
書記メディアとしてのポプリシチン
― ゴーゴリ『狂人日記』と告白の変容―

安 達 大 輔

序：起源の声

犬は手紙を書けるのだろうか― 冗談のようだが，

『狂人日記』研究史において議論は尽きない。それは

病める狂者がうみだした幻想なのか，あるいは話すば

かりか書くことが出来る犬は実際に現れ，E.T.A.ホ

フマンの「牡猫ムル」の顰に倣って気の利いた風刺を

ひとくさりしているのか。錯綜する議論をユーリイ・

マンは以上のように整理したあと，手紙の書き手は決

定不可能だとし，そうした「二重の読みの可能性」は

ゴーゴリの「非幻想的幻想」に極めて特徴的だと結論

づけている。1 一貫した「一人称の語り」において生

じる「中断，規範からのかすかな逸脱，決まりきった

ものであるかのような組織の法の破壊」によって，そ

のような幻想は創り出されるという。2

確認しておきたいのは，一連の議論が，手記の「語

り手」ポプリシチンは読者に何事かを告白していると

いう前提のもとに成立していることだ。告白の内容を

巡る選択肢は二つ。内面の幻想（「病んだポプリシチ

ンの理性を失ったたわごと」）か，外部の現実（「事態

の客観的な進展の 不規則>と頓挫」）か，このはざ

まで真実を求めて解釈はさまよう。

一人称で語られている点で『狂人日記』はゴーゴリ

の作品の中でも特異な位置を占めているという指摘が

ある。3 この指摘は熟考してみる価値があって，手紙

の書き手を確定しようとする議論に徴候的な，ある解

釈の欲望が，ポプリシチンという一人称の語り手であ

り同時に告白の主体でもある形象を生産しているとは

考えられまいか。事態は決定的に転倒しているのかも

しれない。

文字を通して，しかしあたかも文字に媒介されない

かのように自らの真実の内面＝ 声>4を対話者に伝達

すること。多くの研究が示すように，それがルソー

『告白』に典型的なセンチメンタリズム文学における

告白の欲望だとしてみよう。5 だとすれば，ポプリシ

チンの書記作業においては，文字が人を犬に犬を人に

自在に変容させる事態が出来することにより，起源の

声>が透明に伝達され理解されるという告白のモデ

ルに危機がもたらされているのではないか。本論は，

書記のメディアとして透徹することで 声>へと同一

化する試みが，取り付く島もなく沈黙しているが，し

かし解釈を待って意味ありげに目配せしているかのよ

うな文字の群れに帰結する過程を追う。その過程にお

いて，告白の体制に亀裂が走る。記号を脱中心化し私

たち解釈者の場を開きながら。

1．声/文字/ノイズ

9等官ポプリシチンは書記の職に就いているが，書

き写すのは役所の書類だけではない。 （『北

方の蜜蜂』）の熱心な読者である彼の日記には，新聞

言説からの引用が留保なく散りばめられている。犬が

人間の言葉を話すのを聞いたとき，アイデンティティ

が崩壊するのを防いでくれるのは，公的なメディアの

語りだ。「実際，世の中ではもう多くの似たような例

が起こっていたのだ。話によれば，イギリスでは魚が

浮かびあがって，二言ほど奇妙な言語で話したという

んで，学者たちがはっきりさせようとしてもう三年も

努力しているけれど，いまだに何も明らかにならない

んだって。二匹の牛が店へやってきて，お茶を一フン

ト求めたという話も雑誌で読んだな。」(195）だがこう

した引用行為によって，犬が話したという彼の言明は，

幻想と，「現実」描写，それに新聞言説の単なる引用

のあいだで決定不可能なものになってしまう。

街路や劇場といった公共空間でさえ，ポプリシチン

が書くとき，欲望が映し出される鏡のような装置に変

わる。そこでは出来事の描写と，社会的アイデンティ

ティや性をめぐる内的葛藤とを区別することは難しい。

「誰もいなかった」はずの街路には，「服の裾を頭から

かぶった百姓女ども，傘をさしたロシア人の商人，御

者」と「貴族」が現れ，両者が区別される。見かけた

唯一の貴族である役人は，役所へ向かわず，前を歩い

ている女の脚を覗こうとしているのだろうと，ポプリ

シチンは独り言つ＝自分に話しかける（

)＝分身化する。(194）劇場はどうか。ボードビ

ルには，裁判所の役人，特にある 14等官について検

閲の通過が危ぶまれることが書かれているし，商人は
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「民衆をだまし，その息子どもは放蕩者で，貴族にな

