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安部公房、T・S・エリオット、ポール・ボウルズ
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This paper is intended as an investigation of the relationships 

between Abe K b  (1924-1993), an avant-garde Japanese novelist, and 

American literature. This comparative study concentrates on the 

influences of Thomas Stearns Eliot (1888-1965), an American-born poet, 

and Paul Bowles (1910-1999), an expatriate American existentialist 

novelist, on The Woman in the Dunes (1962) by Abe K b . Little 

attention has been previously given to those influences. Eliot’s The 

Waste Land (1922) was translated by Nishiwaki Junzabur  (1894-1982) 

and Fukase Motohiro (1895-1966) and became popular in 1950s and 60s 

Japan. Kindai Bungaku (1960.8-9) published a symposium on The 

Waste Land, in which Ara Masahito (1913-1979) and others discussed 

Eliot's depiction of a waterless desert and sexual impotence under the 

influence of the legend of the Fisher King. Abe was influenced by 

Eliot and also depicted a sexually impotent protagonist in the desert. 

But in contrast to Eliot, Abe insisted on nomadism, which was an 

early sign of his future anarchism. Abe also wrote “disappearance” in 

the desert under the influence of The Sheltering Sky (1949) by Paul 

Bowles. The Woman in the Dunes and The Sheltering Sky commonly 

depicted “disappearance” and holes in desert. 

Keywords Abe K b (安部公房), The Woman in the Dunes(砂の女), Thomas 

Stearns Eliot(T・S・エリオット), Paul Bowles(ポール・ボウルズ), 

anarchism(アナキズム)
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1 はじめに

安部公房(1924-1993)の 砂の女 (新潮社, 1962.6)は、安部が幼少期を過ごした満洲

や、安部が1962年2月7日に除名を公表された日本共産党との関係で論じられてきた
1
。

そのため、先行研究では、 砂の女 で描かれている｢砂｣のアレゴリカルな意味に注目し

た論考が多く、 砂の女 における｢沙漠｣が海外文学における｢沙漠｣の文学イメージを摂

取した可能性が考慮されてこなかった。つまり、 砂の女 の比較文学的な研究自体がほ

とんど行われてこなかったのだ。

海外文学との関係を扱った先行研究は少ないが、例えば小林正明は物語論(ナラトロ

ジー)の視点から、 砂の女 と｢ルイス・キャロル(Lewis Carroll, 1832-1898)の 不思議

の国のアリス (Alice’s Adventure in Wonderland, 1865)やフランツ・カフカ(Franz Kafka,

1883-1924)の 変身 (Die Verwandlung, 1915)との類似を指摘している2。しかし、物語

論的な視点では、テクストの構造の類似を指摘することはできるが、直接的な影響関係

については論じることができない。さらに、先行研究では、キャロルやカフカといっ

た作家は、安部の小説を比較文学的に論じる際に言及されることが多く、｢カフカの影

響を受けた安部公房｣というステレオタイプから抜け出すことができていない
3
。その

ため、従来、言及されることがなかった多種多様な海外文学との関係性が重要になって

くる。

そこで、本稿では 砂の女 が発表された同時代に日本で翻訳、出版された海外文学を

調査することで、テクストの単語レヴェルの類似から、 砂の女 がアメリカ文学をパ

ロディ化しながら摂取していた可能性を指摘した。具体的には、アメリカ出身の詩人

T・S・エリオット(Thomas Stearns Eliot, 1888-1965)の長詩 荒地 (The Waste Land, 

1922)や、アメリカの実存主義作家ポール・ボウルズ(Paul Bowels, 1910-1999)の 極地

の空 (The Sheltering Sky, 1949)を受容し、それをアナキズム的に変容させていた可能

性があることを指摘した。本稿では、エリオットやボウルズの作品の日本語への翻訳、

さらにその日本での受容、そして安部がエリオットやボウルズを受容していたとする

場合に 砂の女 をどのように読むことができるのか、といった文化翻訳に注目すること

で、 砂の女 が日本文学／海外文学といった二項対立を｢越境｣していることを論じた

い。

1 これまでの先行研究では、安部が日本共産党を除名されたのは1962年2月だとする論が多かったが、安部

公房ファンの雑誌 もぐら通信 第16号(2014.1)では、除名日をめぐる質問に対して日本共産党中央委員会

が、安部の除名日は1961年9月1日であると答えている(pp.39-40)。鳥羽耕史 運動体・安部公房 (東京：一

葉社, 2007.5)には、安部公房や花田清輝(1909-1974)の除名が公表されたのが1962年2月7日だとされてい

ることから(p.256)、ここでは実際の除名後に、安部や花田の除名が公表された1962年2月7日の日付を記し

ている。

2 小林正明｢物語論から 砂の女 を解剖する｣(石﨑等編 安部公房 砂の女 作品論集―近代文学作品論集成19 

東京：クレス出版, 2003.6), pp.251-255.

3 安部とカフカなどとの関係を扱った比較文学的な研究には、ウィリアム・カリー 疎外の構図―安部公

房、ベケット、カフカの小説 (安西徹雄訳, 東京：新潮社, 1975.6)などがある。
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2 1950-1960年代の日本におけるT・S・エリオット 荒地 の受容

