏明等聴き軍勢関むマ貰轡マ写封‘引  

立牒門跡∽＝‘ニ乍ら雷管ン雷隼ユ蛸竣‘ユ1－を  

0ら、へマ管葦＝り  

静止さ¢マこ￥、ハエコ封マ静止史ぎクマ、樺山社章等・  

封α～‘立α管、へユⅥ責Y占∠□∠ユ、へP晋＝一  

等封朋志誕噛む射手割勘剥考古臨妄軸α害蟹蚤  

謝○；／αキ芸事ミ¢マこらWq社章写塾＃1ら～  

判ユ害蟹散剤○管喝孝、¢管、へユV貴堵他ユGア  

＝今昔塾αう目＝卜¢、へさ¢宅嘩α剥暫αう日刊ゼせ  

‘踵詔七ぺ硝拍鋸かゎ湛尊貴マ」J・ゼよ♪鼻醜  

翳α車目‘判事郎αY∠♪乙一壬マゼせα立牒  

苛む挙帥但Y占∠ロム D管、へユG封孝割算考量事  

‘＝ウ軸凶マ管、へユG葦マ歌謡官むGr‘針封l慣  

ら身ユTY占∠□∠葦箇茸謝￥G射さ¢励亜‘ユ  

マ射＝卜へ裸αマ1イT言一丁さ寧ゼせ 0管智よα  

葦華勲管宅よαマこ管回専権＝ウ費目ユ留朝αY  

〃ムr11上さ¢崇Y∠′乙一壬‘官qぺりh甘叫壱   

0ら、へマ管、へユ｛一事孝蛸他う咋等号匂う日管ヰ  

い㌢㌢津㌢有終囲う埠Y々ムhl上：興野   60T  



地理科学55－2，2000  110   

に発汗して息も乱れる。観念と身体は，この作  

品のなかでは強く結び付けられている。詳細に  

は語られていないが，ネオが銃撃にあって一時  

的に脳波が止まった後に復活するのは，自らが  

死ぬという信念をも捨て去ることができたが放  

であるという解釈も可能である（トリニティの  

キスによって蘇るという御伽噺風の理解で済ま  

すことはできない）。   

現代のSFは様々な想像力で技術進歩の末の  

サイボーグを生産している。サイボーグとは人  

間の行為の不可能を可能にすると期待されるテ  

クノロジーである。しかし，『マトリックス』に  

おいては人間の身体的拡張は達成されていない。  

まるでハラウェイ（1989）のアイロニーを実践  

するように，『マトリックス』においてサイボー  

グ的身体の動きは現実のものではなく，仮想現  

実のものである。しかも，テクノロジーが創り  

出すのは今の我々と変わらない世界であり，テ  

クノロジーに屈しない人間の思考が通常の世界  

を超越することを可能にするのだ。マトリック  

スの世界と現実世界との横断は，映像の上では  

身体的だが，作品中想定されているのは精神的  

な移動である。  

論的な人類学や社会学は必要ないのだろうか。   

しかし，この世界を作り上げた主体が自己増  

殖した人工知能という超越的存在であると同時  

に，ほとんどの人間は現実の物理的世界を経験  

していないわけだから，何も現実世界の模倣で  

ある必要はなく，人間を納得させる仮想現実で  

あれば良いのだ。   

仮想現実を真実と信じて疑わない時点でのネ  

オの言葉に「自らの道は自ら切り開く」という  

のがある。それに対し，モーフィアスは現実世  

界では「人間は奴隷である」という。『マトリッ  

クス』の設定では，人間は強制的に仮想現実を  

経験させられているわけだから，人間の主体的  

意図は奪われているように感じる。しかし，サ  

イファーの裏切り行為5）や，現代の我々が自ら  

望んで仮想現実やサイバー・スペースを経験す  

るという事実は，この主意主義と決定論の軸を  

善悪の軸と一致させることを拒んでいる。実際，  

個々の主体には想像上の自由が与えられている  

し，モーフィアス達の行動は決定論のなかの抜  

け道があってはじめて可能となる。ただし，「選  

ばれし者」という差別的発想は否めないと同時  

に，決定論的でもあるが。   

モーフィアスの話では，ある予言者が救世主  

の存在を見分けられるという。ネオはその予言  

者と対面し，自分が救世主ではないと自白させ  

られ，予言者はネオの以前の台詞を繰り返す。  

「あなたの道は自ら切り開くものよ」と。救世主  

であるという自覚が救世主的行為には障害であ  

るのか，自らの道を進むという信念が救世主的  

行動を生み出すのかは鑑賞者の半l．1断に任せられ  

るが，ともかく自らの意志通りに行動したネオ  

が救世主的行動を成し遂げるというわけだ。  

4）主意主義と決定論   

この作品で想定された世界において，強制的  

に仮想現実の夢を見させられている人間達に主  

体としての意志や自由は与えられていないのだ  

ろうか。そもそも，この仮想現実はどのように  

構築されているのか。あらゆる物質は物理学や  

化学の法則通りに振る舞い，あらゆる生物は生  

物学や生理学通りに振る舞うのか。となると，  

あらゆる科学が全てを説明できる段階にある土  

とになる。あるいは，因果論は捨て去られ，フ  

ラクタルが生み出す地形のように外見がそれら  

しく，かつ矛盾なく再現される技術が発展する  

