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探偵小説 を専門 とす る職業作家 を初めて意識 し
た人物 はアガサ ・ クリステ イであるとい われて
い る (処 女作 『スタイルズ荘 の怪事件』 1920)。

本稿 の 目的 は探偵小説 とい う文学形式 に固有

探偵小説がひとつのジャンル として明確 な自意

な批評性 を検討す る ことにある。 さしあた りこ

識 を持 ち始めるのは,ク リステイに続 き,三 度

こでは「謎 一 解明」を基本構造 とする高度 に形
式化 された文学 ジヤンル を探偵小説 として定義

にわたる世界大戦 の間の時期 に英米 で 自覚的 に
探偵小説作家 として筆 をとった ドロシー・セ イ

す る。

ヤーズ,ヴ ァン・ダイ ン,デ イクス ン・カー,エ

探偵小説 の起源 に関 しては諸説あ るが,現 在
の ところエ ドガー・ アラ ン・ポオの『モル グ街

ラリー・ クイー ン等 の登場 によつてであ った。

の殺人』(1841)を もってその晴矢 とす る見方が
優勢 であ る。筆者 も異論 はない。確 かに「謎 一

象徴す るもの として,ヴ ァン・ ダイ ンの唱えた
「探偵小説 ゲーム論」を挙げることがで きる。こ

解明」 を軸 とした物語 は神話 の世界 か ら存在す

れは探偵小説 をフェアなルール (「 探偵小説作法

るが,探 偵小説が近代市民社会 を前提 として成

『アメリカ ン・マ ガジン』1928年 9月 号)
二十則」

立 した ことは明 らかである。分析的 な推理 ,科

に則 つた知的ゲーム とみなす考 えであ り,現 在
の常識的 な探偵小説観 (探 偵小説 =知 的ゲーム・

学的 な捜査 ,民 主的な法制度 ,書 籍 とい う出版
形態 など外的 な特徴 か らも,ま た,探 偵小説が
「プロ レタリ
資本主義 の完成 した「群衆 の時代」
アの時代」 の文学 であ るとい うベ ンヤ ミンの指
摘
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よって も,探 偵小説が近代 以降の文学形式

である ことは疑 い えない。
もっとも,探 偵小説がひとつのジャンルを形

戦間期 に探偵小説が獲得 したジヤンル意識 を

お遊び)に 直接的 な影響 を与 えてい る。この「探
偵小説 ゲーム論」は「謎 一 解明」のプロセス を
いかに論理的 に,フ ェアに構築す るかを探偵小
説 の公準 とす る。 もともと形式的 な側面 の強 い
探偵小説 ジヤンルは,そ の形式性 を極限 まで高

成す るのは第一次大戦後 の英米 においてであつ

めることによって小説である ことをやめ,明 文
化 された規則 に従って構築 される論理パズ ルヘ

た。ポオ以 降,探 偵小説形式 は多 くの作家 によつ

と解体 されたのである。必然的に,探 偵小説 に

て継承 されてい くのだが,彼 らは探偵小説作家

登場す る人物 たちは抽象的なパズルの「項」 の

を職業 としていたわけではな く,探 偵小説 を固

ように描かれる ことになる。人間のふ とした思

有 のジャンル として意識す る こともなか った。

いつ きや気 まぐれな動作 などは,シ ンプルな論

探偵小 説 につ い ての試論

理的把握 を困難 にする要素 にす ぎず,作 品か ら

かにジャンル としての 自立性 が高 い探偵小説 の

除外 されるためである。

特性 であろ う。 このように近代 とポス ト近代 と

なぜ このような形式主義的な探偵小説 ジヤン

の境界線 を越境す る探偵小説形式 であるが,そ

ルが戦間期 の英米 で隆盛 したのか.本 論 ではそ

れゆえ,探 偵小説 は両方 の陣営 から砲火 をあび

の点 について詳 しく論 じる余裕 はないが,戦 間

る こ とにもなる。

期 の探偵小説が二十世紀初頭 に起 こった文学 ・

「人 間性」
近代的な文学主義者 は十九世紀的な

芸術運動 の一環 であ ったことを指摘 してお くこ

「現実性」陥1造 力」 などを探偵小説に対比する

とは重要であ ろ う2.第 一次世界大戦が築 いた無

だけで満足 し,一 方,そ のような十九世紀的 な

個性 な死体 の山は,そ れまで信 じられていた人

リアリズム小説 を否定 しメタフイクシ ョンや前

間の個性 ,理 性 ,内 面性 を徹底的 に破壊 した。大

衛小説 を評価す るポス ト近代 の批評家 は探偵小

量生産 された無意味 な屍 を前 に,こ の経験 を引

「唯一の真相」
「神 としての作者存在」
説 にお ける

き受け,世 界 を新 たに意味づ けなおそ うとす る
衝動が二十世紀 の文学・芸術運動 を支えていた。

を盛大 に非難す る。そのような批判が双方 か ら
続出 したとい うことは,探 偵小説 の もつ批評性

探偵小説 もまた,二 十世紀的な時代背景 を不可

が近代 にもポス ト近代 にも属 さない とい うこと

避 の前提 として,人 間 をパ ズルの「項」 にまで

の証拠 とならないであろ うか。

還元す る表現方法 を見出 したのである。探偵小

戦間期 に勃興 した探偵小説 ジヤンルは,た し

説 に登場す る薄 っぺ らで記号 のような人 間たち

かに第二次世界大戦後 には衰退 し始 める

は,十 九世紀的 な人 間像 が もはや リアリテイを

では英米 とは事情 が異なるが ,や は り六十年代

失 った時代 の,固 有 の内面 を剥奪 された二十世

か ら七十年代 にかけて探偵小説 は退潮 を余儀 な

紀的 な人 間像 に他 ならない。パズルの「項」 と

くされ る)が ,九 十年代 の 日本 において探偵小

してのみ機能す る人間性 の希薄 さは,甲 虫 に変
身 したグ レゴール・ザ ムザ の存在形態 を,別 様

説 ムーヴメ ン トが再 び開始 され,一 大潮流 を形

に表現 した ものであ るとい える。

る。 この事実 は,十 九世紀的 な文学主義者 やポ

(日

本

成 し,現 在 もなおジャ ンル的 な活況 を呈 してい

む しろ,探 偵小説 の特異性 は,空 洞化 した登

ス トモ ダ ンの批評家 による探偵小説批判 が捉 え

場人物 たちが まだかろうじて人間の輪郭 を保 っ

損 ねてい た,現 代 に通ず る探偵小説 の批評性 を

てい る点 にある。
探偵小説 にお ける被害者 は,第

予感 させる ものである。

一次世界大戦 で堆積 した無個性 な死体 の山 とは
違 い,犯 人の意図 と探偵 の解釈 によつて二重に

2

意味が与えられ,個 性 ある死 を迎 える ことがで
きる。被害者 は非人間的 な「項」 として死 ぬ こ

近代 にもポス ト近代 にも安定 した位置 を持 た

とで,逆 説的 にも,固 有 の人間性 を取 り戻す の

ない探偵小説 の特性 を捉 えるために,野 家啓一

であ る。
探偵小説 は近代性 を否定す ると同時 に

の「物語」概念 を検討す ることが有益 であ る。野

近代性 の虚構的で瞬間的 な復活 を演出するとい

家 は著書 『物語 の哲学』 のなかで昔話 やお伽噺

う,不 可能な試み を自らに課 した文学 ジヤンル

に典型的な「物語」 を考察 し,近 代 ともポス ト

なのであ る。

近代 とも異なる前近代的な「口承 の文芸」が,優

,

探偵小説 はその起源 を近代 にもち,第 一次世

れて現代的な意義 を持 つ と論 じてい る。

界大戦後 にジャンル として成立 した。つ ま り,探

こうした立論 の背景 には,リ オタール流 の「大

偵小説 は一方 で近代的であ り,他 方 でポス ト近

きな物語 の終焉」論 ,と りわけ旧 ソ連 を中心 と
した社会主義圏の崩壊 によつて資本主義 のオー

代的で もある,特 異な文学形式 なのである。 こ
れはSFを のぞ く他 の文学 ジャンル に比べ ,は る

ル タナテイヴとしてあった「社会主義」がその
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影響力 を喪失 した ことがあげられ よう。人類が

を再構成 してみたい3.

