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対立と和解
カルロス・フエンテスの『イネスの本能』

石　井　　　登

1.  はじめに 1

　カルロス・フエンテス（1928-2012）はこの 2012年 5月 15日に逝去した。

メキシコシティのベジャス・アルテスにて、当時の大統領、フェリペ・カルデ

ロン＝イノホーサも出席し、葬儀は盛大に執り行われた。その後、遺体は、先

に夭折した息子のカルロス・ラファエル、娘のナターシャと同じパリのモンマ

ルトルの墓へと埋葬された 2。また、この墓地にはシャルル・ボードレールや

マルグリット・デュラス、モーパッサン、サルトルの他、ペルー出身の詩人セ

サル・バリェッホやアルゼンチン出身でありパリで活躍した作家のフリオ・コ

ルタサルなど、フランスやラテンアメリカの著名な文筆家たちが埋葬されてい

る。

　フエンテスと「死」については、奇妙な因縁のようなものがある。先妻のリタ・

マセードはフエンテスとは三度目の結婚であったが、彼との離婚からしばらく

後の、1993年の 12月に車の中でピストル自殺をしている。また、息子のカ

ルロス・フエンテス＝レムス（カルロス・ラファエル）は 1999年に血友病で夭

折している。さらに、2005年には娘のナターシャを失っている。このような

家族の死は彼の人生に惨い傷を残したことは想像に難くない。また、死の直前

まで旺盛な執筆活動を行っていたフエンテス自身の死も実に唐突で、呆気ない

印象を受ける。彼の死後、現時点（2012年 11月）では評論集『ペルソナス』が

刊行され、小説『バルコニーのフェデリコ』が刊行予定である。

　2001年に発表された『イネスの本能』（Instinto de Inez）は、1999年に発表さ
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れた『ラウラ・ディアスとの歳月』（Los años con Laura Díaz）以来の小説作品で

あり、今世紀においては初めての作品であるが、彼の諸作品の中でも特別な位

置を占めることになるものと考えられるだろう。なぜならば、1999年はフエ

ンテスにとっては、先に挙げた彼の息子カルロス・ラファエルが夭折した年で

あり、この『イネスの本能』は、息子の没後、最初に書かれた作品である。そ

して、『イネスの本能』の献辞は彼に捧げられている。また、この作品は直接的

には死について扱った作品ではないが、その冒頭の一文は死についてのもので

ある。「我々は自身の死について述べる言葉を持たないだろう。」3 と、主人公の

ガブリエルの頭の中で、この言葉が繰り返される場面から始まる『イネスの本

能』では、フエンテスの人生観のようなものが読み取れるように思える。年老

いた主人公が過去を回想する形になっているこの作品には、主人公の芸術観と

ともに、フエンテス自身の生涯における悔恨のようなものが感じられるのであ

る。恐らくそれは、《対立と和解》という考え方から読み解けるのではないかと

考えられる。この『イネスの本能』は、これまで特に《対立》の側の視点から論

じられているが、決してそれだけではないことが読み取れるのである。

　『イネスの本能』は二つの物語がほぼ交互に現れる形で展開する。まず一方

の物語は、オーケストラの指揮者であるガブリエル・アトラン＝フェラーラと、

初めはオーケストラのコーラス、後にオペラ歌手となるイネス・ローゼンワイ

グ（後にイネス・プラーダ）の物語である。もう一つの物語は、氷河期が起こ

るような、先史時代を思わせる時代におけるア・ネルとネ・エルの物語である 4。

　フエンテスの『イネスの本能』は、複数の登場人物の演じる役割によって、

また、その物語の構造や語りによって、強いメッセージを発している。時間と

空間における現実、そして希望を描き出すために、フエンテスは小説という空

間を利用して、自由にスペイン語の時制を操り、幻想性の中からメッセージを

訴えかける。それは人間の歴史における対立と和解の可能性であると考えられ

るだろう。

　メキシコのカルロス・フエンテス研究者であるヘオルヒーナ・ガルシア＝グ

ティエレスはその著書である『仮面：カルロス・フエンテスの混血文学』の中で、
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フエンテスの作品の批評的な特徴について述べている。彼女は『アウラ』（Aura）

