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1. はじめに 

 

世界の現代文学に対して国際的な影響力を持った日本の作家として、大江健三

郎（1935年-）や村上春樹（1949年-）のみならず安部公房（1924-1993 年）を挙
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ル・ワールド―」、及び博士論文『一九六〇年代安部公房文学の比較文学的研究―『砂

の女』、『燃えつきた地図』、『内なる辺境』―』（九州大学、2020年 9月）の第二章の内容

をもとにしたものである。 
✴✴ 台灣・國立國防大學語文中心、専任教師、比較文学、比較文化、日本近現代文学 

DOI 
https://DOI.org/10.21481/ 
jbunka..88.202102.139. 



140 日本文化學報……第 88輯 
 

げることができよう。安部のアヴァンギャルド（avant-garde）な文学作品は、1980

年代以降のアメリカにおいてポストモダン（postmodern）な文脈で受容され、ポ

ール・オースター（Paul Auster, 1947-）らの多くの現代作家に影響を与えてき

た 1)。オースター自身、安部の『砂の女』（新潮社、1962年 6月）を実際に読んだ

ことを、アメリカ文学者、柴田元幸（1954 年-）との対談で公言しており 2)、ここ

から安部とオースターを比較することは妥当なことと言えるだろう。 

両者の関係に注目すれば、両者がタイトルのよく似た作品を発表していること

分かる。それが、安部の長編小説『砂の女』の E・デイル・ソーンダース（E. Dale 

Saunders, 1919-1995）による英訳版 The Woman in the Dunes (1964)と、オース

ターの長編小説『闇の中の男』（Man in the Dark, 2008）である。両作品はタイ

トルが似ているだけでなく、共通して主人公が「穴」に閉じ込められるという点

で、プロット上の類似をも示し得る。『闇の中の男』では、登場人物が「穴」で目

覚めると、自身がイラク戦争（Iraq War, 2003-2011）の起きなかった〈もう一つ

のアメリカ〉に来ていることに気づく場面で物語が始まる。 

これまで、オースターの『闇の中の男』はイラク戦争との関係で論じられてき

た 3)。他の文学作品との関係については、「ポスト 9・11のフィクション」（Post-

9/11 Fiction）として、ドン・デリーロ（Don DeLilo, 1936-）などのアメリカの

現代作家と比較されることが多かった 4)。本稿では、『闇の中の男』の物語の冒頭

 
1) Patricia Merivale (1999) "Gumshoe Gothics: Poe's 'The Man of the Crowd' and His 

followers." Detecting Texts: The Metaphysical Detective Story from Poe to 
Postmodernism, Ed, Patricia Merivale and Susan Elizabeth Sweeny, Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press. p.107. 

2) ポール・オースター, 柴田元幸（2011）「私はジャガイモ」『モンキービジネス』2011年 4

月号、p.9. 

3) Paolo Simonetti (2011) "Loss, Ruines, War: Paul Auster's Response to 9/11 and the 

"War on Terror." The Invention of Illusions: International Perspectives on Paul 
Auster. Ed. Stefania Ciocia and Jesús A. González. Newcastle upon Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing. p.28. 

4) Ugo Panzani (2011) "The insistent realism of Don DeLillo's 'Falling Man' and Paul 

Auster's ‘Man in the Dark.'" Altre Modernità: Rivista di studi letterari e culturali 
2. Milan: Università degli Studi di Milano. pp.76-90.や Lewis S. Gleich (2014) 

"Ethics in the Wake of the Image: The Post-9/11 Fiction of DeLillo, Auster, and 
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で「穴」が描かれ、その「穴」が〈もう一つのアメリカ〉という「パラレル・ワー

ルド」（parallel world）の入り口になっていることに注目し、『闇の中の男』を

更に多種多様な物語と対比していく。特に、これまでオースターが『ニューヨー

ク三部作』（The New York Trilogy, 1987）などで安部公房を受容していたこと 5)、

及びオースターの『闇の中の男』と安部の『砂の女』が共通して「穴」を描いてい

ることから、両作品の物語の構造を対比することができる。 

そして、この「穴」はまた、ルイス・キャロル（Lewis Carroll, 1832-1898）

の『不思議の国のアリス』（Alice's Adventures in Wonderland, 1865）や現代思

想において一貫して扱われてきたものであった。そこで本論では、安部の『砂の

女』とオースターの『闇の中の男』における「穴」の対比を行う。 

 

 

2. 『不思議の国のアリス』の反復 
 

 ポール・オースター『闇の中の男』は、書評家の老人オーガスト・ブリル（August 

Brill）が、過去の記憶から逃れるために、同時多発テロもイラク戦争も起こって

いない〈もう一つのアメリカ〉を想像するという内容である。不眠症の主人公は、

眠れない夜に「偉大なアメリカの荒野でのもうひとつの白夜」（another white 

night in the great American wilderness）を想像する 6)。その〈もう一つのア

メリカ〉は、次のような「荒野」（wilderness）の場面から始まる。 

 

  I put him in a hole. That felt like a good start, a promising way to 

 
Foer." Journal of Modern Literature 37(3). Bloomington: Indiana University 

Press.pp.161-176.など。 

5) 拙稿(2016) "Picasso's Paintings as Allusions: A Comparative Study of Abe Kōbō's 

The Ruined Map and Paul Auster's Ghosts." Trans-Humanities 9(3). Seoul: Ewha 
Womans University Press. pp.147-166. 

6) Paul Auster (2008) Man in the Dark. New York: Henry Holt. p.1. 拙訳、以下同。 
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get things going. Put a sleeping man in a hole, and then see what happens 

when he wakes up and tries to crawl out. 

