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【 寄稿論文 】

『悪童日記』1） ── 望ましい世界の希求

田　村　奈保子

『悪童日記』の作家アゴタ・クリストフ（1935-2011）は，ハンガリーで生まれ，第二次世界大戦
を経験，その後 1956年の動乱で夫とともに 4か月の乳飲み子を連れスイスに亡命した。ハンガリー
時代から常に何かを書いていたという彼女は，詩作や戯曲の執筆を続け，『悪童日記』（1986）が小
説処女作となった。この物語は，疎開したオーストリアとの国境に近い祖国の村での兄との子ども
時代の思い出が原形であると，作者自身が明かしている。戦争や亡命を描いたこの作品は，しかし，
緩やかに作家の実人生2）と重なりながらも，単純に自伝とは考え難い。また，多くの言語への翻訳
や映画化3）は，この作品が作者のハンガリーでの戦時や動乱の体験の記録を超えた普遍性を持って
読み継がれていることの証と言えよう。
さて，この作品はすでに何度か精神分析，特に父権制の視点から読み解かれている4）。説明は不
要かもしれないが，父権制とは，父が実際の家族の長であることを原型に，社会性を帯びた姓を束
ねそれを制度として引き継ぐという統一的・象徴的共同体形成の原理であり，その背景には一神教
がある。その原理の下で，父は，言

ラング

語，知，権力，秩序，法，神などと同一と考え得る。この観点
での先行研究の帰結のひとつは，反父権 =母権的社会への回帰あるいは志向である。本稿ではそ

 1）　 Agota Kristof, Le Grand Cahier, in Romans, Nouvelles, Theâtre complet, Edition du Seuil, 2011. 本稿はこのテキス
トを使用し，引用箇所は本文中にページ数で示す。訳については以下を使用する。アゴタ・クリストフ（堀
茂樹訳）『悪童日記』，早川書房，1991.

 　この『悪童日記』は『二人の証拠』『第三の嘘』とともに三部作とされているが，最初に書かれたことから
後の二作との強い影響関係は恐らくない。実際アゴタ・クリストフは，『悪童日記』を三部作にしようなどと
いう考えはなかった，先の見通しはなかった，と述べている。（「『書くこと』に憑かれた亡命者」，『すばる』
第 17巻 8月号，集英社，1995，p. 104.）これらのことから，この小論では『悪童日記』を独立した作品とし
て扱う。

 2）　「－ 小さい町への引っ越しから始まって兄弟の別離で終わる『悪童日記』の筋立ては，あなたの人生と一致
しますね。／クリストフ  そうですよ。（後略）」「『書くこと』に憑かれた亡命者」，同書，p. 103.

 3）　『悪童日記』，ヤーノシュ・サース監督，ドイツ・ハンガリー合作，2013.
 4）　金森恭子「アゴタ・クリストフ『大きなノート』 ── 反父権性ゲームとしての物語」，「広島修大論集，人文
編」第 35巻第 1号，広島修道大学人文学会，1994．

 　東浦弘樹「母は死すべし，父は死すべし ── アゴタ・クリストフの『悪童日記』」，『人文論究』，第 57号
第 1号，関西学院大学人文学会，2007.

 　戸丸勇作「ひとりで『第四の嘘』を書く : アゴタ・クリストフ「双子三部作」の欲望を「書く」ことにつ
いて」，『言語情報科学』第 10号，東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻，2012．

 　また，以下の考察も参考にした。内田樹・難波江和英『現代思想のパフォーマンス』，光文社新書，2004，
pp. 336-354.
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うした考察に概ね方向性を一にするが，クリストフの実人生が間違いなく背後にありながら結果的
に自伝的事実の色合いを薄めたこの作品に作家のどのような思いが読み取れるか，更なる考察を試
みたい。小説の挿話にはモデルとなった人物や事件があることが明かされている5）が，それらは変
形され虚構の被いを纏わされている。作家は事実をそのままの形で描くことをせず，脚色したので
ある。その際の抑圧や隠ぺいは，作家の意識を逃れるところでも行われていることだろう。分析を
通して，作品に込められた作者の意図を隠された部分に至るまで読み取りたい。同時に細かな表現
にも留意し，小説世界を豊かに読むことを目指す。

＜大きな町＞から＜小さな町＞へ

『悪童日記』は作家の子供時代が下敷きであるとしながら，年代や地理は特定されていない6）。最
初の章である「おばあちゃんの家に到着」で，主人公で語り手の双子の男の子たちは家族で暮らし
た町を離れ，祖母が住む町にやってくる。それらの町にも固有の名は与えられていない。それぞれ
＜大きな町＞ Grande Villeと＜小さな町＞ Petite Villeと表記されているのみである。語頭が大文字
であることに着目しておこう7）。双子 ── 彼らにも名はない ── が疎開のために定住する祖母の
家は，＜小さな町＞の駅から更に遠く離れた，町の反対側である。筆者は以前，小さな村と大きな
街の対比に「想像界」と「象徴界」の概念を用い，それを子供の成長の比喩として考察した8）。小
説で双子は大きな町から小さな町に移行している。後述するが，この考えに従えば，『悪童日記』
における双子たちの移動は，比喩的な意味での成長の逆行，つまり子供返りともとれる9）。
＜大きな町＞と＜小さな町＞の描写には，対をなすような表現がある。双子は＜小さな町＞には

「市電も，バスも，自動車もない Il n’y a de tramway, ni d’autobus, ni de voitures. （p. 11.）」ことに気
づき ，＜大きな町＞では「うちには食べ物がもう残っていないの。パンも，肉も，野菜も，ミル
クもすっかり尽きてしまって，何一つないの。il n’y a plus rien à manger chez nous, ni pain, ni viande, 

 5）　「『書くこと』に憑かれた亡命者」，前掲書。
 6）　「この小説全体の内容と，作者アゴタ・クリストフの出自（中略）を考え合わせるとき，＜大きな町＞は，
もともとハンガリーの首都ブダペストを念頭において設定されたものと思われる。（中略）同様に推測するな
ら，＜小さい町＞は，もともとハンガリーの実在の，あるいは非実在の田舎町のイメージから設定されたも
のと思われる。」堀茂樹，『悪童日記』，前掲書，p. 229.

 　また，対談において，小説のモデルの有無に関する文脈で，次のようなやり取りがあり，作家が描きたかっ
たのは記録としての詳細ではなかったことがわかる。

 　  「－ （…）実際に起こったことだと聞いています。そうした形で歴史を作中に書き込もうと意図なさったの
でしょうか。

 　クリストフ　 いいえ，そんな気はありませんでした。
 　－ 社会的条件はむしろドラマの背景に追いやられていますね。
 　クリストフ　 だから町の名も国の名も，時代さえ明示しなかったわけですよ。」
 　「『書くこと』に憑かれた亡命者」，前掲書，p. 104.
 7）　前掲の堀訳では＜大きい町＞，＜小さい町＞という表記の工夫がある。
 8）　田村奈保子「教材としての映画 :『魔女の宅急便』の精神分析的考察」，『行政社会論集』第 26巻，第 3号，
福島大学行政社会学会，2014．