などのフエンテスによる幻想的な作品を研究の素材に扱っているが、そこでは

フエンテスの特徴として、幻想的なものと社会批評、政治批評が組み合わせら

れた作品を創作されていると考察している。本論文では、このガルシア＝グ

ティエレスの批評を土台に、『イネスの本能』における幻想性の背後に読み取る

ことができる、過去と未来への理解と和解というメッセージについて考察して

みたい。

2.  幻想文学としての『イネスの本能』

　『イネスの本能』は、その発表当時、フエンテスの作品分類表兼執筆計画で

ある《時代の齢》（La edad del tiempo）では、第一番目の分類である《時代の悪》

という括りの中に見ることができる。この分類にはフエンテスの幻想小説、あ

るいは怪奇小説の代表作である『アウラ』や『誕生日』（Cumpleaños）、『遠い家族』

（Una familia lejana）も含まれており、幻想小説の括りと考えてよいだろう。実

際、『イネスの本能』は、いわゆる幻想小説としての特徴を有している。

　『イネスの本能』の第一の物語であるガブリエルとイネスの物語では、冒頭

の第一章より、滑らかな手触りで自己生成する謎の物体である《クリスタルの

印章》（sello de cristal）の存在が語られる。老いたガブリエルはこの印章を手に

取り、イネスを回想する場面からこの物語は始まる。ガブリエルの部屋に置か

れる《クリスタルの印章》は、ロンドン郊外にある彼の別荘でイネスが見つけ

たものである。彼女はこの《クリスタルの印章》をガブリエルに贈る。物語の

初めからこのような不可解な物体が現れ、そのこと自体を主人公ガブリエルが

何事もなく受け入れている点は実に奇妙である。この点はフランツ・カフカの

『変身』におけるグレゴール・ザムザが虫に変身したことを物語の当初よりす

でに受け入れている点に通じると考えられるだろう。

　ハンガリー出身でフランスにて活躍するツヴェタン・トドロフは、幻想文学

を定義した批評家としてよく知られている。彼は『幻想文学論序説』の中で、「た
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めらい」と「適応」の運動を読者に強要することが幻想文学の特徴であるとして

いる。その中で、カフカの『変身』を用いて、現代文学において変化した幻想

文学の特徴を語っている 5。ここで指摘されている運動について、かつての運

動とは自然から超自然への移行であったが、『変身』においては、超自然から自

然への移行が語られているという。この『変身』における超自然は「常に容認し

がたいものでありつづける」6 わけであるが、『イネスの本能』における物語の

展開もまた、自己生成する印章を主人公が問題なく受け入れていることから、

類似の特徴を持つと考えられる。

　作中で語られる二つの物語の中で、ガブリエルとイネスの物語では、実在す

る人物の名前や地名、建物の名前などが語られている。祝祭大劇場やサボイ・

ホテル、ベジャス・アルテスなどの施設の名前や、カラヤン 7 など、実在する

指揮者の名前からも、より現実に近い形になっている。しかし、先に述べた通

り、物語の第一章から現実には存在することのないような《クリスタルの印章》

の存在が語られ、それはこの物語の最後まで登場してくることになる。

　また、第二章で現れるガブリエルと共に写真の中で肩を抱き合う金髪の美し

い若者も、突如写真の中から消えてしまう。このような超自然的な出来事が起

こるが、主人公のガブリエルは自然にそれを受け入れている。一方のイネスは、

特に写真から消えてしまう若者については、理解できないことを訴えている。

この二人の反応の相違は、この作品の特徴の一つとなっていると思われる。そ

して、このような幻想的な物語は、ガブリエルの家政婦であるディッケの次の

言葉によって、思わぬ方向へと動いてゆく。

　これまでに本当に若かった彼女を見ましたか？実際に彼女が歳をとるのを見ま

したか？それともカレンダーの時間の通りに、すべてを簡単に思い描けますか？

フランスの陥落や、ドイツの電撃作戦や、メキシコ旅行や、ロンドンへ帰ったの

に彼女は戻らなかったあいだに、あなたはどんなふうに歳をとってきたのでしょ

うかね？あなたは彼女を自分のものにするために老いていく彼女を思い描いたの

ですよ。同時代のあなたと・・・8
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　ここで、すべてはガブリエルの音楽芸術における理想が描かれた、妄想の中

の存在であることが知らされることになる。イネスとの物語は妄想であったと

一旦は理解しうる。しかしながら、その会話に続いて、さらにディッケは「派

手に笑い、豹の凶暴さを持ったその顔を主人の顔に近付け」9、次のように語る。

　もう戻れません。あなたは死ぬのです。恐らく向こう側で彼女と出会うことに

なるでしょう。彼女は本来の土地を捨てなかった。ただ束の間をここで過ごすた

めに来たのです。彼女は彼の腕の中へと戻らなければならなかったのですよ。そ

して彼は決して戻らないでしょう。諦めなさい、ガブリエル。10

　この言葉によって、ディッケはガブリエルのそれまでのイネスと歩んできた

歴史について知っていたことと、イネスの存在とその居場所（この会話から、

イネスの存在が実は第二の物語の世界にあることを示唆するものと考えられ

る）についてまで知っていることが明かされる。さらに、ディッケが《クリス

タルの印章》を破壊しようとしていたということを考えると、この物語におけ

るディッケの不可解な行動が、さらに謎を帯びたまま終わることになる。

3.  対立の構図

　ポストモダンの批評家として知られるフレドリック・ジェイムソンは「魔術

的な語り：ジャンル批評の対話的利用」（Magical Narratives: The Dialectical Use 

of Genre Criticism）という論文の中で、ノースロップ・フライのロマンス理論

による、魔術的物語における善と悪の対立について紹介している。フライによ

ると、ロマンスは 3つの要素から捉え直され、その三つの要素とは、ロマン

スの「世界」、一対の主要人物（主人公＝英雄と悪者）、意味素的構成のことで

あるとされるが、ジェイムソンはフライの仕事を「これらの基本的意味素が、

お互いに二項対立の形ですべて配列されていることを確認しておけば十分であ

る」11 としている。彼はさらに二項対立についてのジャック・デリダの仕事に
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ついて、次のように論じている。

