おしゃべりな語り手と擬装
—アンチ・ファンタシーにおけるディコンストラクション
Fraudulent Narration: Deconstruction in Antifantasy
黒田	
  誠

	
  『ピーターとウェンディ』では語り手が頻繁に読者の前に姿を現す。例えば物
語の舞台がネヴァランドへと移ったあたりでは、語り手は読者に呼びかけてこの
ように言う。
「ごらんなさい。
インディアン達はほんのわずかの音も立てずに地面
に落ちた小枝の上を歩いていきますでしょう。
」(p. 82) また語り手は勿体をつけ
て次のように読者に語りかけたりもする。
「この鰐が誰を探しているのかは、
まも
なく分かりますよ。
」(p. 83) さらに打ち解けた様子を装って読者にこんな風に声
をかけたりもする。
「ロスト・ボーイズ達がどこにいるか、お話ししてあげましょ
うね。
」(p. 85)このようなおしゃべりな語り手が読者の前に顔を出す例はいちいち
数えあげればきりがない。しかし作中における作者の読者に対する語りかけとい
う手法自体は実は格段目新しいものではない。考えてみれば最も素朴な物語の形
とは、語り手が自らの体験を隣人に対する伝達として語ったものであったことだ
ろう。お伽話の語り口のように、作者は言わば登場人物の一人として物語の進行
に加わっている訳だ。さらにまた民間伝承のお伽話が物語られる際は、聞き手の
多くがあらかじめその物語の内容を知っていることが多かった。語り手はすでに
神話・伝説として聞き手に受容されている既成の事実について語りの作業を進め
ているという自覚を持っていた筈だ。語られつつある主題とその語りの様式は語
り手、聞き手双方の暗黙の了承事項なのであった。このような情報の共有意識の
機構は『ピーターとウェンディ』が物語られる際にも随所に指摘することが出来
る。読者の多くは小説『ピーターとウェンディ』の出版の７年前に上演されて好
評を博した劇『ピーター・パン』のストーリーを熟知していた。作者バリも当時
のこの小説の読者も、
『ピーター・パン』の度重なる上演を経験してきたせいなの
か、
『ピーターとウェンディ』で物語られる出来事は、作者と読者の互いの間です
でに了承済の事柄として扱われることが多い。民衆に受け継がれたメルヘンと一
種相似た、再話(retelling)という状況設定の中で読みの行為が行われていくとい
う構図がおのずから出来上がっている訳だ。けれどもただの良くある再話の機構
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を越えた、作者が登場人物の一人の実況報告者としての権限を越えて、さらに積
極的に物語の進行に関与する仕掛けが『ピーターとウェンディ』の中に窺われる
のももう一つの事実なのだ。
たとえば、
始めてフックの姿を読者に紹介する際に、
「いつものフックのやり方を見てみるために、海賊を一人殺すことにしましょう
」と作者が語り始めるのが代表的な例だ。作者は虚構世界を語る作業を行う
際の作品世界の提示方法に関して明らかに自意識的である。当然のことながら語
り手には物語世界の展開を思いのままに操作する権能が与えられているのである。
さらに語り手は作品世界内で進行する時間の流れの外側に身を置いた、テキスト
的拘束から自由な唯一の作中人物でもある。ダーリング家の子供達が家を立ち去
る日は次のように語られている。

The opportunity came a week later, on that never-to-be-forgotten
Friday. Of course it was a Friday. “I ought to have been specially
careful on a Friday,” she used to say afterwards to her husband,...
p. 19

	
  その時はあの決して忘れることのできない金曜日にやってきました。もち
ろんそれは金曜日でした。「金曜日にはことさら気をつけていなければなら
なかったのに」ダーリング夫人は後になってよくダーリング氏に語ったもの
でした。

物語に描かれた内容の過去も未来も同じ一つの容認済みの伝説として均等化され
た時間意識がここに窺われる。このような作中の「語り」という行為がもたらす、
読者の心象における物語世界の再構築作業に作用する時間性渾淆の効果はモダニ
ズムの作風の典型的な一例であった。それは後にロスト・ジェネレーション作家
の 一 人 と し て モ ダ ニ ズ ム の 潮 流 を 先 導 し た 小 説 家 フ ォ ー ク ナ ー (William
Faulkner)がしばしば試みた手法でもあった。フォークナーの場合は個々の作品
の背後に通底したヨクナパトーファ・サーガ(Yoknapatawpha saga) という疑似
伝説的歴史の存在を浮き彫りにすることによって神話創成の作業が行われていた
訳であった。それに対してバリの場合は、以前に自らの手で上演されていた劇『ピ
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ーター・パン』において語られていた情報を、小説『ピーターとウェンディ』に
とっての伝説的事実として利用し、この伝説を再話する機構の許に新しい文学作
品提示の場を開拓したことになる。逆に言えば小説『ピーターとウェンディ』に
よって劇『ピーター・パン』の内容は神話化されたとも言える。フォークナーは
いかにも仰々しく実験的新技法としてこのような語りの手法を創作行為の前面に
押し出したのだが、バリの場合は控えめにさり気なく事を運んでいる分だけ仕掛
けがもっと巧妙でもある。
	