りあがろうとしている，ってズバリ言われてるんだ」。

演劇を理解しない同僚たちも「無学な豚（ ）」，

「百姓（ ）」でしかない。演じられるのは階級的

な欲望だけではなく，とても上手く歌う女優には，憧

れのソフィが重ね合わされる。(198-199）

書くことによってたえず引き直される公と私の境界。

彼の書記作業は固定した社会秩序を構築し同時に解体

する― この二重性が，自らの欲望を口述する 声>

に従い/抗う，文字の力である。書記であるポプリシ

チンにとって，言語の規範からの逸脱は社会秩序の攪

乱を意味する。だからこそ手記の冒頭で，権力の代理

人たる課長は次のように警告しているのだ，後に手記

の書き手がスペイン王を 称し，その日付が壊乱して

ゆくのを見越しているかのように。「君は時にはまる

で狂ったようにうろうろするし，時にはまるでサタン

でも判読できぬほど書類仕事をぐちゃぐちゃにする

じゃないか，表題を小文字で書いたり，日付や番号を

付けなかったり。」(193）

実際，手記は人間が動物に変身する場となっている。

ズヴェルコフ＝獣（ ）の家に住む役人は犬

（ ，196），劇場に通おうとしない同僚たちは豚

（ ，199），仕立屋はロバ（ ，210）に。もちろ

ん，このような記号が持つ比喩的なコノテーションを

見逃すことはできない。それらは大部分呼びかけの語

として使われているのだ。けれども，ここで重要なの

は記号が「真に」意味しているのは何かを明らかにす

ることではない。字義性と比喩性のはざまで意味が揺

れ動くテクストの状況が，人間が動物になることを可

能にしていることに注意すべきだろう。その点を考慮

すると，役所の長官の部屋で長官やその娘ソフィの羽

ペンを削る（ (193）/ (196）/

(199） ）というポプリシチンお気に

入りの仕事は，にわかに危険な作業になってくる。言

うまでもなくそれは権力のメディアたろうとする彼の

快楽そのものだ。しかしこの作業/文字には

（官位）と （羽ペン/羽）という語が封入され

ている。文字の物質性は，記号が多様な文脈を漂流し，

状況に応じて意味を纏っては失う反復運動を支える。

意味の一義的な伝達を妨げ，冗長さをもたらすのだ。

声>の透明なメディアとして自らを文字化する作業

は，権力と性への欲望が連鎖してゆくための中継点へ

と変わりうる。ソフィの手は と

形容され，そのハンカチには が嗅ぎ

取られる（将官（ ）になることは彼の秘めた

る野望である）。長官は権力への欲望の，その娘ソ

フィは性的欲望の対象であるが，二つの対象は明確に

区別されず， 声>だけが秘密を知り，語ることがで

きるものとしてその彼方に隠される。

欲望は文字の上を走り出す。文字の野放図な運動に

より， という語は一連の「鳥」イメージを連

鎖させる。権力＝性への欲望が語られるのを読み取る

よう，記号が私たちに促すかのようだ。呼びかけの中

で，課長はサギ（ ，193）となり，ポプリシチン

の分身ともいえる好色な役人と，手紙の一方の書き手

雌犬フィデリ（さらにその飼い主である娘）はそれぞ

れ鳩（ ，194； ，201）に変容する。

もちろんソフィも例外ではなく，日記の最初の日付で，

馬車から降りる姿が「小鳥のよう」(194）だと喩えら

れると，やがて「鳥」のイメージは換喩的にスライド

してゆく。「お嬢様の服は白くて，まるで白鳥のよう

だ。」「なんて声だ カナリヤだ，まったく，カナリ

ヤだ 」(196）

動物化は手記の書き手にも及ぶ。上記の場面で，流

行遅れの外套を恥じたポプリシチンは気づかれぬよう

壁際へ身を隠して覗き見するだけで，彼女が立ち寄っ

た店へ入ろうとはしない。ちょうど彼女の飼い犬メッ

ジイが，店の中へ入り損ねて往来に立ち尽くしていた

ように。ともにポプリシチンの欲望の対象へ近づくこ

とを妨げられている。これは同一化へ向かう決定的な

契機であって，以後人間と犬との境界は揺らぎ問い直

され，たえず差異化が図られなければならなくなる。

犬たちの会話が始まるのは直後だ。ポプリシチンに

とって，話すのみならず書くことができる犬― メッ

ジイとその文通相手フィデリ― は，境界を越える運

動の記号であり，社会的アイデンティティを脅かす。

だから正しく書くことと機械的に書くこと，貴族と平

民，人間と犬― 一言で言えば， 文字>と ノイズ>

を明確に区別することが必要になってくる。「犬に手

紙が書けるなんて，人生で一度も聞いたことがないぞ。

正しく書けるのは貴族だけだ。もちろん，事務をする

商人なら幾人かは，それに農奴でさえ，ときには書く

こともあるだろう。でも，あいつらの書き方は大部分

機械的だ（ ）。読点，句点，文体っても

のがない。」(195）

だが犬との差異は思い込まれているほど確かなもの

ではない。彼の書記は言語＝社会の秩序を き乱す

ノイズ>を内包するからだ。正しく書けるのは貴族

だけだと確言するとしても，自身の綴りが一貫してい

ない。語 を前置格に置くとき，何度か

の代わりに という文字を記している6が，他所で

は と綴ってもいる。7 という
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語では， の代わりに が使われ（210），

