ジッド的《 Je ＝ Jeu 》の機制（１）
──「わたし／私」のダブルスタンダードとその設営過程──
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「決して私を使ってはなりません N’employez jamais je.」(1)。ワイルドとプルーストは同じ口調で
．．
ジッドにこう忠告した。つまり、前者は虚構主義の立場から『地の糧』について「芸術には一人
．
称というものはないのだからね」(2)と諭し、後者は反作家主義の立場から『一粒の麦もし死なずば』
．
について「あなたはそれを物語にできますよ。ただ、決して私と言わないという条件つきでね」(3)
ジュ

と励ましたのだ。しかし、ジッドは彼らの忠言に応えることなく、飽くまで「私」の使用に拘り
続けた。そして、彼はこれら二人の作家が「慧眼な読者が仮面を持ち上げて、その下の本当の顔
を垣間見ることができるように de manière que le lecteur averti pût soulever le masque et entrevoir sous
le masque, le vrai visage」作品を設えていることを「芸術家の偽善 hypocrisie artiste」として厳しく非
難したのである(4)。しかし、彼の批判は果たして厳正なものだったのかどうか疑問である。という
のも、マルタン・デュ・ガールが指弾していたように、そもそも「ジッド的スタイル」には「仮
面」（＝作中人物）の向こう側に「本当の顔」（＝ジッド）が透けて見えるような動向があり(5)、ジ
ッド自身、そのような二段構えのスタイルが自らのすべての作品において当てはまると認めてい
たからだ(6)。だとすれば、彼の姿勢はワイルドやプルーストのそれと通底していることになるのだ
ろうか。いずれにしても、ジッドは彼らの忠告に対抗する形でどのような《Je 》を設営したのだ
ろうか。

．．
作者と作中人物の関係は、とりもなおさず、ジッドとその分身の関係に帰されることになるだ
ろう。実際、ジッドにおける〈分裂〉の問題は、その人物像のみならずその作品を論じる上でも
重要な鍵を握るテーマ系であるが、本章ではまず次の引用から始めることにしたい。

Je vois toujours presque à la fois les deux faces de chaque idée et l’émotion toujours chez moi se polarise. Mais
si je comprends les deux pôles, je perçois fort nettement aussi, entre eux deux, les limites où s’arrête la
compréhension d’un esprit qui se résout à être simplement personnel, à ne voir jamais qu’un seul côté des vérités,
qui opte une fois pour toutes pour l’un ou pour l’autre des deux pôles.(7)
私には常に一つの観念の二面がほとんど同時に見え、そして常に感動〔＝感情〕は私の心の中では二
極分化する。しかし、たとえ私はその二つの極を理解しているときでも、同時にそれらの間の境界を
も感知している。すなわち、精神の理解力がただ個性的であろうとして真実の一面しか見ようとせず、
その二極の内の一つをはっきりと選ぼうとして立ち止まる境界を。
〔下線部：筆者、以下同様〕

敢えて言えば、ここでは〈分裂〉のテーマがノエマにおける「二面」とノエシスにおける「二極」
という二つの側から同時に語られている。その意味で、ここでのジッドは自らの〈二面性＝二極性〉
を客体と主体が結びつくような現象学的事態において捉えていることになるだろう。しかし、次行
においてその「二面＝二極」は主体の知覚作用に結び付けられることになる。しかも、そこには少
なくとも二つの知覚主体がいる。すなわち、「私」と「精神の理解力」である。まず、前者は外か
ら「二面＝二極」を同時に「理解」し、さらにその「境界」をも「感知している」。逆に、後者は
「二極」の内の一方を「見よう」とし、「選ぼう」とし、さらにそこで「個性的であろう」とする。
さて、このような構図を確認した上で次の引用を見てみよう。ジッドは上の機制の例示として二つ
の場面を差し出している。

Et quand je cause avec un ami, je ne m’occupe presque toujours que de lui dire ce qu’il pense, et je ne pense plus
moi-même que cela, ne m’occupant plus que d’établir et de mesurer les rapports entre lui et les choses. [ ... ]
Mais, lorsque je suis avec deux amis et que ces deux différents, je reste agacé entre eux deux, ne sachant plus que
dire, n’osant prendre parti ni pour l’un ni l’autre ; acceptant chaque affirmation, repoussant chaque négation.
ところで、私は一人の友人と喋るときには、ほとんど彼に彼の考えていることを言ってやることしか
しない。そして、私自身もはやそのことしか考えないし、彼と物事との関係を立証しようとか評価し
ようとかすること以外気を遣わなくなる。
〔中略〕
しかし、二人の友人と一緒にいるとき、特にこれら二人が異なる人間である場合、二人の間にあって、
私はいらいらし、もはや何を言えばいいかさえわからず、敢えてどちらか一方に味方しようともしな
い。そしてそれぞれが肯定したことを自分も受け入れ、それぞれが否定したことを自分もまた却下す
る。

まず、第一の場合（「一人の友人」）において「私」（＝ジッド）が状況を自分と「彼」（＝友人）
との関係において捉えようとしないことに注意しよう。つまり、その関係よりも先に「彼と物事の
関係」が出来するのであって、そこから「私」自身は抜け出るのだ。第二の場合では（「二人の友
人」とはジッド的「二面＝二極」の譬えにほかならない）、さらに状況が進んで、「私」は二人の内

