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ベケット作品における痛みと表象の問題  

対馬 美千子  

はじめに   

今、この瞭間も、世界中至るところで、見えるかたちであれ、見えないかたちであれ、  

自然の力によるものであれ、そうでないものであれ、さまざまな悲惨、暴力、傷、苦  

痛、恐怖が存在しており、私たちはテレビ、インターネット、新聞等のさまざまなメ  

ディアを通して、それらの現実に関わるイメージ、情報を受けとりながら日々を送っ  

ている。世界の表象はますますスペクタクル化し、私たちは、そのような私たちの感  

覚を麻痺させるような表象生産装置にいつのまにかとりこまれ、世界の現実に反応す  

る力さえ奪われていくようだ。このような現代社会の表象の状況において、ベケット  

の作品が読まれ、見られ、聞かれるということにはどのような意味があるのだろうか。  

ベケットの作品は私たちをどこに差し向けるのだろうか。   

この間いについて考えるためのヒントをジュデイス・バトラーの議論が与えてくれ  

る。バトラーは、『生のあやうさ』第五章において、九・一一以後の現代世界（とく  

にアメリカ合衆国）のメディア表象の状況に批判的に向き合い、おもにレヴイナスの  

「顔」の思想に基づいて、表象と倫理の問題について論じている。そのなかで彼女は、  

「苦しみの現実」を伝えるものは何かという問いに対する私たちの一般的な答えをく  

つがえすような考えを示す。  

Thedemandforatruerimage，formoreimages，forimagesthatconveythefu11  

horrorandrealityofthesufferinghasitsplaceandimportance‥．Butitwould  

beamistaketothinkthatweonlyneedtofindtherightandtrueimages，and  

thatacertainrealitywillthenbeconveyed．Therealityisnotconveyedbywhat  

isrepresentedwithintheimage，butthroughthechallengetorepresentationthat  

realitydelivers．  

より真実に近いイメージ、より多くのイメージ、苦しみの現実と恐怖を完全に伝  

えるようなイメージ、そうしたイメージを要求することには理由があるし大事な  

ことだ。（略）しかし私たちは正しい本当のイメージだけを見つけさえすればよく、  

そうすれば何らかの現実が伝達されると考えるのは誤りだろう。現実はイメージ  

のなかで表象されるものによっては伝達されない。それは現実が表象に対して突  

きつける挑戦をとおしてのみ伝えられるのだ。1   
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バトラーはこのように、「現実」、すなわち人間の苦しみや痛みの現実は、より真実に  

近いイメージを映し出すことにより伝達されるのではなく、「現実が表象に対して突  

きつける挑戦」を通してのみ伝達されると述べる。すなわち、表象される内容によっ  

てではなく、表象そのものへの挑戦によって「現実」は伝えられるということだ。こ  

こで、表象そのものへの挑戦とは、表象のヘゲモニーへの挑戦、現代の表象の状況へ  

の挑戦を意味している。   

バトラーは、この事で、現代の表象の状況を強く批判するが、その批判を行うため  

に、レヴイナスの「顔」と現在のメディア表象において生産される顔の区別を持ち出し、  

いかに後者が前者を押し隠すかについて述べる。レヴイナスの「顔」は、バトラーにとっ  

て、何よりも、死を前にした他者からの呼びかけである。それは「死を前にし、死を  

見通して死を暴きだすような他者」であり、「私に一人で死なせてくれるなと頼む」、  

すなわち、汝殺すなかれと命じる他者の顔である。2この「顔」は人間の面に限定され  

るのではなく、叫びや鳴咽と一体となった背中や首の伸び具合、肩の骨などの身体部  

分に見出される。こうした顔からでてくる言葉にならない苦しみを表す音は（他者の  

顔、他者によってなされる倫理的要求）は、「いまだ言語ではなく、 もはや言語では  

ないような苦痛の音声化であり、私たちが他者の生の脆さに目覚めるさいの何かであ  

り、同時に殺す誘惑とその禁止である」。3このようにレヴイナスの「顔」とは他者から  

の呼びかけであり、私たちはそれに応答することを求められる。この「顔」としてあ  

らわれる他者からの呼びかけが言説の条件であり、「私たちは他者から呼びかけられ  

ている条件のもとでのみ、言語を使うことができる」4 。このようにレヴイナスの「顔」  

について語る一方で、バトラーは、メディア表象において生産され人格化される顔に  

ついて考察する。例えば、オサマ・ビン・ラーデインの顔、ヤサ・アラファトの顔、  

サダム・フセインの顔。これらの顔は、それぞれテロの顔、虚偽の顔、現代の暴政の  

顔として、戦争遂行のために使われるイメージである。また、バトラーは、アメリカ  

軍がアフガニスタンへ介入した際の『ニューヨーク・タイムズ』の一面を飾ったブル  

カを脱ぎ捨てたアフガン少女たちの顔の写真をとりあげる。その写真では、アフガン  

少女たちがブルカを脱ぎ捨て顔を見せているが、その顔は解放を祝う歓喜の表現、そ  

してアメリカ軍への感謝のしるしとして生産される。彼女たちの顔は、「一瞬にして  

輸出されたアメリカの文化的進歩がもたらした成功のシンボル」として生産されるの  

である。5バトラーは、アメリカの勝利を表象し、将来におけるアメリカの軍事的勝  

利を喚起するこれらのイメージについて語ったのち、次のように述べる。「一番大事  

なことは、こうしたイメージがどんな苦痛や悲しみの情景を押し隠し非現実化してい  

るかを問うことではないか。まさにこれらのイメージが宙吊りにしてしまうのは、生  

のあやうさ（precariousnessoflife）ではないのか。」6このように述べ、顔を生産しつ  

づけ、戦争のスペクタクルを産出しつづける現代の表象の状況において、レヴイナス   
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の「顔」が示すような直接的な表象にはなりえない人間の苦しみや痛みの叫び、ある  

いは「生のあやうさ」が封じ込められ非現実化されていることを強く批判する。   

このような批判的文脈において、バトラーはその衰亡が人びとの話題にのぼる人文  

学の役割について次のように述べる。  

If thehumanitieshasafutureasculturalcriticism，andculturalcriticismhasa  

taskatthepresentmoment，itisnodoubttoreturnustothehumanwherewedo  

notexpecttofindit，inits血・ailtyandatthelimitsofitscapacitytomakesense．  

Wtwouldhavetointerrogatetheemergenceandvanishingofthehumanatthe  

limitsof whatwecanknow，Whatwecanhear，Whatwecansee，Whatwecan  

SenSe．  

人文学に文化批評としての未来があるとすれば、そして文化批評に現在なすべき  

ことがあるとすれば、それはおそらく私たちを人間的なものへと帰すこと、それ  

も私たちが見出すことを予期していないような場所で、その脆弱さが際立つ場に  

おいて、意味をなす能力の臨界点で、人間的なものとふたたび出会わせることだ。  

自分が知りうる、自分が聞きうる、自分が見ることのできる、自分が感じること  

のできる限界において、私たちは人間なものの出現と消滅を問わねばならないだ  

ろう。 
7  

バトラーによると、文化批評としての人文学の役割とは、私たちを表象の限界におい  

て－「私たちが知りうる、私たちが聞きうる、私たちが見ることのできる、私たちが  

感じることのできる限界において」－「人間的なもの」へと連れ戻すことである。こ  

こで重要なのは、レヴイナスの「顔」、「生のあやうさ」、人間の痛みや苦しみの叫び  

と不可分である「人間的なもの」とは、「表象されるもの（whatisrepresented）」や  

「表象できないもの（theunrepresentable）」として同定されるものではなく、「あら  

ゆる表象実践の成功を限界づけるもの」であるという点である。8いいかえると、「人  

間的なもの」は、断絶において間接的に確認されるものである。  

ForLevinas，．，thehumanisnotr坤resentedbytheface．Rather，thehuman  

isindirectlyaffirmedinthatverydisjunctionthatmakesrepresentation  

impossible，andthisdisjunctionisconveyedintheimpossiblerepresentation．Fbr  

representationtoconveythehuman，then，rePreSentationmustnotonlyfail，but  

itmustshou）itsfailure．Thereissomethingunrepresentablethatwenevertheless  

Seektorepresent，andthatparadoxmustberetainedintherepresentationweglVe．   
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（略）レヴイナスにとって、人間的なものは顔によって表象されない。むしろ人   
間的なものは、表象を不可能にしてしまう断絶そのもののなかで間接的に確認さ   

