
＜もの＞と＜女＞ サミュエル・ベケット

対 馬 美千子

「以前にはそこになかったはずの、この色づいた平面はいったいなんなのだ？

なんであるのか、わたしにはわからない、このようなものはかつて見ためしが

ないのだから。それは芸術とはなんの関係もないもののように思える、少なく

とも、わたしの記憶が正しければ。」1

サミュエル・ベケットは「三つの対話」というテキストで、友人であったオ

ランダ人の画家、プラム・ヴァン・ヴェルデについて語っているが、ここで、

ベケットはヴァン・ヴェルデの絵画に、あるいは彼の描いた「色づいた平面」

に、「これまでに達成されたどんな次元とも異なる次元に立つ芸術」を見てい

る。そして、このことと関連させながら、ヴァン・ヴェルデが「ある1つの

状況を受け入れ、ある1つの行為に同意した最初の画家」であったと述べる。

「ある1つの状況を受け入れ、ある1つの行為に同意」することとは、行為

する力を完全に奪われてしまった無力のただ中において、ある行為をしなけれ

ばならないという義務に従うことである。絵を描く力を完全に奪われてしまっ

たその無力のただ中において、ある力に従い、絵を描くことに同意することで

ある。もはや描くものは何もなく、描くべき手段も奪われているという状況に

身をゆだねるということであろう。

ベケットはここで、ヴァン・ヴェルデが、あらゆるもの、あらゆることがそ

の芸術家にとっての創作誘因になってしまう芸術家とは異なること、「みずか

らの表現的天職にとらわれた芸術家」とは異なることを強調する。ベケットに

よると、ヴァン・ヴェルデは「あらゆる形の創作誘因」から解放されたところ

1サミュエル・ベケット「三つの対話」高橋康也訳、『ジョイス論／プルースト論－ベケット

詩・評論集－』（白水社、1996）、232－240貢。（SamuelBeckett，‥ThreeDialo即eS■■inβゆ血．New

York：GrovePress，19叫pp．142－145）
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で絵画を描いた最初の画家である。自分、自分の手段、あるいは人間というも

ののもっている「表現的可能性」に関心を持たなかった最初の画家で、「みず

からの仕事は絵の具を使って表現することだという誤解」から解放された最初

の画家であるという。

B・・・私見によれば、ヴァン・ヴェルデは、精神的と物質的とを問わ

ず、あらゆる形の創作誘因を奪われた（お望みなら解放された）絵画を

描いた最初の画家であり、表現とは不可能な行為であるという確信によ

って両手を金縛りにされることのなかった最初の画家である。2

創作誘因を奪われたところから生まれる作品とは、ベケットによると、「失敗」

に忠実である作品であり、それは、無効、無能であることと不可分である。実

際、ヴァン・ヴェルデは、「芸術家であるとは、他の何人もあえて失敗しない

ようなやりかたで、失敗することにはかならぬということ、失敗こそ芸術家の

世界であり、それから尻込みすることは戦列放棄、工芸品作り、マイ・ホーム、

生活にほかならぬということを認めた最初の画家」であるといわれる。このこ

とは、他の何人もあえてしないようなやりかたで、ある賭けをすることである

とも考えられる。

「失敗への忠実さ」とは、表現の可能性自体、芸術の可能性自体を解体する

＜何か＞への忠実さである。あるいは、表現のあらゆる手段、そしてあらゆる

関係の確かさが奪われた次元への忠実さであるともいえる。そして、それは行

為することの不可能性と行為することへの義務とのあいだで揺れ動くことでも

ある。

B 無力で、行為することができぬ、結局は絵を描くことができぬ（な

ぜなら絵を描かなければならないから）人間の状況。無力で、行為する

ことができないのに、行為し、結局は絵を描く（なぜなら絵を描かなけ

ればならないから）人間の行為。

D なぜ彼は絵を描かなければならないのか？

B わからない。

D なぜ彼は無力で絵が描けないのか？

B 描くものが何もなく、描くべき手段が何もないからだ。3

このような状況に忠実であることにおいて作品を創ること、このことをベケッ

同書、235貢。（p．143）

同書、232－233貢。（p．142）
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トは、「表現するもの」と「表現されるもの」とのあいだの、あるいは、芸術

家と創作誘因とのあいだの「＜結びつき＞の厳然たる不在に徹底的に身を屈す

る」ことであるとも書いている。「表現するものと表現されるものとのあいだ

により正当な、より十分な、より包括的な＜結びつき＞」を求めてきた絵画の

歴史から、あるいは「美学化された自動作用」から、成就可能なものの次元か

ら身を引くということである。そこに見い出されるのは、「表現するもの」と

「表現されるもの」とのあいだに、主体と客体とのあいだに、正当な＜結びつ

き＞があるふりをすることに対する拒否である。「失敗への忠実さ」とは、決

して成功と失敗との対立においてとらえられるものではなく、むしろ、「ある

1つの状況を受け入れ、ある1つの行為に同意」することによってもたらされ

る結果がもはや成功なのか、失敗なのかわからないような次元に、身をゆだね

ること、「＜結びつき＞の厳然たる不在に徹底的に身を屈する」ことだろう。

そこには、失敗に甘んじることからは懸け離れたところにある厳しさのもたら

す震えがある。

このような「描くものが何もなく、描くべき手段が何もない」次元、「＜結

びつき＞の厳然たる不在」にもとづく次元にのみ現れる＜結びつき＞を、ベケ

ットは自分自身の作品のなかでも、繰り返し描こうとしたのではないだろうか。

そして、それをわたしたちは＜もの＞と考えることができるだろう。

この「＜結びつき＞の厳然たる不在」という状況でみえてくる＜結びつき＞

を、人間をその生にかろうじて繋いでいる何かと考えることができる。ふだん

私たちが日々の習慣に、あるいは理性的な意志にしたがって生きているときに

は覆い隠されているもの、それがここでの＜結びつき＞であり、ベケットが「ヴ

アン・ヴェルデ兄弟の絵画」のなかで「人間の条件」と呼ぶものである。ベケ

ットはヴァン・ヴェルデ兄弟の絵画について、いかに二人がそれぞれ異なった

＜もの＞を描いているかを説明しながら、次のように書いている。「とどのつ

まり彼らは絵画に興味をもっていない・・・。彼らにとって関心があるのは、

人間の条件なのだ。」d

■

サミュエル・ベケット「ヴァン・ヴェルデ兄弟の絵画－または世界とズボンー」岩崎力

訳、『ジョイス論／プルースト論－ベケット詩・評論集－』、214頁。（SamuelBeckett，■▼b
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ヴァン・ヴェルデ兄弟が描いている＜もの＞は、絵に先行して存在する表現

