
７ 
思春期、「人生使用法 La vie mode d’emploi 」は生き方を、｢自殺使用法 Suicide, 
mode d’emploi ｣は死に方を自分に教えてくれるだろうと思っていた。僕は海外で3年3
ヶ月を過ごした。自分の左側を見る方を好む。裏切りを楽しむ友人がいる。旅の終わり

は、小説の終わりと同じ悲しい後味を自分に残す。好きでないものは忘れる。誰かを殺

した人に、そうと知らず話しかけたかもしれない。袋小路は見に入る。人生の最後に何

が起きるかは怖くない。人の話は本当には聴いていない。お互いのことをほとんど知ら

ないのに、人が僕に仇名をつけるのには驚く。誰かがこちらに対しひどい振る舞いをし

ていることにすぐに気づかない自分には、悪がどことなく非現実的だということがいつ

も非常な驚きである。僕は記録し保存する。2歳の時、サルバドール・ダリに話かけ
た。競争には意欲がわかない。 
８ 
自分の人生を正確に記述するには、それを生きる以上の時間がかかるだろう。老いたら

僕は反動的になるのでは？と自問する。なま足でイミテーションレザーに座ると、肌は

滑らずキーキーと軋る。二人の女と浮気したことがある。それを彼女たちに告げると、

ひとりは気にしなかったが、もう一人はそうでなかった。僕は死について冗談を言う。

自分を愛していないし、嫌悪もしない。忘れることは、し忘れない。サタンは存在しな

いと思う。犯罪歴はない。ひとつの季節は一週間続けばよいのに、と思う。退屈するな

ら二人よりもひとりの方がよい。僕は空っぽの場所を歩き回り、荒れ果てたレストラン

で昼食をとる。食物については、甘さより塩気のもの、調理されたものより生のもの，

柔らかいより硬いもの、熱いより冷たいもの、無臭のものより香りがあるものを好む。

冷蔵庫に食べ物が入っていないと、じっと座って書くことができない。アルコールとタ

バコは摂らなくても困らない。外国では、話し相手が会話中ゲップしても笑うのを躊躇

う。年相応でない白髪は気になる。自分にとって専門的な医学書は読まぬに越したこと

はない。ある種の病気の症状を描写するくだりは特に。なぜなら、その症状の存在を発

見するにつれ、それらが自分の中で増殖するのがわかるからだ。戦争は自分にとってあ

まりにも非現実的で、父がそれを行ったとは信じがたい。顔の左半分と右半分が異なる

表情の男を見たことがある。 
９ 
ニューヨークが好きかどうかわからない。AはBより良いとは言うかわりに、BよりもA
を好むと自分は言う。僕は較べてばかりいる。自分にとっての旅の帰路の最良のとき

は、空港への移動でもなければ家への到着でもなく、その二つをつなぐタクシーでの移

動中だ。それはまだ旅でありながら、もはや本当にはそうでない。歌は下手なので歌わ

ない。変わり者だから幸福だと自分は思われている。牧草地で耳をひとつ見つけること

は決してないように、と思う。金槌やねじ以上に言葉が好きだというわけではない。未

熟な子供たちを自分は知らない。英語圏の国々のショーウィンドウの「売り出し（sale
）」という語を、自分はフランス語で「汚れた」と読む。動く、鼾をかく、呼吸が荒

い、シーツを引寄せる、そういう人とは一緒に寝れない。じっと寝る人とはその人に抱

かれて一緒に寝ることができる。「夢の美術館」というものを思いついた。言葉の便宜



上、本当に友達でない人たちもそう呼ぶきらいが自分にはあるが、それは気に入っては

いるが、どんな特別な関係も結んでいない知人たちを、名付ける他の語が見つからない

からである。列車では、進行方向の逆を向き、ものがやって来るのではなく過ぎ去って

行くのを見る。老後は準備しない。靴下の最も素晴らしい部分は穴だと思う。銀行口座

にある金の額には無頓着だ。 
10 
銀行の口座残高がマイナスになることは滅多にない。映画の「ショーア Shoah」、
「ナンバー・ゼロ Numéro zéro」、「ザイールのモブツ王 Mobutu roi du Zaïre」、
「緊急の場合は A Case of Need」、「ティティキュ・フォリー Titicut Follies」、「ク
リシー征服 La Conquête de Clichy 」には、最良のフィクション作品よりも強烈な印象
を受けた。ジャン＝マルク・シャプーリ(Jean-Marc Chapoulie) が映写したレディー・
メイド(既製品)の映画には最良のコメディーよりも笑ってしまった。自殺を試みたこと
が一回、自殺を試みる気になったことが四回ある。夏、芝刈り機の音が彼方から聞こえ

てくると、幼年時代の良き記憶が蘇る。捨てるのは苦手だ。自分の先祖に当たる、ある

女性は何でも取っておく偏執癖があった。彼女が亡くなったとき、ひとつの靴箱が見つ

かり、その上には｢何にも役に立たない靴紐の端っ切れ」と丁寧な文字で書かれた、箱

の中身を示す紙切れが貼ってあった。賢人の知恵は失われることはないと思う。僕は、

ある特有な文書をまとめた書物の構想を得た。それには、タイプ別に分類された、見知

らぬ人々による以下のような手書き伝言が再現されるだろう。すなわち、失踪動物の告

知、フロントガラスの上に置かれていた警察助手宛のパーキングメータ不払い証明書、

目撃者への粗野な呼びかけ、家主変更の表示、事務所の伝言、家庭内の伝言、そして自

分宛の伝言である。ある老人が彼の人生を語るのを聞きながら思った。この人は彼自身

についての博物館なのだ、と。アメリカ人黒人活動家とその妻のフランス人社会学者、

この二人を両親に持つ男が話すのを聞きながら、彼はレディー・メイド(既製品)なのだ
と思った。 
11 
ある青白い男を見ながら、彼は自分自身の亡霊なのだと思った。両親はテレビを手に入

れるまで金曜日には映画に行っていた。紙袋の自然な音は好きだが、カサコソとせわし

ないポリウレタンの袋の音は頂けない。果物が枝から落ちる音は聞いたことがあるが、

その瞬間を見たことはない。固有名詞に自分が魅せられるのは、それが何を意味するの

かわからないからだ。ある友人は人を自宅での夕食会に招待すると、テーブルに皿だけ

置くのでなく、レストランのように皿に料理を盛って出すので、お代わりは出来ない。

僕は一切の社会保障なしに数年間生きたことがある。意地の悪い人より親切な人と一緒

にいる方が、より気詰まりに感じることがある。自分のつらい旅の思い出は、それを語

るならば良い旅の思い出よりも滑稽である。子供から「おじさん」と呼ばれると途方に

暮れる。他人の性行為を初めて目の前で見たのは、ある乱交クラブでのことだ。女性の

前でマスターベーションはしない。イメージよりも記憶でそれをする。本当に思ったこ

とを言って後悔したことはない。恋愛話には閉口する。自分の恋愛話はしない。 
12 



一緒にいる女性たちのことを僕はほとんど話さないが、友人が彼らの女性の話をするの

を聞くのは好きだ。ある女性が別れて一ヵ月半後、自分に会いに遠方の国にやって来

た。その間、彼女がいなくてさびしいと思ったことはなく、数秒後、もう彼女のことは

愛していないとわかった。インドで見知らぬスイス人とバスで一晩旅をしたときのこ

と、我々はケララの平原を横断していたのだが、自分について、親友にすら話すのに数

年はかかるであろう内容を彼には数時間で話した。彼と再会することはないとわかって

いたし、人の話を聞いてそれをどうこうするような人でもなかったのだ。自分は疑惑で

満たされることがある。古い写真を見ると、身体は進化するのだと信じさせられる。人

がこちらを非難するということ自体を僕は非難する。ケチなのではなく、理にかなった

出費は称賛する。ある種の制服が好きなのは、それが体現するもののためでなく、その

機能的な簡素さのためである。自分についての朗報を好きな人に告げるも、実はその人

はそれに嫉妬しているということに気づき驚く、僕にはそういうことがある。有名人で

ある両親はできれば持ちたくない。僕は格好良くない。醜くもない。日焼けして黒い

シャツを着ると、格好良いと思えるアングルがないわけではない。自分を格好良いとい

うより醜いとしばしば思う。自分を格好良いと思う瞬間は、そうであれば良いのにと思

う瞬間と重ならない。正面よりも脇から見た方が僕は醜いと思う。 
13 
自分の眼、手、額、尻、腕、皮膚が好きだ。太腿、ふくらはぎ、顎、耳、首の後ろの湾

曲、下から見た鼻孔は好きでなく、自分の性器について言うことはない。僕の顔はゆが

んでいる。顔の左半分が右半分に似ていない。自分の声が好きなのは、酒を飲んだ後の

目覚め、または風邪を引いている時である。僕は何も必要としない。ビルケンシュトッ

ク Birkenstock を履いている人を誘惑しようとは思わない（注：サンダルメーカー）。 
自分の足の指は好きではない。爪はなければよいのにと思う。剃るべき鬚がなかったら

よいのにと思う。僕は名誉は求めず、栄誉も尊重せず、褒賞にも無関心だ。変人に惹か

れる。不幸な人々に共感を持つ。家父長主義は好きではない。若者より老人と一緒の方

が気兼ねない。二度と会うことがないと思う人には際限なく質問をすることができる。

いつか、黒いサンチアグSantiagブーツに紫のヴィロードの服を纏うだろう。水肥(みず
ごえ)の匂いからは、いにしえの時代が自分には偲ばれるが、湿った土地の匂いはいか
なる特別な時代も自分に喚起しない。紹介されたばかりの人の名前は記憶できない。家

族のことが恥ずかしいわけではないが、展覧会のオープニングパーティーには招待しな

い。人を好きになることがしばしばあった。人から好かれたほどには自分が好きでな

い。人が僕を好きだということに驚く。 
14 
ある女性が自分のことを格好良いと思うときでも、僕はそう思わない。僕は不規則的に

知的である。自分の恋愛状態はそれぞれが互いに似ており、そして他人の恋愛状態にも

似ている。しかし、自分の様々な仕事が互いに似ており、そして他人の仕事にも似てい

るのとは比較にならない。終わる愛の不幸の中には何か愉快なことがあると思う。共有

財布は誰とも作らない。友人の指摘では、僕の家に招待客が到着する時だけでなく、そ

こから立ち去っていく時も自分は満足そうな様子だったとのことだ。僕は終えるよりも



多く始める。人の家にたどり着く方が、そこから立ち去るよりもたやすい。閉口させら

れる話し相手を遮るすべがわからない。無料ビュッフェでは吐き気がするまで急いで食

べる。消化は良い。夏の雨は好きだ。他人の失敗には自分のよりも悲しくなる。敵が失

敗しても嬉しくない。人が馬鹿げたプレゼントをするのは理解に苦しむ。プレゼントは

遣るにせよ貰うにせよ気兼ねする。稀なことだが、それが適切である場合を除き。愛は

計り知れない喜びを与えてくれるものの、余りにも多くの時間を自分から奪う。外科医

のメスが自分の臓器を暴（あば）くように、愛は僕を別の自分へと導くが、その自分の

淫らな目新しさに僕はたじろぐ。自分は病気ではない。年に一度以上医者に掛かること

はない。僕は近眼で、軽い乱視である。 
15 
両親の前で愛人にキスしたことはない。コルシカでのこと、友人たちは僕をスキュー

バ・ダイビングのグループ入門コースに引っ張って行った。インストラクターに数秒間

で6メートルの深さまで連れて行かれると、僕の左耳は内破し、海面に戻った時にはも
う平衡感覚がなかった。それ以来、飛行機の着陸時には、針が内耳をかき回すような感

じがし、ある瞬間、突然空気が鼓膜を通り抜ける。花の名前は良く知らない。自分で見

分けがつくのは、マロニエ、菩提樹、ポプラ、柳、しだれ柳、クヌギ、栗、松、モミ、

ブナ、プラタナス、ハシバミ、リンゴ、桜、ライラック、梅、洋梨、イチジク、杉、セ

コイア、バオバブ、椰子、ココ椰子、コルク樫、カエデ、オリーブ。見分けはつかない

が名前を知っているのは、トネリコ、ヤマナラシニレ、楡、檀、西洋やまもも、ブーゲ

ンビリア、キササゲ。飼ったことがあるのは、グッピー、スマトラバーブ、ネオン、黄

と黒の縞模様で蛇のような形をした魚、それから名前は忘れた他の観賞魚。ピルエット

(旋回)という名のメスのハムスターを飼ったことがあるが、その名前の由来は、このハ
ムスターがトルコ石色（青緑色）のプラスティックの車輪が好きだったから。ピルエッ

トは車輪の中を猛烈なスピードで走るので、その動きで車輪は何回転もするのだった。 
16 
英語が良くわからない女友達には、「ブギー・ワンダーランド Boogie Wonderland」
という歌の «セット・イン・ユア・シューズ Set in your shoes » という詩が«セ・ケル
ク・ショーズ　(それはなにがしかのものだ）C’est quelque chose » と聞こえた。僕は
暗い道を走ることがある。叔父は「スコルリポション Scorlipochon、いち、に、さ
ん、し、ご、ろく、しち、はち、く、じゅう」と言う遊びをよく自分にさせた。彼がく

すぐって邪魔しても、「スコルリポション、いち、に、さん、し、ご、ろく、しち、は

ち、く、じゅう」となんとか言いきらなければならなかった。叔父の一人はスキャンダ

ルと賭け事が好きで、笑い飛ばすためにだけ店で盗みをし、「ハラキリ Hara-Kiri 」（
65-66年の風刺雑誌）を買っては自分に読ませ、海岸では精神障害者の振りをし、肌を
焼いている女に、わめき、よだれを流しながら飛び掛っていた。隣の百姓の女にありも

せぬ言葉で問いをかけ、電話で見知らぬ人々にオルリーOrly（注：オルリー空港）で蛇
が待ち受けていると信じさせ、自発的かつ決定的に締め出しを食らうまでカジノで遊び

続け、彼の父がポーカーの勝ちで得たナイトクラブの家賃を回収しようとするも、結局

シャンペンで彼を丸め込むマフィアの間借り人に酔っ払わされてしまうという具合で



あった。僕はカジノでは遊ばない。拷問にあったら自分はどういう態度をとるだろう

か？と自問する。美術館では芸術家の眼差しで世界を眺めるが、通りでは自分の眼差し

で世界を眺める。神の名は4つ知っている。女友達が欠伸を4回するのは15分寝るのに
相当すると言った。頻繁にやってみたが、この忠告を聞いて得したと思ったことは一度

もない。 
17 
僕はマイナス25度からプラス４5度までの気温を経験した。カトリック、プロテスタン
ト、モルモン教、ユダヤ教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、アーミッシュ、エホバ

の証人、サイエントロジーの人々と出会ったことがある。自分は大地、山そして海を見

た。湖、大河、川、小川、急流、大きな滝を見た。火山を見た。河口、海岸、島々、大

陸を見た。洞窟、峡谷、妖精の帽子（カパドッキア）を見た。太陽と月を見た。星、彗

星、皆既日食を見た。天の川を見た。自分はもう10歳ではない。人がダユ dahu（想像
上の野生の動物）を見ることができると思ったことは一度もない。サタンの冒涜者は存

