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モハメド・ブガール・サール 『⼈間の最奥に秘められた記憶』 
Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes 

(Philippe Rey ; Jimsaan, 448p.) 
 
 

作家について 
 1990 年セネガル⽣まれ。本年度ゴンクール賞第 2 次選考候補者９名のなかではもっとも
若い 31 歳。フランス語圏アフリカ⽂学の現在と未来を考えるうえで⽋かせない存在として、
デビュー以来⽬覚ましい活躍を続けている。 

 

 ⾸都ダカールの中流家庭で 7 ⼈兄弟の⻑男として育ったサールは、医師として⾝を⽴て
た⽗の影響を受けながら、書物を愛し、書物を必要とする環境で幼い頃から⽂学に親しん
だ。サールにとっての⺟語はセレール語だが、セネガルでの学校教育はフランス語で修め、
⾼等学校を優秀な成績で卒業。2009 年に渡仏してパリの社会科学⾼等研究院（EHESS）に
学んだ。書くことへの意識がはっきりと芽⽣えたのは、グランゼコール準備級に在籍してい
た 20 歳前後のことだという。 

 

 2015 年、25 歳で最初の⻑編⼩説 Terre ceinte（未訳）を発表。イスラム原理主義の圧政下に
おける⽣の営みをテーマとした同作は、ジュネーヴ国際ブックフェアで 2015 年度アマドゥ・
クルマ賞（ブラック・アフリカを主題とした物語やエッセイを対象とした賞）を受賞した。
2017 年にはアフリカからシチリアへと向かう不法移⺠に光を当てた第２⼩説 Silence du chœur

（未訳）で「⽂学＝世界賞」Prix Littérature-monde をはじめとする複数の⽂学賞を受賞、
翌 2018 年に上梓した De purs hommes（未訳）ではセネガルにおける同性愛の過酷な現実を描
いて各種メディアから極めて⾼い評価を得た。 

 

 なお、作家にとって 4 作⽬の⼩説となる本書は、⽂学賞レースがスタートすると同時に主
要４賞 ──ゴンクール賞、ルノドー賞、フェミナ賞、メディシス賞── の候補に名を連ね
（10⽉ 20⽇現在、メディシス賞を除く３賞で２次選考に残っている）、「新たな旗⼿」と呼
ぶにふさわしいその勢いを⼗⼆分に⽰すかたちとなった。 

 

 

物語について 
 語り⼿の名はディエガン・ラティール・ファイ。2010 年代のパリに⽣活する若きセネガル
⼈作家である。彼は、⾼校時代に⼿に取った⿊⼈⽂学に関する概説書でしか⽬にしたことの
ない、謎めいた⼀冊の書物の存在に魅せられていた。同郷の作家 T.C.エリマンが 1938 年に
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出版した処⼥作『⾮⼈間的なるものの迷宮』（以下『迷宮』）である。刊⾏と同時にフランス
⽂壇に衝撃をもたらしたこの作品の成功によって「⿊褐⾊のランボー」とまで讃えられたエ
リマンは、にもかかわらず剽窃の嫌疑をかけられて激しい⾮難にさらされることになる。書
物はすべて回収されて出版社は解体。エリマンは沈黙の果てに失踪して「⽂学の記憶からか
き消され、あらゆる⼈間の記憶からも消されてしま」い、産み落とした『迷宮』は呪われた
書物となった。それから 80 年の時を経て、ファイは作家エリマンの⾜跡を明らかにすべく
調査に乗り出すことになる。 

 しかし、ページをめくるごとに靄が晴れたり、ピースがはまって輪郭がはっきりと結ばれ
てゆくわけではない。むしろいくつもの挿話や証⾔、断⽚的な資料や推測は複雑に絡み合
い、それによってエリマンの肖像は、つねに影の部分を残しながらおぼろげに浮かび上がっ
てゆくことになる。 

