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『息子と恋人』または『ポール・モレルの
「母親」と彼の「恋人たち」』 (その2)
中村嘉男

Sons and Lovers or Paul Morel's Mother
and His Sweethearts (Part II)

YOSHIO NAKAMURA

ミリアムがこうしてポールとの関係を大きく発展させていくために何としても精神的な愛と
は違ったものを求め射すればならないとき,彼女は皮肉にも二人の関係の精神的傾向をますま
す強めていく決意をするのである.彼女はある日,自分たちの関係が「プラトニックな友情関
係」ではなく, 「愛」 ,男女の愛すなわちエロスではないかと思い始め,なぜかいたたまれな
い気拝になる.そして思わず膝まづいて, 「神さま,ポール・モレルを好きにならせないでく
ださい.もしあの人を愛してはならないのなら,愛するようにさせないでください」と祈る.
しかし,この祈りにどこかおかしいところがあるとすぐに気づいて彼女は,頭を上げ,愛は
「神の賜物」なのだから愛することは罪では射、のだと考え直す.そして自分が恥かしい気持
4

になるのはポールのせいだと直感し,無意識のうちに彼と自分との関係を神と自分との関係に
すり替えてしまうのである.というのも, 「愛は神の賜物」だからである.こうして,男女の
愛エロスたるべきものは巧妙に神と人との愛がノタスに変えられてしまい,ミリアムは「キリ
ストのように」 , 「立派に」ポールを愛してゆこうと決意するにいたるのだ(1)
ミリアムはこのように一人で精神的傾向を強めてゆくのであるが,彼女とポールの関係がま
すます精神的になることによって悪化してゆくとき,彼女一人にその責任があるかのような描
き方に対してはこれまでに幾つか反論が出されてきた.例えば一時ロレンスの親友であったJ.
M.マリーは,ロレンス‑不舵者,ロレンスニボーJ¥s.故にポール‑不能者という論理からポ
ールこそ彼らの関係の悪化に一番の責任を負はねばならないという見方を明らかにした(2)こ
の見方は作者と主人公を同一視しているところに問題点があるが,以後マリ‑の線に沿ってポ