在するのか？、そして彼を冒涜することが罪であるのはサタンの観点であるのか、さら

に神の観点からしてもそうであるのか？と自問する。怪物には興味がある。コードピ

ン・オーケー « code pin OK »を読んで、コード・ピノケ « code Pinoquet »と自分は理
解する。孤独のお陰で持続力がある。両親のある女友達は50歳の時、「ひじの油 l'huile 
de coude」というものは実際には存在しないことを発見した（注：｢精力｣という意
味）。大人から｢この嘘は実は本当なのかい？｣と言われると、何と答えて良いかわから

なかったものだ。大人から｢自分がそこにいるか見に行ってごらん｣と言われると、無理

に微笑もうとしたものだ。僕の父は滑稽だ。母は僕を愛しているが、こちらの世界には

侵入してこない。 
18 
いくつかの罪が記された青空色の小冊子に、 « 下品な »図像があるのを見つけたことが
ある。これは、ある司祭が僕が犯しうる罪を思い出させるのに役立てようと、最初の告

解の前にくれたものである。数人の幼児嗜好者がはびこる中学校に通ったが、その犠牲

者にはならなかった。ある学友は12歳のとき、ある老人に階段室まで尾けられた。そ
こで老人は彼を地下室に連れ込み無理やりキスをした。ある友人の飼い犬は、当時14
歳だった彼の親友の顔をめちゃめちゃにした。空中爆発した飛行機に乗り損なったこと

はない。グローブボックスの中であるカセットを探しているうちに、危うく同乗の3人
を殺すところだった。そのとき、僕はパリーランス間の高速道路を時速180キロで走行
中だったのである。ある女性と性交中の現場を父にとり押さえられたことがある。彼が

ドアをノックした時、僕は機械的に｢どうぞ｣と言ってしまった。彼の顔は光り輝き、す

ぐに扉を再び閉めた。彼女がこっそりと立ち去ろうとすると、父は急いで彼女の方に行

き、こう言った。「お嬢さん、いつでもお好きな時にまたおいでなさい。」多くの人同

様、住んでいる町になぜ名前がついているのか知らない。 
19 
叔父の一人は、すべてを投資したアートギャラリーの破産後程なくエイズで死んだ。 



叔父の一人が生涯の男性に出会ったのは、赤いオープンカーでパリの街をゆるゆる走っ

ている時のことだった。男はハンガリー人の移民で、絶望して自殺前に行き当たりばっ

たりに歩いているところだった。叔父は彼のところまで来て車を停め、どこに行くとこ

ろだ？と訊いた。こうして、二人は死が彼らを隔てるまで二度と離れることはなかっ

た。叔父の男友達は、テレビで見ているものを笑い飛ばすことを僕に教えてくれた。例

えばテレビ番組「ダラス Dallas」に出演のボビー・ユーイング Bobby Ewingの髪型の
如く、一見何も滑稽でないものを。声明書は署名したことがない。鏡で自分を見ながら

体の向きを変えていくと、自分がもう見えなくなる瞬間が来る。レモン･プーリドル 
Raymond Poulidor は、自分の知る限り最もセクシーでない名前のひとつである。 
サラダが好きなのは、特にそのカリカリとした食感とサラダドレッシングのせいであ

る。名言を引用して聞かされるのは好きでない。サッシャ･ギトリー Sacha Guitryの名
言は特に。ものを手にする前にその包装を充分楽しむ。教会を訪れるのはうんざりだ、

何人かの専門家を除き、そうして嬉しい人はいるのか？と自問する。星の名前は言えな

い。記憶を鍛錬するため、長い文章の暗記を規則的に目論みる。雲の中に想像上の生き

物を見る。間欠泉、珊瑚礁、海溝は見たことがない。服役したことはない。ものを通過

して射す柔らかな光が好きだ。警察署に告訴したことはない。泥棒に入られたことはな

い。 
20 
12歳の時、3人のクラスメートと地下鉄に乗っていると、自分の年齢の見知ら奴に足を
掛けられた。15歳ぐらいの別の奴には顔に足蹴りを食らった。床に倒れ再び体を起こ
すと、奴はもう一発入れてやろうと身構えていたので、実際とは比較にならぬほどの強

い痛みを装うべく、顔を両手で覆い、あたかも顔がぐちゃぐちゃに変形したかのように

泣き叫んだ。二人の乱暴者は怖気づき逃げ出し、数メートル退いたところにいた3人の
「仲間」は一目散に駆け出したが、そのうちの一人は臆病さから顔が青ざめていた。両

親は自分に十分な質問をしない。一度刑務所に入ったが、それはニューヨーク州ローマ

市で刑務所周辺の写真を撮っていた時のことである。守衛に捕まり、次長のところに連

れて行かれフィルムを没収されたが、その中にはニューヨーク州パリ市のエホバの証人

の写真も含まれていた。フランス、オーストリア、スペイン、ドイツ、イタリア、アメ

リカ、並びに恐らくそれ以外の国籍の収集家に作品を売った。僕は一緒にいる女性がこ

ちらが使う表現をしばらくして繰り返すと、彼女を哀れむことがないわけではない。毎

日が同じ曜日であるという地域があったらいいのに、と思う。そうすれば、ある町で月

曜を5日間、別の町で土曜を8日間過ごしに行こうと決められるだろう。 
21 
住民すべてがジャン Jean かジャンヌ Jeanne という名前の町があったらいいのに、と
思う。それはジャンヴィル Jeanville と呼ばれるだろう。場所に惹かれるのはその名前
のせいであり、人に惹かれるのは彼らの体のせいである。ものの名前のうちには行動に

関係しているものがあることを僕は忘れる。例えば、« 時計 »（示す）のように (注：
une montre: 時計、montre: 示す) 。共和国保安隊が好きなのは年寄りだけだろうか？と
自問する。手書き原稿を盲目的に崇拝している。ある土地の絵葉書を選ぶとき、絵柄に



は変化をつけたくなる。一番良い絵葉書ばかり買わなくても構わない。ただし、葉書は

いろいろな人に宛てて出すので、これは馬鹿げていることであるが。絵葉書を同じ日に

何枚か書く時には、同じ出来事を述べないようにする。まるで宛名人は自分が同じ絵葉

書を数回書いたことがいつかわかってしまうかのようだ。ゴールデン・トライアングル

Triangle d’Or (注：黄金の三角地帯：タイ、ミャンマー、ラオスの3国がメコン川で接する山岳地
帯)の渓谷の只中を盲目の象の背に乗って散策したことがあるが、その象は脚で探りつ
つ道を捜すのであった。僕の兄は構築する。自らの人生を加速するようなアートの勉強

を楽しんでできたはずなのに、間違って自分には何にも役立たぬ難しい勉強をした。 
僕は満足であることに満足し、悲しいことに悲しむが、悲しいことに満足し、満足であ

ることに悲しむこともないわけではない。 
22 
睡眠不足でも天気がよければ雨の時ほど困らない。格好良いと僕が思う人たちは時に関

係なくそうである。自分はいつも格好良いというわけではないと思う、故に僕は格好良

くないのである。自分の性器を名前で呼んで話しかけることがある。リーバイス Levi’s 
のジーンズ、501ヴィンテージ 501 brut の刈られた秣（まぐさ）の匂いを自分は高く買
う。物語を語らないのは登場人物の名前を忘れるからだ。出来事を出鱈目に語るばかり

で、話を徐々に落ちに持っていくことができない。旅に出ると、自分で自分に不意打ち

をかける。例えば、自分がまったく予期していなかった瞬間に旅は終わったと決める。

ディクタフォンには、別ののことを考えながら軽く口述する。愛を告白するために手紙
は数枚書いたが、愛を壊すために書いたことはない。自分の肉声がそれを引き受けた。

遠くからベルサイユを絵に描くより、チューインガムを近くから描く方を好むだろう。

僕は余白に触れる。週末に過ごすセカンドハウスは持っていない。なぜなら家中の鎧戸

を二日のうちに開けたり閉めたりするのは好きでないから。セカンドハウスにこちらが

滞在する前に、誰かがそこに風通しし、暖炉に火を入れ、掃除してくれるなら、僕は金

を払う用意がある。そうすれば、誰かがそこで生活しているという気になるから。自分

の仕事のリズムは非社会的であるにもかかわらず、週末は平日から区別する。自分の渾

名はグロテスクだが親しみを感じている。その上、それを知らない人に教えている。 
23 
旅行用の荷物を準備するには、持っていく物を網羅したリストを作る。いつも同じもの

を持っていくので、このリストをコンピュータのファイルに保存している。スーパーの

袋はゴミ袋に転用する。ごみは多かれ少なかれ分別する。酒を飲むと眠くなる。香港で

知っていたある人は外出するのは週に三晩、それ以上でもなく、それ以下でもなかっ

た。民主主義は世界で進行していると思う。近代人を讃える。自分は座っているよりは

立っている方が、立っているよりは横になっている方が良い。「左側の最後の家 La 
Dernière Maison sur la gauche」という映画の題名を見つけた人には感心する (邦題 : 
鮮血の美学 2009)。ある友人がチュイルリーの赤い男 « l'homme rouge des Tuileries »
のことを自分に話した。この男がしたことについてはもう思い出せないが、その名前に

はいまだに戦慄を覚える。母が診察に連れて行った小児科医は、次のなぞなぞで自分も

含め何世代もの子供たちに屈辱を味わせた。« ヴァンサンは野原にロバを残して別の野

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00LjdDEMfnmWiup7qWQjSHL6-WAUw%3A1583516068878&ei=pIliXv2ZNZKHjLsPgbytsAE&q=l%27homme+rouge+des+tuileries&oq=l%27homme+rouge&gs_l=psy-ab.1.3.0i203l7j0i30.10838.28050..30471...1.0..0.996.5444.11j5-1j5......0....1..gws-wiz.......35i39i19j0i7i30j0i67j0j35i39.qOfe5gbEoMY


原へと行ってしまった。さあ何匹のロバがいる？»＊、こう彼は抑揚のない声で言い、
そして続ける、« 一匹だけさ。それはお前だよ»。« 一匹 »と答えない子、すなわち全
員にこう言うのであった。« 終わりに » で始まる文章を書きたい。«これは終わりであ
る »、«これは終わりの始まりである»、«これは始まりの終わりの始まりである»、«こ
れは終わりの始まりの終わりの始まりである»、ここまでは理解できても、«これは始
まりの終わりの始まりの終わりの始まりである»からはもはや語の連なる音しか聞こえ
ない。 
24 
話し相手の最後の言葉をいちいち繰り返していらつかせることが、自分にはあった。

「あの子のおじいちゃんのおねえちゃん」と、飽きもせず言っていられる。ある友人は

すべての県名とその番号を一致させることができるが、それを称賛する人もいれば、無

関心の人もいる。いとこのヴェロニクは並外れている。ときおり、ピッタリのウィット

が一時間後に見つかることがある。食事中、友人の真っ白なシャツに食べ物を飛び散ら

せてしまったのを次の文で正当化した。「君は僕の迸り（ほとばしり）の行く手を遮っ

ている。」他人の不幸は喜ばない。金属の偶像の前で平身低頭しない。自分が受け継い

だものは憎みはしなかった。土地を耕さない。クラシック音楽で新たな驚きを発見する

ことは期待していないが、すでに知っている驚きは死ぬまで享受するということには確

信がある。バッハの音楽をより良くすることができるかどうかは知らないが、何人かの

作曲家の音楽は確かにそれが可能である。あえて名前を挙げはしないにせよ。拳骨を食

らわせたことはない。パリの電子錠は数字の１がより早く消えるということに僕は注目

している。過剰な議論のせいで話し相手を敵に回すことが僕にはある。 
25 
自分はジャズを聴くのではなく、セロニアス・モンク Thelonious Monk、ジョン・コル
トレ－ン John Coltrane、チェット・ベイカ－Chet Baker、ビリ－・ホリデ－Billie 
Holiday を聴くのだ。何故かは言えないが、自分が偽善者だという気がすることが時に
ある。それは、僕には取り除く術がないある影が自分の上を漂っているようなものであ

る。誰かと旅すると、ひとりで旅するときの半分しかその国が見えない。ある友人は、

空港、砂漠と道路以外には何も見るべきものがない中東諸国を旅行するのが好きだ。ひ

とりで旅をして後悔したことは一度もないが、人と旅をして後悔したことはある。聖書

は脈絡なく読む。フォークナー Faulknerは読まない、それは翻訳のせいだ。単色の絵
画の連作を作ったが、それには体から出ている、あるいは体に生えているものを素材に

した。体毛、髪の毛、爪、精液、小便、糞、唾、鼻汁、涙、汗、膿、血がそれである。

テレビは音がない方がより面白い。何もおかしくないので、ひとりでは見るのに困って

しまうようなテレビ番組でも、友達がいると大笑いできる。退屈な人たちが言うことは

本当には聞いていない。答えとしてのただの「いいえ」、その簡潔さには満足だが、そ

の暴力性には閉口する。あるレストランは音が余りにも大きすぎ、自分の楽しみは台無

しである。もしも移住しなければならないなら、イタリアかアメリカを選ぶだろうが、

実際は論外の話だ。 
26 



外国にいると、プロヴァンス地方に家を持つことを夢見るのだが、これは家に戻ると忘

れる計画である。行動したらめったに後悔しないが、行動しなかったら必ず後悔する。 
起きなかった歴史の痛みを再考する。高速道路にはうんざりだ。その沿線には活力がな

い。高速道路から見える風景は余りに遠すぎ、自分の想像力はそれにいのちを与えるこ

とができない。自分に欠けているものがわからない。ものごとを変えたいというより

は、ものごとについての自分の知覚を変えたいと思う。写真をやるのはものごとを本当

には変えたいと思わないから。その理由は自分が家族の中で最も若いからだ。旅の出会

いが好きだ。短く、取るに足らないが、それには始まりの昂揚と別れの悲しみがある。

「車で En voiture 」というタイトルの本の構想を得たが、これは運転中、口述録音機
に吹き込んださまざまな指摘から成る。偶然に任せて写真を撮るのは性ではないが、自

分は性に合わぬことをやるのが好きなので、偶然に写真を撮るための口実をでっち上げ

なければならなかった。例は、三ヶ月アメリカを旅し、他の国にある以下の都市と同名

の都市だけに行くこと。ベルリン、フィレンツェ、オックスフォード、広東、ジェリ

コ、ストックホルム、リオ、デリー、アムステルダム、パリ、ローマ、メキシコ、シラ

クーザ、リマ、ヴェルサイユ、カルカッタ、バグダッド。 
27 
街で出会った人を写真に撮ろうと決めたら、僕は即座にその人を見つけ出し、写真を撮

ることを決め、頼みに行かなければならない。待ったら手遅れだ。僕は眼鏡をかけてい

る。自分の口の中で、キャンディーの時はゆっくり流れる。僕はこれまで自分自身を掘

り下げることをやめなかった。他人にはものが見えるところに自分はアートが見える。

母の胎（はら）の孤独と自らの墓の孤独の間で、自分は多くの人々と付き合うことだろ

う。草原の中で車を運転していると、「チキン・トラクター」と「象のテント」という

語が頭に浮かんだ。エッセーは本に入るより記事になる方を自分は好むだろう。アメリ

カで「セネカフォール Seneca Falls」という名の村を通り抜けたときのこと、自分は
誤ってそれを「セネカの失墜 Les Chutes de Sénèque」と訳した。野菜だけで走る車
の広告を見たことがある。映画の内容にマッチしていない音楽を伴った映画を見てみた