 どこかボルヘス的な探偵⼩説の趣もたたえた物語は、それ⾃体が「迷宮」（あるいは「蜘
蛛の巣」）を思わせる構造によって読み⼿をその内部へと絡め取る。調査（それはファイの
⼈⽣と同義だ）の過程で出会い、すれ違い、ときには深く関わることになる登場⼈物たちの
声によって、散りばめられた点と点をつなぐ線が現れ、交わるはずなどないと思っていた⾯
と⾯が交錯することになるだろう。そして、あらゆる筋の展開や思索の中⼼にあるのが『迷
宮』であり、本書にとっては導きの⽷としても機能する。それは「⽂学に対する、そしてお
そらくは⼈⽣に対する私たちの眼差しを変えてしまった作品」であり、「私たちは、泉に⽔
を飲みにいくマナティのように、その章句のもとへと向かって」ゆくのである（p. 18）。 

＊ 

 第１巻の舞台となるのは 2010 年代と 1930 年代のパリである。どこの古書店を訪ね歩いて
も⾒つけられなかった書物との偶然の出会い──それは同時に、憧れのセネガル⼈⼥流作
家シガとの出会いでもあった──が語られるいっぽう、⼿に⼊れた『迷宮』を出発点とした
ファイの調査は、出版当時の新聞雑誌に掲載された書評やインタビュー記事をつぎつぎと
掘り起こし、フランス⽂壇の反応を描き出してゆく。しかし、それでも「剽窃」の真相は明
らかにならず、起きた騒動をめぐるエリマンの「声」も聞こえてはこない。はたして⾃分が
追うのは「啓⽰としての真実」ではなく「可能性としての真実」ではないのか──。迷いな
がらもそう⽇記に書きつけるファイは、「坑道の奥に何があるのか」わからないままにそれ
でも歩みを続け、エリマンの幻影にいっそうつよく吸い寄せられてゆく。読み⼿にとって
は、第１巻末に「伝記素」として「T.C.エリマンの⽇記の抜粋」が収められることで、構想
中の『迷宮』をめぐる本⼈の「声」（⾃⼰との対話）が不意に⽴ち上がり、⽬眩のような感
覚とともに束の間エリマンに⾎が通うように感じられるはずだ。 

＊ 

 第２巻の物語は 1980 年のセネガルで幕をあける。若き⽇のシガは臨終の床にある⽗ウセ



 - 3 - 

イヌウ・クマフ ──のちにエリマンの叔⽗（あるいは⽗？）であることが明かされる── 

の寝室に⾜を踏み⼊れ、これまで分かり合えず憎しみばかりを向けてきたその⽗と⾔葉を
交わす。娘の旅⽴ちを予⾒していた⽗が、別れのまえに語りたかったこととは何なのか。こ
こから章をまたいで紡がれるのは、エリマンの⽗となる⼈物アサンとその双⼦の弟（すなわ
ちウセイヌウ・クマフ）、そして 2 ⼈が恋に落ちたモサン（エリマンの⺟となる⼥性）をめ
ぐる過去であった。 

 エリマンの出⽣（1915 年）には哀しい影が差し、癒しがたい傷が残される。彼を⾝籠もる
妻を残してアサンが「祖国」フランスのために第⼀次世界⼤戦に従軍し、北フランスの激戦
地で命を落としたからだ。帰郷の誓いを果たさなかった⽗の⽣き様を⾃分は決してなぞり
はしない ── エリマンは⺟と叔⽗に宣⾔し、⼤学進学のためにパリに旅⽴つが（1935 年）、
まるで運命を繰り返すかのように彼からの便りは減ってゆき、やがて消息は断たれてしま
う。１年以上続いた沈黙ののちに家族のもとに送られた⼿紙と⼀冊の書物（すなわち『迷
宮』）も望まれた形で届くことはなく、これもまた闇に消えてしまうことになる。 

 いっぽう 1930 年代のパリに舞台を変えて描かれるのは、⻘年エリマンが⼩説を出版する
までの⽇々だ。新たな級友たちを前にして「僕は書きたいんです」とまっすぐに訴えたエリ
マンは、2 ⼈のユダヤ⼈編集者（シャルル・エレンシュタインとテレーズ・ジャコブ）に⽀
えられて『迷宮』を刊⾏することになるだろう。それまでに３⼈で重ねた友情と放蕩の時間
にくわえ、「剽窃」騒動後の顛末が編集者テレーズの視点から部分的に明らかになる。また、
エリマンにとっては唯⼀の友でもあったシャルルが第⼆次⼤戦下にたどった痛ましい命運 