（彼を穴の中に入れてやった。良い始まり方だと思う。話の進展が期待できそう

だ。眠っている男を穴の中に入れておいて、男が目覚めて這い出そうとしたとき

に、何が起こるのかを見てやるのだ。）7 

 

 ここでは、〈もう一つのアメリカ〉を舞台に小説内小説の主人公である手品師の

オーウェン・ブリック（Owen Brick）が「荒野」の「穴」の中に閉じこめられてい

る。先行研究では、フランツ・カフカ（Franz Kafka, 1883-1924）の「小さな寓

話」（"Kleine Fable," 1920）との類似が指摘されている 8)。 

 しかしながら、この「穴」が 9・11 の起きていない〈もう一つのアメリカ〉と

いう「パラレル・ワールド」と繋がっている点、及びブリックが「解放者」（liberator）

や「平和の作り手」（maker of the peace）と呼ばれ、戦争を終わらせられる救世

主として見なされていることは 9)、『闇の中の男』ともう一つの他の作品との類似

を示唆する。それが、ウォシャウスキー兄弟（The Wachowskis）が監督を務めた

サイバーパンク SF（cyberpunk SF）映画『マトリックス』（The Matrix, 1999）で

ある。『マトリックス』では、主人公は「パラレル・ワールド」と現実を行き来し

ながら、救世主としてコンピューターによる支配と戦う。すなわち、『マトリック

ス』と『闇の中の男』は共通して「パラレル・ワールド」と救世主を描いているの

だ。 

 このような『マトリックス』の物語の構造は、これまでルイス・キャロルの『不

思議の国のアリス』との関連で論じられてきた。『マトリックス』の主人公が「白

いウサギについていけ」（Follow the white rabbit）というメールを受け取り、

トリニティ（Trinity）と出会って抵抗運動のリーダー、モーフィアス（Morpheus）

 
7) 前掲書、Auster(2008) p.2. 

8) Amir Eshel (2013) Futurity: Contemporary Literature and the Quest for the Past. 
Chicago and London: The University of Chicago Press. p.226. 

9) 前掲注 6、p.7. 
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のもとへと導かれるという構造は、『不思議の国のアリス』をモチーフとしている 10)。 

 興味深いのは、『闇の中の男』においても同様の物語の構造が見いだされることで

ある。例えば、「穴」から抜け出した後、主人公ブリックはヴァージニア・ブレーン

（Virginia Blaine）と出会い、上官のルー・フリスクのもとへと導かれている。こ

のとき、『闇の中の男』におけるヴァージニア・ブレーンが『マトリックス』のトリ

ニティに、ルー・フリスクがモーフィアスにそれぞれ当てはまる。すなわち、『闇の

中の男』の登場人物がそのまま『マトリックス』の登場人物と重なるのだ。『闇の中

の男』では、9・11もイラク戦争も起こらなかった〈もう一つのアメリカ〉において、

ジョージ・W・ブッシュ（George W. Bush, 1946-）率いる連邦（Federals）に対して

独立州連合（The independent states）が内戦を行っており、この構図は『マトリッ

クス』におけるコンピューターの支配と、それへの反乱に対応する。 

『マトリックス』から『闇の中の男』への影響関係を指摘できる箇所は他にも

ある。例えば、『闇の中の男』での「薬による眠り」（pharmacologically induced 

sleep）によって現実の世界に戻ることができるという設定は、『マトリックス』

において主人公が赤い薬をもらって現実の世界に移動する場面と類似する 11)。一

方で、両作品の間には重要な差異もある。それは、『マトリックス』の主人公が「救

世主」と呼ばれ、「マトリックス」（matrix）という管理社会に抵抗しているのに

対し、『闇の中の男』では、任務を全うせずに、〈もう一つのアメリカ〉から逃げ

出そうとする男の姿が描かれているからである。『マトリックス』の薬の場面で、

モーフィアスから「私が何を話しているのかわかるか？」（Do you know what I'm 

talking about?）と仮想現実の世界に来た理由を尋ねられた主人公は、すぐに「マ

トリックス」（The matrix）と答えている 12)。これは主人公が、自分が抵抗すべき

 
10) Sarah E. Worth (2002) "The Paradox of Real Response to Neo-Fiction." The Matrix 

and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real. Ed. William Irwin. Chicago: Open 
Court. pp.183-184. 

11) 前掲書、Auster(2008) p.59. 

12) The Wachowski Brothers (1999) The Matrix. Burbank: Warner Brothers Pictures. 映画      

『マトリックス』の台詞からの引用箇所については拙訳、以下同。 
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相手が管理社会だと自覚していることを意味している。『闇の中の男』においても

同じく、ルー・フリスクが「私が何を話そうとしているのかわかるか？」（Do you 

understand what I'm trying to tell you?）と質問するが、主人公は「いや、ま

ったく」（Not Really）と答えるだけである 13)。これは主人公には自分が抵抗すべ

き相手もはっきりしていない状況を示している。同じような物語の構造を反復さ

せながらも、抵抗すべき対象がはっきりしている『マトリックス』とは違い、『闇

の中の男』はそのような救世主像がそもそも不可能になった状況を示しているの

だ。 

 

 

3. 「幽霊」と「死の欲動」 
 

 オースターは、2000 年の大統領選挙（United States Presidential Election, 

2000）において共和党のジョージ・ブッシュが不正を行っていたことを受け、も

し民主党のアル・ゴア（Al Gore, 1948-）が選挙で勝っていたら、どのようなア

メリカになっていたのかを小説で書いたとインタビューで答えている 14)。その「パ

ラレル・ワールド」でアメリカが二つに分かれて戦争を行っているのは、アメリ

カの言論が二つに分かれていることとパラレルな関係にあるだろう。 

作中では、そのような〈もう一つのアメリカ〉が言及される際に、イタリアの

哲学者ジョルダーノ・ブルーノ（Giordano Bruno, 1548-1600）の名前が挙げられ

ている。例えば、ある軍曹がオーウェン・ブリックを穴から外に出す場面では、

軍曹が複数の世界があることを説明して、「ブルーノは、神が無限であり、神の力

が無限であるならば、無限の数の世界があるはずだと主張したのだ」（He argued 

that if God is infinite, and if the powers of God are infinite, then there 

 
13) 前掲書、Auster(2008) p.55. 

14) Gregg LaGambia (2008) "A Conversation with Paul Auster." 

http://www.avclub.com/article/paul-auster-14299. Accessed 18 July 2016. 
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must be an infinite number of worlds）と言う 15)。また、主人公ブリルが他の