の一方を「味方しよう」ともせず、独自の意見を述べることすらしない。つまり、「私」は言わば
「非個性化 se dépersonnaliser」(8)した状況に身を置きながら、彼ら二人の意見をそのまま踏襲するこ
．．．．
としかしないのだ。したがって、ここには〈三者〉が共にいるはずだが、実際は〈二者〉が共にい
て、〈一者〉がそれを蚊帳の外から眺めているのである。
ジッドはこのような考察の結論として「心理のこうした問題は滑稽で愚にもつかぬことだ」(9)と
一笑に付している。しかし、それは本当にただの例え話として終わるものだろうか。少なくとも、
内に居る〈二極＝二者〉とそれを外から眺める〈一者〉という構図はジッドにおいて重要な示唆を
持つのではないか。

まず、ジッドが「二極＝二人の友人」として描いた構図は「内的対話 dialogue intérieur」という
コンセプトを生み出すだろう。それは多分に西洋的な弁証法的過程を自己の機制の内に持ち込んだ
．．
ものとして捉えることができるだろうが、彼自身は「私のシステム Mon système」として次のよう
に定義している。

Je laisse sans violence les propositions les plus antagonistes, de ma nature peu à peu s’accorder. Supprimer en soi
le dialogue, c’est proprement arrêter le développement de la vie. Tout aboutit à l’harmonie. Plus sauvage et plus
persistente avait été la discordance, plus large est l’épanouissement de l’accord.(10)
私は騒ぎ立てることなく、私の性質の内の最も対立する命題が少しずつ調和してゆくのに任せている。
自分の内部での対話を排除してしまうことは、まさしく生命の発展を止めることである。あらゆるも
のは調和に達する。不和が激しく執拗であればあるほど、調和はいっそう大きく開花する。

このような「対立主義 antagonisme」における二つの「命題」はやがて擬人化＝肉化されること
．．．．．．．．．
になるだろう。すなわち、内なる二人のジッドへと。そもそも「内的対話」とは「自分自身と語り
合う習慣」に過ぎないものだが、そこには必然的に「二分化＝分裂 dédoublement」の契機があるの
だ(11)。実際、ジッドはさまざまな分身＝対話者を『日記』に登場させる。「悪魔」や「神」といっ
た福音書的人物、「Ｘ」や「Ｔ」といった暗号的人物、そして「ファブリス」や「エドゥワール」
のような小説的人物。つまり、ジッド的〈私〉はこのような〈想像的他者〉との対話関係にあって
初めて調和を図ることができるのである。対話関係と言わずとも、双数的関係にあることが重要な
のであろう。言うなれば、〈私〉は〈Ｘ〉（以下、便宜上、分身をまとめてこう呼ぶ）との〈二者〉
でトータルなのだ。ところで、このような対話＝分裂にはもう一つ大目的があるのだが、引用を見
てみよう。ジッドは「Ｘ」や「Ｔ」といった分身たちに意見を発言させた後、次のように述懐して

いた。

Cet état de dialogue qui, pour tant d’autres, est à peu près intolérable, devenait pour moi nécessaire. C’est aussi
bien parce que, pour ces autres, il ne peut que nuire à l’action, tandis que, pour moi, loin d’aboutir à la stérilité, il
m’invitait au contraire à l’œuvre d’art et précédait immédiatement la création, aboutissait à l’équilibre, à
l’harmonie.(12)
この種の「対話状態」は、多くの人にとっては、ほとんど耐えがたいものであろうが、私にとっては
必要なものであった。なぜなら、彼らにとってそれは行動を妨げるものでしかないだろうが、私にと
っては不毛状態に陥るどころではなく、逆に私を芸術作品に導くものであり、創作に直接先立つもの
であり、均衡と調和の状態に至らしめるものであったからだ。

つまり、〈対話状態＝分裂状態〉はジッドを「芸術作品」へと至らせるのだ。そのことは単純に
「Ｘ」や「Ｔ」などの暗号的分身が小説のプランの作中主体として現れることや、「エドゥワール」
が後年主人公として『贋金づかい』の中に登場することからも判るであろう。そのような分身＝対
．．．．．．．．
話者たちはまさしく「創作に先立つ」という意味で作中人物の前人称なのである。よって、我々は
ジッド的〈私〉と〈Ｘ〉の関係を作者と作中人物の関係として新しく捉え返さなければならないだ
ろう。実際、両者の関係を見てゆくと、そこにはある種の主従関係が確認できる。

« Je ne peux m’entendre avec les idolâtres », disait X. [ ... ] Et encore : « Le meilleur moyen de n’être pas
idolâtre, c’est de supprimer en soi la latrie. »
(Certaines phrases hasardeuses, pour les pouvoirs désavouer demain, je les prête à X. Mais, dans l’instant que je
les écris, je les pense.) (13)
「私は偶像崇拝者と理解し合うことができない」とＸは言っていた。〔中略〕それからこうも言う。
「偶像崇拝者でなくなる最善の方法は、自分の中の偶像崇拝〔ラトリア〕を排除することだ」
。
（大胆ないくつかの言葉については、明日撤回できるように、私はＸに貸し与えた。しかし、それらを
書いている瞬間は、私は本当にそう考えているのだ）
。

[ ... ] Je crois qu’il faut mettre tout cela dans la bouche d’Edouard ce qui me permettrait d’ajouter que je ne lui
accorde pas tous ces points, si judicieuses que soient ses remarques ...(14)
［前略］これらのこと〔＝純粋小説についての考察〕はすべてエドゥワールの口から言わせようと思う。
そうすれば、彼の意見がいかに正当であっても、私は彼にすべての点で賛成しているわけではないと
いうことを付け加えることができるだろう。

