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はじめに 
『闇の奥』（Heart of Darkness, 1899）において、語り手マーロウがクルツのいる奥地出張所に向かう途上に

茅葺小屋を訪れる場面がある。この茅葺小屋でマーロウは、薪の山と、“Wood for you. Hurry up. Approach 
cautiously.” （39）と書かれた木の板、さらに 60 年前の古い操船術の本を発見する。彼はこの木の板に書かれ

たメッセージの“the imbecility of that telegraphic style”（40）を罵倒したという。小稿では、この短い場面で電信

が比喩として言及されている点に注目し、本作品におけるメディアとしての電信の描かれ方について考察する。 
 
１ 情報を秘匿する「電信的文体」 

『闇の奥』の舞台とされる 19 世紀末のコンゴ自由国では電信網の整備が始められていたが、1890 年にコン

ラッドが Roi Des Belges 号でコンゴ川を遡行した際の最終目的地であったスタンレー・フォールズは、『闇の

奥』が発表された 1899 年当時も、まだ電信情報網の遠く及ばない地であった。今回注目する場面でマーロウ

の訪れた茅葺小屋は、クルツのいる奥地出張所から 50 マイル下流にあることから、同時代のヨーロッパによ

る情報網から隔絶された空間としてイメージされていたと言える。そのような状況下で、木の板に書かれたメ

ッセージにマーロウはどのような「愚かしさ」を感じているのだろうか。まず、本場面を以下に引用する。 
 

Some fifty miles below the Inner Station we came upon a hut of reeds, an inclined and melancholy pole, with the 
unrecognizable tatters of what had been a flag of some sort flying from it, and a neatly stacked wood-pile. This was 
unexpected. We came to the bank and on the stack of firewood found a flat piece of board with some faded pencil-
writing on it. When deciphered it said--'Wood for you. Hurry up. Approach cautiously.' There was a signature but it 
was illegible--not Kurtz--a much longer word. Hurry-up! Where? Up the river? 'Approach cautiously.' We had not done 
so. But the warning could not have been meant for the place where it could be only found after approach. Something 
was wrong above. But what--and how much? That was the question. We commented adversely upon the imbecility of 
that telegraphic style.（39-40） 

 
「急げ。用心して近づくこと」というメッセージは、後に発見する書物『操船術研究』（“An Inquiry into Some 

Points of Seamanship”）への暗号の書き込み（40）とともに、当時のマーロウにとっては“unexpected”で謎めい

たものとして受け取られる。このように予想外のことが聞き手および読者に提示され、その時の印象が中心に

語られ、後ほどその謎が明かされるのは、コンラッドのいわゆる印象主義的手法の典型であると言える。ここ

で興味深いのは、新しい情報メディアであるはずの電信が、そうした印象主義的語りにおける謎めいたものの

比喩として用いられている点である。ノラ・クルークはそのキプリング論で“the artist as a concealer of knowledge”
（16）について論じているが、本作品における電信のイメージは、情報の隠匿という点で、コンラッドの芸術

としての印象主義的語りと親和性があるようだ。電信は端的な情報を高速で伝えうる一方、その過程で情報の

コンテクストは秘匿され、送り手と受け手がコンテクストを共有している場合にのみ情報の流通が成立する。

この場面において、判読不能な署名は情報の送信者を秘匿し、短文の情報はその背景を共有していないマーロ

ウにとっては謎を生む。この場面で薪と木の板のメッセージを用意し、『操船術研究』の持ち主であったロシ

ア人青年は、そのような意図は皆無だったにもかかわらず、ここでマーロウに対し結果的に「情報の隠匿者」

として振舞っているのである。マーロウが木の板に書かれたメッセージの「電信的文体」を愚かしいものと罵

倒しているのは、そのメッセージが上流への川旅の行く手に待っている「何かまずいこと」を予見しているに

もかかわらず、その肝心の中身（後にマーロウの船が受ける攻撃とその理由）が秘匿され、すべて受け手の想

像に委ねられているからであると言えよう。 
 
２ 木の板のメッセージと『操船術研究』―二つの「書き取りシステム」として 
次に、この「電信的文体」としてイメージされている木の板のメッセージが、60 年前に書かれた古い書物