れるのであって、この断絶こそが不可能な表象のなかで伝えられる。つまり表象   

が人間的なものを伝達するには、表象が失敗するだけでなく、表象がその失敗を   

見せ為ことが必要なのだ。表象できないものがある、それにもかかわらず私たち   

はそれを表象しようとする。このパラドックスが私たちによって与えられる表象   

のなかに保持されなくてはならないのである。9   

このように、「人間的なもの」は、表象を不可能にしてしまう断絶や、表象の失敗に  

おいて、間接的に確認されるものであるとされる。そして、このような「人間的なも  

の」へと表象の限界において私たちを連れ戻すことこそが、文化批評としての人文学  

の役割であるとバトラーは考える。   

バトラーのいう人文学が果たすべき文化批評の役割に照らして、ベケットの作品に  

ついて考えてみることができるかもしれない。バトラーの主張からうかがえるのは、  

現代世界における様々な痛みの様相をもつ「現実」にむきあい、それを伝えるために  

は、現在の表象の状況、そして表象そのものの限界に赴かなければならないというこ  

とであり、そのことへと私たちを導くのが文化の力であるということであろう。バト  

ラーの議論は、ベケット作品の意義について考える上で、新たな視点を与えてくれる。  

もしベケット作品が現代社会に存在する意義があるとしたら、それは表象そのものの  

限界へと私たちを導き、そこで直接的な表象にはなりえない苦しみや痛みとしてあら  

われる「人間的なもの」に出会わせる力をもっているという点にあるのではないだろ  

うか。  

予備的考察－アガンベンのインフアンティア論   

では、ベケットの作品が、表象の限界において、私たちに出会わせる「人間的なも  

の」とはいったいどのようなものであろうか。ベケット作品の考察に入る前に、予備  

的考察として、アガンベンのインフアンティア論に見出される「人間的なもの」につ  

いて確認しておきたい。10  

『アウシュヴィッツの残りのもの』（1998）での証言論は、人間と非一人間の間の境  

域でなされるアウシュヴィッツの証言において、話す主体が、自分の話す言葉のなか  

に、話すことの不可能性をもちこみ、その不可能性に耐えながらも話すという人間的  

なものの限界の経験に私たちを導く。アガンベンは彼の証言についての考察において、  

証言が少なくとも二つの主体を巻き込んだプロセスだと考える。第一の主体は、アウ  

シュヴィッツに送られたが、生き残って証言する者、「話すことはできるが、自分の  

身にかかわることとしては語るべきものはなにももっていない」者であり、第二の主   
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体は、「ゴルゴンを見た」者、「回教徒」と呼ばれる実際に命を奪われた者、「語るべ  