の対象としてのものではなく、「人間の条件」としての＜もの＞であると考え

られる。そして、ベケットは、自分自身の作品のなかでも、「人間の条件」と

しての＜もの＞を描こうとしたと言うことができるだろう。

『プルースト』のなかで、ベケットはプルーストのシンボリズムはオートシ

ンボリズム（auto－Symbolism）であると述べているが、ベケットの作品において

あらわれる＜もの＞に関しても、シンボルと考えるなら、それは、何か別のも

のを象徴するシンボルではなく、＜もの＞それ自体のシンボルであるというこ

とができるだろう。この＜もの＞が＜もの＞それ自体のシンボルであるという

見方、オートシンボリズムは、いいかえると、＜もの＞が二重性（duplication）

として存在しているということである。

ベケットの作品の真髄のようなところにこのような＜もの＞の二重性が、彼

の作品の可能性の条件、彼の作品そのものを成り立たせている条件としてある

のではないだろうか。この＜もの＞はけっして抽象的なレベルにとどまるもの

ではなく、非常に具体的に表現される。具体的なものの真に宙づりになった

＜もの＞が、時間のうちに存在するものの真に時間外のものが揺らめいてみえ

ること。二重になっていること。ベケットの作品はこの二重性（すなわち、表

現することがほとんど不可能である結びつき）を表現している。

例えば、『ゴドーを待ちながら』では、「人間の条件」（人間をその生にかろ

うじて繋いでいるもの）が「われわれが待つ」という具体的な行為として表さ

れている。

ヴラジーミル：・・・われわれが現在ここで何をすべきか、考えねばら

ないのは、それだ。だがさいわいなことに、われわれはそれを

知っている。そうだ、この広大なる混沌の中で明らかなことは

ただ一つ、すなわち、われわれはゴドーの来るのを待っている

ということだ。

エストラゴン：そりやそうだ。

ヴラジーミル：でなければ、夜になるのを。（間）われわれは待ち合わ

せをしている。それだけだ。われわれは別に聖人でもなんでも

ない、しかし、待ち合わせの約束は守っているんだ。いったい

匹intu∫edesvanVeldeouleMondeetlePantalon’■in上）ゆ血，p．u9）
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そう言いきれる人がどれくらいいるだろうか？5

不確かな時間が流れ、他に何も確かなことがないこの作品のなかで唯一確かな

ことは、ヴラジーミルとエストラゴンの二人がゴドーを待っているということ

である。「われわれ」が待っているということ。これは、デカルトの「私は考

える、ゆえに私は存在する」という定式と比較して考えることができるが、こ

の作品では、「われわれ」がデカルト的な主体「わたし」に、「待っている」が

「考える」に取って代わる。西欧的理性をもつ主体のかわりに、互いから離れ

ることができなくなっている二人組、あるいは擬似カップル（pseudo－COuple）

「われわれ」が現れる。ヴラジーミルとエストラゴンの関係を映しだす鏡とも

なるボッツオとラッキーの関係に、結びつける＜もの＞である綱が映っている。

そして、「何を待っているか」という問い自体を疑問に付す「待つ」という行

為、何を待っているかの「何を」の部分を対象化することの不可能性にもとづ

く「待つ」という行為が現れる。

『幸せな日々』では、中年すぎのカップル、ウイニーとウイリーがでてくる

が、ここでもベケットは、焼けただれた草原のまん中にこんもりと盛り上がっ

た土まんじゅうのなかに埋もれ身動きができず、閉じこめられているウイニー

という女を通して、ウイニーをかろうじて彼女の生に繋いでいるものを描いて

いる。（ウイニーは第一幕では、腰のうえまでしか埋もれておらず、まだ両手

が使えるので、鏡をみることができるし、歯ブラシ等、かばんの中のものを出

したり、しまったりすることができる。しかし第二幕では、首まで土に埋もれ、

顔を回すことも、下げることも、持ち上げることもできない。もはや、第一幕

でできていたことができなくなる。話をする、歌う、見る、聞くということは

まだできる。）

ウイニーを彼女の生につなぎとめているものが何であるのか、彼女が繰り返

しやってきては去っていく1日をなんとかしのいでいくことを可能にしている

のが何であるのかということ、すなわち「人間の条件」が作品のなかで表され

ている。特に重要なのは、彼女がかろうじて生きることを支えている条件であ

るウイリーが彼女の話すのを聞いているという可能性、「ひとりで荒野の中で

しゃっべているんじやない」という可能性である。ウイニーはウイリーに次の

ように語る。「実際にはあなたがわたしの言うこと聞いてないにしても理屈の

与

サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』安堂信也、高橋康也訳（白水社、1990）、140

貢。（鮎muelfleckett，I仙f細々rGαわJ，NewYork：GrovePress，1954，p．51）
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うえではわたしの言うことがあなたに聞こえるんだってことそれだけわたし知

っておきたいの。」6さらに、このようにも言う。「ただ声のとどくところにあな

たがいて一応耳をそばだてていてくれるってこと、それだけわかれば・・・そ

れだけでほら・・・天国同然ってやつなのよ」7 このように、ウイリーが彼女

のおしゃべりを全部か一部分か聞いているという可能性が、「幸せな日」の条

件なのである。

また、ウイニーは「もの」が1日を過ごすのを助けてくれるとも言う。ここ

での「もの」とは、歯磨き、歯ブラシ、くし、日傘、鏡、オルゴールなど、彼

女の袋に入っているものである。第一幕では、ウイニーは、はとんど自分のか

らだの一部になっているもの、「わけのわからないこまごましたがらくた」を、

いつまでも袋から取り出したり、しまったりする。彼女は、ものが毎日同じよ

うに一日を過ごすのを助けてくれると言う。実際に、鏡を石で割り、後ろに放

り投げながら言う。

この小さな鏡を手に取ってそれを石で割る

はうり投げる－（ずっと後ろにはうり投げる）

（石で割る）－そして

でもあしたになる

とまた鏡はある、袋の中に、ひび一つなしに、そしてわたしが一日を過

ごすのを助けてくれる。（間）そう、どうしようもない。（間）はんとに

わたしすばらしいって思うの、こんなふうに・・ものが・・・（声がか

すれ、頭を垂れて）・・・・・ものが・・・はんとにすばらしい。8

第二幕では、ウイニーは、ものに触れることができなくなるが、今度は、もの

の音を聞くことが、彼女が一日という日をやり過ごすのを助けてくれると言う。

それぞれのものには命があり、その「ものの音」が彼女を助けてくれると言う

のだ。

ありがたいお恵みだわ、苦って、助けてくれる、わたしが・・・一日と

いう日をやり過ごすのを。（微笑する）昔ふうの言い方！（微笑、消え

る）そう、音のある日は、しあわせな日。（間）音の聞こえる日は。（間）

昔は思った・・・（間）・・・そう、昔は、音はわたしの頭の中にあるん

だって。（微笑する）でも違う。（微笑、広がる）いえいえ。（微笑、消

斥
サミュエル・ベケット Fしあわせな日々／芝居』安堂信也、高橋康也訳（白水社、1991）、23

貢。（鮎muelI‡ecke比，軸物5，NewYork：GrovePress，1961，p．27）

7

同書、28真。（pp．31－32）

■

同書、34貢。（p．39）
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える）あれはただの理の当然だった。（間）理性よ。（間）わたしの理性