共通 してめざすべ き理念が失われて しまい,言
いかえればすでにその理念 は「 リベ ラルな民主

人間は「物語 る欲望」 に取 り憑かれた動物で
ある。ところが,「 語 り」聞かせるための昔話や

主義」として実現 されて しまい,「 歴史 は終 わっ

お伽噺が「読み」聞かせるための絵本 =情 報 と
化 している現代 にあって,「 物語 る」行為は貧困

た」 (フ ラ ンシス・フクヤマ)と す るならば,こ
れか らは何 がひとび とをたばね,導 くのであ ろ
うか,と い う問いが

.

化 してしまっている。もっとも,「 物語」の貧困
「物語 る」とい
化は今 に始 まったことではない。

ここか ら野家 は「大 きな物語」 が個人 をささ

う「口承の文芸」は,「 文字」 と「書物」の権威

えるとい う近代的な構図 を廃却 して,個 人が中

が決定的になった―印刷術が飛躍的発展 を遂げ
た―近代 とい う時代 に既 に衰退の途 を辿 り始め

範囲の物語 にとけ こんでい るような伝統的 な物
をもつロシア・ フォルマ リスムの物語論 とは異

ていた。人々の体験や伝間が印刷物 によつて普
及するようになると「語 り」 による耳への伝承

なった,い わば物語 の遂行論 にかれ は準拠す る

は必然的にその地位 を低下 させる。前近代から

の点 では「物語行為」あるい は「物

近代にかけて,「 口承の文芸」は衰微 し,今 なお

語実践 に注 目す る。 しか し,構 造主義的 な志 向

のであ る

(こ

が って,ロ シア・ フォルマ リスム以来物語論で

続 く消滅の危機 に瀕す ことになるのである。
近代社会を代表する文芸形式はやは り小説で

は伝 統 化 して きた 三 分法 で あ る「 物 語 内容

ある。初期の近代小説が書簡体 とい う極めて私

はブラック・ボ ックス化 し,「 物語言

性の強い形態をとっていたことからも明 らかな

説 何疵et)」 も具体的 な物語 に内在 しては問題 と

ように,近 代文学の主体 は固有の内面性 を獲得
「内
した近代的個人であつた。
書 き記されるべ き

語 り」 とで も表記すべ きか もしれない)。

(fabula)」

した

されない。そ もそ も野家 には「現実 は物語的 に
構成 されるほかない」 とい う認識論的前提 があ
るか らであ り,こ こでは虚構 としての物語 と現
実 としての歴史 の境界 も消 え,相 互 に溶けあ っ
て しまう。したが って,野 家的 な物語復権論 は

,

事実 と価値 との二元論 を回避 しうるが,同 時 に
近代的な事実 と価値 との分化 の意識 をもとにも
どす とい う犠牲 をはらうことにな り,「 歴史 は物
語 でいい じゃん」 とい う「新 しい歴史教科書 を
つ くる会」的 な立場 も許容 しかねない とい う問
題 をはらんでい るが ,こ こでは立 ちい る ことは
で きない。
本論 が野家の物語論 を取 りあげるのは,あ く

面」 をもつ近代的「私」 は,自 分の内部 を「直
接的」 に外部 に表現 したい という欲望 に駆 られ
る この欲望は,「 真実 をあ りのままに書 く」と
い う点でリアリズムを,ま た,作 品の もつ意味
4。

をすべて「作者の意図」 に還元する点でロマン
主義的な芸術理念を帰結する。両者 は,固 有の
内面 を表現することができる唯一の作者存在の
「特権性」と,そ れを表現する「媒体 一ここでは
書 き言葉 一の透明性」 とを,共 に前提 とするも
のである。作品の独創性 はすべて「作者の意図」
に帰属するのだから,作 者―作品関係が「特権
化」 されるのは当然であるし,同 時に,作 者の

代 にも完全 には包摂 されない探偵小説 ジヤンル

内面 を「直接的Jに 現前 させねばならないのだ
から,そ の媒体 に「透明性」が要求 されるの も

の特性 を検討す る うえで,そ の形式的な一致 ゆ

必然であった。

え,有 効 である と判断 したためである。それゆ

野家は,近 代的な「作者の特権性」や,「 作者
の意図」の「直接的」な再現 という欲望が,「 物

まで物語 の もつ前近代性 が,近 代 にもポス ト近

え,野 家 の提唱す る物語復権論 それ自体 に対す
の過程 で物語 と探偵小説 との相違点 も指摘する

語 る」 とい うわれわれの日常的 な言語行為 に
とって,有 害なオブセッションであると指摘す

つ もりである。 と りあえず以下 では野家 の議論

る。

る評価 はここでの主題 ではない。 もちろん,論
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われわれは日々,自 己の体験や他者からの伝
「物語 る」こ
聞を「物語 る」ことで生 きている。
とで,過 去の体験 を整序 し,他 者 に伝達すると

「物語」の歴史的な伝承を可能にするのは,作 者
の匿名性,多 数性である。無数の語 り部 によっ

いう原初的な言語行為をお こなっている。過去

て時代 を超えて伝承 される昔話やお伽噺の作者
を特定することはできない し,た とえできたと

の体験 はひとつの「物語」 となることではじめ

しても,そ れは何の意味 も持 たない。伝承 され

て「経験」 として構成 されるのである。もちろ
ん,そ れは過去の出来事の正確 な「写 し」では

た「物語」 を語 り聞かせる語 り部はまた,そ れ
を聴衆の前で再現する際に,意 識的 。無意識的

ない。記憶 は自身の遠近法的秩序のなかで情報

な変形や修正を施 してきたはずである。消極的

の取捨選択 をお こなうからである。
そ こには
「解
い
釈」と う契機が含 まれる.「 物語」は繰 り返 し
伝えられるが,そ の度に意識的 。無意識的な変

には記憶の取捨選択 によって,積 極的には「場」
「 コンテクス ト」に合わせた演出によって,「 物
や

形 を受けるかもしれない。差異を伴 った「反復」
や「模倣」は,過 去をそのつ ど解釈 し直す,「 物

語」の叙述 は省略や敷行 とい う操作 を経て具現
化されるのである。歴代 の伝承者は,微 妙な修

語 る」行為の基本的な条件である。

正を加 えながらも,与 えられた「物語」 を再現
するにすぎない点で,近 代的な作者存在 とは性

人間が「物語る欲望」 に取 り憑かれた動物で
あり,日 常的実践 における「物語」行為 こそが

「物語」は,彼 らを自己生成の契
格 を異にする。
前
機 とすることで,リ ゾーム状 に展開 してい く。

その原初的な言語行為であるのならば,「 作者の

近代的な「物語」 は出来事の正確 な「写 し」 と

特権性」を主張 し,作 品の解釈 を「作者の意図」

い うリアリズムを要求するものではない し,「 解

に限定 してしまう近現代 に自明な芸術理念それ

「模倣」も
釈」の多様性や差異を伴 った「反復」
い
認めて る。

自体 は,か なり特殊 な「制度」であるといわざ
るをえない。作品を作者の内面の忠実な再現で
あり,作 者の被造物 =所 有物 とみなす考 え方は

,

「物語」 は固有の作者 を持 たない とい う点で
「起源」を欠いている。また,リ ゾーム状に放射
ロス)」 が

出来事の正確 な「写 し」 というリアリズムに行

する「物語」にはそもそも「 目的

き着 くし,「 作者の意図」以外の「解釈」も許さ
ない。文字化 した作品には「反復」の可能性が

ない。これに対 し「近代」 という時代 一近代小

開かれてはいるものの,「 作者の意図」によって
その意味が一義的に規定されているため,そ の

(テ

説の時代 一は,己 の起源 を自己確認 しつつ,無
限の彼方 にあるテロスヘ向かって進歩するとい
う歴史意識に貫かれている。野家は,「 歴史の始

「反復」は厳然たる「同一性」の もとで遂行 され
ねばならない。つ まり,わ れわれの 日常的な言

原」や「歴史の目的論」を説 く近代的な「大文
字の歴史」意識が現代においてはすでに失効 し

語的実践 とは大きくかけ離れた格率がそ こでは
信奉 されているのである。

ていると診断 し,「 起源 とテロスの不在」とい う

「物語 る」行為の文芸形態は,昔 話やお伽噺 に
代表 される「物語」,前 近代的な「口承の文芸」
である。ここで,近 代的文学観の特殊性 をより
鮮明にするために,前 近代的な「物語」の特徴
について述べてお くことも無意味ではないだろ
う。特権的な作者存在 と,そ の被造物である作
品 とい う関係 は,近 代以前の文芸 において必ず
しも普遍的なものではないからである。
「物語」には,ま ず,固 有の作者が存在 しない

.