きことをたくさんもっているが、話すことはできない」者である。一見したところ、  

人間、生き残った者（第一の主体）が、非一人間、「回教徒」（第二の主体）について  

証言していると見えるが、生き残った者は、回教徒のたあた（「代わりに」「代理とし  

て」）証言しており、回教徒こそが証言していることになる。この意味で、「人間は非一  

人間の受託者に他ならず、非一人間に声を貸し与える者である」ということになる。  

すなわち、「言葉をもたない者が話す者に話させているのであり、話す者はその自分  

の言葉そのもののなかに話すことの不可能性を持ち運んでくる」ということになる。  

ここでは、証言の所有主はおらず、「証言の主体は脱主体化にらいて証言する者であ  

去」。11   

アガンベンは、証言という「話すことの不可能性」に耐えながら話すという限界経  

験において、「純粋で超越論的な経験」である、ひとが話すということ、言語活動の  

主体になるということ、すなわち、人間的なものが生物学的生を生きる存在と言葉を  

話す存在に分裂しているという事実を検証する。というのは、後にも述べるように、  

アガンベンは、証言を可能にするのは、人間的なものの場所が生物学的生を生きる存  

在と言葉を話す存在に分裂していることだと考えるからである。   

では、ひとが言語活動の主体になるとはどのようなことであるかについてのアガン  

ベンの議論をみてみよう。アガンベンは彼が奇妙な生物と呼ぶ「幼児」について次の  

ように問うている。「かれが『わたし』と言い、話すようになるとき、かれのうちで、  

そしてかれにとって、なにが起こるだろうか。」ここで「幼児」とは、インフアンティ  

ア［言語活動をもたない状態］にある生物学的生を生きている存在である。アガンベ  

ンは、この「幼児」から言表の主体への移行において、疎外や喪失の経験が生じてい  

ることを示唆する。「幼児」が「わたし」と言い、話すようになるとき、生身の個体  

は、ディスクールにおける話し手としてのあらゆる実質とあらゆる内容を欠いた「わ  

たし」という純粋なシフターと一体化する。12すなわち、生物学的生を生きているか  

れの存在のうちに、「もろもろの生ともろもろの行為が帰属する統一的中心のような  

もの、もろもろの感覚ともろもろの心理状態のうずまく大洋の外にあって、それらの  

感覚と心理状態があたかも所有主に帰属するかのようにして統合的に帰属する不動の  

一点のようなもの」が生まれる。アガンベンは、バンヴェニストの言葉、「話し手が  

自分を主体［主辞］として言表するのは、わたしがそれの話し手を指している現にお  
こなわれているディスクールにおいてである。それゆえ、主体性の根拠が言語の行使  

にあるというのは、文字どおり真実なのである」（『一般言語学の諸問題』）を援用し  

ながら、このように人間は「わたし」、「いま」と言うことによってしか、すなわち「ディ  

スクールを世界のうちに挿入することをとおして言表の行為を実行することによって  

しか」、主体性、そして時間性を得ることができないことを強調する。13   



6  対馬  

しかし、このような言葉を発する行為において、言表の主体は、いっさいの指示的  

現実を奪われ、純粋で空虚な関係によって定義されるがままとなる。言表の主体にお  

いて静すのは個体ではなく言語ということが超きる。このように言表の主体は「語る  

ことの不可能性」に直面し、「内密の疎外」を経験する。14   

この疎外の経験と不可分であるのが、言表の主体へ移行することによって、生物学  

的生を生きている「幼児」が経験する喪失である。  

言表の行為において、「わたし」と言うことにおいて、自己自身のもとへとみず  

からを絶対的に現前させた生物学的な生を生きている存在は、自分の生きたもろ  

もろのことがらを底なしの過去へ追いやり、それらのことがらと直接的に一致す  

ることはもはやできない。純粋な現在におけるディスクールは、自分が感じたり  

生きたりしたもろもろのことがらを帰属の統一的中心に結びつけるまさにそのと  

きに、自己自身のもとへのそれらの現前を引き裂き、もう元にもどすことはでき  

ない。（略）リルケが動物のまなざしのうちに発見した開けひろげられたものへ  

の損なわれることのない密着を永遠に失い、いまや眼を内面へと転じて、言語活  

動の非一場所に向ける。このため、ディスクールのなかにあっての主体化、意識  

の発生は、しばしば心傷となってあらわれるのであり、これを人間はなんとかし  

て癒そうとするのである。15  

このように「幼児」は、自己自身のもとへの、自分が感じたり生きたりしたもろもろ  

のことがらの現前、「リルケが動物のまなざしのうちに発見した開けひろげられたも  

のへの損なわれることのない密着」を、言表の主体になるときに喪失してしまうので  

ある。   

アガンベンは、ここでの「幼児」がその状態にあるとされるインフアンティアにつ  

いて、1978年に初版が出された『インフアンティアと歴史』のなかで考察している。  

ここで、アガンベンは、インフアンティアを「純粋の、いわば物言わぬ経験」である  

とし、「経験の本源的別犬態」であると考える。それは主体的なものであることから  

はほど遠く、人間において主体以前のもの、言語活動以前のものである。しかし、注  

意しなければならないのは、インフアンティアが、言語活動がその表現をなしている  

言語活動以前にある心理的現実ではないということである。16また、それは、クロノ  

ロジー的に言語活動に先行しており、ある時点になると存在しなくなるものではない  

ということである。17ァガンベンにとって、人間のインフアンティアは、「超越論的  

歴史の次元」での経験であり、「主体からもあらゆる心理的基体からも解き放たれた  

純粋で超越論的な経験」である。   

では、アガンベンは、インフアンティアと言語活動の関係についてどう考えている   
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のか。彼は、両者はインフアンティアが言語活動の起源であり、言語活動がインフア  

ンティアの起源であるといったような循環の関係にあると考えており、18その循環の  

なかで、「言語活動のなかにインフアンティアが原限界として現在している」と述べ  

ている。19ィンフアンティアが、言語活動のなかの原限界として人間のうちに存在し  

ているとはどういうことであろうか。アガンベンによる人間と動物の比較を通して考  

えてみたい。西洋形而上学の伝統においては、人間はゾーオン・ロゴン・エコン（z60n  

16gon6chon）［言葉をもった動物］であるとみなされ、人間と動物を区別するのは、  

言語一般の有無である。この伝統的な見方に対して、アガンベンは、人間と動物を区  

別するのは、「ラングとバロール、（バンヴェニストのいう意味における）記号論的な  

ものと意味論的なもの、記号の体系とディスクールのあいだの分裂」の有無であると  

考える。動物たちは、言語を欠いているのではなく、「つねに絶対的に言語である」、  

すなわち、動物たちは、人間のように言語の中に入り込むのではなく、「つねにすで  

に言語のなかに存在している」のである（例えば、マラルメは、コオロギの「純粋無  

垢な大地の神聖な声」を「単一の」「解体されていない」声として聴き取る）。「つね  

にすでに言語のなかに存在している」動物たちに対して、人間は、インフアンティア  

をもっており、つねにすでに語る存在ではない。そのため人間は語るために、「わた  

し」と言い、言語活動の主体として自らを構成しなければならない。20この瞬間は、  

ラングからバロールへの移行の瞬間であり、アガンベンは、「言葉を語る人間はだれ  

でもこの差異および移行の場所である」と述べている。21っまり、人間においては、  

動物においては単一であった言語が分割されている。人間は、言語活動の主体となっ  

て話すとき、ラングからバロール、記号体系からディスクールへの移行、あるいはそ  

れらのあいだの分裂を経験する。この人問における分裂の経験が、インフアンティア  

が、言語活動のなかの原限界として人間のうちに存在しているということの経験であ  

る。「人間はつねにすでに語る存在ではないということ、人間は言語活動をもたない  
存在であったし、いまもなおそうであるということ」である。22このように、アガン  

ベンにおいて、人間と動物を区別するものは、人間がインフアンティアをもっていた  

し、いまもなおもっているという事実、すなわち、話すためには、みずからを言語活  

動の主体として構成しなければならないという事実である。「インフアンティアをもっ  

ているかぎりで、つねにすでに話す存在ではないかぎりで、人間は、言語を根本的に  

変貌させることなくしては、言語をディスクー ルとして構成することなくしては、記  

号の体系としての言語のなかに入ることはできないのである。」23このような意味で、  

アガンベンは、「わたしたちがインフアンティアという言葉で思い描いている超越論  

的歴史的な次元は、まさしく、記号論的なものと意味論的なもの、純粋言語とディス  

クールのあいだの『断裂点』に位置している」24と考えるのである。  

『アウシュヴィッツの残りのもの』では、まさにこのインフアンティアにおける分   
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裂に、アガンベンは、「人間」あるいは「人間的なもの」を位置づけている。それは、  

人間が破壊されたあとも残っている「残りのもの」である。  

人間が人間よりも長く生き残ることができ、人間の破壊のあとも残っているもの   

であるのは、まだ破壊されていない人間の本質、あるいはまだ救出されていない   

人間の本質がどこかにあるからではない。人間的なものの場所が分裂しているか   

らである。人間が生起する（haluogo［場所をもつ］）のは、生物学的な生を生  

きている存在と言葉を話す存在、非一人間と人間のあいだの断絶においてである   

からである。すなわち、人間は人間の非一場所において、生物学的な生を生きて  
・ロゴス・   

いる存在と言葉のあいだの不在の結合において生起する（haluogo［場所をも   

つ］）のである。人間とは自己自身に居合わせない存在のことであって、この自   

己喪失と、それが端緒を開くさまよいのうちに存在している。25  

アガンベンは「人間的なもの」あるいは「人間」を、生物学的生を生きている存在と  
フォネ一口ゴス  

言葉を話す存在、声と言葉、非一人間と人間の不在の結合、「自我がこの隔たりのう  

ちに宙吊りになっている」ことに位置づける。そして、彼は、まさにこの断絶、「わ  

たしたちの自己自身との非一一致をあらわにする内密性」こそが証言を可能にするも  

のであり、「証言の場所」であると考える。26   

このように、アガンベンの証言論は、「超越論的歴史的次元」、あるいは「経験の本  

源的な状態」であるインフアンティアが、人間の言語活動のなかにいまもなお「原限  

界」として存在しているという事実にまで私たちを連れもどす。  

話すことにおける分裂の経験－『モロイ』、『わたしじゃない』   

アガンベンを通してベケットを見てみると、ベケットの作品は、アガンベンのいう  

意味での「超越論的」経験、人が話すことにおける「人間的なもの」の分裂（生物学  

的生を生きる存在と言葉を話す存在の分裂）の経験へと連れ戻していると考えること  

ができる。ベケットの作品もアガンベンの証言論が私たちを人間の経験の限界につれ  

ていき、「超越静的」経験へと導くように、人間の経験の限界へと私たちを連れ戻す。   

ベケット作品を初めて読む読者がよく最初に口にするのが、いかにベケット作品が  

読みづらいかということである。その理由の一つとして、何が起きているのかが確か  

でなく暖昧だということがある。例えば三部作をみると、『モロイ』、『マロウンは死  

ぬ』、『名づけえぬもの』へと進むにつれて、語りが認知できる物理的世界、物質的世  

界からどんどんと遠ざかっていく。すでに『モロイ』において安定した外部世界の感  

覚が失われているが、後の作品になるにしたがって、テキストはその傾向を強め、認  

知できる外部世界の特徴を削ぎ落とし、主体性の非物質的な、非社会的な様態にどん   
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どんと近づいていく。このことは、ベケットの作品が、経験的世界、物質的世界を削  

