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ことばよ、ことばよ＿＿＿

　一人の女が死んだ。そして亡くなったのは

まだ若い母親で、幼い子供が残されたとしよ

う。あなたは故人の葬儀に参列する。妻がこ

の世を去ったという事態をまだうまく掴めて

いない男、夫は、一つ小さいサイズの嚴を着

せられているかのように、ぎごちなく動いて

いる。子供が一人離れたところに立っている。

ところで、あなたがひとり残されたこどもの

顔に母を失った悲しみを見ることを期待して

いたとすれば、あなたの期待は確実に裏切ら

れるだろう。あなたが子供の顔に見いだすこ

とのできるものは、悲しみの表情ではないか

らだ。あなたはその表情を解釈せずにはいら

れなくなる。一体その顔に浮かんでいる表情

をどのように名づけたらいいのか。ともあれ、

その顔は異様と言わなければならない。顔と

呼ばれる部位にあなたが見いだしうるものは、

表情というものを欠いた表情でしかないから

だ。

　ここで別の視点から葬儀の場を考えてみよ

う。そこであなたはさまざまなことばを耳に

する。言うまでもなく、話題の中心は既に故

人となってしまった女性に違いない。会話に

おいては故人の死の様子や、死に至る経過な

どが話されよう。その時にはこれらの言葉を

操る者の目に涙を認めることもできるかもし

れない。こうして流される涙を疑う理由はな

にもない。涙を流す人は実際に悲しみを感じ

ているのだろう。だが、涙を伴うにしろ、そ

うでないにしろ、ここで交わされる言葉は何

を目指しているのか。何を馬鹿なことをと言

われるかもしれない。故人の死を悼むこと意

外の、いかなる目的のために、言葉が組織さ

れるのだろうか。だが、故人の死によって導

き出される悲しみ、その悲しみを表す言葉を

述べるときに寒々とした思いをあなたは感じ

やしないか。葬儀iの場は死を巡る言説に支配

されているにも関わらず、いやほかならぬそ

のことによって、この場が死からますます遠

ざかるようにも思われる。そのような思いを

あなたは抱くことはないか。この感情は一体

何なのか。それはどこに由来するのだろうか。

それは言葉に裏切られたという思いである。

ところで、言葉に裏切られるのは、言葉を無

自覚的に使うからなのだろうか。手から手へ

と渡ったためにすり減ってしまった貨幣を商

品と引き替えに渡すように、哀しいという感

情と引き替えに、言葉を渡すためなのか。そ

れでは、言葉の裏をかくような、自覚的な言

葉の使い方をするのであれば、制度と化して

しまった言葉にもう一度新たな生命を吹き込

むことが可能になるのか。あるいは、一人の

人間の死がもたらした衝撃を言葉で伝えるこ

とは、言葉の構造上不可能なことなのだろう

か。

　言葉、交わされることば、パロール、既に

知られているように、パロールを構成するも

のはシニフィアンとシニフィエである。シニ

フィアンは物質的なものであり、ランガー

ジュという全体性の中に差異として位置づけ
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2 言語文化論究8

られる音素である。それでは、シニフィアン

に対置されるシニフィエは何であろうか。シ

ニフィアンが音であるなら、シニフィエはも

の、具体的な個物、を指し示すのか。たとえ

ば、薔薇という言葉のシニフィエはここにあ

るこの薔薇を指し示すというように。薔薇の

花を知らない人に薔薇を説明しようとして、

薔薇を手に持ち、それを指しながら、〈バラ〉

と発音すれば、その人に薔薇を説明したこと

になるのだろうか。恐らくそうではない。仮

に薔薇の花の色が赤であった場合、説明を受

けた人が赤い色そのもの、あるいは花のもつ

質感をバラとみなしてしまうことが可能性と

しては残るからだ。だが、ことばでものを説

明することに失敗するのは、説明の仕方に原

因があるわけではない。これは言葉の構造に

よって引き起こされたものといっていい。つ

まり、シニフィエは人をものへと送り届ける

のではなく、意味内容へと回付するにすぎな

い。薔薇ということばのシニフィエが指すの

はあくまでも概念であって、ものとしての薔

薇を指すわけではない。こ：とばとものとの対

応関係はもはや存在しない。このような考え

の極北にあの人口に親下したマラルメの有名

な言葉が位置している。マラルメによれば、

薔薇ということばをその純粋性において屹立

せしめるのは、〈あらゆる薔薇の不在〉なの

だ。

　だが、日常生活においてはマラルメが語っ

たようなことは意識されることはない。空腹

になったからといって、パンという文字を書

き、それを食べるひとはいないにしても、日

常生活を営む際には、シニフィエはものとし

て受けとめられている。買い物を考えてみれ

ばいい。パンと言えば、パンが貨幣との交換

において、手にはいるからだ。だが、これを

もって、ことばとものとは対応してると考え

るのは、誤りだ。買い物が成立するのはそこ

にことばがあるからではない。社会というシ

ステムが買い物を可能にする。つまり、こと

ばとものの間に存在している亀裂に橋を架け

るのが社会的なものなのだ。とはいえ、この

亀裂は意識されないだけであって、存在して

いないわけではない。買い物からの類推でこ

とばとの一体感を夢見る者は、ことばに頼ら

ざるを得ない、ほかならぬそのときに、無慈

悲なことばのありよう、他者としてのことば

脚を知るこ：とになる。たとえば、恋する相手に

思いを伝えようとする場合、こ：とばと自分の

感情とのズレに否が応でも気づかされる。こ

とばにことばを継げばこのズレは埋まるのか。

あるいはうまく表現すればいいのか。古今東

西の恋愛文学を狩猟し、愛の表現に関する

データ・ベースを作り上げ、それを暗記する

なら、ことばは感情に追いつけるのか。いか

なる努力を払おうとも、ズレは以前として残

るといってよい。

　視点を変えよう。先ずズレが存在し、その

ズレを埋めるためにことばが組織されるのか。

一見そのように見えるが、果たしてそうだろ

うか。恐らく事態は逆なのではないか。ズレ

を生産するのはことばなのだ。ことばの罠に

はまってはいけない。まずズレがあって、こ

のズレを埋めるべくことばが語られるわけで

はない。ほかならぬことばこそがズレであり、

亀裂を招じ入れるものなのだ。

　ことばの秩序は個人的なもののレベルを超

えた普遍的な広がりをもっている。ことばが

普遍的な広がりを持てばこそ、自分は体験し

なかったことをも共有することが可能になる。

いや、普遍性を云々する以前に、そもそも〈わ

たし〉がくわたし〉と言いうるためには、あ

るいはくわたし〉というものが成立するため

には、ことばの秩序が存在しなければならな

い。母一子の双数関係という鏡地獄の解消は、

子供がことばの秩序へ参入することによって

はじめて可能になるこ：とをみれば、上で述べ

たことが理解されよう。だが、〈わたし〉が

成立することの代償として、わたしたちはこ

とばの秩序を受け入れなければならない。ラ
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ングの命ずるがままに、ことばを組織しなけ