 9）　大きな町で学校に行った時の記述から考えて，疎開時の双子たちの年齢は恐らく 9歳くらいである。
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ni légumes, ni lait.（ibid.）」，また，＜大きな町＞は昼も夜も爆撃を受けて，「それでもう食料がなく
なってしまったわ。et il n’ y a plus de nourriture.（p. 12.）」と母は言う。これらの描写によれば，
＜大きな町＞には交通機関が整い，おそらく現代的な文化文明が行き届いている10）が，＜小さな町＞
はそうではない。これは，秩序ある世界から一種無秩序の世界への移行の比喩と取れる。また，
＜小さな町＞にあるという生きるために必要な食べ物の描写に列挙された語，「パン，肉，野菜，
ミルク，食べ物」に着目したい。これは母親と祖母との会話の中で発せられた語である。子どもに
むけた言葉ではないので，あえて平易な言葉遣いをする必要はない。列挙された食物が日常的かつ
ごく基本的なものであること，食べ物 nourritureの動詞形 nourrir「授乳する」から，子ども特に
乳幼児を養うために必要最低限のものを求めて疎開してきたという印象を与えもする11）。離れて暮
らすことを余儀なくされ，母の双子への思いが幼児への愛情のように募ったというのかもしれない。
同章には以下のような描写もある。双子の母親は「この二つのカバンの中に，この子たちの衣類

が入っています。それから，この箱の中は敷布と毛布です。（pp. 11-12.）」と言う。それを受けて
祖母は双子たちにこう言う。「敷布に毛布じゃと！真っ白いシャツに磨き上げた靴だと！わしゃこ
れからおまえたちに，生きるっていうのはどういうことか教えてやるわい！（p. 12.）」これは文化
的な生活では重きを置かれている清潔さや快適さは，極限的な生においては単なる付属物でしかな
いことを意味している。ちなみに五章の後の章のタイトルは「不潔さ」である。祖母は「ここでだっ
て食料は無料というわけじゃないのさ。（p. 11.）」との言葉も母親に浴びせ，そこでの暮らしの厳
しさも予告している。こうして現代的秩序が整った＜大きな町＞から＜小さな町＞のそのまた外れ，
混沌ともいえる中に双子は身を落ち着けることになる。祖母の家の畑の向こう側には川があり，そ
の先は森，更に先は国境で，そこには見張りの兵士がいて，それを超えれば別の国がある12）。混沌
の先には異界との境界線があるのだ。実は境界を超えることが，混沌から逃れる方策であるかもし
れないのだが。

固有名詞の欠落

この物語が西欧における伝統的な父権制の枠組みで描かれていることは，冒頭からあからさまと
言ってよい。疎開にやって来た双子の男の子たちが父の大きな辞書13）を携えて歩いていたことが，

10）　自伝『文盲』には「当時わたしたちは，小さな村に住んでいた。駅も，電気も，水道も，電話もない村だっ
た。…母の両親は近くの町に住んでいて，その家には電気も水道もある。」との記述がある。小説とは逆の状
況だが，小さな町と大きな町の対比があることに変わりはない。アゴタ・クリストフ（堀茂樹訳）『文盲』，
白水社，2014. pp. 7-11.

11）　作家は乳児の着替えや哺乳瓶などを詰めた鞄と，数冊の辞書を入れた鞄を持って国境を越えたという。クリ
ストフ『文盲』，前掲書，p. 55.

12）　訳註には「双子の少年たち（「ぼくら」）の疎開先である＜小さな町＞がハンガリーの田舎町だとすれば，こ
こで言及されている「国境」とはドイツ第三帝国の一地方にすぎなかった頃（1938年春から 45年春まで）の
オーストリアとの国境線であり，「もう一つの国」とは当時のドイツにほかならぬことが（中略）明確化する
だろう。」とあるが，本小論の意図は物語を史実と結びつけて読むことではないので，こうした視点は参考に
するにとどめておく。

13）　作家自身も亡命時数冊の辞書をもって国境を越えている。註 11参照。
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第一章冒頭で語られているのだ。さぞ重かったのであろう，腕がだるくなり，かわるがわる交代に
持ち合って運びながら歩いてきている（ibid.）。こうして戦地に赴いた父は，不在でありながら，
言
ラング

語の主として象徴的に小説世界に鎮座するがごとく登場するわけである14）。また，父との間の子
である双子を保護の対象として祖母に託す母は，父権制または父権制的家族を受け入れて生きる存
在と位置づけられている。作者の実人生では兄妹であったところ，男子の双子の物語に変更された
ことで，小説はエディプス物語的様相を帯び，父権の強さが際立ったと感じられる。ちなみに，こ
の後双子の学習のよすがとなるのはこの辞書と聖書である。つまり，双子にとってその存在（父＝
辞書）は，一定の愛着もあったのか，重いが捨てるわけにはいかず，（言

ラン グ

語の）世界で生きていく
基準となる。
父親と辞書の関係に関しては後述するとして，ここではまず固有名詞が小説に現れないことに目

を向けたい。もちろん固有名詞の欠如は作品の虚構性，つまり事実の偽装に直結しはする。しかし，
実際とは別の名をつけることも可能な中，徹底して固有名詞を排除したかのような書き様に着目し
たい。
上述の通り，町に名前はない。双子だけでなく小説の登場人物の名前も記されていない。しかし，

両親と祖父母を指す場合には，notre Mère, notre Père, Grand-Mère, Grand-Pèreと大文字表記がさ
れていることに着目しておきたい。また，固有名詞ではないが，あだ名で呼ばれる人物が二人いる。
「魔女」Sorcièreと呼ばれる祖母と，「兎っこ」Bec de Lièvreと呼ばれる隣に住む少し年上の少女で
ある。これらは語頭の大文字から固有名詞に近い印象も受けるが，それぞれ村人たちがそう呼んで
いる（Les gens l’appelle Sorcière. p.16, on m’appelle Bec de Lièvres. p. 37.）のであり，本名ではない
ことがわかっている。こうした記述は，小説においてあえて名を伏せている印象を与えはしないか。
その印象は，彼女らを含めた登場人物の何人かの名前に関する以下の言及の描写から，確信へと変
わるだろう。兎っことその母について，司祭に「彼女らの正確な名前 le nom exactを知りたい」と
聞かれる場面がある。それに対して双子たちは「正確な名前は知らない」と答えている（p. 65.）。
また小説後半部で，彼らの従姉を名乗る少女がリストに名前があると確認され，村を出ていく場面
がある（p. 133.）。小説には従姉の名は明記されない。その直後に双子自身もリストでの確認のた
め自ら名前を告げる場面がある（ibid.）。ここでも読者に名前は明かされない。そして，リストに
彼らの名前はない15）。名前が伏せられたまま名前の確認の行為が繰り返されていることに，固有名
を隠す強い意図が感じられる。上で＜大きな町＞と＜小さな町＞，祖父母と両親の大文字表記のこ
とに触れたが，同様に姻戚関係を表す語で呼ばれたこの従姉は大文字で表記されていない。彼女は
身元を隠すため彼らの血縁者としてふるまっているに過ぎず，親密な関係にないからであろう。ま
た，双子は書籍文房具店で「分厚い大判の帳面（un grand cahier épais）」を求め（p. 32.），それを

14）　作家の父は教師で，戦時下に家族と離れていた。「全体的に父親に存在感がないのは実人生の反映です。戦
争が始まるや動員されていなくなったし，その後は刑務所に入れられて，わたしたちにとっては父は印象が
薄いのです。」『書くこと』に憑かれた亡命者」，前掲書，p. 104.