  もういくつかこのような例をあげてみることにしよう。ウェンディがピーター
から「キス」の代わりにどんぐりの実を貰った場面がある。

It was lucky that she did put it on that chain, for it was
afterwards to save her life.
p. 41

ウェンディがそれを首の鎖に付けておいたのは幸運でした。なぜなら、
後になってそれが彼女の命を救うことになったからです。

語り手と読者は明らかに物語の筋の進行と結末を予見しながら語りと読みの共同
作業を進めている。ここに提示されているのは後になって読者の納得をうながす
ことを企図して埋設された伏線などではない。結果は既に了承済みの事なのだ。
次の例もそうだ。ネヴァランドへ向かう途中でティンカー・ベルの光を海賊達に
見つけられ、大砲で狙われた子供達はティンカー・ベルをジョンの帽子の中に隠
す。ところがジョンの要望でウェンディがこの帽子を運ぶこととなる。

Presently Wendy took the hat, because John said it struck against his
knees as he flew; and this, as we shall see,[傍線筆者] led to mischief,
for Tinker Bell hated to be under an obligation to Wendy.
p. 72

今度はウェンディが帽子を手に取りました。ジョンが膝にぶつかって
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飛ぶのに邪魔だと言うからです。そしてこのことが、後で分かるように、
問題を起こすことになりました。というのはティンカー・ベルはウェン
ディの世話になるなんてまっぴらだったからです。

フォークナーの築いた伝説世界が、作中の登場人物達の繰り広げる内的独白や、
彼らが折々の場面での体験を通して発見する諸事実に加えて、その他様々の語り
手によって恣意的にかつ断続的に与えられる情報を重層的に反復しつつ、時間軸
を自由に操り、作品世界の中で覆い隠されていた事実が読者の前に暴きたてられ
ていくというミステリー的な機構の上に築かれたものであったのに対して、『ピ
ーターとウェンディ』の世界はより物語自体の内在的な自意識性が高いものであ
ると言える。フォークナーの試みが結果的に物語の仮構性を隠蔽しようとする効
果を持つ点で、トルキンの『指輪の王』において成し遂げられた疑似リアリティ
構築作業に類似しているとするならば、
『ピーターとウェンディ』
の世界は仮構性
そのものを操作する遊戯性が強調されている点で、メタフィクション的な要素が
より色濃いものである。語られつつある虚構として物語世界の非在性を自覚し、
読者の想像力の参入を条件にして可能態としての疑似リアリティを構築していく
機構は、
『ピーターとウェンディ』の随所に見られるものなのである。本章ではテ
クストの進行に忠実に従ってこの実例を検証していくことにしよう。
	
  子供達に異変が起こりつつあることを知ったダーリング夫妻は急いで家に帰ろ
うとする。その時のことを語り手はこう述べている。

Will they reach the nursery in time? If so, how delightful for them,
and we shall all breathe a sigh of relief, but there will be no story. [傍
線筆者] On the other hand, if they were not in time, I solemnly
promise that it will all come right in the end.
pp. 56-7

ダーリング夫妻は子供部屋に先に着くことができるでしょうか？もしそ
うであれば、夫妻にとってはなんとうれしいことでしょう。そして私た
ちもほっと安堵の息をつくことができます。けれどもそれではお話が続
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きません。それに対して、もしも夫妻が間に合わなかったら、私はお終
いには万事めでたし、めでたしになることを、堅くお約束いたしましょ
う。

我々はお話を読んでいるのだ。語り手は読者にお話の世界のリアリティを現実の
ものと混同することを求めているのではない。語り手がつつましくも、また確信
をもって保証するのは、読者の「自発的な不信の一時停止」(willing suspension of
disbelief)(1)が得られれば面白いお話が展開されるということだけだ。ネヴァラン
ドにおける子供達の様々な冒険を紹介するにあたって、語り手はいくつかのエピ
ソードを用意している。けれどもその全てを語るには英語・ラテン語辞書かラテ
ン語・英語辞書くらいの分厚い本でなければ無理だと語り手は言う。(p. 119)物語
られるべきエピソードの候補をいくつかあげてみた後、語り手はこう続ける。

... but we have not decided yet that this is the adventure we are to
narrate....
p. 120

けれどまだ私たちはお話する冒険をこのことにすると決めた訳ではあり
ません。

さらに語り手はまだ決心をつけかねるように、海賊達が子供達を罠にかけようと
してケーキを焼いた話や、ピーターのお友達の鳥の巣が海に落ちた時ピーターが
救ってやった話などのことを語ってみようかと持ち出す。しかし語り手が実際に
これから読者に語るエピソードはこのようにして決定されることになる。

Which of these adventures should we choose? The best way will be
to toss for it. I have tossed, and the lagoon has won.
p. 121

これらの冒険のうち、どれをお話したらよいのでしょう？一番いいのは
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コインを投げて決めることです。コインを投げてみました。そして礁湖
のお話が選ばれました。