これらの引用からも判るとおり、彼らはジッドから発言権を付託された〈代理主体〉なのである。
フィリップ・ルジュンヌは自伝的テクストに現れる「虚構的対話 dialogue fictif」において「私」と
「対話者」の間に密かな優劣関係が成り立っていることを指摘していたが(15)、それはジッドの場合
においても当てはまるだろう。言ってしまえば、〈Ｘ〉はジッドにとって自らの発言の責任を回避

．．．．
するために立てた暫定的な意見主体にほかならず、〈私〉を優位に立たせるために愚かな役割を宛
てがわれた狂言回しにほかならないのである。ところで、〈私〉と〈Ｘ〉の間にあるこのような優
劣関係は主従関係と言い換えてもよいだろうが、ジッド自身、自己の内にある〈二極＝二者〉の主
従関係について次のように言及していた。

Comme il serait simple à présent de me jeter dans la guérite d’un confesseur ! Comme il est difficile d’être à la
fois, pour soi-même, et celui qui commande et celui qui obéit ! Mais quel directeur de conscience comprendrait
assez subtilement ce flottement, cette indécision passionnée de tout mon être, cette égale aptitude aux
contraires ?(16)
今告解室に身を寄せるとしたらどんなに容易いことだろう！自分自身において同時に命令する者であ
りながら従属する者であろうとすることは何と難しいことか！しかし、いかなる良心の導き手〔＝主
導的意識〕がこのような流動性、このような私の全存在の情熱的な優柔不断、このような反対者に対
する対等な適応能力を精緻に理解〔＝包含〕しうるだろうか？

Il se passe en mon être intime ce qui se passe pour les « petits pays » : chaque nationalité revendique son droit à
l’existence, se révolte contre l’oppression. Le seul classicisme admissible c’est celui qui tienne compte de tout.
[ ... ] rien ne me dit que ce qu’il opprime ne vaux pas mieux que l’oppresseur.(17)
私の内面において起こっている事態は〈小国〉において起こっているそれと同じである。それぞれの
民族がその生存権を主張し、抑圧に対して反抗している。寛容な古典主義、それだけがすべてを考慮
に入れることができるものである。
〔中略〕被抑圧者が抑圧者より劣っているなどということは私には
全く気に入らない。

内なる〈二極＝二者〉はここでは〈主人〉
（＝「抑圧者」
）と〈臣下〉
（＝「被抑圧者」
）として認
識されている。このような「流動性」はジッドにとって作品もしくは作中人物に厚みを持たせるた
めのまさしく「二重底 double fonds」(18)であったわけだが、我々はここで二つの点を読み取らなけ
ればならない。まず、自己の内部において「抑圧者＝命令するもの」と「被抑圧者＝従属するもの」
がそれぞれ然るべき定位置についているわけではないということが一点目である。実際、ジッドは
それら〈二極＝二者〉が同時にあることの困難を語っているのであって、また、そこでは一方が他
方に「反抗」している状態が呈出されており、さらに、それぞれの存在意義の転倒が疑われている
のだ（「被抑圧者が抑圧者より劣っているなどということは私には全く気に入らない」）。フーコー
が言ったように、主体 sujet という語は〈主人〉と〈臣下〉の両義を含んでいるわけだが、ここで
もまたそのような主体をめぐる両義性＝可逆性が問題とされているのであろう。そして、第二の留
意点として、そのような可逆的な〈二極＝二者〉を包摂するような第三の審級が現れていることを
指摘しよう。すなわち、最初の引用では「良心の導き手＝主導的意識」、二番目では「寛容な古典
主義」と名指されているものがそれだ。敢えて言えば、これらは下層にある自我の対立を統制する
フロイト的な超自我として理解することができるかもしないが、少なくとも、それら〈第三極＝第

三者〉は外部から内部の対立状況を眺めるものとしてあるのだ。いずれにせよ、ここでもまた内な
る〈二者〉とそれを外から眺める〈一者〉という構図が浮かび上がってきたではないか。
ジッド的〈分裂〉をめぐる二つの機制。すなわち、内なる〈二者〉の間にある両義性＝可逆性を
含意した相互関係、そしてそこから抜け出るように設定された〈第三者〉。それらが具体的にどの
ような形で創作のなかに投影されるかという問題を我々はこれから論じてゆくわけだが、その前に
前者の機制についてもう少し触れたい。

J’admirais avec quelle facilité je parviens au bonheur, et combien la félicité m’est naturelle, – en lisant je ne sais
plus quel article où X. et Y. avouaient n’avoir connu que deux ou trois instants de bonheur parfait dans la vie.
L’autre nuit, auprès de Lazare Coulon, ce matin avec Spenser, mon corps tantôt, puis tantôt mon esprit, étaient
heureux autant que l’un et l’autre peuvent être. Et que m’importe s’ils ne l’étaient pas « à la fois », puisque l’un
ne parvient à la félicité que pendant le sommeil de l’autre. (19)
何といとも容易く自分が幸福に至れるか、そして至福という状態がどれだけ自分にとって自然である
か私は賛嘆することができるだろう