は に取って代わられている。8 グ

レッグによれば，こうした正書法・文法上の不規則

（合計 25あるらしい）の多くは，綴り方が一定でな

かった時代の名残であるが，ゴーゴリの時代の標準か

らは逸脱していて，他の彼のフィクションには見当た

らない。言語の特異さによって語り手を特徴づけるス

カースと関係づけることができ，その非標準的な発話

の，書かれた等価物だという。9 もちろん言語学・歴

史学によるさらなる精査が必要であることは言を俟た

ないが，ここでは，「標準」や「正しさ」，そしてそこ

からの逸脱を規定する言説を喚起するような，言説の

境界線をポプリシチンの書記が刻みつけている，とい

うことを確認しておきたい。

欲望の対象に向かい合う羽目に陥った時に，彼の形

象はこの二重性をあらわにし，危険なほど犬に似てく

る。たとえばソフィがハンカチを落とすと大急ぎで飛

んでいき，拾い上げたハンカチに を

嗅ぎ取る10姿はどうか（196-197）。より重要なのは，

長官やソフィと会話しようとすると意に反して舌がも

つれ，話せなくなることだ。ソフィへの欲望をあから

さまに語ることは許されない（「何でもない何でもな

い，黙っていなきゃ」）。

欲望を声に出すことがポプリシチンに禁じられてい

るのとは対照的に，力は 声>から引き出される。だ

から声を節約する長官には惜しみない賛辞が送られる。

「長官が余計なことを言うのを聞いたことなんて一度

もないな。」(196）「いや，トップ（ ）にふさわ

しい方だ いつも黙っておいでだが，頭（ ）

のなかでは，いつもよく考えておられるのだと思う。

どんなことをいちばん多く考えておられるのか知りた

いなあ。つまりあの頭（ ）のなかでいったいど

んなことがもくろまれているのかってことさ。もっと

近くで見たいなあ，あの方たちの生活，あの言葉遊び

とか宮廷流のやり方，11 お仲間のあいだではどんなふ

うで，どんなことをされているのか― それが知りた

い 何回か閣下と会話をしようとは思った，ところ

が，畜生，どうしても舌が言うことをきかない。外は

寒いですねとか暑いですねとか口に出来るくらいで，

それ以上はどうしても話せやしない。」(199）

一方でソフィの声は鳥のように響き，権力＝セク

シュアリティのイメージの連鎖に連なる。「なんて声

だ カナリヤだ，まったく，カナリヤだ 」(196）

だから直前の引用部分での権力者の 声＝内面>を探

ろうとする試みが，ソフィの私的空間を覗こうと客間

から寝室へ潜り込んで行く視線へと即座に移行するの

も当然かもしれない。「客間も覗いてみたいんだ，そ

こには時々だけ開いているドアが見えて，それが客間

の奥のもうひとつの部屋へと続いている。［……］あ

そこが覗きたい，令嬢閣下がいらっしゃるあのお部屋，

そこへ行きたいんだ ［……］寝室を覗いてみたい

……」(199-200）

ポプリシチンの言説が依拠している基本的な二項対

立とは以下のようなものだ。 声（＝私的なもの＝権

力＝セクシュアリティ）>/文字（＝公的なもの＝貴

族）>。しかし彼は文字を正しく読むことができない。

言い換えれば，起源にあるとされる唯一の 声>に到

達することができない。長官の書斎でぎっしりと並べ

られた本を前にして，読むことができるのは本と長官，

双方のタイトルだけだ。「僕らの長官は，とてもかし

こい人に違いない。本棚で書斎中が埋まっている。何

冊かの表題（ ）を読んでみた。どれも学識に

溢れてて，僕らなどにはとても寄りつけそうにない。

みなフランス語かドイツ語だ。で，あの方のお顔を拝

見してみれば，ふう，なんて重々しさが目に現れてい

るんだ 」(196）自宅で書き写す凡庸な詩行も，彼が

思い込んでいるようなプーシキンのものではないよう

だ。(197）

声/文字>の二項対立には転覆的な要素として排除

された第三項が存在している。 不正確な書き方＝

犬＝機械＝平民>。この第三項は，言語と社会におけ

る透明なコミュニケーションを阻害する ノイズ>と

して定義される。書記から機械性を排除しようという

意図にもかかわらず，文字の意味を理解することなく，

あるいはそれを誤解しながらひたすらコピーし続ける

彼自身，書記機械として機能している。だが 声>を

禁じられた機械が吐き出す文字の群れは， 声>の一

義的な伝達が不可能なゆえに，かえって複数の文脈を

産み出し，複数の 声>で話せるようになる。次に見

るように，犬としてのポプリシチンによる脱領域的な

書記行為は，起源の 声>が文字によって伝達される，

という線形的な時間性，さらには 声/文字>の区別

そのものをも侵食してゆく。

2．告白の破綻

ポプリシチンにとって「犬」という記号は社会の中

で予め定位された場所からの逸脱を意味する ノイ

ズ>であり，権力が口述する命令を能う限り直接伝達

する文字への脅威となる。しかし犬は両義性を帯びて

いる。決して辿り着くことができそうもない，欲望の

対象の私的な領域へ接近する可能性を提供するもの，

安達大輔
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それは犬の越境する運動だ。だから 声>は犬から引