これは中々巧妙な戦略だ。まだ語っていないと語りながら、すでに情報の一部は
語られている。
「『語る』ことがらを選ぶ」という語りの様式を巡っての論議が、
語りの機構に関して自己言及的に参照されている訳だ。このような反射的論理操
作はアテベリーがポスト・モダニズムの影響を意識しながら指摘した、メタフィ
（２）
クションの特徴的な部分であった。
礁湖のエピソードの終盤で、負傷したピー

ターをネヴァバードが救いにきてくれたところでは、語り手はこのような語りの
手法を採用している。

I forget whether I have told you that there was a stave on the rock
driven into it by some buccaneers of long ago to mark the site of
buried treasure.
pp. 147-8

私はもうお話してしまったかどうか、忘れてしまっていたのですが、海
賊達が埋めた宝物の場所を示すために、ずっと以前にその岩に打ち込ん
でいた杭があったのです。

話題を直接に物語るという体裁を取ることなく、語ったかどうかという本筋から
外れたかのように見受けられる問題を話題にすることによってさり気なく題材を
語る、という実はかなり姑息な戦術が時には展開されてもいる訳だ。語りに対す
る作者の自意識は非常に高い。ウェンディは子供達を寝かしつける時にお話をし
てくれる。ウェンディのお話とは、そのお話を聞く子供達を登場人物にしたもの
であった。
『ピーターとウェンディ』
というお話の中のウェンディという登場人物
が同じお話の中の子供達のことをお話してくれる、という入れ子箱の構造がここ
にもある。

“O, Wendy,” cried Tootles, “was one of the lost children called
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Tootles?”
“Yes, he was.”
“I am in a story. Hurrah, I am in a story, Nibs.”
p. 164

	
  「ね、ウェンディ。」トゥートルズが叫びました。「子供達の一人はト
ゥートルズという名前じゃなかったの？」
	
  「そう、そういう名前よ。
」
	
  「ぼくはお話の中にいるんだ。やったね。ぼくはお話の中にいるんだ
よ、ニブズ。
」

お話の登場人物が自分が架空の存在であることを意識しているというのが２０世
紀後期のメタフィクションの典型的な構図であったが、ここではさらに、お話の
中の登場人物が、自分が作中で語られるお話の登場人物であることを知って喜ん
でいる。ウェンディのお話はまだ続く。

“Let us now,” said Wendy, bracing herself up for her finest effort,
“take a peep into the future”; and they all gave themselves the twist
that makes peeps into the future easier. “Years have rolled by, and
who is this elegant lady of uncertain age alighting at London
Station?”
p. 165

「さて、それでは、
」ウェンディはこれ以上ないというほど強く自分で自
分の体を抱きしめながら言いました。「未来をのぞいてみましょう。」そ
して子供達は未来をのぞくのをもっとやさしくする一捻りを自分たちに
加えました。
「何年もが過ぎ去りました。ロンドンの鉄道駅に降り立った
この優雅な淑女は誰でしょう？」

架空のお話の中のウェンディがもう一段階奥の架空の自分自身の将来の姿を語り
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つつある。こういう言い方をするといかにもいわくありげだが、ポスト・モダニ
ズムだとかメタフィクションだとかの戦略的技法を仰々しく持ち出すまでもなく、
実はこのような反射的機構そのものがお話を語る、つまり仮構世界を構築すると
いう行為の持つ本源的な機能であった筈だ。アテベリー言うところの「非模倣的
な伝統的表現様式」が存分に活用されていることが確かめられれば十分な筈なの
だ。ポスト・モダニズムは言うまでもなく、モダニズムあるいはリアリズムなど
と呼ばれる概念が、あたかも明確な実体を備えた堅固な対象物を規定するかのよ
うな安全な定義として存在するなどという幻想を抱いたままでは文学の本質は語
れない。リアリズムの勃興だの近代の社会に生きる人間のあるがままの生活や心
理を描いた「小説」(novel)の誕生だのという怪しげな所説がもっともらしく論議
されることのいかがわしさが再確認出来ればそれでよい。少なくともファンタシ
ーという言葉がこのような硬直した文学観に対する脱幻想化作用を裡に含むもの
であることは、本書の第一章で既に暗示されていたことであった。だから本書は
アンチ・ファンタシーとファンタシーは根源的な部分では等価であることを立証
しなければならないという訳だ。フィクションという名の両面神の容貌を語る言
葉としてファンタシーという述語を採用するならば、アンチ・ファンタシーとい
う表現について言及されねばならなくなるのはむしろ当然のことであると言える
であろう。
	
  語り手は全知(omniscience)の持ち主であるばかりでなく、作品世界の運行につ
いては正に全能(omnipotence)の持ち主でもある。
「語る」こととは話者が全能の
一者である可能世界を創世することに他ならない。
そうした意味においては、
『ピ
ーターとウェンディ』の語り手の役を務める作者も、裏の主役であるフックも、
フックの影であるピーターも同一人物の示す局相の一つであると言えよう。何故
ならば創世の思念が実体化して生成した宇宙においては、被造物の総てが全一な
る創造主の意志のその一部として存在するからだ。だからこそ原理の統率者の実
在を信じる思想は「神は細部に宿る」と主張することができもする訳だ。そして
語り手はこんな風に宇宙の基本定数を支配する全権を振るってみせる。フックに
「英雄的な」最期をもたらしてくれた鰐の時計に関する記述である。