66

中村嘉男

‑ルの側に責任があったことを物語そのものから跡付けていく論文が幾つか出てきたのである(3)
結局, F・カーモドもロレンスとフロイトの思想の類似点という観点から少し触れているので
あるが(4)精神的な,いわゆる「高級な」女性は,ポールのような真面目な青年にとっては自
分を去勢するメデューサの首のような存在にならざるをえなかったようだ.ポールは不能者で
あるという見方は,彼とミリアムの関係に限って言えば,正しいように思われるのである.
そのメデューサの首のようなミリアムとの交際に肉体的な欲望に目覚め始めたポールがだん
だん激しく苛立っようになっていくのは当然であろう.彼女の家に遊びに行って帰る途中,彼
はしばしば「身を切られるような苦しさにどうしていいかわからなくなって」くるのだった.
「なぜ彼は途方にくれ,動くこともできずに,さいなまれているのだろう?なぜ彼の母は家
で悩んでいるのだろう?」と,まだ二十一になったばかりの青年は,進むべき道を見出せない
まま悩み続ける.悩んだ挙句,彼はミリアムと別れて母のもとへ帰る途中,何度か暗い危険な
坂道を「自転車で勢いよく」駆け下り,自己破壊の衝動に身を任せるのである.それは自分の
半分しか受け入れてくれない(ように彼には思われる)恋人に対する「復讐」であり,半分で
しかない自分の抹殺を通して全体としての自分の回復を希求する行為なのだJ5)
もちろんそのような否定的な行為によって本当に自分が奪い返せるわけではない.全体とし
ての自己を見出すためには,まだ若いポールは二つの精神の壁,すなわち母とミリアムの間に
はさまれて苦しい闘いをたたかわなくてはならないのである.その闘いを彼はミリアムに向け
て今度は自分の方から積極的に始めてみようとする.つまり彼はミリアムの精神の壁を打ち破
り,彼女との関係の流れを変えてみようとしたのだ.彼は精神的にしかなりえない二人の関係
を何とかエロスにまで発展させようと思ったのである.といっても彼は,本当に彼女が欲しく
てそうしようとしたわけではない.ただ自分が「事実上ミリアムに縛りつけられていることを
信じて」いたので二人の関係に何としても道を開きたかったのだ.つまり義務感から彼は彼女
との関係を完成させなければ,と思ったのであり,従って彼は「彼女と結婚し,彼女を自分の
ものにしたいという楽しい欲望を感ずることができさえしたら,どんな犠牲も払っただろう」
と思わずにはいられないのである161
もちろんミリアムにとっても,ポールの線に沿って関係を発展させていくのは,最初のうち
実におぞましいことのように思われた.それは精神的な愛の化身になろうとしていた彼女に自
らを犠牲にすることを強要するものだからであった.しかし犠牲になるということは,すなわ
ち肉体を投げ出すことによってその否定であり,その苦痛に耐える心は,そのまま精神の崇高
さにつながるが故に,彼女にはあながち嫌をものとも思われなくなってくるのである.彼女に
とって犠牲になるということは,ポールから受け入れることを強要された肉体を,受け入れた
時点で投げ捨てることであり,それは自分の精神主義を保持したまま彼との関係を壊さないよ
うにできる唯一の方法でもあった.こうして彼女は,犠牲になるという考えに徐々に自分を慣
れさせてゆくのである.
しかしながら,ポールにしてみれば,犠牲として目の前にあるミリアムは,とうていエロス
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の対象になるような代物ではなかった.彼女が「自分を犠牲として捧げたように横たわって」
いるのを見ては,何もできなくなってしまうポールなのである.彼は, 「彼女の目の奥の,犠
牲のときを待つ生きもののようなまなざしに捕えられ,彼の身体から血が退いて」ゆくのを感
じてしまうのだ.彼が自分の「体に血が再び蔽って」くるのを感じるためには,彼は「彼女に
向けた自分の眼を閉」さぞ目すればならかゝのである.(7)それは,精神そのものに化して彼を去
勢する(ように彼には思われる)メデューサの首としてのミリアムを見ることを拒絶し,闇の
なかに身を沈めることによって自らの力が体の内から湧き上ってくるのをじっくり感じようと
する行為なのだ.肉体を無化する精神を否定して体の奥底から肉体の回復を希求する行為杏の
だ.
‑ポ‑ルはせめてこの行為によってでもミ1)アムとの関係に活路を開きたいと思った.それで
彼はある日彼女を誘って林の中へ入って行く. 「ぼくは暗いところが好きだ」 , 「木がもっと
いっぱい生えていたらな‑,そのほうが好きだ,密林の暗さが」と言いながら,彼は先に立っ
て林の奥へ入りこむ.そうすることによって彼はミリアムの精神の毒を避け,彼女の肉体にだ
け触れたいと思ったのだ.しかし,その間ずっと彼女の心が「一種の恐怖状態にあって遠く離
れたところにあったことを,はっきり知」り, 「彼の心は非常に索漠として,悲し」くなって
しまう.彼女のような初心な女性がこのような場合,意識的引固人から脱け出て「情熱の非個
人性」に身をゆだねることができないのは当然のことかもしれない・彼女のいかにも処女らし
い反応を嘆いてみても仕方のないことであるが,何とか二人の精神的傾向を打ち砕こうとして
いるポールにしてみれば問題は切実である.彼女の反応によってますます童貞性を圃くせざる
をえないポールは,もう「何がどうなってもいいような気がし」 ,自分の人生が「彼岸の僅界
で塗りつぶされてしまったように」感じる.そしてミリアムとの生よりはむしろこの「彼岸の
せ界」の方に奇妙に充実した実在感を覚えるのだ.
This strange, gentle reaching‑out to death was new to him.

̀We must go,'said Miriam.
̀Yes,'he answered, but did not move.
To him now, life seemed a shadow, day a white shadow; night and death,
and stillness, and inaction, this seemed like being. To be alive, to be urgent
and insistent‑that was not‑ to‑ be. The highest of all was to melt out into the
darkness and sway there, identified with the great Being.