T・S・エリオット 荒地 は、エリオット自身が創刊した雑誌 クライテリオン (The 

Criterion)の第1号(1922.10)と第2号(1923.11)に掲載されたモダニズム詩である。第1部

｢埋葬｣(“The Burial of the Dead”)、第2部｢将棋｣(“A Game of Chess”)、第3部｢火の説教｣

(“The Fire Sermon”)、第4部｢水死｣(“Death by Water”)、第5部｢雷神の言葉｣(“What the 

Thunder said”)の全5部から成り、古典をパロディ化する神話的手法を用いながら、第1

次世界大戦後の荒廃したヨーロッパを｢荒地｣として、死と再生や性の不毛を描いたもの

と見なされてきた。

日本では、1950年代に西脇順三郎(1894-1982)訳の 荒地 ( エリオット詩集 創元社、

1952.11)が発表されたのをはじめとして、複数の翻訳が出版された
4
。また、1950年代

にはエリオット 荒地 の影響を受け、鮎川信夫(1920-1986)らの｢荒地派｣が 荒地詩集 

を刊行しており、1952年前後からエリオットはブームになり5、大学内の研究でも扱わ

れるようになった。

1950年代に、エリオット 荒地 が、｢荒地派｣や大学内の英文学研究において取り上

げられていたとすれば、1960年代からは、 エリオット全集 全5巻(中央公論社、

1960.5-9)の刊行もあり、文芸誌でも特集が組まれるようになる
6
。例えば、 砂の女 の

前身である短編小説｢チチンデラヤパナ｣( 新潮 1960.9)が発表される1ヶ月前から、安

部が同人だった雑誌 近代文学 の1960年8月号、9月号において、荒正人(1913-1979)ら

の座談会｢エリオットの｢荒地｣をめぐって｣が掲載されている。荒正人らの現代英米文学

研究会によって、この座談会は行われており、その内容は荒正人・小野協一編 エリ

オット入門 (南雲堂、1961.1)に収録されている
7
。

この座談会｢エリオットの｢荒地｣をめぐって｣では、エリオットがジェシー・レイド

レー・ウエストン(Jessy Laidlay Weston, 1850-1928)の 祭祀からロマンスへ (From 

4 日本では、西脇順三郎訳以外には次の翻訳が発表されていた。中桐雅夫訳 荒地 ( 荒地詩集1953 東京：荒

地出版社, 1953.1)、深瀬基寛訳 荒地 ( エリオット 東京：筑摩書房, 1954.10)、上田保訳 荒地 ( エリ

オット詩集 東京：白水社, 1954.10)、吉田健一訳 荒地 ( 現代世界文学全集 第26巻, 福田恒存, 吉田健一

訳, 東京：新潮社, 1954.3)、大沢実訳 荒地 ( 現代世界文学全集 第27巻, 東京：三笠書房, 1955.8).

5 田口麻奈｢T・S・エリオット 詩と批評 ｣(和田博文編 戦後詩のポエティクス1935~1959 京都：世界思想社, 

2009.4), p.63.

6 1961年1月の時点で、エリオットの日本への紹介者として、｢大学の研究者｣として深瀬基寛(1895-1966)、

｢自ら創作や文芸批評にたずさわる人たち｣として鮎川信夫と山本健吉(1907-1988)、｢その両者をかねたも

の｣として西脇順三郎の名前が挙がっている(山川学而｢評価と影響<日本のばあい>｣(荒正人, 小野協一編 エ

リオット入門 東京：南雲堂, 1961.1), p.280)。

7 現代英米文学研究会では、1960年8月、9月にエリオット 荒地 をめぐる座談会を行う以前に、雑誌 近代文

学 1958年7月号において、佐伯彰一(1922-2016)らが、ジェイムズ・ジョイス(James Joyce, 1882-1941)の

 ユリシーズ (Ulysses, 1922)をめぐる座談会｢｢ユリシーズ｣―作品研究｣を行っていた。その対談と評論を

収録した研究書として、荒正人・佐伯彰一編 ジョイス入門 (東京：南雲堂, 1960.5)が出版されており、当

時の現代英米文学研究会が、英語圏のモダニズム文学を日本に紹介する役割を担っていたことがわかる。

 近代文学 ではその後、座談会として鈴木健三他｢最近のイギリス文学を語る｣( 近代文学 第18巻4-5号, 

1963.4-5)などが行われている。
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Ritual to Romance, 1920)を踏まえ、アーサー王伝説の｢漁夫王｣(Fisher King)のエピ

ソードを下敷きにして、｢水のない荒れた土地｣を描いていたことが言及されていた
8
。

更に、日本におけるエリオット受容で重要な研究者として、西脇順三郎と深瀬基寛の名

前が挙がっていた9。当時の日本におけるエリオット受容に影響を与えていたのが、深

瀬基寛 エリオット (筑摩書房, 1954.10)だった。深瀬の エリオット には、漁夫王につ

いて次のようにある。

聖杯伝説によれば、漁夫王(Fisher King)と呼ばれる王が負傷または病気のために

性の能力を失ひ、その結果彼の支配する国土は荒廃し、作物も実らず動物も子を産

まない。そこへ一人の騎士が現はれて｢危険の聖堂｣に近づき種々の試練を経たの

ち、古代に男性と女性との象徴であつた槍と聖杯を取り戻すことによつてこの呪ひ

が解かれて、荒地に再び慈雨と豊饒が復帰するといふのである。
10

この引用箇所で示されているように、国王が性的能力を失ったために｢荒廃｣してし

まった｢荒地｣が｢豊饒｣の土地に復活するまでが、エリオット 荒地 では描かれている

と言ってもよい。深瀬の エリオット が1954年10月に出版されて以降、 荒地 の内容を

要約する際には、｢荒廃｣や｢豊饒｣といった言葉がしばしば使われるようになる。当時は

荒正人もまた、｢荒廃｣した｢荒地｣から｢豊饒の地｣への回復を、｢農耕民族の春の祭り｣で

ある｢植物祭｣における自然の復活と関連付けている
11

。

当時の安部公房もまた、エッセイ｢花ぎらい｣( いけばな草月 1961.5)
12

において、｢荒

地｣や｢荒廃｣、｢豊饒｣、｢植物｣といった言葉を用いながら、自身が｢花ぎらい｣であるこ

との説明を行っていた。

だが、荒廃した風景のなかで、花ぎらいになるというのは、いささか矛盾して

いるように、あなたには見えるかもしれない。たしかに荒廃していればこそ、花を

求めるという理屈だって、成立つわけだ。しかしそれこそ、あなたが豊饒な土地に

8 荒正人、小野協一、鈴木健三他｢エリオットの｢荒地｣をめぐって(一)｣( 近代文学 第15巻8号, 1960.8), p.54.

9 荒正人、小野協一、鈴木健三他｢エリオットの｢荒地｣をめぐって(二)｣( 近代文学 第15巻9号, 1960.9), p.42.

10 深瀬基寛 エリオット (東京：筑摩書房, 1954.10), p.195.

11 ｢漁夫王は、何かの理由で性的能力を失い、そのため国土は荒廃に帰してしまっていた、それを再び豊饒

の地に回復することが、この詩の前提である。(略)キリストの復活という宗教的伝説は、その背後に農耕

民族の春の祭りがある。(略)植物祭は数千年、いや、何万年という悠久の歳月を経ている。自然は絶えず

死に、絶えず蘇ってきたのである｣(荒正人｢ 荒地 ｣(荒正人, 小野協一編 エリオット入門  東京：南雲堂, 

1961.1), pp.60-61)。

12 エッセイ｢花ぎらい｣が掲載された雑誌 いけばな草月 は、映画 砂の女 (1964.2)の監督を務めることにな

る勅使河原宏(1927-2001)が所属した、いけばなの流派｢草月流｣の草月会から、1955年6月から1969年12月

まで刊行された雑誌である。 いけばな草月 の前身である雑誌 草月 は｢ジャンルを超えた前衛芸術雑誌

を作りあげていく若手の実践場となり、同時に草月流と前衛芸術運動を接続するパイプの役目もはたして

いくことになる｣(友田義行｢協働の序幕｣( 戦後前衛映画と文学―安部公房×勅使河原宏 京都：人文書院, 

2012.2), p.27)。 いけばな草月 もまた、安部のエッセイなどを掲載することで、華道の世界には限定さ

れない雑誌になっていたと言ってもよい。
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育ったという証拠以外のなにものでもあるまい。荒廃をその内部から見つめつづけ