15）　「学校再開」の章（pp. 141-143.）で，彼らは障がいがある振りをして学校に行くこと，つまりリストに載る
ことから逃れている。社会のシステムに組み込まることを拒否しているかのようである。
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二人の日記帳にするのだが，それも自分たちのものになった後で大文字表記「＜大きな帳面＞16）（le 

Grand Cahier p. 34.）」に変えられている。つまり，双子たちと特に関係の深いものに限って，人物
や物に大文字表記がなされていることになる。双子は＜小さい町＞で自分たちにとってごく親しい
人と特別なものとの関係の中で生きているのだ。これはあたかも乳児期から幼児期に外界を認めて
いく順序に似ている。乳幼児は愛情を持って自分を世話する人間や周りにあるものを，自分を中心
に置いて認識し，その同心円を広げていく。自身と他者との関係を親密さをもとに認識していく場
合，その多くは母親（にあたる存在）から始まり，父親，祖父母などに広がっていく。また，小さ
な世界観の中で生きている幼児は，緊密な関係の外側にいる他者と，固有名詞もその一部である共
通のコードを使って広く他者と意思疎通を行う段階に至っていない。つまり，コミュニケーション
に固有名が用いられない双子の世界は幼児のそれに似ているのだ。小説の登場人物に名前がなく，
特に語りが一人称である物語には（『悪童日記』では「ぼくら nous」），第三者の特別な物語ではなく，
読者が一人称の話者に感情移入しやすくする効果を意図する場合もあろう。しかし，『悪童日記』
の固有名の欠如は，幼児がするような世界の把握を思わせる。双子が親密な関係を持たないその他
大勢の登場人物のほとんどは，身分や職名などで表されている。それらの人物は双子とは強いつな
がりを持たずに，彼らの心的世界の外側に位置する人物と考えられるだろう。
物語は辞書＝父の存在をもって秩序が敷かれた世界観の下に幕を開けたが，固有名詞の欠如によ

り，すぐに無秩序の中へと移行する。祖母の呼び名が魔女であることの意味については後段で考察
するが，この文脈において彼女が混沌の住人にふさわしいことだけここでふれておきたい。祖母は，
双子が知らない言語を話すと冒頭近くで語られる（p. 16.）。双子の＜小さな町＞での生活の中心的
な人物である祖母は，娘が結婚と出産により父権的家族を形成したことを認めない段階ですでに父
権制をはみ出している17）のであるが，言語の観点からも祖母が秩序ある世界からは異端の存在であ
ると，物語の幕が上がってほどなく明らかにされているのである。

母の系列，母たる者

小説で母の役割が他の人物にも分け持たれていることはすでに考察されてきた18）。その一人は司
祭館の女中である。若く金髪で白い肌の彼女 ── 恐らく魅力的だろうが，「ぼくらの学習」の章で
事実しか書かないとした掟に従ってか，双子たちはそうは表現していない ── は，双子を入浴させ，
衣類を洗濯し，おいしい食事を与えるなど，何くれとなくまるで母のように二人の世話を焼く。入
浴や洗濯は＜大きな町＞で母が彼らにしてくれていたことだったと前述されており（p. 22.），それ
らは母との幸せな思い出に直結するだろう。しかし，女中の行為には，母のそれにはない性的な接
触が多く含まれていた。彼女は双子の前で服を脱ぎ体を洗い，双子の「体中を愛撫し，所構わず接

16）　前掲の堀訳では町の場合と同様，＜大きな帳面＞と表記に工夫が施されている。
17）　金森，前掲論文，p. 146.
18）　同論文，p. 151. 

   高橋奈月「アゴタ・クリストフの三部作 ── 家族をめぐる考察 ──」，『学習院大学人文科学論集』第 22号，
2013年。
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吻（p. 75.）」し，彼らに自分の体を触らせる。双子はそうした行為を甘受し，再訪の誘いに応じた。
そして後日司祭館を訪ねた時，双子たちは，連行されていくユダヤ人とおぼしき人々に心無い行為
をし19），その直後兵士に媚を売る女中の姿を目撃する（pp. 101-102.）。駐留する従卒とも関係を持
つ女中の描写（p. 81.）には，性的放縦さや欲望の露呈，権力や体制を無反省に受け入れそれにお
もねるといった，無垢とは言えずまた愚かでもある否定的な側面が描きこまれている。
母の役割は祖母にもわけ持たれている20）。というよりも，＜小さな町＞での双子の事実上の母は
祖母だ。初めは彼らに冷たく当たっていたが，ともあれ家に住むことを許し，食事も与えるように
なり，言語も教える（後述）。吝嗇で無慈悲で不潔も厭わず，ひたすら生きることに執着する自己
中心的な祖母に，双子が俄かに愛情を抱けずにいたことは確かだ。しかし，徐々に双子は祖母を人
として信頼するに至った。そのきっかけの一つは，連行されていく人々にりんごを与えた行為であ
る。その行為から憲兵に殴打されたのに，祖母はついりんごを取り落とし，たまたま人々の列に転
がったのだとうそぶく（pp. 103-104.）。殴打の傷が元で介抱が必要となった祖母の弱さも感じ，双
子の心情は大きく変化したのだろう。祖母の方も，双子に介抱されることによって信頼関係を密に
し，その後病に倒れた時には自分の最期を彼らに託すまでになった（p. 149.）。身体と生命の維持
を第一に考え，そのために自己中心的にもなり，また逞しさを見せているが実は脆さを併せ持つ祖
母もまた，女性特有の様々な側面を体現している人物と言ってよいだろう。そこには大地母神的と
して称賛され得る強く度量の大きな一面と，生身の女性ゆえの弱さや我儘など諸々の不完全さが混
在している。また連行される人々に関して，女中の意地悪さと祖母の優しさを表すそれぞれの挿話
が間を置かず前後の章に対比的に置かれていることに，二者の性質の違いを際立たせようとした作
家の意図を感じる。
母の役割を分け持つ人物の多様な，特に負の側面の描写は，そのまま母本人への感情の複雑さの

表れでもある。その証拠に，双子の母への思いは愛情だけとは考えられない。二人が文章の練習と
して書いたものがこの小説となったという仕掛けとともに，「事実を忠実に描写する」21）という小説
全体の文調を大きく規定した 22）「ぼくらの学習」の章にそれが表れた記述がある。

「お母さんが好きだ」という場合（中略）「好き」は，ひとつの感情を指している。

感情を定義する言葉は，非常に漠然としている。その種の言葉の使用は避け，（中略）事実

の忠実な描写だけにとどめたほうがよい。（p. 35.）

19）　この行為にもモデルがあったと作者は言っている。「『書くこと』に憑かれた亡命者」，前掲書，p. 105.
20）　たとえばマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』でも祖母が，特に母の優しさの部分の役割を分け
持っている。しかし，両者ともが話者にとって慈悲深く優しい「母」である点は，『悪童日記』で優しさ以外
の悪徳の側面をいくつも見せる「母たる者」の多様性とは異なるだろう。

21）　『悪童日記』執筆時のアゴタ・クリストフは，あまりに曖昧であるとして，感情を定義する言葉を好まなかっ
た。ハンガリーでの創作は感傷的な詩を書くことから始めたが，それを若気の至りとして否定し，乾いた表現，
出来る限りの単純さを追求した。Claire Devarrieux, ≪Qui a pendu le chat?≫, Libération, 5 septembre 1991.

