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研究ノート
増幅する悪夢――映画『オープン・ユア・アイズ』
清水

純子（法政大学兼任講師）

『オープン・ユア・アイズ』 原題 ABRE LOS OJOS/OPEN YOUR EYES
スタッフ：製作: ホセ・ルイス・クエルダ/ 監督・脚本・音楽: アレハンドロ・アメナーバ
ル/ 脚本: マテオ・ヒール/撮影: ハンス・バーマン/ 音楽: マリアノ・マリン/
キャスト： エドゥアルド・ノリエガ: セサル/ペネロペ・クルス：理想の女性ソフィア/チ
ェテ・レラ:精神分析医アントニオ/フェレ・マルティネス：親友ペライヨ/ナイワ・ニム
リ：ストーカー女ヌリア/
販売元: ポニーキャニオン/ 時間: 117 分/ 製作国: スペイン/盛作年：1997 年/

☆夢の重要性
人間は夢を見る。夢は現実の反対概念を表象するが、夢は発生する状況に応じて以
下の４種類に大別できる――１．睡眠中にあたかも現実の経験であるかのように現れ
る視覚像としての観念やイメージ/２．将来実現させたいと頭の中で思い描く願望や理
想の実現/３．現実から離れた空想 /４．はかないもの、頼りにならない実現しないこ
と/である。一言で言えば、夢は幻想であり、その人が置かれている現状と対立する、
相反する状態である。さらに夢をもう一つの区分法で表すならば、１．望ましく楽し
い夢、２．望まない恐い夢（悪夢）の２種類がある。

☆夢は精神活動の宝島
20 世紀に入ってジークムント・フロイトの精神分析を発端に、夢の人間の精神活動
に及ぼす重要性に焦点が当たり、21 世紀の脳科学の発達は夢への関心と研究をますま
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す活発にした。様々な実験が行われ、数多くの関連書籍が発行されたが、夢つまり人
間の脳の働きがもたらす心の活動の一つは、いまだに解明されていない。多くの謎を
秘める人間の精神活動を左右する夢は、専門の研究者のみならず、芸術家にとっても
魅力あふれる「宝島」である。人間精神の宝庫「夢」に向かっての果敢な挑戦は、映
画産業界でも活発である。

☆スペインの『オープン・ユア・アイズ』とアメリカの『バニラ・スカイ』
スペインのアレハンドロ・アメナーバル 監督は、 2018 年秋に封切り予定の映画
『リグレッション』（2015 年製作）において、心の闇に向けて迷信と科学の両面から
光を当てた。アメナーバル監督は、20 年も前に夢に関する精密で複雑な秀作『オープ
ン・ユア・アイズ』を撮っている。第 11 回東京国際映画祭（1998 年 10 月）でグラン
プリに輝いたこのサスペンスは、スティーブン・スピルバーグをうならせ、俳優ト
ム・クルーズに絶賛された。トム・クルーズは、2001 年『バニラ・スカイ』（Vanilla
Sky）の題でこの映画をリメイク、主演も製作もトム・クルーズ、理想のヒロインのソ
フィアは、オリジナルと同じくペネロペ・クルスを起用した。日本の映画ファンの間
では、『バニラ・スカイ』が有名であるが、舞台をニューヨークに移しただけでストー
リーはオリジナル版をそのまま踏襲している。アメナーバルの意見を仰いだ『バニ
ラ・スカイ』は、「あなたが想うあなた自身は幻に過ぎない…」とキャッチコピーを施
され、オリジナルのアメナーバル作品の意図が正確に生かされる。

☆『オープン・ユア・アイズ』は夢からの覚醒を示唆
アメナーバル監督のタイトル『オープン・ユア・アイズ』は、「目を開けなさい」あ
るいは「眼を覚ましなさい」という意味である。聖書の「詩篇」119：18 の「わたし
の目を開いて、あなたのおきてのうちのくすしき事を見させてください」(“Open my
eyes, that I may behold wondrous things out of thy law”）をもじった（まねて言い換え
た）言い回しである。映画『オープン・ユア・アイズ』の冒頭では、「目を覚ましなさ
い」（オープン・ユア・アイズ！）と囁く女の声が回数を重ねるたびに大きくなり、ほ
どなくしてベッドにうつ伏せ寝していた青年がむっくりと起き上がるので、映画は夢
からの覚醒を示している。
一人でシャワールームに向かう絶世の美声年の名前はセサル、年齢は 25 歳、15 年
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前に大富豪の両親を交通事故で亡くし、亡き父の残した出版社の株を 5 割以上持つ若
い独身貴族である。目を覚ましたセサルは、自家用車でスペインの目抜き通りに向か
うが、不思議なことに人っ子一人見当たらない。朝 10 時を過ぎているにもかかわら
ず、見慣れたこの大都会には信号が青になっても車一台現われない。この不気味に静
まり返った奇妙な光景に動揺して、車を降りてメイン・ストリートを一人走るセサ
ル。観客は、ここでセサルの覚醒が果たして本物だったのかと疑う。ところがその直
後にもう一つの目覚めの場面が展開する。同じ女の声が「目を覚ましなさい」と幾度
かささやくとセサルは起き上がるが、今回は一人ではない。「なぜ夢の話などするの
か」という男（多分精神科医）のヴォイス・オーバー（テレビや映画で、画面に現れ
ないで解説や語りを行う人の声）に続いて、ベッドにいる黒髪の女ヌリアが現れる。
男に答えるセサルの声（ヴォイス・オーバー）によって、観客は最初の覚醒場面は
ヌリアの夢の中の出来事それも悪夢であったことを理解する。しかしヌリアと同衾
（どうきん）しているこの場面も現在のことではないらしい。映像が展開していく最
中に、精神分析医に事態を説明するセサルの会話はヴォイス・オーバーの使用によっ
て別次元にあることが示唆されるからである。いったいセサルはいつ、どこでいつ目
を覚ましたのか？