「パラレル・ワールド」の物語を想像しようとする場面でも、「ジョルダーノ・ブ

ルーノと無限世界論」（Giordano Bruno and the theory of infinite worlds）へ

の言及がある 16)。ブルーノは『無限、宇宙と諸世界について』（De l'Infinito, 

Universo e Mondi, 1584）において、「到達しうるものではない」無限の神が存在

し、「この世界に似た無数の諸世界が存在しうるし存在していること」を主張して

おり 17)、現代の「パラレル・ワールド」論の先駆と言ってもよい。同時代では、

SF とブルーノの無限世界説を重ね合わせる言説が生成されおり 18)、このようなブ

ルーノをめぐる言説の中で、オースターはイラク戦争が起きなかった〈もう一つ

のアメリカ〉を描いていたのだ。 

ここでは、オースターが描く〈もう一つのアメリカ〉が「失われたチャンス」

（lost chances）として示されていることが重要である。例えば、主人公が今は

亡き妻ソーニャ（Sonia）に出会った若い時に、「パラレル・ワールド、失われたチ

ャンス、運命の悲劇的な酷さに関する、長くて馬鹿げた詩」（a long, ridiculous 

poem about parallel worlds, lost chances, the tragic shittiness of fate）

を書いたと孫のカーチャに語る場面がある 19)。更に、ここでは、「パラレル・ワー

ルド」が「失われたチャンス」として見なされており、失われた「可能性」を「幽

霊」の比喩で語ったジャック・デリダ（Jacques Derrida, 1930-2004）の幽霊論

が示唆される。デリダは『マルクスの亡霊たち』（Spectres de Marx, 1993）にお

いて、「幽霊」について、「実際、幽霊とは未来であり、常に来たるべきものなので

あり、来るかもしれないし再来するかもしれないものとしてのみ自己を現前させる」

（At bottom, the specter is the future, it is always to come, it presents 

 
15) 前掲書、Auster(2008) p.56. 

16) 前掲書、Auster(2008) p.97. 

17) ジョルダーノ・ブルーノ（1967）『無限、宇宙と諸世界について』現代思潮社、pp.43-44. 

18 ) Patricia Kerslake (2007) Science Fiction and Empire. Liverpool: Liverpool 

University Press. p.105. 

19) 前掲書、Auster(2008) p.112. 
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itself only as that which could come or come back）と述べている 20)。 

デリダは、現前（presence）／不在（absence）、現実（reality）／潜在性

（virtuality）という二項対立を疑うものとして幽霊性（spectrality）を捉えて

いる 21)。『闇の中の男』の場合は、イラク戦争下の「現前」のアメリカに対して、

不在の「失われたチャンス」としての「幽霊」が「パラレル・ワールド」として描

かれているだろう。 

また、オーウェン・ブリックが手品師であるのも示唆に富む。それは、デリダ

の『マルクスの亡霊たち』の第五章「現われないものの現われ―現象学的な『手

品』」（"Apparition de l'inapparent: l'"escamotage" phénoménologique"）にお

いて、デリダが「幽霊」的なものの出現を「手品」（conjuring trick）の比喩で

語っていたからである 22)。更に、英語圏におけるジョルダーノ・ブルーノ研究の

代表的な著作である、フランセス・イエイツ（Frances A. Yates, 1899-1981）の

Giordano Bruno and the Hermatic Tradition (1964)においても、無数の世界が

存在するとしたブルーノ自身が「魔術師」（magical）として批判されてきたこと

への言及がある 23)。 

 このような類似があるとしても、オースターが用いる「幽霊」という言葉はデ

リダ的「幽霊」には還元されるわけではない。主人公の孫娘カーチャの恋人タイ

タス（Titus）はイラク戦争中にイラクで誘拐されてしまう。その際にタイタスが

殺される映像はインターネット上で公開されており、それを主人公たちが視る場

面では「その映像が残りの人生の間、自分たちに憑りついてしまう」（it would go 

 
20) Jacques Derrida (2006) Specters of Marx: The State of the Debt, the work of 

Mourning and the New International. Trans. Peggy Kamuf. New York and London: 
Routledge. p.48. フランス語原文からの日本語訳に関しては、ジャック・デリダ（2007）

「マルクスの厳令」『マルクスの亡霊たち―負債状況＝国家、喪の作業、新しいインター

ナショナル』増田一夫訳、藤原書店、p.96.を参照。 

21) 前掲書、Derrida(2006) p.48. 

22) 前掲書、Derrida(2006) p.159. 

23) Frances A. Yates (1964) Giordano Bruno and the Hermatic Tradition. London: 

Routledge and Kegan Paul. p.244. 
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on haunting us for the rest of our lives）とあり 24)、ネット空間の映像が

「幽霊」となって主人公たちに「憑りついてしまう」のだ。また、主人公が真夜中

に眠れず、過去を思い出す場面では、「古い傷を引っかき」（pick at old wounds）、

「過去の残骸を、二度と修理できない壊れたものをほじくり出している」

（dredging up remnants from the past, broken things that can never be 

repaired）とあり、そのような「過去」に対して、主人公は「幽霊たちを近づけさ

せないための自分の小さな物語」（my little story to keep the ghosts away）

が欲しいと考えている 25)。つまり、ここでは忘れておきたい過去の「トラウマ」

（trauma）に対して「幽霊」（ghosts）という言葉が用いられているのである。 

この「トラウマ」という言葉について、同時代の思想家ではスラヴォイ・ジジ

ェク（Slavoj Žižek, 1949-）が論じている。ジジェクの『「テロル」と戦争―

〈現実界〉の砂漠へようこそ』（Welcome to the Desert of the Real: Five Essays 

on September 11 and Related Dates, 2002）26)によれば、9・11後に「我々が準

備をしたり覚えていたりできないようなトラウマがよりいっそう強く取り憑いて

いる」（traumas we are not ready or able to remember haunt us all the more 

forcefully）という。そして、この「トラウマ」から逃れるには、「まさに非在の、

私がやるべきであったこと」（the very nonexistence of what I should have 

done）の「幽霊」（spectre）が存在することを「記憶」（remember）しなければな

らないと述べている 27)。オースターが『闇の中の男』で描いているのもまた、イ

ラク戦争によってもたらされた「トラウマ」から逃れるために導入された「幽霊」

としての〈もう一つのアメリカ〉なのであった。 

恋人がイラクで殺される映像をインターネットで視たカーチャは、学校にも行

 
24) 前掲書、Auster(2008) p.144. 

25) 前掲書、Auster(2008) p.39. 