──エリマンの痕跡を探して疎開地から占領下のパリに戻ったことがきっかけで強制収容
所送りとなる──も炙り出されるが、友の死がエリマンのその後の謎めいた⾏動の⼤きな
動機となっていることは、ここではまだ明かされない。 

 ⼤切な２⼈の編集者のイニシャルをペンネームに使う温かみを持ち、⽗が戦死した古戦
場をめぐってその痕跡を探す熱情を持ちながら、謎に包まれたその姿が冷たく不気味なも
のに⾒えるのは、彼のまわりに死の匂いが漂う瞬間があるからだ。とりわけ第２巻では、『迷
宮』刊⾏時にこの作品を取り上げた批評家やジャーナリストが数年後に例外なく他界し、し
かもそのほどんどが⾃殺だったという事実が⽰される。偶然にしては出来すぎたこの出来
事は謎のまま残されており、読者は語り⼿とともに不穏な宙吊りの状態を強いられること
になる。 

＊ 

 第３巻の中⼼的な舞台となるのはアルゼンチンとセネガルである。軍事政権下での混乱
が続く 1950 年代末から 1960 年代末にかけてのブエノス・アイレスにエリマンが逗留し、
（エルネスト・）サバトやゴンブロヴィッチとおなじ⽂学サロンに出⼊りしていたことが、
作家シガが慕うというハイチ⼈⼥流詩⼈の語りによって明かされる。なぜエリマンはアル
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ゼンチンにやってきたのか。「⼈」を探しているのだと⾔いながら、ふと旅に出ては不意に
戻ってくるエリマンはいったい誰を探していたのか。それが、死んだはずの⽗でも、失踪し
た⺟でも、連れ去られた編集者シャルルでもなく、シャルルを拷問して収容所送りにした元
SS だったことがわかるのは、若き語り⼿ファイがエリマンの残した草稿を読む最終盤のこ
とでしかない。 

 そうした回想や証⾔のあいだに差し挟まるようにして、古くからの友情とかつての愛、⽬
の前にある政治との距離、そしてなにより孤独を要する⽂学の問題が、語り⼿ファイの視点
から、市⺠運動が激化する故郷ダカールを舞台に描かれる。そして読者は、届かずに終わっ
た「伝記素」としての「⼿紙」（エリマンが⺟と叔⽗に送り、エリマンの⽗が戦場で家族に
宛てて送ろうとした⼿紙）を⽬の当たりにしたのち、ファイがある種の予感とともにエリマ
ンの故郷への向かう姿を追うことになる。道すがら、コンゴ出⾝の若き作家仲間から届いた
⻑⽂のメールには、⾃分にとっての「書くことの起源」──ザイール内戦下で幼い彼が経験
した両親の死、⽿から離れない⺟の叫び声──が⾚裸々に綴られており、それがエリマンの
もとへとさらにファイを駆り⽴てることになる。 

 本書の冒頭に掲げられているように、はたして「作家と作品の⽬的地はその起点とひとつ
に混ざり合う」のだろうか。エリマンは 1 年前に死んでいた。しかし、たしかにエリマンは
故郷に戻っていたのだ。残された者たちによれば、彼は⾃分の死後に誰かが訪ねてくること
を予⾒していたという。エリマンのいなくなった部屋にある肩掛けかばんには、訪れるはず
の「お前」に向けて綴られた⼿紙が⼊っている。死してなおエリマンがファイに囁くのは、
⽂学に囚われた者はみな避けて通ることのできない「⼆者択⼀」である。「書くか、書かな
いか」──そのつぶやきが聞こえてくるのを、語り⼿ファイは待つことになる。 

 

 

⽂体について 
 作品の冒頭からすぐ聞こえてくるのは⾮常にパーソナルな声であり、その声にはいくつ
もの⾳域を演じ分ける⼒がある。それは抽象的で哲学的ですらありながら（冒頭試訳参照）、