To be rid of our individuality, which is our will, which is our effort‑to
live effortless, a kind of conscious sleep‑that is very beautiful, I think; that
is our after‑life‑our immortality.'(8)
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ミリアムとの関係をとことん発展させていく過程でポールは初めてそれまでの自分の価値観が
崩壊してゆくのを覚える∴ 「性急で強要的な」人生,明るい「畳」の世界は「影」にすぎず,
「夜とか死,静寂」などが人生の実体に思われてくるのである.明るい精神の光に隅をく照さ
れた母親とかミリアムとの関係を超えてゆく可能性が,このとき初めて暗示されるのだ.
このポールの死への接近についてルイス・フレイハーグは, ̀ The Unattainable Self'
という論文で, 「彼は自分自身をみつけようとしているのではなく失おうとしているのだ」と
解釈している(9)この意見はしかし,一面の真理をついていなカ蝣?.ら,ほかの重要な意味を見落
しているように思われる.なぜなら, 「非在」や「死」の生に与える多義的な意味こそ,
Sons andLoversの暗い,死のイメージに満ちた世界を豊かにしているものなのだから. 「非
在」や「死」への道は,そのもっとも重要な場面において, 「自己を失う」ことによって自己
を再発見する道につながっているのだからである.
それでは,ミリアムとの関係の行詰りのなかで死の世界へ漂い流れたポールは,そこで新た
にどのような自己を兄い出したのだろうか.彼は,精神的,意識的自我の消滅により,狭い個
人的を枠にはめこまれていた関係から自由になり,新たな存在様式に目覚める.それは一口で
言えば, ̀ conscious sleep'という言葉によって示される生の一形態である. ̀ conscious
である状態は私たちにとってごく普通のあり方であるが,それを,それと相反する状態,すな
わち̀ sleep'の状態と合体させることによって,さらに統一的な感覚に目覚めようとするので
ある.日常的な意識的自我はたいてい分断された自我であり,それを半ば意識的に眠らせるこ
とによって,自己とその周囲に対する総合的感覚をもとうとするわけだ.ポールはミリアムと
の不毛な関係の極限において,その関係を否定的な媒体にしながら,この感覚に達することが
できたのである.
母親やミリアムとの意識的,精神的な関係しか知らなかったポールにとって,このような感
覚への目覚めは実に大きな意味をもっていたに違いか).それは,母からミリアムヘと生活の
中心が移ってゆかねばならないときに,なぜかますます絶望的に精神的になっていくだけの対
他関係の極限において可能になったものであり,一転して新しい僅界へ至る可能性を彼に一時
的であるにせよ暗示してくれたからである.それは,彼の今までの意識的であることによって
個人的な枠にはめこまれていた世界を,それが絶望的に堅固なものになろうとしたときに,暫
時,内側から壊してくれたからである.
しかしながら,この感覚は残念なことに,ポールがミリアムとの関係を否定的な媒体にして
得たものであり,得た時点でミリアムの存在は否定されているのである.この二律背反的別犬
態は,ミリアムが,あるいはポールが変らない限り,なくなることはない.ポールが彼女の存
在を肯定すれば彼は過度に意識的になってしまい,彼女を傷つけ自分も傷つく.彼がそのよう
な自我から離れ, 「意識的な眠り」の中に自己を回復しようとすれば,ミリアムは彼について
ゆくことができずその存在はとり残されたままである.
こうして彼らの関係は最終的には破綻してしまわざる'をえなかった.彼女と別れた日の夜,
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酒を飲んで帰ってきたポールは母に陽気さを装ってみせるが,母にはそれが「本物」でないこ
とがすぐにわかる.その陽気さの「裏には,非常な恐怖とみじめさがあった」 tl餅のだ.何とい
っても彼は16才のときからずっとミリアムと付き合ってきたのである.ただ彼女とだけ其険に
交際してきたのだ.その彼女を否定して一体彼に何が残るだろうか.何が彼に可能になるだろ
うか.ミリアムと別れたあと再び生気をとり戻し始めた母との関係に呑み込まれてしまわない
ためにも,彼はこの問いに自分の全存在を賭けて答えかナればならないのである・