22）　クリストフ自身が『悪童日記』には「書き方のルールが述べられている」と答えている。「『書くこと』に憑
かれた亡命者」，前掲書，p. 106.
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双子はこう言うが，母と離れて暮らす彼らは母から愛情深い世話を受けることが不可能な状況下
にあり，したがってその事実がない以上「お母さんが好き」にあたることは書けない。今の状況で
は母を好きだという感情を持ちえないという双子の宣言のようにも取れる。
脱走兵と出会い，自分のことは母親にも教えてはいけない，と言われる場面がある（p. 45.）。脱
走兵の言葉は，母親というものは子どもが一番信頼し，また宝物を与えるかのように自分の秘密を
喜んで打ち明ける対象であるとの印象を与える。もちろん一般的にはそうであろうが，双子はそれ
に答えて「ぼくたちには母がいない nous n’avons pas de mère. （ibid.）」と言う。ここでは「母」は
小文字である。「一緒に住んでいない」と答えることもできたであろうに，「（持って）いない」と
答えているのだ。これには即物的な印象さえ受ける。
双子の母は，先行研究23）にある通り，大地母神的に双子を力強くあたたかく守る母ではなく，父

権制の世界での女性の役割を疑問なく引き受けるように描かれている。そして，さらに彼女は，母
としてではなく女として生きることを優先させる姿を双子たちの前に晒すことになる。
それが明らかになったのは，母が久しぶりに双子を訪れた時のことだった。双子を連れにやって

きた母は，赤ん坊を抱き，進駐軍将校のジープに乗ってきた。母はその将校，つまり双子の父以外
の男性の子供を産んでいたのだった。母は＜小さな町＞にも爆撃が降り注ぐ中，抵抗する彼らを無
理やり連れて行こうとする。乱暴で身勝手に見えようと，それも一種の母の愛情の形だったのだろ
う。しかし，その時，天罰が下ったとでもいうのか，母は祖母の庭で砲弾を浴び，赤ん坊とともに
死ぬ。弾を受け腹部から腸が飛び出した（p. 131.）とあるが，女性が新しい命を育む体の部位にひ
どい損傷を受けたとする描写に，父以外の男性の子どもを産んだ母への強い懲罰の印象を受ける。
それでも彼らは母を埋めた庭の一角に花を植えた。母は死に，赤ん坊に罪はない。後日やってきて
母を掘り返した父に問われ，あてつけもあったのだろう，双子は母の胸の上にいるのは妹だと答え
る。穴の中に放置された母と赤ん坊の骨を掘り出し，丁寧に復元しニスを塗って，二人の聖域たる
屋根裏に飾りもした（p. 150.）。赤ん坊を抱いたその骨は聖母子像のようにも思われる。母は死ん
だことでやっと許され，神聖化され，母たる存在になりえたのかもしれない。しかし，不義の子を
抱く母は反父権的聖母子像とも解される24）。母が抱くのが娘であることも，従来の聖母子像を逃れ
る構図を意図したととれるだろう。

父の系列，父たるもの

小説では双子の父，すなわち notre Pèreと呼ばれる男性のほかに，父を象徴する人物やものが登
場する。しかし，父を含めてそのすべてが，父たる権威や真の力を持ち合わせていない。父以外の
そうした存在となる司祭，靴屋，そして言語を考えてみよう。
まず神父である。キリスト教社会である西洋では教会は共同体に欠かせない存在であり，教会を

囲むように町が出来，地理的，精神的核となっている。司祭は教会の代表者であり，指導的立場に
いるはずで，呼び掛ける時にはフランス語では mon père「私の父」と呼ばれる。しかし，双子は，

23）　金森，前掲論文。
24）　同論文，pp. 150-151. 
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＜小さな町＞の司祭を mon pèreではなく，単に monsieurまたは「司祭様」monsieur le curéと呼
ぶ（p. 67.）。その司祭は兎っ子の体を触っては金を渡していたと彼女から聞き，双子は彼女と母の
窮状を救うため，司祭に金の無心にいく。司祭はいわれのないゆすりだが慈善として与えると言っ
て双子に金を渡す（p. 65-67.）が，それは真実を知られ彼らに屈したためとも考えられる。再び訪
ねて行った双子に「十戒は守っているか」と司祭は聞く。双子は悪びれもせず否定し，誰も守って
いないと答える。汝殺すなかれというのに，みんな殺していると。司祭は「それが戦争だからなぁ。
（p. 78.）」と答える。が，当然それは答えにはなっていない。神の言葉が守られていないのを戦争
のせいにして論点をずらしている。そもそも人々が神の戒めを守っていれば，戦争は起こらないは
ずだ。司祭は次第に双子に優しく接するようになるが，同時に双子がゆすりに行った時にはまだ取
り繕っていた威厳は薄らいでいく。父なる神からの訓戒が守られていないことに毅然とした態度が
取れない司祭の権威は失墜するに任せるしかないのだ。双子は司祭の中にも世の中の大人たちに蔓
延している欺瞞を認める。だから双子は「事実が書かれている本」として地理や歴史の本を神父に
所望する。双子がそれまで勉強に使い規範としていた父の辞書と聖書は，内容においてここで否定
されている。
次に靴屋である。冬なのにサンダルしか持っていない双子は，靴屋に入り，一足分しか代金は払

えないがどうしても二人分の長靴が必要だと靴屋に言う。双子とやり取りをした後，靴屋は無償で
長靴を与える。
よく似たやり取りが数章前の書籍文具店とのやり取りにもある。双子は文具を買いに行ったのだ

が，店主は双子の態度や言葉遣いが子どもらしくないことに苛立ちを感じる。卵を届けるという双
子からの物々交換の提案にも，逆に卑しさや浅ましさを見透かされたように感じたのか，商品をや
るから出て行け，と双子を追い出す25）。これに対して靴屋は寛大である。しかし，それは真の寛大
さではなく，強制連行もしくは殺害される近い未来を思っての諦観からのものであった。双子は彼
の優しさと境遇に親愛と憐憫の情をもったようだ。そこから発したのか，連行される人たちへの強
い憐みの感情を持つが，靴屋は双子を支える強い父たる存在にはならなかった。
双子の父について考察する前に，言語について考えよう。この物語で言語は大きな存在である。
それは，クリストフが動乱から逃れるために故国を離れ，第二言語の習得を強いられたことに根を
持つだろう。望んだ移住ではない。生きるための他言語習得であった。しかもそれを強いたのは，
祖国での異なる思想をめぐる動乱であった。作家は言語が権力と結びついていることを身をもって
感じたはずである。言語に対する複雑な思い26）は，先述の通り，物語の冒頭に双子が交代で持ちな
がら運んできた父の大きな辞書の形で表されている。辞書は言語＝権力の象徴であり，また父の辞
書と明記されたことで父権的意味合いが増幅されている。
言語が権威や秩序や権力に結びつくとすれば，小説の登場人物の中でその象徴である父と対極に

位置するのは祖母である。祖母は，双子たちの言語でも占領軍のそれとも違う言語を話す

25）　店主とのやり取りに関しては，先行研究で詳察されている。同論文，pp. 143-146.
26）　彼女がもっぱら外国語であるフランス語で創作することの理由は，家族を残して亡命したことへの罪悪感か
ら，ハンガリー語で書くことが出来なくなったことでもあったようだ。Martine Laval, ≪Étrangère à jamais≫, 