26) 先行研究では、ジジェクが言うような仮想現実を、9・11後にドン・デリーロやポール・

オースターといったアメリカの現代作家が描いているとする論もあり、本論文ではこれを

踏まえ論じている（前掲注 4、pp.76-90.）。 

27) Slavoj Žižek (2002) Welcome to the Desert of the Real: Five Essays on September 
11 and Related Dates. London and New York: Verso. p.22. 拙訳。 
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かずに、「自己治療、ホメオパシー」（self-medication, a homeopathic drug）と

して、家で「幽霊」に「憑りつかれたような映画鑑賞」（obsessive movie watching）

を行う 28)。この「憑りつかれたような映画鑑賞」は、ジークムント・フロイト

（Sigmund Freud, 1856-1939）の言葉で言えば反復強迫（Wiederholungszwang）

だと言える。第一次世界大戦（World War I, 1914-1918）後の兵士たちのトラウ

マについて、フロイトは『快感原則の彼岸』（Jenseits des Lustprinzips, 1920）

において、その反復強迫的な夢を、死へと向かう「死の欲動」（Todestrieb）とし

て定義している 29)。 

 ここで、興味深いのが、『快感原則の彼岸』の英語訳では、「死の欲動」が目指

す「死」のイメージが「生命のない」（inanimate）という言葉で表されていること

である。フロイトによれば、人間には「生」を目指す傾向があるが、それと同時に

「死」を目指す「死の欲動」があるという。一方で、『闇の中の男』では、不在の

他者の痕跡が「生命のないもの」（inanimate objects）と呼ばれており、主人公

オーガスト・ブリルの孫娘カーチャは、映画内における他者の不在の痕跡を「生

命のないもの」として見いだしている。オースターは、戦争をめぐる神経症を扱

い、その「死の欲動」を、フロイトと同じ言葉を用いながら反復させているのだ。 

 『闇の中の男』では、主人公のオーガスト・ブリルもまた、眠れない夜に繰り返

し「自分自身に物語を語り」（tell myself stories）、そのことが「忘れたいこと

を考えないですむようにしてくれる」（they prevent me from thinking about 

things I would prefer to forget）30)。その物語こそが、この小説における〈も

う一つのアメリカ〉なのであり、主人公は、①イラク戦争の起きていない内戦状

態のアメリカにおいて、②小説内小説の主人公＝オーエン・ブリックに作者＝オ

ーガスト・ブリルを殺すように命令をする。このことに関して、ブリックは「そ

の老人は自分を殺すために君を創造したんだ」（The old man invented you in 

 
28) 前掲書、Auster(2008) p.12. 

29) Sigmund Freud (1961) Beyond the Pleasure Principle. Trans. and Ed. James Strachey. 
New York and London: W. W. Norton & Company. p.7. 

30) 前掲書、Auster(2008) p.2. 
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order to kill him.）と言われ、「それで今度は自殺か」（So now it's a suicide.）

と答えている 31)。ここではイラク戦争を行う現実のアメリカを舞台にして、自分

を殺す「死の欲動」を反復させながら、アメリカに対して戦争を行う内戦の物語

が反復されているのだ。 

 以上のように、オースターはデリダの「幽霊」論を、フロイトの「死の欲動」論

を媒介にしてジジェクの「トラウマ」論に接木しているのだ。デリダの「幽霊」が

「この現実」（現前）に「潜在」する「他でもあり得る可能性」だとすれば、オー

スターの『闇の中の男』における「幽霊」＝「パラレル・ワールド」は、アメリカ

が「やるべきであったこと」というもう一つの「可能性」を反復強迫的に示唆す

るものだと言ってもよい。 

 

 

4. 「穴」の水脈 
 

次に、『闇の中の男』を精読することで前景化した「可能性」という視座から『砂

の女』の読解を行いたい。『砂の女』では、主人公が砂の女とともに「沙漠」の「穴」

に閉じ込められる物語である。従来の先行研究では、この「穴」は、ルイス・キャ

ロルの『不思議の国のアリス』における「穴」と比較されることが多かったが 32)、

その思想的重要性は軽んじられてきた。『砂の女』において、この「穴」は「ねば

ねば」した「砂」で溢れており、主人公はそこからの脱出を図る。かつて谷川渥が

指摘したように、『砂の女』における「ねばねば」した「砂」とは、ジャン＝ポー

ル・サルトル（Jean-Paul Sartre, 1905-1980）の『存在と無』（L'Être et le néant, 

1943）における「ねばねばしたもの」をパラフレーズしたものであった 33)。サル

 
31) 前掲書、Auster(2008) p.58. 

32) 小林正明（2003）「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』クレス出版、p.255. 

33) 谷川渥（1997）「安部公房の皮膚論」『文学の皮膚―ホモ・エステティクス―』白水社、

pp.107-110. 
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トルによれば、「ねばねばしたもの」は「即自が、この即自を根拠づけるはずの対

自を、吸収しようとする一つの傾向を、あらわすもの」なのだという 34)。つまり、

これは、常に新しい自己へと変化する「対自」（pour-soi）としての人間存在を、

単なる物質としての「即自」（être-en-soi）へと変えようとするものなのだ。 

『砂の女』の主人公は、「ねばねば」した「砂」と闘いながら、「砂」の「穴」か

ら逃れようとする。その主人公が「砂」との戦いに勝利し、「穴の中にいながら、

すでに穴の外にいるような」状態へと変化させたのが、「砂」の「毛管現象」を用

いた「溜水装置」であった 35)。主人公が「穴」に閉じ込められる以前の、妻や同

僚たちの〈まなざし〉によって規定された「即自」については、次のようにある。 

 

もし、もう一度、関係を回復することがあるとしても、それはすべてを御破算

にしてからのことである。砂の変化は、同時に彼の変化でもあった。彼は、砂の

中から、水といっしょに、もう一人の自分をひろい出してきたのかもしれなかっ

た 36) 

 

このように、主人公が「穴」からの脱出を試みることは、「対自」を吸収しよう

とする「ねばねば」した「砂」との実存主義的な闘いを意味し、「もう一人の自分」

という「対自」を発見する過程だったのである 37)。 

『闇の中の男』では、荒野の「穴」を描いた場面で、「マシンガンや爆発する手

榴弾の音、それとともに、数マイル先からはっきり叫んでいる人々の鈍いコーラ

ス」（machine guns, exploding grenades, and under it all, no doubt miles 

 
34) ジャン＝ポール・サルトル（2008）「「為す」と「持つ」」『存在と無-現象学的存在論の試

み』第 3巻、松浪信三郎訳、筑摩書房、p.443. 

35) 安部公房（1998）『砂の女』『安部公房全集』第 16巻、新潮社、 pp.245-246. 

36) 前掲書、安部(1998) p.247. 