荒涼 とした地点に立つ今 こそ,「 物語」の復権 を
唱えるのである。

3
探偵小説 は高度 に形式化 したパ ター ンをジャン
ル全体で保有 し,そ れを前提 とす ることで,は じ
めて個 々の作品が創造 される文芸形式である

5。

「物語」を伝 える語 り部がその大筋 の細部 を修正
した り,と きには新 たな部分 を付 け加 えた りし

高柳太一 。中尾健二

つつ も,基 本的 には与 えられた「物語」 を再現

「以上述べ た命題へ の幾分注釈がか った もの」
が

す るとい う点で近代的な作者存在 とは性格 を異

となるとい う主 旨の記述がある7.っ まり,『 モ

にする ことはすでに指摘 しておい た。探偵小説

ル グ街 の殺人』は第二の部分が第一の部分 の,第

作家 は近代 とい う時代 に属 しなが ら,む しろ,こ

三の部分 が第二の部分 の注釈 として語 られるよ

の前近代的 な「物語」伝承者 に類比的である。

うに構成 されているのである。探偵小説 は,そ

探偵小説 のジ ャンル的統一性 は,謎 一 解明 を
軸 とす る作品構造 , トリックや シチュエー シ ヨ

もそ も探偵小説 のメタレヴェルを目指す もの と

ンのパ ター ン,基 本的 なキャラクター像 な ど,先

る探偵小説 は必ず過去 のすべ ての探偵小説 に対

行作品の発明が ジヤ ンル全体 に共有 される こと

してメタレヴェル に立 とう とす る。 このジ ャン

で保証 されてい る。後代 の作家 は先行す るジャ

ル的自己累積性 こそが探偵小説 の もつ特徴 であ

ンル全体 を前提 とす ることで,個 々 に作品 を創

る。

作す る ことが可能 になる

6。

また,個 々の作品の

して誕生 したのであ り3,ま た,そ の後 に生 まれ

近代的作者存在 を相対化 し,「 作者 の特権性」

絶 え間ない創作 がジヤンル全体 の 自己運動 を支

とい う近代小説 の前提 を浮 き彫 りにす る点 で

える。 この差異 を伴 った「反復」 と「模倣」 の

前近代 の「物語」 と探偵小 説 は共通す る性格 を

連鎖 こそが,探 偵小説 ジヤンルの歴 史的展開の

もつ。ただ し,探 偵小説 は小説 =商 品 とい う形

「口承 の文芸」の語 り部
原動力 を成すのである。

態 をとる,近 代 に内在的な存在 である。探偵小

が「物語」 を伝承す るための契機 にす ぎないの

説 は「作者 の特権性」 とい う近代 の産物 を,ま

と同様 に,個 々の探偵小説作家 は探偵小説 ジヤ

さに近代 の内側 か ら暴 き出す ものであ る。

,

ンル全体 を自己運動 させるための契機 にす ぎな

ところで,近 代小説 の もうひとつの前提 ,す な

い。 したが って,探 偵小説 とい うジヤンルにお

わち,表 現 に際 して前提 されてい る「媒体 の透

いては作者 ― 作品の特権 的な関係性が認 められ
ない,換 言すれば,作 品の独創性 をすべ て「作

明性」 をめ ぐる問題 に,野 家 の「物語」論 は明

者 の特権性」 に帰属 させる ことがで きないので

「直接的Jで「透 明」
確 な回答 を用意 してい ない。
な コ ミュニケー シ ョンを求める欲望が,言 語論

あ る。個 々の探偵小説 とい うよ りは,探 偵小説

の文脈 において, しば しば「話者 の特権性」 を

ジャ ンル全体が先 の野家の「物語」観 に対応 し

前提 してい る点 を指摘 し,デ リダを援用 しなが

てい るとい えよう。

らその「話者 の特権性」 を解体 してい る点 で9,

両者 の違 いは,差 異 における「反復」 の なか

「媒体 の透明性」も
書 き言葉 とい う次元 の異なる

で,「 物語」 が リゾーム状 に拡散す るのに対 し

同時 に批判 していると読 めな くはない。そ もそ

探偵小説 が 自己 の メ タレヴ ェルヘ と際限 な く

も野家 は当然 のことなが ら「物語」 を一面的 に

「累積す る」とい う方向を示す点 にある。この方

固定 して しまう「テクス ト」 とい う媒体それ 自

向性 はす でに最初 の探偵小説 である『モル グ街

体 に批判的である。 しか し,そ れ らは書 き言葉

の殺人』 の,三 重 の 自己言及性 において観取す

を軸 とす る近代的制度 に的 を絞 った批判 になっ

『モル グ街 の殺人』は三つの部
る ことがで きる。

てい るとはいいがたい。野家 の「物語」論 は基

分 か ら構成 されてい る。第一に,事 件 の真相 を

本的 に発話行為 を基準 としているため,書 くと

解明す る分析的思考 の性質 に関す る叙述がなさ
れる部分 ,第 二 に,パ レ 。ロワイヤルで探偵役

い う行為を正面か ら扱 えないのであ る。

デ ュパ ンが彼 の友人の考 えてい る ことをぴた り

面」 を客体化 し相対化す る契機 をすでにはらん

と言 い当てる部分 ,第 三に,モ ルグ街 で発生 し

でい る。書 き言葉 とい う客体的 な媒体 を通す こ

た不可解 な事件 とデュパ ンによる解明がなされ

とによつて,ま た,一 定 の形式 をふ まえる こと

る部分 である。第一の部分 には以下 に続 く本編

によって,そ してなによりも現実 とい う素材 と

,

「私」
「内
近代小説 を書 くとい う行為 は,作 者 の

探偵小説 についての試論

「私」
「内
格闘す ることによつて,そ れはたんなる
面」 ではな くなってい るか らである。小説形式
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は前近代的 な文芸 ジャンル と比較 して無制約的
であ る。それゆえ,小 説 は近代的な内面 を外面

「作者 の特権性」「媒体 の透明性」 が近代 に固

に「直接的」 に移 しかえる「透明」 な表現形態

有 のフイクションである ことを指摘 し,そ の解

とみなされたのであ った。しか し,「 透明」で無

体 ― 再構築 を目論 む立場 は,ポ ス ト近代 の文芸

制約的であ ると信 じられていた近代小説 の言語

評論 において も共有 されてい る。

にも,実 は暗黙 の制約性や様式性が課せ られて

野家 も自身の「物語」論 のなかで適宜ポス トモ

いるのである。表現 とは常 にそ うした ものであ

ダ ンの文学理論 を参照 してい る。例えば,「 作者

る。近代小説 を書 く行為 が,近 代小説 の 自己理

の特権性」を解体す るために,「 作品」概念 を「テ
クス ト」概念へ と転換 させ るロラ ン・バ ル トの

解 を裏切 つて しま う。
近代的主体が固有 の内面 を表現 した もの とし

「作者 の死」 と題する小論 を採 り上げてい る H.