He[Hook] did not know that the crocodile was waiting for him; for we
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purposely stopped the clock[傍線筆者] that this knowledge might be
spared him; a little mark of respect from us at the end.
p. 229

フックは鰐が自分のことを待ち受けていることを知りませんでした。何
故なら私たちはフックがこのことに気づかないようにするためにわざと
時計を止めておいたからです。フックの最期の時にあたっての私たちか
らの尊敬の念の証です。

ラドクリフのお上品なゴシック・ロマンスにおいては悪漢に誘拐されたヒロイン
がどんなに恐ろしい危機に陥っても、貞淑を失う危険に晒されずに済むことは約
束されていたし、トルキンの『指輪の王』においては善の力が最後に勝利を収め
るであろうことは、ストーリーの展開の当初から既に暗黙の了解であった筈だ。
トルキンは『指輪の王』が裏に何らかの意味性を担ったいわゆる寓話として読ま
れることを嫌ったが、作品世界において仮構世界存立の条件として必要不可欠な
公理系という形で存在する最低限の「意味」は、文学作品が可能世界として読者
の心中に受容される過程で必然的に現出するものなのである。
トルキン自身が
「妖
精物語について」で語っているように、作者トルキンはハピー・エンドという絶
対的恩寵が作品世界において叶えられることを最大の目的として『指輪の王』と
いう壮大な仮構世界を物語ったのであった。
トルキン自身の言葉を用いるならば、
「幸いなる大団円」(eu-catastorophe) という至福が享受される場としてこそ作
品世界の存在意義があったのである。これが文学作品受容におけるコンヴェンシ
ョンであり、そこでは現実世界のあるがままの事実（リアリズム）を反映するな
どということは問題にされてはいなかった筈だ。むしろ我々の生きる現実世界が
正にこのようなものであるという堅固な認識こそが、架空の異世界を構築する作
業の契機をもたらしていたのであった。そこにあるのは作者によって取り決めら
れ、読者によって了承された観念上の約束事に他ならない。文学作品におけるリ
アリズムとは、飽くまでも仮構世界内のもっともらしさという可能世界的リアリ
ズムと、仮構世界提示の手法としての技法的リアリズムのことを言うに過ぎない
ものであった筈だ。物語の創成の面白さは現実を奇妙に歪曲し、様々に現実世界
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の座標変換を企てる思考実験を試みるところにある。アテベリーが “speculative
romance” という呼称を与えて評価した一部の卓越した “science fantasy”の特質は、
Hawthorne や Poe の手になるような高度に知的な観念的小説の場合に限らず、実
（３）
は「物語」の特質そのものでもあった。
そしてまた、トルキンが指摘していた

ように、現実世界とは全く地平を異にした異世界を創り上げる行為そのものの裡
にも、我々の生きる現実とは「異なっている」という指標においてこそまさに、
異世界の構築を行う作者の現実認識の深さが窺われている筈なのである。この暗
黙の了解の機構を語りの表面に持ち出し、公然の場において契約事項の再改変を
行おうとしているのがバリの選んだお遊びだ。ダーリング家に戻りつつある子供
達の描写から離れて、語り手は敢えて子供達の動向について何も知らないダーリ
ング夫人のことを問題にする。

If we had returned sooner to look with sorrowful sympathy at her, she
would probably have cried, “Don't be silly, what do I matter? Do go
back and keep an eye on the children.”
p. 234

もしも私たちが先にダーリング夫人のところに戻って、なぐさめてあげ
たとしても、ダーリング夫人はきっと「馬鹿なこと言わないでちょうだ
い。私のことがなんだっていうの。はやく戻って子供達のことを見てて
ちょうだい。
」と叫んだことでしょう。

このように作品世界という一つの可能世界で起こったことを記述するだけでなく、
起こりえたかもしれない様々の可能世界についても記述の手を広げているのがバ
リの手法なのだ。記述の対象となるのは作者の心中に浮かんだ一つの完結した可
能世界であるのではなく、様々な変化形を取り得る生成途上の可能世界の束なの
だ。バリの記述行為は一つの事象として対象を特定することなく、時にはあり得
た経路の幾つかを併記することを許す。だからこのような可能世界内の反実仮想
も言及されることとなる。
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Why on earth should their beds be properly aired, seeing that they
left them in such a thankless hurry? Would it not serve them jolly
well right if they came back and found their parents were spending
the week-end in the country? [傍線筆者] It would be the moral lesson
they have been in need of ever since we met them; but if we contrived
things in this way Mrs. Darling would never forgive us.
pp. 234-5

子供達が恩知らずにも大急ぎで逃げだしていってしまったことを思えば、
子供達のベッドがちゃんと風を通してもらっているのは勿体ないことで
す。もし子供達が戻って来た時、両親は郊外で週末を過ごしていたなん
ていう展開になっていたら、その方がよっぽど彼らにはふさわしいこと
ではないでしょうか。私たちが子供達と出会って以来彼らが当然受ける
べきであった教訓はこういうことでした。でも私たちが事をそのように
すすめたら、ダーリング夫人は決して私たちを許してはくれないでしょ
う。