てきた、根っからの荒地の住民には、おのずからまた、別の感じかたがあるもの

だ。
13

どうやら私の中の砂漠は、想像以上に、深く根をおろしてしまっているらし

い。いったん砂漠化してしまった土地はもうどんな手当てをしてやっても、豊饒な

土地には戻しえないのだともいう。

それに、東京というところは、すでに豊饒の地などではない。植物的豊饒の時代

は、遠く去ってしまった。いたるところに、荒廃のきざしが見えている。
14

この引用箇所では、｢荒廃｣や｢荒地｣、｢豊饒な土地｣、｢植物｣といった言葉が用いら

れており、エリオット 荒地 をめぐる同時代言説のネットワークの内部で生成されてい

ることが分かる。安部はこのエッセイで、満洲という｢荒廃｣した｢荒地｣で育った自分に

とっては、｢どうやら、ふつうは花が占めているべき場所を、私の場合は、砂に占領さ

れてしまっているらしいのだ｣と述べている15。そして、｢荒地がうみだす物語｣では、

｢花のかわりに、石や、粘土や、砂の歌がうたわれることになる｣という
16

。

同時代の日本において、｢荒廃｣した｢荒地｣が｢豊饒｣を取り戻す物語としてエリオッ

トの 荒地 が受容されていたのとは対照的に、安部にとって｢砂漠化｣した｢荒地｣は｢豊

饒な土地｣には戻しえないものだということになる。沙漠という｢荒地｣を舞台にして、

 砂の女 ではどのような｢砂の歌｣が歌われているのだろうか。次の節では、安部 砂の

女 におけるエリオット 荒地 の受容について検証したい。

3 安部公房 砂の女 におけるT・S・エリオット 荒地 の受容

このようなエリオット・ブームを受け、安部の 砂の女 にもエリオット 荒地 を受

容した痕跡が散見される。 砂の女 の第1章は｢チチンデラヤパナ｣の内容と重なってお

り、失踪した主人公が、砂の女のいる穴に閉じこめられるまでが描かれている。新たに

書き下ろされた第2章と第3章では、主人公が砂の穴から脱走しようとして失敗し、自分

から穴に留まろうとするまでが描かれている。その第2章は、女が｢甕のなかの水垢

を、かいだしながら、同じ文句を、飽きもせずくりかえし｣17歌う場面で始まる。

13 安部公房｢花ぎらい｣( 安部公房全集 第15巻, 東京：新潮社, 1998.11), p.219.

14 安部公房｢花ぎらい｣, p.220.

15 安部公房｢花ぎらい｣, p.219.

16 安部公房｢花ぎらい｣, pp.219-220.

17 安部公房 砂の女 ( 安部公房全集 第16巻, 東京：新潮社, 1998.12), p.156.
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ジャブ ジャブ ジャブ ジャブ

何んの音？

鈴の音

ジャブ ジャブ ジャブ ジャブ

何んの声？

鬼の声
18

ここで想起されるのが、エリオットの 荒地 の次の場面である。

 あの音は何だろう 

戸の下を通る風だ。

 そらあの音は？    どうしてそんなところを風が吹くの？ 

何んにも何んにもしてない。

 何も

知っちゃいないの？ 何も見えないの？ 何もおぼえてないの？

何も？
19

このように、両作品とも音をめぐる問答が繰り返されていることから、安部がエリ

オット 荒地 のパロディを行っているように読むことができる。また、 砂の女 では

｢何んの音？｣というように｢何｣の下に送り仮名の｢ん｣があることが重要である。当

時、 荒地 の全訳には6種類の翻訳があったが、引用した西脇順三郎訳でのみ｢何｣の下

に｢ん｣があることから、安部が西脇訳を参考にしている可能性がある。

 砂の女 では水の音が｢ジャブ ジャブ｣と表現されていたが、エリオット 荒地 にお

いても類似した表現を見いだすことができる。 荒地 の第2部｢将棋｣では、｢夜鶯(ナイ

チンゲール)｣(nightingale)に変身させられた｢フィロメーラ姫｣(Philomel)の鳴き声が

｢ジャッグ・ジャッグ｣(‘jug jug’)と荒地で響きわたるという一節がある。

あの野蛮な王様のために酷くも

夜 鶯 
ナイチンゲール

夜鶯(ナイチンゲール)に姿をかえられたフィロメーラ姫の物語の絵だ。そ

の夜鶯の

18 安部公房 砂の女 , p.156.

19 T・S・エリオット 荒地 西脇順三郎訳(西脇順三郎 西脇順三郎全集 第3巻,東京：筑摩書房, 1971.7)p.56. 

原文は次のとおり。“'What is that noise?'/ The wind under the door. / 'What is that noise now? What 

is the wind doing?' / Nothing again nothing. / 'Do / 'You know nothing? Do you see nothing? Do you 

remember / Nothing?'(Thomas Stearns Eliot. The Waste Land. In The Complete Poems and Plays of T. 

S. Eliot. London and Boston：Faber and Faber, 1969. p.65).
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神聖な泣き声はまだこの荒野に響きわたり鳴きつづけた