Télérama, no2387, 14 octobre, 1995.
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（pp. 16-17.）。酔って泣きながら床に就く時の独り語りの言語であることから，恐らく祖母の母語
であろう。
物語が進むと，新しい辞書が登場する。祖母の家を借りてい進駐軍の将校が双子に自分たちの国

語の辞書を与えたのだ（p.86.）。双子は数週間でその言語を覚える。それに喜んだ将校は双子にハー
モニカを与えた（ibid.）。双子はそのハーモニカを使って酒場で芸を披露し，生計の資を得る（p. 91.）。
言葉の獲得が収入に変わったのだ。将校は双子に自分の部屋の鍵も与える（p. 86.）。それは好きな
時に彼の部屋に入る許可を意味する。すでに部屋の合鍵を隠し持っていた双子たちにとってその鍵
に大した実益はないが，将校からの許可という権威の表れとして，また閉ざされた場所に入るとい
う象徴性をもちうるものとして，鍵が言語の習得と引き換えに与えられたことには意味を認めうる
だろう。
そして，その後，敗戦のため進駐していた将校たちの軍が撤退することになると，彼は別れを惜
しみ，双子たちにレコードと蓄音機を思い出に，と与えるが，辞書を手元に置くことはさせない。「き
みたちは，また別の言

こと ば

語を学ばなくちゃならないだろうから（p. 126.）」というのだ。権力の頂点
が変われば，次の権力者たちの言語の使用が強いられ，市井の人々はそれに従うしかない 27）。ここで，
クリストフは言語と権力との結びつきを苦々しく語っているのだ28）。
一方，祖母が独り言ちていた混沌の象徴のような言語は，解放軍という新しい権力の言語であっ

た。首がすげ替われば価値の基準も変わる。双子はその言語を習得できるように祖母に頼む。ただ
その言語で話しかけてくれればよい，というが，それはまるで母語を覚える時のような習得方法だ。
そして双子はその言語を身に着け，今度は通訳として生計の資を得ることになる（pp. 139-140.）。
新たな権力者たちの言語を習得し，双子は新たな秩序の世界に自らを組み入れたわけだ。ここにも
言語習得と権力の関係が垣間見られる。このように小説において言語は，母との一体感のそこはか
となき思い出を擁する母語と，権力に与し生きるために獲得する手段という両面を背景に持ちつつ，
権力の象徴として描かれているのである。
小説では言葉の不毛さや言葉への不信についても語られている。母がよく双子たちに言った愛の

言葉，「私の愛しい子！最愛の子！私の秘蔵っ子！私の大切な赤ちゃん！（p. 29.）」を，切なすぎ
る思い出とともに忘れなければならないと双子は考えつつ，「いく度も繰り返されて，言葉は少し
ずつ意味を失い，言葉のもたらす痛みも和らぐ。（ibid.）」と帰結する。これはまさに「使いべり l’usure」
という言語の性質である。ここに，言葉の本質に関わる疑念が作者の筆から漏れ出ている。また，
体制と結びついた言語を規範とすることへの疑念は，上述の双子と書籍文具店主とのやり取りにも
表れている。店主は辞書と聖書を規範として身に着けた彼らの言葉が日常会話には不自然であり，
子供らしさともかけ離れていると感じている（p. 33.）。言

ラング

語＝権力の流儀がパロール＝個人の実生

27）　クリストフ自身 9歳（1944年）で移住した国境の町で敵国語であるドイツ語が話されており，終戦後ロシ
ア語学習を強制された経験がある。そして，1953年のスターリンの死を「わたしたち全員の『父』」の死」と
表現している。クリストフ『文盲』，前掲書，pp. 40-48.

28）　上でもふれたが（註 3参照），クリストフは自作が広く翻訳されたことを「普遍的な作品を書いたこと」に
結び付けて考えている。一言語が権力や秩序の一極であるのに対して，多言語への翻訳はその極の分散であり，
それが普遍につながっていると解される。『書くこと』に憑かれた亡命者」，前掲書，p. 102.
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活にそぐわないことを感じさせる。
最後に双子の父について考察しよう。
物語の冒頭に不在ながら言語の所有者として登場した父の，双子への暴力的ともいえる権力を語

る挿話がある。疎開の三年前，＜大きな町＞での暮らしの中で，彼は双子に「禁止」を与え，母親
から引き離し，成熟を促す文字通りの「父」＝大文字の他者としての力を双子たちに振るった。双
子を学校に通わせるように主張したのだ（p. 30.）。学校では，別のクラスで学ぶことも起こりうる。
父はそれも見越していた。学校に入れば，母からだけでなく，双子を互いから引き離すことになる
ということだ 29）。双子が離れてそれぞれの生活を持つことが望ましいと父は考えていたのである30）。
母はいやがる双子を守ろうとしたが，結局彼らは学校に通わされ，果たして別のクラスに引き離さ
れた。しかし，そのことで，あたかも半身を奪われたかのように二人はバランスを失い （Nous n’avons 

plus d’équilibre p. 31.），めまいを起こし倒れ，救急車で運ばれることとなった。父は「仮病使いめ！」
と罵るが，それ以後双子は配慮を得，同じクラスで学ぶこととなる。間接的にではあるが，それは
父が母子の望みに屈した瞬間31）であり，いわば双子の勝利をもっての父権の失墜である。その後ま
もなく父は戦争を伝える記者として前線に赴く。言葉を生業として国家に仕える（戦時にあっては
時に国家におもねる）者として描かれている。
ここから父は双子の実生活では不在となるが，上述の通り，＜大きな町＞での暮らしの思い出の

中で，そして辞書の形で，父は存在し続ける。祖母の家での双子の学習にこの辞書は欠かせないも
のになるのだが，それでも学校に行かずに学び続ける彼らが「先生なしで，独習するのだ（p. 31.）」
と宣言していることは興味深い。辞書を師とは考えていないのである。
この父が実体を伴って突然双子の前に現れるのは，終戦後，母の消息を尋ねにやってきた時だっ
だ。戸口の前で，腕組みをし脚を開いて立つという厳めしげな姿勢をとった父の第一声は，「私の
女房はどこだ？（p. 150.）」であった。「お前たちのお母さん」ではなく，「自分の妻」を見つけた
いと言うのである。久しぶりの再会にもかかわらず，父は双子に気を留めない。祖母に言われて彼
らに気づき，声をかけるが，再会の喜びの言葉はない。そして，妻の死を知らされるも信じること
が出来ず，死体は墓地に葬らなければいけないと定められている，と法律つまり秩序を振りかざし
て庭を掘り返すが，妻と不義の証である赤ん坊の骨を見て愕然とし，悲嘆に暮れ，穴をそのままに，
父は泥まみれのなりも厭わず一人去っていく。訪ねてきた時の威勢のよさも，振りかざした法律も，
どこかに消えてしまっていた。秩序が行き届かない＜小さな町＞で父は無力だというのだろうか。
もう一度会いに来た時の目的は，双子に亡命の手助けを依頼することであった（p. 153.）。双子
に説明され，諭され，言いなりになって亡命を試みる父には，もはや権威も威厳もない。地雷が埋
まる国境の危険地帯を突破するために双子が練る策は，実に合理的で正しく聞こえる。そして，果
たして亡命は成功する。しかし，それは父のではなく，自らの亡命であった。双子の国境突破策は

29）　『文盲』には，作家自身の寄宿舎体験で家族との別離の悲しさが描かれている。前掲書，pp. 24-30.
30）　クリストフは「そこで描きたかったのは，父親は子どものことを全然わかってはいないということだけでし
た。」と述べている。同書，p. 104.