いものだ。例えば、喜劇映画にゴシック音楽、子供向けの映画に葬送の音楽、恋愛映画

に軍隊行進曲、政治映画にミュージカルのサウンドトラック、戦争映画にサイケデリッ

クな音楽、ポルノ映画に宗教音楽。僕は自己正当化することがますます少なくなってい

る。封筒を舐めた後は唾を吐く。突然死にたくはなく、死がゆっくりやって来るのが見

たい。 
28 
地獄で死ぬことは考えていない。自分の臭覚はある臭いを忘れるのに5分かかる。それ
がどんな悪臭であろうと。他の感覚が知覚するものについては事情は同じでない。 
自分は脳の中に様々な武器を持っている。ケルアックの次の文章を読んだ、≪戦争は私

の骨の髄にまで達しようとしているに違いなかった。≫「ディアハンターDeer Hunter
」を常に≪鹿猟師 chasseur de cerf≫と訳したにもかかわらず、いまだに≪親愛なる猟
師 cher chasseur≫という間違った訳のエコーが聞こえる（注：英語の deerは「雄鹿」
あるいは「親愛なる」という意味）。人から言われたことは自分が言ったことよりも良



く覚えている。自分が85歳で死ぬと予測している。夏の夜、月が照らす起伏の多い道
路を運転すると快楽でぞくぞくするということがある。古い写真は現代の写真よりもよ

り真近かで見る。古い写真はより小さく、その細部はより正確である。宗教とセックス

を別にすれば、自分は僧のように生きていけるだろう。自分の苗字と名前は本人には何

も意味しない。鏡の中の自分を長い間見つめていると、その顔がもはや意味を持たない

瞬間が訪れる。僕は数十もの仕方で立っていられる。女性を腕の中に抱いたことはある

が、彼女らに抱かれたことはない。男友達を抱きしめたことはない。男友達と手をつな

いで散歩したことはない。友人の服を身につけたことはない。死んだ友人の体は見な

かった。祖母と叔父の死体は見た。 
29 
少年にキスしたことはない。同年齢の女性たちと関係を持っていたが、自分が老いるの

にひきかえ彼女たちは若返る。中古の靴は買わない。アーミシュ・パンクという音楽を

思いついた。一度だけ、あるアパートの最初の住人だったことがある。一生を棒に振り

得るようなバイク事故にあったが、それについていやな思い出は全くない。過去よりも

現在に興味があるが、未来ほどではない。告白することは何もない。自分が生きている

間にフランスが戦争をし得るとは信じがたい。礼をいうのは好きだ。自分は鏡の時間的

ずれが知覚できない。物語がある映画は小説同様好きでない。「小説は好きでない」と

いうのは文学が好きでないという意味ではないし、「物語がある映画は好きでない」と

いうのは映画が好きでないという意味ではない。時間の中で展開する芸術は、時間を止

める芸術ほど好きでない。自分は、同じコースの二度目の散歩では、風景を眺めるのが

減り、歩くのがより速くなる。電話は留守電が通話を遮断するまで鳴らせておく。ある

友人とは2時間話すが、別の友人とは会話を終えるのに5分で充分だ。電話をかけてい
るときは顔の表情を作る努力はしない。重要な案件に関する電話を先延ばしにすると、

電話をかけることよりも待っていることが自分はつらくなる。 
30 
電話を待っている時はやきもきするが、こちらが電話しなければならない時はそうでは

ない。いやな思い出よりもいい思い出の方が多い。これは間違いないと思う服は何着も

買う。僕は目立ちたくない。16歳の時、テディーTeddyブルゾンを買った。胴の部分が
マリンブルーのウールで、袖がベージュの皮製である。二度しか着なかったのは、勘違

いして皆が自分を見ている気がしたからだ。「美的判断力批判 La Critique du jugement 
esthétique」は読んだ。自分が描く絵の木枠は自分で作っていた。クラスで数人の友達
が自分の答案を写していたがほっておいた。13歳の時、ギャラリー・ラファイエット
でCDを数枚盗んだ。脇の下にCDを挟み、無頓着に女性下着売り場をぶらつき、そこで
リュックの中にCDを忍び込ませた。店を出たとたんマフラーを後ろからつかまれ、振
り返ると、それは50歳の女性監視員、自分をネオンが照らされた事務所に連れて行き
警察を呼ぶと脅す、自分は大げさに泣き両親は失業中で離婚の準備中と言う、それは嘘

だったが、彼女はほとんど罪悪感にさいなまれ困惑した様子でこちらを無罪放免した。

その後、なぜそうするのか本当にはわからないまま、本を一度、ホッチキスを一度盗ん



だ。自分が好きな著者の伝記は読もうと思っただけで興奮するが、実際そうしてみると

幻滅する。 
31 
これまで読了した伝記は四つしかない。フランソワ･カラデック François Caradec の$
「レーモン･ルーセル Raymond Roussel」 、ジャック･ポンジオ Jacques Ponzio とフ
ランソワ･ポスティフ François Postif の「ブルーモンク Blue Monk」、フランソワ･ポ
ルシェ François Porché の 「シャルル･ボードレール、痛ましき人生 La vie 
douloureuse de Charles Baudelaire」、アン･チャーターズ Ann Chartersの「ケルアッ
ク、ある伝記 Kerouac, A Biography 」である。読書に多くの時間を費をやすが、自分
が≪多読家≫とは思わない。本は繰り返し読む。自分の書棚には読み終えたのと同じぐ

らいの読み終えていない本がある。読み終えた本の明細には、インチキをして、読み終

えていない本の数も加える。何冊の本を読んだかは、自分では決して本当にはわからな

いだろう。自分にとって重要なのは、レーモン･ルーセルRaymond Roussel、シャルル
･ボードレール Charles Baudelaire、マルセル･プルースト Marcel Proust、アラン･ロブ
＝グリエ Alain Robbe-Grillet、アントニオ･タブッキ Antonio Tabucchi、オリビエ･カ
ディオ Olivier Cadiot、ホルヘ･ルイス･ボルヘス Jorge Luis Borges、アンディー･
ウォーホール Andy Warhol、ガートルード･スタイン Gertrude Stein、ゲラシム･ルカ 
Ghérasim Luca、ジョルジュ･ペレック Georges Perec、ジャック･ルーボ Jacques 
Roubaud，ジョー･ブレイナード Joe Brainard、ロベルト･フアロス Roberto Juarroz、
ギー･ドゥボール Guy Debord、フェルナンド･ペッソア Fernando Pessoa、ジャック･
ケルアック Jack Kerouac、ラ･ロシュフーコー La Rochefoucauld、バルタザール･グラ
シアン Baltasar Gracián、ロラン･バルト Roland Barthes、ウォルト･ホイットマン 
Walt Whitman、ナタリー･カンタン Natalie Quintane、聖書、ブレット･イーストン･エ
リス Bret Easton Ellisである。 
聖書はマルセル･プルーストほど読まなかった。ナタリー･カンタンの方がバルタザール

･グラシアンよりも好きだ。ギー･ドボールはロラン･バルトと同じくらい自分には重要

である。ロベルト･フアロスにはアンディー･ウォーホールほど笑えない。ジャック･ケ

ルアックはシャルル･ボードレールよりも自分を生きようという気にさせる。ラ･ロシュ

フーコーにはブレット･イーストン･エリスほど落ち込まない。オリビエ･カディオはア

ンドレ･ブルトンよりも自分を幸せにする。 
32 
ジョー･ブレイナードはウォルト･ホイットマンほど建設的でない。レーモン･ルーセル

はバルタザール･グラシアンより自分を驚かせるが、バルタザール･グラシアンは自分を

より知的にしてくれる。ガートルード･スタインはホルヘ･ルイス･ボルヘスよりも常軌

を逸したテキストを書く。列車の中ではレーモン･ルーセルよりブレット･イーストン･

エリスの方が自分には読み易い。ジャック･ルーボのことはジョルジュ･ペレックほど知

らない。ゲラシム･ルカは最も絶望している。アラン･ロブ＝グリエとアントニオ･タ

ブッキの関連性が自分には見えない。名前のリストを作る時、遺漏を恐れる。本は消灯

前に30分読む。午後より朝と晩に本を多く読む。眼鏡なしで読む。本は眼から30セン



チ離して読む。順調に読み始めるのは5分経ってからだ。靴やズボンを身につけない方
が読みやすい。僕は満月の夜、わけもなく幸福感に浸る。海岸では本は読まない。海岸

にいると、まず退屈しはじめ、それから慣れる、そしてもうそこから発つことができな

くなる。海岸では、娘たちは図書館にいる時ほど自分の欲情をかき立てない。博物館は

好きだ、特に自分を疲れさせるから。僕は予言はしない。泳ぐ場所の好みを順番に言う

と、海、湖、川、プールである。コリア Collias 近くのガルドン Gardon の峡谷で泳い
だ。ゆっくりと無痛温度で流れる川を平滑岩が取り巻く。その川床を300メートル逆上
り、行きよりも苦労せずもとの場所に戻った。あたかも夢のようで、太陽はオレンジ色

の岩壁を照らし、眺めは遠くまで広がり、反響は自分の言葉を繰り返していた。 
33 
映画に行こうとは思わない。アンドレ＝ピエール･アルナル André-Pierre Arnalの展覧
会のオープンパーティー中に、タラスコンTarascon の城の屋根の上で立ってセックス
をした。香港のとあるビルの屋上30階でセックスをした。香港のある公園の中で昼間
にセックスをした。パリーリヨンを結ぶ TGVのトイレットの中でセックスをした。
たっぷり酒が振舞われたある夕食のあと、自分は友人たちの前でセックスした。ジョル

ジュ＝マンデル Georges-Mandel大通りのある階段の中でセックスをした。朝の6時、
ある娘とパーティでセックスしたが、それは彼女に前置きもなしにそうしたいか訊いた

5分後のことだった。立って、座って、寝て、跪いて、どちらか片方の脇を下にし横た
わって、セックスをした。二人、三人、それ以上でセックスをした。大麻と阿片を吸っ

た。興奮剤を吸引し，コカインを嗅いだ。ドラッグより戸外にいることに中毒になる。 
14歳のとき、セゴビア Ségovieで初めてマリファナを吸った。友達と一緒に軍警察の
衛兵から「チョコレートchocolate」を買った。笑いの発作を起こし、一本のオリーブ
の木の葉を全部食べた。15歳の時、スタニスラス Stanislas 中学の構内で何度か大麻を
吸った。 
34 
17歳のとき、パリで両親の車を無免許運転した。それは夜の一部を一緒に過ごしたば
かりの娘を彼女の家まで送ってやるためだった。最も愛していた娘は僕と別れた。 
黒いシャツを着る。10歳のとき、小麦の碾き臼で指を切った。6歳のとき、車に倒され
鼻を折った。15歳のとき、モビレットから落ち腰と肘の皮を剥がした。両手を離し、
後ろを見ながらの走行に挑もうと決めたのだった。スキーで親指を折ったが、それは

10メートル滑空飛行し頭から落ちた後のことだった。再び起き上がると、アニメー
ションの中でのように、誕生日の蝋燭の輪が空中でくるくる回るのが見え、次の瞬間自

分は気絶した。友人の妻とはセックスをしたことがない。インターネットで自分はテレ

パシーが強くなる。列車の中である家族が立てる音は好きではない。小さい窓の部屋は

居心地が悪い。肥満のカップルはどうセックスするのか？と自問する。高層ビルに上る

と途端に気分が良い。僕は1階か中2階では生きていけないだろう。階が上がるにつ
れ、より良く生きれる。自分が言いかけていることが退屈だと気づくことがあるが、そ

の時はいきなり話すのをやめる。昼より夜の方が仕事がはかどると信じていたが、それ

は黒いカーテンを買う日までのことだった。 



35 
一個目のムール貝を使い二個目以降の殻を取る。テレビは自分には欠かせない。ピュル 
≪pull≫ (セ－タ－) の代わりにピュピュル ≪pupull≫と言うと嬉しくなる。政治家に
なった役者、ロナルド･レ－ガン Ronald Reagan と役者になった政治家、ベルナ－ル･
タピ Bernard Tapie とでは、どちらがより自分の気を揉ませるか？と自問する。展覧会
のオープンパーティーから4日後に額を掛け始めるというアイディアが浮かんだ。オー
プンパーティー中にやって来たあらゆる人が写真に撮られ、それが展示のテーマとなる

だろう。よく眠れないときは呼吸が不規則だ。世界を作る人々とは現実を信じない人々

であると思う。例えば、数世紀にわたるキリスト教徒がそうだ。ものごとを変えたくな

いということは自分が保守主義者であることを意味しはしない。僕が好きなのは、何も

する必要がなくものごとが変化することである。自分の幻想は自分の能力と折り合いが

つくのかわからない。二度の夏を赤い小型トラックの中で過ごした。非の打ち所のない

技量は気に入らない。それはアートと偉業を混同している。同時に次のことを考えた。

≪トロンボーンの演奏を覚えるべきだろう≫と≪蟻の腐った死骸≫。早起きすると、遅

く起きるよりも一日がより長く感じられる。と言っても、それでより長い時間覚醒して

いるというわけではないが。タバコを吸うのは時間がかかりすぎる。酒を飲むと寝つき

易いが、長くは眠れない。 
36 
酒を飲むと、髪の毛が翌朝痛くなる。過去の衣装よりも未来の衣装を使った映画の方が

好きだ。自分のスタイルを作っているのは言葉よりも考えである。車の中で、フロント

ガラスに現れるものを映画のトラベリングのように眺める。恐らくもう話す必要がない

ようにこの本を書いている。笑みを絶やさぬ詐欺師からアパートを買った。自分は説明

しない。正当化しない。分類しない。単刀直入である。誰かにその人が知らない人たち

のことを話すとき、彼らの名前は言わない。難しいけれども、≪飛び降りたとき、自分

のパラシュートが別のパラシュートに絡まってしまった友達≫の類の抽象的で遠まわし

な言い方を使う。朝、目覚ましが鳴ったあとは半時間暗いところに横になっている。目

をさますより、眠りにつく方が好きだが、死ぬよりは生きる方を好む。不愉快な指摘に

は答えないが、それを忘れることはない。ある人々にすぐ疲れてしまうのは、彼らが僕

を退屈させるだろうということが自分にはわかるからだ。ニューヨーク州、ベルサイユ

で75歳の男の写真を撮ったが、彼はサングラスに鳥打帽子、ディキーズ Dickie’s の
シャンブレ生地の袖を捲り上げたシャツの下に、沁みのある白のTシャツ、使い古され
たジーンズ、黒のブーツという井手達であった。彼は悲しげで美しかった。そして、僕

は彼の名前が自分とほぼ同じエドワード Edward･リー Leeであることに気づいた。 
37 
道路を走行中、≪チーズのクリニック≫と書かれた道路標識を見かけた気がした。その

場所ではチーズの手当てをするのか、チーズで手当てをするのか？と訝った。道路を

走っていると、雲の影に追いつかれたり、追い抜かれることがある。アスファルトの修

正が車のボンネットの下に消えて行くのは、自分には甘草（かんぞう）の螺旋管のよう

に見える。やせている人は若く見えると思う。現代音楽にはどちらかと言うと自分が攻



撃されているように感じる。それは現代音楽が同時代のものであるからというよりも、

攻撃的であるからである。リゲティー Ligeti 、ケージ Cage 、ルートスラフスキー 
Lutoslawski 、ペンデレツキー Penderecki 、アダムス Adams といった攻撃的でない音
楽が自分には合う。中断しても失礼にならない会話が好きだ。例えば、電話による会