　デリダの仕事はすべて、現代思想や伝統的思想の中で意識されず自然なものに

なっている多くの二項対立から、その仮面を剥ぎ、脱神話化する作業であると、

読めるかもしれない。ちなみに、デリダが扱った二項対立ののなかでもっともよ

く知られているものに、音声言語と文字言語、現前と不在、規範と逸脱、中心と

周縁、経験と代補、男性と女性がある。12

　さらにジェイムソンは、ニーチェの論による西洋の倫理学批判、さらに善悪

を越えた悲劇について論じていくわけであるが、この対立という視点は、西洋

の思想や伝統の中では基本的なものであることをジェイムソンは指摘してい

る。そこで、この章では、特に『イネスの本能』に見られる対立の図式がいか

に論じられているかを指摘してみたい。

　前述のガルシア＝グティエレスは、『イネスの本能』についても、自身の論を

発表している。『カルロス・フエンテス：批評的視点』というフエンテスの研究

書に収録されている、「ファウスト、そしてドン・ファンの再現」がそれである。

この論文の中で、初めに次のように述べている。

　幻想文学である『イネスの本能』において、カルロス・フエンテスは人間の状態

とその限界を検討する。絶対性や芸術について広く知られることを熱望する人間

の執念、芸術の創造、男権的な試みである人類の全体史、そしてある時代のあり

得るべき終焉、つまり、西洋文明の終焉である。13

　彼女の読みにおける、この小説の大きな目的は現代における西洋文明批判に

あるとする捉え方である。とりわけ、「男権的な支配」への批判が重要になって

いる。『イネスの本能』の中は父権的なものと母権的なものの対比が描かれ、そ

のヘゲモニーが示されるが、それは異なったモデルの政治や、子どもたちや

性の支配などである。彼女は、アレハンドロ・カリーリョ＝カストロが定義
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した「ドラゴンの価値」と「ユニコーンの価値」との対比を用いて説明を行って

いる 14。それはそれぞれ文化人類学用語の「父系」モデルと「母系」モデルに対

応している。父系モデルは、初めは武器によって、そして、後に法によって

《imposición》（押し付け、無理強い）を生じさせるというものである。初めの物

語であるガブリエルとイネスの物語、そして二つ目の物語であるア・ネルとネ・

エルのそれぞれの関係の背景に、『ファウストの劫罰』におけるファウスト＝メ

フィストフェレスとマルガリータの関係が指揮者であるガブリエルと歌手であ

るイネスのあいだに現れているという考察を行っている。

　さらに、彼女の論文によると、ガブリエルとイネスの関係は芸術を介する

ものであって、愛で結ばれたものではないとされる。また、『イネスの本能』の

中で、ガブリエルとイネスは『ファウストの劫罰』における、神話的、伝統的、

原型的、伝説的パーソナリティとして、双方のあいだに間テクスト性が働いて

いることを考察している。具体的には、指揮者＝作者、つまりガブリエル・ア

トラン＝フェラーラとエクトル・ベルリオーズを等式で結び、その男性的権力

に挑戦する名もない若い娘の図式を思い描いている。権力的な男であるガブリ

エルは、混沌を秩序で支配しようとしているとされ、対して女であるイネスは

作られた秩序やヒエラルキーに敬意を示さない。性や欲望の支配者であるガブ

リエルはカリーリョ＝カストロの父系モデルを表象するが、それに挑戦し、服

従せず、独立したイネスのパーソナリティに敗れている。つまり、《ガブリエ

ル＝ファウスト＝メフィストフェレス》対《イネス＝マルガリータ》として、『イ

ネスの本能』を解釈している。

　しかし、このガルシア＝グティエレスの解釈のように、この物語を男性と女

性に二分することなしに考えるならば、女性であるディッケがメフィストフェ

レスであるという可能性も否定できなくなる。実際、ディッケはガブリエルに

忠実な家政婦であり、彼女はガブリエルにとってイネスとの絆であるクリスタ

ルの印章を破壊しようと試みる以外に、ガブリエルを妨げようとはしない。

　ア・ネルとネ・エルの物語において、クリスタルの印章が二人の絆であった

ように、ガブリエルとイネスの物語でもまた、それは二人の間の絆であった。
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イネスがロンドン郊外の家の屋根裏部屋で見つけたクリスタルの印章をガブリ

エルに渡すことで、二人の間に絆が生まれ、クリスタルの印章はそのシンボル

として存在することになる。

　ガブリエルの芸術が、ガルシア＝グティエレスの言う男性的・権威主義的な

芸術であったとするならば、忠実なディッケはその支持者である。また、彼女

はガブリエルの悪魔的芸術の舞台への導き手であるという意味で、その立場は

メフィストフェレスであると考えることも可能であると思われる。「豹の凶暴

さ」を持つ不可解な存在であるディッケは、悪魔を連想させるその振る舞いで、

より現実世界に近いこのガブリエルとイネスの物語にさらなる幻想性を付与し

ているのである。しかし、ディッケの位置づけはそれだけなのであろうか。作

品中でディッケは忠実な家政婦であると指摘したが、彼女はガブリエルのすべ

ての世話を行い、支える女性として描かれ、そこに《ライバル》は存在しない。

ガブリエルにとっては母のような位置づけを担っている。そしてガブリエルの

芸術を支えているのである。この姿に、マチスモ生成的な性格をも見出せるの

ではないかと考えられる。

4.  対立から和解へ

　我が国のラテンアメリカ文学研究者である野谷文昭は、コロンビアのノーベ

ル賞作家であるガブリエル・ガルシア＝マルケスの作品とマチスモについての

考察を行っている。そこでは、戦場に男たちを送り出す母親の姿にマチスモの

原因を見るガルシア＝マルケスの視点を指摘している 15。『イネスの本能』にお

けるディッケの位置付けにも、この母親的な立場を読み取ることができるだろ

う。これまで説明したディッケのメフィストフェレス的性格である舞台への導

き手という立場の他に、外部の女であるイネスとの絆であるクリスタルの印章

を破壊しようとする行為には、息子を支配しようとする母の姿がオーバーラッ

プする。これは女性の側の権力という、もうひとつの権力の在り方と捉えるこ

ともできるのではないだろうか。
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　一方、先に紹介したガルシア＝グティエレスの論文で指摘される通り、ガブ