はなくなってない。（間）まだ。（間）すっかりは。（間）少しは残って

いる。（間）音。（間）なにか小さな・・・くだけるような、こぼれ・・

・落ちるような。（間。低い声で）それはものの音よ、ウイリー。（間。

普通の声で）袋の中でも、袋の外でも。（間）そうそう、ものにはそれ

ぞれ命があるのよ。これがわたしの口癖、ものには命がある。（間）た

とえば、わたしの鏡、鏡にはわたしなんか必要じゃない。（間）それか

らベルは。（間）ナイフみたいに傷つける。（間）丸整みたいに。（間）

聞こえないふりはできない。9

この他、ウイニーは、昔を思い出しながら話をつくる、歌う、祈る、不完全に

記憶している様々な古典の名文句を言うという行為などを通して、一日をなん

とかしのぐ（彼女の口からでてくる古典の不完全な引用、古い言葉の存在は、

彼女が袋から取り出してはしまうものの存在と平行させて考えることができ

る）。

『ゴドーを待ちながら』と『しあわせな日々』に共通しているのは、どちら

の作品においても、登場人物たちは、自らの意志で現在の状況に終止符を打つ

可能性を奪われているということである。前者では、ヴラジーミルとエストラ

ゴンは木で首を吊ることをあきらめなければならず、後者では、第二幕で首ま

で土に埋もれているウイニーはリボルバーが目前にあっても触れることはでき

ない。人物たちは終わりを奪われた時間、反復する時間のなかで宙づりになっ

た＜もの＞、空虚のなかに浮かぶ、不動の＜もの＞として描かれている。後に

みるが、アブラハム・ヴァン・ヴェルデの描く＜もの＞を、ベケットは「宙づ

りになったもの」、「理想的に死んだもの」、「空虚のなかで動かないもの」と記

述しているが、この二つの作品では、そのようなイメージにつながる＜もの＞、

「人間の条件」が描かれている。

では、ベケット自身は＜もの＞について実際にどのようなことを述べている

のだろうか。＜もの＞について考えるのに手がかりを与えてくれるテキストと

して、1930年に書かれた『プルースト』と1945年に書かれた「ヴァン・ヴェ

り

同書、仏47貢。（pp．53－54）
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ルデ兄弟の絵画－または世界とズボン 」がある。

『プルースト』では、ベケットは、＜もの＞の知覚が、いかに西洋近代の構

築した主体、それと不可分である理性、知性による客体の理解、そして習慣に

よって妨げられているかということについて書いている。例えば、次のように

述べる。

プルーストはその純粋主観である。彼は不純な意志からはだいたい免れ

ているといってよい。彼は意志がないことを嘆くけれども、ついに意志

は功利的であって、理知と習慣のしもべであって、芸術的経験の条件で

はないことを理解する。主体が意志から自由なら、客体は因果関係（時

間と空間をいっしょに取りあげたもの）から自由である。そしてこの人

間の植物性機能は、原型、観念、物自体（TheModel，theIdea，theThing

initself）を魅了できる超経験的な知覚によって純化される。10

このように＜もの＞は、主体一客体の関係と切り離して考えることはできない。

ベケットは、プルーストは「純粋主観」であると述べながら、純粋主観なしに

は存在しない純粋な客体、物自体（theThinginitself）について考えている。こ

こで「純粋な」（pure）という語があらわすのは、西洋近代を支える功利主義的

な思考、理知、意志、習慣、因果関係（時間と空間）から解放されているとい

うことである。11＜もの＞という観点からベケットのプルースト論をみると、

理性、知性による客体の理解からのがれている次元に、あるいは「無意志的記

憶」（involunta叩memO叩）の次元にあらわれる＜もの＞にべケットは関心を示

しているのがわかる。言いかえれば、近代哲学の方向を決定づけたデカルト的

な主体一客体の関係から離脱したところに見いだされる＜もの＞をプルースト

の世界に発見している。

では、ベケットはプルーストの世界にあらわれる＜もの＞をどのような特徴

を持つものとしてとらえているのだろうか。

まず、＜もの＞は「実在の残酷さや魅惑」をもつものとしてとらえられてい

る。＜もの＞の他者性がここにあらわれている。「対象」（the object）とは魅惑

の源泉であるといわれ、「習慣」によっておおわれている＜もの＞の魅惑、「耐

川

サミュエル・ベケットrプルースト』大貫三郎訳（せりか書房、1993）、108貢。（SamuelBeckett．

加5′，bndon：Cl岨t亡OandWindus，1931，p．69）

11ベケットはさらに、次のように書いている。「プルーストの無活動状態（stasis）は、観照的で

あり、無意志であり、理解という純粋に悟性の行為である、「愛らしい精神錯乱」、「よりやさし

い精神錯乱」である。」同書、110貢。（p．70）
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え難い実在性」が強調される。プルーストの「もし習慣が第二の天性であるな

ら、それは第一の天性についてわれわれに何もしらせないようにしておく、そ

して第一の天性の残酷さや魅惑をまぬかれている」という言葉に言及しながら、

ベケットは次のように書いている。

それゆえ第一の天性は・・・自己保存という単に動物の本能にすぎない

ものよりも、もっと深い本能に呼応するものであって、放棄されている

このような期間中、むき出しにされている。そしてその残酷さや魅惑は、

実在の残酷さや魅惑なのだ。「実在の魅惑」ぐEnchantmentsofre址tyりと

は、逆説的な趣きがある。だが、特殊なものそして独特なもの、そして

一家の単なる一員ではないものとして、対象（the object）が感知される
とき、それがいかなる一般概念からも独立して現われ、さも当たり前の

原因とはみられずに無知の光に照らされると孤立してしかも不可解な姿

をとって現われるとき、そのときこそ、そのときだけに、対象は魅惑の

源泉となれるだろう。不運なことに、習慣はこうした形式の知覚を拒否

してきた。習慣の活動は、予見（preconception） 概念作用の責のなか

に対象の本質－－一哉念（theIdea）－を隠すまさにそのことにあるのだ。

・・・習慣の奴隷となっている者は、自分の知的な偏見のあれかこれか

に呼応できない対象や、労力節約の原則に基づいて習慣が組織した一連

の綜合の命題に抵抗する対象に対しては、そっぽを向いてしまう。12

＜もの＞は、いかなる一般概念からも独立し、孤立して現れ、不可解な姿を

呈する。このような＜もの＞のリアリティ、「実在の魅惑」を知覚することを

習慣は拒否してきたとベケットは考える。

そして彼は、習慣の死、習慣の停止においてあらわになるリアリティである

＜もの＞を時間との関係でとらえようとする。13 ＜もの＞はここで、時間外の

ものを内にもっていることが示される。ベケットは『失われた時を求めて』の

語り手の愛の対象としてのアルベルチーヌに注目しているが、彼女は「実態の

ないリアリティ（immaterialreality）」を象徴していることを強調する。彼女に

はリアリティがないのであり、その「彼女の無のなかに、活発な神秘めいた目

には見えない流れ」がある。彼女は「観念」であり、「神秘」であり、「時間の

12

同書、20－21乱（pp．11－u）

tコ

ベケットは「記せと習甘は、時間という癌につきものである」と述べている。同書、14貢。

（p．7）
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女神」なのだ。ベケットは次のように書いている。「この時間の次元のなかに