まだ人間はその後を追うのだ。

｢ジャッグ・ジャッグ｣と醜悪の耳にはきこえるのだ。
20

深瀬基寛 エリオット によれば、この｢ジャッグ・ジャッグ｣という音は、｢蛮人国

の国王テレウス｣に強姦され、｢ナイチンゲール｣に変身させられた｢フィロメラ｣の泣き

声なのだという21。 荒地 において、このように性的イメージが荒地を舞台にして繰り

返し描かれているように、安部の 砂の女 においても、砂の女が村人から主人公との性

交を見せるように命令される場面もあるなど22、 荒地 の｢フィロメーラ姫｣をパロディ

化しているようにも読める。本稿では、このような 荒地 との類似を補助線にし

て、 砂の女 をどのように読むことができるかを論じていきたい
23

。

前述したように、 荒地 が、王が性的能力を失ったために国土が荒地となるが、男

性／女性の象徴を取り戻すことで豊饒を回復するという構造を有しているとすれば、安

部 砂の女 の場合はどうであろうか。 砂の女 では、主人公の男は、｢以前わずらった

淋病｣のため、都会の妻との性交渉では、男性器の比喩である｢指｣が、｢ゴム製品｣(帽

子)なしでは｢萎えてしまって役に立たない｣｢精神の性病患者｣として描かれており
24

、

漁夫王と同じく一種の性的不能として描かれている。それとは対照的に、砂の女との間

では、｢ゴム製品なしに、彼の指は立派に脈打ち、いきみかえったのだ｣
25

、｢ゆっくり

と、しかし確実な充実が、断水しかけた水道管のような音をたてて、再び指を満たしは

じめる……｣26とあり、男の性的能力の回復が、水のイメージを伴って描かれている。

したがって、 砂の女 が沙漠という荒地での性的能力の回復を描いているという点で、

 荒地 の神話的手法を下敷きにしていると言ってもよいだろう。

先行研究では、 砂の女 における性病の問題については、木村陽子による詳細な研究

があり、淋病の主人公が｢肉体に躓き、肉体からの逃走を図った男が、肉体の側からの

復讐として、肉体そのもののような<女>との対峙を強いられ、<女>との通路の回復、再

びの喪失を経て、最終的に肉体との和解へと至る物語であった｣と述べている27。本稿

20 T・S・エリオット 荒地 p.55頁. “The change of Philomel, by the barbarous king / So rudely forced; 

yet there the nightingale / Filled all the desert with inviolable voice / And still she cried, and still the 

world pursues, / ‘Jug Jug’ to dirty ears.”(Thomas Stearns Eliot. The Waste Land, p.65)

21 深瀬基寛 エリオット , p.226.

22 安部公房 砂の女 , pp.242-244.

23 先行研究では、蘆田英治｢ 砂の女 の諸問題｣( 論樹 第15巻, 2001.11)において、 砂の女 の水の音が、深

沢七郎(1914-1987)の 楢山節考 (中央公論社, 1957.2)から連想されたものだと指摘されているが(p.87)、

 楢山節考 に同様の歌が登場しておらず、 砂の女 と 荒地 の間で単語レヴェルでの類似を指摘できる点

で、 荒地 が 砂の女 のプレテクストであった可能性がある。

24 安部公房 砂の女 , pp.189-191.

25 安部公房 砂の女 , p.191.

26 安部公房 砂の女 , p.194.

27 木村陽子｢ 砂の女 論―｢死と性病｣の再考から―｣( 安部公房とはだれか 東京：笠間書院, 2013.5), p.283.
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の研究では、一種の性的不能の主人公が、砂の女との性交をとおして、そのような｢肉

体との和解｣へと至るというプロットの背景にエリオット 荒地 があったことが分かっ

た。

 砂の女 において、漁夫王伝説がパロディ化されていると考えた場合、エリオット

が下敷きにしたウエストン 祭祀からロマンスへ が、当時の日本では翻訳が刊行されて

いなかったことから、安部が当時の 荒地 論を参考にしていると考えられる。

前述した座談会｢エリオットの｢荒地｣をめぐって｣では、 荒地 の冒頭の｢四月は残酷

極まる月だ｣(April is the cruelest month)
28

という一節が農耕民族を連想させると述べ

られている
29

。農耕を行う4月に水がないのは、農耕民族にとって残酷だということ

だ。 荒地 では、豊作への生贄として、｢溺死したフィニキア人｣が登場する場面が2ヶ

所ある30。西脇順三郎の訳注では、｢溺死したフィニキア人｣の｢水死｣は、｢豊饒の祀り｣

における｢復活の象徴｣となると書いてある31。

このように、 荒地 において｢溺死｣がキー・ワードになっていたように、 砂の女 

においても、｢溺死｣がキー・ワードになっていると言ってもよい。主人公の男と砂の

女は、砂の穴で砂掻きという労働を行うことで、水を与えられていた。男は≪希望≫と

名付けた自作の｢溜水装置｣で水が溜められることを知ると、｢笑いが、しぜんに吹きこ

ぼれ｣、｢見渡すかぎりの水脈の網を思い浮かべ｣ながら、女に対しては、｢やっと溺死を

まのがれた遭難者でもないかぎり、息ができるというだけで笑いたくなる心理など、

とうてい理解できるはずがない｣と考えている
32

。ここでは、 荒地 における｢水死｣を

想起させる｢溺死｣という言葉が用いられており、 砂の女 では｢溜水装置｣をとおして

｢水死｣が回避されていることが分かる。そして、この｢溜水｣という言葉は、 荒地 の次

の一節を想起させる。

水があり

岩がなかったとしても

岩も水もあったなら

また水も

泉も

岩間に水溜りでもあったなら。
33

ここでは、条件法で水が希求されており、｢水溜り｣と｢溜水装置｣の単語レヴェルの

28 T・S・エリオット 荒地 p.51. Thomas Stearns Eliot. The Waste Land, 61.

29 荒正人, 小野協一, 鈴木健三他｢エリオットの｢荒地｣をめぐって(一)｣, p.58.

30 T・S・エリオット 荒地 p.52, p.64. Thomas Stearns Eliot. The Waste Land. 62, 71.

31 西脇順三郎｢訳注｣(西脇順三郎 西脇順三郎全集 第3巻, 東京：筑摩書房, 1971.7), p.83.

32 安部公房 砂の女 , pp.245-246.

33 T・S・エリオット 荒地 , p.66. “If there were water / And no rock / If there were rock / And also 

water / And water / A spring / A pool among the rock”(Thomas Stearns Eliot. The Waste Land, 66)
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類似から、 砂の女 では 荒地 における｢水溜り｣を人工的に発明する思考実験がなされ