『ピーターとウェンディ』において描かれているのは、与件として提示された因
果関係の連鎖という線的なストーリーではない。物語世界の描像は相反する様々
な可能性を併記することを許すという点で、量子力学が電子の存在を記述する際
に採用したファインマンの「歴史総和法」と類似したものになっている。アテベ
リーの言葉を借りれば、
「意味の不確定性」
を意識した語りの技法が展開されてい
る訳だ。これもまた『ピーターとウェンディ』のメタフィクション的要素の一つ
として数えられる特質である。
『ピーターとウェンディ』
の著者であるバリの示す、
作中の登場人物であるダーリング夫人への偏愛がこうしたメタフィクション的効
果発動のパラメーターとして作用していることは注目するに足る。全てを許して
くれる愛に満ちた新たな救世主たる「お母さん」の具現化であると共に、作者に
とって取って替えることの出来ない特別な存在であるのがダーリング夫人だ。作
者は物語を語る「作者」としての自覚を持ちつつダーリング夫人に言及してこう
語る。
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One thing I should like to do immensely, and that is to tell her, in the
way authors have,[傍線筆者] that the children are coming back, that
indeed they will be here on Thursday week.

This would spoil so

completely the surprise to which Wendy and John and Michael are
looking forward.

They have been planning it out on the ship:

mother's rapture, father's shout of joy, Nana's leap through the air to
embrace them first, when what they ought to be preparing for is good
hiding.

How delicious to spoil it all by breaking the news in

advance[傍線筆者]; so that when they enter grandly Mrs. Darling may
not even offer Wendy her mouth, and Mr. Darling may exclaim
pettishly, “Dash it all, here are those boys again.” However, we should
get no thanks even for this. We are beginning to know Mrs. Darling
by this time, [傍線筆者] and may be sure that she would upbraid us
for depriving the children of their pleasure.
pp. 235-6

私がやってみたいとことさら強く思うことは、本の著者がよくやるよう
に、彼女に子供達が戻ってこようとしていて、次の木曜日にはここに着
いているだろうと告げてあげることです。そうすればウェンディとジョ
ンとマイケルが楽しみにしている不意打ちの計画が台無しになってしま
うことでしょう。子供達は船でこの計画をずっと練り続けてきたのでし
た。お母さんは喜びに我を忘れ、お父さんは歓声をあげ、ナナは子供達
を一番最初に抱きしめようと宙に跳ぶことでしょう。本当だったら彼ら
がしていなくてはならなかったことはうまく身を隠すことであったでし
ょうに。前もってダーリング夫人にこのたくらみを告げて、子供達の予
定を台無しにしてやれればなんと楽しいことでしょう。意気揚々と子供
達が家に入ってくるとダーリング夫人はウェンディにキスをさせてあげ
るために顔を近づけてくれさえしないのです。ダーリング氏は「やれや
れ、またこいつらが戻ってきたよ。
」なんて不機嫌そうに言うかもしれま
	
 

12	
 

せん。けれども、そんなことになっても私たちは全然感謝してもらえる
ことはないでしょう。私たちはダーリング夫人という人のことをもうそ
ろそろよく理解できるようになってきました。ダーリング夫人は子供達
の楽しみを奪ってしまったら私たちのことを責めるに違いありません。

全能の筈の著者が作中のダーリング夫人という登場人物の思惑を顧慮しながら作
品世界の進行を司っている。これは明らかな論理矛盾である。作者と、作者と共
に作品を読み進める読者の属する世界である現実世界が、語り進められつつある
仮構世界の及ぼす干渉を受けているのだ。しばしば自己言及に付随して生起する
パラドクスと同等の論理構造を持った、互いに他方を否定し合う一対の命題とい
う図式がここにも見られる。そこに発現しているのは禅の公案にも似た、論理の
破壊を通して得られる特異な感覚だ。これは以前にダーリング夫人の心の不思議
な特徴として語られていた、入れ子箱の構造を思い起こさせるものである。ダー
リング夫人に集約される母性原理の力は、因果関係を持たない筈の諸可能世界間
の関係をも取り持つことができるものであることを暗示しているのだろうか。そ
れ程に作者のダーリング夫人に対する偏愛は深い。
「お母さん」
という記号は作品
世界の宇宙定数を思うがままに決定し、仮構世界内の諸法則を統率する公理系を
超越することが出来る奇跡的な潜勢力として機能しているのであろうか。不思議
なことにダーリング夫人の寛容のお陰で子供達は現実世界の様々な障害から自由
でいられる反面、自分たちの首領のピーターのために想像の世界で様々な不自由
を味わわせられるのである。現実と想像世界との奇妙な反転現象が生起している
ことになる。社会という束縛から開放されたあるがままの自然としてのピーター
によって課された苦難を耐え忍んだ後、子供達は愛に満ちたダーリング夫人の待
つ小市民的な家庭に無事回帰することを許されるのだ。全てを免罪する力を持っ
ているのがダーリング夫人の子供達に対する愛である。キャロルが『シルヴィー
とブルーノ』において標語として選んだ「愛が全てを救う」という理念が妙に覚
めた形で踏襲されている。
「贖いのパラドクス」をも乗り越える「偏愛」の万能が
ここに強引にも成就されている訳だ。
	
  ところが作者はこのダーリング夫人と敢えて偽りの不和を演じて見せたりもす
るのだ。
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“But, my dear madam, it is ten days till Thursday week; so
that by telling you what's what, we can save you ten days of
unhappiness.”
“Yes, but what a cost!