ミリアムとの関係が破局を迎えたあと,ポールは再び母と生き生きした関係をとり戻し,ワ
イト島まで一緒に旅行に出かけたりする.ところがそのとき,母の弱った体のことを考えない
で彼女をあちこち連れ歩いたため, 「彼女はひどい発作にみまわれ」 , 「顔は灰色になり,く
ちびるはまっ青になっ」てしまったのである.その発作はすぐに鎮まったが, 「ふさがること
の射、傷のような不安が彼の心の中に残った」 Ill)のだ.それは最愛の人を失うのではないかと
いう不安であり,同時に,そのとき自分自身の存在も崩壊するのではないかという不安であっ
た.なぜなら,母のもとを離れたとき彼の命の中心となりそれが崩れないように保ってくれる
ものは,そのときの彼には何もなかったからである.
ポールが「ミリアムと別れてから,ほとんどまっすぐにクレアラに近づいて行った」 (lカのは,
一つには彼がこのような二重の不安に突き動かされていたからであった.この二重の不安に動
かされて彼はミリアムとの間では成就できなかったエロスをクレアラに求めたのである.クレ
アラは彼と同じ職場に働いている,人妻であるが現在夫と別居中の,なかなか魅力的な女性で
あった.従って彼女は,ミリアムとは異なり,ポールのためにプラトニックな愛を通らないで
いきなりエロスを実現してくれる可能性を大きくもっていたと言えるだろう.
たしかに,そのクレアラの豊かな肉体に,ポールはミリアムには感じなかった激しい血のざ
わめきを覚える.その血の流れに自分の深い不安も溶融できることを望みながら,彼はミリア
ムと別れたのちは思い切ってそこに身を任せようとする.それで,彼女との関係は急速に進展
していって,それまでの彼の女性関係には見られなかった完成の領域に達することができたの
である.が,これは決して円滑に成就されたのではなかった.むしろこのような成就がほとん
ど不可能と思われるような絶望的射寺点で可能になったのであった.なぜなら,その時点とい
うのは,彼がクレアラとの関係をある程度まで押しすすめてゆきながら,結局,その関係に何
の見通しももつことができず,自分が再び母のもとへ引き戻されるのを自覚するときだったか
らである.
ポールは, 「物事が一つの円周の上をぐるぐるまわっているような感じ」に「狂おしい気持」
になり,母に向って自分がミリアムやクレアラの「ものになり切れか、.みな,ぼくを欲しが
っているように見えるけれど,ぼくは決して彼女たちのものになり切れか、んだ」と欺く.そ
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のあと彼はクレアラに会って,彼女から「いつまでもジョーダンの会社にいるつもり?」と聞
かれたとき,将来について次のように語る.

̀No,'he answered without reflecting. ̀No; I s'll leave Nottingham and go
abroad ‑soon.

'Go abroad! What for?'
I dunno! I feel restless/
̀But what shall you do?'
̀I shall have to get some steady designing work, and sor爬sort of sale for
my

pictures

first,…

I

am

gradually

making

my

way.

I

know

I

am.'

̀And if you made a nice lot of money, what would you do?'she asked.
̀Go somewhere in a pretty house near London wi也my mother.'
̀Isee.'

There was a long pause.
̀I could still come and see you,'he said. ̀I don't know. Don't ask me what I
should do; I don't know.'(1瑚

ミリアムとの関係が破綻したあとで,クレアラともうまくやっていける自信がもてず,将来に
対してポールはただ母と一緒に暮してゆく見通ししかもてない.その母との生活も,それをず
っと続けていくなら自分の生の停滞と死にいきつくだけだということを,彼自身はっきり自覚
している.このようなまったく絶望的な行詰りの状況において,不思議なことに,クレアラと
の関係は完成されるのである.それは,あるがままのポールを受け入れようとする彼女の無私
な愛情の賜物であったと言えるかもしれない.これからの自分の人生に対して何ら積極的なヴ
ィジョンを持つことができず,すっかりみじめな気特になっているポールを,クレアラは,た
だ彼が自分を「無性に必要としている」ために愛そうとする.その必要は,彼の「彼女にたい
する,赤裸々な,飢えた,いなみがたい愛情,原始人の持っているような,何か強い,盲目的
な,珂貴のない何か」であり,彼女はそのような彼の孤独とそこから生じる激しい愛の希求に,
何か空恐しいような気特にさえなるのだ・そして,彼の「こわばった,淋しい気埠」を理解し,
「彼が自分のもとへ釆たことの重大さを」実感するのである.こうして彼女は,彼の要求が彼
女や彼自身の個我よりも「大きいもの」であることを悟り,その前にすすんで自分を投げだそ
うとする.ポールは,クレアラのこのような無私な愛情に助けられて,徐々に自分を越えたそ
れよりもっと大きい命の回復されるのを感じるのである.
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All the while the peewits were screaming in the field. When he came to, he
wondered what was near his eyes, curving and strong with life in the dark,
and what voice it was speaking. Then he realized it was the grass, and the
peewit was calling. The warmth was Clara's breathing heaving. He lifted and
looked into her eyes. They were dark and shining and strange, life wild at
the source staring into his life, stranger to him, yet meeting him; and he put

his face down on her throat, afraid. What was she? A strong, strange, wild
life, that breathed with his in the darkness through this hour. It was all so
much bigger than themselves也at he was hushed. They had met, and included
in their meeting the thrust of the manifold grass‑stems, the cry of the peewit,
the wheel of the stars. (14