き出せはしまいか。「ねえ聞いてくれ，メッジイ，ほ

らいま僕たちだけじゃないか，お望みならドアだって

閉めるよ，誰にも見られないように，お嬢様のことで

知ってること全部教えてくれ，どんな方で，どういう

ふうなんだ？ 誰にも打ち明けないって誓うよ。」

（200）しかし 声>が直接彼に与えられることはない。

呼びかけは聞き取られず，犬は聞こえないふりをして

静かにドアの外へ出て行ってしまう。

長官とソフィの秘められた生活を打ち明ける 声>

の代理となるものは何か。ポプリシチンはメッジイの

手紙を文通相手のもとから奪う。はたして犬の 声>

と 文字＝手紙>は，人間の 声>を代理すべく切れ

目なく連鎖するのだろうか。実際，フィデリに宛てた

手紙の中で次のように語るメッジイもまた， 声>と

文字が織り成す同じコミュニケーションの圏域に属し

ている。「思想や，感情や，印象を他人とわかちあう

ことは，この世で一番の幸せのひとつじゃないかって

思う。」(202）ピースの指摘によれば，二匹の犬は同じ

社会階級には属してはおらず，「犬たちの手紙の本質

的な機能とは，現実の世界では乗り越えることの出来

ぬ社会的なズレを乗り越えることだ」。12

言語による，作者の私的な感情のまったき表象を，

限られた，親密な共同体内部での完璧な理解と共有へ

と滑らかにシフトさせること。そのような共感的な共

同体を構築するためには，個人の内面の 声>はいか

なる障害もなく表現され，伝達される必要がある。こ

れはセンチメンタリズム文学において読者共同体を構

築する方法論のひとつではなかったか。「話されてい

るように書く」という，ロシア語についてのカラムジ

ンのよく知られたテーゼは，文字の物質性を消去し，

声>を透明に伝達する試みのひとつとして理解する

ことができる。だから，文字を通じて 声＝私的なも

の>の領域に潜み入ろうと欲望するポプリシチンは，

センチメンタリズムの読者の典型的な身振りを反復し

ていることになる。

気心の知れた二人の女性による友情の交換（しばし

ば“ma chere”というフランス語でメッジイは呼びかけ

る），食事，舞踏会，恋愛，結婚といった日常の出来

事への関心― ，実際，メッジイの手紙は私的で親密な

雰囲気を醸し出すセンチメンタリズム的な「些事」13

に満ち満ちている。あたかもセンチメンタリズムを模

倣しパロディするかのように，人間と犬の私的な生活

が交互に描写されるのだが，メッジイ自身の些事に関

する報告が続くとき，人間不足を訴えるポプリシチン

は犬に似ていなくもない。「僕に人間をくれ 人間

に会いたいんだ。僕の魂を養い，慰めてくれるような

糧/エサ（ ）が必要なんだ 」(204）

手紙はアイデンティティの戯れが演じられる舞台に

なっている。メッジイの書き振りに対するポプリシチ

ンの評価は，同一化と差異化のあいだを揺れ動く両義

的なものだ。「手紙はかなり読みやすい字で書かれて

いる。それでもやはり筆跡にはどことなく犬らしいと

ころがあるみたいだ。」(201）「手紙はかなり正しく書

けている。句読点，それに の字もすべてしかるべき

場所にある。課長だって，どこかの大学を出たと言っ

ているが，とてもこんな風にすっきり書けるものか。」

（202)「ひどくぎこちない文体だ。人間が書いたので

ないことが一目でわかるよ。しかるべく始まったもの

の，終いには犬丸出しだ。」(203）書き手が犬か人間か

が怪しくなってくる― そのアイデンティティに動

揺＝ ノイズ>が起こるのは，禁じられた 声>の領

域に立ち入るには，書き手の身体性が消去されなけれ

ばならないからだ。

ここでファンガーの興味深い観察を引用してみたい。

「もちろん，それらの手紙は彼［ポプリシチン］の想

像力の産物である。手紙が引用されている日記の記載

方法そのものによって，このことは明白になっている。

他の記載はすべて慣習どおりの回顧で，その日の出来

事を要約し，考察を加えている。いっぽうこれだけが

現在時制であり，回想ではなく，創作であることがほ

のめかされている。」14その結論についてはひとまず措

くとしても，ファンガーは，ポプリシチンの筆記行為

において読むことと書くことという二種類の身体経験

の境界が消去されている，という事実に目を向けるよ

う促してくれている。彼はいわば「瞬間に即して」書

く― 18世紀ヨーロッパの文学シーンで，サミュエ

ル・リチャードソンの名高い書簡体小説の主人公パミ

ラがそうしていたように。15 手紙の読み手であると同

時に書き手であることは，センチメンタリズムが理想

とする作者と読者の鏡像的な関係の完璧な再現にほか

ならない。その共同体の内部では作者の 声>だけが

循環する。

手紙＝文字>の物質性が消去される過程で，メッ

ジイの手紙はセンチメンタリズム的な 声＝内面>の

告白へと限りなく近づいてゆく。これに対しポプリシ

チンは純粋なコピー機械として機能しており，この機

械が作動することで，書記の起源としての 声>が，

人間と犬のあいだで振り分けられる。ポプリシチンも

犬もともに 文字＝手紙>の内部で構成される形象だ

から，手紙の外部に，起源の 声>― いわば自らが

口述することを書く主体― を探り当てようとすれば
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挫折せざるを得ない。文字に徹し， 声>との境界が