―

特になんだか忘れたが X と Y がある論文で人生において完

全に幸せな瞬間は二、三度しか味わっていないと告白したのを読んだ時には。先日の夜はラザール・
クーロンのもとにいて、今朝はスペンサーとともに過ごし、ある時は私の肉体が、そして別の時は私
の精神が一方と他方それぞれ可能な限り幸福であった。だからこそ、それらが「同時に」幸福でなく
とも私にはかまわない。なぜなら一方が至福に至るのは他方が眠っている時だけだからだ。

Il arrive que, dans quelques associations, conjugales ou amicales, entraînant la vie en commun, le bon sens du
couple ou de l’attelage se trouve en quelque sorte indivis, et que l’excès d’un des conjoints entraîne, en manière
de contrepoids, un excès contraire de la part de l’autre conjoint. [ ... ] De même voyons-nous, dans le mâchoires
des rongeurs, une dent du maxillaire inférieur s’allonger, si celle qui lui fait face dans le maxillaire supérieur
vient à manquer. (20)
よくあることだが、夫婦であれ友人であれ、ある結びついた関係において、生活を共同に営んでゆく
場合、その夫婦あるいはその二人組の良識がある程度共有的になり、一方が極端に走ると、ちょうど
分銅のように、他方が逆方向の極端へ向かうことになる。〔中略〕同じように我々は知っている。げっ
歯類の顎において、下顎の歯がそれに対応する上顎の歯が欠けると長くなるのを。

「一方」と「他方」は相互補完的な絆で結ばれている。先にジッドは〈二極＝二者〉の同時両立
の困難を語っていたが、それはここでの相互補完＝相互交替というコンセプトによって解消される
ことになるだろう。つまり、「一方」が「至福に至る」とき、「他方」は「眠」り、「一方」が「極
端に走る」とき、「他方」は「逆方向の極端へ」走る。このような〈二者〉の機制は、博物学的見
地から裏付けがなされていることからもわかるように（「下顎の歯」「上顎の歯」）、彼にとっては極
めて「自然な naturel」こととして映るのである。ところで、二番目の引用箇所についてプレイヤ
ヴァリアント

ッド版の注は異文を提示している。それによると、草稿には《 De même voyons-nous ... 》の前に次

のような修正跡が見られるという。

C’est ainsi que se façonnent par contact et flottement les caractères. Il est bien rare que les qualités et les défauts
de deux époux se maintiennent en parfait équilibre ; ou du moins l’équilibre n’est obtenu en face d’un excès que
par un défaut correspondant. [De même...](21)
このように接触と流動性によって性格は形造られるのだ。夫婦二人の長所と短所が完全な均衡の内に
維持されてゆくことは非常に稀だ。少なくとも、ある過剰に向き合ったとき、均衡はそれに相応する
不足によってしか得られない。
〔同じように……〕

ジッド的な「一方」と「他方」がはっきり「過剰」と「不足」として捉えられていることに注目
しよう。そして、そのような〈二極＝二者〉は、「対話状態」の時と同様、互いの補完作用によっ
て「均衡」へと向かうものとして規定される。さらに、そのような〈二極＝二者〉の状況が再び
「流動性 flottement」という語で名指されていることも見逃せない。ちなみに《flottement 》という
語は、プチ・ロベール（2008 年版）の定義によれば、まず《mouvement d’ondulation 》という第一
義があり、そこから派生した軍隊用語として《mouvement d’ondulation qui rompt l’alignement 》とい
う意義があるという(22)。つまり、「流動性」とは画一化を断ち切るような動向を謂うのであって、
とりもなおさず、そのことはジッドが自分自身の画一化を断つような心的機制を抱えていたことを
意味するだろう。少なくとも、彼は内なる〈一方＝過剰〉と〈他方＝不足〉の葛藤を抱えることで
自らの「流動性」を確保しかつ発揮することができたのである。

我々はジッドにおける〈二者〉の機制を取り出したわけだが、これから保留しておいた問題に入
っていこうと思う。すなわち、内なる〈二者〉を外から眺める〈一者〉についてである。まず、次
の引用から見てゆこう。晩年の追想記『かくあれかし、あるいは賭けはなされた』の中での言明で
ある。

[ ... ] je ne colle pas, je n’ai jamais pu parfaitement coller avec la réalité. Il n’y a même pas, à proprement parler,
dédoublement qui fasse que, en moi, quelqu’un reste spectateur de celui qui agit. Non : c’est celui même qui agit,
ou qui souffre, qui ne se prend pas au sérieux. Je crois même que, à l’article de la mort, je me dirai : tiens ! il
meurt. (23)

・・・・

私は現実と密着していない、というか全くもって密着することができたためしがなかった。厳密に言
えば、私には二重性〔＝分裂〕さえないのだ。つまり、私の内で誰かが目撃者として留まり行動する
者を眺めるといった二重性さえない。いや、行動する者、あるいは苦しむ者自身でさえ自分を現実の
ものとして捉えることができないのだ。思うに、私は自分の死亡記事を見てもこう考えることだろう。