て書 き,も う一方 の主体である読者 に読 まれる

作者 の一 回的,個 別的,私 秘的 な意 図 は,一 般

近代小説 なるものは,そ れ 自体 としてひとつの

的,普 遍的,公 共的な語彙 の反復的,模 倣的,引

近代的なシステムであ る。このシステムは主体

用的な使用 によって外在化 される他 はないため

を規制す るとい うよ り,主 体 なるものを事後的
に産出す るような超越的なメカニズム に他 なら

作品の独創性 をすべ て作者 に還元するわけには

ないЮ。近代小説 の作者 お よび読者 は,こ の超越
的 メカニズム を制度 である とは認識 しないだろ

局限 されないのであ る。作品はまた,他 の文脈

う。それ は媒体 の「不透明 さ」 を覆 い隠 し,書

り越 え,裏 切 り,解 体す る。バ ル トはこの よう

くとい う行為が は らむ「私」 を相対化す る契機

な意味作用 のず れやゆ らぎ,意 味 の無限増殖 の

を無効化 させ る。

過程 を十全 にす くい取 るために,「 作品」に代 え

,

いかない。作品の解釈 は唯一の「作者 の意図」に
に引用 される ことによって「作者 の意図」 を乗

近代的文学主義者が探偵小説 を排除 し差別 し

て「テクス ト」概念 を提起す る。
「テクス ト」 と

てきた こ とには,否 定 で きない根拠 がある。探

は解釈 の多様性 を許す引用 の織物 である。バ ル

偵小説が「作者 の特権性」のみ ならず,「 媒体 の

トの「 テクス ト」論 は近代批判 の文脈 において

透明性」 もまた近代 の産物 にす ぎない ことを彼

野家 の「物語」論 と,さ らには探偵小説 の批評

らにつ きつ けるか らである。近代小説 の 自己意

性 と共通す るものがある。

識 は,自 らを前近代的な文芸 ジヤンル とは区別

バル トの「テクス ト」概念 と野家の「物語」概

された「 自由」な存在 であると自賛 して きた。探

念 とが決定的 に異 なるのは,前 者が,「 テクス ト」

偵小説 はその徹底 した形式性 ゆえ,実 は近代小

の 自律性や特権性 を示唆す る限 りで,「 オリジナ

説が一定 の形式性 ― 制約性 ― を持 つ こ とを

ル・テクス ト」へ と遡及 してい く誘惑 に常 に巻

どこまでいっても媒体 の (ヘ ーグル的な意味 で

き込 まれてい る点 であ る。それは「起源」 の も

の)客 体性 一 不透明性 ― か らは 自由でないこ

つ特権性 を無批判 に前提 としてい ることにおい

とを,暗 に示 して しまう。
「透 明性」を仮構す る

て,「 作者 の特権性」を前提 とす る議論 とさして

超越的 メカニズムの存在 を自日の下に曝 して し

選ぶ ところはない。前述 したように,「 物語」は

まうのであ る。探偵小説 は近代文学 の制度 を内
部 か ら崩壊 させかねない,近 代 にとって危険 な

特定 の「起源」 (作 者)を 持 たない。前近代的 な
歴史意識 に着 目した野家 に比べ ,バ ル トはなお

存在 に他 ならなか った。

近代的な歴史意識 を保持 してい るとい える。

,

探偵小説 とポス トモ ダ ンの文芸評論 との間 に
も無視 しえない関係 がある。ポス トモ ダ ンの評

高柳太― 。中尾健二

約 で きる.曰 く,探 偵小説 には一般的 に確固た

もっと脱共同体的,脱 規範的,お 遊び的である。
確かに最後 に犯人が特定 されてしまうとい うこ

る「唯一の真相」 が存在す る。通常 ,探 偵小説

とでは
「勧善懲悪」
「天網恢 々疎 にして漏らさず」

の結末部分 では探偵役が「唯一の真相」を語 る。
必然的 に作者 は「唯一の真相」へ と辿 り着 く筋

といった古来の「物語」 を再生産する側面 をも
っが 12,同 時にゲーム化 されることで規範から

道 を完全 に見渡せる位置か ら作品 を書 き出さね

自由な遊びの側面 をもっている。この遊びは,現

ばならない。 したが って,探 偵小説 の作品世界

実に対する批評的感覚 と不即不離な関係 にある。

では「唯一の真相」とい う名 の「作者 の意図」に

これが共同体から自由になった探偵小説の「近
代性」の証 というわけである。 この自由の荒野

論家 の手 による探偵小説批判 は以下の ように要

よつて解釈 の多義性 を奪 われてい る うえに,探
偵小説作家が作品世界 を神 の ような位置 か ら見
下 ろす「特権的 な作者」として存在 している,と
い うのである。つ まり,探 偵小説 には依然 とし
て近代性が残存 してい るとい うわけである。
この ようなポス トモ ダンな探偵小説批判が皮
相的である ことは明白であろ う。探偵小説作家
が作品 に対 して「特権的」 な地位 を獲得す る こ
とは不可能である。なぜ なら,探 偵小説 は先行
する作品群 によって,ま た,厳 密 なルール とそ
れを監視す る読者 の 目によって,常 に一定 の制
約 を受けることで成立す る文学形式 だか らであ
る。ジャンル全体 を前提条件 とする作者 は作品

をわれわれは知性 を武器 に動 き回り,人 間関係
を一からつ くり出さねばならない。いわば探偵
小説は「都会の文学」 なのである。
野家は「起源 とテロスの二重の不在」 を体現
する「物語」の前近代性が「思い もかけぬ回路
を通 じて「ポス ト近代」の地平へ と突 き抜け」B
る可能性 を示唆 し,現 代 における「物語」の復
権 を唱える。他方,今 日の 日本 において稀 にみ
る活況 を呈 している探偵小説 ジヤンルは,六 十
年代から七十年代 にかけて経験 した危機の時代
を乗 り越え,八 十年代後半に劇的な復権を遂げ
ている。おそらくこれは,野 家の期待 に反する

作品の意義 を決定づ けるのは,「 作者 の意図」で

かたちで「物語」の魁魅魁題 たちが跛雇 しだし
たとい うことなのである.こ れらは現代社会の

はな く,探 偵小説 ジヤンル全体である。前節 で

意味の空白を埋めるただの充填物 ともいえるが

も述べ たように,「 物語」を後代へ伝承す る前近
代 の語 り部 と類比的 に,個 々の探偵小説作家 は

探偵小説の歴史的展開からうかがえるのは,近
代社会が稼働 させた自己反省性・自己言及性の

探偵小説 ジヤンルの 自己運動 を支 える一契機 に

力学 をここにも見 ることができるとい うことな

す ぎない。ポス トモ ダ ンの文芸評論家が一様 に

のである。

に対 して神 の よ うに振 舞 うわ け にはいかない。

,

見落 としていたのは,探 偵小説 ジヤンル に特有
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な自己累積的 な構造 である。
以上の議論 か ら,探 偵小説が近代 にもポス ト
近代 に も安 住 で きない理 由の一端 が 明 らか に

ポス トモ ダンの批評家 ステファー ノ・ ターニ

なったと思われる。それは探偵小説 の 自己運動

は,著 書『やぶれ さる探偵』̀の なかで,第 二次

性 ・ 自己累積性 に起因す るのであ り,ま た,そ

世界大戦後 の英米において探偵小説が急速 にそ

れ らの諸特徴 は前近代 の「物語」 と類比的であ

の地位 を低下 させたとい う歴史的事実 を次 のよ

るかの ような印象 をあたえるか らである。

うに分析 してい る

(こ

こでい う探偵小説 とは形

の翁が語 る「物語」 は,基 本的 に共同体 に規範

式的で論理パズルの ような探偵小説 のことを指
す。具体的 にはアガサ・クリス テイやヴァン・ダ

を提示す るものであるが,探 偵小説 の機能 をそ

イ ン,エ ラリー・ クイー ンの作品 など。 ターニ

の ようにまとめる ことはで きない。探偵小説 は

はこの ようなタイプの探偵小説 を「英 国式」 と

両者 にはまた,無 視 しえない相違 もある。村

探偵小説 についての試論

の特徴 となる。ポス トモダンの純文学者たちは

形容 してい る)。
ターニが指摘す るのは,「 英国式」の伝統的 な

こう した処置 を施す ことによって探偵小説 を

探偵小説 と当時支配的にな りつつ あ った世界観

「改良」するわけではない。ただ,新 しい技術 を

背景 には,第 二次世界大戦後

そこから掘 り起 こそうと廃品の捨て場 として探

とのずれである

15。

の相対性 と無意識 をめ ぐる諸理論 によって再解

偵小説形式 を利用するだけである。したがって

釈 を施 された新 たな「現実」概念 の誕生 とい う

この破壊 は「探偵小説の伝統それ自体の中から

「現実」は十九世紀 の実証主義 の楽
事態がある。

出て くるものではな く,外 部から来るものであ

天性 と合理性 によっては理解 で きない ものに変

る」17.

,

化 しつつあ った。ひとびとは謎が説明可能であ

以上のようなターニの「反一探偵小説」論 に

り,そ の解明 によって慰藉 を与 えて くれ るとい

はさまざまな角度からの検討が必要 とされるで
あろうが,こ こでは次の二点に的をしぼって論

う言 い方 を諦 めるようになる。つ ま り,謎 を「解

「解 き」明か し,た つたひとつの解答 を与 えて し

を進めることにしたい。
第一 に,メ タレヴェルヘ と際限なく自己累積
するとい う探偵小説形式の特性 を,タ ーニの議

まう探偵小説 は時代的なリアリテイを失 わざる

論では把握することができない。それは,第 二

をえない。大戦間のアメ リカで勃興 した「ハー

次世界大戦後に始まる探偵小説形式 の崩壊が
ターニのい うように「外部から」だけではな く

こう」などとは最初 か ら思わな くなるのであ る

.