37) 李先胤によれば、「沙漠」から水を抽出する原理を発見することが、「砂」の「穴」からの

脱出を保留する契機となっているという（李先胤（2016）「安部公房の思想と時代」『21世紀

に安部公房を読む-水の暴力性と流動する世界』勉誠出版、p.17.）。 
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away, a dull chorus of howling human voices）を耳にし、オーウェン・ブリッ

クは自分が戦場にいることを実感する 38)。つまり、『砂の女』における実存主義的

な「穴」が、イラク戦争のコンテクストへと散種されているように読めるのだ。 

現代思想においても「穴」という主題がしばしば扱われてきた。ジル・ドゥル

ーズ（Giles Deleuze, 1925-1995）の『意味の論理学』（Logique du sens, 1969）

では、『不思議の国のアリス』でアリスが落ちる「穴」は、「表層」（言葉が意味を

持つ空間）／「深層」（無意味の空間）を繋ぐものとされており 39)、ドゥルーズは

そこに、対立する意味（可能性、潜在性）を内包する言葉のパラドックスを見い

だす。 

このドゥルーズの立場は、オースターや「パラレル・ワールド」の思想家たち

の立場と重なる。論理学が「楽園は赤いバラを含むことがありうるが、別の世界

や別の楽園には、赤くないバラ、バラでない花がある」40)ことを問う時、それは

「パラレル・ワールド」論となるからだ。ここで興味深いのは、『不思議の国のア

リス』を読むドゥルーズとオースターが共通して「可能性」を主題化しているこ

とである。 

次にオースターとキャロルの比較を踏まえ、『砂の女』とキャロルの関係を考察

したい。先行研究でも『砂の女』と『不思議の国のアリス』の類似性が論じられて

おり 41)、主人公がウサギや虫を追ううちに「穴」に落ちるというプロットに共通

の構造があることがわかる。 

『不思議の国のアリス』でアリスが「穴」に落ちると、「望遠鏡みたいに縮んだ

り」（shut up like a telescope）、「これまでで一番大きな望遠鏡みたいに大きく

なったり」（opening out like the largest telescope that ever was）と、体の

 
38) 前掲書、Auster(2008) pp.4-5. 

39) ジル・ドゥルーズ（2007）「第 2セリー 表面効果のパラドックス」『意味の論理学』上巻、

小泉義之訳、河出書房新社、pp.29-30. 

40) ジル・ドゥルーズ（2007）「第 16セリー 存在論的な静的発生」『意味の論理学』上巻、小

泉義之訳、河出書房新社、p.208. 

41) 前掲書、小林(2003) p.255. 
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大きさが変わる 42)。このような大／小という二項対立を含む「変身」を、ドゥルー

ズは「生成すること［＝なること］の同時性」として「生成変化」と呼んでいる 43)。 

『砂の女』の場合、「変身」を行うのは、「沙漠」の「砂」である。波潟剛は、砂

の女にとって「砂による侵食には、村人の場合と同様、家屋を埋没させるという

意味と、家屋の柱や屋根を腐食させるという二つの意味があった」として、主人

公の「砂」に対する「辞書的な認識」と一致しないことを指摘している 44)。主人

公は当初、「砂」を「流動する砂のイメージ」45)で捉えていたが、このイメージは、

主人公が「穴」に閉じ込められているうちに変化を強いられることになる。すな

わち、「砂」が腐る事実に直面することで、主人公の中の「砂のイメージ」が「冒

涜」される事になる 46)。以上のように、「流動する砂のイメージ」／「腐る砂のイ

メージ」という二つの意味を含んだものとして「砂」が提示されることで、「砂」

という言葉の持つ潜在的な「可能性」が開示される。これは、『不思議の国のアリ

ス』で身体が大／小という二項対立を含んだまま「生成変化」を行うのと同じこ

とである。 

本節では、安部公房『砂の女』とオースター『闇の中の男』におけるキャロル

『不思議の国のアリス』の受容、及びドゥルーズの「生成変化」論をもとに、『砂

の女』が潜在的な「可能性」を含んだ「生成変化」を描いていることを論じた。

『砂の女』では、「対自」が新たな「自己」（他の可能性）へと自己差異化する「生

成変化」が描かれていると言ってもよい。 

 

 

 
42) Lewis Carroll (2012) Alice's Adventure in Wonderland. In Alice's Adventure in 

Wonderland & Through the Looking-Glass. New York: Penguin. pp.10-14. 拙訳、以下同。 

43) ジル・ドゥルーズ（2007）「第 1セリー 純粋生成のパラドックス」『意味の論理学』上巻、 

小泉義之訳、河出書房新社、p.15. 

44) 波潟剛（2003）「安部公房『砂の女』論-登場人物と「砂」、およびテクストとの関係をめ

ぐって-」石﨑等編 『安部公房『砂の女』作品論集』クレス出版、p.306. 

45) 前掲書、安部(1998) p.123. 

46) 前掲書、安部(1998) p.130. 
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5. 〈まなざし〉と「可能性」 
 

前節では、『砂の女』における「砂」を「可能性」から論じたが、この「可能性」

は主人公自身の変化にも見いだされる。「流動する砂の姿を心に描きながら、彼は

ときおり、自分自身が流動しはじめているような錯覚にとらわれさえするのだっ

た」とあり 47)、『砂の女』においては、「砂」のみならず、主人公自身が「穴」に

閉じ込められることで生成変化をしているのだ。 

このような主人公自身の生成変化を考える上でも興味深いのは、主人公の生成

変化が水をとおして行われていることである。近年の先行研究では、李先胤は『砂

の女』の主人公が水を科学的に分析していることを論じているが 48)、そのような

科学的な視点をとおして、「砂」が「流動する砂のイメージ」／「腐る水のイメー

ジ」という二項対立を行き来するとき、絶えざる視点の差異の問題が見いだされ

る。『砂の女』では視差をとおして、どのような新しい自己を提示されているのだ

ろうか。「溜水装置」に水が溜まると、「彼は、砂の中から、水といっしょに、もう

一人の自分をひろい出してきたのかもしれなかった」とある 49)。これは砂の「穴」

において、「沙漠」にはあるはずのない水を「毛管現象」50)をとおして見いだすこ

とであった。言い換えれば、砂の「穴」に閉じ込められた主人公は、「溜水装置」

というもう一つの「穴」をとおして自己言及的に生成変化を行っているのだ 51)。 

『砂の女』では、この「もう一人の自分」という潜在的な「可能性」をひろい出

すとき、主人公が「世界」を見る〈まなざし〉に差異が生じている。 

 

 
47) 前掲書、安部(1998) p.123. 

48) 李先胤（2016）「〈怪物性〉という概念と安部公房の文学論」『21世紀に安部公房を読む-水の

暴力性と流動する世界』勉誠出版、p.56. 

49) 前掲書、安部(1998) p.247. 