話、踊り場での隣人との会話、ビストロの常連との会話、知らない人との会話、であ

る。祖母が祖父に紹介されたのは二人とも隙間風が好きだったからである。叔父のひと

りは、南アフリカの大農園主のオレンジ農園経営者募集に次の文章で応募した。≪農業

のことは何も知りませんが、私は非常に頭が良いです≫、そして雇われた。南アフリカ

の叔母の一人には、ひとりはコカ･コーラ、もう一人はシェルという少年の召使いがい

た。 
38 
従弟の一人と朝は、≪栗鼠ごっこ≫を大きなベッドの中でよくしたものだ。私たちは毛

布の下に潜り、彼は ≪ア トゥイノトゥイン A touino touine 、トゥイン、トゥイン、
トゥイン、touine touine touine ア トゥイノトゥイン A touino touine 、トゥイノルディ
ン touinoldin≫ 、と言いながら舌を鳴らすのだった。クルーズ Creuse 県ではある従弟
と、「百姓と子牛ごっこ」をしたものだ。子牛役はパンツ一丁で、地面が水で穿たれて

できたぬかるみの中を転げまわり、百姓は棒をいじくりながらそれをぼんやりと眺め

る。普通、従弟が子牛で自分が百姓だった。コルシカ島では「グルゥ Gloups｣のゲーム
をしたものだ (注：グルゥとは奇妙だがいい奴、ただ落ち着きなく、衝動をコントロー
ルできない空想上の生物)。 ノルマンディーでは≪アクション・メン Action Men≫をよ
くしたものだ（注：フィギュアのゲーム）。少なくとも車のホイールを一個換えたこと

がある。過去に所有した車は、白のルノー5 (R5)、グレーのフィアット･ウノ (Fiat 
Uno) 、グレーのBMW 316、グレーのフォルクスワーゲン･ポロ･ムーヴィー 
(Volkswagen Polo Movie)、赤のトランスポーター･フォルクスワーゲン(Transporter 
Volkswagen)である。バイクに乗る時は、ヴァンソン Vanson の黒い皮製の分厚いブル
ゾンを夏でも着る。パリでは自転車に乗る。ローラースケートでは移動しない。自分は

二重顎だ。ショートパンツの時は黒い靴下は履かない。うなじが湿っぽい時、ウール

セーターは着ない。パラグライダーの講習会を受けようと思う。テレビは見るのを忘れ

る。好みの木はない。好みの歌手、好みの友達、好みのズボン、好みのデザートも。肉

体労働者の服を着る。自殺したくてバルコニーから身を乗り出すと、めまいが救ってく

れる。スーパーエイトと言えば、それが想定する趣味の良さにもかかわらず、自分はこ

れで撮られているどんな映画も好きである。 
39 
僕には小児性愛癖はない。尿にも、犬にも興奮しない。 口を大きく開けて十分呼吸す
る。もし口を開けっ放しでも阿呆っぽくならないのなら、しばしばそのままでいるいる

ことだろう。航空術には興味がない。兄は自分の亀が逃げ出したと思っていたが、実は

ラジエーターの下で干からびていた。本当に幸福な瞬間を思い出すのは苦手だ。妻に催

眠を掛けて貰いたいところだが、あいにく結婚していない。自分に矛盾することを言う

ことで二つの楽しみを得る。自分を裏切ることと新しい意見を持つことである。自分の



場合、楽しんで楽にやる方が物事はうまく行く。公衆便所で小便をする時、鼻の息を止

め口から呼吸する。口は鼻よりも悪臭源に近いのであるが。公衆の小便所で隣に誰かい

ると、排尿に手間取る。両親の田舎にある別荘の客間に入って行ったのは、自分の名付

けの母、その3人の子供、そして、その息子のうちの一人のガールフレンドだったが、
自分はこの娘の美しさに唖然として、名付けの母に挨拶するのを忘れた。失念を彼女か

ら注意されると彼女の方へと向かったが、キスする代わりに手を差し出してしまった。 
床の軋みが好きだ。僕は偏平足だ。タイルの床の冷たさは裸足から鼓膜まで伝わり、鼓

膜はそれで耳鳴りを起こす。海の幸は自分には嬉しいものではない。 
40 
何にでも経験する前には興味があるが、経験後はそうでない。死者は意地が悪いとは思

わない、なぜなら死者とは老人が自乗されたものであり、老人は老人でない者ほど意地

が悪くないからである。非の打ち所のなさには閉口するが、これは道路に関しても言え

る。高速道路は完璧で全く嫌気がさす。高速走行中ワイパーを使わないと、雨粒は気化

して小さくなる。自分は倒錯したテーマの観光ガイドコレクションを作成できよう。そ

のテーマは次のようなものだろう。尊大な館、危険な信号、いわゆる美術館、特に何も

見るべきものがない場所、大司教がおそらく眠った場所。スカイブルーのレールで張り

出した橋の上をひとり車で通り過ぎながら、根拠のない喜びの叫びを上げ不可解な言葉

をわめいた。陽気な音楽を聴くのは、自分に似ていない人たちと時間を過ごすようなも

のだ。ヌーディストの葬儀に立ち会ったことはない。進歩は受け入れる。割引で買う物

は、どうしても欲しいというわけではない。近道には用心する。それは通常のルートを

疑問に付すから。挨拶の握手でこちらの手を押しつぶす手は、柔らかいか湿った手と同

じくらい不快である。自分は笑う時は笑わない時よりも顔面筋を使わない。だから顔を

休めるためには笑うべきだろう。 
41 
車内では香水に吐き気を催す。腹が減っていると、痩せているように感じる。僕はジ

ミー・カーター Jimmy Carter が気に入っていた。僕は信仰を賛美するのか、またどこ
に信仰を持った人々がいるのか？と自問する。高速道路で何台かの車が速度違反してい

ると、自分はそれに追随し罰金のリスクを分割する。ある女と別れたが、それは買い物

をしたことがないと彼女から咎められたからである。外国では、自分の小型辞書に載っ

ていない語彙、表現はあるオーラを帯び、それは後に与えられる翻訳にも打ち消されな

い。女性は脚より尻、尻より性器、性器より乳房、乳房よりも顔に自分は興奮する。肥

満に自分が魅きつけられるのは、それが性別と年齢を消し去るからである。自分はバッ

クパックを背負って歩いているとき、それなしのときよりも背筋を伸ばす。上半身が大

きすぎて、車の中でくつろげない。改善を欲しておきながら改悪をしてしまわないかと

恐れる。髪のブロー仕上げは嘲笑の尽きぬ種で、これは自分ひとりの時でもそうであ

る。 
自分の子供には他人の子供ほど退屈しないだろうという直感がある。サテンのシーツの

中では寝ない。≪オー、ラ、ラー Oh là là !≫と、どうしたら自発的に言えるようにな
るのか？と自問する。遊園地の問題は人込みである。ガラガラの遊園地は美しいと思



う。タバコは吐き気を催すまで吸った。自分を称賛してくれる人々は称賛できる。自分

はものを美しくもしなければ汚すのでもない。 
42 
螺旋状の音楽が好きである。突然、それがもう我慢ならなくなる瞬間までの話ではある

が。車の中で音楽を聴くのは時間を過ごすひとつの方法である。したがって寿命を減ら

す方法である。自分の車はどれも右側走行だった。悪い知らせには不愉快になるけれど

も、自分の偏執的傾向はくすぐられる。体の大部分は自分の視野に入る。母は命を与え

ることで僕の命を救った。あるものを使い終わったら、投げないで置く。ルイ＝フィ

リップ Louis-Philippe のタルトはブイヤベースより自分の食欲をそそり、ブイヤベース
にはクオーツ時計より自分は戸惑い、クオーツ時計は滑稽な話の本より自分の役に立

ち、滑稽な話の本にはいとこのシリル Cyrille ほど自分は笑わない。アコーデオンは好
きでないが、バンドネオンは好きだ。バイオリンよりもチェロのほうが好きだ。包装は

丹念にする。新聞は数ヶ月なくても自分は大丈夫である。定期的にギャラリー周りをし

た。たった一度で余りに多くのアートを見ることはできない。モダンアートのフェアー

では楽しめない。ブックフェアー同様、モダンアートフェアーからはがっかりして戻

る。不合理的な感覚が強過ぎ、話せる外国語でもその訛りを物にすることができない。

午後を凌ぐため、鎧戸を閉じ、カーテンを引き寒い夜に変える。ベッドで執筆する。道

路端（ばた）のプールで、車の騒音を波と思って泳いだ。自分は鼾をかかないようだ。 
43 
鳥肌になると、数世代前には自分が動物であったということを想い起こす。視力は失わ

ないだろう。聴力も失わないだろう。パンツの中で小便はしないだろう。自分が誰か忘

れないだろう。そうなる前に死ぬだろう。食卓を食事の前後に拭う。両親に罰を受けた

という記憶はない。タイプライターの打ち方はひとりで覚えた。コンピューターについ

て知っていることは一人で覚えた。誰も聴いていない限り、ピアノで出鱈目を弾いて楽

しむ。自分は次のようには言わない。≪一か八か Quitte ou double ≫、≪けちんぼ 
Chiche ≫、そして≪取らぬ狸の皮算用 Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ≫。 
シャネル Chanel のプールムッシュ Pour Monsieur 、それからコムデギャルソン 
Comme des Garçons のホワイト White、そしてディプティック Diptyque のフィロシ
コス Philosykos を数年間身に着けた。漆喰塗りには反対だ。模造石は模造の梁と同様
好きではない。違反も数人でやると、自分の罪悪感は薄まる。ミック･ジャガーが前立

腺がんで死ぬとは思いもしなかった。自分は否定的言表、コントル・フォルム（les 
contre-formes、ある形を切り抜いたあとに残る形）、改革 (les réformes)、変形 (les 
déformations)を好む。アイディアは何もしないことを待ち望んでいる時に浮かぶ。 
≪ゴッド≫という言葉を聞くと、神と性具(godemiché)のことを同時に考える。友達を
笑わせたい時は、でまかせに≪これは不道徳的 C’est immoral≫と言う。喜劇映画の上
映中、他の観客が予想して笑うとこちらは笑う気が失せる。 
44 
ある夕食会で、女友達が自分にキスをし服を脱いだのがきっかけで、半数の会食者には 



すべてが予想外の展開となったが、その中に昔の恋人が三人含まれていた。卓球では、

ピンポン玉の音がその色よりも自分には役立つ。他人の歴史が詰まった家に住むのは好

きだが、ありふれたホテルで寝るのも好きだ。ある女と別れたのは、もう彼女が好きで

はなく、彼女と一緒にいる自分が好きでなかったからである。昼食、夕食、対談等、制

限時間が課された会話には不安を感じる。6人以上でテーブルを囲むと、会話のやり取
りが複雑になって途方に暮れる。会話は二人でする方が好きである。夕食は数人で取る

より誰か一人との方がよい。泳ぐことは一種の眠りである。自分は容易にベッドから湖

に移る。朝、半時間泳げば、一日中元気である。プールの中で体を完全に弛緩させる

と、しまいにはいつも決まった体勢になる。猫背で体は45度に維持され、頭は水の
中、腕は空(くう)を掴むばかりに前に投げ出される。ストリップ小屋には一度も入った
ことがない。さまざまな出身地の売春婦、15人ほどと寝た。それはフランス人、イン
ド人、アフリカ人、ルーマニア人、アラブ人、イタリア人、アルバニア人である。ルイ

ド･フュネス Louis de Funès にはうんざりだ。20本ほどのブルージーンズを収集して
いる。黒い皮製のタウンシューズを収集している。 
45 
黒いシャツを集めている。黒の皮製のブルゾンを集めている。黒の靴下を集めている。

黒のパンツを集めている。ジーンズ生地のブルゾンを集めている。こちらのことをよく

知らない人々からは、いつも同じシャツとジーンズを身につけていると思われている。 
修道女と寝ることを考えたことはない。機械設備の鈍い持続音が止まってはじめて自分

にはそれが不快だったということに気づく。復讐するつもりはない。ティッシュペー

パーを一方のポケットに、鍵をもう一方のポケットにいつも入れている。精神分析可能

であるのか自信がない。服を買うことはひとつの試練、それを身に着けることは快楽で

ある。同性愛者の結婚に自分は賛成だ。同じことを二度するのは好きだが、三度目には

わびしくなる。読んでいる本の臭いを嗅ぐ。くしゃみは3度続けてする。公衆の面前で
自分の性器は見せない。買う気はなしにショーウィンドーの不動産広告を見る。ショー

ウィンドーを眺める時、そこに写っているものも見る。陳列台の上にある物よりも、

ショーウィンドーの後ろにある物を見る方が好きだ。服はハンガーに吊るしてあるのよ

り、棚の上に畳んであるのを見る方が好きだ。柔かい窓ガラス用のパテを指で押す。ブ

ルーノ･ギベール Bruno Gibert とシリル･カスメーズ Cyrille Casmèze は自分を最も笑
わせる人たちだ。 
46 
チューインガムは噛まない。新服には新しい身分と同様嬉しくなる。思春期、活動家で

なかったことを後悔している。環境保護主義政党のため、自分は政治的に関与できるだ

ろう。若い頃にはナチズムは別の時代のものだと思ったが、歳をとるにつれその時代は

より近いと思われる。なぜ私たちは5本指なのか、自分には説明しがたい。風呂に長く
入りすぎると、自分の指はしわだらけになる。骨は痛むものだけが感じられる。好みの

音楽家はバッハとドビッシーである。働きながら口笛は吹かない。口笛を吹くと息が切

れる。誰かが口笛を吹くのを聞くといらいらする。とりわけビブラートをつけられる

と。誰かがこちらの顔をまともに見据えながらアカペラで歌うのを聞くと不快感を覚え



る。幸運なことにそれはテレビでしか起きないが。エコーの検査をするのになんと言っ

ていいかわからないので、《オオオー》 と言う。エアコンには埃と黴菌の臭いがつい
ているように思われる。幼年期にノスタルジーはなく、そして思春期にも、それ以後に

もない。網羅的なリストを作りたいと思っても、途中でやめてしまう。自分は抒情的な

人間ではない。よそで逗留するため旅をするのは好きだ。人生は幼い頃の日曜日の午後

のように限りがないと思われる。一番良い夜は木曜日。最良の週というものはない。女

に傷つけられたという記憶はないが、男にならある。 
47 
ある女友達は退屈すると、まるでこれから外出するかのように服を着て化粧をするが、

結局外出しない。ある友人は外国にいると、夜は街で気に入った人たちのあとについて

行きパーティーにありつく。自分は全てを言う。大金を稼いだことは一度もないが、そ

れで困ったことはない。自分のアパートを持っている。おそらく両親のどちらかがより

好きなのだが、それは考えないほうがいいと思う。音楽、アート、建築、ダンス、演

劇、映画はなくとも済む。写真なしでは難しく、文学に到ってはなしでは済まない。 
穴を掘ると元気になる。水の音は自分には邪魔だ。後悔することはほとんどない。 
新奇さではなく的確さを探求する。ティエリー･フロー Thierry Fourreau の 「ペルフェ
クト Perfecto」 を読みながら泣いた。ダニエル･ダルク Daniel Darc 、デュルッティ･
コラム Durutti Column 、ポーティスヘッド Portishead 、ドアーズ Doors 、そしてドミ
ニク･A Dominique A の音楽なら全て自分に合う。公証人事務所の会話を一週間盗聴し
てみたいという妄想が自分にはある。精神分析医の診察室では同じことをしてみたいと