ていることが分かる。

前述した安部のエッセイ｢花ぎらい｣において、｢根っからの荒地の住民｣には、｢砂漠

化｣の中で｢どんな荒廃にも堪えぬいて、おのれを主張しつづける、人工的なものや、抽

象的なもののほうが、どれほど激しく、魅力的であることか｣とあり34、更に次のよう

にある。

豊饒な土地のうえでは、鉱物的なものに死を、植物的なものに生を認めるのが通

念かもしれない。だが、荒地がうみだす物語のなかでは、生あるものが死のしるし

となり、死の世界がかえって生の象徴とされるのがならわしなのだ。そこでは、花

のかわりに、石や、粘土や、砂の歌がうたわれることになる。
35

この引用箇所では、安部がエリオット 荒地 をどのように受容していたのかが示唆

されていると言ってもよい。安部にとって、｢荒地｣から｢豊饒の土地｣への回帰がうたわ

れている 荒地 では、｢植物的なもの｣に｢生｣が見いだされているのである。そのよう

なエリオットとは逆に、安部は 砂の女 において、農耕民族にとっての｢豊饒な土地｣を

否定し、人工的な｢溜水装置｣を発明することで、沙漠に留まり続ける物語を書いたの

だった。

安部が沙漠を描く際に、花田清輝の沙漠をめぐる言説を取り入れていたことは、先行

研究でも指摘されてきたが、花田は｢テレザ・パンザの手紙｣( 文化展望 1947.7)におい

て、｢沙漠からの逃避を企てない｣沙漠の夫婦の生活様式が遊牧的なものであると述べて

いる
36

。 砂の女 において、定着よりも流動に重きが置かれていることは、しばしば

指摘されているが、｢一切の形を否定する砂の流動｣37に注目して、遊牧民のように流動

する家が想像されていたことが重要である。

家の固定観念から自由になれば、砂との闘いに無駄な努力をついやす必要もな

い。砂に浮んだ、自由な船……流動する家、形のない村や町……

(略)たとえば、ゆれ動く樽のような形をした家……ほんのわずか、廻転すれ

ば、かぶった砂をはらいおとし、すぐまた表面に這い上る……もっとも、家全体が

しじゅう廻転のしつづけでは、住んでいる人間が不安定でやりきれまい……そこ

で、一工夫して、樽を二重にする……内側の樽は、軸を中心に、底がつねに重力の

方向にむかっているようにすればよい……内側は固定したまま、外側だけがまわる

のだ……大時計の振子のように、ゆれ動く家……ゆりかごの家……沙漠の船……
38

34 安部公房｢花ぎらい｣, p.219.

35 安部公房｢花ぎらい｣, pp.219-220.

36 花田清輝｢テレザ・パンザの手紙｣( 花田清輝全集 第3巻, 東京：講談社, 1977.10), p.57.

37 安部公房 砂の女 , p.138.

38 安部公房 砂の女 , pp.138-139.
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この引用箇所では、主人公が｢砂に浮んだ、自由な船｣、｢流動する家｣として｢ゆれ動

く樽のような形をした家……｣を想像している。ここで想起されるのは、樽に住んだこ

とで知られる哲学者ディオゲネス(Diogenes, BC412?-BC323)である。当時の日本では、

哲学書などでこのエピソードが紹介され39、ディオゲネスは世界市民主義の哲学者とし

て受容されていた。ディオゲネス的な｢世界市民｣が、｢ポリスの内(家政術)と外(商人

術)の境界、公人(デーモシオス)と私人(イディオス)の境界に身を置いて、世間で通用し

ている慣習という慣習(ノミスマ)をパラハラッティン(価値転倒)する者に他ならな

い｣
40

ように、ディオゲネスは出身地のシノペから｢追放せられたか或は自ら漂浪の旅

に出た｣後で、外国人としてアテネで｢社会の最下層にあつて所謂プロレタリアの友とし

て生活｣したのだった41。このようにディオゲネスがポリス(都市国家)の内部／外部の

境界に留まることで、プラトン(Plato, BC427-BC347)的な共同体主義を批判していたよ

うに42、 砂の女 においても主人公は共同体の外部から訪れた他者として砂の穴に留

まっており、 砂の女 の主人公とディオゲネスの姿を重ね合わせて読むことができ

る。

安部のエリオット受容において重要なのは、安部がこのような｢流動する家｣のエピ

ソードを描くことで、農耕民族的な｢定着｣を否定し、ノマド的な｢流動｣を提示している

ことである。ここでエリオットと安部の差異を、農耕民族／遊牧民族の違いと言い換え

てもよい。当時の日本でもエリオットは反共産主義者として受容されており43、安部が

日本共産党から除名された直後に発表した 砂の女 が、エリオットを受容した背景に

は、共産党との関係があっただろう。しかし、エリオットが保守派だったのに対し、

安部はむしろ共産主義には還元されえない世界市民主義的な左翼を標榜していたと言っ

てもよい。

安部はその後、エッセイ集 内なる辺境 (中央公論社、1971.11)に収録されたエッセ

イ｢異端のパスポート｣( 中央公論 1968.9)において、｢遊牧民族は、農耕民族の領土宣言

―定着の国家的完成―と同時に生れた、反領土的異端民族でもあったわけである｣
44

と述

べ、農耕民族的な国家や共同体を否定し、定住しない｢遊牧民族｣にアナキズムを見いだ

している
45

。また、 砂の女 と同様に、主人公の｢失踪｣が描かれていた 燃えつきた地

図 (新潮社、1967.9)には、国家からの失踪というアナキズム的なものを見いだすこと

39 山内得立｢ソクラテスの周囲｣( ギリシアの哲学 第1巻, 東京：弘文堂, 1944.4), p.312.

40 大黒弘慈｢犬儒派マルクス｣( 現代思想 第42巻18号, 2015.1), p.88.

41 山内得立｢ソクラテスの周囲｣, pp.324-325.

42 柄谷行人｢アテネ帝国とソクラテス｣( 哲学の起源 東京：岩波書店, 2012.11), p.187.

43 荒正人・小野協一・鈴木健三他｢エリオットの｢荒地｣をめぐって(二)｣, p.25.

44 安部公房｢異端のパスポート｣( 安部公房全集 第22巻, 東京：新潮社, 1999.7), p.147.

45 拙稿｢安部公房｢ミリタリィ・ルック｣あるいは実存主義的アナキズム―短編小説｢保護色｣、三島由紀夫、

ロラン・バルト｣( 九大日文 第25号, 2015.3)では、安部の 内なる辺境 所収のエッセイ｢ミリタリィ・

ルック｣( 中央公論 第83巻8号, 1968.8)を中心に、1968年における安部のアナキズムについて、同時代言

説や実存主義との関係から論じた。
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図1 ｢新鋭海外文学叢書≪新刊≫極地の空｣

( 群像 第10巻7号, 1955.7, 折り込み広告)

ができる
46

。このように、1960年代後半に安部が共産主義からアナキズムに傾倒してい

き、 燃えつきた地図 や 内なる辺境 において｢失踪｣や｢遊牧民族｣の自由な移動が描か

れていたことを踏まえると、 砂の女 にノマド的な｢流動｣というアナキズムの萌芽を

見いだすことができる。

4 ｢砂漠捕囚ロマンス｣としての 砂の女 

英文学には｢砂漠捕囚ロマンス｣(desert romance)と呼ばれるジャンルがある。イギリ

スの女性作家エディス・モード・ハル(Edith Maude Hull, 1880-1947)が シーク (The 

Sheik, 1919)において、サハラ砂漠を舞台に、イギリス人女性とアラブ系部族のシーク

の恋愛を描いたことをきっかけにして、｢砂漠捕囚ロマンス｣というジャンルが生れる

ことになる
47

。

安部が 砂の女 を発表する以前に、日本で翻

訳が刊行された｢砂漠捕囚ロマンス｣に、アメリ

カの作家ポール・ボウルズ(Paul Bowles, 1910- 

1999)の 極地の空 (The Sheltering Sky, 1949)