「ああ！彼が死んだ」。

「二重性＝分裂 dédoublement」がないと言いながらも、ジッドはここでその具体的な構図を我々
に差し出している。つまり、「行動する者 celui qui agit」とそれを観察する「目撃者 spectateur」と
いう配置がそれである。さらに言えば、ここでの「二重性」は否定されているのかどうかさえ怪し
い。なぜなら、「私」が死ぬ「私」を見るという状況の「二重性」が「私 Je」から「彼 Il」への人
称の移調によって露見しているからである。実際、「現実と密着していない」という状況は「二重
性」の前提として働いているのではないだろうか。ところで、ジッドがこのような自身の現実感の
欠如について語っている箇所はここだけはない。例えば、『一粒の麦もし死なずば』の中では次の
ように表現されていた。「ベッドに入ると、私の頭の中は混乱した考えでいっぱいになり、眠りに
．．
落ち込む前に、ぼんやりと次のようなことを考えるのだった。現実があり、夢があり、そして第二
．．．．．
．．．
の現実があると」(24)。つまり、「第二の現実 une seconde réalité」という謂いからも判るとおり、現
．．．．．
実にもまた二分化＝分裂という事態があるというわけだが(25)、このような現実に対する二重の視線
は「私自身 moi-même」に対しても向けられるだろう。「詩的なもの以外は私にとって存在してい
ないことになる［中略］― 私自身を始めとして。私は自分が本当には存在せず、ただ存在してい
ると想像しているにすぎないと思うことがある。私にとってどうしても信じることが難しいのは、
私自身の現実である」(26)。このような言明からも判るとおり、ジッドにとって現実感の希薄と自己
自身の捉え難さはパラレルなのである。いずれにせよ、我々はジッド的〈分裂〉の構図、つまり
〈行動者〉―〈観察者〉の布置を見出したわけだが、さらに続けて次の引用を見てみることしよう。
実際、ジッドは『贋金づかい』のエドゥワールの口を借りてより明確にその布置に言及している。

Je m’échappe sans cesse et ne comprends pas bien, lorsque je me regarde agir, que celui que je vois agir soit le
même que celui qui regarde, et qui s’étonne, et doute qu’il puisse être acteur et contemplateur à la fois.(27)
私は絶えず自分から抜け出てしまう。だから私は自分が行動するのを眺めるとき、私に行動を見られ
ている者とそれを眺めながら驚いている者とが同一であるのかよく判然としなくなり、彼が同時に行
為者＝俳優でありながら観察者でもありうるのか疑わしく思うのだ。

ジッド的〈分裂〉は自分自身の中にある「行為者 acteur」と「観察者 contemplateur」の同一性＝
同時性に対する疑心に由来するのである。それは「私自身」の同一性＝同時性に対する不信と言い
換えてもよいだろう。実際、エドゥワールはその前のところでこう述べる。「私自身ほど私と異な
るものはあるまい Rien ne saurait être plus différent de moi, que moi-même.」。つまり、このような「私
．．
自身」のずれこそ「自分自身から抜け出てしまう」ことの原因であり、延いては「すべてのものへ
生成してゆく」ための契機でもあったというのだが、彼はそのような自らの動向をいみじくも「反
エゴイスティックな脱中心化の力 force anti-égoiste de décentralisation」と名付けている(28)。〈私＝私〉

からの脱中心化(29)。ただし、それは正確には二段階にわたって行われることになるだろう。つまり、
「私が自分を眺める je me regarde agir」という言説が〈私＝私〉という同一性を暗に示しているとす
れば、「私に行動を眺められている者 celui que je vois agir」と名指した時点でそこからの「脱中心
化」が始まっているのであり、さらに「それを眺める者 celui qui regarde」を現出させた時にはもは
や二段階目の「脱中心化」がなされているのである。すなわち、〈私自身〉から〈私Ⅰ＝行動者〉の
分離、そしてそこからの〈私Ⅱ＝観察者〉の後退。このような継起的な〈分裂〉を便宜上〈二段階
の切り離し〉と呼ぶことにするが、実を言えば、このような構図は 1924 年のジッド自身の日記の
中でも確認できる。

Ce qu’on appelle aujourd’hui « l’objectivité » est aisé aux romanciers sans paysage intérieur. Je puis dire que ce
n’est pas à moi-même que je m’intéressai, mais au conflit de certaines idées dont mon âme n’était que le théâtre
et où je faisais fonction moins d’acteur que de spectateur, de témoin(30).
今日言われるところの「客観性」は内的風景のない小説家にとっては容易いことだろう。私が興味を
抱いたのは私自身ではなく、あるいくつかの観念の対立であって、私の心はそのような観念の対立の
舞台でしかなく、そこでの私の役割は俳優であるよりも観客であり、証人なのだった。

ここでは「私 Je」の後退の動きがよりはっきりと確認できるだろう。つまり、
「私」は「観念」(31)
が「俳優」として舞台に上がるのに連動して観客席へ下るのである。いずれにせよ、ここでもまた
「私自身 moi-même」―「俳優 acteur」―「観客 spectateur」という布置は変わらない。ところで、
ここでの「私自身」を「同一性としての自己」として見るならば、次の「俳優＝行為者」はある種
の差異、すなわち「差異としての自己」として捉えることができるだろう(32)。つまり、そこでは
〈私＝私〉から〈私＝Ｘ〉を分離し、さらにそこから〈私 Je〉を引き離すという二段階の操作が行
われているのであり、デリダの言葉を借りて言い換えれば、ジッドはここで「自己から外への二重
の離脱 une double sortie hors de soi」(33)を行おうとしているのである。

ジッド的〈分裂〉には多分に二段階の工程が用意されている。端的に言えば、まず第一の分裂は
〈私自身〉から〈私Ⅰ〉を切り離すことで〈二者〉の対立の図式を作り出し、第二の分裂はその〈二
者〉の場からさらに〈私Ⅱ〉を切り離すことで〈行為者−観察者〉あるいは（俳優−観客）の構図
を描出する。つまり、ジッドはこのような〈私〉をめぐる〈二段階の切り離し〉の構図をさまざま
な局面において可視化しているのである。言ってしまえば、このことからだけでも、ジッド的