あけすけな⾔葉、⼝語的な⾔葉、あるいは卑俗な⾔葉などが鏤
ちりば

められてもいて（« un 

emmerdant babil », « Je vais fermer ma gueule », « foutez-moi le camp », etc.）、ときには接続法半
過去によって引き⽴てられることもある（« les trois plus puissants atouts dont on pût disposer », 

« Il valait, oui, qu’on mît son nez en jeu »）。 

 そして本書では現実と虚構のレフェランスが軽やかに混ぜ合わされている。実在の⼈物
と架空の⼈物、あるいは、根拠のある話と空想の産物とのあいだを、物語の⽷が颯爽と縫い
合わせてゆくかのようでもある。 

 たとえばブリジット・ボレムは「『両世界評論』の⽂芸ジャーナリスト」としてすでにい
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くつかの専⾨研究を出版しており（そのなかにはエリマンについての著作も含まれる）、フ
ェミナ賞の審査員会にも加わっている。また、ウィリアム・K・サリフは、ありそうもない
名前ながら「現代アフリカ⽂学でもっとも有名な作家のひとり」であり、彼の第１作はヴァ
ルガス・リョサやクッツェー、ル・クレジオ、スーザン・ソンタグらがこぞって絶賛した。
いっぽう２年後に出版された第２作は酷評の憂き⽬にあい、処⼥作は評価していた「サラマ
ン・ラシュディが簡潔ながら悪意の込められたツイートをして、それをスティーヴン・キン

グとジョイル・キャロル・オーツがリツイートした」のだと（ 実
まこと

しやかに）語られる。つ

まりサールは、それが本物にしろ偽物にしろ、⼒強くも僅
わず

かにおどけた⾔葉ですべてを物語

のなかに持ち込んでいるのだ。 

 実際、ユーモアはこのテクストの主要な特徴のひとつとなっている。サールは、⾔葉遊び
から、⽪⾁が効いて⾟辣でさえあるような⼝調──とりわけ「フランス⽂学界の甲冑叙任式
（そんなものはいつだって嘲弄し侮辱するのが得策なのに）」をもっぱら夢⾒るような、⼀
部の作家たちによる「アフリカ⼈ゲットー」を想起する場⾯（p. 72）──を経て、機知に富
んだ⽬配せにいたるまで、異なるかたちのユーモアを幅広く⾃在に操っているのだ。そして
多種多様なユーモアのなかではパロディが主要な位置を占めている。いくつかの⽂章は正
真正銘の「⽂体練習」になっており、本書には新聞記事や雑誌の書評、対談、調査報道など
が巧みに織り込まれている。そして忘れてならないのは、⾃らを物笑いの種にする姿勢であ
り、それは作品全体を通してほとんど途切れることがない。サールはカメレオンのような特
性を備えた作家でもあり、ジャーナリストの⽂章もコレージュ・ド・フランス教授の⽂章も
ひとしく模倣する能⼒を持ちながらも、彼⾃⾝の声の響きは、結局のところ、つねに極めて
特別なものであり続けるのだ。 

 

 