ればならない。既によく知られていることだ

が、〈わたし〉と言いうるためには、わたし

はくわたし〉をまることことばの秩序に委ね

なければならない、つまり、或る意味におい

てわたしはくわたし〉の死を経験しなければ

ならないのである。

　ここからくわたし〉という存在は、シニ

フィアンの効果にすぎないとみる考えが導き

出されてくる。〈わたし〉に実体は認められ

ないわけである。だが、わたしに実体はない

ということは、何を意上しているのだろうか。

ごく簡単に言ってしまえば、こういうことに

なる。わたしはことばを通してくわたし〉と

言うことで相手からくわたし〉として認めら

れるが、その時に否応なしにことばによって

〈わたし〉という仮面を強要される。ここに

はパラドックスがある。ことばを通してしか

わたしに固有なこのくわたし〉は相手に認識

されえない。ことばを通さずに直接相手を理

解しようとすることは、結局、理解しようと

する当の相手に暴力を行使することでしかな

い。ことばがないところには、相手を誤解し

てしまうことを防止する手だてがないからで

ある。だが、わたしと発話することによって、

わたしにとって固有な、このくわたし〉は消

失しなければならないのである。

　これまで述べてきたことは、なんら目新し

いところのない、ごくありふれた事柄の確認

にすぎない。鏡の前に立ち、ことばを発して

みよう。そのとき、語っているのは、鏡の前

に立つこのわたしなのか、あるいは鏡に映る

像の純なのか。わたしがことばを通して語っ

ているのか、ことばがくわたし〉を通して

語っているのか。なぜわたしが存在するのか、

むしろことばではないのか。

　ことばを通してわたしに固有なこのくわた

し〉を語ることは可能なのか、不可能なのか、

わたしには分からない。だが、語ることは不

可能であるにしても、示すことはできるので

はないか。ここで冒頭にふれた子供の顔の表

情に戻りたい。あの顔、悲しみどころか、表

情というものを一切欠いた顔からは何も読み

とることはできない。にもかかわらず、この

顔はわたしに働きかけることをやめない。

　その顔は、何かを示しはするが、示すもの

がなんであるか分からない、シニフィエを持

たない、という点で、純粋なシニフィアンと

いえるかもしれない。シニフィアンの運動を

生み出すものは、既に述べたように、ことば

によって触発されたズレであり、そしてこの

ズレを埋めようとする欲望である魁この顔

において欲望は消失している。ここにはいか

なるズレも存在しないからである。ズレのな

いところにシニフィアンの運動はない。この

純粋なシニフィアンにおいてシニフィアンの

運動は凍りついているとすれば、それは既に

シニフィアンですらないのかもしれない。し

かし、それは何かをわたしに示し、それを解

読することへと誘うという点においては、や

はりシニフィアンなのである。このシニフィ

アンにおいてシニフィアンの運動は停止して

いる、すなわち死の状態にあるが、ほかなら

ぬシニフィアンの死の状態において、何事か

を指示してやまないとすれば、わたしがあの

顔において遭遇したのは、死のシニフィアン

／シニフィアンの死という事態であったのだ。

　わたしたちが死について語ろうとするとき、

空白の部分、あるいは穴の回りを巡るだけで、

中心へと踏み込むことができない、といった

印象を持つ。これはなぜだろうか。それは死

が表象空間の外部にあるからではないか。あ

るいはこう言いi換えたほうが適切かもしれな

い。死は空白、穴として表象空間において現

象する、と。空白、穴が現象する場をフロイ

トは「夢の膀」と名づけたように思われる。

フロイトは「夢の膀」についてこのように述

べているのである。「どんな夢にも、すくなく

とも一箇所、どうしてもわからない部分があ

る。それは、それによってその夢が未知なる
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婆 言語文化論究8