宇宙に液る命は単なる個我よりも「大きい」ものであるが,それはやはりその個我をも満たし
ているのである.従って自らのうちに流れる命を否定することは,単に個人的な罪にとどまる
だけではない,それは生きた宇宙全体に対する冒清にもなるのだ.ポールはクレアラの無私な
愛情のおかげで自分の中にも流れているその大きな命の躍動に気づき,それを回復することに
ょってこのような重い罪を犯さずにすんだのであった.
しかしながら,当然のことではあるが,二人がこのような完成の領域に達したことが二人の
これからの関係の充実を保証するわけでは決してない.その完成された関係の土台となるもの
は個人であり,個は超越されかすれば真に生きることができないにもかかわらず,個を無視し
ては何事も始まらないという前提である.まず最初に個と個の有意味な関係が存在しかすればなら
ない.しかるのちに,個が自らを越えて生きる可能性も生じてくるのだ.ポールがクレアラと
続けて交際してゆく際に,彼は何よりもまずこのことをはっきりと胸に刻みこんでおかかすれ
ばならなかった.にもかかわらず,彼はこの大原則を徐々に忘れていったのである.

One evening, as Paul and she were walking along Woodborough Road, they
met Dawes. Morel knew something about the bearing of the man approaching,
加t he was absort妃d in his thinking at the moment, so that only his artist's
eye watched the form of the stranger. Then he suddenly turned to Clara with
a laugh, and put his hand on her shoulder, saying, laughing:

̀But we walk side by side, and yet I'm in London arguing wi也an imagi・
nary Orpen; and where are you?'
At that instant Dawes passed, almost touching Morel.1

ここでポールは,自分の傍らを歩いているクレアラを,一個の独立した他者として認知するこ
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とがまったくできないでいる.彼のクレアラを見る目を曇らせているものは「芸術家」として
の彼の独善的な思弁である. 「芸術家」としての彼は,ミリアムに対するようにクレアラに対
して夢中になって話ができないのだ.そしてその彼がまたクレアラの別居中の夫ド‑ズに対し
てもわれ知らず失礼な態度をとってしまう.そこに見られるのは,目の前の人間を侮り軽んじ
て自己中心的な思弁に耽り,その独善性にまったく気づかないでいる若者の姿である.これで
は, 「私がないがしろにされている」とクレアラが不満に思うのも当然であろう.彼女はポー
ルに「あなたが欲しているのは私̀me'なの,それともあれ̀It'なの」(10とたずねる.二人
の関係が充実しているときなら, ̀It'は単なる個我を越えることによってそれに真正な生命
の息吹を吹きこむ「もの」となるのかもしれない.しかし,現状では,ポールは彼女の問いに
ある種の後めたさを覚えざるをえないのである.
しかしながら,クレアラの態度にもまた問題がないわけではない.彼女はたえず「私」に固
執し相手を所有することに汲液としているが,もしそれがただ単にそれだけを目的とするもの
なら,精神的にポールをわがものにしようとしたミリアムと彼女の間に,本質的な差はないの
である.それだけが彼女の目的なら,狭い個人的な次元にとどまっている関係にポールが息苦
しさを覚え,そこから逃げだしたいと思うのは当然のことなのだ.
ポールはしかし,互いに対立するようになった二人の間に橋を渡す可能性を,あるとき瞬時
ではあるが視覚化できる.それは彼が彼女を伴って海岸へ保養に行ったときのことである.港
に向って歩く彼女を遠くから見ながら,彼は「何て彼女は小さいんだ, ‑つぶの砂のようにみ
えなくなってしまう‑‑ほとんど無だ」と思う.と同時に彼は,海から上ったクレアラの朝日
に輝く体を間近に見ながら, 「しかし彼女はすばらしい,そして朝や海よりも大きい.そうで
はないか‥‥一一」 (lnと思う.この二つの,一見互いに矛盾する見方が両立するところに,ポール
の目指さく自ナればならない愛の形があるように思われる.個人は個に執着するかぎり個にとど
まり,それ自体では浜べの砂つぶはどの意味しか持ちえないかもしれない.しかしそのような
悲観的な考えを一挙に吹きとばしてくれるのは,個と個の充実した関係である.その充実した
関係を通して初めて個は個の宿命を越えて大きな生命の流れに参入できるのだ.
だがポールは,クレアラとの関係を結局どうしても大切にしてゆけなかった.その関係の失
敗は,同時に彼が母のもとへ引き寄せられていくことを意味していた.ポールは,自分でも知
らないうちにクレアラの夫ド‑ズを通りすがりに侮辱し,それが最終的な原因となって彼にケ
ガをさせられる.肩を脱臼し,気管支炎を併発してベッドに横たわりながら,見舞に来てくれ
たクレアラが帰ったあと,彼は母に向って次のように不平をこぼす.