判別しえぬほど透明なメディアとなることで 声>を

獲得しようとする試み。しかしそれは一面で非常に危

険な賭けだ。 文字＝手紙>の空間において自らの既

成のアイデンティティを揺るがし，想像しうるさまざ

まな他者の 声>に同一化することが可能であるとす

れば，それは 声>が文字の起源などではなく，逆に

文字から遡って構成される想像的なものだからだ。発

話の起源と見なされる発話行為の主体は，実は発話に

おいて言語化された後で遅れてやって来る。ゆくりな

くも開かれてゆくのは，私たちがよく知るあの言語体

制だ。

したがって，ついに到達される長官やソフィの

声>は，権力＝性というポプリシチンお馴染みの欲

望のコピーに過ぎない。ソフィは侍従武官チェプロフ

に夢中で，将官か，侍従武官か，陸軍大佐との結婚を

常々目論んでいた野心溢れる父親は大喜びという次第。

声>には暴くべき秘密などなく，すでに文字によっ

て書かれているのだから，私的なはずの領域は公にな

る。探し求められてきた秘密の「自己」は，くまなく

社会化されていたのだった。すでに見たように，ポプ

リシチンは欲望の対象としての他者に見つめられるこ

とを避けていた。それは既存の社会秩序における場所

を思い出させるからだ。最初の出会いでソフィから身

を隠すとき，その行為は自分の汚れた流行遅れの外套

を意識させる。16 だから書斎でソフィの目の前に立た

されると，犬に変身せざるを得ない。同じ理由で，彼

女のあとをつける行為には，鏡を見るようにという権

力（の代理人である課長）からの警告が発せられる。

「君は何を想像してるんだ？［……］じゃ，自分を見

つめて，考えてみるがいい，君は何だ？ 君はゼロ以

外の何ものでもない。［……］鏡に映った自分の顔を

見てみたまえ，そんなことを考えるなんてとんでもな

い 」(197-198）

「現実（とされるテクストの網の目）」の場所からの

逃走を可能にする空間だったメッジイの手紙は，しか

し辿り着いた 声>が社会的な領域である以上，「現

実」を書き写したものでしかなくなる。欲望の対象に

見つめられた自己が初めて見出されることで，手紙は

かつて課長が覗いてみるよう促した「鏡」として正確

に機能している。「ああ，親愛なるあなた，その役人

がどんなに醜男かわかってもらえたら まるで袋を

かぶった亀。」(204）「名字もとっても変。いつも書斎

に座って羽ペンを削ってる。頭にのった髪の毛は干草

そっくり。パパはいつも彼を召使の代わりに使いに出

すことにされてる。」「ソフィさまは彼をご覧になると

絶対笑いをこらえられないの。」(205）

だから手紙が破り捨てられる（「ばか犬の手紙を

粉々に引き裂いてやった」(205））とき，ポプリシチン

のアイデンティティを決定していた言語＝社会の秩序

までもが同時に破砕されているのだ。こうして告白は

いったん破綻する。

3．文字の廃墟

声>が文字を媒介にして語っているのではなく，

むしろ文字が先行することで 声>の想像が可能に

なっているのであれば，記号の安定した意味を保証す

る超越的な権威はどこにも存在しないことになる。そ

ればかりか，ポプリシチンがあれほど執着していた正

しい（ ）書記とぎこちない（ ）

書記という区別も曖昧になってくる。 声>の正しい

伝達などもはや存在せず，文字はすべて ノイズ>を

含むからだ。彼によれば，言語＝社会の文法から逃走

する「犬」たちの越境する運動，すなわち文字に内在

する ノイズ>こそが， 声>の獲得へと人間たちを

駆動する。意味と価値を与える 声>を欠いた地位や

肩書きは， ノイズ>だらけでほとんど何も意味しえ

ぬ空虚な文字ではないのか。「［侍従武官］なんて官位

以外の何ものでもないじゃないか。手に取ることが出

来るような目に見える何かでもない。［……］侍従武

官の鼻だからって金でできているわけじゃないし，そ

の点僕の鼻や皆の鼻と変わらない。［……］僕はもう

前から何度か，なんでこういう違いがうまれるのかつ

きとめたいと思ってたんだ。なんで，どういう必要か

ら僕は 9等官なんだ？ もしかしたら僕はある伯爵だ

か将官だかかもしれないのに，9等官だとそう見えて

いるだけなんじゃないかな？ もしかしたら僕自身自

分がいったい何者だか知らないのかも。」(205-206）官

位が恣意的な記号と化していくのに対し，「鼻」は人

間の平等を保証する普遍的な身体として，意味の剥離

に抗い続けるかのようだ。それは自身象徴的な意味を

保ちながら，他のあらゆる記号に社会的流動性が与え

られる契機となる。けれども畢竟記号に他ならないそ

れは，やがて固定した意味を失ってゆく。手記がます

ます意味を欠いた文字に近づいてゆくと，「鼻」は人

間の身体から離脱し，月に到着する。

こうして書き連ねられる譫妄は，手記の書き手がタ

イトル通りの「狂人」になって行く過程を告げている

のだろうか？ 声>を探りあて，語る主体を構成しよ