ひき延ばされると、どんな客体も、所有には耐えられない、所有ということで

全的な所有を意味するならば、客体と主体との完壁な同一化によってのみただ

達成されるはずのものなのだ。」14ァルベルチーヌは、時間のなかに包まれてい

ながら、同時に内部に時間外のものを、「抽象的、観念的で、絶対的不浸透性（an

abstract，idealandabsoluteimpemeability）」のようなものを秘めている。彼女

はひとりの女性というよりは、「活発な神秘めいた目には見えない流れ」、「一

連の出来事」として「空間と時間にちらばっている存在」である。「空間と時

間にちらばっている存在は、もはや女性ではなくて、一連の出来事であって、

その出来事にわれわれはなんの光も投げかけることはできない」と、ベケット

はプルーストを引用しながら書いている。15

ここで重要なのは、＜もの＞が二重性（duplication）として経験されるとい

うことである。ベケットはプルーストの作品において、「観念的なものと現実

的なもの、想像と直接理解、象徴と実体とのあいだに協同作用（pa止icipation）」

がうまれ、そうした協同作用がおきると、「本質的なリアリティ（the essential

reality）」が解放されるという。このような二重の状態（duplication）において、

経験が、「想像的であると同時に経験的であり、喚起であると同時に直覚であ

り、単にアクチュアルでなくリアルであり、単に抽象的でなく観念的であり、

観念的に現実的なもの（theidealreal）、本質的なもの（theessential）、時間外の

もの（theex吐atemporal）」となるという。16

このように、＜もの＞の二重性が指摘されている。観念的でありながら、現

実的な＜もの＞。時間外（extratemporal）でありながら、現実的（real）である

＜もの＞。17言いかえると、ベケットは、「時間外のもの」が時間のなかに包み

込まれている、「非物質的なもの」が物質のなかに閉じ込められているという

二重性をプルーストの世界にあらわれる＜もの＞に見いだしている。

先にも触れたが、この二重性はオートシンボリズムとつながっている。ベケ

ットは、プルーストにとって、客体はいきいきとした象徴であるだろうが、そ

l一

同書、65貢。（p．41）

15

同書、餌貢。（pp．41－42）

16

同書、87－89貢。（pp．55－56）

17

このような説明をした後で、ベケットはプルーストにおいては、 時間が回復されているので

なく、抹殺されているのであり、『見出された時』（血乃，ゆ月g加以〃g）というのはプルースト的

な解決を表すものとしては適切でないというコメントを残している。同書、89貢。（p．56）
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れは、己れ自身の象徴である、そして、ボードレールのシンボリズムは、プル

ーストではオートシンボリズムになった、と書いている。18っまり、象徴が、

何か別のものの象徴ではなく、己れ自身の象徴であるということである。これ

は、前述の＜もの＞の二重性に結びついている。

さらに、＜もの＞とは「発見され、覆いを除けられ、発掘され」るものであ

ることが示唆される。創造されたものでも選択されたものでもない。＜もの＞

は「芸術家の内部に予め存在している芸術家の本性にある法則」なのである。19

そして、＜もの＞が発見されるものであるということは、＜もの＞が測り知

れない深淵に貯えられた「われわれ自身の真髄」であることとつながっている。

プルースト的世界は、「無意志的記憶」（involuntむγmemOIγ）、すなわち、「わ

れわれの極端な不注意」が登録してきた印象が貯えられてきた深淵にひそむ「わ

れわれ自身の真髄」を発見し、発掘する。ベケットは次のように書いている。

われわれに記憶できるものはただ、われわれの極端な不注意（our

extremeinattention）が登録してきたものだけ、あの遠く距たった手の届

かない、われわれの実在の土牢（inaccessibledungeonofourbeing）に貯

えられてきたものだけなのだ。土牢を開く鍵を習慣は持ち合わせていな

いし、持つ必要もないのだ。・・・だがここの、「われわれの水深測定器

に禁じられた深淵」（■gou虻einter血tanos sondesりには、われわれ自身

の真髄（the essence
ofourselves）が、われわれの多くの自我の最上のも

のや、単純主義者が世界と呼ぶ、自我が具象化されたものが貯えられてい

るのだ。・・・この深い源泉からプルーストは彼の世界を引き揚げた。20

要するに、ベケットがプルーストの作品世界に見いだす＜もの＞についての彼

の見方で大事なのは、＜もの＞は具象ではあるが、「非物質的」なものを内包

していること、また時間のなかにあるが、「時間外のもの」を秘めているとい

うことである。＜もの＞を＜もの＞たらしめているのが、物質のなかに、ある

l廿
同書、95貢。（p．60）

’り

「プルースト的世界における本能的知覚一直観－の優位」についてベケットは次のよう

に書いている。「プルースト的観点からすると、習廿に損なわれないときは、本能もまた反射で

あり、観念的に遠くにあり、間接的な連鎖反射でもあるからだ。・・・芸術作品を、創造された

ものでも選択されたものでもなくて、発見され、宥いを除けられ、発掘され、芸術家の内部に予

め存在している、芸術家の本性にある法則と見ている。ただひとつのリアリティを提供するもの

は、霊感を受けた知覚（主体と客体の同一化）が巡る象形文字である。」同書、100－101貫。

（pp．63一朗）

牙l同書、31－32貢。（pp．18－19）
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いは時間のなかに閉じ込められている神秘、原型、観念、物自体（仇eModel，the