By depriving the children of ten

minutes of delight.”
“Oh, if you look at it in that way.”
“What other way is there in which to look at it?”
p. 236

	
  「ですが、奥様。今度の木曜日で十日にもなるんですよ。奥様に何が
どうなっているか教えてさしあげることで奥様は十日分の悲しみを無し
にすることができるんですよ。
」
	
  「それはそうですけど、その代わりに子供達の十分間の楽しみを台無
しにしてしまうなんて。
」
	
  「そうですか、奥様はそういう角度からこの件をご覧になっていらっ
しゃる訳で。
」
「この件を他のどういう角度から見ることができるとおっしゃるんで
すの？」

作者と登場人物の間に取り交わされるこのような滑稽なやり取りこそ、バリの真
骨頂をあらわす物語の仮構性を最大限に活用する遊戯なのだ。作者は全能の宇宙
創成者の座から一気に作中の登場人物の一人の道化の役柄に転落する。ドン・キ
ホーテとサンチョ・パンサの一人二役を演じているのが語り手としての作者なの
だ。このようにひとしきりダーリング夫人とやり合った後で、今度は語り手は読
者の方に言葉を向ける。

You see the woman had no proper spirit.

I had meant to say

extraordinary nice things about her; but I despise her, and not one of
them will I say.
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p. 236

ごらんのようにこのご婦人は、当然示すべき覇気を持っていませんでし
た。私は彼女について特別に素敵なことをいくつかお話ししてあげよう
と思っていたのですけれど、こんな風では私は彼女のことを軽蔑せざる
をえません。だからもうなんにもお話することはありません。

こういう訳で生意気な子供達の不作法に一矢報いてやりたいと思う作者も、ダー
リング夫人の子供を思う気持ちには打ち勝つことが出来ない。ダーリング夫人の
子供達に対する偏愛は何物にも増して強いし、作者のダーリング夫人に対する偏
愛は既に作者に作品世界に対する支配権を放棄させてしまっていた。結局作者の
意に反して子供達のベッドはちゃんと風を通され、ダーリング夫人は家を空ける
ことも無く、窓は開け放たれている。子供達は自分勝手なわがままをし放題のま
まダーリング家に無事帰還できることになりそうだ。作者はこれ以上ダーリング
家にとどまってダーリング夫人に抗議をする術もない。作者には読者と共に子供
達の船に戻るしか道は無さそうだ。けれども作者は未練がましく読者に語りかけ
て言うのだ。

However, as we are here we may as well stay and look on. That is all
we are, lookers-on. Nobody really wants us. So let us watch and
say jaggy things, in the hope that some of them will hurt.
p. 236

しかしながら、私たちは今ダーリング家にいるのですから、とどまって
様子を見ているのもいいでしょう。私たちは結局ただの傍観者に過ぎな
いのですから。誰も本当に私たちを必要とすることはないのです。です
から私たちは横から眺めていて、とげとげしい言葉を言ってやることに
しましょう。気分を害することを言ってやれるかもしれませんから。