ものにつながっている膀のこζきものなので

ある。」（フロイト、『夢判断』、高橋訳〉これ

は「イルマの注尉の夢」に出てくる三人の女

性についてフロイトが与えた注釈である。フ

ロイトの「小箱選びのモティーフ」を読んだ

者には直ちに明らかになることだが、三人の

女性とは死を指す形象にほかならない。

　もはや、こう言っていいであろう、あの表

情を欠いた顔において死が現象した、と。先

程来述べてきた子供は母の死を自らの死と受

けとめた。母は、母一子双数関係を生きてい

る子にとって、同一化の対象であった。つま

り、母はその子がそこ：において自らの自我の

像を認める、他者なのである。母の死を通し

て子の自我もまた破砕せざるをえなかった。

母によって与えられるという意味において自

我はひとつの仮面とみていい。あの一切の表

情を欠いた顔は自我という仮面が脱落したこ

とのしるしにほかならない。そのような顔を

呼ぶことばとしては、死もしくはモノ以外に

ない。母の死は無慈悲にも残された子からす

べてを奪い去ったが、しかし、奪い去られる

ことで、その子は死或いはモノと遭遇し、自

らは自覚しないが、モノを表現するにいたっ

たのである。

　こうしたことは文学作品にも該当する。表

現はシニフィアンの運動が形成する、シニ

フィアンの網状組織に宿るのではなく、その

ような組織の亀裂、シニフィアンの死、にお

いて現象するということである。そこで問題

となるのは、シニフィアンの運動を通して、

いかにその運動に死をもたらすか、というこ

とになる。すなわち、文学作品において問わ

れるべきは死の配分、つまり、死のエコノミー、

ということにほかならない。

〈死のエコノミー〉という装置

　　ピンボール

　これから村上春樹の『1973年のピンボー

ル』に即してく死のエコノミー〉という装置

を考えてみたい。村上は「自作を語る」の中

で「1973年のピンボール」についてこのよう

に語っている。「『1973年のピンボール』は

『風の歌を聴け』の翌年に書かれた二作目の

長編（実質的には中編と呼ぶべきだろう）小

説である。この作品は処女作の『風の歌を聴

け』と三丁目の『羊をめぐる冒険』に挟まれ

て、なんとなく存在が霞んでいるような雰囲

気があるけれども（少なくとも僕にはそう感

じられる）、ここにはそれ以降の僕の小説に展

開されることになる様々なファクターが初め

て登場する。」（『自作を語る』）確かに駿973

年のピンボール』は印象が薄い。『村上春樹を

めぐる冒険』でも『風の歌を聴け』や『羊を

めぐる冒険』は取り上げられるが、『1973年

のピンボール』はこのふたつの作品との関係

において論じられることはあっても、その作

品それ自体が論じられることはない。そのこ

とが『1973年のピンボール』が題材として選

ばれた理由ではない。『1973年のピンボール』

が選ばれたのは、二三」と「僕」との物語がそ

こでは完全に分離されているからである。『風

の歌を聴け』では両者の違いは『ピンボ～ル』

ほど明瞭ではなく、『羊をめぐる冒険』にい．

たっては「鼠」は死後現れる場合を除いては、

手紙を通じて登場するにすぎない。このため

に二つの要素が村上の作品においてどのよう

な機能を果たしているかを捉えようとする試

みにとっては、『1973年のピンボール』は他

の二作以上に重要なのである。

『村上春樹をめぐる冒険』

　これまで「鼠」と「僕」とがどのように解

釈されてきたかを『村上春樹をめぐる冒険：』

（河出書房新社）を手がかりにみてみたい。

この「冒険」は失敗に終わったとわたしは考

える。その原因は解釈の軸の立てかたに求め

ることができる。この「冒険」を企てた批評

家たち（加藤、竹田、笠井）は作品中の人物
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「死のエコノミー」試論（1） 5