『操船術研究』と並置されている点について、メディア論的な考察を試みる。これらの二者は、いずれも書き



手の名前が曖昧な形で存在し、マーロウ自身の旅の「目的」に寄り添っている点で共通している。一方、マー

ロウにとって「愚かしい」ものに思えた前者は、結果的には彼の航海の役に立つ（実際、燃料の余裕を得たマ

ーロウは、その後の奥地出張所までの旅を慎重に行っている）のに対し、『操船術研究』は、マーロウの旅に

とって情報としての有用性はないものの、その“a singleness of intention, an honest concern for the right way of going 
to work”（40）が彼に一時的な心の平安を与える。さらに、電信に例えられている前者と後者をメディアとし

て比較する時、後者の言わばモノとしての性質が強調されている。 
リチャード・メンクによれば、ヴィクトリア朝における電信などの新たなメディアの登場は、情報の貯蔵

（storage）を物質性（materiality）と、情報の伝達（transmission）を非物質性（immateriality）と連携させた。

その結果、データの貯蔵と伝達という二重の能力をもつ書物は、両者の間で立ち位置が不安定かつ曖昧になっ

た（10）という。メンクの論考を参照しながら先の場面を読む時、先のロシア人のメッセージと『操船術研究』

の併置は、ヨーロッパの情報網から隔絶されている空間における新旧のメディアのせめぎあいと捉えうるだろ

う。『操船術研究』は、いわば伝達と貯蔵の一体化としての出版物を象徴している。これに対し、木の板や鉛

筆書きという物質性は残っているものの、「電信的文体」と比喩されたロシア人青年のメッセージは、メンク

の言う、貯蔵庫から開放された、非物質的な情報伝達の姿に接近しているようだ。そのように考えると“I handled 
this amazing antiquity with the greatest possible tenderness lest it should dissolve in my hands”（40）というマーロウの

行為は非常に象徴的である。貯蔵庫があるからこそ彼は 60 年前の本に出会えたのであり、電信などの登場に

より、情報とその貯蔵庫の一体化が脅かされつつあった中で、彼はそれらが一体化された書物というメディア

を、崩壊から守ろうとしていたのではないだろうか。 
この新旧メディアのせめぎあいを、メンクが参照しているドイツのメディア研究者フリードリヒ・キットラ

ーの言葉を借りて、1800 年と 1900 年にそれぞれ象徴される二つの「書き取りシステム」（discourse networks）
のせめぎあいとして捉えてみたい。キットラーはそのニーチェ論の中で、ドイツ文学史における「電信的文体」

の登場を、1800 年から 1900 年への「書き取りシステム」の変化の中で論じている。キットラーによれば、1800
年の書き取りシステムでは、文字によって分節化され得ない音は、詩的価値のない“imbecile”なノイズとみ

なされていた（184）のに対し、そうしたノイズを聞き取り、記録しようとしたのが、ニーチェであった。彼

がアフォリズムという“telegraphic style”（191）を用いたのは、彼自身の視力が弱まっていたという身体的要因

によるものだが、これにより、「読んで書く」という 1800 年のシステムから決別し、1900 年の書き取りシステ

ムにおける“the enigmatic letter”の先駆的存在となった（190）という。キットラーがニーチェのアフォリズムに

読み取ったのと同様に、ひょっとしたらマーロウも木の板のメッセージの「電信的文体」に、1800 年の書き取

りシステムでは分節化され得なかった「愚かしい」ノイズを読み取ったのかも知れない。『闇の奥』における

アフリカは、1800 年の文字体系では分節化され得なかったであろう、あの「野蛮」の発見される空間だったと

言えるからである。 
 
まとめ 
『闇の奥』における電信は、藁葺小屋の場面で比喩として小さく登場するに過ぎないが、小稿では同時代の

メディアの変遷が文学史に与えた影響の一端が、そこに読み取れる可能性を示唆した。コンラッドの他の作品

においても電信はたびたび登場するが、それらの作中における役割も今後探っていきたい。 
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