Idea，仙eThinginitse18であるということである。

では、10年以上後に書かれた「ヴァン・ヴェルデ兄弟の絵画

界とズボン

または世

」では＜もの＞はどのように理解されているのだろうか。「ヴ

アン・ヴェルデ兄弟の絵画 または世界とズボンー」で強調されているの

は、＜もの＞がレアリストが描く＜もの＞ではなく、見える世界から退いた

＜もの＞であるということである。「あちらこちらで、いわゆる目に見える世

界から物体（1－objet）が身をひくときがおそらくきていたのだ。」とベケットは書

いている。21

ここで、ベケットは兄のアブラハム・ヴァン・ヴェルデ、弟のゲラルドゥス・

ヴァン・ヴェルデの絵画について語る。そして、二人とも＜もの＞を描くのだ

が、それぞれの描く＜もの＞には明らかな相違があり、二人の作品を混同して

はならないと述べる。それらは「二つのもの、二つの系列」で、その二つの系

列は隔たりの幅をますますひろげており、これからもどんどんとその幅はひろ

がるだろう、と考える。しかし同時に、ベケットは、その二つの＜もの＞の関

係をおさえることの重要性を強調する。彼らは互いに似ており、「寝そべった

り腰かけたり、電車やバスで運ばれる人間がこれだけ多いなかで、同じ地平線

を目ざして歩く二人の男のよう」なのだという。22

後に、ベケットは二人の兄弟は、＜変化をいかに表現するか＞という造形美

術につきまとうジレンマにおいて合流するという。「彼らは二人とも、それぞ

れのやり方で、間接的手段を拒否したのだ。」二人とも、変化を表現する手段

がないという状況のなかで、それぞれの手段を見いだそうとした。例えば、ベ

ケットはAヴァン・ヴェルデの手段について、「検鏡」（speculum）のような特

性をもっていると言っている。（これは、例えば『見ちがい言いちがい』にで

てくる「眼」を思い出させる。）

二人とも＜変化をいかに表現するか＞という点で合流したといわれている

が、ベケットは、一方は「変化を被るもの、変化させられたもの」を描き、も

う一方は「変化を加えるもの、変化させるもの」を描くという。

もう少し詳しくみてみると、Aヴァン・ヴェルデの描く＜もの＞は次のよう

2】前出「ヴァン・ヴェルデ兄弟の絵画－または世界とズボンー」Fジョイス論／プルースト

論－ベケット詩・評論集－J、208貢。（p．は6）

乃

同書、205貢。（p．u4）
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に記述されている。

Aヴァン・ヴェルデの絵画はしたがってなによりもまず宙づりになった

もの（1achoseensuspens）の絵なのだ、死んだもの（1achosemo止e）－

－もしその言葉があれほど遺憾きわまりない連想をともなうものでなか

ったら理想的に死んだものといいたいところだが一の絵なのだ。言い

かえれば、人がそこに見てとるものは、ただ宙づりになったものとして

表現されているばかりではなく、まさしく厳密にあるがままに、現実に

凝固した形で表現されているのだ。それは物だけ、しかもそれを見たい

という欲求、見ることへの欲求によって孤立化された物それ自体（1a

choseseule，isoleeparlebesoindelavoir，parlebesoindevoir）なのだ。

空虚のなかで動かないもの、それこそが目にみえるもの、純粋な物体

（1■objetpur）なのだ、やっと。わたしには、他にそれがあろうとは思え

ない。23

＜もの＞は「宙づりになったもの」、「理想的に死んだもの」、「空虚のなかで動

かないもの」、「それを見たいという欲求、見ることへの欲求によって孤立化さ

れた物それ自体」と言われ、「純粋な物体」とも言われる。また、ここで問題

なのは、「内面の視野において視像をとらえること」であると言われる。＜も

の＞が発見されるのは、Aヴァン・ヴェルデにとっては、内部の空間なのであ

る。

また＜もの＞と時間との関係をみてみると、＜もの＞は時間がまどろむとこ

ろに見いだされる。

ときおり、時間がまどろむ（1e temps s－assoupit）のはそこだ、ちょうど

計算機の歯車が、最後の電球が消えたときにまどろむように。人がやっ

と暗闇のなかで見はじめるのもそこでなのだ。もはやどんな暁も恐れな

い暗闇の中で。からっぼの空の、定着した大地の暁であり、正午であり、

夕方であり、夜である暗闇のなかで。精神を照らす暗闇のなかで。

画家が落ち着いてウインクできるのはそこなのだ。2▲

「時間がまどろむ」（1e temps
s■assoupit）ところに＜もの＞が現れる。その時

間がまどろむ（あるいは、活力を失う、和らぐ）次元で、暁、正午、夕方、夜

がすべて一致する。いわば「時間外」の時であり、その時とは「暗闇」である。

盟

同書、208－209貢。（p．は6）

24
同書、209貢。（p．u6）
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弟のGヴァン・ヴェルデの描く＜もの＞はどのような特徴があるのか。ベケ

ットが強調するのは、彼はオブジェというよりはプロセスを描くということだ。

弟がとりくんでいるのは、ものだけではなく それを単なる滅亡の見

本としていたものとの肪索を断ち切ったもの、というよりはそれ自体と

の肪索を断ち切ってしまっており、それを離礁させるにはまさにあの技

量と倦怠の混同物を必要とする、そういうものではなく、それよりはる

かに複雑なオブジェだからである。実をいえば、オブジェというよりは

プロセスなのだ。そのために彼が、幻覚ないし陶酔のもつ堅固さを身に

つけるにいたったはど強烈に感じとられたプロセスなのだ。25

さらに、「外界の事物の根底にある不可視性を押しつめっていって、その不可

視性それ自体を物化する、たんなる限界の意識ではなく、目にも見え、人にも

見せることもできるものにする」と付け加える。Gヴァン・ヴェルデにとって

の＜もの＞は、「あの滑るような面、うちふるえる輪郭、霧のなかから切り出

したかのような肉体、なにかはんのちょっとしたものによっても破られそうな、

みずからを破るかのような、それでいて見つめるにつれて回復する均衡」であ

る。また、「ここではすべてが動き、泳ぎ、逃げ、戻り、崩れ、ふたたび形作

られる。すべてがやむことなくやむ。まるで分子が反乱を起こし、風解する千

分の一秒前の石の内部のようだ」とも形容される。26

このように、同じ地平線をめざしてはいるが、明らかに異なる＜もの＞を描

く二人の画家についてベケットは語る。Aヴァン・ヴェルデがひろがり

（1▼etendue）を描く一方で、Gヴァン・ヴェルデは継起（1asuccession）を描く。A

ヴァン・ヴェルデはひろがりを「観念化し、内的な意味に転化する」傾向をも

ち、Gヴァン・ヴェルデは、外界に、「光の中の事物の混沌と時間に」目をむ

ける。というのは、Gヴァン・ヴェルデにとって、時間とは何かを知ることは、

あるいは人間を表現することは、「時間の戦傑にゆすぶられるマクロコスモス

を示すことによって」のみ可能になることであるからだ。

「ヴァン・ヴェルデ兄弟の絵画 または世界とズボン

ケットはヴァン・ヴェルデ兄弟のことについて語っているが、

」において、ペ

ブルースト論の

場合と同じく、ここで彼は他の芸術家の作品について論じながら、完全に同じ

ではないが、彼自身の作品にも通じることを述べているといえる。ベケットの

25

同書、215－216貢。（p．130）
26

同書、212貢。（p．128）
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作品では、まるで織物の縦糸と横糸が織り合わさるような感じで、ヴァン・ヴ