を自分で定めたルールにしたがって行動する

く主体〉と捉え、このような主体が世界とど

のように関わるかという視点から、作品を理

解しようとする。これらの探検家の興味は、

学生運動の敗北の後に残された空虚を村上は

どのように描くか、という一点にあるといっ

ていい。この時、村上の作品は驚くべき相貌

を示す。『風の歌を聴け』では、「鼠」と呼ば

れる金持ちの青年と「僕」との交友関係、手

の指が四本しかない女性との「僕」の出会い

と劉れとが描かれる。『！973年のピンボール』

は、「僕」と双子との日常生活の一門一勧が単

調に反復されるままに語られ、そこに「臼蝋」

の生き場のない生活が挟み込まれるようにし

て写し出される。この二作においてこれらの

探検家が期待するような事件は起こらない。

『風の歌を聴け』、『1973年のピンボール』は、

主体と世界との関係という観点から作品に近

づく者には、殆ど何も語りかけないのである。

これに当惑した探検家たちは、一つの物語を

捏造する。それがく本当のこと〉というドラ

マである。村上には語りたいことがあるが、

彼はそれを敢えて言葉にせず、空白のまま残

し、この空白を通してそれを語らせようとし

た、というのである。村上は作品においては

「僕」にこの役を割り振り、「鼠」にはそのよ

うな「僕」を批判する、「本当のことを饅指す

キャラクター」（加藤）を与えた、とされる。

このように、「僕」と「鼠」は対立関係におか

れる。裸の王様に倣って「僕」と「鼠」を簡

単に説明すれば、次のようになろう。「鼠」は

王様が裸であることを発見するや、王様は裸

だと叫ぶ子供であり、「僕」は王様の髪形や体

つきや、身のこなしなどのディテールをえん

えんと書きつらね、ただ衣服の描写のみ省き、

こうすることで王様が裸であることを伝えよ

うとした。「僕」はソフィストケイトされてい

るが、「鼠」はナイーブだというわけである。

　別な言葉で言えば、「僕」は大人だったため

に、目標を失い、のっぺらぼうな空虚なもの

として残された時問を生き抜くだけの知恵を

身に付けていたが、そのようなコツを知らな

い「蜜」は転がる石のように破滅の道を歩ん

だ。加藤、竹田はこの知恵を「僕」のくマク

シム〉と呼んでいる。〈マクシム〉は有効性

を失ったモラルに代わるもので、モラルと異

なり、自分自身にのみ当てはまるもので、自

分を律するにすぎず、これに基づいて他人に

対して働きかけるような性質のものではない

とされる。要するに、自分で決めたルールの

ようなものである。このくマクシム〉にした

がっている「僕」は社会に向かっては確かに

無力であるが、少なくとも自分に対してだけ

は誠実に生きているのだ、というわけである。

この解釈はいかにも適切なように聞こえる、

特に、ある疾しさを押さえつけながら、社会

からほんの少しだけ離れて生きている者に

とっては。だが、わたしの考えによれば、こ

のように「僕」を理解することは結局「僕」

をイデオローグ、ある福音の伝道者、＜マク

シム〉という福音の伝道者、に仕立て上げる

にすぎない。加藤はこのようにして「僕」を、ひ

いては村上をく心優しき者たち〉の内面へと

回収しようと試みたのであろうが、この試み

は失敗に終わったと言わざるを得ない。なぜ

なら、このような読みを通しては、「鼠」の作

家になろうという願い、さらには、第二作目

のタイトルにピンボールが選ばれた理由など

が皆自分からないからである。「僕」は作品の

中で作者自身の皮肉な視線によってすでに批

判されているのである。一箇所だけ取り上げ

よう。『1973年のピンボール』において、「僕」

は同じ事務所の女の子と夕食をともにする。

別れる際に彼女は「僕」に寂しくないのかと

訊く、その箇所である。「『本当に寂しくはな

いの？』と彼女は最後にもう一度そう訊ねた。

僕がうまい答えを捜してるあいだに電車が

やってきた。」つまり、「僕」が作った名セリ

フのデータベースから何か気の利いたセリフ

を引用し、格好のいいところを見せようとし

205



6 言語文化論究8

ているあいだに、電車がやってきた、という

ことである。親身になって二度も「寂しくは

ないの」と訊く者にこのような態度で応える

「僕」のどこにくマクシム〉があるのだろう

か。あるいは、敢えて軽薄な態度をとること

で、誠実さの欠如を通して誠実さを際だたせ

ようとしたのだろうか。「僕」はソフィストケ

イトされているから、故意にいなすような態

度をとるということなのか。ありもしない

「僕」の深層を詮索するより、表層を見るこ

とだ。考えるな！晃ろ！たんに「僕」は軽薄

にすぎないのだ。作者のイローニッシュな視

線がそれをはっきり示してくれる。『村上春樹

をめぐる冒険』の探検家達に送る言葉として、

「僕」に投げつけた、事務所の女の子の言葉

ほど適切なものをわたしは知らない。「『本当

にそう思うんなら、靴箱の中で生きればいい

わ』」（『1973年のピンボール』）

鏡よ、鏡よ＿＿＿＿

　それでは村上の作晶をどう捉えたらいいの

だろうか。村上の意図はわたしたちの生きて

いる社会を一つのシステムとして描くことに

あった。つまり、『1973年のピンボール』の

ピンボール、『回転木馬のデッドヒート』の回

転木馬とはそのようなシステムといっていい。

『回転木馬のデッドヒート』の中で村上はそ

れをはっきりと「運行システム」と名指し、

つぎのように書いている。「他人の話を聞けば

聞くほど、そしてその話を通して人々の生を

かいま見れば見るほど、我々はある種の無力

感に捉われていくことになる。おりとはその

無力感のことである。我々はどこにも行けな

いというのがこの無力感の本質だ。我々は

我々自身をはめこむことのできる我々の入生

という運行システムを所有しているが、その

システムはまた同時に我々自身をも規定して

いる。それはメリー・ゴーラウンドによく似

ている。それは定まった場所を定まった速度

で巡回しているだけのことなのだ。どこにも

行かないし、降りることも乗り換えることも

できない。」回転木馬、それは反復の世界であ

る。わたしたちの社会は反復というシステム

に貫かれている。反復、それはかってあった

ものの再生産であり、このシステムを破壊す

るような、新しい出来事の出現を認めない。

或る一つの枠組の中から出ることができない

という下階において、反復はまたリプレイで

もある。リプレイ＿．、ここからわたしたちは

ピンボールを想起しければならない。『1973

年のピンボール』である。「しかしピンボール・

マシ～ンはあなたを何処にも連れて行きはし

ない。ワプレイ（再試合）のランプを灯すだ

けだ。リプレイ、リプレイ、リプレイ＿＿、

まるでピンボール・ゲームそのものがある永

劫性を目指しているようにさえ思える。」

（『1973年のピンボール』）

　これでピンボール・マシーンが選ばれた理

由が明らかになった。ピンボール・マシーン

は「僕」が或る時期に情熱を傾けたゲームの

名称にとどまるものではなく、それは「僕」

や「鼠」が生きている世界そのものであると

いうということだ。換言すれば、村上の作品

の登場人物は、〈主体〉、つまり自己を自己

意識において捉えるく主体〉、様々な出来事

を経験し、その経験をつうじて発展し、成長

していくく主体〉というより、むしろゲーム

のプレイヤー、坐る一定の枠組みの中で自分

のテクニックを磨くプレイヤーとみるべきだ

ろう。あるいは、彼らが何らかのルールに従っ

て生きており、その意味においてルールが彼

らを形成したと言えるなら、さらにそのルー

ルがたとえばピンボールというゲームの規則

であるなら、彼らはゲームの規則が産んだ効

果とすら言っていいかも知れない。

　村上はこのようなシステムの中に「僕」と

「鼠」を配置した。それでは、「鼠」と「僕」

をどのように考えたらいいのだろうか。「鼠」

と「僕」の機能を考える場合、『羊をめぐる冒
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険』で現れるく鏡〉にまつわる、ささやかな