本書の読みどころ 
サールの⽂体や語りの多様性が⽣む魅⼒については疑いの余地がない。彼の⽂章は「ボア

のように⻑く」（p. 208）なることがしばしばあるいっぽう、作家はその都度「重苦しい概念
や、脂ぎった隠語や、無味乾燥な主題」（p. 59）を免れる術を⼼得ている。そしてもっとも
胸を打つのは詩的なパッセージであり、そのうちのいくつかには本物の輝きがあるのだ［⼤
地の揺れがセックスと交錯する場⾯の描写（p. 192-193）や、嫌悪する⽗の衝撃的な肖像を描
いた⼀節（試訳参照）など］。だが、それもさることながら、本書は主題──「⽂学の深い
夜闇で擦られたマッチの⾳が書き⼿だとしか思えないような」あの「書物＝亡霊」（p. 24）
をめぐる探求──の複合性がみごとに炸裂する独創的な作品だ。 
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・アフリカをめぐる思索 
フランスの⽂壇の規範に従順な⼀部のアフリカ⼈作家に対する批判（「サンゴールの厄
介な亡霊」[p. 20]の追憶に浸かり切った「有望な若⼿アフリカ⼈作家」[p. 72]の幻想）が
いくつか綴られるいっぽうで、本書には「アフリカの、そして世界の、怒りに燃えて抵
抗するすべての若者」についての思索が織り込まれている。つまりサールの書物は、フ
ランス語圏アフリカ⽂学の新たな⼿札と呼べるだろう⽂学のうちにその名を刻んでい
るのだ。「アフリカの神秘」を祭り上げる異国趣味も、夢気分の反抗もなく、むしろユ
ーモラスで⼀歩も譲ることのないサールの著作には、ケニヤ⼈作家ビンニャヴァンガ・
ワイナイナの⼿法（「アフリカをどう書くのか」（くぼたのぞみ訳）『神奈川⼤学評論』
77［2014 年］所収）を思わせるところがある。 

 

・愛をめぐる思索 
⽗⼦関係や兄弟関係、恋物語や性的な関係に関するサールの⽂章には、簡潔でありなが
らしばしば記憶に刻まれるところがある。それは例えば、官能と詩情をたたえた極めて
美しい場⾯（語り⼿とかつての恋⼈アイダとの関係［p. 381-383］）であり、よりコミカ
ルな例としては、３⼈でのセックスを拒んだ語り⼿が隣室で他の 2 ⼈を待つあいだ、壁
にかけられたキリスト像が磔刑の⼗字架から降りてきて語り⼿を慰めてくれる場⾯が
ある。そこでは語り⼿とキリストとの気の利いた対話がセックスの情景と交錯するよ
うに描かれてゆく。娘の⽬に映る⽗親の姿については抜粋を参照のこと。 

 

・⽂学をめぐる思索 
これは本書の指針＝導きの⽷であると同時にその地平でもある。書くとは何か？ な
ぜひとは書くのか？ 作家という、あの幻想的で明⽩でありながら不確かな実在を備
えた奇妙な⼈間は何なのか？ これは現代を⽣きる若き語り⼿にとっての問いである
と同時に、幻となった作家エリマンや、彼に魅せられ、取り憑かれた何⼈もの書き⼿た
ちにとっての問いでもあるだろう［以下の引⽤参照］。そして⾔うまでもなく、⼀連の
思索を⽀えるのはサール⾃⾝が⽴て続ける根源的な問いかけでもある。サールにとっ
て「⽂学は、そして書くことへの欲望は、ひとつの謎であり、問い」（@ France 24）な
のだ。 

 

「しかし、道半ばにして、あの恐ろしい瞬間が訪れる。真夜中にひとつの声が反響して、
雷のようにあなたを打ち据える。そしてその声は、あなたに明かす、あるいは、あなたに
思い出させるのだ。意志だけでは⾜りず、才能だけでは⾜りず、野⼼だけでは⾜りず、美
しい筆致だけでは⾜りず、幅広い教養をもつだけでは⾜りず、聞き分けがいいだけでは⾜
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りず、政治参加だけでは⾜りず、忍耐だけでは⾜りず、清廉な⼈⽣に陶酔するだけでは⾜
りず、⼈⽣から⾝を遠ざけるだけでは⾜りず、⾃分の夢を信じるだけでは⾜りず、現実世
界を事細かに分析するだけでは⾜りず、知性だけでは⾜りず、感動させるだけでは⾜りず、
戦略だけでは⾜りず、意思疎通だけでは⾜りず、⾔いたいことがあるのでさえ⾜りなけれ
ば、熱⼼な仕事ぶりもまた⼗分ではない、ということを。そしてその声はさらに⾔う。た
しかにそうしたすべては、可能性として、あるいはしばしば現実に、ひとつの条件となり、
強みとなり、特性となり、⼒となる。だがその声はすぐさまつけ加える。こと⽂学が問題
になる場合には、本来これらの特質のどれを取っても決して⾜りはしない。なぜなら書く
ことは、常に、別なもの、別なもの、別なものを要求するのだから。そして声は沈黙し、
孤独のうちに、道の途中に、あなたをおいてゆく。そこに⽊霊するのは別なものであり、
転がり落ちて姿を消す別なもの、あなたの前にある別なものであって、書くことは、常に、
夜明けを確信できないこの夜闇のなかで別なものを要求するのだ」（p. 54-55） 