それともセサルはヌリアと一緒の場面でもまだ目を覚ましていな

いのか？と疑われる。さらに後の精神科医と会話する場面も現実とは言い切れないこ
とがエンディングまで見ればわかる。精神分析医アントニオもセサルが心の中で創造
した人物であり、現実には存在しない架空のキャラクターに過ぎないことが明かさ
れ、アントニオはすすり泣く。
どこまでが夢で、どこからが現実なのか、夢と現実の境界線をアメナーバル監督は
意図的に曖昧にする。結局、セサルは一度も目を覚まさない、寝た夢の状態のまま映画
内物語を紡いでいたことがわかる。映画に現れる現実を主張する人物も出来事もすべて
セサルの脳が見た夢に過ぎなかったのである。夢を現実ではないからと打ち消した現実
も実は夢に過ぎない。セサルが映画内で体験した出来事がすべて現実に起こったことで
はなく、セサルの心の中で起きた夢に過ぎないと教える生命延長用人体冷凍保存会社の
幹部も実在しないことが暗示される。幾層にも織りなす悪夢によって、心の中の楽しい
夢想ばかりか、アイデンティティも尊厳も奪われたセサルは、夢から覚醒して現実の世
界に戻る唯一の方法を選択する。それはビルから飛び降りて 2 度目の自殺することであ
る。巧妙に渦巻く迷路のような悪夢の世界からの脱出をはかって墜落していくセサルを
映し出した後、真っ暗になったスクリーンには女の声が「大丈夫よ、おちつきなさい」、
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そして冒頭と同じく「目を覚ましなさい」と呼びかける。セサルの応答は聞こえないが、
セサルは今度こそ本当に目を覚ますのだろうか？

☆セサル青年の見た夢はどの種類か？
セサル青年がスクリーンで見せた出来事やイメージがすべて現実でないとすれば、4
種類のうちどの夢を見ていたのか？

答えはすべてである。セサルが見せたあるいは

演じた映画内の現実は、目を開けて目覚めることのなかった睡眠中の視覚像（visual
image）としての観念やイメージである 1 番にあたるのは言うまでもない。理想の女性
ソフィアに出会えたセサルは、２の願望や理想の実現としての夢も見ていた。しか
し、ソフィアはセサルの脳内イメージでしかなく、現実には存在しない架空の人物な
ので、３の現実から離れた空想でしかない。そして、延命用冷凍保存会社からすべて
が現実でなく、セサルの空想であったことを告げられたのだから、ソフィアとの愛は
失われる運命、つまりはかない、実現しない 4 番の夢でもある。さらにセサルのソフ
ィアをめぐる夢は、理想の女性と愛し合えたという点では、望ましく楽しい夢であっ
た。しかし嫉妬深いヌリアによってセサルは美貌を損なわれて怪物の顔になったこと
は悪夢である。セサルにとって最大の悪夢は、セックスの最中にソフィアをヌリアと
混同して殺害し、殺人犯に転落したことである。セサルの見た夢は概して悪夢だが、
楽しい夢もあったので、夢が含むすべての要素をセサルは睡眠中に体験したと言って
よい。セサルの夢について言えるのは、女性をめぐる夢であり、とりわけ理想の女性
ソフィアを手に入れる際に起きる悲喜こもごもと葛藤の描出としての夢であったこと
である。

☆理想の女性ソフィア
セサルが美男でお金持ちという設定が現実のセサルを反映しているかどうか疑わし
いが、夢が現実の一部を引き継いでいると仮定すれば、セサルがもてないはずはない。
同じ女と二度は寝ないと豪語するセサルだから、親友ベライヨが羨望のまなざしを向け
るヌリアも味見の後は厄介者に落とす。プレイボーイのセサルが、ヌリアの罠にはまっ
たのは、本命の女性ソフィアを得たことによって、遊び人でいられなくなった弱みにつ
けこまれたからである。セサルの真剣さがヌリアの嫉妬を呼び、女性を本気で愛したこ
とによって乱交の罪を知ったセサルが変わったからである。何でも持っているように見
えたセサルだが、10 歳の時に両親を亡くし、会社では敵に囲まれて孤独だった。最初の
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シーンでセサルの誰もいない朝の通りに一人放り出された悪夢は、セサルが普段は抑圧
していた孤独と喪失感が睡眠によって浮上したのである。
映画はさらにソフィアなど存在しなかった、ソフィアもヌリアの空想上の存在であっ
たことを残酷に指摘する。セサルは、存在しないソフィアもヌリアも殺せないのだから、
殺人者になったのは夢の中の妄想でしかない。セサルの崩れた顔も他人には美しく見え
るが、鏡を覗いたセサルには怪物に映る。「ドリアン・グレイの肖像」のように、セサ
ルの罪を反映した顔を本人は見たのかもしれないが、事故で脳の一部を損傷すると、現
実とは違う歪んだ像を脳がとらえる場合もある。セサルの顔が本当に醜く変貌してしま
ったのかどうかもわからない。
すべての登場人物が空想だとすると、親友ベライヨもいなかったことになる。ベライ
ヨは、「ウィリアム・ウィルソン」のように善玉セサルであり、悪徳に染まったセサル
のお目付け役をつとめる良心の役割を担っていたと考えられる。最後の場面のアメリカ
人の冷凍会社社員の言葉は耐えがたく怖い――絶望のあまり自殺したセサルを 150 年
間眠らせ、その間に記憶の一部を入れ替えて未来に適応できるように調節してある、本
物のソフィアを得たければ、目の前にいる夢のソフィアを捨てることである、それには
夢の幻覚から逃れるためにもう一度死ななければならない、と勧める。セサルは、目の
前にいるソフィアと別れを惜しみながらも、アメリカ人の言うとおりに屋上から飛び降
りてしまう。
セサルは、夢よりも現実を欲した。たとえ現実がつらく耐えがたいものであっても、
セサルは夢から目覚めたかった。セサルは夢の理想の愛を捨てても、現実の世界で生身
の女性の愛が欲しかった。セサルの悪夢は、本物の愛を見つけられない男のあがきを象
徴していたのである。理想の女性の夢よりも現実を重く見たセサルの選択がこの映画が
発信する希望のメッセージである。しかし、夢すらコントロールできず、悪夢に変えて
しまったセサルが現実の世界でうまくやっていけるのか？