リエルとイネスの関係には、権力・支配に対する愛や救済という点を見出すこ

ともできるであろうし、ア・ネルとネ・エルの物語における、母権社会と父権

社会の対立や父権社会の暴力性が示されていることについても特に異論はない

だろう。この第二の物語においては、ア・ネルとネ・エルの娘が近親相姦によ

る子であるとされ、村の《法、掟》に従って、クリトリスが切除されてしまうが、

ここにその暴力性が端的に示されている。この先史時代を思わせる、第二の物

語の世界での暴力の姿を読んだとき、フエンテスによる批判の位置が、父権社

会や法の支配のような男性的側面への批判へと流れるのは当然のことであると

考えられる。しかし、第一の物語におけるディッケの位置付けと、ガブリエル

とイネスの関係という部分を考えながら、第二の物語における父権社会批判を

見てみると、フエンテスの批判はただ一方的な男性的側面への批判ではないこ

とが伺われる。なぜならば、作品の第八章において、ガブリエルはイネスが持

つ精神に接近したのではないかと考えられるからである。ガブリエルはザルツ

ブルグの祝祭大劇場で 1999年に『ファウストの劫罰』の最後の演奏を行う。そ

の後、帰宅し、第一章で語られた場面へと戻るが、そこでガブリエルはイネス

と対話する。イネスはガブリエルに礼を言い、その後、また、ガブリエルはイ

ネスに自らの人生が結実し、彼女が身近に感じられたことを語る。ここに、二

人の和解する姿が見られるのではないだろうか。

　フエンテスの作品において、批判的側面は、決して一方の側から行われるわ

けではない。それは 1492年のコロンブスによる「新大陸発見」から 500年を

経て、1992年に出版された『埋められた鏡』（El espejo enterrado）の中に読み取

ることができるだろう。「あらゆる発見は、基本的に相互になされるものでは

ないのか？」16 というフエンテスの問いかけの中に見出すことができる。ガブ

リエルとイネス、ア・ネルとネ・エルの出逢いが繰り返される『イネスの本能』

の場合でも、その出逢い、その発見は相互のものであると考えるべきである。

例えば、それは第二の物語で tú（＝お前）が見つける él（＝彼）の描写における、

「発見」という言葉が最も適切であると思われるような身体的特徴についての



－ 186－

石　井　　　登

記述に見ることができるだろう。『イネスの本能』の本文中に次のような記述が

ある。

　彼は裸でいるだろう、お前と同じように。

　二人とも裸であることを認めるだろうし、彼は砂の色をしているだろう、すべて、

その皮膚も、その体毛も、その頭も。17［下線筆者］

　この引用部分は、登場人物のお互いが同じであることを端的に示す箇所であ

ると考えられるだろう。

　また、『埋められた鏡』でのヨーロッパと新大陸の関係への歴史批判と準える

ことができることも、これまでのガルシア＝グティエレスによる考察で示され

た対立の概念の枠組みで考えれば可能である。フエンテスが過去のテクストで

盛んに取り扱ってきたヨーロッパと新大陸の関係もまた、ガブリエルとイネス

の関係から見出すことができる。フランスのマルセイユ出身で、世界的な指揮

者であるガブリエルは、メキシコ出身で、ロンドンで育った、個性的な声を持

つ歌手であるイネスとその物語を綴ってゆくことになるが、この二人の関係は

《ガブリエル＝ヨーロッパ》対《イネス＝新大陸》の比喩として考えることも可能

である。フエンテスも「ヨーロッパは何世紀にも渡って歴史の主役であった」18

と述べているように、権威主義的でヨーロッパ中心主義的なガブリエルは、第

二章で示される通り、オーケストラにおける権力の中心であると同時に、ヨー

ロッパ的権力の中心であると考えられる。一方、1940年のロンドンでのリハー

サルの演奏ではコーラスの一人であったイネスは、それ以降 1967年までどん

どん力をつけてゆく。このイネスの姿は、現実のメキシコの姿の鏡と受け取る

こともできるだろう 19。物語の登場人物たちはまた、それぞれの空間的な特徴

を示すシンボルとして、その歴史を暗示しているのだ。物語の中で、ガブリエ

ルはイネスを必要とし、最後にイネスはガブリエルに感謝する。これはその双

方の善悪という対立から一歩歩み出して、歴史を相対化していると捉えられる

べきであろう。『イネスの本能』における批判の対象は決して一方的なものでは
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なく、むしろ相互の和解、あるいは、双方の側からの和解として展開されてい