《 Je 》がある種の間接性の下に成立していることを読み出せるのだが、我々はその問題をジッド
の創作あるいは作品構成の機制に近付けることでより明確に描き出したいと思う。実際、〈二段階
の切り離し〉の機制は特に作中人物の造形過程に深く関わってくることになるのだが、まず次の引
用から見てゆこう。

[ ... ] on eût dit que ma propre pensée me faisait peur et de là vient ce besoin que j’eus de la prêter aux héros de
mes livres pour la mieux écarter de moi. Certains, qui refuser de voir en moi un romancier, ont peut-être raison,
car c’est plutôt là ce qui me conseille le roman, que de raconter des histoires.(34)
〔前略〕私自身の思想は私を恐れさせたと言えるかもしれない。自分の作品の主人公たちに私の思想を
貸し与えることでそれを自分からより遠ざけようとする欲求はここから来たのだ。私の中に小説家を
認めるのを拒否する人々はおそらく正しいだろう。というのも、私に小説を書くよう勧めるものは、
物語を語りたいということよりは、むしろこのような事情にあるからだ。

「私の思想」を貸し与えること、それはある意味で〈私＝自己性〉を貸し与えることとほぼ等価
であろう。だとすれば、「私の思想」を自分から遠ざけることは〈私 II〉を〈私 I〉から引き離すこ
とと同義になる。以上のことを想定すると、「貸し与える prêter」という動詞の本質が見えてくる
だろう。つまり、飽くまで〈与える〉のではなく〈貸す〉のだという点に留意しなければならない
．
のであって、そこには「私」の分離＝分裂が既に含意されているのである。〈私Ⅰ〉は〈私Ⅱ〉を切
．．．
．．．
り離すことでその場から離れる。ところで、我々はこのような〈貸す〉―〈離れる〉という連動し
た動きを既に確認していた。

Certaines phrases hasardeuses, pour les pouvoirs désavouer demain, je les prête à X. Mais, dans l’instant que je
les écris, je les pense.
大胆ないくつかの言葉については、明日撤回できるように、私はＸに貸し与えた。しかし、それらを
書いている瞬間は、私は本当にそう考えているのだ。

ここでも理屈は同じであろう。つまり、「私」は飽くまで「Ｘ」に意見を「貸し与え」ているの
．．．
であり、だからこそ「私」はその場から離れることができるのだ。さらに、このことはもう一人の
代理主体であったエドゥワール（『贋金づかい』の主人公）においても同様である。しかも、この
人物についてはジッドが次のように述べていた。

Personnage d’autant plus difficile à établir que je lui prête beaucoup de moi. Il me faut reculer et l’écarter de moi
pour bien le voir.(35)
自分の多くを貸し与えているだけに築き上げるのが難しい人物。彼をよく見るためには私は後退して
自分から彼を引き離さなければならない。

ジッドはここではっきり「自分の多くを貸し与えている」と言っているではないか。つまり、そ
れは「私 moi」を貸し与えるという謂いにほかならないのだ。また、ここでも〈貸す〉―〈離れる〉
という連動的な動きが明白に現れている。さらに、「よく見るために」という目的からすれば、こ
．．．
．．．
こでの「私」はまさしく観察者の位置に上がるために切離しを行っているということになるだろう。
いずれにしても、ジッドはまず「貸し与える」ことで「私 moi」を分離し、さらにそこから「後退
する」ことで「私 Je」を確保しているのである。このような一連の動向は先ほどの〈二段階の切
り離し〉のそれとどれほど通底していることか。

[ ... ] dès que m’habite un personnage auquel « ma noble faculté poétique » (comme disait Mallarmé) me
contraint à prêter vie, je me dois à lui et ne suis plus d’aucun parti. Je suis avec lui. Je suis lui. Je me laisse
entraîner par lui là où je n’aurais pas été de moi-même – que ce personnage soit l’Immoraliste, ou Alissa, ou
Candaule, ou Saül, ou le pasteur de ma Symphonie pastrale, ou l’Edouard des Faux-monnayeurs, ou Eveline, ou
Lafcadio.(36)
〔前略〕「私の貴重な詩的能力」（マラルメが言っていたように）に強いられて私が命を貸し与える作中
人物が私の内に住まうやいなや、私は彼に借りを負わねばならず、もはやいかなる意見も持たなくな
るのだ。私は彼と共にいる。私は彼である。私は彼に引きずられるまま、自分一人では行かなかった
であろう場所まで行く。その作中人物が『背徳者』の主人公であろうと、アリサであろうと、カンド
ールであろうと、サユウルであろうと、『田園交響楽』の牧師であろうと、『贋金づかい』のエドゥワ
ールであろうと、エヴリーヌであろうと、ラフカディオであろうと。

作中人物造成の過程が如実に可視化されている一節だが、まずそこには一方に「彼＝作中人物」
へと同化してゆく「私」があり、他方でその流れを見送る「私」がある。つまり、後者の「私」こ
．．．
．
そ「命を貸し与えた」当の「私」（言わば、債権者である「私」）であり、我々の文脈で言えば、そ
．．
．．．
の場から離れる「私」なのである。ここでのその場とは「私」と「彼」が同居した作中人物そのも
．．．．
．．．
のにほかならない。つまり、〈私Ⅰ〉は〈私Ⅱ〉を切り離したのち作中人物から離れるのだ。ちなみ
に、ジッドは同じような言葉遣いでマドレーヌ夫人と自身のことを語っていた。すなわち、彼女は
「私から離れたのちに自分から私を切り離す作業 travail pour me détacher d’elle après s’être détachée de
moi」(37)を行っていたと。敢えて言えば、マドレーヌ夫人がジッドに対して行ったこの〈二段階の
切り離し〉を今度はジッドが自らの作中人物に対して敢行したとも言えるだろう。少なくともそれ
らの作業に共通するのは、いずれの「私」も「自分の最小限に引き下がる se replier sur ses minima」(38)
ための努力を行っているということである。