̀ She makes me tired, mother.'
̀

Yes;

I

wish

she

wouldn't

come,'Mrs.

Morel

replied.

(1秒
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そして別の日にミリアムが来てくれたときも,母に自分は彼女たちが好きになれないと欺く.

̀You know, I don't care about them, mother,'he said.
・I'm afraid you don't my son,'she replied sadly.

ミリアムやクレアラとの関係に何の見通しも持つことができないときに,ポールの行ける所は
家のなか母のもとに限られてしまう.しかし,かと言って彼は少年時代のように全面的に家の
中で安らい母に寄りかかれるわけではない.そのことは彼も母もそれとなく知っていたように
思われる.なぜならば,その事件以後「ポールも母も,おたがいに避けあっているように見え
た」からである. 「ふたりの間には,ふたりとも,それをあぱくことなど,とうていできぬ,
ある秘密があった.ポールはそれに気づいていなかった.彼が知っているのは,ただ,自分の
生活が平衡を失い,ちりぢりに砕けそうになっているということだけだった」 (20のだ.
ポールははっきりと「それに気づいていなかった」が,ある漠然とした「恐怖」を感じてい
た.それは一つには家の外で生きてゆけないということが何を意味するかについておぼろげな
がら予感していたからであった.母はこれからさき共に生きていくには年をとりすぎ,しかも
「健康がすぐれず」 「顔は蝋のようになって」いて,ポールは彼女の「顔を見る勇気」さえな
かったのである.そのようなとき,彼は友達と旅行に行き,旅先から「母を笑いださせるほど
の陽気な手紙」を送ったが,彼のおかれている苦境を見通していた母には, 「その下に隠れて
いるのは不安だけだということがわかっていた」 ̀2I'のだ.
こうしてポールは,家から積極的に出ていくこともできず,さりとて家にずっと留まること
も許されないといった全くの行詰りに,表面は陽気さを装いながら耐えていた.同性の友との
付き合いは,彼に将来への足掛りとなるような力を与えてくれなかったが,しばし彼の不安を
和らげ彼を陽気にさせてくれたのである.しかし彼がこのような不安定射犬態から絶望の底に
突き落される日がついにやってくる.それは彼の母が癌になり長らく病んだすえ死んでしまう
ときである.この母の病気と死により,彼は彼女のもとへどうしようもなく引き寄せられ,そ
のため行詰っていたクレアラとの関係も漸次解消されてゆくことになるのだ.

Ⅶ

母の病気によってポールは彼女のもとへ最終的に引き寄せられてしまうが,その病気は最初
からはっきり彼女の死を予感させるほど重いものであったため,彼は死そのものに引き寄せら
れてしまうのである.その死とは,たとえば次のような実に強力な魅力をたたえていた.
Her face looked as if she were dead, with the blue lips血ut tight. Her eyes
opened‑her blue, unfailing eyes‑and she looked at him pleadingly, almost
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wanting him to forgive her. He held brandy to her lips, but her mouth would
not open. All the time she watched him lovingly. She was only sorry for him.
The tears ran down his face without ceasing, but not a muscle moved.￠カ