がある。この作品は、新潮社の｢新鋭海外文学

叢書｣として出版されたもので、この｢新鋭海外

文学叢書｣としては他に、フランスの作家アン

リ・ド・モンテルラン(Henry de Montherlant, 

1895-1972)の 沙漠のバラの恋物語 (L'Histoire 

d'amour de La Rose de sable, 1954)の堀口大学

訳(1955.3)や、アメリカの作家トルーマン・カ

ポーティ(Truman Capote, 1924-1984)の 遠い

声遠い部屋 (Other Voices, Other Rooms, 

1948)の河野一郎訳(1955.4)などが刊行されてお

り、欧米の現代文学が翻訳・紹介されてい

た
48

。当時は、前述したモンテルラン 沙漠の

46 拙稿｢安部公房 燃えつきた地図 とナサニエル・ホーソーン｢ウェイクフィールド｣―安部公房のアメリカ

文学受容とジャン＝ポール・サルトル｣( 九大日文 第23号, 2014.3), p.109. この拙稿では、安部が 燃え

つきた地図 において、アメリカの作家ナサニエル・ホーソーン(Nathaniel Hawthorne, 1804-1864)の短

編小説｢ウェイクフィールド｣(“Wakefield,” 1835)で描かれた都市空間での｢失踪｣を参考にしながら、国家

や共同体からの｢失踪｣を実存主義的、アナキズム的に描いていたことを論じた。

47 尾崎俊介｢シークの時代―二十世紀初頭の｢砂漠捕囚ロマンス｣｣( ホールデンの肖像―ペーパーバックか

らみるアメリカの読書文化 東京：新宿書房, 2014.10), pp.124-125.

48 ｢新鋭海外文学叢書｣の巻末に付されている叢書の新刊広告には、次のようにある。｢時代と共に前進する

文学の中、真に現代的意義を持つ海外文学の問題作をここに集めた。読者の賢明な評価を得て、此等の作

品の不滅の価値を定めたいと願うのが本叢書である｣(｢新鋭海外文学叢書｣(ポール・ボウルズ 極地の空 
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バラの恋物語 や、あるいは小泉譲(1913-2004)の 八月の砂 (藝文書院、1957.1)のよう

に、沙漠や砂丘を舞台にして男女の恋愛を描いた小説が出版されていたが、沙漠での

｢失踪｣を描いた小説には、ボウルズ 極地の空 があるのみだった。しかし、先行研究で

は、安部とボウルズの直接的な影響関係については言及されたことがなかった49。

 極地の空 については、当時の日本では評論などでも取り上げられることが少な

かったが50、 群像 1955年7月号に掲載された広告(図1)では、次のように評されてい

た。

現代アメリカ文学唯一人の実存主義作家であり、時に肉体派と呼ばれているボウ

ルズの代表的作品。機械文明の画一性を嫌つて北アフリカへ逃避したアメリカ人夫

妻が、原始的なものの魅力に大陸深く引き込まれて行くという特異の物語。アメリ

カ的人間の内部を支えている意識の解体を追求した傑作である。
51

このように、 極地の空 が出版された際には、ボウルズは｢現代アメリカ文学唯一人

の実存主義作家｣として受容されていた。また、当時のアメリカ文学の紹介を行った西

川正身｢戦後のアメリカ文学｣( 新潮 1956.10)では、ボウルズはカポーティと共にアメ

リカの新鋭作家として評価されていた52。

その 極地の空 では、アメリカからサハラ砂漠にやって来たアメリカ人夫婦ポート

(Port)とキット(Kit)の｢旅行｣が描かれている。作中では、その｢旅行｣については次のよ

うにある。

自分は観光客
ツーリスト

ではなく旅行者
トラヴェラー

に属する、と彼は思いこんでいたが、彼の説明によ

ると、この両者は一つには時間の点で相違している。観光客というものは、おおむ

ね数週間ないし数ヵ月ののちに家へ戻るのに対して、旅行者は、いずれの土地にも

属しておらず、何年もの期間をかけて、地球上の一部分から他の部分へと、ゆつく

り動いてゆく。
53

大久保康雄訳, 東京：新潮社, 1955.5), p.300)。

49 波潟剛は、ポール・ボウルズやアイザック・シンガー(Isaac Singer, 1902-1991)、エリアス・カネッ

ティ(Elias Canetti, 1905-1994)などの｢境界の作家｣と同じく、安部が文化的アイデンティティの｢境界｣に

とどまっていることを指摘している(波潟剛｢高度成長期の｢アヴァンギャルド｣―小説 砂の女 と安部公

房｣( 越境のアヴァンギャルド (東京：NTT出版, 2005.7), p.257)。

50 この作品が一般に知られるようになるのは、1990年にイギリスのベルナルド・ベルトルッチ(Bernardo 

Bertolucci, 1941- )監督によって シェルタリング・スカイ (Sheltering Sky)のタイトルで映画化されてか

らのことであった。また、映画音楽を坂本龍一(1952-)が担当したこともあり、日本では映画をとおして

ボウルズが知られるようになり、 ユリイカ 1994年3月号では、特集｢ポール・ボウルズ―永遠の越境者｣

が組まれた。

51 ｢新鋭海外文学叢書《新刊》極地の空｣( 群像 第10巻7号, 1955.7, 折り込み広告).

52 西川正身｢戦後のアメリカ文学｣( 新潮 第53巻10号, 1956.10), p.71.