いや先のことを考えるの

はよそう。もしかしたらセサルは、夢で見たつらい怖い体験を反面教師にして幸せな現
実を手にするかもしれない。

1972 年生まれのアレハンドロ・アメナーバルは、わずか 25 歳で『オープン・ユ
ア・アイズ』を執筆、監督しているからすごい。2001 年には『アザーズ』でハリウッ
ド進出をはたし、その天才ぶりを着々と発揮している。アメナーバルの映画は、緻密
で複雑な構成をもっているので、一回見ただけでは理解しにくいのが特徴である。『ア
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ザーズ』は比較的わかりやすいので大ヒットしたが、処女作『テシス 次に私が殺され
る』を始めとして最新作『リグレッション』も難解な部類に属する。アメナーバル
は、精神分析、夢、催眠術、脳科学に深い理解を持って「心の闇」を独創的に描く。
21 世紀に入ってますます必要とされる才能の持ち主アメナーバルから目が離せない。

誰もいない見慣れた街の悪夢

ソフィアの気を引こうと頑張るセサル

ヌリアの嫉妬とたくらみ
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夢と決別して現実世界復帰のジャンプを決意したセサル

研究ノート

Hamlet and The Bluest Eye: A Brief Note on Intertextuality
Noboru Fukushima
Even though Toni Morrison’s novels can only be regarded as valuable literary compositions
in which she elegantly and firmly expresses her views on diverse matters, it is also possible to
judge their contents from the perspective of Intertextuality, which, in many ways and not
infrequently, can give us great satisfaction.

In “Work to Text,”—an extract from Image Music

Text—Roland Barthes makes it clear that “work” and “text” should not necessarily be perceived
as synonymous terms１.
also as texts.

Indeed, Barthes states that novels can be viewed not only as works but

Even though children may exhibit great similarities or likeness to their parents,

one should keep in mind that they cannot be exactly identical in every respect: as a matter of fact,
every human being has his or her own characteristics and personality.

In the same way, a text

does not necessarily and constantly reflect the exact personality of the author.

However, given

the fact that literary authors compose their own pieces, people frequently judge their works as
single or “monophonic.”

According to Barthes, texts should not be viewed as single or unique

but plural…hence Barthes’ use of the terms “pluralism” or “solid pluralism.”

What Barthes

means is that texts should be seen from another angle, that of intertextuality, that is to say, as
writings that are reminiscent of other texts.

As an example, Morrison’s Tar Baby as well as

Desdemona or Sula are in turn the adaptations of Shakespeare’s The Tempest, Othello and King
Lear.

Reading literary works as texts brings new light to traditional reading and widens the

spectrum of interpretation and literary criticism.

Not unlike Chris Roark who claims that “The

Bluest Eye mentions Ophelia in a way that suggests parallels between Shakespeare's victim and
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Pecola Breedlove2,” Morrison’s The Bluest Eye is unquestionably related to Hamlet, thus shaping
the world of a more dynamic text.
In

The

Bluest

Eye,

the

relationship

between

Pecola—a

black

woman—and

Elihue Micah Whitcomb—a mulatto in the West Indies as well as a man of partly British
aristocratic descent who is also known as "Soaphead Church"—is important.

Soaphead is a

“light-skinned” fellow and also a failure as a preacher, mostly because he is reluctant to mix with
others

… In other words, he can be viewed as a kind of misanthropist.

Soaphead is also

perceived as eccentric among black people because he once told Pecola that not unlike God, he
was able to change the color of her eyes from dark to blue.

Morrison analyzes Soaphead’s

character and personality psychoanalytically and philosophically as follows:
... he [Soaphead] chose to remember Hamlet’s abuse of Ophelia, but not Christ’s love of
Mary Magdalene; Hamlet’s frivolous politics, but not Christ’s serious anarchy. He noticed
Gibbon’s acidity, but not his tolerance, Othello’s love for the fair Desdemona, but not Iago’s
perverted love of Othello. (The Bluest Eye 134)
In The Bluest Eye, certain protagonists of this novel may be perceived as referring to five
other specific characters to be found in Shakespeare’s plays.

As an example, it is precisely

because he is a male chauvinist that Soaphead can understand the reason why Hamlet gives
Ophelia the sharp edge of his tongue, when he declares: “Get thee to a nunnery” (Hamlet 3.1.120)
and “I loved you not” (Hamlet.3.1.129)

To repeat Roark’s words, Soaphead “misuses how

Christ’s anarchy, Iago’s love for Othello, … complicates or breaks down fallacious racial and
gender distinction”.
In The Bluest Eye, Soaphead undoubtedly thinks that his status is higher than that of most
other African Americans such as Claudia, Frieda or Pecola.

In this regard, it is important to keep

in mind that as a young man, Soaphead has received a Western education.

Given the fact that

“Whit” in Soaphead’s true family name, Whitcomb, stands for “white,” he is deeply aware of his
color as well as of his so-called superior social status.
people are racially inferior to white people.

It is Soaphead’s contention that black

Not unlike Hamlet who cannot fathom Ophelia’s

sadness and suffering as an underprivileged person, Soaphead cannot perceive Pecola’s distress
either!
Because Pecola imagines that her misfortune originates in the fact that unlike many white
people’s eyes, hers are not blue, she eventually makes up her mind to call on Soaphead at his
home, convinced as she is that if what he says is true, that is to say, if he can change the color of
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her eyes, she will become a happy woman at last.

Because Soaphead finds her simple and

sincere, that is to say, unsophisticated, he tells her that if she agrees to give some poisoned rice
cakes to his old sickly dog that he wants to get rid of, her eyes will then turn blue.

As a young

and inexperienced person, Pecola trusts him unreservedly and she agrees to his request: thus, she
gives the dog the previously mentioned rice cakes.

Pecola cannot believe her eyes as she realizes

that, thanks to Soaphead’s help and magical power, her eyes have suddenly turned blue.
result, she feels extremely satisfied and even cheerful for the very first time in her life.

As a
Pecola

appears so liberated and outgoing that she does not even hesitate to boast to her friends about the
color of her eyes as the symbol of a higher class.