ここに至って作者は今や作品世界を舞台の外側から眺める傍観者以外の何物でも
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ない。その姿は造物主としての神権を失墜し、自らの構築した世界の中で今は追
放者として振る舞う、古代の神の堕落した末裔を思い起こさせる。作品宇宙にお
いては超越的存在であった筈の全能なる作者が、その権限を完全に失墜し、スト
ーリーを進行させる権能を失ってしまったばかりか、全てを包括する全一なる一
者の立場であったものの人格の分裂と解体までもが導かれてしまっている訳だ。
この拍子抜けするような(anticlimactic)楽屋落ちの構図は、ドイツ・ロマン派の
文学作品の中にもしばしば見られたものであった。このような傾向を不毛なアイ
ロニーの空回りする観念遊戯の堕落として否定する見解が取られることがあった
かもしれない。アテベリーがビーグルの作品世界運行手順において示した態度に
対して覚えたような反発感を与えるような要素が、このようなメタフィクション
的悪ふざけの許にあるのは時として認めざるを得ない事実だろう。
しかしながらここで皮肉られているものの内実は、実は秘める処が大きいもの
である。アンチ・ファンタシーという指標を用いてこのような皮肉な要素の内包
する意義性の再検討を図り、ここに見られたような作品世界提示の手法の弁護を
図ることが本書の目的とするところであった。上に検証された一見無責任な悪ふ
ざけのような外観を呈する作品内の自己解体的様相は、一般にファンタシー作品
といわれるものの多くが無意識の裡に指向していると思われる、有機的連関を備
えた全一的宇宙の創世を行った始源的存在の分裂と堕落の過程を意図的に演出し
ていると理解しうるものなのである。この神格崩壊過程のパロディはまさしく、
始源的流出から世界を生み出した根源的なエネルギーである最高神の自我崩壊と
分裂の過程というモデルに基盤を置く、失われた崇高の復権を企図した世界描像
そのものに対する戯画化の意図を暗示するものであろう。全一的存在の分裂とそ
の分身同士の背反の過程として現象世界の諸相を捉えるこのような世界観は、神
秘思想家スウェーデンボルグに強い影響を受けると共に激烈な反発をも示し、独
特の神話的世界像を彫画と詩を用いて表現して、悲惨な世界の存在像を描き出し
たブレイク(William Blake)のヴィジョンを思い起こさせるものである。そしてま
た宇宙開闢のインフレーション・エネルギーが様々のより派生的な力と物質へと
相転移を繰り返し、分裂していった結果現在の宇宙が形成された、とされる量子
物理学的世界描像を既に知っている我々にとっては、このブレイクの構想した神
格崩壊のヴィジョンは、ある意味で極めて身近な世界解式を提示するための模式
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図であるとも言える。バリの施したこのヴィジョンの変奏は、自我と世界の乖離
に生の苦痛の原因を見出し、宇宙（全）と認識の主体（個）との正常な関係修復
のための心理的試行作業として文学と哲学を捉えたロマン主義と、その影響下に
メルヘンから派生して開花したファンタシー文学の心理学を見事に照射するもの
になっているのである。離反し、敵対することの裡に得られる仮初めの快楽と敵
対し、憎み合うことに付きまとう永劫の苦痛の相互作用がドライなアイロニーに
よって処理され、ことさらユーモラスに描かれているのが『ピーターとウェンデ
ィ』のアンチ・ファンタシー的な部分なのだ。
ピーターという体験を蓄積することの無い不毛な行為者と、如何なる達成も絶
え間無い自省という宿痾のために悔恨の種としかならないという呪いを背負った
楽園追放者フックの二者が示す相克の様態は、無残にも切り裂かれた全能の存在
の二つの半身同志が繰り広げる堂々巡りの円舞曲なのであった。ピーターとフッ
クの宿命的な抗争とは、全能を備えた筈の超越的存在の分身が織り成す、実を結
ばぬ永劫回帰のアラベスクにほかならなかった。しかしながら一方の破滅と共に
この連星（ダブル・スター）の暗示していたウロボロス的円環は解体し、本体を
失った影は時空の彼方へと飛び去ることとなる。
結局のところ全てを救う力を備えた母性原理の愛は子供たちの放恣を容認す
るだけの偏愛へと硬直してしまい、救済者たる聖母は物語世界の収束の全権を任
された創造主である作者と、その愛の不毛さ故に離反し続けることになるのであ
る。母なる自然の体現者たるダーリング夫人は創造神たる作者と反目し合い、幼
児的で無慈悲なあるがままの自然の体現者たるピーターが美学と倫理という意味
性のストイックな求道者であるフックに最後の引導を渡してしまうことになる、
というあまりにも冷徹な結末が、このポピュラーになりすぎたきらいさえあるフ
ァンタシー文学作品の真実の姿なのであった。
ここに現出しているのは、愛は理不尽な偏愛という形でしか存在しえないとい
う醒めた自覚であると共に、全てを恕するキリスト的愛という俗っぽいロマン的
幻想からの脱却の意志表明でもあろう。一見したところ生真面目な幻想擁護派の
読者達には反感を与えるような無意味な悪ふざけとして見なされかねなかった
『ピーターとウェンディ』のアンチ・ファンタシー的部分とは、実は空疎なヒュ
ーマニズムという避難所に安逸なる読者達を逃げ込ませることを峻烈に拒否する、
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誠実なニヒリズムの所産であったのだ。つまりここでは堕落したロマン派的形而
上学が極めて醒めた目で脱構築されていたのである。
「全て」
を一つの原理に統括
すべき存在論を模索し、
「全て」
の事物の間の調和と協調の可能性を構築しようと
企図したファンタシーの形而上学的戦略は、いずれの航路を選んだところで「贖
いのパラドクス」と「偏愛の不毛性」という暗礁に足をすくわれてしまわざるを
得なかったという訳なのである。
改めて言うならば、『ピーターとウェンディ』においてはファンタシー文学の
本質的主題が極めて脱構築的に捉えられ、ファンタシー文学の中心的な題材を形
成している「自我の分裂と再統合」という主題が、潜伏した裏のストーリーとし
て戯画的に描かれていたのであった。その点においては『ピーターとウェンディ』
はファンタシー文学のパロディであるとも言えるし、またファンタシー文学に対
する辛辣な批評行為であるとも言いうるであろう。このような創作行為における
対象癒着性の対極をなす対象離反性とも言うべきものを導く契機は当然アイロニ
ーの発動にあるが、このアイロニーを導くものは全体と個、真理と認識の主体の
断絶を初期状態からの厳然たる決定事項として容認する冷徹なニヒリズムにほか
ならない。つまり「アンチ・ファンタシー」とは、価値観の統合を希求する精神
の指向する信仰代替物に対する飽くなき模索行為として見なしうるファンタシー
と、いかなる全体主義的信仰をも拒絶しようとする頑なな分断の決意表明として
理解しうるニヒリズムという一見相容れないもののように思われる二つの要素を、
ファンタシー文学の規範を一旦否定し、逸脱するという形式を備えたアイロニカ
ルなファンタシー文学の一つの発現形として、ファンタシーの枠組みの側から一
種の力技（tour de force）を用いて統括させようとしたダイナミックな試みなので
あった。(4)だからこそ「アンチ・ファンタシー」とは、ファンタシー（幻想）に
惑溺することのみを期待する幻想中毒者にとってははなはだ苦い解毒剤であると
ともに、また一方万人に対して不変の価値観を提供する筈のリアリズムという空
疎な夢想（ファンタシー）に対しては強力な脱幻想化過程を施す効能を備えた、
極めて健全な幻想導入剤でもあったのである。アイロニーとニヒリズムの飛び抜
けて誠実なる体現者であるバリが書いたファンタシーが「アンチ・ファンタシー」
という形を取らざるを得なかったのは、ある意味で当然のことなのであったと言
えよう。
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(1)
	