ぎ落とし、解体することにより、ある種の超越的次元に近づき、その次元を剥き出し  

にしようとしていると考えられる。   

これは、言い換えると、表象の限界、ベケットの作品が「私たちが知りうる、私た  

ちが聞きうる、私たちが見ることのできる、私たちが感じることのできる限界」（バ  

トラー）を顕わにしようとしていることだとも言える。ほとんどのベケット作品の語  

りには、すでに語られたこ とは言い間違いであり、単なる虚構にすぎないということ  

を示し、すでに語られたことの確かさを打ち消す言葉が繰り返し挿入される。例えば、  

『モロイ』におけるモロイによる語りには「だが、それからの何年かではなくとも、何ケ  

月かの間、私がどうなり、どこへ行ったかについて語ること、そんな気は私にはない。  

なぜなら、もう、こんな作り話はたくさんになってきたし、ほかの作り話が私を呼ん  

でいるからだ。しかし、あと何ページかを埋めるために言っておこう（略）」27とか、  

「今こうしてでっち上げている私の生涯」28のような言葉が頻繁に挿入される。テキス  

トはつねに自らの確かさや同一性を解体し、無効にしていく連動として進んでいく。   

このようなテキストの運動において起きているのは、表象のフレーム自体を読者に  

意識させるということである。私たちはふだん表象のフレーム自体を意識することが  

ないが、それは私たちの経験のひろがりや世界の現実を枠付け、秩序づけ、意味、歴史、  

物語の世界を構成している。そのフレーム自体の存在を指し示し、表象の限界をあら  

わにするということが起こっている。それにより、テキストの運動は、表象の秩序を  

不安定化させる。いいかえると、テキストが表象を不可能にしてしまう間隙をあらわ  

にすることにより、「表象が失敗するだけでなく、表象がその失敗を見せる」（バトラー）  

ということが起こっている。ここで、表象の失敗を見せるとは、表象のフレームによっ  

てとらえられたことがつねに「見ちがい言いちがい」であり、虚偽性をともなうこと  

を示すことである。ノ訂5とど乃戯助ブd／ル勉g〃祝椚αJdプチやⅥ勃αfね〟zβ仲bγd／C卯循別働扉  

滋柁という作品のタイトル自体にもこのことが示されている。   

ベケットの作品は、わたしたちをこのような、表象の限界に連れていき、そこに現  

れる「人間的なもの」、生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の分裂自体である「人  

間」に出会わせている。このことについて、『モロイ』前半、『わたしじゃない』を通  

して考察してみたい。  

『モロイ』（1951）前半で、光の下の世界における自分の生涯を思い出し、あるいは  

作り話としてでっち上げながら語る、語り手モロイは、繰り返し、自分・が生きていた  

世界と言語世界との＜ずれ＞について語る。語り手としてのモロイはその二つの世界  

の裂け目の証人ともいえる。例えば、モロイは次のように語る。  

ⅥさS，thewordsIheard，andhearddistinctly，havingquiteasensitiveear，Were   
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heardafirsttime，thenasecond，andoftenevenathird，aSPureSOunds，free   

ofallmeanlng，andthisisprobablyoneofthereasonswhyconversationwas   

unspeakablypainfu1tome・AndthewordsIutteredmyself，andwhichmust   

nearlyalwayshavegonewithaneffortoftheintelligence，WereOftentomeasthe   

buzZlngOfaninsect．AndthisisperhapsoneofthereasonsIwassountalkative，   

ImeanthistroubleIhadinunderstandingnotonlywhatotherssaidtomebut  

alsowhatIsaidtothem．  

そう、私に聞こえる言葉、耳はかなりよかったのだから、よく聞こえたが、私は、  

それを最初は、そして二度日でさえも、さらにときには三度目までも、純粋な音  

として、あらゆる意味から解き放たれた音として聞いていたのだ。私にとって会  

話というものが、言うに言われないほど苦痛をもたらすものであった理由の一つ  

は、おそらくそれかもしれない。私自身が口にする言葉も、ほとんどいつも知性  

の努力と結びついていたのに、しばしば、私には、昆虫のうなり声のように思わ  

れた。それで、なぜ私がおしゃべりでなかったかも説明される。他人が私に言っ  

ていることばかりでなく、私が他人に言っていることさえ、理解するのにほねが  

おれたということも。 29  

このように、モロイは人と人との間の言語活動によって成り立つ意味世界からは離脱  

した次元に生きている。彼は、言葉をあらゆる意味から解き放たれた、「純粋な音」  

として聞いている。この引用箇所のすぐ前でも「耳はかなりよかったし、はっきりし  

た意味のない物音なら、たぶん、だれよりもよく聞きつけることができた。」30と語  

られており、モロイに聞こえてくるのは、はっきりした意味のない物音、遠くからき  

こえる音楽や、ざわめきや沈黙である。また“conversationwasunspeakablypainful  

tome”（私にとって会話というものが、言うに言われないほど苦痛をもたらすもの  

であった）という言葉が示すように、言語世界からずれた次元に生きている彼にとっ  

て、会話、すなわち意味伝達を行う言語活動に参加することは、言葉にできないほど  

耐えがたい痛みをもたらすものである。実際、モロイは警官に呼び止められた際の警  

官との会話でもそこで期待されている受け答えができず会話に完全に失敗するし、ラ  

ウスという女の家に行った際も、ラウスがいろいろとモロイに話しても彼女の言って  

いることの百分の一も理解することができない 。ただ、ラウスが飼っている一羽のオ  

ウムのいうことは理解できる。人間の言語よりも動物の言語のほうをよく理解するの  

である。これは引用箇所の自分自身の言うことが、昆虫のうなり声のようにきこえる、  
フォネ一  

ロゴス つまり、言語活動を行う人間の言葉ではなく、動物の発する声として聞こえるという  
ところとつながる。   
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アガンベンに照らして考えてみると、語り手によって語られるモロイは、生物学的  

生を生きる存在であると考えたくなるが、一方に一致しているというよりはむしろ、  
フォネ一口ゴス  

モロイは生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の不一致自体、声と言葉の不一致  

自体を生きていると考えられる。というのは、彼は会話において痛みを感じると語る  

が、その痛みは彼がその不一致、裂け目を生きているからこそ感じるのであり、不一  

致なしに痛みは感じられないだろう。他の箇所でも、様々な仕方で、モロイの存在は  

意味が成立する以前の世界と意味世界との裂け目を証言している。例えば次のような  

ところがそうである。  

Ihadbeenlivingsofar丘・OmWOrdssolong，yOuunderstand，thatitwasenough  

formetoseemytown，Sincewe’retalkingofmytown，tObeunable，yOu  

understand．It’stoodifEiculttosay，forme．Andevenmysenseofidentitywas  

wrappedinanamelessnessoftenhardtopenetrate，aSWehavejustseenIthink・  

Andsoonforalltheotherthingswhichmademerrywithmysenses．Yts，eVen  

then，Whenalreadyallwasfading，WaVeSandparticles，therecouldbenothings  

butnamelessthings，nOnameSbutthinglessnames．Isaythatnow，butafterall  

whatdoIknownowaboutthen，nOWWhentheicywordshaildownuponme，the  

icymeanings，andtheworlddiestoo，foullynamed・  

あまり長いこと、言葉から遠ざかって生きていたので、おわかりだろうか、たと  

えば私の町を見ただけで、というのも、ここではまさに私の町が問題なのだから、  

できなくなってしまう、おわかりだろうか。うまく言いがたいのだ、私には。同  

様に、私の人格という感じも、一つの無名性に包まれていて、それを突き破るのが、  

ときにむずかしい、それはたしか先ほどから見てきている。そして私の五感をか  

らかういろいろなものについても同じことだった。そう、汲も粒子も、すべてが  

ぼけていたあの時代でさえも、事物の条件は、名がないということであり、また、  

その逆でもあった。私は今そう言っているが、今になっても、あの時代について  

なにを知っているというのだろう。凍りついた言葉が私の上に電のように降りか  

かり、凍りついた意味が、そして世界が不正に名づけられまま死んでいく今となっ  

て。 
31  

ここでのモロイの言葉は、“nOW”と“then”の裂け目を指し示している。波も粒子  

も、すべてがぼけており、事物と名前の一致により意味が成立するということがいま  

だ起きていない次元である“then”に、事物に名前が与えられることにより成り立っ  

ている意味世界の次元である“now’’が対置されており、そのあいだの＜ずれ＞があ   
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らわにされる。そして、モロイはまさにこの“now’’の次元と“then”の次元の＜ず  