うとするある言説の内部ではそうかもしれない。「鼻」

や「月」を性的なメタファーとして捉え，告白者の一

― ―92

安達大輔



見無意味な書記のうちに隠された「真の欲望」を読み

取る作業は馴染み深いし容易でもある。ゴーゴリの他

のテクストや，文化的コンテクストを参照することでそ

うした読みの論理を補強することもできるだろう。17

けれども，いささか逆説めくが，そのような読みを可

能にするのはその不可能性である。「鼻（ ）」や

「月（ ）」がテクストの内部を漂流するのは，ポプ

リシチンがメッジイの 手紙＝文字>，すなわち既存

の言語＝社会の秩序を粉々にしたことで，あらゆる語

が意味するものと意味されるものの永続的で一義的な

繫がりを失ってしまったからだ。意味を欠いた文字の

節操のない擾乱が，欲望の物語を無根拠に組み立てる

ことを可能にするのだ。メッジイはポプリシチンを次

のような文字によって構成していた。

［ / / ］ 18

［ ］

［ ］ （「ポプリシチンの頭/長官の

頭」の上にある「声/語/ロゴス」は「鼻」にそっくり

なの。パパさまは［欲望の対象である］月の代わりに

「ポプリシチン/鼻」を［手紙として］差し出すのよ

……）

あまりにも出来過ぎた物語ではないか。それに心地

よく身を委ねるのではなく，そうした欲望の解釈を可

能にする文字の配列を観察することが必要ではないの

か。言語＝社会の制度を破壊したポプリシチンは，確

かにもう役所の書類を書き写しはしないだろうが，し

かし書記機械であることまでやめてはいない。スペイ

ン王が廃され王座が空位になっているという新聞記事

を読んだ彼は，欠如を埋めるよう誘惑され，王を名乗

ることになる。言説に取り憑かれたその姿はほとんど

自動人形に近い。「スペイン問題が僕の頭からどうし

ても離れなかった。［……］確かに，どうやら僕は皿

を二枚，ぼんやりして床に投げつけてしまい，皿はそ

の場で粉々になった。」(207）文字から 声>の幻想を

立ち上げる作業はひたすら続けられる。課長の代理と

して署名するよう役所で頼まれると，長官がサインす

る場所に「フェルディナンド 8世」と書きつけるポプ

リシチン。だからスペインの使節が王たる自分を迎え

に来ているかどうかを郵便局に問い合わせるという行

動は，彼にとっての「現実」が 文字＝手紙>によっ

て構成されているという「論理」に従うならば，見か

けほど奇異なものではない。

こうして手記はがらくたの寄せ集めのようになって

くる。公共性を帯びた言説の引用は続けられるが，起

源に想定される 声>はもはや断片化され，継ぎはぎ

だらけの織物を成す。「物理学者たちは女の正体はあ

あだこうだとばかなことを書いているけれど― 女が

愛するのは悪魔だけなのだ。」(209）「話によると，フ

ランスではもう国民の大部分がマホメットに帰依して

いるらしい。」(210）「明日の 7時に奇妙な現象が起こ

る。地球が月の上に乗っかるんだ。これについては著

名なイギリスの化学者ウェリントンも書いている。」

(212）「間違いなく，これはフランス特にポリニャッ

クの差し金だ。あのくわせ者のポリニャックめ 死

ぬまで僕に害を与えると誓ったんだな。それで迫害に

次ぐ迫害を加えるんだ。」(213）

これら調子外れな言葉（というより文字）の群れは，

テクストの外部からだけではなく，その内部，平凡な

役人として書いた以前の文章からも拾い集められてき

ている。記号の意味を決定していた規範化された社会

的コンテクストから引き離され，シニフィアンがあた

かもテクストの表面を漂っているかのように。例えば

次の一読意味の把握し難い文章には，権力＝性のイ

メージと結びついていた （羽ペン/羽）という

語が再帰し，文字の新たな連鎖を織り成している。
19

(213）また， と

いう記号の指示対象は，十字路を歩く好色な役人

（194）から，フランスの外交官ポリニャックに変えら

れる（213）。悪魔こそ女性の真の欲望の対象であるこ

とを初めて見抜いた，という宣言が行われるまでに，

は罵言の一部（ など）として繰

り返し使われる。以下にはその他の例を挙げる。（前

者はスペイン王を名乗っているときの，後者は役人

だったときの手記からの引用である。）

・

（213）/

［ ］

（206）

・ （211）/

（198）

・

（210）/ （195，197，199，205)

（195）

もちろん，今まで行ってきたアナグラム解読がまっ

たく正当な解釈だと主張するつもりはない。むしろそ

のような読みには確固たる根拠はないし，そのことの

ほうが重要だと言いたい。しかし，記号を階層的に秩

序づける意味の中心が失われ，文字が他者によって無
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根拠かつ恣意的に配列されてしまうこのような事態は，