二段構えの《 Je 》というメカニズム。ジッド的創作おいては、作中人物の《 Je 》を設営する過

程の一方で、他方に別の《 Je 》が確保されるのだ。このような二つの〈わたし／私〉の設営が両
立したとき作品は完全な装備を得るのだが、実はそのことをジッド自身が失敗例に照らして語って
いる記述がある。

Si j’avais pu mener aussitôt à bien cette Geneviève, qui devait faire suite à mon Ecole des femmes et où je me
proposais de prêter la parole à la génération nouvelle, j’y aurais sans doute épuisé ( je me serais expurgé de )
quantité de ratiocinations qui m’ont élu pour domicile et que je me suis trouvé comme contraint d’assumer. Je
n’ai pu les faire endosser par un « héros », ainsi que précédemment j’avais fait des nietzschéennes avec mon
Immoraliste, des chrétiennes avec ma Porte étroite, et suis resté pris au jeu (ou au je). Les assumant, je ne
pouvais plus les pousser à bout, à l’absurde, ainsi que j’aurais su faire dans un roman qui, tout à la fois les eût
exposées, en eût fait le tour et la critique et qui m’en eût enfin délivré. Le piège, mal tendu (que je n’ai plus eu la
force de bien tendre), s’est soudain refermé sur moi.(39)
『女の学校』の続編となるべき作品で、その中で新しい世代に発言権を与えようと思っていたこの『ジ
ュヌヴィエーヴ』をすぐに成功させていたならば、私が起源として選ばれた議論、私が引き受けなけ
ればならなかった議論をおそらくすべて書きつくして（清算して）いたことだろう。しかし、私はそ
れらの議論を一人の主人公に背負い込ませることができなかった。以前、『背徳者』ではニーチェ的思
ジ

ュ

考を、『狭き門』ではキリスト教的思考をそうしたように。結果、私は自分が仕掛けた仕掛け（あるい
ジ

ュ

は「わたし」）に留まりつづけてしまった。そうした議論を引き受けながらも、私はもはやとことんま
で、不合理な状態に陥るまで、推し進めることができなかった。小説の中では、それらの議論を提示
すると同時に、検討もし、批判もし、最後に自分をそこから解放することもできただろうに。張り方
のまずい罠（私にはもはやそれを上手に張るだけの力がなかった）が突然私の上で閉ざされてしまっ
たのだ。

ジッドは自らが引き受けるべき「議論 ratiocinations」を作中人物に託す。いや、ここでもまた
「貸し与える」と言った方がよいかもしれない。言わば、彼は「対話状態」の時のように「議論」
を〈二者〉で分有することでそれを「検討」し「批判」するのである。そして最終的にそれを完全
．．
に委ねることで「私」は解放され、晴れて「わたし」の後衛に陣取ることができるというわけだ。
ここで「わたし je」＝「仕掛け jeu」として認識されているものはまさしくそのような機制にほか
．．．
．．．
ならないのではないか。つまり、前衛の「わたし」は後衛の「私」が成立した時点で初めて確立さ
れるのであり、少なくとも、そのような確立の仕方こそが「わたし」が「仕掛け」たり得ている所
以だと見なすべきだろう。ところで、それらの関係は〈Ｘ〉と〈私〉、つまり〈代理主体〉と〈主
体〉の関係として置き換えることもできる。
「私は代理によって生きている je vis par procuration」(40)
とジッドは随所で漏らしているが、実際、その言葉は「代理」と「私」の親密な結びつきを示唆し
ているだけでなく、
「私」の自由安寧な境地を暗に示しているとも採れるのである。つまり、
「代理」
は「私」の自在性を保障あるいは保護するのだ。代理を通して見る、語る、聞く。そして代理にそ
れら行動の責任を負わせる。少なくとも、
「私」は「代理」の後衛において「理性的な raisonnable」(41)

状態を保っていられるのだ。

c’était la mort, la folie, je ne sais quoi de vide et d’affreux vers quoi je précipitais avec moi mon héros. Et je
n’aurais plus su dire bientôt qui de nous deux guidait l’autre, car si rien n’appartenait à lui que je ne pressentisse
d’abord et dont je ne fisse pour ainsi dire l’essai en moi-même, souvent aussi, poussant ce double en avant de
moi, je m’aventurais à sa suite, et c’est dans sa folie que je m’apprêtais à sombrer.(42)
死、狂気、何かしら空虚なもの、恐ろしいものの方へ私は自分と自分の主人公を突き落としていった
のだ。そのうちに私たちのうちどちらが他方を導いているのかわからなくなったのかもしれない。と
いうのも、彼に備わるもののうちで、私が予め予想し、言わば自分自身において試みなかったものは
何一つなかったからだ。また時にはこの分身を私の前面に押し立てることによって、私は彼の後につ
・ ・