ェルデ兄弟が描く二つの＜もの＞の系列が織り合わさり、均衡を保ちながら、

作品ができていると考えることができるだろう。

ベケットの作品が描く＜もの＞は近代社会における対象化とともにある線的

な時間性を逸脱するものであるが、＜もの＞と時間の関係を理解するための一

つの手がかりとして、ベケットの作品にでてくる＜女＞の存在について考えて

みたい。というのは、特に中期以降の作品に現れる＜女＞は時間と時間の外部

との関係を体現する存在として現れるからである。27

メアリー・プライデンは『サミュエル・ベケットの散文と演劇における女性

彼女自身の他者』のなかで、ベケットにおける女性像の変遷を、初期から

晩年までの作品の精細な研究を通して考察している。初期の小説作品では、外

界から隔離された孤独な、純粋な空間に、侵入してくる肉体、「単純に肉体的

であり、種族の一貫性を当然の前提とする補食性」をもつ身体としての女性が

描かれており、女嫌い的な側面がうかがえるが、「劇作品が書かれるようにな

つてはじめて、女性はみずからの分子性の証拠をだすようになる。」とプライ

デンは指摘する。そして、後期の作品では、初期の小説作品においてゆるぎな

い前提であった男女の二項対立的な本質主義のモデル、あるいはそれに基づく

ジェンダーの指示物が「脱領土化」の地点に達すると言う。男女の二項対立的

なモデルはしだいに崩壌し、逆境における性的な相互性、あるいは（措定され

た性的差異への）「無関心」がそれにとって代わる。後期作品に登場する人物

たちは、男女とも、明らかに人間的ではあるが、ジェンダー・アイデンティテ

ィの完全さを剥奪されている。後期の作品においては、男性中心主義（ファロ

ス中心主義）も、あるいはそれに相当する女性中心主義も不在であるとプライ

デンは述べている。28また、この著書はベケットの作品における女性を、ドゥ

訂

ベケットの作品における男の登場人物の存在も、時間と時間の外部の関係を表現しているが、

本稿では、＜女＞に焦点をあてて考察をすすめる。また、ベケットの作品における＜女＞を理解

するには、視覚の問題の検討が必要であることを指摘しておきたい（例、『見ちがい言いちが

い』）。実際、ベケットの多くの作品において、時間の問題と視覚の問題は、密接につながってお

り、＜女＞の存在もこのつながりを通して理解されるべきであろう。
朋

Ma叩B町den，恥，W〝わ‡血桝〟g′血c点g肋伽ざgα血伽〝∽ご月とrO紺乃0伽r，bndon：Macmillan
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ルーズの「生成変化」、エレーヌ・シクスーの「エクリチュール・フェミニン」

の概念に結びつけながら論じている。29

プライデンのベケットにおける女性像の変遷に関する考察を参考にしなが

ら、ここでは、中期の演劇作品『幸せな日々』（1961）、後期の演劇作品『ロ

ッカバイ』（1981）、『あしおと』（1976）について、男女の二項対立において

本質主義的にとらえられる女ではなく、それをすりぬける＜女＞（アイデンテ

ィティの消滅、ジェンダーの決定不能性にもとづく＜女＞）がどのように表さ

れているのか簡単に考察してみたい。

時間との関係という観点からみると、『幸せな日々』では、舞台上にあらわ

れる土に埋もれていくウイニーの姿は、物質としての時間に埋もれ、閉じこめ

られた＜女＞を表していると考えられる。ウイニーに表される＜女＞は、後期

作品にみられる措定された性的差異の消滅をまだ示してはいないが、分子的運

動の状態にある。彼女は「動けないの、だめ、なにか起こらなきゃ、この世界

に、なにか変化がおこらなきゃ、わたし動けない」といいながら、閉じ込めら

れている状態にあることをからだで感じるが、それは時間の外に触れているか

らこそそのように感じるのではないだろうか。ウイニーは自分が上に「吸い上

げられる」「強く引っばられる」感じをもつ。土に押さえられていないと地球

から離され、とばされてしまうと感じる。ここに「地球の重力」（土、地面、

物質と不可分である重力の世界）と「上に吸い上げる力」（無重力の世界）と

の共存がある。ウイニーはウイリーに言う。

地球の重力。前とおんなじかしら、ウイリー、違うような気がするけど。

（間）はら・・・こんなふうに－（しぐさをする） 押さえつけら

れてなかったら、からだがぽいと青空へ浮かび上がっちゃいそうな、そ

んな感じがますますしてくる。（間）そしていつかそのうちに地球が相

負けしてわたしを放してしまう。うんと強く引っ張られて、まわりの地

面がばりばりとひび割れて、わたしは出ていける、そんな日が来そうな

感じ。（間）そんな感じ、なんだか吸い上げられそうな感じって、ウイ

リー、したことない？（間）じっとつかまってなきゃならないというよ

うなこと、ときどきない、ウィリー？ （間。彼の方を少し振り返る）

什ess，1993，pp．63，192－193，195．第二章が日本語に翻訳されている。「ベケット／ドゥルーズ／

ガタリー過程にあるジェンダー」田尻芳樹訳、『ユリイカ』1996年2月号、79－89貢。

訝Ibid・，pp・58－69，179－194・
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ウイリー。30

「地球の重力」がウイニーを地球につないでいるのだが、それは、彼女が、日

々繰返しおこなう習慣的なこと、袋のなかのものを出したり入れたりすること、

ウイリーに話しかけること、歌うこと、祈ることなどと切り離せない。ここで

の習慣の反復は、時間の物質性とつながっている。彼女を地球につないでいる

のは時間の物質性であるということができるだろう（ここで、時間の物質性は、

土まんじゅう、そして、自分のからだの一部である袋のなかのものとともに繰

り返す習慣として表現されていると考えることができる。）また、『プルースト』

の冒頭でベケットが時間について書いていることが思い起こされる。ベケット

は「時間」を「永罰と救済というあの双頭の怪物」（thatdouble－headedmonsterof

damnationandsalvation－Time）と書いている。ウイニーは「時間の囚人」であ

り、時間に閉じ込められている彼女の姿は、時間が彼女にとって「永罰」であ

ると同時に「救済」であることを表すと言えるだろう。31

『ロッカバイ』では、揺り椅子に座って揺られ続ける＜女＞、自己のアイデ

ンティティを奪われている＜女＞が現れる。32 第4パートでは、女は母の揺り

椅子にすわり、双方が互いに浸透しあうような母娘関係にもどっていく。舞台

の上に現れる＜もの＞は揺り椅子であり、それは、「あの二本の腕にやっと」

（those ms atlast） という表現が示すように「抱擁する腕」である。同時

に、それは、宙づりにされた＜もの＞、揺れている＜もの＞である。＜女＞の

座った揺り椅子は、彼女と自分に似たもうひとりの女のあいだで、彼女と彼女

自身の他者とのあいだで、彼女と彼女の母とのあいだで揺れ動くのだが、この

ような揺れ（あるいは二重化の運動）自体が＜もの＞として現れる。またこの

演劇作品で聞こえてくるテープの＜声＞は、揺り椅子の揺れと一体になってお

訂J前出rしあわせな日々／芝居』、29－30貢。（pp．㍊－34）

ユ】先に＜もの＞がオートシンボリズム自体として存在するということを言ったが、・r幸せな日

々』で、重いかたまりをなす土まんじゅうの形であらわれる＜もの＞が己れ自身のシンボルであ

るとしたら、それは、時間と時間の外とのあいだで引き裂かれている、その結びつきの不在その

ものを生きている＜人間＞、あるいはその結びつきの厳然たる不在自体のシンボルなのではない

だろうか。時間と時間の外のあいだに全く結びつきがないことを、あるいはそのずれ自体を経験

する＜意識＞ならざる＜意識＞、あるいは＜目＞ならざる＜目＞がなければ、土、物質のなかに

埋もれるという監禁状態（impdsonment）が、見る者にショックを与える力をもつ＜もの＞として

舞台上で表現されることはないであろう。

詑
サミュエル・ベケット rロッカバイJ高橋康也訳、『しあわせな日々／芝居J（白水社、

1991）に所収、119－139貢。（飴muelBeckett，（わ肋dぞd助¢地r几耶．NewYo此：GrovePress，1984，

pp．271－282）
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り、これもまるで「抱擁する腕」のようであり、声の身体化がおこっている。