そうであれば,現 前す る謎 を理性 の力 によって

ドボイル ド」派 も最終的 な解決 に到達 して

(も

,

,

しくは,近 づいて)し まうとい う点 で,第 二次

ジャンル自体の「内部から」 ももたらされたと

世界大戦後 の社会状況 に適合的ではなかった

い う事実 を見逃す原因にもなっている。明確な

もっとも,タ ーニは,血 の通 つた探偵 が曖味で
複雑 な「現実」 を相手 に格闘 を演 じる「ハー ド

コー ドがあ り,そ れを模倣せねばならず,し か

ボイル ド」派が,「 英国式」探偵小説 に対す るひ
とつのアンチ 。テーゼ として機能 してい る点 を

と異化 こそが,探 偵小説形式であった。極限 ま
で累積 した探偵小説形式は,そ れゆえ,ジ ャン

評価 してはい るが

ル全体を崩壊 させるようなメタ探偵小説の登場

.

.

も,同 一であつてはならない とい う不断の累積

非論理的なものを 日々受け入れ始 めてい る現

による自壊 を必然的に招 きよせてしまう。あら

代人 の世界観 を体現す る文学 は,英 国風 の探偵

ゆる形式体系 と同 じように,探 偵小説 もまた,不
可避に「不完全性定理 =ゲ ーデル的問題」 とい

小説が提示す る「唯一の真相」 を拒否 し,き ち
るような作品でな くてはならない。
「無解決」な

う難問に直面せ ぎるをえないからである18.こ
の問題 を自覚 したエラリー・ クイー ンは,晩 年

謎が逆 に何 らかの真実 を語 りかけて くるような

の著作『十日間の不思議』(1948)に おいて,作

探偵小説 こそが望 まれるとい うわけで ある。そ
こでターニは,「 英国式」探偵小説 ジヤンルの形

品内にち りばめられた「手がか り」が真 に事件
の解明につながるものかどうかは,作 品の外側

式 を裏返 して利用す る ことで,現 代 生活 を蝕 ん

(メ

んと構成 された筋 とい う合理的な中心 を否定す

でい る無秩序 と実存的虚無 を表現 しようとす る
逆説的な試みを,「 反 一探偵小説」 と名づ け,そ
れが現代 において唯一活力 をもつ文学 であ るこ

タレヴェル)に 立たなければ決定不可能であ

ることを実験的に証明 した。 この時点で探偵小
説ジヤンルは自身の形式の無根拠性 を目の当た

とを主張す る 16.ポ ス トモ ダ ンの想像力 が探偵

りにしてしまったのである。第二次世界大戦後
に到来 した探偵小説の崩壊 とい う事態 を正確 に

小説 における「解明」を脱中心化す る ことで,結

論 じるためには,タ ーニのように探偵小説形式

末 における「無解決」,「 解決 に対す る多 かれ少

自体の「内部から」の圧力を無視するわけには
いかない.「 英国式」探偵小説の沈黙 はターニ的

なかれ ラデ イカル な処理」 が「反 一探偵小説」

高柳太一 。中尾健 二

な状況論 だけでは十分 に説明 しきれない もの な

後 の探偵小説が極端 に論理パ ズル化す る ことで

のであ る。

ジャンル を形成 したその意義が まった く理解 さ

この「 ゲーデル的問題」 に無 自覚 であ る探偵

れてい ない。前述 した「探偵小説 ゲーム論」 に

小説風 の作品は,い かにターニのい う「反 一探

端的 に見 られるように,第 一次世界大戦後 の英

偵小説」 の作法 に則 つてい ようとも,と ても現

米 においてジャ ンル形成 を遂げた探偵小説 の特

代文学 を名乗 るに値す るだけの価値 をもたない

性 は, もはや小説 であ ることをやめて しまうほ
どに高度化 した形式性 ・ゲーム性 にある.第 一

であろ う。
「無解決」によつて作品の解釈 が 開か
れるだけで「反 ―探偵小説」 の資格が与 えられ
るとい うのであれば,山 ほどある探偵小説 の凡

次世界大戦が築 いた無個性 な死体 の山は,そ れ
まで信 じられていた十九世紀的な理性主義 。理

ニ流 「反 ―探偵小説」 を容易 に量産す ることが

想主義的 な世界観 。人間観 を徹底的 に破壊 して
しまった。世界 (自 然 。現実 。経験 )と 作品世

で きる。ポス トモ ダンの世相 に適合的である と

界 との結 びつ きは不透明 とな り,理 性的で個性

い う以外 に深 い訳 もな く,探 偵小説 を「反 一探

的な「人 間」 とい う観念 も非常 に疑わ しい もの

偵小説」 にひっ くり返せばそれで よい とい うわ

になる。探偵小説 ジヤンルが現実世界 との対応

けにはいかない。 自己累積す るジャンルが極限

関係 を捨 てて 自律的 な形式体系 を目指 したのは

において不可能性 に追 い込 まれる こと,こ のこ

十九世紀的な世界観 と作品世界 との一対 一の対

とを意識 せ ず に書 かれた「反 ―探偵小説」 は

応関係 の間 に修復不可能 な亀裂が生 じたためで

現代文学 であ るどころか,「 十九世紀的小説 の最
後 のあが き」 に他 ならない。われわれは「ゲー

あ る。また,大 量死 の経験 が必然的 に人 間の内

作 か ら解決篇 をはさみで切 り取 ればよい。 ター

,

,

デル的問題」 と正面か ら向かい合 い なが ら,な

面性 を剥奪 して しまったがゆえに,探 偵小説 に
登場す る人物 たちは薄 っぺ らい記号 のような存

おその形式性 を手放 さずに,む しろ,そ の形式
体系 に内在す ることで,逆 説的 にも外へ 向か っ

在 ,パ ズルの「チ ップ」 のような存在 として描
かれざるをえなか ったのであ る。ヴァン・ ダイ

て開かれ ようとす る (「 閉 じる ことによって開か

ンの 『二十則』 はこうした時代感覚 を鋭 く反映

れる」)探 偵小説 を,優 れた現代小説 として評価
すべ きなのであ る。

したものとして把握 されなければならない。

欧米 か ら日本 に輸入 されたポス トモ ダ ン思想
は,日 本型 ポス トモ ダニズム としてジャーナ リ

間性」の欠如が意味す るところを理解せずに,た

スティックなかたちで受容 された。その影響 を
受けて,九 十年代後半 には数多 くのメタ探偵小

式」探偵小説 を批判す る「ハー ドボイル ド」派
の見解 には説得力が欠けてい るり。
「ハー ドボイ

説 =「 反 一探偵小説」 が 目立 つ よ うになるが

ル ド」派 によって「英国式」探偵小説に最初 の

,

したが って,そ の「現実性」 の希薄 さや「人
だ「 リアリズム」 の復権 を唱える ことで「英国

それ らは形式性 の徹底的な追求 を抜 きに泰平楽

批判 の一撃が加 えられたとするターニの立論 も

な脱 コー ド化 を礼賛す るだけの,遅 れて きた八
十年代 の 日本型ポス トモ ダニズム にす ぎなか っ

また同様 である。犯罪者が 自らもまた無個性 な
存在 となることで群集 のなかに紛 れ込み,そ の

た。実際 に,探 偵小説 ジヤンルの 自己累積す る

姿 を隠す とい うことが,探 偵小説 の表現す る根

形式 の危機 (ゲ ーデル的問題)に 無 自覚な まま
安易 な「反 ―探偵小説」 が大量生産 されたので

源的 な社会的内容 であ ったとすれ ば (ベ ンヤ ミ
ン),大 量死 の時代 。大衆 の時代 に「 固有 の顔 を

あ る。 ここに山積 みにされた「反 一探偵小説」

もたない」
「固有 の内面性 をもたない」人間 を描

は優 れた現代文学 といい うる水準 に達 してい る

くことこそ,大 戦間の探偵小説 に課せ られた課

のだろ うか。肯首す る ことは難 しい。
第二 に,タ ーニの議論 では,第 一次世界大戦

題 であ つたのではないだろ うか。
八十年代後半 の 日本 において探偵小説 の一大

探偵小説 についての試論

ムー ヴメン トが訪 れると前述 しておい たが,そ
こで 主役 の座 を演 じて い たの は「反 一探偵小

代の文学 としての探偵小説 を,大 量生の時代 一
無理や リブロイラーのように生かされている時

説」 ではな く,タ ーニが「文学的 どんづ ま りで

代 一の文学 として再評価す るとい う運動 で も

20と
行 き暮 れて しまってい る」
診断 したはず の英

あった。もちろん,歴 史は単線的に回帰するわ

国風探偵小説 であ った。 ターニが予測 した事態

けではない。笠井潔の表現 を借 りれば,大 戦間

は 日本では起 こらなか った。それは,こ の復興
運動 を支えた (当 時次 々 にデ ビュー を果 た した)

