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1．はじめに 

 カズオ・イシグロの 5作目となる長編小説When We Were Orphans (2000) では、失踪した両親の存在を探し

出すべく探偵となった孤児バンクスが、曖昧になっていく両親と過ごした幼少期の記憶を留めようとしなが

ら上海の町を奔走する物語である。バンクスは孤児について、本小説の最終部で次のように語る。 

 

But for those like us [Banks and Sarah], our fate is to face the world as orphans, chasing through long years the shadows 

of vanished parents. There is nothing for it but to try and see through our missions to the end, as best we can, for until 

we do so, we will be permitted no calm. (WWWO 313) 

 

本発表では、バンクスのこうした発言に注目し、孤児という存在の持つ社会に対する役割について考察した。 

 

2．孤児にとっての 'connection' 

 バンクスは寄宿学校時代、親がいなくともやっていける術は身に付けても、卒業後に社会と関わるための「つ

ながり（connection）」が自身には欠けていることを「コネに恵まれた」友人オズボーンを見ながら感じていた。 

 

[…] now I [Banks] look back on it, it seems probable that at least some of my fascination with Osbourne's 'well 

connectedness' had to do with what I then perceived to be my complete lack of connection with the world beyond St 

Dunstan's. That I would, when the time came, forge such connections for myself and make my way, I had no doubts. 

But it is possible I believed I would learn from Osbourne something crucial, something of the way such things worked. 

(WWWO 6) 

 

バンクスのように、もっとも身近に「つながっている」関係である親がいなくなってしまった孤児にとって、

周囲との「つながり」を持つということは、社会で生きる上での大きな課題であったようだ。もうひとりの孤

児サラ・ヘミングスも、バンクスと同様に、社会や世界に貢献するような人と結婚するのだという野心をもち、

他者と関係することに対してかなりの執着を持っていた。このように、彼ら孤児たちの誰かと「つながろう」

とする欲求は、孤児でない者より高く、そこには、社会のなかでつながりを築くことで孤児という孤独な状況

から脱そうとする彼らの思いが強く表れているように考えられる。 

 

3．'cobweb' が表象するもの 

 つながりを求める孤児バンクスは、とりわけ両親とのつながりを求めていた。記憶にある両親との思い出が

しだいに曖昧になっていくことを '[…] these memories – of my childhood, of my parents – have lately begun to blur. 

(WWWO 67)' と自覚し、それゆえ過ぎ去ったあの頃を留めておこうと書きつけていく。バンクスは探偵として、

現実世界では両親の居場所を突き止めようと奔走しながら、意識世界でもまた、両親の影を追い続けていた。

そこで本作品に登場する「クモの巣」について、それらが「あの頃」の記憶への接続を求めるバンクスの姿を

表象しているのではないかとし、考察した。 

 1つ目は、リンという中国人一家の住まう家の中の、狭く暗い廊下を彼の後ろについてバンクスが歩いてい

るところで、'He [Lin] led me [Banks] through areas that were bare and cobwebbed, past numerous neatly stacked wooden 

crates of rice wine. (WWWO 190)' と描写される。2つ目は、サラとの待ち合わせ場所として入った CDショップ

の、狭く、埃っぽい様子とともに、'To one side was an upright piano with discoloured keys, and several gramophone 

records displayed without their sleeves along the music stand. I [Banks] could see not only dust but cobwebs on the records. 

(WWWO 220) と描写される。この 2つの場面のクモの巣からは、その空間の手入れの行き届いていない様子だ

けでなく、その空間が何年も前から動かずに、ずっと存在し続けている様子が感じられる。3つ目は、実在す

るクモの巣ではなく、記憶の混乱の例示としての「クモの巣」が表現される。 

 



[…] as I [Banks] went in and out of sleep, the events not only of the past few hours but of the last several weeks, circled 

around my head. Then gradually, one by one, the cobwebs began to clear, so that by the time I was awoken, towards 

the late afternoon, by the arrival of Colonel Hasegawa, I found I had an entirely fresh view on all that had been troubling 

me about the case. (WWWO 275) 

 

最後に 4つ目は、本小説最後の場面に登場する。 

 

   I [Banks] reached forward and touched the wet cobweb suspended across the railings. It broke and dangled from 

my fingers. 

   'Oh, I hate that feeling!' she [Jennifer] exclaimed. 'Can't bear it!' 

   'I've always rather liked it. When I was a boy, I used to take off my gloves just to do it.' (WWWO 308) 

 

この場面では、バンクスの養女ジェニファーにとっては「気持ち悪い」存在であるクモの巣が、バンクスにと

ってはむしろ「触れたい」存在であることが描かれている。クモの巣によって示される長い時間の経過や、そ

の空間の持つ過去との接続性、混濁する記憶のイメージを、この自らクモの巣へと手を伸ばすバンクスの行動

に重ねると、曖昧になっていく記憶にも積極的に手を伸ばし、触れようとするバンクスの姿を現しているので

はないか。しかし、触れればクモの巣は崩れ、バンクスの指先から垂れ下がる。クモの巣と同様、記憶も思い

出すことはできても完全な状態で思い出せるものではなく、時の流れとともに曖昧にも不確かにもなるもので

あるのだ、ということがこの描写からは読み取れるように思う。 

 

4．おわりに 

 バンクスはかつて孤児だったころ、記憶にある両親のかけらを集めるべく過去を回想し、消えた両親を取り

戻そうと、記憶のなかにしかない「子どものころ」へと手を伸ばしてきた。その一方で、自分が何ともつなが

っていない状態を危惧し、社会や周囲の人々との関係を築くことの必要性も意識していた。バンクスの探偵と

いう職業について考えてみても、それは失われたものを探し出したり、事件解決の糸口を見つけ出したり、ひ

とつの物事と物事とを結びつけるものである。したがって、バンクスの言うように「孤児として世界に向き合

うことが孤児たちの使命」であるならば、孤独な状況からの脱出のために「つながりを築こう」とする孤児た

ちは、自らを中心に周囲の人やものを引きつけようとし、その結果、この世界がばらばらになってしまうこと

を防ぐ重要な存在だといえるのではないだろうか。 
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