ここで＜女＞の身体が体現している時間は、死の手前の時間、同時に（母の揺

り椅子／子宮に不動の状態ですわるということを考えると）誕生の手前の時間

であるということができるだろう。

『あしおと』では、うすぐらい舞台にぼんやりと浮かび上がる細い板の上を

灰色の長衣をまとった＜女＞Mが規則正しい足音をたてながら往復するとい

う運動が反復される。注目すべきなのは、彼女の動きが直線運動と、回転運動

との組み合わせからなっていることで、英語では、■－Onetwothreefbur丘vesix

sevenwheelonetwothreebur丘vesixsevenwheel‖というⅤの声とともに反

復される。時間との関係を考えると、このwheelの回転（旋回）運動の部分が

線的な時間を中断する円環的な時間につながっていると理解することができ

る。重要な台詞として、次のような台詞がある。

Ⅴ （二度目の往路で）やめられないのかい？ （二度目の復路で）や

められないのかい？・・・そればかり考えるのを。

（M、Lで止まり正面を向く。）

M それ？

Ⅴ そればかり。（間。）かわいそうな頭のなかで。（間。）そればかり。

（間。）そればかり。

Ⅴ：Willyouneverhavedone7 肋〟5β．］willyouneverhavedone．‥

revolvinglta11？

M：［助肪曙．］It？

Ⅴ：Itall．［ね〟ざg．］Inyourpoormind．［f匂〟ぶβ．］Itall．［托鵬g．］Itall．33

－－revolvingit dl‥という英語の表現は、Mがitのことばかりずっと考えている

という意味をもつと同時に、itを回転させつづける、そしてそれが彼女自身の

㍊フランス語版では次のようになっている。

Ⅴ．一 b〝βC血加ね砧桝β吻〟r）．N■au皿S－tujamais血i？仏〃βC血甘〟〃か砧桝gJ〝脚Jβ〟r．）

Ⅳau皿S一山Jamaisfi山deressassertout甲7

M．5■f桝仰紺由β並々αdG．

M一甲7

V－Tout甲．（【加叫5．）Dansb押uVretete．（肋加タざ．）Tout甲．（【加肋ゆざ．）

Tout甲．

サミュエル・ベケットrあしおと』長島確訳、『るしおるj伯、2001年5月、53貢。（SamuelBeckett，

α払おd助〝おr物5，p．240；蝕5血i滋甘〟α加β叩〟由5β5，PaIjs：Minuit．1978，p．10）
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ターンの動きにな〔るという意味をもつ。Mはitにあやつられている。彼女の  

身体運動を通してitが話しているとも考えられる。Mがのちに語るMの物語  

のなかで、教会の廊下を亡霊のように歩き続ける＜女＞がでてくるが、この＜  

女＞も同様に、キリストの腕を左右に、直線運動と回転運動の組み合わさった  

運動を行いながら、行ったり来たりする。   

もうひとつ注目すべき点は、M とⅤ、母と娘の関係についてであるが、M  

の回転運動（revolving movement）は無活動状態にあるⅤ（母）には見えるし、  

聞こえるということだ。逆にいうと、活動状態にある耳や目には知覚しがたい  

のではないか。他のベケットの作品でも、無活動状態にある聞き手や観察者が  

あらわれるが、このような人物は「ヴァン・ヴェルデ兄弟の絵画」でみた「時  

間がまどろむ」次元を体現しているとも考えられる。   

『あしおと』で描かれている＜もの＞とは、＜女＞Mの歩み自体、直線運  

動と回転運動が組み合わさった運動自体であるだろう。Ⅴの語りのなかに次の  

ような箇所がある。  

やがてある夜、まだちっちゃかった彼女は母を呼んで言った、おかあさ  

ん、これだけではだめなの。母：だめ？ メイ一子供の洗礼名－メ  

イ：だめ。母：どういうこと、メイ、だめって、いったいどういうこと、  

メイ、だめって？ メイ：だって、おかあさん、あしおとが聞こえなき  

や、どんなにかすかな音でもいいから。母：動きだけではだめ？ メイ：  

だめ、おかあさん、動きだけではだめなの。あしおとが聞こえなきゃ、  

どんなにかすかな音でもいいから。（May：No，Mother，themotionaloneis  

notenough，Imustheartheftet，however血inttheyねIl．）34  

ここでメイは動きだけではなく、どんなにかすかな音でもいいから足音を聞か  

なければならないと言う。足音が実際に聞こえることの重要性をここで押さえ  

ておかなければならないが、足音を聞くことは、＜もの＞の音を聞くことでも  

ある。＜もの＞はこの作品で視覚的だけではなく、聴覚的に知覚されるべきも  

のとして表されている。そして、この＜もの＞の音は知覚しがたい音であるこ  

とがほのめかされている。   

くもの＞が時間と時間の外との繋ぎ（「＜結びつき＞の厳然たる不在」にお  

ける結びつき）であるとしたら、＜女＞Mの歩みは、線的な時間と円環的な  

時間をつなぐ運動である（ここでの線的運動と円環運動、線的な時間と円環的  

こ’1同書、54貢。（p．241；p．12）   
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な時間を二項対立的にとらえることはできないだろう）。また、それはキリス