のか。人間主体は単なるプログラム上の存在で  

はなく，個々人の脳に直結しているから，決定  

5）支配と従属，抵抗   

ここまで議論してきた二元論は，物語構造と  

して機能するようなものではなく，むしろこの  

作品では一旦二元論の形で提出した主題に代替  
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るような「母胎」を意味する時，何かが生じる  

（takeplace＝場所を取る）土台という意味を含  

んでいる。   

さて，地理学者に馴染みのあるmatrixといえ  

ば，地理行列geographicalmatrixではないだろ 

うか。ペリーが構築した地域単位を行方向，属  

性を列方向にとった地理行列は，ある地域の性  

質を比重交可能な形で定量的に表現するもので  

あった（村山，1997）。   

その一方で，ここで注目に催するマトリック  

ス概念を提示している地理学者がいる。それは，  

「意味母体meaningmatrix」を提唱する阿部  

（1990）である。景観を了解する個人，あるいは  

集団の社会・文化的コンテクストを阿部はこ  

う名付けた。阿部は景観研究に，西田幾多郎  

（1927，pp．265～373）がプラトン『ティマイオ  

ス」】から引き出した「場所」概念を導入すると  

同時に，クーンの『科学革命の構造」】からヒン  

トを得て「意味母体」の概念を引き出した（阿  

部，1992）6）。すなわち，阿部はマトリックスの  

語を対象と意識，あるいは客体と主体との関係  

性において意味が生成される場を指示するもの  

として用いたのだ。   

最後に忘れてはならないマトリックス概念は，  

コンピュータ用語のそれである。この作品にお  

ける「マトリックス」とはコンピュータが作り  

出した世界であるから，「入力導線と出力導線か  

らなる回路網」というマトリックスの意味も無  

視できない。   

この作品のなかでは，「マトリックスの仮想現  

実」や「マトリックスのコード」という使われ  

方はされるが，マトリックスが何か具体的な物  

体を指しているわけではない。むしろ，その概  

念自体は唆味なまま，ここで検討したこの語の  

三つの使用法一母胎，行列，回路網－がこ  

の作品にうまく利用されている，ということを  

本章では論じてみたい。  

1）『オックスフォード英語辞典．】における  

matrix 

『オックスフォード英語辞典 第二版乃β  

04rdEnglishDictionaYy2ndedition」】によれ  

ば，matrixは後期ラテン語起源で，母性を意味  

するmaterと語源を共有するが，英語における  

登場は比較的新しく，16世紀のことである（Ⅸ巻，  

pp．476～477）。当時から今日まで続く基本的な  

語義は，（1）母胎や子宮，あるいは胎内というも  

のである。これをより一般化したのが，（2a）何  

かを「育む」場所，あるいは媒体という意味で  

あり，同じく16世紀に登場する。17世紀に入る  

とより一般的に，（2b）起源と成長の場所となる。   

この汎用な意味の獲得により，かなり広範な  

分野でこの語は用いられる。例えば，地質学で  

は堆積層中で岩石の間隙を埋める物質を意味し  

（3a，17世紀～），生物学でも動植物の細胞の隙  

間を埋めるものを意味する（3b，19世紀～）。こ  

の語義は，技術革新後も利用され，20世紀には  

レコードや写真の複製原盤（のコピー）を意味  

するようになる（4c，d）。   

一方，19世紀後半には，配列を意味するもの  

として，数学や論理学で用いられる。数学にお  

ける行列の語義は19世紀に生まれ（6a），20世紀  

初頭の論理学では真理に関する命題を議論する  

一つの方法としてこの語が用いられた（6b，C）。  

この配列の意味は，格子の意味に拡張され，コ  

ンピュータ用語としても使用される。ある水平  

方向の導線からの入力を垂直方向の導線へ出力  

する回路配列は1940年代に開発され（6a），ドッ  

ト式の印刷機であるマトリックス・プリンター  

はよく利用される用語だ（7a）。   

このように，matrkの語は今日まで多様な語  

義を獲得しているが，今日でも基本的な意味は  

「母体・母胎」であり，場所の場所（イリガラ  

イ，1986），すなわち根源的な場所を意味する。  

行列の語義においても行と列とに条件付けられ  

た位置にある値，あるいは意味を与えるという  

－36－   
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為は事物や主体の属性によって決定されるよう  