31）　プルーストの就寝劇であれば男性である話者は母との近親相姦的な密接な関係に罪悪感を感じるところであ
ろうが，男児である双子の後ろ側には作者アゴタ・クリストフがいる。それがこの差の所以かも知れない。
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間違っていなかったことになるが，双子は初めからそれを企図していたのだろうか。それは定かで
なくとも，父親が双子たちの術策に落ちることは予告されていたと読解できる。
双子は一心同体の存在だと何度も語られている。「二人だとより強くなれる」（p. 115.）という言

葉が従姉を連れてきた老人の口を借りて発せられるが，着目したいのは，繰り返し現れる「バラン
スを失う」という表現である。酒場で芸を披露した時，酔った男に引き離され，彼らはバランスを
失う（nous perdons l’équilibre p. 92.）。上述したが，学校で引き離された時にも，双子たちはバラン
スを失い，病院に運ばれた。国境付近に張り巡らされた有刺鉄線（les fils barbelés32））を父が超えて
行こうとする時，もしバランスを失ったら針金の間に倒れてもう抜け出せない（Si vous perdez 

l’équilibre, vous tombez entre les fils et vous ne pouvez plus sortir. p. 154.下線は引用者）と，双子は
父に警告する。そして父は地雷を踏んで爆死する。双子たちの言葉に従えば，父は均衡を失ったた
め線（有刺鉄線）の間に倒れたわけだが，「線 fils」は「息子（たち）」とも読める。深読みをすれば，
父は tomber entre les （mains des） fils （barbelés），つまり「（人を傷つける刺をもった）息子たちの（手）
中に落ちる」とも読める。こうして，学校の件の復讐なのか，父が双子の術策に落ちることは，国
境での悲劇の前章ですでに予告されている。彼らが学校でバランスを失ったことの重要性を理解し
ようとしなかった父は，「私は，バランスを失ったりしないよ（p. 154.）」と双子の警告を真に受けず，
その結果地雷を踏んで息絶えたのだった（p. 158.）33）。
双子の復讐は執拗だ。双子は死の直前に父から名前も剥奪していた。亡命に手は貸すが，父が捕

まった時に共犯を疑われたくないという理由で，双子は父のポケットの中身をすべて出させた
（p. 157.）。そして，身分証明書や住所録などを燃やし，双子が手元に残したのは母の写真だけである。
父はこの世での身分や人となり，交友関係のすべてから切り離され，名無しにされて死んだのだ。
言語の世界の主のように小説世界に現れた父は，社会における自らの存在を集約する名前を剥奪さ
れ，つまり秩序から切り離されて，そのためにバランスを失ったのか，死を迎える。そして双子の
片方は，そこには地雷がないことを示す父の足跡の上を歩き，地雷を踏んだ父の動かない体を踏み
超え，国境を越えた。ここでは父を超えることが現実の父殺しとして行われている。双子のひとり
はこうして別の国に去り，ひとりは祖母の家に戻った。この時双子は初めて，バランスを失うこと
なく，離れたことになる。離れても大丈夫になったのだろう。この時双子はすでに 16歳 34）とされ
ているので，年齢を含めて「子供ではなくなった」と言ってしまえばそれまでである。子ども時代
には多くを知らない。だからすべての願いが実現可能に感じられる35）。大人になれば，可能性の有
限性や願いを妨げる壁の存在を知ることになる。二人でいることは子ども時代にのみ許されている
こと（クリストフの言葉を借りれば「二人でいるがゆえの強さ36）」）で，そこからは早晩卒業する
ことが運命だったというのだろうか。双子の別離は象徴的な意味にあふれている。

32）　La première difficulté, c’est d’arriver jusqu’aux premiers fils barbelés …（p. 154.） 下線は引用者による。
33）　双子の父殺しの実現を，双子の訓練，特に「心を硬くする訓練」の成果とする考察もある。布施英利，「脳
の中のブンガク……8　アゴタ・クリストフの「父」」，『すばる』第 18巻 8月号，集英社，1996, p. 211.

34）　「『書くこと』に憑かれた亡命者」，前掲書，p. 103.
35）　東浦はこれを「幼児型の夢」として説明している。前掲論文，p. 101.
36）　「『書くこと』に憑かれた亡命者」，前掲書，p. 103.
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子ども返りと非情なエクリチュール

ここでもう一度，双子が＜大きい町＞から＜小さい町＞にやってきたことを象徴界から想像界へ
の逆行ととれないか，と考えたい。彼らは，秩序の整った場所を離れ，混沌の中で生きることを強
いられた。そこで生き延びた二人は，自身の成長を知っていたのか，父殺しを好機ととらえたのか，
別々の世界に生きることを決意する。ところで，精神分析的見地では，私たちは乳～幼児期に想像
界から象徴界に移行すると考えられている。しかし，実際私たちは，成長の後も言葉で表せないも
のがあふれた想像界と言葉による秩序の世界である象徴界の両方を内に含み持って生きている。双
子の言動や小説の記述から，双子が＜小さな町＞にいたのはもはや幼児と呼べる年齢ではない。し
かし，無垢や無知を理由に，子どもはしばしば愚行や蛮行を許されることを思い起こそう。すでに
分別がついた子どもがそれを逆手に取ったらどうだろう。双子は生きるために狡猾にも子ども＝想
像界の住人としてのあり方を実践していたのかもしれない。終戦後再開された学校に行きたくない
ため，聾唖者，つまり秩序の外にいるもののふりをして逃れたこと（p. 142）も，これと同様と考
えられる。しかし，もう子ども時代を終える，つまり象徴界へ移行することに耐えうる自分たちを
認めたのだろう。バランスを崩すことなく二人が離れることが出来たのは，移行を拒否していた象
徴界行きへの準備と決心が十全になされていた証である。しかし，それなら，ひとりが＜小さな町
＞に残り，ひとりがそこを去ったことはどのように考えるべきであろうか。そして，国境を越えた
一人が行った先はどのような世界だっただろうか。象徴界に入って社会の一員として秩序を守って
生きるという決心をしてそこに行ったというのだろうか。それでは，小説結尾に描かれた父の乗り
越えは，父権制の枠組みの中で生きることの決意となる。しかし，父の死の描写の苛烈さは間違い
なく父権制への痛烈な批判を表している。とすれば，国境を越えた双子のひとりはどこへ行ったと
いうのだろうか。
父権制への批判もしくは否定は作家のどのような意図に依拠するのかを推論する前に，本稿で双

子が象徴界から想像界に逆行したと考えたことについて，小説のエクリチュールの観点からさらに
考察を加えてみたい。この小説の特徴的なエクリチュールについて，子どもの視点から描くという
手法を作家が選択したとする先行研究がすでにある37）。小説では，双子に善悪の基準や羞恥心など
があればとても描けないであろう情景が，彼らの目を通して多く語られている。そして，それらの
描写はあまりに即物的といえる。とりわけ性的行為38）や人の死39）については，まるでその意味や語
ることの禁忌を知らないかのように，見たままの詳細な描写が散見される。また，依頼殺人にすら

37）　Makiko NAKAZATO, ≪ Les points de vue des enfants :  sur Le Grand Cahier d’Agota Kristof ≫，『言語と文化・
文学の諸相』，岩手大学人文社会科学部，2008.