れ＞を身をもって知っているからこそ、‘‘now”の次元で「凍りついた言葉」、「凍り  

っいた意味」が彼の上に電のように降りかかるような痛みを感じ、「世界が不正に名  

づけられまま死んでいく」、つまり、事物に与えられる言葉が虚偽性にもとづくもの  

であることに不正、汚らしさを感じる。ここで注意しなければならないのは、‘‘now”  

と“then”はクルノロジカルな時間の流れに位置づけられるものではないということ  

である。アガンベンにおけるインフアンティアが人間活動のなかにいまもなお「原限  

界」として現在しているものであることを見たが、それと同様に、“then”は、いまも  

なお‘‘now’’の「原限界」として現在しているものであると考えられる。   

このように、『モロイ』前半において、ベケットは、意味が成立する以前の世界と  

意味世界、生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の裂け目をモロイという人物の  

言語経験を通して触知可能にしている。そして、その裂け目を生きることにより経験  

する痛みを、例えば、会話をすることにおける耐え難い苦痛、言語世界において感じ  

る「凍りついた言葉」が電のように降りかかってくるような痛みとして示していると  

いえる。  

1972年に英語で書かれた上演時間15分の演劇作品、『わたしじゃない』も、人間  

の経験の限界へと私たちを連れ戻し、そこでアガンベンのいう意味での生物学的生を  

生きる存在と言葉を話す存在の分裂自体としてあらわれる「人間的なもの」に出会わ  

せる。舞台上には、舞台ななめ奥（観客から見て右手）に位置する「口」と舞台前方  

（観客から見て左手）に位置する「聴き手」が登場し、「口」は、月足らずで生まれ、  

生まれてから70歳になるまで言葉を話さなかった「彼女」が、70歳になったある四  

月の朝、野原で閣の中におちいり、「彼女」の口からたえまなく溢れるように言葉が  

出てくるという箭を、話し続ける。「聴き手」は、その「口」に向きあい、話の途中、  

4回、「甲斐なき憐偶（helplesscompassion）」を表すとされる両腕を横にあげ、また  

おろすという動作を行うが、それ以外は不動である。ここで、語るものである「口」  

と語られるものである「彼女」は一致してはいないが、少なくとも、観客が感覚的、  

生理的に体験する「口」から流れ出る狂気じみた言葉の流れのイメージと、「口」によっ  

て語られる「彼女」から出る止めることのできない言葉の流れのイメージ（「たえま  

なく溢れる……狂った言葉（steadystream…madstufE）」）は重なるものである。   

この作品で強調されているのは、生まれてから70年間つづいた失語の状態と、突然、  

言葉に取り憑かれた人間のように、口から言葉が溢れるように流れ出している「今」  

の状態との対比である。女が野原で急に暗闇に陥ったあと、しだいに誰の声かわから  

ない言葉が聞こえてくるところは次のように語られる。  

・・・Whensuddenly・・・gradually・・・Sherealiz－‥・What？…thebuzzlng？‥yeS‥   
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．alldeadstillbutforthebuzzlng‥．Whensuddenlysherealized．‥WOrdswere－  

‥．What？．．who？‥nO！‥She！‥［RluSeandmovement2］‥．realized‥．WOrds  

WereCOming‥．imaglne！‥WOrdswerecomlng‥．aVOiceshedidnotrecognlZe  

‥．atfirst‥．SOlongsinceithadsounded…thenfinallyhadtoadmit‥．COuld  

benoneother‥．thanherown‥．Certainvowelsounds．‥Shehadneverheard．  

‥elsewhere．‥  

……といきなり……だんだんと……彼女は気がつ－……え？……雑音？……そう  

……ぶーんという騒音のほかはすべてはひっそり静まりかえって…… といきなり   

彼女は気がついたの……言葉が……え？……だれですって？……ちがうわ！‥‥‥   

彼女よ！……（問および動作2）……気がついたの……言葉が聞こえるって……  

まああきれた！……言葉が聞こえるですって！……だれの声か彼女にはわからな   

かった…… 最初は……あんまり久しぶりだったんですもの……でもとうとう認め  

ないわけにはいかなくなった……明らかに……自分の声だって……母音の響きぐ  

あいとか……聞いたおぼえのない癖……絶対にほかでは‥‥‥   

別役実も『ベケットと「いじめ」』の中で述べているように、33この経験は、人間が  

神がかりになり、突然ものに憑かれたようにしゃべりだす経験と似ている。言葉が人  

間の内側から出てくるのではなく、外部にある言葉が人間を突然、襲うというような  

状況を示している。最初、「彼女」は自分の口からでてくるのが誰の声かわからないが、  

しだいに、それが他の誰でもない自分の声であるとわかってくる。   

しかし、その自分が言っていることを「彼女」は聴き取ろうとするがまったく何を  

言っているのかわからない。そして、いきなり「彼女」は、自分の唇や口や舌などの  

動きを身体的に感じるようになる。  

…Whensuddenlyshefelt．．．graduallyshefelt・・・herlipsmovlng…imaglne！  

‥herlipsmoving！・・aSOfcoursetillthenshehadnot・・・andnotalonethelips・  

‥thecheeks．．．thejaws．．．thewholeface…allthose－‥・What？‥thetongue？  

‥yeS…thetongueinthemouth・・・allthosecontortionswithoutwhich・・・nO  

speechpossible…andyetintheordinaryway…nOtfeltatall・・・SOintentone  

is…OnWhatoneissaylng‥・thewholebeing…hanglngOnitswords・・・   

……そのときいきなり彼女は感じた……だんだんと感じた……自分の唇が動くの  

を…… まああきれた！……自分の唇が動くですって！‥・…もちろんそれまでとは  

ちがう動きかたっていう意味よ……それに唇だけじゃなく……頼も……顎も‥‥‥   
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顔全体が……あらゆる……え？……舌？……そう……口の中の舌も……ものを言  

うのには必要でしょあらゆる……歪みやひきつれが……でもふつうは……全然感  

じない…… それほどふつうは夢中なのよ……自分のしゃべっていることに……全   

身が……言葉にかかっているってわけ・…‥ 34  

ここで「彼女」の身体感覚を通して私たちが感じるのは、私たちが話しているときに  

は感じない発話のための身体部分の動きである。普通は、私たちは話している内容に  

夢中になっているために、自分の身体の部分がどのように動いているか、あるいは、  

自分が話すというその事実そのものを感じ、意識することがない。しかし、ここでは  

70年という長いあいだの失語の状態のあと、突然言葉がやってくるという「彼女」の  

限界体験を通して、ベケットは私たちにひとが話すという事実自体、すなわち、ひと  

が言語活動の主体になるという事実自体に出会わせる。ここで重要なのは、言語が存  

在しない状態と、言葉がみずからのうちに生起する経験は密接な関係にあるというこ  

とである。言語活動をもたない状態（インフアンティア）を通してのみ、言語活動に  

おいて話す主体が生まれる可能性が存在する。このことは、アガンベンの次の言葉を  

思い起こさせる。  

主体とは、言語が存在しない可能性、生起しない可能性である。もっと正確に言  

えば、言語が存在しない可能性をとおしてのみ、言語の偶然性をとおしてのみ、  

言語が生起する可能性である。人間が言葉を話す存在であり、言語活動を有する  

生物であるのは、言語をもたないことができるがゆえのことなのであり、自分の  
幼児期（invfanzia，in－fans［言葉を発することのできない状態］）であることがで  