Unfortunately, given the fact that having

fortune on one’s side rarely lasts forever, Pecola eventually ends up being raped by her father,
Cholly; in addition, she even loses their baby, and she also finds herself abused by her own mother,
Pauline, —"Polly" Breedlove—who, by contrast,

raises her white employer’s child with much

maternal affection… Like in Ophelia’s case, Pecola’s good nature as well as her human rights
and innocence are flouted and eventually denied and violated.
As she turns her back on the people of her own race, and although she admits that it was a
wrong decision to victimize Pecola, Claudia becomes antagonistic and eventually ends up saying
that after all, the condition of black people is of no importance.

Despite the precarious financial

circumstances that characterize their daily life, and despite the fact that the two sisters and Pecola
are African American women, the inflexible and dispassionate hierarchy of black society can
easily be felt among people who, however, pertain to the same ethnic group. In order to justify
their behavior towards Pecola, the two sisters say that “the victim had no right to live (The Bluest
Eye 164),” thus deliberately ignoring Pecola’s distress, frustration and humiliation, just like
Rosencrantz and Guildenstern—Hamlet’s fellow students—plot to kill him by order of the King
so as to obtain financial profits. Not unlike Ophelia, Pecola is unquestionably a girl of a naïve
and confiding nature, a young woman who is too sincere to protect herself efficiently against the
harsh and corrupt atmosphere that characterizes her living environment.

Not unlike Ophelia,

most people liked Pecola for what she represented, namely, her usual sincerity as well as her
disinterested and pure feelings. This characteristic of hers, however, may be viewed as her
Achille’s heel, and that is why Pecola ends up being ill-treated and abused…

In The Bluest Eye,

Maginot Line, "Marie,"—a Black prostitute—is the only character who understands that Pecola
is in a particularly awkward predicament, and she is also the only person to take her under her
wing. The reason why Maginot Line feels repulsion vis-à-vis Claudia and Frieda is that these two
women both show a total lack of simplicity and purity.
As Roark has declared: “there are now many varied and thought-provoking studies that
help us understand how intertextuality expands and complicates the relationship between texts3.
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Morrison selected Hamlet as a contrast to criticize the Western tragedy. In addition, Hamlet
says: “Denmark’s a prison” (Hamlet 2.2.244) and Claudia says: “This soil is bad for certain kinds
of flowers” (164).
As a conclusion, The Bluest Eye may undoubtedly be read in relation to Hamlet. Although
these two works were written in different centuries as well as in two very different societies, one
can notice quite a number of obvious similarities between the two girls’ simplicity (Pecola and
Ophelia): their innocence stands for purity as well as stupidity and ignorance.
―――

Notes
1

See Barthes’s Image Music Text.
See Roark’s “ ‘My Mother’s fussing soliloquies’”.
3
See Roark’s “ ‘My Mother’s fussing soliloquies’”.
2
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研究ノート
メアリー・シェリー 『フランケンシュタイン』（1818）が残したものとは？

佐々木
１

隆（武蔵野学院大学）

ロボット 200 年
2018 年はメアリー・シェリー『フランケンシュタイン』（Mary Wollstonecraft Godwin

Shelley, 1797-1851. Frankenstein: or The Modern Prometheus, 1818）から 200 年である。「ロ
ボット」(robot)という言葉を誕生させたカレル・チャペック『R.U.R.』(Karel Čapek, 18901938. R.U.R. 1920)以前から、人造人間、オートマタ等、広い意味で言えばロボットであ
る。一般的には「ロボット」の第１の定義は「（チェコの作家チャペックの造語。チェ
コ語で「労働」の意の robota から）①複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人
形。人造人間。」（新村

3149）となろう。
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２

アンドロイドとサイボーグ

「アンドロイド」(android)という言葉はヴィリエ・ド・リラダン『未来のイヴ』
（Auguste
Villiers de l'Isle-Adam, 1838-1889, The Eve of the Future, 1886)から誕生し、「サイボーグ」
は宇宙空間で人間が活動するために考えられたサイバネティック・オーガニズム
（cybernetic organism）を短縮して、「サイボーグ」(cyborg)という言葉が誕生したのは
1960 年である。アンドロイドは文学、サイボーグは科学から誕生した言葉である。アン
ドロイドは人型ロボット（ヒューマノイド）の総称として使用されることが多くなり、
サイボーグは補完・拡張機能を最大の特徴としていた。しかし、現在ではこれらを厳密
に区分けすることが難しいくらい定着しているのである。

３

アイザック・アシモフ『われはロボット』
アイザック・アシモフ『われはロボット』（Isaac Asimov, 1920–1992.

I, Robot, 1950）

はフラケンシュタイン・コンプレックス（Frankenstein complex、以降「FC」と略す）と
の葛藤からロボット工学三原則（The Three Fundamental Rules of Robotics, or The Three
Laws of Robotics）（以降、「三原則」と略す）を策定し、その後のロボット観に大きな
影響を与えたアメリカの SF 作品である。西洋人にとって、『フランケンシュタイン』
も『R.U.R.』も創造主である人間に対して創造物が反抗・反乱を起こす内容であり、ロ
ボットは常に恐怖の対象なのである。『われはロボット』の中でピーターとロボット心
理学のスーザン・キャンベルの会話の中で FC の内容が示されている。
All normal life, Peter, consciously or otherwise, resents domination. If the domination is by
an inferior, or by a supposed inferior, the resentment becomes stronger. Physically, and, to
an extent, mentally, a robot―any robot―is superior to human beings. (Asimov 144-145)
ロボットが人間に対して反抗しないために作られたのが、三原則なのである。(Asimov
45-46)1950 年以降のロボット SF 作品にはこの三原則が根底にあり、人間の生活環境や
職場で共に働くロボットはこの三原則をプログラミングされている。しかし、この三原
則はロボットだけに限定されるものではなく、現在では家電製品をはじめとした人間の
生活とより近い機械にとって求められる基本理念でもある。（森瀬 36）
４

アトムとドラえもん
日本のロボット観はどうなっているのだろうか。特に戦後は手塚治虫『鉄腕アトム』

に象徴される子ども型ロボットで人間を助けてくれるイメージが定着してしまった。現
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在でも人気を誇る『ドラえもん』も同様である。戦前に『R.U.R.』は翻訳されると共に
上演され、さらにはアンドロイドの女性型ロボット・マリアで有名となった映画、フリ
ッツ・ラング監督『メトロポリス』(Fritz Lang, director.