謎を解明しなければならない。二人の解釈は

このく鏡〉を軸にして行われなければならな

い。つまり、鏡よ、鏡よ、と鏡に訊ねなけれ

ばならないわけである。この謎はつつましや

かな形態を纏っているが、このことに騙され

てはならない。このく鏡〉は「憲」が自殺を

遂げた北海道の別荘の階段の入り口に置かれ

ている。「僕」は「鼠」の部屋へ本を取りに行

こうとして、〈鏡〉が汚れていることに気づ

く。「僕」はこれを大変奇妙なことと受けとめ

る。それ以外の場所はきちんと磨き上げられ

ているからであり、また、たとえば掃除をす

ることなどによって「絶えず体を動かしてい

ないと時間に対するまともな感覚がなくなっ

てしまう」（『羊をめぐる冒険』）からでもあ

る。ところで、なぜ「憲」はく鏡〉を汚れた

ままに放置し、「僕」はそれを磨いたのだろう

か。その答えを見出すには、もう少しテキス

トを読む必要がある。「（＿）僕は鏡の前に立っ

てしばらく自分の全身を眺めてみた。とくに

変わったことは何もない。（＿＿）それは僕が

鏡に映った僕を眺めているというよりは、ま

るで僕が鏡に映った像で、像としての平板な

僕が本物の撲を眺めているように見えた。僕

は右手を顔の前にあげてロもとを手の甲で

拭ってみた。鏡の向こうの撲もまったく同じ

動作をした。しかしそれは鏡の向こうの僕が

やったことを撲が繰り返したのかもしれな

かった。」〈『羊をめぐる冒険』）〈鏡〉とは同

一化の装置なのである。だがここにおいて

く鏡〉の機能は逆転する。〈鏡〉を見るのは

自分を写すためではなく、〈鏡〉の向こうに

あるイマージュを見、それを模倣するためな

のだ。なぜならく私〉はく鏡〉の向こうにい

るからである。換言すれば、わたしがわたし

になるのは、より正確に言えば、わたしとし

て承認されるのは、〈鏡〉の向こうにある

くわたし〉を反復するからにほかならない。

〈鏡〉はわたしに死を要求するといってよい。

すなわち、〈鏡〉は、〈鏡〉に媒介されるイ

マージュに自己を同一化するというく象徴的

な死〉を受け入れるか、それを拒むか、二者

択一を迫る。「僕」はく鏡〉を磨くという行為

でく鏡〉に寄る同一化を受け入れたことを示

し、「鼠」はく鏡〉を汚れたまま放置すること

で同一化の拒否を表明したわけである。

　〈鏡〉を軸に基本的な理論の枠組みを形作

ることはできた。次に、「僕」と「鼠」の形象

を分析し、この分析を通して、村上の作品に

おいてく死のエコノミー〉がどのように機能

しているかをみよう。

s論窺ll響馨娯魏論《沿？　s置職ll騨馨《捻鶏。馨？

　それでは村上は「僕」をどのように形象化

したか、それから見よう。村上の戦略、「僕」

が反復の世界に逃れようもなく生きているこ

とを示す手段はきわめて巧妙である。まず、

「僕」が反復、あるいはリプレイの世界に生

きていることを強調するために、村上は「僕」

を双子と生活させる。きょうという日が前日

と全く区恕する事のできぬ繭であるなら、つ

まりきょうはきのうの完壁なコピーであるな

ら、リプレイの世界はまたコピーの世界でも

あるからだ。だが巧妙というのはそのことを

指すわけではない。村上は反復の世界を描く

のに際して、「僕」を反復の世界の外部へと導

きかねないものを排除するどころか、むしろ

好んで作品の世界へと導入し、こうすること

で反復の世界の外部を否定するからである。

押圧されたものは必ず回帰し、リプレイの世

界を脅かすからだ。この点に村上のおもしろ

さがあり、村上はフロイトの優秀な弟子であ

ることを示している。

　反復の世界を破壊しうる力としては二つ挙

げられる。一つは生きていく過程で生じるも

のであり、もう一つはエロスに関わる。「僕」は、

「彼女たちと暮らし始めてから、僕の時間に

対する感覚は目に見えて後退していった」

2◎7



8 言語文化論究8

　億973年のピンボール』〉と感じるようにな

る。きょうはきのうの繰り返しなのである。

このような生活を送っていれば、生活そのも

のに対する疑問が生じるのも当然と言わなけ

ればならない。たとえばそれはつぎのような

問いの形をとる。「何処まで行けば僕は僕自身

の場所を見つけることができるのか？」

（奮1973年のピンボール』）。生の在りようそ

のものに向けられる疑問、いつまで堂々巡り

を続けなければならないのかという問いであ

る。だが、この疑問が産んだ効果は、その真

剣さの度合いに見合った分だけナンセンスな

答えによって、すぐさま帳消しにされる。「例

えば何処だ？複座の雷撃機と言うの僕が長い

野馬かけて思いついた唯一の場所だった。で

もそれは馬鹿げていた。だいいち雷撃機なん

て三十年も昔に時代遅れになつちまった代物

じゃないか。」（『1973年のピンボール』）

　生を構成する基本的な要素であるエロスも、

「僕」をゲームという枠の外へ導きうるもの

として、反復を強いられている生そのものに

向けられる問いと並んで、反復の世界にとっ

て危険な力である。エロスもまた人を共同体

の外へと導く力をはらんでいるからである。

だが、だからこそ、作品はこの力を作晶に取

り入れ、無力なものにしなければならない。

この面においてゲームの規則は「僕」に倒錯

を強要する力という形で現れる。「彼女は素晴

らしかった。（＿＿＿）、僕だけが彼女を理解し、

彼女だけが僕を理解した。」（『1973年のピン

ボール薩）それでは、この「彼女」とは一体誰

なのだろうか。引用では省略した箇所に次の

ような描写が入る。「3フリッパーのスペース

シップ＿＿＿」。事務所の女の子とのデートの

描写と比べてみるといい。ここには「僕」に

対する作者の皮肉な視線を認めることはでき

ない。だが、何と言っても、「彼女」は「ピン

ボール・マシーン」なのだ。何という感動的

な、また、何と倒錯した文章だろう。

　以上の二つの例においてゲームの規則が

はっきりと自己を語っている。村上の世界に

おいて新たな意味を形成しうる力、出来事と

なりうるもの、は、作晶化されると同時に無

力化されねばならない一一これがゲームの規

則である。そのような力は「僕」をゲームの

外べと連れ出してしまうからである。

　このゲームの規則は右辺と左辺の値が常に

等しい方程式にたとえることができる。その

値はゼロでなければならない。つまり、村上

の世界において、出来事は作品において登場

すると同時になんの痕跡も残すことなく消失

しなければならないのである。人間の心とい

うものをカメラと比較したフロイトに倣って、

「僕」をコンピュータにたとえれば、それこ

のようなコンピュータであろう。すなわち、

それは入力装置があるために新しい情報を受

け入れることはできるのだが、記憶装置が欠

けているために、モニター上にある情報は、

さらに新しい情報が入力される際に、消され

てしまう、そのようなコンピュータである。

また新たにゼロの状態から書き込まれるとい

う点において、それはピンボールに似ている。

新しい情報が入力される時点で、古い情報は

モニター上から消される、それはピンボール

において新しいゲームが始まると同時に古い

ゲームが痕跡も残すことなく消え去るのに似

ている。これがリプレイの意味なのだ。「僕」の

世界において新しい情報、出来事、は額骨堕

胎されてまったく無害なものへと変えられる。

「僕」の世界、反復の世界、において時代ば

消費されてしまうといってよい。

　村上はあの方程式で何を解いたのか。それ

はすでに述べたように、常に新たな値を導入

しながら、「僕」の世界がゼロの状態にとどま

るようにすること、それはどのようにして可

能になるか、という問いであった。そしてこ：

の方程式は村上のわたしたちに宛てたメッ

セージのように思われる。それは意昧なんて

考えずに踊れというメッセージにほかならな

い。『ダンス・ダンス・ダンス』の中で村上は
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「羊男」、言葉をしゃべる動物、「僕」の世界

