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１．問題の所在と目的 

マーティン・グリーンは、ウィリアム・ゴールディング(William Golding, 1911-1993) の『蠅の王』(Lord of the 

Flies, 1954) と『ピンチャー・マーティン』（Pincher Martin, 1956) に「ロビンソン物語全体に対する執念深い敵

意」を読み取り、それらを「反ロビンソン物語」と呼んだ (Green: 256)。いずれのテクストも物語の終りに作

中人物の死が描かれ、英国海軍士官の登場によって、冒険の対象としての外部の不在が強調されている。本発

表は、ゴールディングの『通過儀礼』(Rites of Passage, 1980) のエンディングにおいて、作中人物の死がいかに

描かれているかを考察する。一見すると、ゴールディングのテクストは冒険物語を否定し、個人の死が冒険の

ロマンティシズムに回収されることを忌避しているように思われる。しかしながら、当該テクストにおける

「船」をめぐる表象に着目すると、反ロビンソン物語に潜むロマンティシズムの残滓とその独自の〈終り〉の

意識を見出すことができるのではないか。フーコーは、存在しない架空のユートピアに対して、現実に存在す

るが、他のすべての場所を無化し中性化するような「他なる場所」を「ヘテロトピア」と呼ぶ。ヘテロトピア

にはいくつかの様態があるが、移行、変容、再生のためのヘテロトピア、すなわち、学校・兵舎・監獄といっ

た規律装置としての「権力のヘテロトピア」の存在が指摘されている(佐藤: 135-6）。一方で、「権力のヘテロト

ピア」に対してそれを「内部から無化してしまう変種のヘテロトピア」（佐藤: 138）があり、その一例として、

フーコーは「船」を挙げている。(Foucault: 22)。『通過儀礼』における船は、作中人物に死をもたらすような権

力のヘテロトピアであると同時に、そこから逸脱し、抵抗するヘテロトピアとしても表象されているように思

われるのである。 

 

２．ヘテロトピアとしての船：階級、セクシャリティをめぐって 

『通過儀礼』は、ナポレオン戦争最中の 1812年～1813年、いわゆるロマン主義の時代を舞台とした歴史小

説であり、対蹠地オーストラリアの植民地へと向かう船上の出来事を描いている。船の上には三つの階級が存

在しており、アンダーソン船長を頂点とする海軍のヒエラルキー、語り手トールボットを含む乗客たちが従う

イギリス階級社会のヒエラルキー、そして、コリーに代表される英国国教会のヒエラルキーが存在している。

各ヒエラルキーは船内の空間と結びついており、アンダーソン船長率いる士官たちは船内の空間を自由に移動

できるが、乗客たちは白線によって前後に分断されている。上流階級の人々は船の後方にいることが許されて

いるが、移民と水夫を含めた下層階級の人々は後方に侵入することができない。ここに海軍の規律によって形

成された「権力のヘテロトピア」を見出すことできるだろう。コリーはこれらの空間の境界を侵犯するために、

アンダーソン船長から疎まれることになる。移動を制限されたコリーは、自ら船の前方へと移動する。こうし

て相容れない複数の空間が重なり合うことで、人間関係に緊張が生じていくが、コリーが自らをロビンソン・

クルーソーに見立て、自由に移動できる僅かな空間を“my kingdom”(224) と呼んでいることに留意したい。

「私の王国」というプライベートな空間を確保したコリーは、ロマン主義的な価値観と革命によって獲得され

た自由を求める人々に思いを寄せるのである。一方、コリーは妹に宛てた手紙の中で無意識のうちに自らの同

性愛的指向を暴露しつつ、階級の従属関係に囚われない船乗りたちによる「男同士の絆」に憧れを抱いている

(228)。コリーにとって「私の王国」と呼べる理想的な空間（ヘテロトピア）が一時的に出来するが、暴行を含

んだ「赤道祭」（Line-crossing ceremony）を経験することによって、コリーは泥酔した最中にロジャーズと関係

し、恥に耐えかねて自ら命を絶つ。トールボットは、“get a chew off a person”(296) というロジャーズの軽口

とコリーの日記の内容を符号させて同性愛行為を見抜くが、暴行の犯人として高級士官の名前を上げようとし

たビリー・ロジャーズに恐れをなし、船長の隠蔽工作に加担する。コリーの死体はできるだけ早く忘却（＝抑

圧）されるべく、砲弾と共に海底へと沈められる(280)。最終的に、トールボットはコリーの死に罪の意識を感

じつつも、コリーの妹に嘘の手紙を書き送ることで事実を書き換える。ただし、「書き換え」の動機がコリー

の名誉を守るためでもあることを考慮すれば、その行為は両義的である。自らの加害性を認識しながらも、コ

リーの死の隠蔽に加担せざるをえない体験がトールボットにとっての「通過儀礼」になるのである。 

 