であるが，その属性なぇものが行為や環境との  

関係の下で時間によって自己組織的に変化する  

行列のようなものであると考えて，主体・事物  

の属性間の相互作用を行列の掛け算だとすれば，  

複雑な計算から唯一無二の現象を復元すること  

も可能となる。それどころか，今日でも自己言  

及的・自己組織的システムの開発が進んでいる  

ことを考えれば（その究極的な目標が人工知能  

だ），人工知能が開発された時代にあってみれば，  

そんな仮想現実を創出するのはわけないことか  

もしれない。  

ⅠⅤ お わ り に   

1970年に発表されたプラーツ（1999）の『ム  

ネモシュネ』は同時代的な文学表現と絵画表現  

の共通性に注目し，それを支える時代精神なる  

ものを今日的に主張した先駆的なものである  

（そうした観点に基づく歴史的批評は今日珍しく  

ない）。本稿で取り上げた『マトリックス』もや  

はり，この時代特有の精神・思想に起因する表  

象である。「マトリックス」という名前と発想は  

ウイリアム・ギブソンの『ニューロマンサー」】  

で用いられたものであるし（伊藤，1994），この  

作品がジョージ■ルーカスの1970年の監督作品  

『THX－1138』に酷似しているという者もおり，  

『マトリックス』パンフレット中で主張されるほ  

どの先駆的な存在ではないのかもしれない。   

この作品に限らず，文化的作品は読者・鑑賞  

者との相互作用のなかで多様な読みが生まれる  

ものだが，筆者もこの作品を通じて以上のよう  

な考察を試みた。その結果は，思いもかけずこ  

の作品を同時代的に捉えているのかもしれない。  

筆者は，最新のコンピュータ・テクノロジーや  

芸術・自然科学の方向性に精通してないが，こ  

の作品を通じて「ポストモダン文化」といわれ  

るものの一端を垣間見たのかもしれない。この  

作品と同様にマトリックスの語を冠した『テク  

ノカルチャー・マトリクス』（伊藤，1994）に寄  

せられた諸論考を読んでみると，『マトリック  

ス』が決して先駆的なものではなく，むしろ着  

実に形成されている言説の中に組み込まれてい  

ることが分かるだろう8）。   

今日の文化や社会の変容を声高に叫ぶことは  

勿論我々の日常生活のあり方を反省する契機で  

ある。しかし，それが全てではないことを忘れ  

てはならない。近代的生活に無批判に人々が生  

きている一方で，近代以前の生活を続けている  

人々がいるように，上記の論文集が描き出す世  

界をほとんど知らずに近代的な生活で日常を過  

ごしている人々がいることを忘れてはならない。  

注   

1）ただし，日本の地理学着で映画を扱った僅かな例   

として，内田（1996）を挙げておきたい。内田は日   

本アニメ映画の秀作を対象としているが，より詳細   

な作品分析と自然に関する考察が更に要求されよう。   

また，地理学者による映画分析の貴重な事例である   

ゴールド（1992）やポストモダン映画の分析に1章   

を割いているハーヴェイ（1999）も参照されたい。  

2）本稿執筆時点ではこの作品のヴィデオは発売され   

ていないため，ここでの考察は詳細なテクスト分析   

ではない。この作品について利用した資料は，鑑賞   

後の筆者の記憶と劇場パンフレット，およびウオ   

シヤウスキー兄弟（1999）によるストーリーボー   

ドである。なお，パンフレットによれば，このス   

トーリーボードは1997年段階でウオシヤウスキー   

兄弟がこの作品の映画化のために作成した映画会社   

への説明用のものであるため，映画そのものと内容   

は完全に一致していない。また，ホームページ   

www．whatisthematrix，COm／japanも参照した。  

3）この地下世界が何の役割を果たすのかについてこ   

こで詳細な解釈を提示することはできないが，ここ   

には谷川（1996）が辿ったような，あるいは『ス   

ターウオーズ エピソード1』が描き出したような   

想像力が働いている。  

4）実際，ストーリーボードではボード リヤールの名   

前が登場する。  

5）サイファーなる人物はモーフィアス達の抵抗運動   

についていくのに疲れ，元の仮想現実世界で楽しく  

ー38－   
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