るものと思われるのである。

　フエンテスと歴史について論じるのは決して容易ではないが、それは、ただ

歴史の流れを遡るような、いわゆる線的な時間認識ではない。1990年に発表

された彼の評論集『すばらしい新世界』（Valiente mundo nuevo）では、フエンテ

スの時間論が示されている。イタリアの哲学者ジャンバッティスタ・ヴィーコ

によって示された歴史のリズムあるサイクル、螺旋状に流れる時間認識に対す

る合理主義による多様性の排除に始まり、アイルランドの作家、ジェームズ・

ジョイスによって示された全体主義批判、また、この二人の思想が提示するよ

うに人類の歴史が文化的創造の歴史であることを論じている。さらに、ロシア

のミハイル・バフチンの言語における多様性と小説における対話、そしてクロ

ノトポス（時空間）の検討による歴史と文学の同化作用を考察し、アルゼンチ

ンの作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘスのラテンアメリカの作家としての重要性

を指摘する。ボルヘスの作品のように、読まれる歴史として、歴史は相対化さ

れ、解釈は正当な解釈のみならず異端の解釈をも生み出すのである。文学にお

ける読者とその無限の読みの可能性と同様に、歴史は読まれ、創造されること

になる。

　このフエンテスの歴史論とは知的な変換作業であり、ある意味では、ミル

チャ・エリアーデの指摘する「人間存在の歴史的行動を遥かに超越する行動」20

によっても理解されるかもしれない。それは、「同時代の歴史的契機によって

のみ条件づけられているとは限らない」ことから、「総合的人間」として位置付

けることができるのかもしれない。エリアーデもまた、ヴィーコやボルヘスか

ら読み取ることができる思想を統合したとも思える、次のような歴史観を持っ

ている。

　総合的人間は、［中略］夢、白日夢、メランコリーと孤独、美的至福、あるいは逃

避といった状態を知っているのである。これらの状態はどれも、人間的実在にとっ

ても、その歴史的状態にとっても、等しく確かなものであり、重要であるけれど
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《歴史的》ではないのである。人間はそのうえ多様な時間的リズムを知っているの

であって、歴史的時間、すなわち自己にとっての時間、歴史的同時代性だけを知っ

ているのではないのだ。［中略］歴史的時間ではない時間的リズムを再び見つけ出す

ためには、小説の頁をめくり、芝居をのぞいてみるだけで充分だろう。実存の確

かさはそれ自身の歴史性にもっぱら依存しているのだということが、あまりにも

早く結論されすぎてきたのだ。［中略］意識は目覚めるほど、己の自己の歴史性を乗

り越えてゆく。21

　フエンテスは、エリアーデの語る「総合的人間」として、その歴史観を有し

ていると考えられるだろう。それは、多様な時間的リズム、言い換えれば、知

覚できる複数の時間の流れに対する認識の在り方の複数性であると考えられ

る。同時代だけでなく、総合的（あるいは瞬間的）な歴史的視野を持ち、その

解釈に基づいて創作活動をおこなっているのである。また、それは『イネスの

本能』の作品中で扱われる、オーケストラの指揮者セルジュ・チェリビダッケ

をモデルとした、ガブリエル・アトラン＝フェラーラの演奏と瞬間性、あるい

は音楽の瞬間性についての認識と重なり合う部分であろう。

　カルロス・フエンテスの用いる時間、あるいは歴史観に基づく創作活動の姿

勢は、他のラテンアメリカの作家からも十分によく認識されている。フエンテ

スのチリ時代に同じ学校で学んでいたことが知られている、チリ出身の作家ホ

セ・ドノソは、代表作『夜のみだらな鳥』の創作にフエンテスの多大な助力を

受けたこともまたよく知られており、フエンテスとの関係が深い作家であると

言えよう。彼は、先述の野谷文昭によるインタビューで、フエンテスの歴史観

について、次のように述べている。

　カルロス・フエンテスも歴史的リアリティに頼りますが、彼の場合はそこから

知的リアリティを引き出してくるのであり、［中略］フエンテスは極めて知的で、彼

が呈示する歴史は、歴史的歴史というよりもむしろ知的歴史なのです。22
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　このインタビューの通り、フエンテスはそれぞれの歴史上の事件が孕む問題

についての知的な変換を行っていることは、エリアーデの「総合的人間」とし

て位置づけられるのが適切であろう、一種の時代性を超越したリズム、ヴィー

コによる円環の歴史や、バフチン的多様性、あるいは『埋められた鏡』における、

「発見は相互のものであること」について考えれば、決して一方的な歴史批判

に納まるわけではなく、むしろ複合的な批判となるべきあろう。そして『イネ

スの本能』という小説から読み取れるのは、歴史についての、それぞれの問題

における複眼的な認識である。そして『イネスの本能』に描かれているとされ

る、母権社会と父権社会の対立という、二つの社会のそれぞれの姿もまた、和

解へと至る批判的姿勢の表れであろう。そしてヨーロッパと新大陸の対立とい

う現代社会の問題においてもその批判的姿勢は決して一方的ではなく、自己と

他者、相互の問題であるという、フエンテスの総合的人間としての知的歴史の

解釈と和解への試みを読み取ることができるのではないだろうか。

5. おわりに

　このフエンテスの知的歴史の物語として描かれた『イネスの本能』の結末で

あるが、その結末は、彼が考える希望、あるいは可能性の余地を残して終わる

ことになる。物語の初めのエピグラフで示される曹雪芹の『紅楼夢』からの引

用における、「連なりゆく私の運命」（Mis destinos sucesivos）と第九章の最後の

文、「今は、これから続きうる限り、辛抱強く敬意を持って、結ばれる恋人た

ちの次なる時を待ち望まねばならないだろう。」23 という部分によって明らかに

なるものと思われる。

　『紅楼夢』の物語は、石の化身であり、玉を口に咥えて生まれてくる主人公

の宝玉と金陵十二釵 24 の中でも特に黛玉との結ばれない愛を中心に描かれて

いる。そして『イネスの本能』では、最終章まで結ばれることのなかった男と

女の新たな出逢いが語られている。いずれも運命的に結ばれることのない二人

の物語であるが、その出逢いは繰り返される。
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　『紅楼夢』と『イネスの本能』という二つの物語の接点はこのように示される