探偵小説の九十年代 日本 における復興 は「螺旋
状の回帰」 を遂げた結果であるということにな

探偵小説作家 たちが,探 偵小説 ジヤンルが帰結

る。
問題 は縦方向の振幅に生 じた差異である。
笠

す るところの「ゲーデル的問題」 を,自 分 たち

井は,大 戦間探偵小説 と比較 して,現 代 に復興

自身の課題 として正面か ら受け とめていたか ら
である。だか らこそ,彼 らの作品 は後 に続 く巨

した探偵小説 には何 らかの「人工的過剰性」が
「英国式」探偵小説の
認められると述べている。

大 な潮流 を生み出す現代文学 た りえた。それ は

復興だけを目的 としていながら,現 に復権 した

同時 に,大 量死 の陰画である二十世紀後半 の
「大
量生 の時代」 において,凡 庸 な大衆存在 と化 し

英国風探偵小説 をよく見てみると,そ こにはこ
の復興運動の目的には還元 しきれない
「過剰さ」

た人間を表現す る文学形式 としての探偵小説が

が生 じてしまうとい うのである。この「過剰さ」

再 びアクチュア リテイを獲得 したとい うことを

は何 に起因するのか。それについて笠井 は「時

̲二 が見落 としてい た点に

代経験の落差」が影響 していることを示唆する

もまた,探 偵小説 の現代 に通ず る可能性 は眠 つ

だけで明確な回答を用意 していない23.以 下の

ていたのである。

論述では,こ の「過剰さ」の正体 を,当 時の 日

,

意味 してい る21.夕

本社会の状況のなかに探 ってい きたい。

6

今 日の消費社会 において人は使用価値 をもっ
た物質的な「物」ではな く,記 号 としての「モ

八十 年代後半 以 降 の 日本 にお い て探偵小説

ノ」 を消費 している。大塚英志 は,記 号型消費

ムー ヴメ ン トを支えて きたのは,凡 庸 な「反 ―

がすでに生活実感 となっている現在 を象徴する

探偵小説」作家 たちではな く,「 八 〇年代 のポス

商品 として,一 九八七年から八八年 にかけて子

トモ ダ ンな世相 ……今 で もそれは抜 き難 く身に

供たちの間で大 ヒットした「ビックリマンチョ
コレー ト」の分析を試みている そこでは,消

染 みついてい る」22と 語 りなが らも,探 偵小説形
式 の 自己累積 に内在す る不断の危機 に 自覚的 な
作家法月綸太郎 (処 女作 『密閉教室』 1988)に
代表 される,あ くまでその形式性 との絶 えざる
対話 を繰 り返す作家たちであ った。彼 らは英 国
風 の論理パズ ルと しての探偵小説 ジヤ ンル を再
構築 し,同 時 に,い かに して「ゲーデル的問題」
を乗 り越えるか とい う難問を自らに課 しなが ら

,

今 も創作活動 を続けてい る

24。

費者である子供たちはオマケとしてついてくる
「シール」を目当てに「 ビックリマンチ ョコレー
ト」 を購入 していたのであ り,形 式的には商品
の本体であるはずの「チ ョコレー ト」=「物」の
使用価値 (食 品・栄養)が完全にその価値を失 っ
ていたからである。
「チ ョコレー ト」が使用価値 をもたない以上

,

さまざまな試 みについて,残 念 なが ら本論 では

「モノ」とはいっ
実際に子供たちが消費 していた
たい何 だったのか。常識的には,そ れはオマケ

詳述す る余裕 がない)。

の「シール」であったと考 えられている。では

(こ

の難問 に対す る

,

探偵小説復興運動 の最初期 の 目的 は,大 戦間

子供 たちが「 ビックリマンチ ョコレー ト」のオ

の英米で黄金時代 をむかえた「英国式」探偵小

マケ「シール」 を熱心 に蒐集 した動機 はどこに

説 を再現す ることにあ った.そ れは大量死 の時

あったのか。

高柳太一 。中尾健二

「シール」には一枚 につ き一人のキャラクター

「趣
えば,多 数の個人が これに自分の創意 による

とその裏面 に「悪魔界のうわさ」 と題される短
い情報が記入 されている。
「シール」一枚では単

向」 を凝 らして二次創作 をすることが可能 とな
り, しかも,本 家の「ビックリマンチ ョコレー

なるノイズだが,い くつかを組み合わせると漠
然 とした「小 さな物語」― キヤラクター間の抗

ト」 も含めた無数のキャラクターを判断する基
準 として,ど れがオリジナルであるかが無意味

争・裏切 りなど一 が見えてくる。この予想だに
しなかった「小さな物語」の出現が子供たちの

となるのである。
「世界」に対する「趣向」の切
り口だけが作品の優劣 を決定づける基準 となる。

コレクションを力日
速させるのである。さらに,こ
れらの「小 さな物語」 を積分 してい くと,神 話

このような「物語消費」が優位 な社会におい
て,「 物語」の製作 は,差 異のある「反復」によつ

的叙事詩 を連想 させる「大 きな物語」が出現す

て複製が繰 り返されるプレモダン的一ポス トモ

る。子供たちは,こ の「大 きな物語」 に魅了 さ
れ,「 チ ョコレー ト」本体 を「大きな物語」にア

ダン的な性格を帯びるようになるであろう。歌

クセスするための手段 として購入 していたので
ある。菓子 メーカーが売 り,消 費者が消費 して

舞伎の「世界」に類比的な前近代性 を評価基準
にしながら,ポ ス トモダンな「複製の複製」が

いたのは,実 はこの「大 きな物語」であったの

作 られるようになる.言 い換 えれば,そ れは近
代的な創作活動の価値観が徐 々に色褪せてい く

である。しかし,「 大 きな物語」自体 を売ること

過程でもある.大 塚 は自身のプレモダン的一ポ

は不可能に近い。そこで,そ の一断片 としての
「シール」=「 モノ」が見せかけとして消費 され

ス トモダン的な「物語」製作の分析結果が次の

たのである。大塚 はこのような消費行動 を「物
語消費」 と名づけている万

ような反感 を惹 き起 こすであろうことを予想 し
ている
.

.

大塚 はまた,こ の擬製的な「大 きな物語」が

,

日本の伝統芸能である歌舞伎の「世界」概念 に
類比的であると論 じている%。 「世界」 とい う歌
舞伎用語はその劇の内容 となる時代,事 件,お
よび登場人物のカテ ゴリーをさす ものであ り
,

こ うい う考 え方 に反発 を持 つ 人 は少 な くな い
と思 う。特 に く小説 〉とい う物語 に愛着 を持 つ
読者 な どは そ の傾 向 が 強 い と思 う。27