50) 前掲書、安部(1998) p.245. 

51) 友田義行は映画『砂の女』の詳細な分析をとおして、映画では小説とは違い、「溜水装置」の

水が「鏡」となって「もう一人の自分」が発見されるという「映画から析出される、より先鋭

的なアイデンティティ表象」を見いだしている（友田義行（2012）「流動する風景と身体―『砂

の女』論」『戦後前衛映画と文学-安部公房×勅使河原宏』人文書院、p.173.）。 
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いぜんとして、穴の底であることに変わりはないのに、まるで高い塔の上にの

ぼったような気分である。世界が、裏返しになって、突起と窪みが、逆さになっ

たのかもしれない。とにかく、砂の中から、水を掘り当てたのだ。あの装置があ

るかぎり、部落の連中も、めったな手出しはできないわけである。いくら水を絶

たれても、もうびくともしないですませられるのだ。連中が、どんなに騒ぎうろ

たえるか、思っただけで、また笑いがこみ上げてくる。穴の中にいながら、すで

に穴の外にいるようなものだった。振り向くと、穴の全景が見渡せた。52) 

 

ここで主人公は、「世界」に開いた「穴」の内部にいながらにして、その「外部」

にいるような視点を手に入れることで、「世界」＝「穴の全景」を〈まなざし〉の

対象にしている。自己言及的な〈まなざし〉をとおして、「世界」に開いた「穴」

の中で自己に差異を与えること。このような〈まなざし〉に注目すると、『砂の女』

には多くの〈まなざし〉をめぐるエピソードが挿入されていることに気づかされ

る。 

 

まるで、自分自身を抱くように、気安く抱くこともできるだろう……だが、女

のうしろには、沢山の眼がひかえている……女は、それらの視線の糸であやつら

れる、あやつり人形にしか過ぎないのだ……女を抱けば、今度はおまえがあやつ

られる番だ……53) 

 

あいつとの時には、おおよそ経験したことのない一途さだ。あのベッドの上で

は、感じている男と女……見ている男と女……感じている男を見ている男と、感

じている女を見ている女……男を見ている男を見ている女と、女を見ている女を

見ている男……合わせ鏡にうつる、性交の、無限の意識化……。54) 

 
52) 前掲書、安部(1998) p.246. 

53) 前掲書、安部(1998) p.165. 

54) 前掲書、安部(1998) p.194. 



パラレル・ワールド」と「穴」の水脈 ………………………………………… 大場健司 … 155 
 

主人公が都会の妻との性交を思い出す場面では、このような「眼」や「視線」、

「鏡」といった〈まなざし〉に関連する言葉が多用されている。『砂の女』におけ

る性交や性病の問題に関しては、木村陽子『安部公房とはだれか』（笠間書院、2013

年 5 月）において詳細に論じられており、主人公の「淋病」すなわち「精神の性

病」をめぐって「肉体に躓き、肉体からの逃走を図った男」が「肉体そのもののよ

うな〈女〉」と出会い、「肉体との和解へと至る」のだという 55)。この「肉体」と

は主人公や砂の女の〈まなざし〉によって規定される「肉体」のことだ。 

安部がここで参照したのは、サルトル『存在と無』の第三部「対他存在」だろ

う。サルトルにとって、「他者」とは原理的に「私にまなざしを向けている者」56)

のことである。サルトルは他者との性交について、次のように書いている。 

 

愛撫するごとに、私は、私自身の肉体を感じ、私自身の肉体をとおして相手の

肉体を感じる。私が私の肉体によって感じておりわがものにしている〔相手の〕

この肉体、「相手に-よって-感じられている-肉体」であることを、私は意識して

いる。57) 

 

安部が先ほどの引用箇所で「見ている男と女」、「感じている男と女」に言及す

る際に、安部がサルトルの言う「相手に-よって-感じられている-肉体」を反復さ

せていることは、単語レヴェルの類似から疑いようがない。この「肉体」とは、

「他者」の〈まなざし〉によって規定される「即自」であると同時に、自分自身が

「感じる」対象としての「自己」―「対自」が関係する「自己」―のことなの

だ。すなわち、「肉体」という言葉は、「世界内存在」としての人間存在そのもの

 
55) 木村陽子（2013）「『砂の女』論-「死と性病」の再考から-」『安部公房とはだれか』笠間

書院、p.283. 

56) ジャン＝ポール・サルトル（2007）「他者の存在」『存在と無』第 2巻、松浪信三郎訳、筑

摩書房、p.104. 

57) ジャン＝ポール・サルトル（2007）「他者との具体的な諸関係」『存在と無』第 2巻、松浪

信三郎訳、筑摩書房、p.448. 
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を指し示している。 

そのような人間存在の「自由」を奪う〈まなざし〉は、安部『砂の女』において

は、性的不能との関係で描かれている。主人公は都会にいる妻との性交を次のよ

うに思い出している。 

 

おまえは、鏡の向うの、自分を主役にした、おまえだけの 物語り
マ マ

に閉じこも

る……おれだけが、鏡のこちらで、精神の性病をわずらいながら、取り残される

のだ……だから、おれの指は、帽子なしでは、萎えてしまって役に立たない……

おまえの鏡が、おれを不能にしてしまうのだ……女の無邪気さが、男を女の敵に

変えるのだ。58) 

 

他者の〈まなざし〉を「反射」する「鏡」を前にして、主人公は性的不能、すな

わち「精神の性病」となり、「自由」が奪われている。このように主人公の妻が〈ま

なざし〉を「反射」する「鏡」を表象する一方、砂の女は「なにか内職でも」して

「貯金」をし「ラジオと、鏡」を買いたいと主人公に話している 59)。「鏡」を持た

ない砂の女は、〈まなざし〉では主人公の「自由」を奪いはしない 60)。ここには〈ま

なざし〉をめぐって都会の妻との差異がうかがわれる。 

以上のように、他者の〈まなざし〉から脱出することが、『砂の女』の基本的な

主題であると言える。しかしながら、「いつも誰かが、火の見から、双眼鏡でのぞ

いて」いるという構造を、サルトルの〈まなざし〉論から読むことも可能だろう。

例えば、主人公が村人に「穴」の外を散歩させてほしいと頼むと、村人の老人は

「まあ例えばの話だが、あんたたち、二人して、表で、みんなして見物してる前

 
58) 前掲書、安部(1998) pp.190-191. 

59) 前掲書、安部(1998) p.219. 