Metropolis, 1926)も上映されて

いる。『フランケンシュタイン』が翻訳されたのは 1950 年代である。手塚治虫は戦前
に日本で初めてロボット漫画を描いた田河水泡や海野十三の影響を強く受けている。し
かし、手塚は『鉄腕アトム』の原型である「アトム大使」（『少年』、1951 年 4 月号～
1952 年 3 月号連載、光文社）を描き、さらに「鉄腕アトム」（『少年』、1952 年 4 月
号～1968 年 3 月号連載、光文社）として発表、1963 年にはテレビアニメとして華々し
く登場することになる。「アトム大使」は人間と宇宙人の間の仲介者を務め、「鉄腕ア
トム」では天馬博士の亡くなった子どもの代わりとして登場することになる。手塚治虫
は「鉄腕アトム」の作品中にも手塚流のロボット法を示している。「青騎士の巻」では
「ロボットは人間につくすために生まれてきたものである」「ロボットは人をきずつけ
たり殺したりしてはいけない」他が紹介されている。（手塚 17-18）ドラえもんは未来
ののび太が過去ののび太のために送った猫型ロボットである。幼い頃から見ていたテレ
ビアニメの影響もあり、日本のロボット観は仲間としてのロボット、友達としてのロボ
ットがまるで刷り込み現象のように定着してしまった。

５

フランケンシュタイン博士が創造した怪物が求めたものは
フランケンシュタイン博士が創造した怪物には名前がない。あの怪物がなぜ創造主で

ある博士を殺したのか。『聖書』では神がアダムを創造したあと、彼のパートナーであ
るイヴを創造した。しかし、あの怪物はそれがいなかった。怪物には感情と心があり、
自分と同じパートナーが欲しかったのだ。創造された怪物自身は自分の存在自体を理解
するのに多大な混乱があった。博士にとって、怪物は仲間でもなく、ましては友達でも
ない。単なる恐怖の対象になってしまった。それ故博士は恐怖心が先行し、怪物が求め
ているものを受け留めることができなかった。この部分をはっきりと表現した映画にケ
ネス・ブラナー監督『フランケンシュタイン』（1994）がある。サイボーグ化された女
優の姿を描いたアメリカの SF 女流作家、C.L.ムーア（C.L.Moore, 1911-1987）の「美女
ありき」（“No Woman Born,”1944）ではフランケンシュタインの創造した怪物と同様
に自分と同じパートナーあるいは仲間がほしいと本音を漏らすものの、顔を持たずマス
クのまま積極的に生きようとする。
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SF から現実へ

６

1818 年以前にも神話の時代には「黄金の美女」や神秘主義を背景にホムンクルスな
どが発表されたことや機械仕掛けの精巧なオートマタが製作されたことがある。しかし、
ある一定の科学的な根拠を基に誕生した 1818 年の人造人間は、2017 年にノーベル文学
賞を受賞したカズオ・イシグロ（Kazuo Ishiguro, b.1954）の『私を離さないで』（Never
Let Me Go, 2005）まで大きく発展した。臓器提供だけを目的に作られたクローン人間の
人生が描かれた近未来小説である。iPS 細胞も含め、組織体の再生、臓器の再生医療は
すでに現実のものになっている。産業用ロボットは格段の進歩を遂げ、Mckinsey Global
Institute Report. A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity (Jan.2017)
では、近い将来、人が携わる仕事がロボットに置き換えが可能となる職種があまたある
ことが発表され、ロボットに仕事が奪われるという印象を増加させた。これもある意味、
AI による新しい FC ということになりそうだが、その背景には英米文学のゴシック小
説、SF の強い影響があるのだ。

引証資料
新村出編(2018).『広辞苑』、東京：岩波書店、第７版。
手塚治虫(1965-1966).『鉄腕アトム 青騎士の巻』、19、朝日ソノラマ、1976 年。
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研究ノート
James Joyce と政治のあいだ
松山