いう妄想はない。歩かなければならないように、待ち合わせの場所から離れたところに

バイクを停める。外国ではすべてが多かれ少なかれ非現実的なので、そこで生活したい

という気にも自分はなるのだろう。ただし、これは移り住んだ国がもはや≪外国≫でな

くなったらまた国を変える、という条件での話だ。話して後悔したことはあるが、黙っ

て後悔したことはない。 
48 
自分はひとつの大作を企てるよりも小さな作品を出し続ける。図柄や文章のついたT
シャツは着ない。よく働いたら気分が良いが、よく働くのに気分がいい必要は自分には

ない。僕は満足を得ることができない。歩くと仕事をする準備ができる。歩いているあ

いだ考えは浮かばないが、座った時に考えが浮かぶ準備ができる。題名は《陰謀につい

ての持論》とでもなるだろう本を思いつき、ひとりで笑った。カリン･シャレール 
Carine Charaire には本人がカリン･シャレールでしかありえない理由があると思う。ズ
ボンを60本、シャツ40枚、ブルゾンあるいはベスト18着、それから靴を25足、所持し
ている。つまり108万種類のコーディネートが可能だ。幻想というものも幻想という言
葉も好きではない。食前酒と言う概念には反対だ。ある男友達は、男を好きな女が好き

でない。自分が惹かれる女性のことは何歳であれ《娘》と言う。疲れていると、足、背

中の下部と上部、それから、項（うなじ）とこめかみに不快感がある。寒さには苦しま

い。空腹を知らない。軍隊にいたことは無い。誰かに短刀を向けたことはない。マシン

ガンを抱えたことはない。拳銃を撃ったことがある。小銃を撃ったことがある。弓を引



いたことがある。蝶を捕まえたことがある。ウサギを観察したことがある。雉（きじ）

を食べたことがある。虎の匂いはわかる。 
49 
亀の頭と象の硬い皮膚に触ったことがある。ある朝、ノルマンディーの森で猪の群れを

襲った。自分は馬に乗る。美女が常に刺激的であるとは限らず、自分を刺激する女性が

常に美女であるとは限らないと思う。僕は仕方なく休みをとる。ガイドは持たず、また

誰のガイドでもない。食卓では残り物がある限りおかわりする。国境にいると、自分が

どこにもいないくらいに気分が良い。ベッドの真ん中で寝る。ものは輪郭で考える。硬

いスーツケースよりも柔かいリュックを使う。港町に住む方を好む。棘を抜くと、刺す

ような痛みの快楽がある。包帯を剥がす時、かさぶたが取れてしまうのでは？という驚

きの効果で興奮する。包帯はすばやく取ればとるほど毛が痛まない。自分はほとんど反

対されることがない。微笑むのはできればより控えたい。ある日、友人たちに自分が育

てた葡萄とイチジクの木の下に座りに来てもらいたい。意地の悪い人間に対しては容赦

しない。死刑に対しては賛成でない。デジャ・ヴュという錯覚を名づける言葉がないの

には驚く。地下室に閉じ込められたことがある。負けたことはない。罵られたことはな

い。つけ込まれたことはない。ときに文章を逆に読むことがある。自分は決して文学に

けりをつけることはないだろう。慣用的表現は用いない。 
50 
公衆の面前では真似をしない。ベッドでやる体操を自分は工夫すべきだろう。モンパル

ナス墓地の個人墓に埋葬してもらいたい。自分の将来の墓を芸術作品として建てるた

め、文化省に助成を求めたい。この墓には自分の生年月日と予想死亡月日、2050年12
月31日が記される。地上にあるすべての国の正確な数は思い出せないが、それは200を
少し越えるぐらいだと思う。自分はナイフを研ぐ。皿を洗う。テーブルを拭く。掃除機

をかける。窓ガラスを洗う。エナメルびきの表面を磨く。自分の理想の気温は戸外で

20度、室内で24度である。雨の匂いは降り始めによくわかる。機械設備の鈍く続く音
に眠り込む。機械の鈍い持続音が止むと目が覚める。自殺したくなったときに遺書を書

こうとしたが、結局途中で止めた。事態は以前はより良かったとも、もっと後で良くな

るとも思わない。男友達の一人は死んだ。女友達は誰も死んでいない。マルク＝エルネ

スト・フルノ Marc-Ernest Fourneau に見られてしまったのは、ほとんど誰も自分がそ
うするのを見たことがないことだ。アルノー･ラベル=ロジュー Arnaud Labelle-Rojoux 
とギー･スカルペッタ Guy Scarpetta の指揮で、自分は≪歌った≫。ガスパー･ユルキエ
ヴィッチ Gaspard Yurkievich のファションショーの舞台装置を考案した。 
51 
歓喜に飛び撥ねることはあっても、悲しみで気力を失うことはない。稀な語は避ける。 
20年前に生活していた場所に戻るのは、ハッシシを吸うよりも自分には奇妙なことで
ある。公共の場所では音楽は邪魔である。フランス語よりも短い、英語の簡潔さに惹か

れる。《抒情詩 L'ode a verde 》、《青年U の夢 Rêve de l'ado U 》、《ドロッドで育
てられ Elevé au Drod 》、《ロヴァド通り　Rue de Lovade　》、《エドはデイブを転
がす Ed roule Dave 》のように、すべての章が自分の名前のアナグラムであるような書



物を思いついた。眼鏡をかけずに両腕を伸ばすと、指先がはっきり見えない。食卓で

は、氷や泡のおかげで水はより退屈でないものになるのだが、自分は水の退屈さが好き

だ。一度も売春婦と寝たことがないと言う男は自分には信じがたい。ワインには中毒に

なり、タバコには参り、ドラッグには退屈する。自分の体については、その百分の一の

構成要素の名前も知らない。自分の爪は無駄に伸びる。夏、背中の皮膚に残る椅子のあ

とは心地よい痛みとなる。並外れた言葉で月並みなことを書くジョイス Joyce より、
普通の言葉でありそうもないことを書くレーモン･ルーセル Raymond Roussel が好き
だ。演劇を見たいときはミサに行く。ジーパンの予想がつかないところが好きだ。洗っ

たあと、どんな風に縮み、古くなり、色褪せるか。女性の恭しいお辞儀には反対だ。幼

ない頃、大人になった自分が抽象絵画を見るように、絨毯を眺めていた。 
52 
子供の頃、道具も使わず、得点もない、的なし猫 chat sans but と10本指 dix doigts と
いう、外でみんなでやる二つの遊びだけが好きだった。数学ができるように頑張って、

結局時間を無駄にした。簡略化された綴りには賛成だ。自分に最も大事なことはひとり

で学んだ。それは文章を書くことと写真を撮ることである。理知的に考えることに納得

はしないが、そうすると安心する。自分の死に際し、いかなる宗教的儀式も行われない

ことを望む。自分の口の中で、硬いものは柔らかく、柔らかいものは液になる。 
三度、気を失ったことがあるが、それはスキーとバイクの事故でのことである。あまり

にも近くで話すのでこちらは退くと迫って来る、そういう人にはお手上げである。二つ

の無関係なものを結びつけると自分にはある考えが生まれる。土のそばにいると、子供

の頃の思い出が蘇る。スカッシュと卓球を嗜む。水を飲んだあと横になると、胃が

ウォーターベッドのような音を出す。ある通りは排気ガスを避けるため息を詰めて渡

る。絵画には賛成でも反対でもない。それは絵筆に賛成とか反対と言うようなものだろ

う。幸福なときは死ぬのが怖く、不幸なときは死なないのが怖い。見えるものが気に入

らなければ、眼をつぶる。しかし聞こえるものが煩わしくても、自分は耳を閉じること

ができない。僕は頭痛を予想できない。 
53 
記憶を自分は空にする。スポンジを絞るとチューインガムを噛む快感が自分には得られ

る。意味不明で、一体どのようにして頭に浮かんだのかもわからない文章を、一日中咀

嚼していることがある。例えば、≪最後にそれが昨日だったのは≫ というような。旅
の荷物の支度もそれがパフォーマンスだと思えば楽しめる。ワグナーの音楽で自分に

フィットした、ゆっくりと悲しげな、そして声のない部分だけを加工し録音する。しば

しば睡眠障害に悩まされる。悪夢を見なくなったのは思春期である。というよりはむし

ろ、恐ろしいことを夢に見続けているが、それに脅かされることがなくなった。万年筆

で書くのがどんどん減り、コンピュータで書くのがどんどん増えている。40歳よりも
20歳の時の方がより多くのレコードを買っていた。14歳からリーバイス Levi's 501を穿
いていて、これは10歳の時、祖母の家でカウボーイのアニメを見ていてそうすること
を思いついたのだが、実際は類似したジーンズを見つけるのに4年待たなければならな
かった。母に愛していると告げるのには非常に抵抗があったので、35歳になるまで



待った。母から愛していると言われたのは自分が39歳の時か、それ以前だが、忘れて
しまった。父に愛していると告げたのは、落ち込んで自殺することを考えた35歳の時
だが、そうしてしまわぬうちに死ぬのは残念だと思ったからである。 
54 
兄に好きだと言ったことはない。祖母に好きだと言ったことはない。5人の女性に愛し
ていると言ったが、本当にそうだったのはそのうち4人である。ある女性とセックスし
ながら別の女性のことを考えていたことがある。自分のフランス語は流暢で英語も充分

しゃべれる。スペイン語は喋るのが下手で、イタリア語はその断片がおぼろげにわか

る。ラテン語は学校で習った。語尾変化はまだ記憶にある。古い歯ブラシをとっておく

利点が自分でもわからない。お気に入りの月は9月と4月だが、9月は社会活動の再開の
ため、4月は美しい季節の到来と次第に増す女性の露出度のためである。自分は何の専
門家でもない。自分自身の他に話題がない。政治、経済、国際関係について明確な判断

をほとんど下さない。バナナは好きでない。たとえどんなに劇的であれ、海外のニュー

スには実際無関心で、このことに罪悪感を感じる。映画か本の中で登場人物が死ぬのに

接した最初は思い出せないが、実際に死んだ人を見た最初は覚えている。より正確に言

うと、べルティエ Berthier 大通りで黒い車のトランクから男の脚が現れるのを見たの
がそれだ。その細部も覚えている。靴は履いておらず、靴下はスミレ色だった。 
55 
いつも足がほてる。サンダルは履けば楽になるかもしれないが、あまりにも格好悪い。 
スポーツ用の靴はめったに履かない。熱をあまりにも逃さないので足が臭くなる。狩猟

店を乱交クラブで置き換えるよう、自分は当該当局に提案できるだろう。アメリカ人の

訛りにはうっとりするすると同時に困惑する。音節を飲み込む滑稽な効果と支配的なこ

とばに対する恐怖。フランス人によって話されるイタリア語より、イタリア人によって

話されるフランス語の方を好む。英語を話そうと努力しているヴェトナム出身のドイツ

人、その訛りを真似するのが自分は好きだ。ロシア語の訛りには寒気が走る。広東人の

訛りを聞いてもインド人の訛りほど嬉しくならない。イギリス系インド人の訛りはすぐ

に感じがいいと思う。自分の思春期、母は家族アルバムを作るのをやめた。写真のアル

バムは作らない。友達の写真はほとんど撮らない。友達より自分の写真を多く撮った。 
自分の著作、「作品 OEuvres」で述べた、「顔の年 L'Année faciale」という題名の写
真プロジェクトはほぼ実現したが、そこで提案したのは自分の顔の写真を毎日撮り、そ

れを使って365個のイメージからなる映画をつくることであった。《ほぼ》 と書くの
は、この映画の中に1年半に渡って撮られた写真は200枚を数えるからだ。 
56 
シャルル・ボードレールがパリで生活した41の場所を撮るという写真プロジェクトを
始めたものの、4年後、依然としてそれを終えていなかった。このプロジェクトの再開
を計画するたび、写真のカットのバランスをとるには最初からやり直さなければならな

いと考えると挫けてしまうのだ。ある日、過去15年間に撮った「非分類」の写真を分
類しようと決意した。こうしてわかったのはすべての写真が十に満たぬカテゴリーのど

れかに入ることであった。すなわち、友、愛人、家族、通行人、壁、ショーウィン



ドー、物、窓、扉、である。この分類を実現するには何日も要すると思ったが、たった

3時間で終わった。観光写真は現像後、単なる旅行写真以上のものでないことを判断す
るために、上の空に一度見るだけだということを確認して以来、もう撮っていない。観

光写真を自分でどう思うかは別として、旅行中常にある欲望が自分にはある。それは美

しい風景、街の見知らぬ人々、そして店のショーウィンドーで気づいた突拍子もない物

を写真に撮ることである。けれどもこの欲望に自分は屈しない。観光に出る時、写真機

を持参する習慣を失ってしまったからである。 
57 
旅行者は旅で撮った写真を見ることはないと思うし、たとえ見たとしてもそれについて

何も考えないと思う。自分はジャーナリストかレポーター、あるいはミュージシャンか

ダンサーになれただろう。足にまめを作らず数時間歩ける。家の中の緑の壁は好きでな

い。その壁が塗られたにせよ、布を張られたにせよ、壁紙で覆われたにせよ。緑色で思

い起こすのは病院か生い茂った植生であり、自分は病気になりたいわけでも、自然の只

中にいたいわけでもない。自分の人生には次の文章を過度に使う時期がある。≪こうし

たすべてが自分にはきわめて複雑であるように見える。≫ニューヨークのチャイナタウ

ンを訪れた。モットスリート Mott Street 、マルベリーストリート Mulberry Street 、カ
ナルストリート Canal Street、バイヤードストリート Bayard Street を歩き、レストラ
ン、新奇な商品、装身具や宝石を売る店しか見なかったが、それらを互いに区別できた

わけではない。これらの通りの不透明さには驚いた。身体的にそこに入り込むことはで

きても、心理的には無理だっだ。自分の精神は閾にとどまっていた。チャイナタウンで

は何も見なかったが、そこで黒のアクリルウールの手袋を神経質な中国人から5ドルで
買った。朝、少なくとも15分間体操をする必要がある。さもないと夜まで緊張したま
ま仕事がはかどらず、怒りっぽくなる。一日に10本以上タバコを吸うのは稀だ。自分
の喉には生まれつきの許容量があり、それを越えると吐き気を催す。 
58 
数日間、タバコを吸わないことがある。偶然、タバコを吸うのをやめたことが数回ある