60) 永野宏志（2013）「電子メディア時代における異化-一九六〇年前後の安部公房のテレビ脚

本・SFから『砂の女』へ」鳥羽耕史編『安部公房 メディアの越境者』森話社、pp.276-277.

では、『砂の女』における「ラジオ」が「砂穴の家に置かれた装置によって情報管理する社会」

を意味しているという。「鏡」による〈まなざし〉が主人公の「自由」を奪うものであるのと

同様に、この「ラジオ」もまた主人公を管理し「自由」を奪う装置ということになるだろう。 



パラレル・ワールド」と「穴」の水脈 ………………………………………… 大場健司 … 157 
 

でだな……その、あれを見せてくれりゃ」と、主人公と砂の女の性交を見せるよ

うに言われる 61)。「見られることと、見ることを、それほど区別して考える必要は

ない……」と考えた主人公は、砂の女と性交を行おうとするが、失敗し、「残った

部分は、液化して、女の体に融け込んでしまいそうだった」62)。つまり、ここでは

村人の〈まなざし〉によって見られることで、主人公が「即自」と化していること

が、「液体」の比喩で語られているのだ。先述したように、サルトルが自己／他者

の境界線がなくなった「即自」の在りようを「ねばねばしたもの」や水の比喩で

語っていることから、安部がサルトルを同時代言説として受容していることがう

かがえる。このようなサルトル受容を考察する上で興味深いのは、『砂の女』では

「溜水装置」が当初は「鴉をとらえるための罠」63)として考案されていることで

ある。 

 

《希望》もいぜんとして、鴉たちから無視されたままだった。もっとも、餌の

干魚は、もう干魚ではなくなった。鴉たちから無視されても、バクテリヤからは、

さすがに無視されなかったのだ。ある朝、棒の先でさわってみると、魚は皮だけ

を残して、黒いねばねばした液体に変ってしまった。64) 

 

この「黒いねばねばした液体」が、サルトル『存在と無』における「ねばねばし

たもの」をパラフレーズしていることは言うまでもない。ここでは、「餌の干魚」

は「溜水装置」の中で「干魚」であることをやめ、「黒いねばねばした液体」に変

わっている。このように「干魚」のような存在（シニフィアン）と他の存在（シニ

フィアン）との境界線を無くしてしまうものを、サルトルは「ねばねばしたもの」

と表現する。ねばねばした液体は個体を個体足らしめている境界線を揺るがせて

しまう。『存在と無』では、その「ねばねばしたもの」のように「対自」としての

 
61) 前掲書、安部(1998) p.242. 

62) 前掲書、安部(1998) pp.243-244. 

63) 前掲書、安部(1998) p.232. 

64) 前掲書、安部(1998) p.244. 
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実存を、見られるだけの「即自」へと変えてしまうものとして「鳥黐」の例が何度

か用いられており、例えば他者との恋愛を扱った箇所では、「恋する人が相手に要

求しているもの」が「鳥黐でとらえるように、あるいはねり粉でねばつかせるよ

うに、他者の自由を、他者の自由そのものによってとらえること」であるとされ

る 65)。 

この「鳥黐」をパラフレーズした「溜水装置」において、新しい自己を発見する

こと。これがサルトルの「鳥黐」と安部の「溜水装置」の差異だと言ってもよい。

サルトルの「鳥黐」が単に他者を見られるだけの存在として「自由」を奪うもの

であるのに対し、安部の「溜水装置」はむしろ自己言及的な「対自」の側から自己

差異化を行うものであるからだ 66)。以上のように、サルトルは「自由」を「鳥」

の比喩で語ったが、このことは単行本『砂の女』の箱に書かれた安部公房「著者

の言葉―『砂の女』」（『砂の女』新潮社、1962年 6月）においても当てはまる。

安部はこの「著者の言葉―『砂の女』」において、「鳥のように、飛び立ちたい

と願う自由もあれば、巣ごもって、誰からも邪魔されまいと願う自由もある」と

書いており 67)、同時代の読者は「自由」をめぐる読みへと誘発される。このとき、

「巣ごもって、誰からも邪魔されまいと願う自由」とは、サルトルが『存在と無』

で述べたような個人の「自由」を奪う「鳥黐」を回避しながらも、「巣ごも」るこ

とを意味している。「溜水装置」とは、そのような「巣ごも」りを可能にする装置

なのだ。 

それでは、安部の『砂の女』では、どのような自己差異化が行われているのだ

ろうか。主人公が「溜水装置」から新しい自己を発見する瞬間に言及されるのは、

「あいつ」と呼ばれる、都会に残した妻のことである。 

 
65) 前掲書、サルトル（2007）pp.377-378. 

66) 中野和典は『砂の女』における「自由」が、エーリヒ・フロム（Erich Fromm, 1900-1980）

の『自由からの逃走』（Escape from Freedom, 1941）における「〜への自由」、「〜からの自

由」に由来すると論じているが（中野和典（2013）「自由と反復-安部公房『砂の女』論」

『敍説Ⅲ』第 9号、pp.122-123.）、「自由」をめぐる同時代言説では、1960年代にブームと

なったサルトルもまた広く読まれていた。 

67) 安部公房（1998）「著者の言葉-『砂の女』」『安部公房全集』第 16巻、新潮社、p.251. 
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どうやら、これまで彼が見ていたものは、砂ではなくて、単なる砂の粒子だっ

たのかもしれない。 

あいつや、同僚たちについても、そっくり同じことが言えた。これまで、思い

浮かぶものと言えば、異様に拡大された細部ばかりであり、肉の厚い鼻の穴……

しわだらけの唇……のっぺりした薄い唇……ひらたい指……とがった指……目

のなかの星……鎖骨の下の、糸のようなイボ……乳房を走っている菫色の静脈…

…そんな部分ばかりが、やたらと真近にせまって、彼に吐き気をもよおさせてし

まうのだ。だが、広角レンズをつけた眼には、すべてが小ぢんまりした、虫のよ

うにしか見えなかった。（中略）もし、もう一度、関係を回復することがあると

しても、それはすべてを御破算にしてからのことである。砂の変化は、同時に彼

の変化でもあった。彼は、砂の中から、水といっしょに、もう一人の自分をひろ

い出してきたのかもしれなかった。68) 

 

ここでは、主人公が「失踪」する以前の、妻や同僚などとの人間関係に差異が

与えられている。「広角レンズをつけた眼」には、同僚たちが「虫」のように見え

る。主人公は従来の人間関係から「失踪」することで、「広角レンズをつけた眼」

で複数的な視座から現実を見られるようになる。先行研究では、田中裕之が「砂

の穴での生活」／「かつての都会生活」について「水を得る方法を発見した男に

は、これら二つの生活が、まったく等価なものとして認識された」と指摘してい

るが 69)、このことは、主人公が見た現実の世界が、新たな〈まなざし〉をとおし

て「沙漠」に発見されたことを意味している。つまり、「失踪」した後の「沙漠」

の世界が、失踪する以前の世界を別の視点から見たものである「可能性」が示唆

されているのだ。 

この新しい実存主義的な生き方は、「あいつ」（妻）という家族との定着した人

間関係を「御破算」にすることで、もう一度、人間関係を回復し、「もう一人の自

 
68) 前掲書、安部(1998) p.246. 