博樹（日本大学）

モダニズムとは十九世紀末から第一次世界大戦前後のヨーロッパにおいて伝統的な
価値観に対するアンチテーゼとして生まれた芸術運動とされている。十八世紀半ばに始
まった産業革命が社会構造そのものを大きく変え、伝統的価値体系が崩れ去りつつあっ
た一方で、帝国主義を標榜する国家は肥大化し、やがて二度の世界大戦を招くことにな
る。人間のアイデンティティにまで深刻な影響をもたらしかねないほどのこうした根本
的な社会構造の変化への応答が芸術分野に発現したのがモダニズムであったと言える
だろう。例えば文学上においては全知の語り手に依存していた大きな物語が未曽有の危
機の時代に沿うかのように解体されていった。安定した秩序をはく奪された読者は新た
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な認知形態への転換を迫られ、社会の矛盾についてテクスト上で想像的な解決を図るこ
とを迫られることになる。
モダニズム文学を代表する作家ジェイムズ・ジョイス（James Joyce 1882–1941）の小
説『ユリシーズ』
（Ulysses, 1922）もまたそういったモダニズムの特徴を備えていること
は確かである。それはリアリズム小説がかたくなに守っていたミメーシスの根本を成す
時間と空間の連続性すら転覆させるような表現形式を読者にたびたび突きつけ、古い認
知形態の棄却を迫ることになる。例えば第十挿話は、同時刻の様々な場所を行き交うダ
ブリン市民の断片的な描写がつなぎ合わされ、数多くの無名の人物たちの卑小な日常が
俯瞰される。それは複合的な視点が同じ平面に収められたキュビストの絵画のようであ
り、『ユリシーズ』の主人公たちもまたその奇妙な複合体の一部として時折姿を見せる
ことになる。
そもそも『ユリシーズ』はその名の通り古代ギリシャの詩人ホメロス(Homer circa 750650BC)の叙事詩『オデュッセイア』(Odyssey, circa 217-145BC)と照応関係を持っている。
ホメロスの描いた英雄たちの姿が二十世紀のダブリン市民に照らし出されることによ
って、テクストの表面上には見えない意味作用が新たに浮かび上がり、『ユリシーズ』
のプロットは重層的になっていく。T.S.エリオット(T.S.Eliot 1888-1965)によれば、ジョ
イスは混沌とした現代社会を描写するに際して神話を援用することで、ともすればアイ
デンティティが希薄になる現代人に確固とした存在感を与えることを可能にしたのだ
った。(T.S.Eliot．Selected Essays. London: Faber and Faber, 1980. 175.) エリオット的モダ
ニズムにおいて、個性は作家という特権的知識人によって伝統へと回収され、現在は神
話に支えられ、現代社会の亀裂は想像的に解消されることになる。しかしエリオットの
論とは裏腹に、実はジョイスはそういったエリオット的モダニズムからさえも逃れよう
とはしてはいないだろうか。例えば第十挿話では現代の英雄たちもまた小市民と同じく
卑小な一光景として矮小化され、その微々たる描写が小さな断章の組み合わせとして提
示されるにすぎない。『ユリシーズ』において神話は現在を一方的に支えているわけで
はない。その両者は相互に作用することによって弁証法的に新たな意味を生産してゆく。
現代社会の惨憺たる有様は偉大なる神話の時代を逆に照射することにもなるだろう。こ
こに『ユリシーズ』の積極的な矛盾がある。ジョイスはエリオット的モダニズムの神話
作用との親和性をテクスト上に明示しつつも、実は同時にそれを静かに解体してもいる
のである。
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モダニズムの時代は文字通り現代化の時代であったが、先に触れたように現代化の
光の裏には深刻な社会的・心理的矛盾という闇も付随していた。ジョン・ケアリ(John
Carey 1934-)は『知識人と大衆』(The Intellectuals and the Masses, 1992)において、大戦期
という危機的時代における知識人たちの焦りを多くの事例を用いて論じ、大衆の台頭に
こそ社会の矛盾の要因があると考えた知識人たちの反発こそがモダニズム文学の原動
力であったと規定している。(John Carey. The Intellectuals and the Masses. London: Faber &
Faber, 1992. 184.) つまり、個性を伝統に収斂させようとするエリオットの姿に表れてい
るように、ケアリによればモダニズムとは特権階級による大衆への拒否感から生じた芸
術運動であった。
ここにおいてモダニズムは当時興隆しつつあった一個の政治思想であるファシズム
に接近していたとも言えるかもしれない。モダニストたちは“Except in struggle, there is
no more beauty.”(Marinetti, F. T. Futurist Manifestos. Ed. Umbro Apollonio. London: Thames
& Hudson. Ltd, 1973. 21.)と宣言した。ファシズムとは国家共同体の再生を追求する特権
階級が社会の亀裂を暴力的に解決しようとする政治的欲望である。ナチスはモダニズム
を排撃したという事実も確かに存在するものの、それはやはり大衆を頽廃の元凶とみな
し、新しい世界観、未来への希望の提示によって国民の価値観、認知形態を統合させ、
社会の亀裂から国家共同体を救おうとした。それは危機の時代への反発とその超克の政
治運動であった。
ジョイスと同じ時代を生きたヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin 1892-1940)に
よればファシズムの行きつく先は“an aestheticizing of political life.”(Walter Benjamin.
Selected Writings, Ed. Howard Eiland & Michael W. Jennings, Cambridge, MA., & London:
Harvard University Press, 1991–1999. 121.)であった。例えばドイツの作曲家リヒャルト・
ワーグナー(Richard Wagner 1813-1883)の作品がナチスのプロパガンダに利用されたこと
はよく知られるところではあるが、その特徴である神話のイメージの導入はナチスの戦
略のひとつであった。そのことによって現在は神話によって美化され、国家共同体は普
遍性を獲得する。そこにあるのはやはりエリオット的モダニズムの神話作用と類似した
事態と言えるだろう。しかし、異質なモダニストであるジョイスは一方通行の神話作用
を拒絶していた。『ユリシーズ』はあたかもエリオット的モダニズム、そしてひいては
ファシズムを批判するかのように逆に神話を構造的に換骨奪胎化する。ジョイスのエリ
オット的モダニズムへの面従腹背ぶりは危機的時代の政治に対する彼独自の批判的態
度の静かな表れとしても解釈することも可能かもしれない。
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書評
Kiuchi, Toru, ed. American Haiku: New Readings. Lanham, Md: Lexington Books, 2018.
337 pp. $110.00
福島

昇

英語による出版物、しかも、アメリカの出版社から出版された出版物は、日本の出版
社から出版された出版物と比べて市場が巨大である。特に英語英米文学関係の出版物と
いうことになると、日本語で書かれ日本の出版社から出版された研究書というのは、日
本人の、しかも、英語英米文学関係者しか買わないと言っても過言ではないだろう。日
本人研究者は不思議なことに、自分は日本語で書いて日本の出版社から出版するのに、
お互いに日本人の書いたものを自分の論文のなかに参照したり参考にしたりしない。日
本の大学紀要や日本語で書かれた研究書の巻末にある参考文献一覧を見ればわかるが、
外国人の外国語による文献だけしか引用も参照も参考にもしないのである。したがって、
日本語で書かれ日本の出版社から出版された英語英米文学研究書は市場が極端に狭い。
たとえ英語で書かれていたとしても日本の出版社から出したものでは、悲しいかな、流
通は日本のなかにとどまる。しかし、英語で書かれアメリカの出版社から出版された研
究書は日本も含めて、世界中で購読されるはずである。市場の大きさは数十倍だろう。
すなわち、本書はその意味で世界中の多くの人に読まれるであろうし、このまま研究史
上に存在を刻まれることは疑いない。
しかし、それだけに日本人がアメリカの出版社から出版することは、至難の業である。
まずアメリカの出版社は日本と違って基本的に自費出版をしない。出版費用を執筆者側
でもつから出版してくれと言うわけにはいかない。アメリカの出版社は、ある研究者か
ら出版希望の原稿を受け取ると、外部の研究者に委託して出版する意義があるかどうか
確かめる。複数の外部委託批評者たちの六割が賛成しなければ出版を引き受けない。本
書もこうした厳しい審査を受けて出版に至っただろうことは容易に想像できる。出版が
可能になったところで、編者の仕事として十本の研究論文に引用された文献の版権をと
り、それぞれの研究論文の体裁や用語を統一して、間違いがあれば修正しなければなら
ない。日本人としてアメリカ人研究者の論文を訂正することの複雑さは想像に難くない。
編者の木内氏が書いた本書の序文によれば、俳句は日本の文化で世界に紹介されたも
ののなかでもっとも広範に広がっているものだという。確かに、俳句はヨーロッパや南
米にも俳句協会があって、それぞれの国の言語で俳句を作っていると聞くし、文化庁、
政治家を巻き込んでユネスコ世界文化遺産に俳句を登録しようという運動さえ起こっ
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ているとのことだ。俳句が世界中に広がったのは、俳句が世界一短い詩であり、俳句の
持つ簡潔な精神が世界に広がった原因であろうと思う。編者によれば、世界中でも特に
アメリカの俳句は作家人口も多く、俳句専門雑誌が刊行されており、アメリカ俳句協会
も半世紀以上の歴史がある。オバマ前アメリカ合衆国大統領も来日した折に俳句を作っ
て披露したとのことである。
さて、本書 American Haiku: New Readings は、アメリカに英語俳句が根付いてから百
年以上の歴史を通じて十人の研究者がそれぞれの専門を生かしてたどった研究論文の
集大成である。本書の編者である木内氏はこれまでに、
Kiuchi, Toru, and Yoshinobu Hakutani, Robert J. Butler.
African American Writers.