 

 

評価が分かれる点 

［複雑な構造］ 
「迷宮」こそが本書の主要主題のひとつであることがわかっていたとしても、作品全体の
構成にはまさしく「迷宮」のような複雑さがある。たとえば本書は、まず⼤きく３つの「巻 

livre」に分割されたのち、それぞれがいくつかの「部 partie」に分けられ、「部」と「部」
のあいだには「伝記素 biographème」と呼ばれる「⽣の断⽚」が不規則に織り込まれてお
り、おそらくはそれらが必要以上に錯綜し、⼊り組んでいるように⾒えるだろう。また、
物語は直線的に進⾏せず、予告なくいくつもの挿話が差し込まれるとともに、登場⼈物や
語りの声が突然に切り替わる。作家は意図的にボルヘスを思わせる⼿法を⽤いているは
ずだが、読者のうちに⼾惑いを⽣む可能性は否定できない。ただしこの「⽋点」は ──
仮にそれが「⽋点」だとして──⾔語や作品構成に関連する⽂学的な要請の結果でもある。
明らかにサールは、「何の努⼒も必要としない、無味乾燥な現実の複写を産み落とすこと
で満⾜する」ような「平板な」作家ではないからだ。 

 

［⾔葉のエネルギー］ 
⼀読してわかるように、まっすぐに吹き上げる間⽋泉のような筆の運びからは才能がほ
とばしっている。ただしその裏返しとして、本書には「混沌としながら有無を⾔わせぬ⽂
章」（p. 116）が詰め込まれることがあり、その筆致には、前進を続けて停⾞などありえな
い列⾞を思わせるところがある。挑発やユーモアを考慮に⼊れたとしても、お腹いっぱい
の感を抱かされる場合があるだろう。作家エリマンという登場⼈物とその著作『迷宮』も、
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ときとして⽂学をめぐる反芻を続けるための単なる⼝実になっているように思える。そ
うなると、サールの並外れた⾔葉のエネルギーはいささか空回りをし、苦⾏に変質してし
まう可能性すら⽣まれてくる（ただしそれは同時に本書のテーマのひとつでもある）。 

 

 

作品からの抜粋 
１）冒頭 (p. 15-16) 

 2018 年 8⽉ 27⽇ 

 

 ひとりの作家とその作品については、すくなくとも次のことが分かるはずだ。想像がお
よぶ限りもっとも完璧な迷宮を、作家と作品は連れ⽴って歩んでゆく。それは円を描くよ
うな⻑い道のりであり、そこでは⽬的地が起点と混じり合ってひとつになるのだ。そして
この起点とは、孤独の謂である。 

 私はアムステルダムを去る。そこで知ったことはあるものの、はたして⾃分がエリマン
について詳しくなったのか、あるいはその謎が深まったのか、私には相変わらずわからな
い。あらゆる認識の探究がはらむパラドクスをここで呼び出すこともできるだろう。すな
わち、世界の断⽚を⾒出すほどに、私たちには、未知なるものと⾃らの無知の巨⼤さが⾒
えるようになる、というものだ。しかしこの⽅程式は、あの男を前にした私の感情をまだ
不完全にしか表現していないように思う。彼のケースが要求するのはさらに根源的な公
式であり、それはつまり、⼈間の魂を知ることの可能性そのものについてのいっそう悲観
的な公式なのだ。彼の魂はブラックホールに似ている。それは近づくものすべてを磁⼒で
惹きつけて飲み込んでしまう。ひととき彼の⼈⽣のうえにかがみ込んだ者は、重々しさと
諦念と⽼いをまとい、おそらくは絶望さえ湛えて起き上がり、こう呟くのだ。⼈間の魂に
ついては何ひとつ知ることはできないし、知るべきことは何ひとつないのだ、と。 