と「鼠」の世界とを繋ぐ存在者、に、「それで

僕はいったいどうずればいいんだろう？」と

いう「僕」一あるいはわたしたち一一に向

かって、つぎのように語らせているからだ。

『「踊るんだよ」羊男は言った。「音楽の鳴っ

ている問はとにかく踊るんだ。おいらの言っ

てることはわかるかい？踊るんだ。踊り続け

るんだ。何故踊るなんか考えちゃいけない。

意味なんてことは考えちゃいけない。意味な

んてもともとないんだ。そんなこと考えだし

たら足が停まる。（＿＿）どれだけ馬鹿馬鹿

しく思えても、そんなこと気にしちやいけな

い。きちんとステップを踏んで踊り続けるん

だよ。」』（『ダンス・ダンス・ダンス』）生とは

残酷な舞踏だというニーチェの言葉を髪髭さ

せる。

　「僕」は、「鼠」と異なり、生きることを決

意した。しかし、その生は反復のみが支配す

る世界、リプレイの世界であった。これはく死

に閉ざされた世界〉と言わなければならない

だろう。「羊毛」の言葉はそのような世界に生

き続けねばならない者、すなわち、わたした

ちのマニュアルといっていい。踊ることもま

た反復にすぎない。踊ることは自分の意志に

従って踊るのでもなければ、足の向くまま気

の向くままに踊るのでもない。それは鏡の向

こうにいるく僕〉と同一化すること以外のな

にものでもない。「僕」は生きるためにはゲー

ムの規則一一意味なんか考えずに踊れ一と

いうく象徴化された死〉を受け入れなければ

ならないのである。

書き込み禁止

　村上は、「鼠」にく鏡〉を汚れたまま放置さ

せたことで、「鼠」がく鏡〉に媒介される同一

化を拒絶したことを表した。だが、「僕」に宛

てた「鼠」の手紙は、「鼠」が始めから同一化

を受け入れなかったわけではなかったこと、

むしろ「僕」よりも一層同一化の原理に支配

されていたことを明らかにしてくれる。そこ

で「鼠」はこのように書いている。「君は僕が

うまく言えないことをいつもうまくわかって

くれたような気がする。しかし、君がうまく

わかってくれればくれるほど、僕はどんどん

うまくものが言えないようになっていくみた

いだ。」（『羊をめぐる冒険』）この文章は、「鼠」

が「僕」というく鏡〉を通して自分を理解し

ていたことを教えてくれる。「君がうまくわ

かってくれればくれるほど、僕はどんどんう

まくものが言えないようになっていくみたい

だ」という文章は、「僕」というく鏡〉に写っ

たイマージュが「鼠」の存在奥深くまで食い

込んでいて、殆ど危機的な状況にあったこと

を告げている。事ここに到っては、「鼠」の口

から次の言葉がもれるのも当然といわねばな

らない。『「街を出ることにするよ」と鼠はジェ

イに言った。（＿＿）「何故ここじゃだめなの

かって訊かないのかい？」「わかるような気は

するからね」鼠は笑ってから舌打ちした。「な

あ、ジェイ、だめだよ。みんながそんな風に

問わず語らずに理解し合ったって何処にもい

けやしないんだ。こんなこと言いたくないん

だがね＿、おれはどうも余りにも長くそうい

う世界に留まりすぎたような気がするんだ」』

（『1973年忌ピンボール』）「何処にもいけや

しないんだ」と「鼠」は言う。つまり、「鼠」

はどこかへ行こうと決意したということだ。

それは、換言すれば、あめ「メリー・ゴーラ

ウンド」から降りようと決心したことに等し

い。「鼠」はメリー・ゴーラウンドに乗ること、

同一化の強制にしたがうこと、はく崩壊の過

程にすぎない〉と考えるからである。「どんな

進歩もどんな変化も結局は崩壊の過程にすぎ

ないんじゃないかってね」。つまり、「憲」の

考えによれば、変化と呼ぼうと進歩と呼ぼう

と、それはぐるぐると同じ所を回るメリー・

ゴーラウンドの上でのことにすぎず、木馬に・

揺られながら、「人問はみんな腐ってゆく」の
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だ。〈鏡〉の呪縛から逃れない限り、人間を