作品 に対す る作家 の独創性 を是非 とも認 めた
い と思 うのは近代主義的な文芸理念 の立場か ら

登場人物の役名,役 柄,人 物相互の関係,基 本
的な筋や局面 の展開などの,類 型化 されたパ

すれば当然 である。すべ ての「物語」 が一定 の

ター ンを含む概念である。劇作家はこの「世界」

形式 の反復 にす ぎず,創 作活動 のかな りの程度

をいかなる「趣向」で切 り取 り,作 品 として仕

までが機械的 な作業 に還 元 されるので あれ ば

上げるかを判断 される.こ こにおいて「物語」を

そ こに作者 の独創性 や創造力 を見出す ことは困

作 るとい う作業は,無 の状態からの創造ではな
く,一 定の形式・パ ターンを前提 とする性質の

難 になる。しか し,わ れわれは「作者 の特権性」

ものである。

いかない。

歌舞伎作家 と同様 に,あ る個人が「 ビックリ
マンチ ョコレー ト」の「世界」に従 って,こ れ

,

とい う近代的な観念 を単純 に信奉す るわけには
先行す る作品群 の背景や事件や人物像 を前提
として後代 の作品が構成 される探偵小説 ジヤ ン

と整合性を持ち, しかも,全 七七二枚の「 シー
ル」 に描 かれていない七七三人目のキ ャラク

ルの性質が,大 塚 のい う「世界」概念 と類似 し

ターを作 り出したとすると,そ れはもはや「偽
物」ではない.つ まり,「 ビックリマンチョコレー

「物語」製作 に反発す る「小
要 もないであろ う。
説 に愛着 を持 つ読者」は,探 偵小説 に「創造力」

ト」 とい う「世界」がひとたび習得 されてしま

を対置 して拒否反応 を示す近代的文学主義者 と

てい ることについては,あ らためて指摘する必

探偵小説 についての試論

「作者の特権性」を主張する彼 ら
相似形である。
の探偵ガヽ
説批判 は概 して一面的であった。笠井

で,強 固 な日常性 に風穴 を開け,「 異界」 との交

潔は探偵小説 ジヤンルの自己累積性を歌舞伎 の

信 を試 み よ う としたので ある。
「 ビ ックリマ ン

「世界」概念 と類比させながら説明 しているが

,

それも偶然ではない28.探 偵小説が前近代的な
「物語」製作を積み重ねた結果,ジ ャンル として
の高い自律性 を保 つて きた文学形式だからであ
る。

ために,「 死」をめ ぐる「噂」 を作動 させる こ と

チ ョコ レー ト」 の「大 きな物語」 とはメディア
が創出 した新 しい「異界」に他 ならない

29。

この

「大 きな物語」にアクセスする手段 はまさに「悪
魔界 の うわさ」 であった。
「死」をめ ぐる言説 によって生の圧迫感 を打 ち

探偵小説が「物語消費」 の時代 に復権 した こ

破 り,日 常世界 の「外部」にある「大 きな物語」

とには必然性がある。それは探偵小説 を書 く行

との接触 を求めようとす る心性 は,同 時期 に始

為がその まま「物語」 の製作 となるか らだけで

まる探偵小説 ムー ヴメ ン トの起動因 と至近距離

はない。大塚 は一九八 十年代後半 に子供 たちの

で共鳴す るものである。七十年代 まで続 く危機

間で「死」 をめ ぐる特異 な「噂」 が流行 してい

の時代 を乗 り越 え,八 十年代 に復権 を果 た した

た こ とに着 目し,従 来 の民俗学的噂論 とは違 う

探 偵 小 説 の 再 出発 を象徴 す る綾 辻行 人 の デ

新 しい「噂」 の機能 を分析 してい る。普通 ,民

ビューは一九八七年 であ った

俗学 の対象 となる噂 =世 間話 は,村 落共同体が

1987)。

異物 の侵 入 とい う事態 に直面 した とき,こ れを

ざされた社会 の内部において,大 量生産 と管理

解毒す る防衛 のメカニズムである と考 えられて

社会化 の昂進が人 々の生 をさらに圧迫する。綾

いた。これに対 し,当 時 の子供 たちの間 を駆け

辻 に続 き八十年代後半 か ら九十年代前半 にか け

巡 った「噂」 は,秩 序 にカオス を持 ち込 む こと

てデビュー した新入作家 たちは,そ うした社会

で 日常性 を破壊す る機能 を果 た していたとい う

の閉塞感 を背景 に,そ れを打破すべ く探偵小説

のであ る。例 えば,「 サザエ さん」一家が飛行機

とい うゲーム空 間の なかで「密室」状況 を構築

事故 で死 んで しまい海 の魚 に生 まれかわるとい

した

う「噂」 は,何 年 たって も歳 をとらず に安定 し

が「群集 の時代」 の文学であるの ならば,圧 倒

た日常生活 の永続が保証 されてい る「サザエ さ

的多数 の群集 に個 々人が押 しつぶ されようとす

ん」世界 の不変の秩序 に対 して投 げつ け られた

る現代 にあって,探 偵小説 はこの圧迫感 を表現

「異物」であ った。このような「噂」は,今 日の

30。

(『

十角館 の殺人』

「外部」 を欠いて永遠に無限循環する閉

ベ ンヤ ミンが指摘 したように探偵小説

す る文学 で もあ りえたはずである

.

システム的な社会,均 質化 した都市空間 に何 ら

巽昌章 は八 十年代後半 か ら九十年代初期 にか

かの違和感 を抱 き,こ れを破壊 しよう とす る子

けて出版 された探偵小説 において,ひ とつ の事

供 たちの衝動 に支 えられていた。

件 =謎 に「過剰」 なまでの意味 を与 え,そ れを

自分 たちの 日常 の彼方 に「外部」=「 異界」を

解決す ることが世界全体 の意味 を読解す る こ と

見出す とい う感覚 は,伝 統的社会 では極 めて普
通 の感覚 であ った。それは「 山」や「海 の彼方」

に直接 つ ながるような作風が広汎 に,し か も,次
第 にエスカレー トす るかたちで影響力 を持 つ よ

「死者 の異郷」であ った りした。近代社会は こう

うになった と指摘 してい る31.擬 似的な「世界

したあらゆる「外部」を含 む空 間 を均質化 し,排

観」や「運命」 に,探 偵 も犯人 も含 め,す べ て

除す ることで初 めて成立 した。近代化 の行 きつ

の登場人物が飲み込 まれ,日 の前 の事件が ,日

いた先 ,「 複製 の複製」 に囲まれ る現代社会 は

に見えない世界 の仕組 みや意味 を暗示す る。謎

「異界」の存在 を許す だけの空 白を持 たない閉塞

を解 くことが事件全体 を背後 か ら規定す るひと

感 ,抑 圧感 によって埋め尽 くされた「大量生」の

つの大 きな構図 を可視化す ることと同義になる。

世界 である.子 供 たちはこの閉塞感 か ら逃れ る

例 えば,綾 辻行人には「館 シ リーズ」 とい う連

,

,

高柳太一 。中尾健 二

作があるが,そ こでは犯行現場 にすぎないはず
の建物 「館」が,そ れ 自体 トリックになってい

けである。
現実世界の安定性 を信 じて疑わず,安
「社会派」
易 に社会問題 をモチーフにするだけの

る,さ らには,そ れが意志を持 って登場人物を

小説 に,綾 辻世代の作家は辟易 していた33.「 社

操 っているかのように描かれているのである。

会派」の描 く小説世界は閉塞 した日常世界 と選
ぶところがない。それゆえ,綾 辻 にとって古典

探偵小説が本来,犯 人や犯行方法を論理的に
解決することに主眼をおく小説であるとすれば

,

「過剰」な
上記のような作風 に見 られる謎解 きは
要素 にすぎない。なぜ このような「過剰」が当
時の探偵小説の一主流 とな りえたのか.や は り
ここにも,日 常生活の閉塞感 に対 して穴を穿 ち
,

「異界」との交信 を求める心性が働いていたので
はないか。個人的な経験 とは無関係 に社会は自

的な名探偵が活躍する探偵小説それ自体がすで
「異界」
に「異界」への入 り口であつたのである。
として存在する古典的な探偵小説のなかで,虚
構的に「異界」 を復活 させる。つ まり,作 品の
内外 において二重に「異界」への接近が試みら
れているのである。
「死」に関する言説は基本的に道徳や倫理の間

「運
律的に駆動 し,わ れわれの生活は背後 にある
命」的な力 によって知 らず知 らずの うちに規定

題圏に属す。野家は,近 代的な「大文字の歴史」
が失効 した現代においては,そ れに替わつて,村

「異界」との接触がなくては日常 は
されている。

の長老が語 るような「物語」が中規模の共同体
をひとつにまとめる規範 になるとい う。探偵小

弱体化 してしまう。だから,彼 らは発生する事
件 =「 死」に過剰な意味を担わせ,こ の「死」を
通 じて,日 常の彼方 にある「大 きな物語」 に虚

説が八十年代 に再 び活況 を呈 した理由として
やはり「死」 を主題化する「物語」であったと
,

構的な接近 を試みたのではないだろうか。子供
たちの間で「サザエ さん」一家の「死」をめ ぐ

い う点 を看過するわけにはいかないが,そ こで

る「噂」が同様の役割 を果たしていたように

遠い ものである。探偵小説は現代の陰惨 な事件
を端から網羅 してパロデイにしてしまう。

32.