きるがゆえのことなのである。35   

突然言葉に襲われるという経験は、言葉を発することのできない存在、すなわちイ  

ンフアンティアの状態にある存在が言語世界に引きずり出される経験であり、アガン  

ベンに照らすと、生物学的生を生きている存在から言語活動の主体への移行に関わっ  

ていると考えられる。アガンベンは、この主体化の経験が、同時に、脱主体化の経験  

であるというパラドックスを指摘する。彼によると、インフアンティアの状態にある  

存在が、言語活動の主体になるとき、生身の個体は、ディスクールにおける話し手と  

してのあらゆる実質とあらゆる内容を欠いた「わたし」という純粋なシフクーと一体  

化する。その際、生身の個体は、「現実の個体としての自己を完全に廃棄しかナれば  

ならない」、すなわち、自らを脱主体化しなければならない。その脱主体化の経験に  

おいては、次のような事態が生じる。   
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言表の主体は、完全にディスクールのうちに存在しており、完全にディスクーん  

からなるのであるが、まさにこのために、ディスクールのうちにあって、かれは  
なにも言うことができず、話すことができないのである。36  

このような「なにも言うことができず、話すことができない」とい う脱主体化の経験  

に『わたしじゃない』の「彼女」の言語経験は関わっている。『わたしじゃない』で  

の語りによると、話し続ける彼女の頭に、“SOmethingshehadto‥．tell”（何かどう  

しても箭さなければならないこと）があるという考えが閃くが、それは、彼女がどう  

いうふうにこれまで生きてきたかとか、どのような事の次第でこうなったかとかを話  

すこと、つまり何か意味のある内容を話すということには全く関係がないといわれる。  

そして、さきほどの“somethingshehadto…tell”が‘‘nothingshecouldtell”（彼  

女が話せることなんかなにもない）、“nOthingshecouldthink”（彼女が考えられるこ  

となんかなにもない）にとって代わられる。これは、言語行為のうちにありながら、  

「彼女」は、彼女は全く何も話すことができないことを示しており、ここでアガンベ  

ンのいう意味での脱主体化がおこっていると考えられる。この脱主体化の経験を、ベ  

ケットは死に近いものであると考えていたようだ。ベケットは、この作品の構想段階  

で、彼女の原っぱで聞におちいり、言葉をとめどなく話すようになる経験を、死とし  

て考えていた形跡があるが、37このようなところにも言語活動の主体として生まれる  

＜誕生＞が、同時に＜死＞であるという考え方が示唆されている。『モノローグー片』  

冒頭の「誕生は彼の死であった」のように。   

このようにみてくると、『わたしじゃない』における「彼女」の経験において、「生  

物学的な生を生きている存在が言葉を話す存在になる流れ」が認められるといえる。  

ただ、注意すべきなのは、決してその移行が完全に行われるということではないとい  

う点である。ベケットの作品では、生まれそこなう、死にそこなうというモチーフが  

重安なモチーフとして繰り返されるが、この作品でも、『わたしじゃない』というタ  

イトルや、問および「聴き手」の動作の前で繰り返される“．．．what？‥．Who？‥．nO！  

‥．She！．‥”（……え？……だれですって？……ちがうわ！……彼女よぃ…‥）とい  

う言葉は、「彼女」が「わたし」になりそこなっていること、言語活動の主体として  

生まれそこなっているということ、あるいは、「わたし」として、言語活動の主体と  

して生まれえないことを表している。   

この作品における「彼女」の言語経験には、同時に別のレヴェルにおいて＜ロゴス＞  

としての言語が＜フォネー＞声になる流れが見出される。「彼女」の口からたえまな  

く溢れでる狂った言葉の流れが、観客がじかに身体的に体験する舞台上の「口」から  

流れ出す言葉の流れと重なっているとすると、観客は、直接、生理的感覚に触れてく  

る声を通して、彼女の言語体験を理解する。ここで言葉は、「たえまなく溢れる……狂っ   
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た言葉」として受けとられるが、このレヴェルでは、アリストテレスのいう意味での  

＜ロゴス＞としての言語が＜フォネー＞声に変容していると考えられる。リオタール  

によるアリストテレス「命題論」の解釈を参照すると、＜フォネー＞とは、分節され  

ていない音色としての声で、声が送り手の側から受け手へとその意味作用を伝達して  

ゆくような、そうした対象を指し示す声ではない。それは、懇意的な記号ではなく、  

それ自身でそれと知られる意味そのものであり、快と苦の様態（pathema）である（「命  

題論」16a4－8）。また、＜フォネー＞はあるがままの情動と一致し、いかなる媒介も経  

ることなく、直接自らを現す。アリストテレスは、すべての動物はこの＜フォネー＞  

をもっており（「命題論」16a28）、人間という動物もそうであると考えるが、人間は、  

＜フォネー＞を用いて自己を表明し、＜言＞（1exis）を用いて、伝達し、反駁し、議論し、  

結論を述べ、決断を行い、物語ることができると考える。38このような意味での＜フォ  

ネー＞をベケットは、『わたしじゃない』の「彼女」の言語経験を通して聴き取らせ  

ようとしているのではないだろうか。   

このようにみると、この作品には、互いに矛盾する二つの流れ、「生物学的な生を  

ロゴス 生きている存在が言葉を話す存在になる流れ」と「言葉が生物学的な生を生きている  

存在になる流れ」があるといえる。そして、語る「口」から流れる言葉、語られる「彼  

女」の経験を通して、私たちは、表象の限界に連れ戻され、そこで次のアガンベンの  

言葉が示す分裂の場所としての「人間」に直面させられる。  

人間とは中心にある閥であり、その閥を人間的なものの流れと非人間的なものの  

流れ、主体化の流れと脱主体化の流れ、生物学的な生を生きている存在が言葉を  

ロゴス 話す存在になる流れと言葉が生物学的な生を生きている存在になる流れがたえず  

通過する。これらの流れは、外延を同じくするが、一致することはない。そして、  

両者の不一敦、両者を分割するこのうえなく細い分水嶺こそが、証言の場所にほ  

かならないのである。39  

このように、『わたしじゃない』でも、生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の  

裂け目が顕わにされる。この作品は、『モロイ』のように痛みを感じる主体を措いて  

はいない。しかし、私たちは、狂った言葉の奔流を吐き出し続ける「口」の狂気、取  

り憑かれたかのように突然、長い失語状態の後とめどなく言葉を話し出すが、決して  

「わたし」にはなりえない「彼女」の存在、「聴き手」の「甲斐なき憐憫」の身振りな  

どから、生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の隔たりのうちに宙吊りにされて  

しまうことの痛ましさを感じとる。   
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言語経験に関わる痛み   