腐敗へと導く「崩壊の過程」に呑み込まれて

しまう、というわけである。

　それでは、癒」は同一化の強制に抵抗する

ことで、「崩壊の過程」から脱出することに成

功したのであろうか。「鼠」は『！973年のピ

ンボール』ではつぎのように登場する。「鼠に

とって時の流れは、まるでどこかでプッツン

と断ち切られてしまったように見える。何故

そんなことになってしまったのか、鼠にはわ

からない。切り日を見つけることさえできな

い。死んだロープを手にしたまま彼は薄い秋

の閣の中を彷下った。草地を横切り、鱗を越

え、幾つかの扉を押した。しかし死んだロー

プは彼を何処にも導かなかった。」（『1973年

のピンボール』）「何故そんなことになってし

まったのか」。『ダンス・ダンス・ダンス』の

読者には理由は明らかだ。「鼠」は禁忌に触れ

たからにほかならない。「羊男」は「僕」にこ

のように忠告したのではなかったか。『「意味

なんてことは考えちゃいけない。意昧なんて

もともとないんだ。そんなこと考えだしたら

足が停まる。」』無論、「鼠」はく意味〉を考え

た。考えたからこそ、同一化を拒否したので

ある。しかし、「鼠」が手にしたのは「死んだ

ロープ」でしかなかった。これはどういうこ

とを指しているのだろうか。

　〈鏡〉は、〈鏡〉の向こうにある像、すな

わちく他者〉、に支配されるという代償を支

払うにせよ、形式的なものであるにせよ、と

にかくその前に立つ者に自我の統一、あるひ

とつのまとまり、を与えてくれる。この場合、

〈他者〉とはマス・コミを通じて流通する言

説と考えていい。村上は、〈他者〉が自我を

与えることを、『1973年のピンボール』の冒

頭に置かれた自然描写を通じてはっきりと示

している。

　空には雲ひとつない。それでいて全体がぼ

んやりとした春特有の不透明なヴェールに被

われていた。その捉えどころのないヴェール

の上から、空が少しつつ滲み込もうとしてい

た。日の光は細かな埃のように音も無く大気

の中を降り、そして誰に気取られることもな

く地表に積もった。

　生温かい風が光を揺らせる。まるで木々の

間を群れとなって移ろう鳥のように、空気が

ゆっくりと流れる。風は線路に沿ったなだら

かな緑の斜面を滑り、軌道を越え、木々の葉

を震わせるでもなく林を抜ける。そして郭公

の声が一筋、柔らかな日光の中を横切って彼

方の稜線に消えて行く。丘は幾つもの起伏と

なって一列に連なり、眠りについた巨大な猫

のように、時の日だまりにうずくまっていた。

（『聾73年のピンボール』）

　村上の作品は都会を舞台にしているせいか、

自然が描かれることはきわめて少ないが、こ

れはその数少ないもののひとつといっていい。

先ず、光を通して垂直の線が捉えられる。さ

らに、風の運動が水平線を描くと同時にこの

一枚のタブローに動きを与え、最後にその運

動が一列に連なる丘の描写へと続くことに

よって、この一輻の絵画は再び安定感を取り

戻す。自然はここでは「眺められる」対象と

なっている。つまり、一個の主体、自然と向

かい合うような形で存在している主体があり、

それが自然を愛でるという構図になっている。

眺める主体はまた秩序づけ統合する主体で

あって、この主体の視線の下、自然は、天空

から始まり、やがてそれが水平方向へと移り、

最後に大地と結びつくという動きを通して、

一枚の絵へとまとめあげられる。ここでは自

然は主体によって統御されており、人問へ働

きかけて、カオスへ、崩壊へと導く、解体の

力として現れてはいない。

　たとえ形式的なものにすぎないにしろ、

〈鏡〉はとにかく前述したような主体を形成

する力を有している。一方、〈鏡〉を拒絶す

る者は、退行を余儀なくされる。村上は、「鼠」
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「死のエコノミー」試論（1） 11

がく鏡〉を打ち壊すことで、人聞を解体へと

導く自然の力に呑み込まれてしまったことを、

次の箇所で告げている。「ジェイに話してし

まった後で、たまらないほどの虚脱感が彼（鷲

鼠）を襲った。かろうじて身をひとつに寄せ

合っていた様々な意識の流れが、突然それぞ

れの方向に歩み始めたようである。」〈メ

リー・ゴーラウンド〉から降りて自由を手に

した瞬間、「鼠」から自由は消失し、「鼠」は

「安らぎと静けさ」へと向かう衝動の支配の

手に落ちるといっていい。村上は「鼠」を襲っ

た衝動については何も語っていないが、それ

は、フロイトのく死の衝動〉にほかならない。

　隅閉りた；かった。

　眠りが何もかもをさっぱりと消し去ってく

れそうな気がした。眠りさえずれば＿＿。

　（＿．）そして海の底はどんな町よりも暖か

く、そして安らぎと静けさに満ちているだろ

うと思う。いや、もう何も考えたくない。も

う何も＿＿。（『1973年のピンボール』）」

　〈死の衝動〉はフロイトの論文獣感原則

の彼方』で提示された概念である。名高い概

念であり、説明の必要はないと思うが、一応、

これについて簡単にお竣いをしておこう。

　人間の心的な装置は快感をもたらす経験を

求め、不快なものを避ける原理、快感原則、

に従っているように見える。しかし、考えれ

ばすぐ理解できることだが、快感原則に従う

ことが危険を意心する場合もある。たとえば、

外界からの脅威に曝される時などである。こ

のような時には自己保存を第一に考える原理、

快感原則を放棄するこ：とはしないが、充足の

実現を延期する、現実原則、が心的な装置を

支配する。人間の心という装置はこの二つの

原理に基づいて活動しているように思われる

のだが、フロイトは、彼が経験した三つの出

来事から、これらの原理よりもいっそう根源

的な原理の存在を想定するようになった。ひ

とつは彼自身が目撃した一人の幼児の行為に

関わる。この子の母が出かけ、一人家に残さ

れた時、この子が奇妙な遊びに興じているの

にフロイトは気づく。糸巻きをベッドの向こ

うへ投げ、それが見えなくなると、いない、

と言い、それを引っ張って再び見えるように

なると、いたと言うのである。つまり、この

子はこの遊びを通して母の不在を反復してい

るわけである。遊びとしてであれ、子供は当

人にとつズ決して愉快とはいえない出来事を

反復する。もう一つはフロイトの臨床的な経

験に基づく。初期の精神分析の仕事は患者の

無意識を探り当て、それを構成し、患者にそ

れを告げることであった。しかし、患者はこ

のようにして示される無意識を受け入れるこ

とに抵抗するために、精神分析の技法はいか

にして患者のこの抵抗を放棄させるかに、重

点を置いた。患者は抑圧したものを過去のも

のとして回想するよりはむしろ、それを分析

医に対する行為という形で反復したのである。

三番鐸は外傷神経症の患者に関連する。生命

にかかわる事故に遭遇した者や戦地でノイ

ローゼに罹った者は、その原因となった事故

や出来事を夢の中で反復する。これは、夢は

願望充足と考えるフロイトにとって考えられ

ないことであった。さらには、不幸な恋愛を

反復するくデモーニッシュな〉人々。フロイ

トはこうした人々との経験から、これまで人

間の心的装置を支配するとみられてきた快感

原則とは劉な原則の存在を仮説として立てる

ようになった。これがく死の欲動〉と呼ばれ

るものである。これは、新しいものへと向か

う衝動ではなく、逆に生命が生まれる以前の

状態、無機的な状態へと戻ろうとする衝動と

される。この衝動から、「あらゆる生の日標は

死である」という驚くべき結論が導き出され

る。

　村上は、設計事務所に勤務する女性と「1鼠」

の愛、そしてその後の「鼠」の失踪を「鼠」

がく死の欲動〉に支配されていることを象徴

するものとして、作品のなかに配置している。

「鼠」にはその女性とともに新しい生活を切
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12 言語文化論究8