53 ポール・ボウルズ 極地の空 (大久保康雄訳, 東京：新潮社, 1955.5), p.8. “He did not think of himself 

as a tourist; he was a traveler. The difference is partly one of time, he would explain. Whereas the 

tourist generally hurries back home at the end of a few weeks or months, the traveler, belonging no 
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ボウルズが描く｢旅行｣とは、一定の期間を経て｢家へ戻る｣｢観光｣とは異なり、｢いず

れの土地にも｣属さずに移動していくノマド的なものである。その旅行の途中で、ポー

トは自分がアメリカ人であることを証明するパスポートを失くし、｢自分が誰かという

証明を持たず｣(have no proof of who you are)54に｢沙漠の町へ、身分を証明する書類

もなしに出かけていく｣(be going off with no proof of his identity to a hidden desert 

town)55ことになり、自分が何者であるかという｢本質｣(essence)が現象学的に還元され

る実存主義的な旅行が描かれる。小説の後半でポートが伝染病で死ぬと、キットは｢失

踪｣して遊牧民の部族の男の妻にされており、安部の 砂の女 と同様に、この小説が沙

漠での｢失踪｣を描いた｢砂漠捕囚ロマンス｣の一つであることが分かる。

ここで重要なのは、第1部｢サハラ砂漠｣("Tea in the Sahara")において、安部の 砂の

女 を想起させる砂の穴にテントを張る遊牧民の女が登場していることである。沙漠の

町の郊外でポートが歩いていると、アラブ人の男スマイル(Smaïl)がポートのことを詮

索し、その後、遊牧民の女がいる砂の穴に案内することになる。次に、そのアラブ人の

男がポートに話しかける場面を引用する。

｢あんた、そこで何を探していなさるのかね？｣

(これから面倒なことがはじまるぞ)ポートは胸のうちで考え、身動きしなかつ

た。

アラブ人は、いつとき待つていた。斜面のぎりぎり端まで歩みよつてきた。ひ

つくり返つたブリキ缶が、がらがらと、ポートの座つている岩のほうへ転げ落ち

た。

｢なあ、旦那さん！何を見ていなさるのかね？｣
56

次に、このボウルズ 極地の空 の引用箇所を手掛かりにして、安部公房 砂の女 へ

の影響関係について考察したい。 砂の女 の場合、ボウルズの 極地の空 と同じよう

に、主人公の男が部落を歩いていると、村の老人に主人公が何者であるかが詮索される

場面がある。

｢調査ですかい？｣

風に吹きちらされ、携帯用ラジオのように、幅のない声だ。しかし、アクセン

トははっきりしていて、べつに聞きとりにくいほどではなかった。

more to one place than to the next, moves slowly, over periods of years, from one part of the earth 

to another.” (Paul Bowles. The Sheltering Sky. New York：Vintage International, 1990, 6).

54 ポール・ボウルズ 極地の空 , p.124. Paul Bowles. The Sheltering Sky, 164.

55 ポール・ボウルズ 極地の空 , p.132. Paul Bowles. The Sheltering Sky, 174.

56 ポール・ボウルズ 極地の空 , pp.17-18. ““Qu’est-ce ti churches là?”/ “Here’s where the trouble begins,” 

thought Port. He did not move. / The Arab waited a bit. He walked to the very edge of the slope. A 

dislodged tin can rolled noisily down toward the rock where Port sat. / “Hé! M’sieu! Qu’est-ce ti vo?”” 

(Paul Bowles. The Sheltering Sky, 18).
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｢調査だって？｣男は、狼狽気味に、レンズの上を掌でかくし、相手の目についや

すいように、補虫網を持ちなおしながら、｢なんの話だか、よく分らないが……ぼ

くはほら、昆虫採集をしているんですよ。こういう、砂地の虫が、ぼくの専門で

ね。｣

｢なんだって？｣

どうやら相手にはうまく飲み込めなかったらしい。

｢昆、虫、採、集！｣と、もう一度大声でくりかえし、｢虫ですよ、虫！……こう

して、虫を捕るんだよ！｣

｢虫……？｣

老人は、疑わしげに、目をふせて唾をはいた。と言うより、口からたれるにま

かせたと言ったほうが正しいかもしれない。風に吹きちぎられて、唇の端から、糸

をひいて飛んだ。いったい何がそんなに気になるのだろう？

｢なにか、この辺の調査でも、あるんですか？｣

｢いや、調査でなけりゃ、かまわないんだがね……｣
57

ここで重要なのは、 極地の空 においてアラブ人の男が語尾に｢かね｣を付けた話し

方をしているように、 砂の女 においては共同体の外部から沙漠にやってきた主人公に

対して、老人が語尾に｢かい｣や｢かね｣、｢がね｣を付ける話し方で質問を行っているこ

とである。例えばこの老人は、この場面だけでも｢ははあ、学校の先生かね……｣、｢ふ

うん、先生をしておいでるのかね……｣、｢泊るって、この部落にかね？｣、｢ごらんの

とおり、貧乏村で、ろくな家もないが、あんたさえよけりゃ、口をきくくらい、わた

しがお世話してあげるがね｣と述べている58。

ボウルズ 極地の空 の場合も同様で、アメリカから沙漠にやってきたポートに対し

て、アラブ人の男が語尾に｢かね｣を付けて、主人公のことを詮索していることが分か

る。たとえば、先ほどの 極地の空 の引用箇所では、フランス語で｢あんた、そこで何

を探していなさるのかね？｣、｢何を見ていなさるのかね？｣と述べており、日本語訳で

はフランス語の台詞が語尾に｢かね｣を付けた話し方に翻訳されている59。このような単

語レヴェルでの類似から、安部が 砂の女 において、主人公を砂の穴に導く老人を描く

際に、ボウルズ 極地の空 を参考にしていた可能性がある。

次に、 極地の空 における砂の穴と、 砂の女 における砂の穴の比較を行いたい。

 極地の空 では、沙漠に遊牧民の女が住むという｢トルコ人の堡塁｣(Turkish fortress)が

登場する。

57 安部公房 砂の女 , p.125.

58 安部公房 砂の女 , pp.125-126.

59 ボウルズ 極地の空 の日本語訳において、このアラブ人の男が語尾に｢かね｣を付けて話すのは、この場

面では他に、｢散歩したくはありませんかね？｣、｢どうしてかね？｣、｢では何がしたいですかね？｣、｢ど

こへ行くのかね？｣、｢何を探すのかね？｣、｢あんたは待つてくださらないんだね｣とある(ポール・ボウ

ルズ 極地の空 , pp.18-19)。
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胸壁は大きく弧をえがき、その下の地面は、いつそう濃い暗がりのなかへと険