が、いつも同じようにしてである。つまり、口峡炎（こうきょうえん）に罹ると、タバ

コはもはや吸わなくなり、治ったら治ったで再び吸うのを忘れてしまうのだ。巻きタバ

コを吸うのはそれが自分に合った速さで燃えるからだ。消えたらまた火を点ければよ

い。ところが既製のタバコはひとりでに燃え、従いたくないリズムをこちらに押し付け

てくる。地下鉄が最も空いているのは午後三時だから、いつもその時刻に地下鉄に乗る

べきだろうと考える友達がいる。眼を閉じてコンピュータで文章を書くことがあるが、

それを読めばタイプミスが明らかになると考えると嬉しくなる。自分の体については、

知っていることより知らないことの方が多い。自分には、頭、右脳と左脳、二つの目、

二つの鼻孔、歯、下唇と上唇があることを知っており、十本の指があり、それは両手の

先端にあり、そしてこの両手は両腕の先端にあり、この両腕は両肩によって胴につな

がっていることを知っており、自分には、胸毛、首、二つの乳首、知らない数の肋骨、

ペニス、二つの睾丸、二つの臀、二つの太もも、二つの脚と二つの足があることを知っ

ており、自分には、胃、心臓、大腸、小腸、肝臓、動脈、血液、喉、舌、声帯、2つの



耳があることを知っているが、自分の筋肉の量、骨の重さ、ニューロンの量、そして

ニューロンの更新速度は知らない。血液の量も知らず、内部器官は見たことがなく、鏡

でしか見たことがないある体の部分があり、見たことのない体の部分があり、さらに鏡

でも見たことのない部分があるが、それが何かは言えない。 
59 
通りでは狂った人たちのあとをつける。自分はアナーキストではない。共産主義者では

ない。社会主義者ではない。右派ではない。民主主義者である。自然環境保護の問題に

重きをおく。あらゆる選挙で自然環境保護派に投票した。14歳まで週末のほとんどを
田舎の家で過ごした。当時は意識していなかったものの、あとから考えてみると、そこ

で自分は極めて退屈していた。詩においては、言葉自体についての作業は好きではな

く、書かれた事実や考えが好きである。詩人による彼ら独自の言語を創造しようとする

試みよりも、一般的な言語の中立性と匿名性に自分はより関心があり、偽の要約こそ存

在し得る、詩的でない最も美しい詩だと思える。しばしばという言葉はしばしば使う。

文章を書くとき、多くのという語をしばしば使うが、再読の際取り除く。 
60 
空白のエクリチュールを夢見るが、そんなものは存在しない。僕はどれだけの語を知っ

ているのかわからない。歳を取るにつれ言葉を忘れるのでは？と自問する。そして、も

う以前ほど言葉は覚えないので、実際に使う言葉の数は減るということになるだろう。

話し相手を失望させることをしばしば恐れた。公衆の面前で自分以外のことについて話

すのは苦手だ。自分自身について話せばきりがない。自分は他人が彼ら自身のことを話

すのを聞くのが好きなので、自分自身のことを話すのにまったくやましさはない。話し

相手の私生活については多くの質問をする。とりわけ、本人をよく知らない場合は。展

覧会は自分の目で見るより、人から話を聞く方を好む。僕は嘘をつかない。神をもう信

じていないと思うが、ときおり、夜に本当にそうなのか？と自問することがある。何歳

で神を信じ始めたか思い出せない。14歳になるまでは人の真似をして神を信じていた
のだと思う。14歳から21歳のあいだは信仰を持っていた。それから徐々に神を信じる
のをやめた。そうしてある日、もはや神を信じていないのに気がついた。神を信じてい

たときは、神に対してチュニックを着た白髭の祖父のようなイメージを描いていたが、

彼はフレスコ画でのように、こちらが仰ぎ見る構図で現れていた。心から喜んでという

よりも、礼儀上こちらを迎えている人々に自分の仕事を見せる、そういう職業上の会合

は好まない。特に、彼らが自分の写真集を余りにも素早く捲くって済ますような場合

は。他方、会合がうまく行ったからといっていつも喜べるわけではない。特に、会合が

仕事の委嘱にまで発展したとしても、熱心そうな振りをしながら実際こちらはそれに半

信半疑であるような場合は。 
61 
熟睡時には数日眠らずに過ごすという計画を思い描く。それは自分がある天然ドラッグ

の影響下にあるという印象を持って生きるためだ。不眠時には48時間眠り続けるとい
う計画を思い描く。これもその後、自分がある天然ドラッグの影響下にあるという印象

を持って生きるためだ。外国では食事するのは厄介なことだと思われる。メニューは理



解しがたいので、行き当たりばったりに料理を選ぶ。料理がどんなものか予想できず、

その秩序は自然に反するにもかかわらず（あるいは自然に反するため）大概嬉しい驚き

がある。良い知らせ同様、悪い知らせには心動かされる。だから、悪い知らせも良いも

のでありうし、本当に悪い知らせとは知らせがまったくないことだろう。通りで時刻を

見た。ところが、その時左手にコカコーラの缶を持っており、その一部をズボンにひっ

くり返してしまった。運のよいことに誰も自分を見ていなかった。このことは一度も話

たことがない。プラトンは読んだことがないが、プラトンを参照する多くの記事を読ん

だことがあるので、プラトン（の世界）を知っているという勘違いが自分にはある。ず

いぶん前から持っているのに開いたことがない本のように。 
62 
あとで窮地に追い込まれないよう、会話でプラトンは引用しないようにしている。部分

的にしか知らない著者の思想を引き合いに出すのは危険だと思うが、自分はどうかと言

えば精通している著者などまったくいない。嵐になると、敵に会ったかのように自分は

興奮する。アメリカンのコーヒーなら大きなカップで３杯飲め、吐き気を催すこともな

いが、フレンチのエスプレッソは一杯が限界、イタリアンのエスプレッソに至ってはお

手上げだ。外国での排尿、排便は厄介だが、自国でも自分の家を一旦出ると同じこと

だ。トラック、飛行機、ヘリコプターやロケットは運転したことがないが、自動車、あ

らゆる排気量のバイク、ボートや自転車には乗る。アルペンスキー、水上スキー、ス

ケートボード、ローラースケート、ウィンドサーフィンは嗜むが、サーフィンやスノー

ボードはできない。人からポールではなく、ポールさんと丁寧に言われたら、密かに冷

笑し、罪悪感を覚えることなしに相手と話し続けるため、自分は不安に打ち勝たなけれ

ばならない。首がチクチクするので、タートルネックは着ない。シェットランドセー

ター pulls en shetland を着ようとしないのは、着るとむずがゆくなるし、それが発す
る臭いで、子供のとき、無理やりに着せられた時の苛立ちを思い出すからだ。 
63 
床屋には14歳の時に行くのをやめた。それは漆の臭い、濡れた髪にシャンプーをする
女がぽきぽきいわせる指の音、そしてU字型の桶に乗せられたうなじの痛みが理由だっ
た。自分の髪は自分で刈る。友達はそれに驚くが、経験で自分はほとんど失敗しないか

らである。顰め面をした死人はテレビでいやと言うほど見た。展覧会の招待状を集めて

おくのは20年から30年後に目録を作るためだが、置き場所の関係ですべてを4年ごとに
捨てる。そうして後になってまた一からやり直す。受け取った絵葉書はできればすべて

取っておきたいと思うが、数年すると親友たちのものは別として、結局捨ててしまう。 
念を入れて書いた絵葉書を送っても友達は捨ててしまうのでは？と自問する。一度聞い

た文章や、意見をそのまま繰りかえせるのは、それらをなるほどその通りであると思

い、自分のものにするのにいちいち変える理由がみつからないからに過ぎない。若者の

模範になれるか自信がない。10歳の時、ハムサンドウィッチを食べると突然タバコの
臭いを感じた。しかし、誰も周りでタバコを吸っていなかった。そして、その臭いに口

の中の苦い味が加わる。黒タバコの吸殻がフランスパンの中に入っていて、それを噛ん

だところだったのだ。 



64 
友達の友達とは違って、プチスイス petit-suisse (注：ノルマンディー地方のフレッシュ
チーズ) の中におたまじゃくしを見つけたことはない。冬、強烈な太陽がどんな雲に
よっても翳らず、その冷たい光が影を容赦なく切り取る時、どんな物、どんな人物でも

自分は写真に撮れるだろう。公衆トイレで水を流すための紐を引く時、トイレットペー

パーで指を守る。椅子には座る前にベーパーを敷く。トイレから出る前には手を洗う

が、入るときにもそうすることがある。絶対に来ない列車や飛行機を待ったことはな

い。が、人に関してはそうではない。予告無しに待ち合わせをすっぽかす人と自分が友

人になることは稀だ。気まぐれな婦人には慇懃ではない。異国の街で迷ったら、心を落

ち着かせるためスーパーマーケットに行く。スーパーは馴染みのある場所だが、近くで

よく見みればどの商品も知っているものには似ていない。こうして、例えばヨーグルト

売り場ですっかり途方に暮れるということがあり得る。時間、微笑、会話、愛情、性の

快楽において出し惜しみしない女性に自分は惹かれる。山では低い所より高い所にいる

方を好む。階段は一段一段降り、二段ずつ昇る。釣りには5回も行っていないし、15歳
以降は一度も行っていない。 
65 
キジ faisan にライフル銃を発射し殺した。クロウタドリmerle にライフル銃を発射し
たが、外した。30匹ほどのハエの羽をむしり、同じくらいの数のバッタの後ろ足を引
き抜いた。ボース Beauce でシナノキ tilleul にいたカメムシ soldat を百匹つぶした。 
蟻塚をひと蹴り、破壊した。狂犬になったせいで両親が注射で死なせた犬が自分は大好

きだった。これは自分にとって最初の死の経験であった。自分はバスティーユ近くの通

りにあるカフェのテラスに座っていた。高価なカメラが入ったバッグは車道に沿ったレ

ジのところに掛けられたまま。ある若者がバッグを掴んで走って逃げる。すぐに彼が見

えたが、誰かが自分に盗みを働こうとしているという考えを受け入れるのに数秒かかっ

た。次の瞬間、自分は立ち上がり走った。そして捕まえきれないとわかった時、思わず

叫んだ。≪泥棒、泥棒！≫、奴はすぐさまバッグを手放した。冬のスポーツ合宿から戻

ると、両親から自分のハムスターのペット、ピルエット Pirouette が、不在中に死んだ
と告げられたが、その時泣いたかどうか覚えていない。父は13歳の誕生日に22ロング
ライフルをくれたが、他の家族はこれに怖気づいた。自分のライフルの薬莢の匂いが好

きだった。 
66 
自分のライフルはその形状は好きだったが、一度に一発しか打てないのが嘆きの種だっ

た。もし家が襲われたら、侵入者に連続発射が可能であると思わせるべく、狡猾に立ち

回らなければなるまいと想像していたものだ。自分のライフルは弾丸発射式であって薬

莢式ではなかった。このため、人間に対して攻撃的な意味をほとんど持っていなかっ

た。そしてその人間の中には人殺しも入りうるわけだ。自分は狩をしないというのに、

父は祖父の猟銃をくれた。これで自殺することをときどき考えた。時間がふんだんにあ

る時より、ほとんどない時の方が自分はより多くのことをした。自分が見た夢では、父

はなんとラファエル･イバネーズ Raphael Ibanez でもあったが、その父と共に、自分



はコンバース Converse を履いた大柄の若いブロンド娘だけが通う高校の中を散歩した
後、淡水の川で水浴していた。その川床はクレッソンで壁面が覆われた洞窟につながっ

ており、岩壁からじかにクレッソンを食べた私たちは、欲望に胸を膨らませ高校に戻る

のだった。車で走りながら、電線が電柱の上部で上がっていったり下がっていったりす

るのを眺める。それはキャンディー屋のひも状のマシュマロ guimauve のようである。 
自然は都市ほど人を温かく迎えてくれないと思う。ミニマルな彫刻よりも建設中の家に

より興味が惹かれることがある。というのは後者の面白味は偶然のもので、自分は≪作

品≫の鑑賞者というよりむしろ作者であると感じるからだ。 
67 
友達は、あるリフレーンをその最初の数語は英語で歌い、そのあとは一連のオノマトペ

で続けていた。そこまでしか意味がわからなかったのだ。子供の頃、繰り返しある悪夢

を見た。重力が消え、人類はあちこちに散らばり、近親は戻って来る希望もなく自分か

ら遠ざかっていく。各人が無限に拡散して行く世界の中心だった。奇妙な贈物とはい

え、自分に命を与えてくれたことを父と母に感謝する。草に横たわると、6歳の頃に味
わった眩暈を思い出す。その時、もし重力がなくなったら、自分は空に落ちるだろうと

草に横たわって考えていた。初等、中等教育は、ブロックハウス Blockhaus と友達と
名づけたコンクリート造りの学校で受けた。この素材でできた建物を見て楽しめるよう

になるのに何年もかかったのはそのためだ。ベッドでハリウッドのもっともらしい男優

や女優の名前をでっち上げて遊ぶ友人のカップルがいるが、そんなことをしてどんな褒

美、あるいはどんな罰があるのか、自分にはわからない。目を開けるより閉じた方が自

分はうまくデッサンできる。列車の中で、自分の前の乗客の白髪を見た。それは抽象的

毛皮の玉のようにヘッドレストからはみ出していた。夕日が海に沈む時、僕まで届く水

面に映る夕日の影の帯を自分は見ないようにする。バカンス用のモーターボートにはま

れにしか乗ったことがない。 
68 
ジェットスキーはしたことがない。小型ヨットか双胴船の艇長を務めることができる。 
ブルターニュで友達と15日間、船でクルージングしたことがある。その長いが退屈し
ない日々の思い出がいまだに自分にはある。僕たちはクルージングの次のステップを待

つ以外、何もしていなかったのではあるが。公共の場所にある椅子のサイズは小さ過

ぎ、自分には合わない。このため、映画館や劇場での楽しみも今ひとつで、旅行も快適

には行かない。ことばやジェスチャーを使わないで意思疎通し、話し相手の頭の中味を

写真のように一気に感知したいものだ。列車からハーレムを見ながら、次の一文が頭を

よぎった、≪ここは約束の地ではない。≫ 狩猟許可証と武器所持許可証、どちらも
持っていない。出てくる食べ物は淡白でよそよりも高くつくが、自分は美術館のカフェ

テリアで昼食をとる。ミニマルな装飾、光に満ちた空間、そして芸術作品をすぐに思い

出せることが場所の匿名性を補って余りある。これらの語を書く瞬間、自分は39歳に
なる。「アルマゲドン Armagedon 」と名づけられたダミアン･ハースト Damien Hirst 
の絵を見たことがあるが、これは数メートル四方のキャンバスに数千のハエが貼られた



ものである。ビールはフランスよりも外国で多く飲む。自分は標準よりも長い胸をして

いる。強力な脚を持っている。細いが強い指を持っている。 
69 
手の指をぽきぽき鳴らせるが、脚の指でもそれができる。15歳以来、体格は変わらな
いが体重は同じでない。自分は青い目を持ち、髪の毛の色はベネチアンブロンド、髭、

胴、恥部の毛は赤褐色である。夏は、そばかすが増殖し、重なり合い、日焼けしたよう

な錯覚を与える。爪は噛まないで週に一度切る。ピンクのシャツは着ない。ウィスキー

は飲まない。ヴォトカを飲むことがあるが喜びはない。カルバドスを飲む。カルバドス

とカシスのリカーを混ぜたものを飲むが、これは面識のない祖父から受け継いだ作り方

である。アメリカの自己啓発セミナー、「ラーニングアネックス The Learning Annex
」のカタログに記載されている以下のコースは受けたことはない。ハリウッドで成功す