３．名もなき船と〈赤道祭〉の表象 



『通過儀礼』には、船の名前を明示する表現は登場しない。だが、船の名前が意図的に忘却（＝抑圧）され

ているのだとすれば、ここには複数の船のイメージが重ねられている可能性があるのではないか。トールボッ

トの日記の中で強調されているのは、この船がトラファルガーの海戦に参加した軍艦であったにも拘わらず、

船底に藻が生えて速度が出せない老朽船であることである。テクスト中に言及されるオーストラリアのニュ

ー・サウス・ウェールズに向かう途中で氷山に衝突した「ガーディアン号」は、このイメージと符号するかも

しれない(24)。また、コリーが被害にあう「赤道祭」は、赤道を越えた経験のある年長者がネプチューン役と

なり、ディヴィ・ジョーンズ役を従えて寸劇を演じ、未経験者は甲板上で洗礼を受けるという、ある種のイニ

シエーションである（Bronner: 27-47）。18 世紀に英国海軍に持ち込まれたこの風習は、第二次世界大戦まで継

続された。ゴールディングは序文の中で、自らの記憶が想像力になったことを強調しているが(Golding’s 

Forward, ⅷ)、海軍士官として第二次世界大戦に従軍した自らの戦争の記憶が、想像力を介して 19世紀の船に

上書きされているようにも読めるのではないだろうか。この時代にオーストラリアに向かう船で赤道祭が記録

されている有名なものは、1831 年から 1836年になされた「ビーグル号の二度目の航海」（Second voyage of HMS 

Beagle）である。乗客だったチャールズ・ダーウィンもこの赤道祭の体験を詳細に記録しているほか、画家の

Augustus Earleがその時の様子を絵に描いている。ビーグル号もテクストとは完全に符号しないものの、19世

紀における赤道祭のイメージを強化した表象の一つだと言えるだろう。いずれの船も、軍艦の暴力性を胚胎し

ていることは明らかである。ナポレオン戦争以降、軍艦は改造されて植民地への航海に利用された。対蹠地へ

の希望をもったロマンティックな冒険は、船が軍艦であることを忘却することによって再び可能になったので

ある。それはコリーに対する暴力が船員たちによって否認され、その死が忘却されるプロセスと重なり合う。

赤道祭は、海軍が有する権力のヘテロトピアを一時的に無効化させるディオニソス的な装置だが、時に過剰な

暴力性を発揮してしまうことは想像に難くない。階級構造を一時的に無化してしまうような空間が立ち現れる

とき、抑圧されていた暴力の噴出によって、コリーは死を迎えるのである。 

 

４．結論：〈終り〉の意識 

コリーは「通過儀礼」に耐えられず、氷山に激突したガーディアン号と同じく対蹠地への旅を成し遂げるこ

とができなかった。一方、トールボットは古い軍艦と共に、その加害性を忘却（＝抑圧）することで旅を続け

る。物語の〈終り〉に、トールボットは次のように語る。 

 

This book is filled all but a finger’s breadth. I shall lock it, wrap it and sew it unhandily in sailcloth and thrust it away 

in the locked drawer. With lack of sleep and too much understanding I grow a little crazy, I think, like all men at sea 

who live too close to each other and too close thereby to all that is monstrous under the sun and moon. (298) 

 

トールボットは日記に鍵をかけ、コリーの死を忘却（＝抑圧）することを宣言する。この忘却こそが「海に乗

り出すべての人々」がヘテロトピアとしての対蹠地へと向かう垂直な冒険を可能にするだろう。ただし、海の

底に沈んだ記憶が再び亡霊のように浮上する可能性は否定されていない。『ロビンソン・クルーソー』に登場

する足跡のように、その痕跡は今も〈船〉をめぐる想像力の中に残されているからである。 
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