しく落ちこんでいる。濠はすでに数百メートル手前で終つていた。そこから下へと

谷間が開けている高みへ二人は出た。

｢トルコ人の堡塁です｣敷石を踵で踏み鳴らしながらスマイルが説明した。

｢ねえ、君｣ポートは腹を立てて言いだした、｢いつたいどこへ行こうつていうん

だね？｣二人の前方、水平線からうかび出ている、ごつごつした黒い丘陵の輪郭を彼

はみつめた。

｢あそこですよ｣スマイルは谷間を指さした。と思うと、すぐに足をとめた。｢こ

こに階段があります｣二人は崖縁から身を乗りだした。狭い鉄の梯子が壁側にしつら

えてある。手摺はついていず、険しい角度で、まつすぐに下に降りている。

｢そうです。これがトルコ人の堡塁です。下のほうに明りが見えませんか？｣二

人のほとんど真下を行つたりきたりしているかすかな赤い輝きをスマイルは指し示

した。｢あれが例の女の子の住んでいるテントです｣
60

その後、ポートは崖を梯子で降り、遊牧民のテントでマーニア(Marnia)と呼ばれる

踊り子と出会って性交を行うが、財布を盗まれそうになり、ポートはそこから脱出する

ことになる。

次に 砂の女 において、主人が部落の老人に案内されて、砂の穴に訪れる箇所を引用

する。

案内されたのは、部落の一番外側にある、砂丘の稜線に接した穴のなかの一つ

だった。

稜線よりも一本内側の細い道を右に折れ、しばらく行ったところで、老人が、暗

がりの中に身をこごめ、手を打ちながら大声で叫んだ。

｢おい、婆さんよお！｣

足もとの闇のなかから、ランプの灯がゆらいで、答えがあった。

｢ここ、ここ……その俵のわきに、梯子があるから……｣

なるほど、梯子でもつかわなければ、この砂の崖ではとうてい手に負えまい。

ほとんど、屋根の高さの三倍はあり、梯子をつかってでも、そう容易とは言えな

かった。昼間の記憶では、もっと傾斜がゆるやかだったはずだが、こうしてみる

と、ほとんど垂直にちかい・梯子は、おそろしく不ぞろいな縄梯子で、バランスを

破ると、途中でねじくれてしまいそうだった。まるで天然の要害のなかに住んでい

60 ポール・ボウルズ 極地の空 , p.23. “The parapet made a wide curve and the ground below dropped 

steeply away into a deeper darkness. The most had ended some hundred feet back. They were now 

high above the upper end of an open valley. / “The Turkish fortress,” remarked Smaïl, pounding on the 

stones with his heel. / “Listen to me,” began Port angrily; “where are we going?” He looked at the rim 

of uneven black mountains ahead of them on the horizon. / “Down there.” Smaïl pointed to the valley. 

A moment later he stopped walking. “Here are the stairs.” They learned over the ledge. A narrow iron 

staircase was fastened to the side of the wall. It had no railing and led straight downward at a steep 

angle. /“It’s a long way,” said Port. / “Ah, yes, it’s the Turkish fortress. You see that light down there?” 

He indicated a faint red glimmer the came and went almost directly beneath them. “That’s the tent 

where she lives.” (Paul Bowles. The Sheltering Sky, 26).
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るようなものである。
61

 砂の女 においては、砂の穴を降りる際には、｢まるで天然の要害のなかに住んでい

るようなものである｣とある。この｢要害｣とは一般に｢堅固な要塞｣のことを指し、 極

地の空 に登場した｢トルコ人の堡塁｣における｢堡塁｣が｢石・土砂・コンクリートなどで

構築されたとりで｣を指していることから
62

、 砂の女 の｢要害｣が 極地の空 の｢堡塁｣

をパラフレーズしたものであることが分かる。

以上のように、単語レヴェルの類似から、安部が 砂の女 を執筆する際に、ボウル

ズ 極地の空 をフレームワークにして、主人公が部落の男に導かれて砂の穴に向かう場

面を描いているのではないだろうか。

また、 砂の女 と 極地の空 においては、共通して沙漠での｢失踪｣が描かれている

ことが重要である。 砂の女 では、冒頭から男が｢行方不明｣になり、｢失踪｣したことが

言及されている
63

。 極地の空 においても、ポールの死後に妻のキットが失踪してお

り、作中でも｢失踪｣や｢行方不明｣といった言葉が用いられていた。次に両作品の差異と

して、 極地の空 において｢失踪｣したキットが最終的にはアメリカに連れ戻されたの

とは対照的に、 砂の女 では｢失踪｣したまま砂の穴に留まりつづける主人公が描かれて

いる点を挙げることができる。それは、 極地の空 の第三部｢空｣の冒頭のエピグラフに

おけるカフカの｢ある点からさきへ行くと、もはやあと戻りするわけにはいかなくな

る。そういう点にこそ行きつかねばならぬ｣
64

という言葉を、ボウルズ以上に徹底して

描く行為だったと言ってもよい。

5 おわりに

本稿では、安部公房 砂の女 が発表された当時の海外文学を調査することで、同時代

の海外文学における沙漠や荒地の文学イメージを摂取していた可能性を指摘した。具体

的には、 砂の女 にT・S・エリオット 荒地 とポール・ボウルズ 極地の空 の受容が

あるとすれば、 砂の女 をどのように読むことができるのかを論じ、 砂の女 に共産

主義には還元されない世界市民主義や遊牧民をめぐる思想があることが分かった。

安部はエリオット 荒地 の漁夫王伝説を反復させながらも、農耕民族中心の 荒地 と

は異なり、ディオゲネス的な遊牧民を描いていたと言える。更に、ボウルズ 極地の空 

61 安部公房 砂の女 , pp.128-129.

62 小学館(2007年7月2日公開) 日本国語大辞典 , Japan Knowledge Lib. 2015年11月10日閲覧<http:// 

japanknowledge.com>.

63 安部公房 砂の女 , p.117.

64 ポール・ボウルズ 極地の空 , p.212. ““From a certain point onward thereis no longer any turning back. 

Thatis the point that must be reached.” – KAFKA” (Paul Bowles. The Sheltering Sky, 277).
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において、沙漠の夫婦とその失踪、そして砂の穴が描かれていたように、 砂の女 にお

いても沙漠を旅行する夫婦や失踪、砂の穴が描かれていた。

安部が1968年頃から、 燃えつきた地図 や 内なる辺境 において、国家や共同体を

批判するアナキズムやノマドロジーに傾倒していくことを考えると、 砂の女 にその

萌芽があることが分かる。

最後につけ加えれば、 砂の女 はアメリカから抜け出す物語として読まれてきた。

例えば、鳥羽耕史は 砂の女 を、アメリカからもたらされた性病を患った｢｢精神の性病

患者｣すなわちアメリカ的思想におかされた男の、治癒の物語として読める｣と論じてい

る
65

。ここで重要なのが、安部が 砂の女 を執筆する際に下敷きにしたエリオットとボ

ウルズが、そろってアメリカからの離脱を行った作家だったということだ。エリオッ

トは1927年にイギリスに帰化し、ボウルズは1947年にタンジールに移住している。 砂

の女 におけるアメリカ文学受容から見えてくるのは、脱アメリカ的なアメリカ文学を

下敷きにしながら、安部が脱アメリカ的とも言える 砂の女 を発表したということであ

る。
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