六十年代から七十年代 にかけて,名 探偵 キヤ
ラクターが不可能犯罪 に挑戦するタイプの探偵
小説 は歴史の表舞台から姿 を消す。それに替わ

の「死」の扱 われ方は野家のい う規範性 とは程

7

り,松 本清張以降,「 社会派」と呼ばれる小説群
が主役の座に座るようになる。人間味あふれる
刑事 たちが汚職や不倫を背景 とする現実的な事
件や当時の社会問題 に捜査のメスを入れるタイ
プの小説である。彼 らは小説世界から名探偵 を
排除 し,現 実的な犯罪 を作品に取 り入れること
を,一 様 に探偵小説の「進歩」であるとみなし
た。
「名探偵が颯爽 と登場 して事件 を解決するよ
うな小説は時代遅れである。われわれ社会派 こ

東浩紀 は,「 物語消費論」をさらに継続 し,大
塚 のい う「大 きな物語」 を「デー タベース 。モ
デル」として捉 え返 してい る 「大 きな物語」が
個 々の商品の背景 となるひとつのス トー リーで
34。

あ ったのに対 し,「 デー タベース」 にはス トー
リーがない。ただ情報が平面的 に並べ られてい
るだけであ る。各個人 はこの「デー タベース」か
ら好 みの要素 を取 り出 し,そ れ らを組 み合 わせ

そが文学の名 にふさわしい」 と,当 時は本気で
そのように考 えられていた。

て各 々 に「小 さな物語」 を紡 ぎだす。そ うす る

「社会派」がまだ強い影響力 を保 っていた時代
に綾辻行人の『十角館の殺人』が出版されるや

とがで きるのである。

ことによつて,他 者 なしに欲望 を充足 させ る こ

「まる
「時代遅れ」 とい うレッテルが貝
占られた。

探偵小説 は元 々デー タベース的な性質 をもっ
た文芸形態 である。 トリックやシチ ユエー シヨ

でエ ラリー・ クイー ンやアガサ ・ クリステイの

ンのパ ター ン,登 場人物 の類型,プ ロ ッ トの構

作品のようで,時 代錯誤 も甚 だ しい」 とい うわ

成な ど,そ れ らはすべ てジャ ンル全体 で共有す

探偵小説 についての試論

る探偵小説 の基本的なデー タである。探偵小説

ればこそ成立 した地平 であ った。探偵小説形式

作家 はこの「デー タベース」 か らい くつかの要

の歪み とは「近代性」 の歪みに他 ならない。八

素 を選択す ることで作品 を創作す る こ とがで き

十年代 後半 の探偵小説 の復権 とその「過剰 さ」

る。ただ し,探 偵小説 ジヤンル には これ らの要

は,サ ブカルチ ャー的な「大 きな物語」 の虚構

素 を使用す る際 の「ルール」 (規 則)が ある。密

的復権 に対応 していた。こうした誇張 された,グ

室状況 は必ず論理的に解明 されねばな らない
したが って,尊 重 されるべ きは「 ルール」であ っ

ロテス クなかたちであ るにせ よ,「 近代性」を表
現 して きた探偵小説 は,こ こに きてその敷居 を

て,決 して「デー タベース」その ものではなかっ

こえて しまったのであろ うか。

.

た。

探偵小説 の トリックが リアリテイを持つのは

,

一九九六年 にデビュー した清涼院流水 (『 コズ

探偵小説空間 において も物理法則 に代表 される

ミック』1996)は ,探 偵小説 ジヤンル全体の
「ルー
ル」からではな く,(束 が定義するような)「 デー

「現実 の論理」が貫徹 してい るか らである。小説

タベース」 にのみ準拠することで作品を創作 し

怪 な事件が起 きようと,そ れ 自体 では決 して読

た,お そらく初めての作家である。清涼院の処

者 に驚異 の印象 を与 える ことはない。謎 が「現

女作 『コズ ミック』では数十件の密室殺人が数
十人の探偵 によって解決 されるのだが,そ の設

実 の論理」 に従 って解明 されるか らこそ,探 偵

定以上に謎解 きの過程 もほとんど荒唐無稽であ

説 は読者が想定 してい るリアリテイ=現 実感 の

り,な かには超人的な能力によって事件 を解決

底面 を教 えて くれ る。これ以上「現実 の論理」を

してしまう探偵 (作 中ではメタ探偵 と呼ばれる)
もいる。ヴァン・ダインの『二十則』など完全

無視 した ら トリックの リアリテイ・驚 きが失わ

に無視された格好である。ここはターニが図ら

説空間は構築 されるのである。

が言葉 による虚構 の世界 であ る以上 ,ど んな奇

小説的な驚 きが実現 されるので あ る

36。

探偵小

れて しまう,そ のボー ダー ライ ンの上 に探偵小

ずも予測 していた「反一探偵小説」の最終局面

清涼院流水 の作品が探偵小説的な驚 きを読者

だったのか もしれない 「反―探偵小説」的な
「分身」
手法のパ ターン (「 無解決」
「 メタフィク

に与 えてい るのならば,そ れは読者が 日々生活

ション性」など)も 残 らず,清 涼院のデータベー
スの うえで, しかも,ポ ール・オースターのそ

る「現実」 とは違 った もの として想定 されてい

35。

を送 っている現実世界 の論理が,も はや いわゆ

れとは違い「無解決」や「分身」が何 の意味 も

るか らに他 ならない。東 は,そ れを自然主義的
なリアリズム に対置 して「アニ メ 。まんが 的 リ

もたされることな く,た だただ消費 しつ くされ

アリズム」 と呼 んでい る37.「 八 〇年代 ではい ま

ているからである。つ まり,「 反一探偵小説」の

だマーケティングのフイクシ ョンで しかなか っ

作法 は清涼院の手 によってコー ド化され再利用

た

されているのである。ポス トモ ダンの文学者が

年代 に入ると,「 物語」 で も「消費」 で もない

探偵小説形式 を単なる「道具」 として利用 した

ナマの政治的現実 と短絡的な回路 を切 り結 んで
い く。言 い換 えれば,サ ブカルチャーの想像力

ように。

(と

思 われていた)物 語消費 の論理が,九 〇
,

探偵小説形式 は重たい社会的主題や個人の内
面性などをすべて削除 し,完 全に形式的なゲー

『宇宙戦艦ヤマ ト』に影響 を受けたカル トは本当

ム体系 を構築することで論理の美 しさの追求を

にテ ロを引 き起 こ し,『 ビリー・ ミリガ ン』の流

至上目的としてきた。方法的に内容空疎である
ことで,逆 説的に,第 一次世界大戦後の二十世

行 は多数 の解離性 同一性障害 を本当 に生み出 し

紀的な現実 を表現 しえたのである。それは近代

す」.38

小説力治J造 した「人間」なるものに懐疑的であ

がその ままス トレー トに現実 を規定 し始める。

て しまった。……それが九 〇年代 の 日本 の姿 で
東浩紀 は「アニ メ 。まんが的 リアリズム」 を

高柳太一 。中尾健 二

画 に凝縮 されたかたちで表現 されているといい

うした電子 メデイアの言語の出現によつて,全
知の神のような支配が,つ まり新 しいかたちの

村上作 品か ら「スーパー フラッ ト」 とい う言葉

権力が生み出されていると指摘する。フーコー

をひ とつ の コンセプ トとして抽 出 してい る

が十九世紀 における権力 とそれに対応する主体
の形成 を くパ ノプティコン〉とい う喩 えで語 つ

(の 条件)が ,村 上 隆の絵

描 くのに特徴的 な画法

,

39.

「スーパー フラッ ト」的な世界 には絵 を見 る視線
絵画では変形 された目が増殖する とい うかたち

たとすれば,デ ータベースこそこのパ ノプティ
コンを完成するものであると(「 超パ ノプティコ

で表現 されてい る。視線 の単数性 が近代的遠近
法 の制度ならば,視 線 の複数性 が「スーパー フ

ン」
この議論から導 き出されるのは,支 配の
)。
段階の高度化であるばか りではな く,そ の転換

ラット」的 な図像 の制度 である。

である。データベース的環境

清涼院流水 は探偵小説世界 を「デー タベース
的」 に捉 えてい ると述べ たが,デ ー タベース的

視線)に よって常住坐臥監視 されてしまうわけ

とは,あ らゆる要素 をひとつの平面 の上 に並べ

己を監視する必要がなくなる.と い うことは,も

た状態 で俯敵す るとい うことであ る。清涼院 は
探偵小説史,歴 史 とい う時間的 な遠近法 に囚わ

はやそのような主体である必要がなくなるので
ある。安んじてみずからの主体 を散舌Lさ せても

れず,そ れゆえ,探 偵小説 の素材 をただ 目の前

いいわけである。
「スーパーフラット」とか「視

に雑然 と並べ て,好 みの ものを引 っ張 り出 し,ひ

線の複数性」 とか「解離性同一性障害」 は,こ
うした事態への見出 し語であろう。清涼院的世

がない,あ るいは,無 数 にある ことが,村 上の

たす ら網羅す るように して探偵小説 を構成す る

(複 数の見えない

だから,主 体 はもう看守の視線 を内面化 して自

事物 を配列す る「解釈」とい う契機 を認 め,「 過

界 は,こ の事態のいわば制御された擬態である。
死 んだふ りをして権力 とい う熊 をや りす ごそう

去 の制作」 とい う言葉 を好 んで使 う。一種 の遠

というわけである。

近法 だろ う。見方 によっては,こ こでは野家 の

かつてフランス革命期 にユニバーサルなデー
タベース,つ まり百科全書が編纂 された。い う

ことがで きるのである .野 家 は,価 値 に従 って

方が「近代的」である とい う逆転が生 じてい る。
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)
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