トの腕のうえで行われる左右に行ったり来たりする往復運動である。Mの回

転運動のあらわす円環的な時間は、地球上の時間というよりは天体の時間、宇

宙の時間の一部であるかのようだ。実際、英語のrevolveという語は、天体が

公転する、運行するという意味をもつ。35『見ちがい言いちがい』のなかにで

てくる「彼女」とよばれる＜女＞の動きも、天体の動きに形容されていること

が思い起こされる。

ベケットの作品では、『名づけえぬもの』にしても、『いざ最悪の方へ』に

しても、英語の作品におけるonの繰り返しが、歩み続けること、話し続ける

こと、書き続けること、生き続けることと重なり、作品そのものを支える重要

な要素となっている。しかし同時に彼の作品における 0庁へと導く力の重要性

も忘れてはならない。

onと0ぽという観点から、＜もの＞と＜女＞について考えると、＜もの＞と

＜女＞はをonと0庁の＜あいだ＞のon の状態にあるものと理解することがで

きるだろう。完全に0任 の状態に達する可能性を奪われた状態ともいえる。ベ

ケットは、支障なく活動がおこなわれているonの状態と、0庁（死、狂気、終

わり、時間の外）の状態との＜あいだ＞で、かろうじて人間をon の状態につ

ないでいる「人間の条件」を多くの作品で描いている。言いかえると、Onと0打

との「＜結びつき＞の厳然たる不在」における結びつきとしてのon の状態を

描いている。

『幸せな日々』では、＜もの＞として描かれる＜女＞ウイニーの身体は、0庁

の力（物理的に地球から自分を離してしまう力、そして、一日一日繰返される

3占

クリステヴァは、「女の時間」において、二つの時間性の様態、「線的で迅速な歴史の時間」

（企てと歴史の時間）と「もう一つ別の歴史の時間」（周期的あるいは巨大な時間、反復性と永

遠性にもとづく時間、女の主観性にもとづく時間）について述べている。ヨーロッパのフェミニ

ズムの歴史をふりかえりながら、第一世代（線的、歴史的時間性への参入の態度）と、第二世代

（還元できない差異の名においてされる経験にたいし、歴史的時間がおしつけてくる制限への全

面的な拒否の態度）の存在を指摘し、第三世代の可能性を想定する。それは、先行の二世代の活

動の経験を引き受けながらも、距離をとりながら創造していくという態度である。ジュリア・ク

リステヴァ「女の時間」棚沢直子、天野千穂子訳、『女の時間』（勤葦書房、1991）、115－152貢。

quliaKdsteva，－－ktempsdesfbmmesノー3〟44（力ゐ由作滋柁C血β和んg滋£r皿，1979hiver）
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時間から自分を時間の外へと離してしまう力）を感じながら、かろうじて、On

の状態につながれている。何かを繰り返しし続けるというonの状態がon the

ea爪hのonの状態を可能にしている。

『ロッカバイ』では、第四パートに、inthe endcame／offherheadという

箇所があるが、ここのoffは「気がふれる」ということを表す。最後のrockher

o町rockhero庁（「ゆらりゆらりこのひとを眠らせてあげて」）のエコー、繰り

返しは、死へ導く0ぽ の力をあらわしているが、これらの言葉とともに揺れる

揺り椅子の動きは、彼女をその生から外してしまう力をもつ。しかし、ここで

揺り椅子に揺られ続け、0打の力に身をまかす＜女＞（＜もの＞）は、完全に

死、狂気の簡域に達してしまうというよりは、むしろ、その手前のonでも0庁

でもないonの状態にとどまりつづけている。このように、＜もの＞と＜女＞

は、時間と時間の外との継ぎ目として現れる。その継ぎ目として時間の内に存

在するのである。36

ベケットは、直接的に世界を動かす力がどういうものであるかを示している

わけではない。しかし、近代社会のもつ対象化作用の暴力から、知覚しがたい

かすかな＜もの＞の震えを守っている。そのことが、どういう意味をもつのか、

世界にどのようにはたらきかけるのかは定かではないが、彼の作品のなかで対

象化の力から逃れる＜もの＞、＜女＞を時間と時間の外との繋ぎとして、「結

びつきの厳然たる不在」における結びつきとして、発見し、描いたことにはな

んらかの意義があるのではないだろうか。このように考えられる＜もの＞は、

単に守られるべき対象としてのものではなく、「いままでみたこともない平面」

がそこから現われ出る出発点であると考えることができるのではないだろう

か。

『見ちがい言いちがい』にでてくる震える＜もの＞のイメージにボタン鈎の

淋

このような意味での継ぎ目（継ぎ目の不在における継ぎ目）は、触媒として存在する可能性

をもつ。例えば、『ゴドーを待ちながら』にでてくる具体的な＜もの＞のひとつにラッキーの帽

子がある。ラッキーは、ヴラジーミルが頭に帽子をのせてあげると、論理を逸脱した、支離滅裂

に聞こえることばを速いスピードで吐き続けるこわれた機械のようになり、とまらなくなってし

まう。しかし、ヴラジーミルが帽子をひったくると、黙って倒れる。ラッキーの帽子は、触媒と

しての＜もの＞の可能性を示していると言えるだろう。
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イメージがある。「彼女」とよばれる＜女＞の小屋のなかでたえず震えている

釘にかかったボタン鈎のイメージであるが、これは、「彼女」自身のイメージ

とも重なる。

靴下にとりかかる前に、長靴のボタンをかけそこねる。涙は澗れて、よ

くあることだが、ボタン鈎は、実際より大きくみえる。くすんだ銀の魚

の形が、鈎で釘にかかっている。ボタン鈎は、たえずほんの少し震えて

いる。まるで、大地がここでたえず震えているみたいに。ほんの少し。：－7

ボタン鈎は魚の形をしているが、プライデンも指摘しているように、魚は釘で

十字架にかけられたキリストの象徴である。38マタイの福音書には、イエスが

息をひきとった際に、「地が揺れ動き、岩が裂けた。また、墓が開いて、眠っ

ていた多くの聖徒たちのからだが生き返った」（27：51－52）とある。

この震える＜もの＞のイメージは、この作品で繰り返されるが、ボタン鈎の

イメージは、後に鍵のイメージに変化して再びあらわれる。震える＜もの＞で

あるこの鍵がもし何かを開く鍵であるとすれば、それは新たな平面を開く古い

鍵であるのかもしれない。

再び彼女を見る望みがもう消えかけたとき、彼女はあらわれる。一見ほ

とんど変わっていない。夕方である。いつも夕方だろう。夜でなければ。

彼女は野末にあらわれ、野原を横切り始める。ゆっくりと、まるで無重

力のように漂う歩みで。突然とまり、また稲妻のような出発。この調子

では、たどりつく前に日が暮れるだろう。しかし時間は必要なだけとま

ってしまう。彼女の歩みにあわせて。だから、

暮れ。あたりに少し蝋燭が灯るくらいのこと。

び、自分の長い黒い影を昇る月の方へ投げる。

大きな鍵を手にさげてドアの前にやってくる。

歩む間じゅう、ずっと夕

何とか南にむけて体を運

彼女とその影は、やっと

すると夜。夕方でなけれ

ば夜である。彼女は東にむいてうなだれた姿をさらす。髪にかかった白

い皐。使い古してつやの出た古い鍵だけが、指にぶらさがって揺れる。

鍵はかすかに揺れ、月明かりにかすかに光る。39

37

サミュエル・ベケット『見ちがい言いちがい』宇野邦一訳（書津山田、1991）、22貢。（Samuel

Beckett，刀J滋β乃〟5α〟，NewYork：GrovePress，1981，p．18；肋Jγ〟桝βJdれPads：Minuit，19飢，

pp．21－22）
38

前出恥〝桝i乃滋桝WJβgdβ肋伽sgα乃d加桝αニ月おγ0抑0肋どれp．154．

3’前出『見ちがい言いちがい』、30－32貢。（pp．24－25；pp．28－30）



＜もの＞と＜女＞ 一－ サミュエル・ベケット

＊引用させていただいた訳文は部分的に変更した場合がある。

23

（本稿は、2001年12月16日に早稲田大学で開催されたサミュエル・ベケッ

ト研究会にて口頭発表した原稿に一部加筆、修正を施したものである。）