 　東浦，前掲論文，p. 101.注 26参照。
 　なお，アゴタ・クリストフ自身はこの点に関して，「思うに，子供時代には無限の希望と未来があって，何
もかもがたやすく思えるし，なんでもうまくいってしまうのではないでしょうか」と言っている。『書くこと』
に憑かれた亡命者」，前掲書，p. 102.

38）　兎っ子の獣姦（p. 40），女中の双子への愛撫（上述），女中と従卒，従姉とその恋人の性行為の覗き見（pp. 80-81, 

p. 121），将校のサディズム（p. 87）や同性愛的性向（pp. 89-90）などがあげられる。
39）　収容所の死体置き場（p. 127），兎っ子の死（p. 137）などがあげられる。
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ためらいを持たない40）。さらに驚かされるのは，それらの行為の目撃や遂行の後，彼らはほとんど
心を乱されていないことである。父の死の後でさえ，彼らは冷静に行動している。また，自らに課
していた盲者や聾者のふり，物乞いや盗み，断食や痛みや罵詈雑言に耐える訓練は非情な世界への
耐性のため ── 父の死はその集大成41）というのか ── であるとしても，尋常な理解を超えるもの
だ。それも，それらはいつもそのこと自体を目的とし，何かを手に入れるための行為ではない。例
えば，物乞いの訓練で手に入れたものがあってもいとも簡単に捨ててしまう。つまり，彼らの価値
観は，世間一般，言い換えれば大人の価値観に合致していないのだ。これを，知る人もいない土地
にやってきた彼らは，＜大きな町＞での人間関係の中で人目を気にしたり，両親のもとでしつけら
れたりしていたことから解放され，やりたい放題の毎日を送っているだけだと単純に判断してよい
だろうか。むしろ，彼らは自分を厳しく律して生活している。それではこうは考えられないだろう
か。＜小さな町＞という想像界に戻った彼らは，＜大きな町＞にあるような一般的な ── 戦争を
是とする ── 象徴界の秩序を否定している，と。そして，彼らは自分たちが望む世界，つまり従
来の象徴界とは異なった秩序がある世界を望み，そこに生きたいと考えているのではないだろうか。

望ましい世界への弁証法

小説が痛烈な父権制批判に貫かれ，双子が従来の秩序が敷かれたのとは違う世界を夢見ていたと
考えるならば，私たちはそこにどのような作家の意図を読み取ればよいのだろうか。
それを考える前に，確認しておきたい。思考のツール化，公式化はしばしば短絡的で誤った結論

を招くことがある。父権が現実の男性や男性が持ってきた権力に，更にはその覇権を目途とする戦
争に結びつき，母権が女性や女性の優しさを基とし，男性的な猛々しさの対極にあるという単純な
二項対立を構築し整理して終わることでは，言うまでもなく不十分である。小説では双子が芸をす
る酒場で，男が女が，それぞれの立場で戦争を語る場面がある。「黙ってろ！戦争がどんなものか，
女はまるっきりわかっちゃいねえんだ。――冗談もたいがいにしてよ！（…）いったん戦争が終
わりゃ，みんな英雄なんだからね。（…）それだから戦争を発明したんでしょうが，あんたたち男は。
（p. 92.）」皆がそれぞれの境遇を託つのを双子は聞くが，作家はその会話の最後を老人の次の独り
言で締めくくる。「この戦争，誰も望みゃしなかったよ，誰も，誰も……（p. 93.）」男も女もない。
万人の戦争なのである。
アゴタ・クリストフ自身はこの小説の執筆について，次のように語っている。「子どものころ，

わたしは兄と本当に仲がよかった。こころゆくまで楽しく，愉快に遊んで暮らしたあの時代のこと
を書きたいという思いに駆られて，書き出したのが『悪童日記』の始まりでした。」，42）「本当にお転
婆」で「元気満々で，弟よりもずっとわんぱく」43）だったと，クリストフは淡々と子ども時代を振

40）　依頼され，兎っ子の母ののどを切り裂いた（p. 138.）。祖母にも依頼されたとおりに服毒の手助けをした
（p. 149.）。

41）　註 31参照。
42）　「『書くこと』に憑かれた亡命者」，前掲書，p. 101.
43）　 同所。



168― ―

商　　学　　論　　集  第 84巻第 3号

り返っている。そして，「最初書いていたのは小説とはほど遠い，自伝的な代物」44）だったと明かし
ている。言うまでもなく，作家自身が「祝福された子ども時代」45）と言う故国での思い出の記録を，
単純に『悪童日記』の原形と見なすことは難しい。細部や様相の違いももちろんだが，小説には子
ども時代には経験しなかった亡命までが描きこまれてもいる。とすれば，『悪童日記』は作家の実
人生を換骨奪胎し，違う形を纏わせた作品ということになるだろう。もう一度整理し，確認したい。
冒頭より時代も場所も明記されないという虚構性の高い形で始められたこの小説は，作家の自伝で
はない。子ども時代の回想を創作の出発点としながら，作家は「私の物語として書くことはできな
かった」と言う46）。なぜできなかったのか。それは，そのままの形で書きえなかったからにほかな
らない。虚構＝フィクションとは単なる夢物語ではなく，真実を語ることへの何らかの抑圧から，
別の言葉や形を借りて間接的にしか表現できなかったゆえの産物という一面も持つ。クリストフの
場合もそうだったのであろう。
「事実の忠実な描写」に努めるというこの作品の書き様を規定したような掟がある「ぼくらの学習」
の章に，次のような記述がある。

ぼくらは書きはじめる。一つの主題を扱うのに，持ち時間は二時間で，用紙は二枚使える。

二時間後，僕らは用紙を交換し，辞書を参照して互いに相手の綴り字の誤りを正し，頁の下の余白に，

「良」または「不可」と記す。「不可」ならその作文は火に投じ，次回の演習で再び同じ主題に挑戦する。

「良」なら，その作文を＜大きな帳面＞に清書する。（p. 34.）

これは「思い出に残る事柄を少しずつ，断片的に書き出したのが『悪童日記』の始まりでした。
文体練習のつもりで 2，3ページずつ書きためていったのです。」47）と振り返る作家自身の執筆過程
に重なる。言葉に表すことがためらわれる感情や体験があったのもしれない。自身の経験として描
くのでは普遍的に理解されるに至らないと考えたのかもしれない。作家は実体験の記録から出発し，
次第に記憶の中の事実に別の形を纏わせ，双子の物語に仕上げたのである。であれば，やはり，ク
リストフが事実の直截な記録としては書きえなかった希求が小説に潜んでいるはずだ。そして，『悪
童日記』執筆時に次作のプランはなかった48）と作者の言があることから，作者はこの初めての小説
に自身の思いのかなり多くを書き込みたいと考えたはずである。また，クリストフは『悪童日記』
が 25か国語に翻訳された（1995年当時）ことに対して，「何か普遍的なものを書いたんだなとい
う気がしています。」と対談の中で答えていることをとりあげたい49）。作家は自作に普遍性を見出さ
れたことを感慨深く感じているのである。
ここまでの読解，また先行研究にもあるとおり，父権制への強い批判が小説を貫いていることは