ポールの母に対する関係は,このような瞬間に永遠化される.が,永遠化されるのはその関係
だけであり,他の一切の関係は無にされるが故に,それはポールにとって完全に呑みこまれて
はならない危険な深淵になるのである.にもかかわらず,彼はその圧倒的な力に逆らうすべも
知らない.いや,それに逆らわ射すればならないという内的な必然を,家の外で生き生きした
関係を創造してゆけなくなっていたポールは,ほとんど感じなかったかもしれない.こうして
彼は家の中へ,母のもとへ,死の予感による永遠化へ,死そのものへと徐々に引きこまれてい
くのである.
しかし予感された死がなかなか訪れない場合,死は上に述べた至高性,純粋性を失い,生を
持続的に蝕んでいく病となって人を苦しめる.ポールは母の病気がだんだんと悪化しながら長
引いてゆくとき, 「あたかも自分の命が内側からすこしづつ破壊されていくように感じ」 f23∫る
のだ.生から見放されながら死に至れない母の苦しみを自分も苦しみつつ,ポールはほとんど
死んだようになって毎日を送る.このようなとき彼は立ち直るきっかけを求めてクレアラに近
づくが,彼女は彼に抱かれていると「あたかも死そのものにつかまれているような」 (24'感じに
襲われる.そんな彼は彼女にとってほとんど「罪人」のように思われてくるのだ.彼は対他関
係に生ではなく死をもちこみ,相手を恐怖させ嫌悪の念を起させるが故に「罪人」なのである.
ポールをこのような負の存在にしてしまったのは,もちろん,死病に犯されながら死に至れ
ない母の存在である.彼女は毎日激しい苦痛に苛まれながら,あくまでも生にしがみつこうと
する.しかしそのような生への執着が結果的には最愛の息子ポ‑ルを生から遠ざけるだけだと
いうことに彼女は気づかないようにみえる.彼女が病の床で思うことはただポールを今日まで
本当に支えてきたのは自分であり,逆に自分の生の真の拠り所になってくれたのも彼であると
いうことだけなのである.そして彼女は「わたしがほしいのは死んだ人ではなく,生きている
人ですよ」と言ってじっとポールを見る.彼女はあくまで彼と「いっしょにいたい」 125)のだ.
しかし,ただ苦痛に苛まれるだけの彼女と自分の命の持続についに耐えられなくなったポー
ルは,医者に安楽死のことを相談する.が,医者は, 「もう長くはありません」と言うだけで,
彼の苦しみを本当に理解することができない.彼が欲していたのは徐々に生を破壊していく死
から母と自分を真に解放してくれるものなのである.それは,すぐに破壊に向う死へと堕落し
てしまう生を永遠化する死ではなく,解放としての死そのものである.この死を求めてポール
はある日,意を決し,母に大量のモルヒネを牛乳にまぜて与えてしまう(26)
こうして自らの手で母に文字通りの死をもたらすことによって,ポールはたしかに死に生の
根元を蝕まれるような苦しみを感じることはなくなった.しかし同時に彼は自分の生の最終的
な拠り所もなくしてしまったのである.母の死後しばらくのあいだ彼はあらゆるものの実在感
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を喪失し,自分を生につなぎ止めてくれるものを何も兄いだせないまま,亡霊のように街をさ
まよう. 「本当の苦しみは彼がどこにも行くところがなく,何もすることがなく,何も言うこ
とがなく,何も自分自身ではないということであった」mのだ.酒場に行っても別に酒が飲みた
いわけではなく,彼は注文した酒に手も触れか、でそのままそこを出ようとする.
On the threshold he stood and looked at the lighted street. But he was not
of it or in it. Something separated him. Everything went on there below those
lamps, shut away from him. He could not get at them. He felt he couldn't
touch the lampposts, not if he reached. Where could he go? There was nowhere
to go, neither back into the inn, or forward anywhere. He felt stifled. There
was nowhere for him. The stress grew inside him; he felt he should smash.￠串

酒場の戸口でポールが見た灯のついた街は,彼の目の前に実在しながら,彼は実際にそこを通
って行けるような気がしない.解放としての死を自らの手で招き寄せた彼なのに,どうしたこ
とか,目の前にのびている道を歩くことさえできか)のである. ̀There was nowhere to
go.とか̀There was nowhere for him.'という言葉にはどうすることもできない決定
的な響きが感じられる.解放としての死は彼の母を癌の苦痛から解き放ってくれ,同時に母の
苦しみを苦しんでいた彼を楽にさせてくれたが,それはまた彼に別の傷口をつく.ったのである.
それは彼から彼の生の拠り所を奪い,そのことによって彼の生の無目的性を明らかにしたのだった.
彼が目の前にのびる道を通って生に向って歩んで行くことがどうしてもできないでいたとき,
彼はふと「ミリアムのことを考え」, 「もしかしたら」と思う.そして日曜の晩に教会で彼女
の姿を見つけ, 「彼女は,ともかく,何かを持っているように」感じる. 「それが現せの希望
ではないとしても,少くとも天国での希望は彼女に見ることができた」のである.吃切
しかしポールは,ミリアムと実際に話し合ったときに,これが空しい肴望にすぎなかったと
いうことを悟る.彼が求めていたものは,実際には,決して釆仕の希望などではなかったのだ.
彼はこの世で生きることを,ただそのことだけを欲していたのである.ミリアムは彼のために
「犠牲」になることはできても,彼と共に力強く生きてゆくことはできなかったのだ.そして,
自分を失えば一生尼のように生きるであろう彼女に同情して彼女と一緒になることは,彼女の
ために「自分の命を否定してしまうこと」 130)であり,そのような二重の犠牲としての生に彼が
耐えられるはずはなかったのである.
最後の生の拠り所になってくれるかと思われたミリアムからも別れ,完全に希望を絶たれて
ポールは一人夜の街へ出て行く.そのとき,世界は彼の前に不思議な広がりを見せ,奇妙な充
実感をもって彼に迫ってくるのである.
The town, as he sat upon the car, stretched away over the bay of railway,
a level fume of lights. Beyond the town the country, little smouldering spots
for more towns‑the sea‑the night‑on and on! And he had no place in it!
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Whatever spot he stood in, there he stood alone. From his breast, from his
mouth, sprang the endless space, and it was there behind him, everywhere.糾