69) 田中裕之（2012）「『砂の女』論-失踪者誕生の物語」『安部公房文学の研究』和泉書院、p.162. 
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分」を救い出すものであろう。「都市」に住む「あいつ」と主人公の関係において、

「あいつ」の〈まなざし〉は「自由」を奪うことで主人公を「精神の性病」（性的

不能）にしてしまう。このような「自由」を奪われた状態では、主人公は「他者」

の〈まなざし〉によって規定された「即自」と化してしまい、そのアイデンティテ

ィは「定着」した人間関係の中で固定化してしまう。すなわち、「都市」の人々も

また、「定着」した人間関係から「自由」ではないのだ。「溜水装置」とは、「他者」

の〈まなざし〉によって規定された「定着」した人間関係を「御破算」にし、抑圧

された「もう一人の自分」という「対自」を回帰させる装置なのだ。「対自」とは、

「他者」の〈まなざし〉によって規定された「即自」を、「対自」の側から否定す

ることで、新たな自己を提示する自己差異化そのもののことなのであり、『砂の女』

の主人公は「対自」として「もう一人の自分」という「可能性」を見つけ出すの

だ。 

以上のように、安部はサルトルの実存主義の影響を受けながら、「沙漠」の「穴」

という世界に空いた裂け目での「自由」な新しい自己への自己差異化を描いてい

たのだ。 

 

 

6. おわりに 
 

 最後に、安部公房『砂の女』とポール・オースター『闇の中の男』の関係に注目

すると、安部とオースターが共通して荒野を舞台に「穴」を描いていながらも、

その思想的コンテクストに差異があることが分かる。安部が一九六〇年代の日本

で流行したサルトル『存在と無』を受容しながら、「砂」と闘いながら新たな自己

を発見していく「実存」を描いたように、主人公が閉じ込められる「穴」は実存主

義的なプロットの舞台となる。そして『砂の女』の「沙漠」の世界とは、「この現

実」の「パラレル・ワールド」として機能しているのだ。 

一方で、オースター『闇の中の男』における「穴」は、現実のイラク戦争をコン
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テクストにしながら、「パラレル・ワールド」というもう一つの「可能性」を提示

するものとなっている。そしてこの「パラレル・ワールド」は「トラウマ」の反復

強迫として提示されていた。かつて第一次世界大戦後にフロイトが戦争神経症の

「死の欲動」とその反復強迫を論じたように、オースターはイラク戦争で遺され

た人々の「死の欲動」とその反復強迫の物語を提示しているのだ。フロイトが「死

の欲動」から、「自我」（ego）を規制する「超自我」（superego）の形成を考察した

のは興味深い。つまり、戦争という攻撃性に対する後悔から、戦争を抑制する「超

自我」が生まれるのだ 70)。イラク戦争に反対して、オースターが「死の欲動」を

提示したことは、戦争を抑制する「超自我」が普遍的なものであることを物語っ

ている。 

 以上のように、『砂の女』の「穴」とは、社会に規定された「即自」を否定し、

「対自」が新たな自己の「可能性」を提示する実存主義的な空間だと言える。こ

の自己差異化を経て、「対自」の〈まなざし〉は新たに複眼的な視座から「この現

実」を見ることで、「この現実」の「パラレル・ワールド」としての「沙漠」の世

界を発見するのだ。一方、『闇の中の男』の「穴」とは、イラク戦争への反省を促

す「超自我」が「死の欲動」をとおして「パラレル・ワールド」というもう一つの

「可能性」を提示するポストモダンな空間であろう。この日米比較文学の試みで

開示されるのは、キャロルやサルトル、安部公房、ウォシャウスキー兄弟、オー

スターらの「穴」の水脈と、ブルーノやデリダ、ドゥルーズ、ジジェクらの「パラ

レル・ワールド」の水脈が交差する瞬間である。 

 

 

 

 

 
70) 柄谷行人（2007）「超自我と文化＝文明化の問題」ジークムント・フロイト『フロイト全集』

第 4巻、新宮一成・鷲田清一・道籏泰三他編、月報.  

http://www.kojinkaratani.com/jp/essay/sakabe.html （検索日：2020年 12月 20日.） 
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<要旨> 
 

  

   

  

「パラレル・ワールド」と「穴」の水脈 

―安部公房『砂の女』とポール・オースター『闇の中の男』― 

 

大場健司 

 

 安部公房（1924-1993年）の『砂の女』（新潮社、1962年 6月）とポール・オースター（Paul 

Auster, 1947-）の『闇の中の男』（Man in the Dark, 2008）における「穴」を比較した。『砂

の女』では、ジャン＝ポール・サルトル（Jean-Paul Sartre, 1905-1980）の実存主義

（Existentialism）の影響を受けながら、世界に空いた「穴」での自己差異化が描かれていた。

一方で、『闇の中の男』では、ジャック・デリダ（Jacques Derrida, 1930-2004）の幽霊論や SF

映画『マトリックス』（The Matrix, 1999）との類似性を見せる「パラレル・ワールド」が展開

されていた。 

 

 

Genealogy of "Parallel Worlds" and "Holes": 

Abe Kōbō's Woman in the Dunes and Paul Auster's Man in The Dark 

 

Oba, Kenji 

 

This paper compares The Woman in The Dunes (1962) by Abe Kōbō (1924–1993) with Man 

in the Dark (2008) by Paul Auster (1947–). The Woman in The Dunes depicts self-

differentiation in “holes” in a world influenced by the existentialism of Jean-Paul 

Sartre (1905–1980). However, Man in the Dark depicts “Parallel Worlds,” which 

reflects the influence of Jacques Derrida’s (1924–1993) ghost theory and the science-

fiction film, The Matrix (1999). 