いて冒険をすることができたのだし、彼の狂気のうちにこそ私は耽溺しようとしていたのである。

．．
．．
ここでも作中人物に対する「私」のポジションの推移が判るだろう。すなわち、前衛から共存の
．．
．．．
段階を経て後衛へ。そこでは「分身 double」（＝アンドレ・ワルテル）こそが行為者なのであって、
「私」はその後ろに控えて彼を操作する者にほかならない。ジッドはいみじくも「私は行動するこ
とより行動させることの方が好きだ」と言っていたが、行動させる者、それは例えば〈作者〉を指
すだろう。ただしジッドの場合、その〈作者〉とは物語論的な意味での「暗黙的作者」(43)を謂うの
ではない。なぜなら、ジッドは時にその〈作者〉
（＝「人形遣い montreur de marionnettes」(44)）の手
を物語の中に可視化させるからだ。実際、『法王庁の抜け穴』では主人公ラフカディオの背後から
〈作者〉が突然顔を出す。

[ ... ] près de l’impasse Oudinot un attroupement se formait devant une maison à deux étages d’où sortait une
assez maussade fumée. Il [=Lafcadio] se força de ne point allonger le pas malgré qu’il l’êut très élastique ...
« Lafcadio, mon ami, vous donnez dans un fait divers et ma plume vous abandonne. N’attendez pas que je
rapporte les propos interrompus d’une foule, les cris ... »(45)
〔前略〕ウディノ小路の近くで人だかりができていて、その前の二階建ての家から陰鬱な煙が出ていた。
彼〔＝ラフカディオ〕は本来ならば非常に軽やかに歩くにもかかわらず、わざと歩調をゆるめて歩い
て行った…
「我が友、ラフカディオよ、君は三面記事的な事件のなかにのめりこんでゆくのだね。でも私の筆は君
を見捨てるよ。私がここで群衆のきれぎれの話声や叫び声を報告することなど期待しないでくれ…」

Quand Lafcadio ressortit du bureau et entra dans ladite rue à son tour, il regarda de droite et de gauche : la jeune
fille avait disparu. – Lafcadio, mon ami, vous donnez dans le plus banal ; si vous devez tomber amoureux, ne
comptez pas sur ma plume pour peindre le désarroi de votre cœur ...(46)
ラフカディオは店から出て、今度は前に言ったその道に入り、それから左右を見回した。若い娘は消
えてしまっていた。──我が友、ラフカディオよ、君は最も平凡なことにのめりこんでゆくのだね。
もし恋に落ちるようなことになるとしても、私の筆に頼りなさんな。君の胸の内の混乱ぶりなど描い

たりしないから。

後衛の《 Je 》はここで〈作者〉の《 Je 》として現れる。つまり、〈二段階の切り離し〉によっ
て設営された二段構えの「わたし／私」はそのままテクスト世界に参入されるのだ。行動する「わ
たし」（＝作中人物）とそれを背後から見守る「私」（＝作者）。その布置は〈行為者＝俳優〉と
〈観察者＝観客〉の布置そのままではないか。そして、そこでの「私」はただ語り手というよりも、
むしろ物語世界の外から意見する上位の発言主体として見なすことができるだろう（最初の引用で
その声が括弧に括られていることに注意しよう）。それは「Ｘ」に対する「私」の境位と同じであ
る。例えば、『贋金づかい』の場合を見てみよう。そこでは小説家「エドゥワール・Ｘ」(47)が第一
の語り手（中心紋にされた日記の語り手）として状況を語り、「作者」が上位の語り手として物語
世界に介入する形になっていた。つまり、『贋金づかい』ではまさしく語り手としての「わたし／
私」が二段構えでテクストのなかに現われているのであり、言うなれば、内部の《 Je 》と外部の
《 Je 》がダブルスタンダードとして設営されているのである(48)。
また、後衛の《 Je 》は〈作者〉のそれとは限らない。例えば、『背徳者』ではミシェルの話を聞
く「私」がまず登場するし、『イザベル』ではジェラールの昔語りを聞く「私」が最初に現れる。
また、『女の学校』三部作にしても主人公の手記を預かる「私」（＝「アンドレ・ジッド」）が冒頭
に顔を出していたではないか。つまり、ジッドは「レシ」作品のほとんどにおいてこのような「私」
を登場させているのであり、そこでは「私」が「わたし」（＝作中主体）から話を聞く、あるいは
手記を読むということを起点にして物語が駆動しているのだ。さらに例を挙げれば、『アンドレ・
ワルテルの手記』ではテクスト責任者として「私」が注を挿入していたし、『パリュード』におい
ては冒頭と巻末において「私」が読者に呼びかけていた。いずれにしても、ジッドは作品において
二段構えの「わたし／私」を再現しているのである。そして、両者の布置は内にいる「行為者＝俳
優 acteur」とそれを外から眺める「観察者＝観客 spectateur」という構図に一致する。〈分裂〉の機
制と《 Je 》の設営が不即不離であることが判るだろう。つまり、ジッド的《 Je 》は〈二段階の切
り離し〉というある種の直接性を拭うような操作の下に成立しているのであり、少なくとも、ジッ
ドはそのような操作を可視化した上で作品を提示しているのだ。
ジ

ュ

このように我々はジッド的《 Je 》の設営の流れとそこに企図された「仕掛け」を読み取ったわ
けだが、次稿では彼が〈二段階の切り離し〉によって取り出した「観察者＝観客」の視点にまつわ
る新たな「仕掛け」について見てゆくことにしたい。
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