 エリマンは⾃分の「夜闇」に⾝を沈めた。太陽に別れを告げたその軽妙さに私は魅了さ
れている。彼の影が昇天するさまに私は魅せられているのだ。彼の⽬的地をめぐる謎が私
をとらえて離さない。彼にはまだ⾔うべきことがあれほどあったのになぜ沈黙したのか、
私にはその理由がわからない。とりわけ苦しいのは、私に彼の真似ができないことだ。⼝
を閉ざした⼈、真に無⾔の⼈とすれ違うことで問われるのは、つねに⾃分⾃⾝の⾔葉の意
味──必要性──であり、ひとは不意に、それが退屈なたわごとではないのか、薄汚れた
⾔語の澱ではないのかと⾃問する。 

 「⽇記」よ、私はこの⼝を噤み、ここでお前を中断しようと思う。私は⺟＝蜘蛛の話で
疲れ切ってしまった。アムステルダムが私を消耗させたのだ。孤独の道のりが私を待って
いる。 
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２）⽂学と⽂芸批評を擁護する⾒事な⼀節（p. 66-67） 

そのとおりさ、ファイ、そのとおりなんだ。本について話したり、⽂壇について議論し
たり、そのささやかな⼈間喜劇について語り合ったりしながら夜を過ごすことは、怪しげ
で、病的で、退屈で、悲しいものにさえ⾒えるかもしれない。でも作家が⽂学について語
らないとしたらどうだろう。つまり、⾃分たちには⽂学が必要不可⽋だと考える⼈びとが、
⽂学を実践する者として、⽂学に囚われ、取り憑かれた者として、⽂学に恋する者として、
⽂学に熱狂し、激情を掻き⽴てられる者として内側から⽂学を語るのでなければ、いった
い誰が語るというのだろう。我慢のならない、ひどく不快で、けち臭い考えかもしれない
が、認めなければならないんだ。⽂学をやることこそが僕たちの⼈⽣だし、⽂学について
語ることもまた僕たちの⼈⽣だ。それは⽂学の命をつなぐことでもある。そして⽂学が⽣
きている限り、僕たちの⼈⽣は、たとえ役に⽴たなかったとしても、たとえ悲劇的なまで
に滑稽で無意味であったとしても、万事休すにはならないはずだ。⽂学こそがこの世でも
っとも重要であるかのように⽴ち振舞う必要がある。滅多にないことかもしれないが、そ
れでもなお、ときにはそういうケースもあるかも知れないし、それを証し⽴てるべき⼈々
がいるかも知れないんだよ。 

 

［⽂学や⽂芸批評がどこまでも軽視される時代にあって、この⼀⽂は義にかなった
⾔葉として読み⼿の胸に響くのではないか］ 

 

３）おぞましくも美しい、⽗の肖像（p. 125） 

寝室。まだ⾜を踏み⼊れてもいないのに、その腹の中⾝が顔にぶちまけられる。死が近
づくことで⼀切の羞恥を⼿放してしまう⾝体の、⽼いと病いと衰弱からくる臭い。私は年
⽼いた⽗しか知らなかった。そのせいで私はますます⽗を嫌悪し、晩年の彼がもうほとん
ど離れなくなっていたあの寝室を忌み嫌った。寝室と臭いが終いには⼀体になってしま
っていた。私は⽗を思い返す。盲いたその顔が現れるよりもさきに、私はまずあの臭気を
感じるのだ。私にはそれが⾒える。私はそれに触れる。それが私の臓腑を掴んでかき回す。
ついで臭いばかりが⾁となり、その⾁が⽗の顔になる。⽣きているときの彼は、⾃分の臭
いを私に強いてきた。死んでなお、彼は私にそれを耐え忍ばせようとする。悪臭を放つ呼
気。どろどろとした痰。尿失禁。肛⾨の分泌物。⼿⼊れは形ばかりで、すべては避けがた
く腐敗する。私の⽗は、⽼いさらばえて腐りきった、⾒るに耐えない⼀個の死骸だった。 

 （紹介：ミカエル・フェリエ／⼩⿊昌⽂） 