り開くことも可能性としては残されていたわ

けだが、そうすることはせずに、なにかに追

われるように、やがて自殺を遂げることにな

る北海道へと放浪を続ける。この放浪につい

て「鼠」は「そんな繰り返しさ」という一言

で片づけている。〈死の欲動〉に掴まえられ

た者は、新しいものを求めるよりは、反復を

繰り返すことで、過去へ、過去へと退行し、

死へと近づいていくからだ。

　村上は、「僕」と「鼠」という対照的なく人

間〉の運命を通して、社会を貫き、それを構

造化する力として反復を描いた。村上は、反

復という力が人問をはるかに越えた巨大なも

のであり、これに耐えるためには反復に同化

する以外にないことを明らかにしたといって

よい。村上は「僕」にくメリー・ゴーラウン

ド〉に乗り続けることを選ばせた。これに

よって、〈象徴化された死〉を受け入れるこ

とが生きることの条件であることを示した。

もっとも、それはリプレイのみが反復する、

死として与えられる生でしがなかったのだが。

一方、村上は「憲」の運命を通して、＜メリー・

ゴーラウンド〉から降りることは、死をもっ

て罰されるという、この世のゲームの規則を

あからさまなものにしたのである。

　これはいうまでもなく憂馨な認識である。

では、「憲」はゲームの規則に耐えることので

きなかった敗残者、都会生活がそこで暮らす

者に課す孤独に耐えきれずに、狂気の淵をさ

まよう人々、そのような一人にすぎないか。

村上が「鼠」の生き方で表わしたのはそうい

うことでしかないのだろうか。じ1973年の

ピンボール』はそのような認識のみを語る

く暗い書物〉なのか。その問いに答えるため

には、わたしたちは「憲」が作家志望の男で

あることを思い出さなければならない。「鼠」

が書きたかったものとは何であったのか、

「鼠」の言葉に耳を傾けよう。『「（＿＿）俺は

黙って古墳を眺め、水面を渡る風に耳を澄ま

せた。その時に俺が感じた気持ちはね、とて

も言葉じゃ言えない。いや気持ちなんてもん

じゃないね。まるですっぽり包みこまれちま

うような感覚さ。つまりね、蝉や蚊や蜘蛛や

風、みんなが一体になって宇宙を流れていく

んだ」（＿＿＿）「文章を書くたびにね、俺はそ

の夏の午後と木の幽い繁った古墳を思い出す

んだ。そしてこう思う。蝉や蛙や蜘蛛や、そ

して夏草や風のために何かが書けたらどんな

に素敵だろうってね」』（『風の歌を聴け』）

　村上は、蝉や蚊や蜘蛛、そして夏草や風の

ために何かを書きたいという欲望として「鼠」

を描いているのだ。「僕」と「鼠」は「主体」

というよりも、むしろ物言わぬ自然のために

語りたいという、「鼠」の欲望を分節化する装

置の一部と考えたほうがいい。村上の作品は

この欲望についての物語といっていい。つま

り、村上の素謡は「僕」と「鼠」の物語を通

してこの装置がどのように作動するかを語る

ものなのだ。「鼠」は言う、蝉や蚊や蜘蛛、そ

して夏草や風のために語り、そしてそうした

ものと一体になって宇宙を流れていきたい、

と。これは、換言すれば、書くことを通して

言葉のない世界へ行きたいということにほか

ならない。それは羅を見開いたまま夢を見た

いと言うに等しい。なんという危険な欲望で

あろう。そして、この「鼠」の欲望は作品自

身の欲望でもある。言葉のない世界を夢見な

い作晶があろうか。だが、言葉のない世界、

それは作品そのものが死を迎える世界でもあ

る。作品は己の死を漏出して作品という織物

を紡ぐといっていい。ところで、死を目指す

ことは、死を先へ、先へと延期することでも

ある。当然の事だが、生がなければ死は存在

しないからだ。作品はいかにして死を引き延

ばし、それを効果的に分配するかという、＜死

のエコノミー〉に支配されているのである。

　『1973年のピンボール』はこのく死のエコ

ノミー〉に関する物語とみなければならない。

それでは「僕」と「鼠」はこの物語において

どのような機能を果たしているのだろうか。
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それを考える際、重要なのは、既に述べたよ

うに、死を目指すことは死の遅延にほかなら

ないということである。つまり、死は死のみ

によって構成されるのではなく、生と死とい

うこの二つの要素によって現実化される。す

なわち、生も死もそれぞれ互いにとって異質

なもの、〈他者〉によって構造化されるとい

うことである。村上は作品を「僕」と「鼠」

というふたつの対照的なイマージュの闘争の

場とすることで、〈死のエコノミー〉の構造

を明らかにしたのである。

　振り返れば死は広大な敷地のそれぞれの地

面に根を下ろしていた。時折鼠は女の子の手

を取り、そのとりすました霊園の砂利道をあ

てもなく歩いてみた。それぞれの名前と時と、

そしてそれぞれの過去の生を背負った死は、

まるで植物園のかん木の列のように等間隔を

取ってどこまでも続いていた。彼らには風に

揺れるざわめきもなく、香りもなく、闇に向

かってさしのべる触手もなかった。彼らは時

を失った樹木のように見えた。彼らは想いも、

そしてそれを運ぶことばをももたなかった。

彼らは生き続けるものたちにそれを委ねた。

二人は林に戻り、強く抱き合った。海からの

潮風、木々の葉の香り、叢のコオロギ、そう

いった生き続ける世界の哀しみだけがあたり

に充ちていた。（『1973年のピンボール』）

ざるをえなかった。だが、こうすることで、

すなわち、自らが腐りゆくものと化すことに

よって、「鼠」は自然に向かい合う主体という

より、自然の一部と化し、自然と一体化する

にいたったのだ。

　作品は自然の一部と化した「鼠」の姿を写

す時、作晶はそのディスクールを主体による

自然の再現へと向けるのではなく、自然への

ミメーシスへと導く。この時、作品は「鼠」

の欲望、蝉や蚊や蜘蛛、そして夏草や風のた

めに何かを書きたいという欲望、を「鼠」に

代わって実現し、砕け散り失せようとする

「鼠」の形象から希望を読みとっているので

ある。

　既にみたように「僕」は自然と対峙し、自

然を統合する主体として現れるが、「二人は林

に戻り、強く抱き合った」という描写からは

そのような主体は消え去っている。ここで

「憲」は霊園に溶け込んでいる。「鼠」はく鏡〉

が課する他者への同一化を姫記するために、

自然と対峙し、これを支配する主体ではなく、

主体以前の状態へと退行することを余儀iなく

された。「鼠」はあのく他者〉への同一化を、

＜腐ってゆくことくにすぎないとはねつける

ことで、まさに自らが腐っていくものと化さ
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