紛れもなくポプリシチンの書記行為によって惹き起こ

さ れ た も の だ。「中 国（ ）と ス ペ イ ン

（ ）とはまったく同じ国で，ただ無知のため

に，それらは異なる国家だと思われているということ

を発見した。ためしに紙の上に と書いてみ

ることを皆さんに勧める，そうすれば が現れ

てくる。」(211-212）

結語：告白の解釈学

声>を獲得するために自身を文字化する試みは手

記を通じて一貫されている。そして既存の「現実」に

同一化しうる 声>が存在しないことが暴かれると，

声>はその外部に求められてゆく。ただしその過程

で，文字の物質性を消去し 声>の透明なメディアと

なる書記のモデルは破棄される。反対に，寄せ集めら

れた文字の断片が 声>の幻想を産み出すのだ。だが

既知の言語＝法の 外にある 声>は，どのように認

識され，聴き取られるのだろうか。手記の最後の日付

はこの変化を劇的に刻む。それは文字というより，発

音すらできない文字の痕跡のようなものにまで断片化

されていて，そこから語る声を聴き取ることは極めて

困難になっている。

［上下左右逆に印刷されている］ それに手記の

日付は，壊乱にいたるまでは「均質で空虚な時間」を

刻んでいて，内面が読み込まれる場ではなかったはず

だ。だがいまや数字が人間の内面を構成し，別の

声>が語りはじめる。20

自己の真実を包み隠さず読者に打ち明ける，告白の

センチメンタリズム的主体はもうどこにもいない。語

り手は最終的には文字に解体され，残されるのは黙し

て語らぬ，しかし意味ありげに解釈されるのを待って

いるように思える文字の廃墟だ。ただし，文字の群れ

から 声>の再構成を試みることで，『狂人日記』と

いうテクストを，それでもなお語り手の「告白」とし

て読むことはできる。透明な文字を通過する 声>が

聴き取られる「真実の告白」から，暗号としての文字

の解読によって真実が明かされる「告白の真実」へ。

いわば告白の記号化だ。告白する者は自己の真実を

知らず，意味を欠いた文字を書き連ねるだけだ。記号

が記号のみを指し示す自己言及的な文字の戯れに終止

符を打ち，テクストに語り手の内面＝ 声>という意

味を与える権能は，他者に属することになる。「自分

自身について語り得るかあるいは語ることを余儀なく

されている真実の言説」としての古くからの告白の法

律的・宗教的モデルは，19世紀西洋において重大な

変容を蒙っていると指摘したのはフーコーである。告

白の儀式が性に関する科学的言説に接続され，その内

部で機能するようになることで，自己の物語は読解し

うる記号と徴候の組み合わせになる。告白という作業

を科学的言説に取り込むための手法の一つとして，

フーコーは「解釈」を挙げている。「真理は，告白す

ることによって，真理をすでに完成したものとして光

の中へもたらす主体というものにのみ存しているので

はない。［……］真理は，語る者においては確かに現

前してはいるが不完全であり，自分自身に対して盲目

であって，それが完成し得るのは，ただそれを受け取

る者においてのみである。この後者こそ，この不可解

な真理のまさに真理を語る者なのだ。つまり，告白に

よって啓示されたものを，語られた事柄の解読によっ

て裏打ちしてやらなければならない。［……］彼は真

理を握る主人となるだろう。彼の機能は解釈学的なの

だ。」21

もちろん，ここで問題になっている領域は性に関す

る科学的言説である。それにフーコーの言説分析を考

古学的事実の叙述あるいは使い勝手のよい物語に還元

し，それを無批判に反復することが西洋近代という

「白けた神話」の再生産につながりかねないことは繰

り返し語られてきた。22 しかしポプリシチンの 声>

を聴き取る読みが連綿と続いている以上，この文脈に

おいて彼の観察を介入的に使用することは有効だと考

える。こうした接合によってこそ，さまざまな理由で

本論が指し示すことしか出来なかった問題― 『狂人

日記』の言語体制と科学的言説がテクストの読み方を

めぐっていかなる関係を切り結ぶか― へと向かうこ

とができる。「告白」というテクストの編成において，

ロシアと西洋，文学と科学の言説のあいだの差異を解

消するのではなく，境界を少しずらす，というか，常

にすでに動揺している境界の運動を明るみにだしてや

ること。避けるべきは，反復が不可避にうみだす差異

を無視することであり，反復そのものではないのでは

ないか。文字の廃墟から 声>を組み立てようとする，

「真理の主人」の解釈学的な機能を可能にする条件が

歴史化されるために。

（あだち だいすけ・東京大学大学院生)

注

表記について，太字や下線による強調，……による省略，

［ ］による補足は論者が行った。『狂人日記』のテクストと

して
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を用い，同書からの引用は（ ）内に頁数を示す。訳出にあ

たっては，ゴーゴリ『狂人日記：他二篇』横田瑞穂訳，岩波

書店，1983，及びゴーゴリ『外套・鼻』吉川宏人訳，講談社，

1999を参考にさせていただいた。

1  e

- 訳出にあたっては，ユーリイ・

マン『ファンタジーの方法― ゴーゴリのポエチカ』秦

野一宏訳，群像社，1992を参考にさせていただいた。
2

 

3  Melissa Frazier, Frames of the Imagination: Gogol’s
 

Arabesques and the Romantic Question of Genre (New
 

York:Peter Lang, 2000) 204, n. 19.;Robert A.Maguire,

Exploring Gogol (Stanford: Stanford University Press,

1994)50.;Stephen Moeller-Sally,“0000;or,The Sign of the
 

Subject in Gogol’s Petersburg,”Russian Subjects:Empire,

Nation,and the Culture of the Golden Age,eds.Monika
 

Greenleaf and Stephen Moeller-Sally (Evanston:

Northwestern University Press,1998)334.
4 あたかも語り手の身体が目の前に現前し，読者に向かっ

て打ち明け話をするかのような 声>。コミュニケーショ

ンに無媒介性を要求する点で， 声>の音声的な側面と内

面性は分かち難く結びついている。
5 もちろん，ルソーやカラムジンにおいても 声>を代理/

補足する文字の危険性は問題になっている。ポプリシチ

ンはこの危険性を徹底的に問い直すばかりか，自ら遂行

するのだ。ルソー『告白』については，葛山泰央『友愛

の歴史社会学― 近代への視角』岩波書店，2000が本論

の展開にとって参考になる。
6

（199） （201）
7  3つの版によって様々なバリエーションがある。

・ （197/P）

(Ar－ /R 4－

テクストにある通り）

・ a

（207/R 4,P）

(Ar－ ）

なお，テクストの略記方法は

に従っている。

Ar －

P－

R 4 －

-

8 以下を参照していただきたい。

・

（205-206/R 4,Ar）

(P － ）

・

（211/R 4,Ar）

(P － ）
9  Richard Gregg, “Gogol’s “Diary of a Madman”: The

 
Fallible Scribe and the Sinister Bulge,”Slavic and East

 
European Journal 43:3(1999):440.