ること。有名人の専属アシスタントになって大金を稼ぎ、世界中を金持ちや権力者と旅

すること。内容について構わず、誰彼についても構わず喋ること。特別なイベントや婚

礼関連の事業で金儲けすること。自分自身のクリーニング店を開くこと。売り上げを上

げるため催眠術を使うこと。雨乞いのスーパースターになること。右脳でデッサンする

こと。安上がりなダイエット食を一晩で15日分用意すること。音楽の譜面の読み方を
一晩で覚えること。指圧で老化のプロセスを逆転させること。自分の猫に話すこと。写

真的な記憶を一晩で身につけること。今から｢後回しする習慣｣を克服すること。「彼

方」からのメッセージをキャッチすること。 
70 
嘘をつけばものごとはより簡単に済むだろうに、と自分で思うことが時折あるが、それ

は単に自分にとっての話ではない。ほとんどマッチは使わない。ガスをつけるのにさえ

ライターの方を好む。財政、会計、コンピュータ、科学研究といった分野では自分は働

こうとしてもそうはできなかっただろうが、自然環境保護政党、人道主義的協会、出版

社、あるいは芸術機関ではそうすることが可能であったのではないだろうか。楽しみの

ために地図を見ることはあっても、旅程を準備するために道路地図は見ることはしな

い。地図ではまず海岸地帯を見る。地名がそこでは読みやすいからだが、それから陸地

に目を移していく。正確な路程は追わず、眼の気まぐれな動きだけに任せて。気温に応

じ開け閉めできるジッパーつきのセーターを着る。子供の頃、この地上にもう一人の自

分がいると確信していた。彼は自分と同じ歳、同じ体、同じ感情を持っているものの、

あたかも惑星の裏側に住んでいるかのように、両親や生い立ちは同じではない。彼に出

会う機会はほとんどないだろうとわかっていたが、それでも奇跡を信じていた。 
71 
とても大事な友人と仲違いすることになったのは、自分に売ったコンピュータを操作す

るために数日間手助けに来るのを拒んだからだ。ある国をそのテレビ番組の質で判断し

ない。ニューヨークでバカンスを過ごしたが、サンフランシスコで働くより疲れた。 
始めて展示した絵画は絵具を下から上に流した、いくつかの大作だった。そのシンプル

な幾何学的フォルムは土色あるいは錆びた金属の色に絵具と砂を混ぜたもので作った。

この展覧会は叔父のギャラリーで1993年の7月に三日間行われ、展示されたものの大部



分を売り、残ったものは場所がないと言う理由で破壊した。絵を描いていたのは1991
年から1996年である。絵を五百点制作し、そのうち六十ほどを売り、百点ぐらいがク
ルーズ Creuse のある家の別棟に保存してある。あとの絵は燃やした。見るのに飽きた
ためか、場所不足のためか、どちらにせよ自分の描いた絵を燃やしているとき、この上

ない安堵を覚えた。現実の原則よりも快楽の原則が自分の人生を導いている。快楽より

現実に立ち向かっていることがよりしばしばであるにせよ。 
72 
芸術家であり作家であることで、それとは自ら気づかず自分は狂人になることができる

だろう。人は僕が風変わりであることを求めるが、ひとりで仕事をしているので誰もこ

ちらがしていることを確認しない。自分を取り巻く人たちが僕が反対側に行ってしまっ

たということを理解し、場合によってはそれを指摘するにはある程度の時間が必要だろ

う。芸術をしているのか、あるいは単に心理治療のための芸術をしているのか、と自問

することが時々ある。15歳頃、≪クセージュ≫のシリーズから二つの著作を買った。
一方は芸術について、他方は狂気についてであるが、これらはいまだに最も自分を悩ま

せるテーマである。「夢判断 L'Interprétation des réves」 を6回読み始めることがあっ
たが、なぜ途中でやめたのかわからない。子供の頃は、人から（一体誰か？）父の車の

ボディーに沿って爪を擦らせるよう無理強いされる、そんな想像をして怯える遊びをし

ていた。ある晴れた日に長い山歩きをすることにしようと思うと幸福感に満たされる。 
人が自分にした過ちは許すばかりか、それを忘れることさえできるが、人が自分を許さ

ないというのは許しがたいことである。復讐よりも罰の方が自分は理解しやすい。道徳

的な問題には関心がある。道徳的な問題がダンディズムや精神の寛大さと考えられるも

のによって避けられるのは理解できない。しかしながら、モラリストとはさびしい人々

であるか反動的な人々かのどちらかであると自分には思える。 
73 
次の22ヶ国に行ったことがある。フランス、イギリス、スイス、ドイツ、スペイン、
イタリア、アメリカ、ポルトガル、タイ、中国、ロシア、フィンランド、オランダ、ギ

リシャ、ベルギー、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、香港、モナコ、イン

ドである。最も印象深い国は、非現実の中を旅したインドと映画の中を旅したアメリカ

である。オースラリア、アフリカ両大陸には足を踏み入れたことがない。夕食の席で

は、自分は場を取り仕切る人間ではないので、会話の中心になることを当てにされても

困る。しかし、笑ったり、驚いたり、質問したりと、自分は良い観客になる。昼食の席

では、一人か二人となら、会話を引っ張って行ける。それが自分の観客の最大数だ。朝

食時、誰かと一緒にいても自分はひとりである。朝、目覚ましが鳴ったあと2時間待た
ないと、自分の脳は正常に機能しない。深夜の1時ごろ床に就き、2時ごろ眠りに落ち
る。朝は8時から9時のあいだに起床する。気分がいい、すなわち、すぐに仕事にかか
れるのは、11時半から1時半のあいだ、それから午後の5時から就寝時までである。午
後3時10分に生まれたのに、これは自分にはつらい時刻で、毎日5時まで手持ち無沙汰
である。「北」には悲しくなり、「東」には怖くなり、「西」には脅え、「南」には嬉

しくなる。 



74 
手鏡に反射した太陽の光で遊んでいると権力を得たような気分になる。カナダ人のアク

セントが好きだ。女性の場合はセクシーとは思えないけれども。公衆トイレで見かける

セックス関連の告知の電話番号は本物か?と、いつも自問する。電話をかけるだけでわ
かることだろうが、そうしたことは一度もない。ワインを飲みすぎても罪悪感に駆られ

ない、あたかもワインは貴族的な飲み物であるかのようだ。これはビールとはまったく

事情が逆である。とはいえ、ビールはワインほど二次的な影響はない。愚痴をこぼす、

そして愚痴をこぼすことに自分で愚痴をこぼす。笑い、そして笑うことを自分で笑う。 
泣いても、泣くことを自分では泣かない。逆に、泣くことを意識しているとすぐに泣く

のをやめる。スープはほとんど食べない。ポタージュはなおさらのこと。赤栗カボチャ 
potimarron のスープだけは自分で用意して食べたい。パリでは、楽しむためだけに自
転車を移動に使うことはなく、自分にはある機能的な目的が要る。新しい科学技術には

不安があるが、結局は使い始めてしまう。星占いの友がある日曰く、自分の星座による

と、病気に掛かりやすい二つの箇所は背中と耳である。天文占いを信じているとは言え

ないものの、それを信じていないとも言えない。幽霊の存在を信じてみたいものだ。 
あたかも自分しかいないかのように、通りで歌を口ずさんでみたいものだ。 
75 
ナイトクラブは見世物 spectacles の場所で、自分はそこでは何も演じず観察する。
騒々しいレストランでは友人と話しづらい。話すために夕食を取るというのに。ある本

の構想を得ても、それがそこからは外に出れない、真っ暗な狭い部屋のようなものであ

るとわかることがある。これとは反対に、構想が無限の分岐を持つ、光に満ちた家のよ

うなものであり、その中を自分が素早く、屈託なく動き回っているのがわかることもあ

る。驚いたことに、自分の筆跡は16歳ごろに固まり、それ以来もはや変化していな
い。13歳で自分のサインをこしらえたが、そのときは同じサインを一生使うとは思い
もしなかった。どうしたらロシア人はかくもロシア的でありうるのか？、と自問する。 
カフェではカウンターにいるよりもむしろテーブルに座る。カフェに行くのは、カウン

ターで隣になる人たちと会話を始めるためではない。その例外は外国にいて、その国の

言葉を喋り、さらに後ろの方にカウンターがついたカフェがある場合だ。これらの条件

が満たされているのはスペインだけである。カフェでテレビが点いていると、すぐに店

を出ることがある。景観は道路によって形作られるのか、あるいはその逆なのか、と思

う。 
76 
初めてリーヴァイス Levi's のジーンズ、501モデルを買ったのは14歳の時、Vernonの
ボン･フェルミエ Bon Fermierでのことだ。未洗いのブルーグレーのコットン、ボタン
で留めるズボンの前の合わせ目に惹きつけられた。これを着ると、自分は昔に戻って行

くのだった。男とはセックスをしたことがない。通りを歩く時、自分の爪先は見ず、歩

いているところの表面も見ない。見るのは、通り過ぎる建物の正面、自分の上に聳える

全ての階、自分の前に伸びた通りである。急いでいると、通りを歩きながら見ているも

のも実際には見えていない。場所、人、あらゆる物が自分が無関心に通り過ぎる抽象的



でカラフルな塊になる。二人の政治家、ミシェル・ロカール Michel Rocard とフランソ
ワ・バイルー François Bayrou に自分は信頼を置いたが、彼らは投票したいと思う政党
には属していなかった。自然環境保護政党に投票するものの、この党から自分が気に入

る候補者はめったに出ない。自然環境保護政党の政治理念については漠然とした考えし

かないが、彼らが自分よりも明確な考えを持っているかどうかは確信がない。動物と

セックスをする計画はない。長旅への出発前日、昂揚感は不安に入り混じるが、出発当

日は行動を起こすことの幸福感しかない。不安は旅の半ば、ぽっかりと穴の開いたよう

な空虚な瞬間に戻ってくる。その時、旅の当初の異国への憧れは帰路のそれにまだ場所

を譲っていないのだ。 
77 
ディクタホンで録音したばかりのカセットテープで、言葉の内容ではなく自分の声の音

を聴く。戸惑いは、言葉が音と意味の二つに分かれたことよりも意味が消え去ったこと

から来る。カセット式ディクタホンに1分前に録音した自分の声は、1年前にデジタル
録音されたものよりも古く聞こえる。8ミリで15日前に撮った自分の顔は、デジタル
ヴィデオカメラで10年前に撮ったものよりも古くみえる。二人の女とセックスしたこ
とが数回ある。乱交クラブに行き参加したことがある。装飾に関し、好きでない色は、

オレンジ、黄、緑、紫と青で、白、灰色、茶色と赤だけが気に入っている。自分の携帯

電話が使えない国を旅行する時、それがないのに慣れるのに2日かかる。自分の携帯電
話が使えない国を旅する時、時刻を知るのに腕時計をしなければならず、それに慣れる

のに2日かかる。というのも携帯電話を持って以来腕時計はもう身につけないからであ
る。自分の携帯電話が使えない国での長旅から戻ると、ほんの数分でまた慣れる。旅す

る国々の内政はまれにしか知らない。内政をよく知っているのは自分の国だけである。 
78 
アメリカ、イギリス、フランスを除き、大半の国の対外政策について何も知らない。 
5,6人の外国の現大統領、もしくは現首相の名前を知っている。記憶を頼りに世界地図
を描いたとしたら、いくつの国を忘れることだろう。人から押し付けられるのは好きで

ないが、自分の名前以外の名前を持つことは実際のところ思い描けない。地図上では、

アフリカの国々よりもアメリカの州の位置の方がわかる。50人ぐらいの女性とセック
スしたが、これは少ないのか多いのか？、と思う。6人の女性を愛し、そのうち4人に
そう伝えた。学校での試験中カンニングをしたことがある。一度、同性愛者のナイトク

ラブに行ったことがある。奥の部屋を調べてまわったが好奇心は尽きなかった。自分は

住んでいる界隈のプールに行く。自分の街を出るとプールには行かない。多くの家具を

貰ったが、とっておかないで売った。ひとつソファーを買い、ある晩ヤン・トマと国際

大学都市で学校の椅子を回収した。テーブルをひとつ作り、もうひとつは買い、3つ目
は通りで見つけた。マットレスを床に敷いて自分のベッドの代わりにした。 
79 
両親がくれたもののうち取っておいたのは、次のものだけだ。家族の肖像、絵画、デス

マスク、動物の剥製、彫刻、木の柱、猟銃、食器、コップ、銀器、幾つかの小物。自分

の家には置かず、その大部分は地下室にある。もしもこれらの物がもはや自分の所有物



ではないと知ることがあれば、その時初めて悲しい思いをするだろう。一度会った人の

顔は数年後でも思い出せるが、相手がこちらのことを、こちらが向こうを思い出すほど

思い出してくれないと、ばつが悪い思いをすることがある。人に同じ質問を繰り返しす

ることがある。返ってきた答えが自分がそれを思い出すのに十分なほど面白くなかった

としても、すでにその質問をしたことを思い出すのは答えを聞く瞬間である。電話での

沈黙には困る。自分の墓には次の碑銘が彫られんことを、《それではまた近いうち》。 
最後に何かを暗記したのは映画撮影のためで、その前はヴィデオ撮影のためだった。 
ただし、それ以前は中学以来何であれ暗記をしたことはなかった。丸テーブルの前に

座って書こうとしても肘が宙に浮き、肘がつける四角いテーブルでの時ほどうまく行か

ない。２年間円形の絵を描いたが、展示はしなかった。そののちほどなく絵画を放棄し

た。以後、円形の絵を見ると悲しくなる。家族写真は撮らない。そうは言っても、自分

が子供の頃、母が作った写真のアルバムを見るのは好きだ。 
80 
スパイラルノートは買わないが、それは左側のページに書くのが難しいからだ。とりわ

け、手が金属のところに近づくときは。子供のとき、ヨーグルトの中でスプーンを壁に

撥ねがかかるほどかき混ぜたことがある。祖母は優しい人であったが、こちらが仰天す

るほどの平手打ちを自分に食らわせた。母は子供の自分をエドゥアール・ル バトン 
Edouard・ le bâton（棒） という渾名で呼ぶことがあった。それは自分が一本の木切れ
を携えて田舎での日々を送っていたからである。のちに、手がつけられない子供になる

と、母はバトン・メルドゥー le Bâton merdeux（困りものの棒)、それからもっと単純
にメルド la Merde（畜生） と呼んだ。昼よりも夜の方が筆が走るが、突然今日はここ
までとわかる瞬間がやって来る。疲労に打ち負かされ、コンピュータを消し床に就く。 
女性とは容易に付き合えるが、男性とはより時間がかかる。自分の最も親しい男友達は

皆どこか女性的なところがある。オートバイを運転するものの、《バイク乗り》のスピ

リットは持ち合わせていない。モーターや排気筒、そして速度や耐久性のパフォーマン

スについての技術的問題を、バイク乗りから聞かされると即座に辟易してしまう。 
そう望んでいるわけではないが、自分は利己主義者である。他人のことを優先しようと

いう考えさえない。兄は5歳の頃に知り会った幼友達が2人いるが、45歳になってニー
スで彼らに再び合流し、いまではそこで3人で生活している。幼年時代からの友達はい
ない。 
81 
幼年期と思春期、2、3年はある親友がいても、その後は別の一人になり、という具合
に相手が変わり、4年以上特定の親友がいることはなかった。20歳頃はじめて、より長
い付き合いの友を数人つくり、現在の親友たちを知ったのは30歳頃のことだ。愛より
友情に自分はより忠実だった。だからといって一緒にいた女性を騙していたというわけ