が、『イネスの本能』での二人の関係は、やはり結ばれないまま続いてゆくのだ

ろうか。フエンテスは、スペインの新聞『エル・パイス』からのインタビューで、

「小説の最後に一つのペアが作られると思う」25 と述べ、和解の可能性と希望を

表明している。

　対立から導かれたパースペクティブは、結局、ジェイムソンが指摘した西洋

の倫理学の枠を脱することはできないだろう。これまで論じてきたように、カ

ルロス・フエンテスの『イネスの本能』から我々が見出すべきは、対立から和

解への道を歩む主人公の姿である。フエンテスのインタビューの言葉は、この

作品のあるべき読みの姿勢を暗示しているように思われる。

注

1 本論文では、既訳のあるものはそれを用い、無いものは拙訳を用いている。また、

本文中の名称については、敬称は省略している。

2  カルロス・フエンテスには先妻リタ・マセード（1925-1993）との間に娘のセシ

リア、また妻のシルビア・レムスとの間に息子のカルロス・ラファエル・フエ

ンテス＝レムス（1973-1999）と娘のナターシャ・フエンテス＝レムス（1974-

2005）がいた。カルロス・フエンテス＝レムスは 1999年 5月 5日に夭折。詩人、

写真家であった。死後、詩集『言葉は生き残る』（La palabra sobrevive）がセイク

ス・バラル社より出版されている。また、親子の共著『時間の肖像』（Retratos en 

el tiempo）を 1998年にアルファグアラ社より出版している。娘のナターシャも

また、フエンテスのカセットブック『アウラ』（Aura）にアウラ役として出演して

いる。彼女は2005年8月24日にメキシコシティのテピートにて変死しているが、

その詳細は不明である。

3 Fuentes. Instinto de Inez. p.11. ‘No tendremos nada que decir sobre nuestra propia 

muerte.’ 

4  『イネスの本能』は二つの物語が全九章の中の各章でほぼ交互に現れる形で展開
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する。前者の物語は、一章、二章、四章、六章、八章で描かれている。93歳の

ガブリエルがザルツブルグの祝祭大劇場でエクトル・ベルリオーズの『ファウス

トの劫罰』の演奏を終え、《クリスタルの印章》に触れながら、イネスについて、

思い出す場面から始まる。ガブリエルは若き優秀な指揮者として、1940年のロ

ンドン、コベント・ガーデンで『ファウストの劫罰』のリハーサルを行っていた。

指揮者として、演奏において絶対的な権力を振るっていたガブリエルは、コー

ラス隊の中に、彼の指示に従わない歌手に気づく。リハーサルの後の帰り道、

彼はその歌手と出会う。彼女を連れてロンドン郊外に借りた家へと行き、彼女

がイネス・ローゼンワイグというメキシコ人であることを知り、彼女を口説こ

うとする。しかし、彼女はガブリエルではなく写真に写っていた金髪の若者に

興味を持ち、彼のことを知りたがる。イネスは屋根裏部屋で《クリスタルの印章》

を見つけ、ガブリエルに与える。二人の会話は噛み合ないまま、海岸を歩くが、

ガブリエルは彼女を海岸へ置き去りにしてしまう。1949年の夏、イネスは名前

をイネス・プラーダと改め、オペラ歌手として成功していた。彼女はガブリエ

ルが指揮する『ファウストの劫罰』でマルガリータを演じたいと要求していたの

である。メキシコシティのベジャス・アルテスでの演奏は成功し、ガブリエル

はイネスと夜を過ごすが、イネスは写真の若者と寝たいと告げる。1967年のロ

ンドンでガブリエルはイネスと再会する。コベント・ガーデンでの『ファウスト

の劫罰』の演奏のためである。メキシコシティで 38歳だったガブリエルは 56歳

に、29歳だったイネスは 47歳になろうとしていた。イネスが育ったロンドン

の街を彷徨いながら、これまでの振る舞いや性について語り合うが、二人の意

見は噛み合ない。ガブリエルは自分が去ることしか救いはないと述べ、イネス

はひとりサボイ・ホテルに残る。コベント・ガーデンへと向かう途中、写真の

若者が再び現れ、イネスに語りかける。イネスは出逢いの言葉「タスケテ、アイ

シテ、エデ、エメ」を繰り返す。演奏も中盤を終え、舞台でマルガリータを演じ

るイネスに子ども抱いた奇妙な女が近寄り、二人は解け合い、桟敷へと落ちて

しまう。騒乱の後の誰もいない舞台で、金髪で砂の色をした若者が象牙のフルー

トを吹く。ガブリエルが最後に『ファウストの劫罰』の指揮をしたのはザルツブ
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ルグの祝祭大劇場で、彼は 93歳であった。彼の演奏する『ファウストの劫罰』が