44）　 同所。
45）　 同書， p. 102.
46）　 Claire Devarrieux, op.cit,.
47）　 前掲書，p. 101.（注）は引用者。
48）　 同書，p. 103.
49）　同書，p. 102.
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明白だ。また，幸せな子ども時代やその先に母となり送るはずであった故国での穏やかな日々を乱
したものが戦争や政治的動乱である以上，クリストフに権力批判の強い思いがあることは否定しえ
ない。父権制と権力，これらは切っても切り離せない関係にある。なぜなら，権力は服従を強いる
絶対的一極の存在が前提だからだ。そもそも，神を頂点とするヒエラルキーに始まった西欧の父権
的秩序は，人間の権力欲により，その様相を一変させた。上で取り上げた双子と司祭とのやり取り
で明らかだろう。神が頂点であり続けるならば，神の教えも守られている。であれば，人を殺さな
いはずだ。父権制は神から人為的な権力へとその主を変えているのだ。
では，クリストフは太古の大地母神を祀った世界の再来を望んでいたのだろうか。作品からは，
単純にそこに収斂できる問題と断言できない。なぜなら，第一に，小説中にその示唆が乏しいから
である。そう多くない女性の主要登場人物の中で，大地母神的価値観の中に身を置きうるのは祖母
一人であろう。しかし，その側面における祖母への賛美の感は薄い。双子は徐々に祖母を認めてい
くが，祖母は物語の結尾を待たずに静かに存在を消し，結局家に戻るのは双子の片方のみである。
もし祖母の姿勢を継ぐのであれば，双子は祖母のように暮すはずだ。第二に，酒場での会話からも
言えるように，そもそも単純な二項対立にはなりえない。父権であれ母権であれ，どちらかが権力
の中枢に座ることは単なる首のすげ替えにすぎず，根本的な解決には至りえない。望まれるのは，
どちらかがまた何かが覇権を目指す社会ではないのである。作家が望んだのは一元的な権力に統治
される世界ではなく，様々な思想や立場の人間が生きる権利を保障され共存できる社会だったので
はないだろうか。双子の一人が立ち去った国境の向こうが別の国という漠然とした示唆しかないの
は，「こことは異なる望ましい象徴界を持つ土地」という希求があるようにも読める50）。なぜなら，
小説では子ども時代との決別は象徴的な父殺しではなく，現実的なそれをもってなされている。そ
こまで徹底して父＝既存の秩序を殺した双子がすることは，無秩序を選ぶか，新しい父＝秩序を求
める（もしくは自らを新しい父とする）か，である。一人は無秩序の中に留まった。であれば，国
境の向こうに去ったもう一人は，新しい秩序を求めて去ったと考えてよいだろう。実社会では，秩
序を強いる父権と寛大に許容する母権のバランスが保たれていることが理想なのだろう。しかし，
実際それは困難だ。苦難を経験したクリストフが思い描いたのは，既存の世界でもない，秩序の頂
点が逆転した世界でもない，従来の世界が孕む矛盾を止揚して実現される世界だったのではないだ
ろうか。
一方で，作家自身のこれとは異なる姿勢を示す発言がある。「年をとるにしたがって（…）別れ
があり，人生はどんどんつらいものになる。わたしの本が次第に悲しみを増すのもそのせいです
よ」51）と作家は対談の中で語った。つまり，『悪童日記』は双子が子ども時代という失楽園を追われ
る物語だというのだ。しかし，私たちはその言葉をそのままに受け止めて終わってよいのだろうか。
もちろん，何事にも心が動じない様子の双子やそれを描く徹底して乾いたクリストフの文体は，戦
争や動乱の体験の中で作家の心に根付いた達観や諦観が生んだものであろう。しかし，『悪童日記』

50）　ただし，双子のその後の物語である『二人の証拠』と『第三の嘘』に描かれたのは理想郷ではない。これが
クリストフの言う「失楽園物語」なのだろうが，『悪童日記』執筆時にその企図はなかったとされている。註
48参照。

51）　同書，p. 103.
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執筆時に次の執筆プランはなかったが，双子を放り出すわけにはいかず，その後を書き続けること
にしたという言葉52）も同対談にある。このことからも，「子ども時代が終われば，人は限界を感じ，
老いを受け止めて生きるのだ」とだけ彼女が考えていたとは思えない。「私の物語」として失われ
た幸せな子ども時代を書くことが出来なくなった代わりに，愛すべき「怪物」53）たちにその生を譲
り渡し，彼らが大人になるまでの行く末を見守りたかったクリストフの中にはやはり，実現はされ
得ずとも争いのない世界への希求があったと考えたい。少なくとも，争いはありながらも，その世
界でどうしたら与えられた自身の生を最大限享受しうるのか，それを双子たちに全うさせたいと
願ったと信じたい。

結語に変えて

アゴタ・クリストフが『悪童日記』の出発点としたのは，自身の幸せな子ども時代であった。戦
争，動乱，亡命などの厳しい体験は，人生とはその先に待つものを知らずに過ごす幸せな子ども時
代が終わればあとは悲劇への一途をたどるもの，という思いを作家の中に植え付けたのかもしれな
い。しかし，その中には少しも新しい世界の希求はなかったのだろうか。なかったのであれば，私
たちは『悪童日記』という作品から，人間が義を争う戦争という行為がいかにおぞましいものかと
いうことを学びとるのみだ。しかし，「書くこと」に憑かれた作家が，自伝的と自ら明らかにしつ
つ虚構性の高い形で作品を書き上げたことを，私たちはどう受け止めればよいのだろうか。アゴタ・
クリストフがどこまでも言語化できずに抑圧し心に留めたままの思いを解読するのが，私たちの仕
事だろう。本稿では，作家が希求した世界は，従来の価値観が秩序としてある世界でも，またその
価値観を逆転させた世界でもない，まだ見ぬ望ましい世界である，と推論した。それが覇権をめぐ
る争いのない世界であることは間違いないだろう。であれば，そのために私たちは何をすべきなの
だろうか。その実現にはまず，他者との共存，互いを尊重しあう社会の構築が前提となる。奇しく
も，現在，中東からの亡命者の流入を防ぐためと目的は変われど，ハンガリー国境には鉄条網が張
り巡らされ，今もそれを超える人たちがいる。主張の異なる共同体への攻撃も激化している。クリ
ストフ自身には望ましい世界の形の正解は見出せなかったかもしれない。そして，実際誰も容易に
その正解にたどりつくことは出来ない。それでもなお，小説からそれをいかに読み解くか，読後に
それをいかに考え続けるか，それは読書という行為の十全な享受の一面であると同時に，現代を生
きる私たちに課せられた使命でもあるのだ。

＊　　　　　　　　＊

急逝された林修さんが残された書籍の整理のため訪れた研究室の書棚を眺めながら，林さんのご
研究に思いを馳せていた時，コレット，デュラス，ユルスナールらの作品と並んで置かれた Le 

Grand Cahier を見つけました。女性作家の作品研究から遠ざかっておりましたが，久しぶりに論じ
52）　同書，p. 104.
53）　Geneviève Brisac, “Agota Kristof et ses《monstres》”, Le Monde des livres, 7 mars 1986.
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てみることにいたしました。機会を与えてくださったことに感謝いたします。林さんのご研究に比
肩することなどできないと十分承知しておりますが，せめて少しでもご遺志を継げたのであれば幸
いです。
心よりご冥福をお祈りいたします。