あらゆる希望から見放されたとき,初めて僅界は彼の前に新たな広がりを展開する.母の死以
来,あらゆるものに実在感を覚えることができか、でいたポールは,ようやく自分と自分をと
りまく性界に生き生きとしたリズムを感ずるようになる.街の背後に野原があり,さらにその
●

°

●

°

●

野原の中にもいくつか灯がまたたいているのが彼には実在として感じとれるのである.そして
この広い空間に一つとして自分の居場所がないなんて,そんなバカなことがあるものか′‑
̀And he had no place in it/'はこのような意味で理解され射すればならない.それは前
に引用した̀There was nowhere to go.'とか̀There was nowhere for him'.
という言葉の断定的な意味とは全く逆の意味を響かせているのだ. ̀ And he had no place
in it/を伊藤整や吉田健一のように「そしてポールには一一一つとして自分の場所はないの
だったJ(32)と一義的に解釈した場合,当然,物語の最後でポールが「死に向って漂っている」̀33‑
という見方が生まれてくる.たしかに彼は持たに向って漂って」いた.ただその「死」が単に
一義的な意味をもったものではないことだけは付け加えてあかねばならないだろう.物語の最
後あたりで一人黙想に耽るポールには,母の死をやっと解放として実感できるようになった心
のみずみずしさが,生き生きとした思考のリズムに感じとれるのである.
考えてみれば,彼の母はその強力な精神的影響によって今日まで彼を堅固に支え,そのため
青年期に達した彼を大きく束縛することになってしまった.彼女が息子との精神的なっながり
を生き生きと魅力的なものにすればするほど,彼女の肉体的な存在がますます大き引曝書とな
って息子の生の自然な流れをさえぎることになったのだ.その母が死んで非在となった今,彼
の生の中心は全くなくなったわけではなく,ただその形而下的なものがこの他から姿を消した
だけなのである. 「彼女は遠い夜の中に去ってしまったが,彼は今でも彼女といっしょなのだ」
とポールは一人夜の闇の中で考える.そして,この夜の「大きな闇にたいして,彼自身は微少
な存在で,しかも,核さえもない存在であったが,それでも彼は無ではな」 L34日㍉のだと思う.
「核さえもない存在」であるということ,すなわち,彼の人生の「核」となることによって
それを動きのないものにしていた母の存在の欠除こそ,彼の人生を流動させ,無数の可能性の
域を彼に提供する根源になら射すればならないのである.そのとき,力強く生きていく彼の助
けになってくれるのは,言うまでもなく,非在の母のいつまでも影響力を失うことのない心で
ある.今日まで彼を豊かに育んできたその心に助けられて,母の死後ようやく彼は,かってミ
リアムに語ったことのある「ノルマン型」の生を躍動的に生きることができるようになるのか
もしれか、.ミリアム的な,至高の生あるいは死に吸いこまれんとする「ゴシック的」精神に
対して, 「ノルマン型」の魂は, 「同じ曲線のくり返しからできている教会のノルマンふうの
アーチが不操不屈の人間の魂が,強靭な力で,どこまでもどこまでも跳躍し,前進する」よう
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に, 「意志の永遠性を意味する」 「リンカンシヤーの空と地面の巨大な水平の線」の果までも
行こうとするのだ.脚それは美としての死,生の永遠化に引きこまれまいとして,また生を徐
々に蝕んでゆく死から破壊されまいとして,生の危い均衡を保ちながら,生が豊かに実現され
る場を無数に創造してゆく魂なのである.朋
柱
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