10 一方メッジイは，飼い主の長官がもらって狂喜している

リボンについて「その匂いをかいだけど，全然何の香り

もしなかったわ。」(203）
11 ：語に多義性を与える（さら

に言えば，そうすることでその向こう側に 声>を仮構

する）これらの表現行為を，ポプリシチンはやがて際限

のない文字の戯れを惹き起こすまでに過剰に模倣する。

本論三章を参照していただきたい。
12  R.A.Peace, “The Logic of Madness: Gogol’s Zapiski

 
sumasshedshego,”Oxford Slavonic Papers New Series, 9

(1976):36.
13 ロシア・センチメンタリズムにおける文学的なトポスと

しての「些事」については，Gitta Hammarberg, From
 

the Idyll to the Novel: Karamzin’s Sentimentalist Prose

(Cambridge;New York:Cambridge University Press,1991)

93-101.
14  Donald Fanger, The Creation of  Nikolai  Gogol

(Cambridge:Belknap Press of Harvard University Press,

1979)117.
15 遠藤知己「小説形式の系譜学 1」，『ソシオロゴス』18

（1994）：216。
16 後にスペイン王を 称するようになると，服を切り刻ん

で王にふさわしいマントを自ら仕立てている（210）のは

対照的である。
17 これらの記号が持つ性的・文化的なコノテーションにつ

いて，もっとも詳細なもののひとつと言える説明は，

Maguire 59-62。
18 すでに引用した箇所（199）で，ポプリシチンが長官に対

してこの語を用いるとき，身体的な意味での「頭」と役

職の「トップ」という意味を状況に応じて振り分けるこ

とで戯れが惹き起こされている。
19 ピースによれば，「 とは （書記） が

攪拌されたものである。」Peace 43。
20 グスタフソンは日付にまつわるポプリシチンの混乱を

「13」という不吉な数字を避ける試みだと解釈している。

その数字は「彼の狂った世界の中で組織的な原理とな

る」。Richard F. Gustafson, “The Suffering Usurper:

Gogol’s Diary of a Madman,”Slavic and East European
 

Journal 9:3(1965):273-74.こうした解釈が読み込まれる

テクストの状況が重要であって，その正当性を問うこと

は本稿の目的としない。またMoeller-Sally 334-338も，

日付の操作に新たな自己の形成を読み取っている。
21 ミシェル・フーコー『知への意志』渡辺守章訳，新潮社，

1986，87。
22 ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァック「サバル

タン研究― 歴史記述を脱構築する」，R.グハ［ほか］

『サバルタンの歴史― インド史の脱構築』竹中千春訳，

岩波書店，1998，315-317。
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文化研究会（於東京大学）で行った発表に基づいており，
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Daisuke ADACHI

 

Poprishchin as a Writing Medium:Gogol’s

 

field where the p

 

and the Transformation of Literary Confession

 

One of the most perplexing riddles of Diary of a Madman (1835)is who actually wrote the letters that the narrator,

Poprishchin,asserts were written by a dog.Previous studies on the problem offer two possible interpretations:(1)

Poprishchin describes real events that he experienced,however absurd they might seem,so the letters were actually
 

written by the dog;(2)He was under an insane delusion when he wrote the diary,so the cited letters are a figment
 

of his ailing imagination.Both interpretations are based on the assumption that Poprishchin openly confesses his own
 

experience in the diary.

However,he involuntarily fails the Sentimentalist model of confession that Rousseau designed in Confession and
 

that Karamzin later adopted in Sentimentalist tales.In this model,the author is able to communicate his true self,his

“voice,”to the reader without any interruption,as if it were not mediated through writing.Meanwhile,Poprishchin,

as a clerk officer,is a writing machine that copies social-linguistic norms and lacks a private self.The fundamental
 

dichotomy that determines his social identity is summarized as follows:“voice-the private-power-sexuality”/

“writing -the public-the nobility.”From this dichotomy,a subversive element in society and language―“uneven
 

writing -dog -machine -the common people”― is excluded so as not to interfere with the transparent
 

communication.In fact,his writing itself contains the“noise,”so it turns out to be the

 

in the Western ni

 

lay of social
 

identity is at work. Transcribing the dog’s letters, Poprishchin tries to acquire the“voice,”which was formerly
 

inaccessible to him.

But as far as the“voice”is composed of letters,the private self that he was searching for is totally constructed by
 

social language,and there is no private sphere in reality.Accordingly,when Poprishchin tears Madgie’s letters into
 

fragments,the social-linguistic order that determines his identity is at the same time destroyed.Later,he searches for
 

a new“voice”outside reality,and the diary gradually approaches the ruins of letters that lack a fixed meaning in the
 

social context.

Foucault points out that the“juridico-religious model”of confession has undergone a considerable transformation

 

nstrates the sam

 

neteenth century.The rituals of confession are connected to scientific discourse on sex and function
 

within it.The personal history becomes a set of decipherable signs and symptoms.Of course,Foucault’s research
 

subject is scientific discourse on sex,so we have to pay the closest attention to the difference between these fields.Yet
 

Diary of a Madman certainly demo
 

ussian literary
 

e kind of transformation of textuality that has also occurred in the
 

history of R  sion.onfes c

 

md  na of a Ma Diary
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