ベケット作品にあらわれる生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の裂け目の経  

験のうちに、私たちは、言語経験に関わる耐えがたい痛みや苦しみを見出す。これま  

で見てきた生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の分裂を生きる経験は、ベケッ  

トにおいては、言語世界に「追放」され、その言語世界で、話すことの不可能性に耐  

えながらも、話し続けなければならないということがもたらす痛みとして現われる。  

ベケット作品には、このような言語経験に関わる痛みのほか、身体的痛みの描写がみ  

とめられるが、ここでは、言語経験に関わる痛みの方に焦点をあてて考察を進めた  

い。ベケット作品で措かれる身体的痛みにも言及するが、それは、『モロイ』のよう  

に、身体的痛みが言語経験に関わる痛みと重なるかたちで描かれる場合があるからで  

ある。そのような作品では、ベケットは身体的痛みの描写を通して説明困難な言語経  

験に関わる痛みを示そうとしたと考えられる。   

終戟直後の1946年に書かれた4つの短編『初恋』、『追い出された男』、『鎮静剤』、『終  

わり』のすべてにおいて、語り手は、突然、理由なくシェルターのような安住の場所  

から追い出される。（例えば、『追い出された男』では、語り手の「わたし」は、愛着  

を感じる場所である生家を追い出され、放浪の旅へ出る。『終わり』では、語り手の「わ  

たし」は、精神病院を思わせる慈善施設から追い出され、ギリシア人女性の家の地階  

の一室、旧友の海岸の洞窟、彼の山小屋、川岸の廃屋の物置小屋などを転々とする。）  

そして、ゴンタースキーも指摘するように、その追放を子宮からの追放と考えると、  

それは「誕生のトラウマ」を模したものと考えられる。そして、このような追放を描  

いた4つの短編のシークエンスにおける名づけられない語り手は、モロイの先駆をな  

し、追放は勉おごの中の短編を貫くテーマとなっている。ゴンタースキーは、例えば『追  

い出された男』の冒頭の追放は、家のような場所から保護を拒否されたことに対する  

恨みを表すものではないと述べ、ベケットにおいて不当であると考えられているのは、  

ローカルなものでも、市民生活にかかわるものでも、社会的なものでもなく、宇宙的  

なものであり、ベケットによって焦点が当てられているのは、生まれてしまったこと  

自体が不当であるということだ、と記している。亜ベケット作品において一つの中心  

的なテーマとなっているこのような「誕生のトラウマ」は、ベケットの多くの登場人  

物たちが言語世界からのずれを生きており、言語の不適切さを感じていることから考  

えると、言語世界への誕生に関わるトラウマ、言語世界の中へ「追放された」ことに  

関わる痛みに密接につながっていると考えられる。   

ベケット作品に感じられる言語世界への「誕生のトラウマ」は、おそらく、アガン  

ベンのいうような生物学的生を生きる存在から言語活動の主体への移行における疎  

外、喪失の経験に関わっている。言語世界への「誕生のトラウマ」は、「わたし」と  

言い、「わたし」という純粋なシフターと一体化し、言表の主体となって言語世界へ   
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ほうり出されるときに、「自分が感じたり生きたりしたもろもろのことがら」との直  

接的な一致、「リルケが動物のまなざしのうちに発見した開けひろげられたものへの  

損なわれることのない密着」を喪失することによるトラウマではないだろうか。この  

ような疎外、喪失の経験はひとが話すときにつねに生じていることであるが、私たち  

はそれを日常ほとんど意識することがない。ベケットの作品はそのような経験へと私  

たちを連れ戻す。ベケットがパトリック・ボウルズ（『モロイ』をベケットと共に英  

訳した）に語った彼自身が感じていた恐怖、すなわち、どんな言葉でも言われる際に、  

言われたことにつねに虚偽性がつきまとうということに対する恐怖も、このように見  

ると、「自分が感じたり生きたりしたもろもろのことがら」との直接的な一致の喪失  

による耐えがたい苦痛を示していると考えられる。ボウルズはベケットには、「ひと  

の声、ひとの口が言う事柄に対するたえまのない抗議」があったと述べている。 41   

この言語世界への「誕生のトラウマ」は、話すことの不可能性に耐えながらも言葉  

を話し続けかナればならない苦痛にもつながっている。それは、言い換えると、語り  

えない何かについて骨折りながら言葉をしぼりだし、語り続けなければならない試練  

である。次のモロイの言葉のように、常に言葉で言い表せない何か、それを表象する  

ことに失敗せざるをえない何かがあり、それについて話し続けなければならないこと  

に関わる。  

Nottowanttosay；nOttOknowwhatyouwanttosay，nOttObeabletosaywhat  

youthinkyouwanttosay；andnevertostopsaylng，Orhardlyever，thatisthe  

thingtokeeplnmind，eVenintheheatofcomposition．  

言いたくない、言いたいことがわからない、言いたいと思っていることを言うこ  

とができない、それでいて決して言うことをやめない、めったにやめることがな  

い、これこそ、記述の熟のなかで見失わないことがたいせつなことなのだ。42  

『名づけえぬもの』では、自分の内にある自分の声ではない声によって、声なんかな  

いのに話さかナればならないということについて、話さなければならない試練、そし  

てこの声によって引き裂かれる苦痛が措かれている。  

Thisvoicethatspeaks，knowlngthatitlies，indifferenttowhatitsays．‥  

knowlngltSelfuselessanditsuselessnessinvain，nOtlisteningtoitselfbutto  

thesilencethatitbreaks・‥Itissuesfromme，itfillsme，itclamoursagainstmy  

Wal1s，itisnotmine，Ican’tstopit，Ican’tpreventit，正omtearlngme，raCking  

me，aSSailingme・Itisnotmine，Ihavenone，Ihavenovoiceandmustspeak，that   
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isallIknow，itsroundthatImustrevolve，OfthatImustspeak，Withthisvoice  

thatisnotmine‥．  

たとえばこの声だ、嘘を承知でしゃべっていて、（略）自分が無益な、とるに足  

りないものであることを承知していて、自分の言っていることなど聞こうともせ  

ず、むしろ自分が破っている沈黙のほうに耳をすましていて、（略）声はおれか  

ら出て、おれを満たし、おれの壁に響いているが、おれの声じゃない、おれには  

止めることも、防ぐこともできない、その声がおれを引き裂き、おれをゆさぶり、  

おれをしつこく悩ますのを。おれの声じゃない、おれにはこんなものはない、声  

なんかないのにしゃべらなくちゃいけない、おれの知っているのはそれだけだ、  

そのことをめぐって考えなければならず、そのことについてしゃべらなければな  

らず、しかもおれの声じゃないその声でもってしゃべるんだが（略）43  

このような言語世界に追放されてしまったこと、そしてその中で、話すことの不可能  

性を抱えながら話しつづけなければならないことがもたらす苦しみは、多くの場合、  

ベケット作品の至るところに見出される身体的痛みとつながっている。   

ベケットの登場人物の多くは身体的痛みを抱えている。腐り落ちようとしている足  

の指をもち、弱視であり、がに股であるベラツクワ、首と足の痺痛、心臓発作に悩ま  

されるマーフィー、四肢ばらばらの歩き方をするワット、硬直した足の痛みを抱えな  

がら松葉杖で歩くモロイ、死の手前の全身不随の状態で小説を書くマロウン、靴の痛  

みや暴力を受けた体を舞台上にさらす浮浪者エストラゴンなど、身体的痛みを抱える  

人物の例は、枚挙にいとまがない。ベケット作品の中の人物だけでなく、ベケット自  

身も若い頃から健康問題に悩まされていた。例えば、1932年には、首にできていた  

嚢胞を取り除く手術を受けている。手術から数ヶ月たっても、首は完治せず、翌年、  

再度、首の嚢胞の切開手術を受けるが、その傷が治らず化膿する。精神的にも家の中  

で感じる閉所恐怖や倦怠に悩まされる。その後、ペギー・シンクレアの死と父親の死  

を経験し、健康状態はさらに悪化する。嚢漉か膿瘍による手のひらの激痛、オートバ  

イにのっているところを単にはねられ、右腕と腰を負傷、さらに、激しい心臓の動惇、  

寝汗、パニック発作の恐怖に悩まされる。また、若い頃、ベケットがサミュエル・ジョ  

ンソンの病や体の衰退に強い関心をもち、彼についてノートをとっていたことも注目  

すべきである。メアリー・プライデンは、自らの痛み衰えゆく身体の内的経験をもと  

に作品を書こうとしたジョンソンの粘り強い困難な試みにベケットが敬服していたこ  

と、そして、ベケットがジョンソンのうちに痛みと書くこととのつながりを見出して  

いたことを指摘している。45   

このようなベケット作品にあらわれる身体的痛みは、言語経験に関わる痛みに結び   
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っいている場合がある。例えば、『モロイ』では、足の痛みを抱えながら母の家に向かっ  