イネスへと伝わることを望んでいた。ガブリエルの演奏がイネスの本能と緊密

に結びついていたことを思い知り、自分の存在理由を問うことになるのである。

公演は成功し、家へ戻ると、家政婦のウルリケ（ディッケ）が待っており、彼女

はホットチョコレートを差し出す。ガブリエルは彼女に《クリスタルの印章》を

壊す必要はないと告げる。ガブリエルは《クリスタルの印章》を撫でながらイネ

スへと語りかけると、イネスは答え、ガブリエルの芸術に賭けた人生を認め、

自分の娘に彼が人生を捧げてきたことに礼を言う。ガブリエルはイネスに人生

のすべてが結実し、イネスの存在が身近に感じられたことを語る。そのような

彼にディッケは軽蔑の視線を向け、ガブリエルは老人呆けであると罵る。ガブ

リエルはディッケに《クリスタルの印章》だけは残して欲しいと願うが、ディッ

ケはそれを拒み、無遠慮で傲慢な眼差しを彼に向ける。ディッケはイネスの存

在を否定し、それは空想であったと告げる。ガブリエルの反論にディッケは豹

の凶暴さを持ったその顔を近づけ、現実のイネスとは何だったのかを説く。ガ

ブリエルは諦め、人生と死について考え、象牙のフルートと写真を見る。その

写真にはマルガリータの衣装を身につけたイネスと金髪の若者が抱き合い微笑

んでいる。ガブリエルはフルートを手に取り、『ファウストの劫罰』のパッセージ

を繰り返すと、召使いはそれを遠くで聞いているのだった。彼女は三つ編みを

解き、奇妙な言葉を呟きながら、ベッドに腰掛け、足を伸ばす。

 　また、もう一つのア・ネルとネ・エルの物語は、三章、五章、七章、九章で、

基本的にはスペイン語の二人称未来形で語られる。また二人が村へ入り、言葉を

獲得すると、過去形、現在形も現れる。「お前」（tú）と呼ばれるこの物語の一方の

主人公ア・ネルは、海に現れる。動物たちや魚たちなどの自然に感動する。忘れ

ることと覚えていることを区別するのは難しく、「お前」はただ叫ぶのみである。

誰かの叫びが聞こえ、その男の言葉を「お前」は「エデ、エメ、タスケル、アイスル」

と理解し、他の存在を認め、喜びから「エデ、エメ、タスケテ、アイシテ」と叫ぶ。

「お前」のはア・ネルとなり、彼の名前はネ・エルとなる。それから二人の声は

ただの声ではなくなり、彼は「お前」に《クリスタルの印章》を与え、二人は会話
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を始める。二人の暮らしは一人の頃とは変化する。共に眠り、ア・ネルは身籠り、

ネ・エルは彼女を助け始める。ア・ネルは子供を産み、二人の暮らしはまた変

化する。ネ・エルは不満を述べ、彼女は彼に憎悪を覚える。乳離れが済むと、ネ・

エルは娘を洞窟へ連れ出し、壁に手形を付けさせる。そして娘の首に《クリスタ

ルの印章》を掛ける。笑いながら、娘の尻に噛み付く。ア・ネルとネ・エルの生

活も自然の変化のために変わろうとしていた。大地は凍てつき、二人は娘を連

れて旅立つ。やがて骨でできた柵へと辿り着く。その土地の人々は彼らに小屋

と食料を与え、ネ・エルは男たちと狩りに出かけることになる。ア・ネルは村

の女たちの言葉が解らず、話すことができない。彼女が歌いかけるのに対して、

村の女たちの言葉は単調なためである。ア・ネルは黒い皮を被った女の悲しい

音を聞く。ネ・エルはそれが未亡人であり、法によって未亡人を見ることは死

を意味すると定められていることを知る。二人に過去形と現在形の言葉が戻り、

ア・ネルは穴の中で白髪の女に会う。ア・ネルとネ・エルの父は長であったが、

村では新しい長を決めることになり、若い長はその老人の首を落とし、他の者

に理解できない神の名を使って、近親婚禁忌や長男による優先権を決めていく。

ア・ネルとネ・エルは近親婚であり、その娘は法に従いクリトリスを切除され

てしまう。ア・ネルはその場所を逃げ出し、氷の海を渡って元の場所へ戻ると、

今は失ったがいつか取り戻すことになる母の義務や娘と共に生きるために、権

力や残酷さや男たちに復讐することになるだろう。「お前」は一人で《失われた何

か》を夢の中に描き始める。時間と空間と母の玉座とその息子たち、平等に愛さ

れ、誰も他の者より上になろうとしない、すべてを分け合うこと。彼女はすべ

てが平等であることを望んでいたのだ。だが、今は唯一の指導者の時代が実現

された。姦淫の罪を犯すことを避けるため女たちは遠ざけられ、父が長男によ

る優先権を命じ、指示する、法の時代となった。かつては同じ声であった。そ

れを懐かしがることだろう。一人でなくなるために、世界が真似しはじめるだ

ろう。フルートの音色に導かれるだろう。彼女は海辺を彷徨って、仲間や家族

がどんなものであったかを思い出そうとする。岩山を登ると叫び声が「お前」を

捉える。「トマレ、オチルナ、アブナイ」と峡谷の反対側で手を振るのだ。「彼」は
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「お前」と同じ裸でいる。その姿は全身が砂の色をしている。「お前」は「エデ、エ

メ、タスケル、モトメル」を理解し叫ぶ。必要性ではなく欲望から叫ぶのだ。そ

れは互いに出逢い結ばれるまで続くのである。疲れ果て、断崖の底で共に眠る。

「お前」の乳房の間には愛し合う前に彼が贈っていた《クリスタルの印章》が掛か

る。それは望ましくも恐ろしい、禁じられた何かを生じさせるのだろう。瞬間

に別の瞬間を与えられているのだ。かつて起こった禁じられた領域は開かれた。

今は愛で満たされている。今は結ばれる恋人たちの次なる時を待ち望まねばな

らないのである。

5  トドロフ『幻想文学論序説』三好郁朗訳　東京創元社　2004. pp.252-253.