The Critical Response in Japan to

New York: Peter Lang, 2003.

Kiuchi, Toru, and Yoshinobu Hakutani.

Richard Wright: A Documented Chronology, 1908-

1960. Jefferson, NC: McFarland, 2014.
といったアメリカの出版社からの出版物がある。
編者の序文によれば、アメリカの俳句は野口米次郎によってエズラ・パウンド(Ezra
Pound)に紹介されて有名な俳句「地下鉄駅にて」がパウンドによって作られ、アメリカ
詩の運動であるイマジズムに取り入れられ、エイミー・ロウェル(Amy Lowell)によって
展開され、その後、多くの俳句作家を輩出して、近年では著名な出版社ノートンから百
年の歴史を記念してアンソロジー、
Kacian, Jim, Allan Burns, and Phillip Rowland, eds.
Years.

Haiku in English: The First Hundred

New York: W. W. Norton, 2013.

が出版されている。
本書は第一部「歴史」、第二部「批評」と分かれており、第一部第 1 章は、前述の野
口米次郎がいかにしてアメリカに俳句の種を蒔いたかを編者の木内氏が、第 2 章ではエ
ズラ・パウンドがいかに俳句を消化しアメリカ俳句として根付かせたかを伯谷嘉信氏
（オハイオ州ケント州立大学教授）が、第 3 章では日本の俳句とアメリカの俳句の関係
性を木村聡雄氏（俳人、日本大学教授）が、第 4 章ではアメリカ俳句百年の歴史を実例
数十句をあげてジム・ケイシャン(Jim Kacian)氏（アメリカ俳人）が、第 5 章ではアメリ
カの高等教育における俳句の利用をランディー・ブルックス(Randy Brooks)氏（イリノ
イ州ミリケン大学教授）が、それぞれ論じている。
第二部「批評」では、第 6 章でリチャード・ライトの俳句の端緒をいかに禅とアフリ
カ旅行に求めたかを伯谷氏が、第 7 章でリチャード・ライトの俳句における禅の影響を
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木内氏が、第 8 章では前述のとおりアメリカ黒人作家による俳句の歴史をジョン・ゼン
(John Zheng)氏（ミシシッピーヴァレー州立大学教授）が、第 9 章ではビート派詩人と
して知られ句集を出しているジャック・ケルーアック(Jack Kerouac)の俳句を伯谷氏が、
第 10 章ではソニア・サンチェズ(Sonia Sanchez)の俳句をヒージュン・キム(Heejung Kim)
氏（ケント州立大学大学院）が、第 11 章でジェームズ・エマニュエル(James Emanuel)
の句集『俳句王様からのジャズ』とジーン・トゥーマー(Jean Toomer)の『砂糖きび』と
の関係をヴァージニア・スミス(Virginia Smith)氏（アラバマ州立大学准教授）が、第 12
章でアメリカ黒人の俳句作家レナード・ムーア(Lenard Moore)の作品を木内氏が、第 13
章で現代アメリカ俳句作家のシド・コーマン(Cid Corman)についてシー・ローズナウ(Ce
Rosenow)氏（アメリカ俳人）が、第 14 章で現代アメリカ俳句作家のバーネル・リッピ
ー(Burnell Lippy)についてブルース・ロス(Bruce Ross)氏（アメリカ俳人）が、それぞれ
論じている。
本書は、編者の木内氏によれば、アメリカ俳句百年の歴史のうち、句集やアンソロジ
ーは数多く出版されてきたものの、詳細な研究書が出版されたことはなく、アメリカ俳
句の研究書として世界初ということである。
本書のもう一つの特徴として巻末にある索引が“Poem Index”と“Subject Index”がある
ことである。“Subject Index”は通常の索引であるが、“Poem Index”は利用価値が高く、本
書には数百の俳句が引用されていて、芭蕉の著名な俳句「古池や」が英訳されて 6 カ所
引用されているが、“The Old Pond” [“Furu Ike Ya”]の項を見れば、その各ページに飛ぶこ
とができるようになっており、また、史上もっとも有名でアメリカ俳句出発点となった
パウンドの俳句“In a Station of the Metro”の項を見れば、どのページにこの句が引用され
ているか、あるいは論じられているか、たどれるようになっている。
本書は、アメリカ初のアメリカ俳句研究書として末永く読まれていくであろうし、ア
メリカ黒人の俳句作家がいかに多く存在するかを知る手がかりとなるだろう。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第 2１回全国大会報告