て旅するモロイの苦しみは、語りえぬものについて語り続けることの試練と重なって  

いる。最初、モロイは、片足だけが硬直し痛みを感じていたが、もう一方の以前良かっ  

たほうの足も硬直し、痛みはじめ、進行状態がさらにおそくなる。そして、実際には、  

足だけでなく、ほかにも身体のあちこちが衰弱し、予想以上の早さで身体の衰弱が進  

行する。このような身体的な痛みや衰弱に対して、モロイはまったく何もせず、受動  

的でありつづける。他の作品の登場人物もよくキリストの姿に重ねられるが、ここで  

もモロイの受動性は、ゴルゴタの刑場にむかって十字架を背負って進んでいくキリス  

トの行進になぞらえられている。  

．．．myprogresssu触red，fromthisstateofafEairs，and血■Omtheslowandpainfu1  

progressithadalwaysbeen，Whatevermayhavebeensaidtothecontrary；WaS  

changed，SaVlngyOurpreSenCe，tOaVeritablecalvarnwithnolimittoitsstations  

andnohopeofcrucifixion，thoughIsayitmyself，andnoSimon，andreducedme  

tofrequenthalts．  

（略）私の進行状態はこの事態に影響され、昔からの遅々として苦痛を伴ったも  

のから、それについてなんと言ってみたところで、いまや、失礼ながら、まった  

くの十字架を背負っての行進、それも留の限界も礫の希望もなく、偽りの謙遜を  

捨てて言えば、シモンの助けもない道行きと変わり、たびたびの休止を強制した  

のである。46  

このように身体の痛みを十字架のように背負い、地面にねそべって休みながら歩くこ  

とにより、そして最後には葡萄前進により旅を進めることの苦難は、話すことの不可  

能性を十字架のように背負い、話し続けること、書き続けることの苦難と重なってい  

る。前進するためにはなくてはならない身体部分である足が硬直し、痛みつづけ、そ  

の身体的痛みをそのまま引き受けその痛みとともに進行するということと、何も言う  

ことできないのに、話し続ける、あるいは、なんと言おうとつねに言い開違いである  

のに、その失敗、虚偽性を引き受けながら話し続けることは、ベケット作品のなかで  

は密接につながっているといえるだろう。ベケットはある程度は感覚的に共有できる  

身体的痛みを通して、より伝達しがたい話し続けることの苦痛を間接的に示そうとし  

たのではないかという見方もできるかもしれない。   

パッションという言葉が受動・受苦・受難、情念を意味するように、痛みと受動性  

はひとつながりのものであるが、ベケット作品にみられる言語経験における痛みと  

身体的痛みは、双方とも受動性にもとづいている。しかし、この受動性は単なる受   
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動性ではなくではなく、ラディカルな受動性、すなわち、＜パッションの知＞の経験  

としてとらえることができる 。ウォールは、助血：αJ撤ざS才〃卸．・エβむ玩α∫，β肋れCゐ弼α乃d  

Agambenの中で、受動性をある「能力（ability）」であると考えている。それは、何  

かが存在する以前の、純粋な＜there＞あるいは＜アル（ilya）＞における「関係一般」  

について思考することができる力である。47ウォールによると、これは、「人が話す  
ということを経験する（toexperiencethefactthatone申eaks）」力4Bであり、言語（世  

界）の中に入ること自体を思考することのできる力49である。というのはこのラディ  

カルな受動性は、あらゆる経験的な「内容」の剥奪、あらゆる確定性、条件からの離  

脱、アガンベンのいう意味での「超越論的」な次元における「純粋なポジション」に  

立つことに関わっているからである。そのような受動性において「純粋なポジション」  

に位置する者だけが、純粋な＜there＞を経験する。5Oベケットの作品における痛みの  

示す受動性は、ウォールの述べるようなラディカルな受動性であり、表象の限界にお  

ける知のあり方としてとらえることができる。  

おわりに   

最初に、現代社会の表象の状況において、ベケットの作品が読まれ、見られ、聞か  

れるということにはどのような意味があるのだろうか、ベケットの作品は私たちをど  

こに差し向けるのだろうか、という問いではじめたが、この間いに対して、今までみ  

てきたことから、ベケット作品は、私たちを、表象そのものの限界へと導き、そこで  

苦しみや痛みとしてあらわれる「人間的なもの」に出会わせると言うことができるだ  

ろう。   

本稿では、ベケット作品において示される「人間的なもの」を、アガンベンのインフア  

ンティア論を通して説明しようと試みた。アガンベンの証言論は、人間と非一人間の  

間の境域でなされる証言において、話す主体が、自分の話す言葉のなかに、話すこと  

の不可能性をもちこみ、その不可能性に耐えながらも話すとい う人間の経験の限界に  

私たちを導く。アガンベンはその限界経験において、「純粋で超越論的な経験」である、  

ひとが話すということ、言語活動の主体になるということ、すなわち、人間的なもの  

が生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在に分裂しているという事実に私たちを連  

れ戻す。いいかえると、アガンベンの考察は、「経験の本源的な状態」であるインフア  

ンティアが、人間の言語活動のなかにいまもなお「原限界」として存在しているとい  

う事実にまで私たちを連れ戻す。   

ベケットの作品は、アガンベンのいうような「超越論的な」意味での経験、人が話  

すことにおける人間的なものの分裂の経験に近づき、それをなんらかの形で触知可能  

にする試みであると考えられる。ベケットの作品は、三部作に見られるように、認知   
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できる外部世界の特徴を削ぎ落とし、主体性の非物質的な、非社会的な様態に近づい  

ていく傾向があるが、それは、ベケットの作品が、経験的世界、物質的世界を削ぎ落  

とし、解体することにより、経験的「内容」が空になったある種の超越的次元を顕わ  

にしようとしているということだと考えられる。これは、言い換えると、表象の限界、  

「私たちが知りうる、私たちが聞きうる、私たちが見ることのできる、私たちが感じ  

ることのできる限界」（バトラー）を顕わにしようとしていることだとも言える。そ  

して、ベケットの作品は、わたしたちをこの経験的「内容」が剥奪された次元、ある  

いは表象の限界に連れていき、そこに現れる「人間的なもの」、生物学的生を生きる  

存在と言葉を話す存在の分裂自体である「人間」に出会わせている。この例として、『モ  

ロイ』、『わたしじゃない』を考察した。   

ベケット作品にあらわれる生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の裂け目自体  

としての「人間的なもの」のうちに、私たちは、直接的ではないかもしれないが、耐  

えがたい痛みや苦しみを見出す。生物学的生を生きる存在と言葉を話す存在の分裂を  

生きる経験は、ベケットにおいては、主に話すことの不可能性に耐えながらも言葉を  

話し続けなければならない苦痛として現れる。そして、この言語を話しつづけること  

の苦しみは、ベケット作品に見出される身体的痛みとつながっている場合がある。『モ  

ロイ』に示されるように、話すことの不可音別生を十字架のように背負いながら話しつ  

づけることと、身体の痛みを十字架のように背負いながら前進することが重なってい  

るといえるだろう。ベケット作品にみられる言語的経験における痛みと身体的痛みは、  

双方とも、ラディカルな受動性に特徴づけられるが、この受動性は、アガンベンのい  

う意味での、「超越論的な」次元における「純粋なポジション」に立つこと、そして、  

そこで人が話すということについて思考することができるということに関わってい  

る。ベケットは表象の限界において、このような痛みと受動性が一体となった、いわ  

ば＜パッションの知＞を私たちに示そうとしたと考えられる。  
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