  ロマン派の詩人・批評家コールリッジ（Samuel Taylor Coleridge）によって
“Biographia Literaria”において既に指摘済みの、正統的とも言うべき仮構世界受容
に関わる心理学であるが、この観点は、彼のゴシック・ロマンスの潜在的性向に
対するもう一つの指摘である、
「社会体制に対する転覆の願望」と共に、ファンタ
シーの奥底に等しく根差している アンチ・ファンタシー的傾向を検出する試薬と
なるものと言えそうである。
(2)
Attebery, Strategies of Fantasy, pp. 40-8
(3)
	
  Attebery, The Fantasy Tradition in American Literature, p. 163
(4)
	
  この特質にのみ注目して判定を下すとしても、
『ピーターとウェンディ』はポ
スト・モダニズムの特徴を色濃く備えた文学作品であると言ってよい。歴史的位
相からすれば『ピーターとウェンディ』はモダニズムの占めるニッチに適合する
もの以外の何物でもない筈なのだが、
これまでに得られたような図式において
『ピ
ーターとウェンディ』のメタフィクション的特徴の示す属性としてポスト・モダ
ニズムの要素を措定し、そのアイロニーの対象物としてロマン主義とファンタシ
ーに照準が合わされていると捉えるならば、この視点移動による座標変換の結果
からは、ロマン主義は狭義の「モダニズム」の一形態として理解されるという結
論が導かれてしまうことにもなるだろう。ファンタシーと「モダニズム」の思想
的特質における関連を考える時、この帰結はあながち帰謬法（reductio ad
absurdum）を完成するものと見做されるべきものでもないだろう。翻って最も広
義に「モダン」という概念を捉え直してみるとするならば、古代の人々が「道理」
と対峙する孤立した「自我」という概念を見い出し、自我を包括し、その故に自
我の延長たる世界と道理の体現する「崇高さ」という観念とのどうしようも無い
乖離をアポーリアとして受け止め、この葛藤を超克するための契機として神や魔
術という超自然的存在を構想したその時から「モダン」という時代はすでに始ま
っていたに違いない。
ロマン主義とはそもそも本来どのような思潮であったのか、
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モダニズムとは果していかなる指標でもって検知されるべき概念であり、その対
立概念として現出した筈のポスト・モダニズムとは一体何であったのかを改めて
問い直さなければならない理由がここにある。アテベリーが後にファンタシー文
学再評価の必要を認める原因となった、２０世紀後半のアメリカにおけるファン
タシー文学流行という現象が突きつけた問題性は、このあたりにあると考えなけ
ればならない。ロマン主義の影響下に展開されたファンタシー文学における信仰
代替物としての新たなる世界解式構築の可能性模索が、
『ピーターとウェンディ』
においては脱幻想化の過程の否定要素に置き換えられてしまっているという事実
は、
神の死を宣告された 20 世紀的思念のアイロニーの位相を反映していると共に
「現代」の意義の再評価を迫るものだったのである。我々がファンタシーとアン
チ・ファンタシーという対立概念を採用してフィクション世界論の再認識を図る
必要に迫られることとなったのはそのためであった。

テキスト
	
  James Matthew Barrie, Peter Pan (New Jersey: Random House, 1987)
	
  『ピーターとウェンディ』
（Peter and Wendy）のテキストとしては、1911 年発
行の初版本のリプリントである Peter Pan , (Random House, 1987)を用いる。
本文からの引用は総てこの版のページで示す。
Peter and Wendy のテキストと
しては他に様々のヴァージョンがあるが、原型を最も忠実に留めているであろう
この版を選ぶこととする。煩瑣を避けるためタイトルは “Peter Pan” と、原題と
は異なったものになってはいるが、本稿においては Peter and Wendy のテキ
ストとしては総て Random House 版の Peter Pan を参照することとする。
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