2018 年 9 月 7 日
会長

市川

仁

昨年、本学会の全国大会が 20 回という節目を迎え、本年 9 月 7 日（金）、全国大会
が新たな一歩を踏み始めました。

20

今年も大会運営委員の先生方や会員の皆様のご協力のおかげで、全国大会を開催する
ことができました。また全国大会開催にあたって会場のお手配をしていただきました昭
和女子大学の岸山先生には、心より御礼申し上げます。
今年の全国大会では 3 人の発表者による研究発表と 3 人のパネリストによるシンポ
ジウムが行われました。
研究発表のタイトルを見てみますと、「キャサリン・マンスフィールドの『語り』の
技法について」、「マーク・トウェイン『イノセント・アブロード』を読む」、「『オ
セロー』と『デズデモーナ』——イアーゴーとオセローの関係を中心に」のように文学研
究の興味深い発表が行われました。
シンポジウムは「19 世紀イギリス小説を読む——新しい読みを探し求めて」というテ
ーマで行われ、それぞれ 3 人のパネリストがジェイン・オースティン、ジョージ・エリ
オットおよびヘンリー・ジェイムズの作品を取り上げてその語りの構造と現代性を論じ、
これまた興味深いシンポジウムとなりました。
研究発表後に開催された総会では、現副会長の中井延美先生が次期会長に推薦され了
承を得ました。これまで中井先生には実質的に会長のお仕事をしていただいてきました
ので、この先、先生を中心に新たな執行陣を組んで、ますますご活躍いただけるものと、
そしてそれによって学会がさらに発展してゆくものと確信しております。
また昨記念論文集の原稿募集も始まりました。来年度には立派な論文集となって発刊
されることと思います。
最後に、これまで 2 年あまりにわたって会長の職を務め、交代に向けて 4 か月を残す
までとなりましたが、職責を十分に果たせず、役員の皆様のご協力があったからこそな
んとかその座にとどまることができた次第です。この場をお借りして御礼申し上げさせ
ていただきます。これまでいろいろとありがとうございました。今後とも学会が発展し
ていきますことを心から願っております。

日本英語文化学会

第 21 回全国大会

研究発表一覧

日時

平成 30 年 9 月 7 日（金）11:00～17:00

会場

昭和女子大学 8 号館（5 階）

発表会場（5L44 教室）
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研究発表
（1）キャサリン・マンスフィールドの「語り」の技法について
発表者

久木元信一郎

（東洋大学大学院博士課程）

司会者

上石実加子

（北海道教育大学釧路校）

（2）マーク・トウェイン「イノセント・アブロード」を読む
発表者

錦織裕之

（元立正大学）

司会者

本間章郎

（駒澤大学）

（3）『オセロー』と『デズデモーナ』―イアーゴーとオセローの関係を中心に―
発表者

福島

昇

（日本大学）

司会者

木内

徹

（日本大学）

（4）シンポジウム：19 世紀イギリス小説を読む―― 新しい読みを探し求めて
司会

石和田昌利

（東洋大学）

ジェイン・オースティンの作品の語りの構造

石和田昌利（東洋大学）

ジョージ・エリオットの東洋仏教説話とその語りの現代性――ノーベル文学
賞作家（カズオ・イシグロ、ボブ・ディラン）高野秀夫
へンリー・ジェイムズの語りと現代性写真撮影

川口淑子

（駒澤大学）
（帝京大学）

役員会決定事項
2019 年度本学会会長は中井延美、副会長は渡辺宥泰

に内定しました。

本年度より役員改選の時期は、9 月から 4 月に変更になります。

掲示板
I. 〈NEWSLETTER 投稿規定〉
日本英語文化学会 NEWSLETTER は文学、文化、言語学、英語教育の各専門分野から幅
広く投稿を求めています。〈研究ノート〉、〈書評〉、〈その他〉和文 2,0000 字、欧文
800 語程度/
応募締切： 2019 年 10 月 31 日
応募先：日本英語文化学会会報編集部編集長 清水純子 〒181-0005 東京都三鷹市中原
2-25-25 / tel & fax: 0422-41-0029 / e-mail: jesse@jcom.zaq.ne.jp
応募方法：メール

(Word 形式の添付ファイル、テキスト形式の添付ファイル )
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掲載の採否については編集部にご一任願います。
投稿原稿の用紙サイズ設定、行数文字数などページ設定に関しましては A4 用紙 Word
標準設定でお願いいたします。「メモ帳」等でテキストファイルに変換した原稿も添付
してください。コラム等のレイアウトは編集部にご一任ください。

II.〈『異文化の諸相』投稿募集のお知らせ〉
2019 年 2 月発行予定の 『異文化の諸相』 第 39 号の原稿提出締切日は 2018 年 10 月 4
日です。投稿を希望される方は学会ホームページの 『異文化の諸相』 投稿規定 (2018
年 3 月 11 日改訂) をよくお読みになってください。
『異文化の諸相』 原稿提出先： 日本英語文化学会学会誌編集委員長
jsce_submission@yahoo.co.jp

＜http://nihoneigobunka.jellybean.jp/＞

＊ NEWSLETTER は学会ホームページに掲載されます。デジタルファイル /PDF 等は、
アップデートができます。見落としや訂正がございましたらご連絡ください。
〈編集部付記〉
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編集後記

NEWSLETTER

編集長

清水

純子

NEWSLETTER 第 12 号をお届けいたします。 今年の夏は災害と言われるほどの酷暑
でした。追い打ちをかけるように 9 月 6 日、最大震度７の大地震が北海道を襲いまし
た。土砂災害による被害、北海道内全域で停電、懸命の行方不明者の捜索と救助にも
かかわらず、3 日経ってもまだ多くの方々が余震に脅かされています。被災者の方々
に心からお見舞いを申し上げます。わが北海道地区の会員は、幸い 7 日の全国大会に
元気な姿を見せて活躍、皆で安堵しました。6 月 18 日の大阪府北部地震の後、息をつ
く暇もない災害の連続に、地震国日本の宿命を感じます。
しかし、人力では防ぎようがない天災に対しても「備えあれば憂いなし」は、ある
程度有効な心構えだと気づかされます。「日本英語文化学会」も教育現場のみならず、
社会の要求に対応できるよう日頃の準備とたゆまぬ努力が、生き延びる秘訣になるの
でしょう。
2018 年大会では、下火だと言われて久しい英米文学研究の発表が多く見られまし
た。参加くださった教科書会社の英文テキストには、貴重な注釈が付属しています。
これら先人の英知は、日本人が英米文学を学ぶための道しるべです。風前の灯の英米
文学をその復活の日まで、微力ながら守っていく努力が我々の未来への備えになるの
ではないかと感じさせられた大会でした。
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