6  同 . p.253.

7  ヘルベルト・フォン・カラヤン （Herbert Von Carajan, 1908-1989） はオーストリ

アの指揮者。フエンテスが『イネスの本能』の主人公、ガブリエル・アトラン＝フェ

ラーラのモデルとしているというセルジュ・チェリビダッケ（Sergiu Celibidache, 

1912-1996）は、ルーマニア生まれの指揮者。ベルリンフィルにおけるカラヤン

との権力争いに敗れ、ミュンヘンフィル等を率いた。自らの指揮する演奏の一

切の録音、ラジオ放送、テレビ放送を禁じたことで知られる。死後、家族の手

により、残された一部の演奏の CD 化が行われ、現在では彼の演奏を耳にするこ

とができる。

8  Instinto de Inez. p.140.  ‘¿Alguna vez la vio realmente joven? ¿De verdad la vio 

envejecer? ¿O simplemente lo imaginó todo porque el tiempo de los calendarios se lo 

exigía? ¿Cómo iba a envejecer usted entre la caída de Francia y la blitz alemana y el viaje 

a México y el regreso a Londres y ella no? Usted la imaginó envejeciendo para hacerla 

suya, contemporánea suya…’ 

9  同 .  ‘La Dicke rió estruendosamente y acercó el rostro al de su amo con una ferocidad de 

pantera.’

10  同 . p.141. ‘No volverá ya. Usted va a morir. Quizás la encuentre en otra parte. Ella 

nunca abandonó su tierra original. Sólo vino a pasar un rato aquí. Tenía que regresar a los 

brazos de él. Y él nunca regresará. Resígnate Gabriel.’  
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11  Jameson. ‘Magical Narratives.’ Fantastic Literature. p.189. ‘…it is sufficient for our 

present purposes to observe that they are all arrayed in binary opposition to one another.’ 

12 同．‘…Jacques Derrida, whose entire work may be read, from this point of view, 

as unmasking and demystification of a host of un conscious or naturalized binary 

oppositions in contemporary and traditional thought, the best known of which are those 

which oppose speech and writing, presence and absence, norm and deviation, center and 

periphery, experience and supplementarity, and male and female.’

13  García Gutiérrez. ‘Recreación del Fausto y Del Don Juan: Instinto de Inez’ en Carlos 

Fuentes: perspectivas críticas. p.95. ‘En Instinto de Inez, novela fantástica, Carlos 

Fuentes examina la condición humana y sus límites, las obsesiones del hombre con que 

aspira a transcenderlos como el absoluto y el arte; la creación artística, la historia total 

de la humanidad, en tanto proyecto androcrático y el posible término de una era: la 

civilización occidental.’   

14  フエンテスはこのアレハンドロ・カリーリョ＝カストロの著書『ドラゴンとユ

ニコーン』（El dragón y el unicornio: La tensión del pensamiento entre las antiguas 

relaciones de sangre y las nuevas relaciones jurídico-estatal que surgieron con la 

civilización.1982.）の序文を書いている。

15  野谷「大いなる母の世界―ガルシア＝マルケスの作品に見る女性像―」『ラテンア

メリカ　社会と女性』. pp.262-263.

16  Fuentes. El espejo enterrado. p.95. “¿No son todos los descubrimientos, al cabo, 

mutuos?”

17  Fuentes. Instinto de Inez. p.144.  “Él estará desnudo, tan desnudo como tú. Los 

identificará la desnudez, y él tendrá color de arena, todo, su piel, su vello, su cabeza.”

18  Mora, Rosa. Carlos Fuentes: “En Instinto de Inez he dado máxima libertad al lector, es él 

quien debe continuar la novela.”

19  なぜイネスの歌手としての進化は 1967年までであるかを考えてみると、この翌

年 1968年はメキシコオリンピックの年であると同時に、トラテロルコ事件の年

でもある。
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20  エリアーデ 『イメージとシンボル』 前田耕作訳 せりか書房 1988. p.45

21 同． pp.45-46.

22 野谷 『ラテンにキスせよ』自由国民社 1994. p.178.

23  Fuentes. Instinto de Inez. p.145. ‘Ahora cuanto pueda suceder en el porvenir deberá 

esperar, paciente y respetuoso, la siguiente hora de los amantes reunidos.’

24  『紅楼夢』に登場する女性の登場人物の中で、特に中心となる十二人の娘たちの

総称。元春、迎春、探春、惜春、王煕鳳、泰可卿、李紈、薛宝釵、林黛玉、史湘雲、

妙玉、巧姐の十二人。

25  Mora, Rosa. Carlos Fuentes: “En Instinto de Inez he dado máxima libertad al lector, es él 

quien debe continuar la novela.”
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