ではなく、単に自分の女性関係は友人関係ほど長続きしなかったということだ。自分は

男友達のうちにひとりの兄弟を探す。兄の中に友は見つからなかったが、なんというこ

とだろう、実際に探す努力をしなかったのだ。兄は歳をとり過ぎていたので私たちが友

達になるということはあり得なかった。兄と自分は昼と夜のようなもので、おそらく自



分は夜だろう。しばしば思ったことだが、教育は個々人に対してほとんど影響を持たな

い。というのは、兄と自分は同じように育てられたのに正反対の生き方をしたからだ。

兄のことは好きで、たぶん向こうも自分のことを同じように思っているだろう。《たぶ

ん》と書くのは、このことについて二人で話したことが一度もないからだ。兄の幼い頃

の写真を見ると感動する。我々ふたりが肌も眼も髪の毛もまるで同じだということが自

分には見て取れるが、この似通った外見のうちに、出会うことのなかった二つの精神が

あることを自分は知っているからだ。 
82 
夜、アパートの上の階の床に聞こえる、控えめの僅かな足音にほっとする。吐き気を催

すのでキャンディーは食べない。外国の都市にいると、動物園にいつも行きたくなる。

外国の動物園はフランスの動物園よりも異国情緒があるというわけではないが。固有名

詞辞書で正確な情報を探し始めると、しまいには行き当たりばったりにページをめくっ

て必要以上の時を過ごしてしまう。辞書をめくって時を過ごすなら、好みは次の順であ

る。百科事典、固有名詞辞典、普通名詞辞典、仏英辞典、仏印辞典、仏羅辞典。電話帳

を何とはなしにめくっていることがある。自分は映画を見に行く気なしに、プログラム

の中の映画の要約を読む。テレビの番組内容は読まない。テレビは偶然に任せて見、

ザッピングして放送されていることを発見する。テレビで映画を見るときは、前もって

予定しないで見る。だから映画を丸々一本見るのは例外的なことだ。フィクション映画

の存在価値を信じているわけではなく、自分にとって唯一4本の映画だけが特筆すべき
ものだった。それはアラン・ジェシュア Alain Jessua の 「逆さまの人生 La vie à 
l'envers」、ロベール・ブレッソン Robert Bresson の 「たぶん悪魔が Le Diable 
probablement」 、ジャン・ユスタッシュ Jean Eustache の「ママと娼婦 La Maman et 
la Putain」、「不愉快な話 Une sale histoire」で、他に数本の映画で気晴らしする、あ
るいは感動することがあったが、題名が出てこない。 
83 
いつも失敗ばかりしているような気持ちで生きているのだが、自分で企てることは特に

失敗しない。成功の味はほとんど知らないし失敗も気にならない。しかし、万一の場

合、ことを企てなかったら悔しくてたまらない。映画を見に行くのは何かを学ぶためで

はなく気晴らしのためだ。映画が馬鹿げているとは思わない。ただ、映画に何も期待し

ないだけだ。文学は、たとえマイナーであってもどんなにメジャーな映画よりも価値が

あると思う。長話をしている暇は自分にはない。ある人々が自分を閉口させるというこ

とに自分はすぐに気がつかない。例えば、才気はあるが多くのどうでも良い細部にこだ

わり、ゆっくり話す人々のことだが、最初は彼らの記憶の正確さに感嘆するも、それに

飽き、結局こちらなら１分で終わる話の結末を15分も待っていることに我慢ならなく
なる。25歳のとき、初めてボルドーに行った。38歳でまた戻ってみてわかったのは、
この街のどんな記憶も自分には残っていないことだった。通り、美術館、カフェ、川、

など何も残っていない。何でも思い出す時期があるかと思えば、記憶が衰え熟知してい

ることが思い出せない時期もある。たとえば、ヴァンドーム  Vendôme広場の名前やス



タンダール Stendhal の小説の題が出てこない。足の指というものは消え去る運命にあ
ると思う。 
84 
高い椅子に座ると居心地が悪い。無理なく背筋が伸ばせる低い椅子が自分には要る。 
柔らかい椅子よりも硬い椅子の方が自分は座りやすい。服は衣装ケースにではなく、ひ

と目で全体が見えるように開け放しの棚にしまう。自分が同性愛者ではないということ

を知っていながら、同性愛者から言い寄られたことが二度あるが、彼らを満足させてや

れなかった。一度も男に惹かれたことがないが、これは残念なことだ。なぜならゲイの

生き方は自分に合うからだ。知る限り自分に子供はいない。ある女性を妊娠させ、我々

ふたりで堕胎を決めた。双方にとって痛ましい事態だったが、女性は彼女自身にとって

の苦痛の方がより大きいといい切るのだった。こちらには理解できないと言わんばかり

に。最初に女性とセックスしたとき、それは相手にとっても初体験だったが、彼女は自

然にそれができる様子だった。現代美術の世界で自分は親切な人々の方へ向かう傾向が

あると言えようが、問題は、そういう人たちは誰に対しても親切でどんな作品でも好き

なので、彼らの意見の価値が下がるということである。サン・ミッシェル大通りでひと

きわ背の高い男とすれ違ったことがある。周囲からひとつ抜きん出た彼の頭は人間離れ

した顔で、髪の房がいくつかあり、鼻のかわりに二つの穴があり、耳も唇もなく、二つ

の歯塊が大きく開かれた口の深淵から現れていた。そして、顔はゆがみ、皮膚はその一

面焼け爛れ、二つの目だけが正常の形を保っていた。しかしながら、眼差しはあたかも

行き交う群集にじろじろ見られ怯えているかのようであった。25年前の出来事でも彼
にすれ違ったばかりかのように思い出す。 
85 
短すぎて背中が痛くなるリュックがあるかと思えば、自分の体に快適なうまく考案され

たリュックもある。安ホテルのシーツで以前に泊まった客の体毛を見つけることがあ

る。安ホテルで、自分が最も用心する、清潔さが疑わしいゾーンは、カーペット、シー

ツ、枕カバー、トイレの洗面台、テレビのコマンドである。気に入らないホテルに泊ま

ることが時にあるが、それは数キロ先までホテルがなく、その住所も知らず、そして夜

が更けてしまったからである。ある日アメリカのモーテルで、次の料金表が目に入っ

た。ダブル60ドル、シングル55ドル、3時間38ドル。ミサで退屈したという記憶はな
い。12歳まで、ものごとを引き起こす力が自分に備わっていると信じていた。しか
し、実はこの力のせいで息苦しかった。なぜなら、それは威嚇の形で現れていたから

だ。自分は歩道の端にたどり着くのにこれでもかと歩を進めなければならなかった。さ

もないと両親は自動車事故で死ぬだろうし、扉を閉めるときは、何か起きて欲しいこと

を想わなければならなかった。例えば、試験に受かるとか。そうしないと試験に失敗す

るのだ。明かりを消すときは、母がレイプされるということを考えてはならなかった。 
さもないと、その通りになるはずだ。ある日、もう我慢ならなくなった。良いことを思

いつくまで扉を100回閉めなければならないとか、15分もかけて明かりを丁寧に消さな
ければならないことが。僕は決意した、もううんざりだ、すべてがどうなってもかまな

い。他人を救うのに自分をもう犠牲にしたくなかった。その晩さえ、明日は終末の日だ



ろうと考えながら床に就いた。しかし何も起きなかった。ほっとしたが自分にはどんな

力もないということがわかって少しがっかりした。 
86 
空手では、見えない相手と闘い自分は幸福感に浸る。ある女性と一緒だったが、彼女は

僕に愛していると言わせるため、もうあなたとは別れると時おり自分を脅した。こちら

がいらいらし、仕舞いに《 愛しているよ 》と言うだけで彼女は途端にしなを作るの
だった。死ぬ前に日本に行きたいが、なんとなくそうはしないという気がする。友から

好きだと言われたらとても感動するだろう。その言葉が友情よりもむしろ愛情から出た

ものであるならなおさら。子供のとき、消防士ではなく獣医になることを夢見ていた。 
それは自分で思いついたことではなく、従兄弟を真似したのである。従姉妹とパパ、マ
マごっこをしたが、これにはそのヴァリエーションがいろいろあり、それらはお医者さ

んごっこ（性的部位の形式的診察）あるいはチンピラとブルジョワ女ごっこ（強姦の小

シナリオ）と呼べるものだった。「チンピラとブルジョワ女」ごっこをする時、従姉妹

は、実家から離れた所にある、自分が座っているブランコの前を通り過ぎるのだった。

すると、僕は質（たち）の悪そうな態度で彼女に呼びかける。彼女は答えないが、狼狽

した振りをし、駆けて逃げ始める。僕は彼女を捕まえ、小さな小屋に力ずくで引きずり

込み、かんぬきを掛け、カーテンを引く。形だけの逃亡を試みる彼女の服を私は脱が

せ、性行為をする振りをする。このあいだ、彼女は叫び声をあげていたが、それが真似

ているのが恐怖なのか快楽なのか一度もわからなかった。私たちがこの遊戯をどう終え

るのかは忘れた。 
87 
自分自身については、何から何まで把握する専門家であろうと努める。自分がその犠牲

でない限り、他人の疑念には笑ってしまう。余りにも長時間、車を運転するときは、背

中の痛みを和らげるために、腕を交差させ、脚をわずかに広げ、固い床に横たわる。 
タイでのこと、チェンマイに向かう列車の客室で座ったまま眠り込み、そして自分自身

の鼾で目が覚めた。同行していた友人たちが微笑むのを見て、自分が出した鼾の音が恥

ずかしかったが、それがどんな音だったのか、自分では決してわからないだろう。 
88 
タイの海岸で何もせず数日を過ごした。日に当たり、白い砂浜のほとりで。水はトルコ

石色だった。自分は藁小屋に眠り、天火で焼いた魚を食べ、何もせず、ただただ至福の

陶酔を楽しんでいた。クルーズ Creuse 県のボスト・ブウサック Bost-Boussac の祖母
の人里離れた大きな家で、8月の大きな太陽のもと、ときは昼の3時だった。長い昼食
とボルドーワインに茫然自失となって、ある友と景色を眺めていると、一組の男女が家

に通じる道を登って来る。ハイチシャツ、灰色のズボン、カウボーイハットの五十代の

黒人、そのあとには、黒い服に大きな眼鏡の六十代の臆病そうな婦人。男は登って来る

間、絶えず微笑み、女は彼の後ろで息をするのが辛そうである。男は帽子を取り、こち

らに手を差し伸べ言った、《今日は。私は「死神」という者ですが、実はまだぴんぴん

しているんです》、そして大笑いしてこう続けた。《皆さん、神をどう思いますか？》

彼はエホバの証人だった。自分に関係がある事実はほとんど知らないと思っていた。 



小さい格子縞の窓の前では、自分の目には景色よりも木枠が見える。大きなガラス窓の

前では、自分の目には景色しか見えない。コルシカ島で、ある友とウリポS+7で遊ん
だ。この遊びはあるテキストの全ての名詞を、辞書の上でその7項目あとに来る名詞で
置き換えるというものだが、自分は洗濯機の使用説明書をテキストに選んでいた。私た

ちは午後の半ばごろゲームを開始し、そして月下の深夜、いまだに次の文章を繰り返し

ながら腹を抱えて笑っていた。《運動療法の施術者が タヒチの女の上でうまく組み合
わせるように、風邪を星のキーの上に置くこと。》 
 
89 
自分は偏平足である。自分の尾骨は、自分の好みのそれとは若干かけ離れ過ぎている。 
ある姿勢で長い間座ったままでいると、無駄な尻尾のように痛くなって来るのだ。 
偏平足で困っていることが二つある。土踏まずのところで膨らんだ靴底の靴を履けないこと

と、暑くなった地面を歩く時、足の先端だけでなく足全体が痛くなってしまうことである。あ
る日、掛かり付けの分析医に「私は自分が所有しているものを楽しめないんです」と言

い、そして自分は泣いた。ラジオで、才気煥発な女性が古めかしい逸話を語る番組を偶

然聞いたが、このインタヴューの聞き手がゲストの名を言うまで、それがジャン・ドル

メッソン Jean d'Ormesson だとはわからなかった。フレデリック・バイクバイダー 
Frédéric Beigbeider が裸体の作家数人をステージに招くというテレビ番組を見たこと
があるが、彼らは性器が見えないような場所に居させられていた。チャールズ・ブコウ

スキー Charles Bukowski のテレビ出演を一度だけ見たことがある。それは《
Apostrophes》という番組の有名な抜粋で、彼は酔っ払ってステージを去るのである。 
90 
ニュージャージー州ストックホルム近くのモーテルの中にあるテレビの画面で、レイ・

ブラッドベリ Ray Bradbury の顔を発見した。彼はホワイトカラーの青いシャツ、茶の
ネクタイ、ベージュのサスペンダーを身につけ、脚は剥き出しで、ショートパンツにス

ポーツシューズを履いており、白髪はハゲを隠すため前に垂らしていた。片目は永久に

閉じられ、もう一方は分厚い眼鏡の矯正レンズの向こうに小さく見えていた。最初、こ

の老人の容姿と太くこもった声に驚いた。自分だったらテレビに出るだろうか？と訝し

く思い、それからこのように老衰を引き受けるアメリカ的なやり方に感銘を受けた 
外国のホテルの一室で夜執筆中、夕食を取るために外出しなければならないときは、食

事後、部屋に戻っても仕事に再び取りかかることはないとわかっていても、その逆をす

るのだといつも自分に言いきかせる。そうでないと罪悪感なしに食事できない。 
壁紙は一般になぜあんなに醜いのか？と自問する。カーペットには用心する。埃と染み

がつくからだ。特にホテルではそうで、想像するに以前宿泊した客の瘴気が増殖してい

る。《瘴気》という言葉で自分が何を言おうとしているのかよくわからないが。食料品

店でポルノ雑誌を買った。予想していたほどレジでは困惑しなかった。というのも、店

を預かるインド人は、列に並ぶ他の客がそれが何であるかわからないように、雑誌を折

りたたんで掴み茶色の紙袋に入れたからである。彼の眼差しには何も読めなかった。暗

黙の同意も非難も。 



91 
一日一時間以上、数日続けて自動車を運転すると、背中の下部が痛くなる。バイクでは

それはない。バイクに乗ると自動車より飛ばす。とりわけ高速道路では退屈を紛らすた

めそうなる。高速道路でバイクに乗っていると、振動と疲労によりアスファルトが流れ

ていく様は催眠を誘うものに化す。すると、時はもはや重要ではなく、退屈は所詮程度

の問題に過ぎず消え失せる。他の民族より美しいと思う民族がいる。朝は書かない。頭

がまだ働いていないから。午後も書かない。寂しすぎるのだ。5時から書く。自分の場
合、書き始めるにはその前に長い間覚醒している必要があり、この時刻、からだは一日

の疲労のせいでリラックスしている。よく晴れた日、朝から晩まで被写体を求めて歩き

回り、夜になるや、へとへとの態（てい）で帰宅する。目は過剰な光によって痛めら

れ、疲れきって床につく。暗闇の中、昼間の映像が偶然に任せたスライド映写のように

流れ、しまいに自分は眠けに打ちのめされる。翌日は目の下に隈をつけて目覚める。あ

たかも虐待した器官から罰を受けたかのように。 
92 
旅行ガイドが推す情報を鵜呑みにすると、自分はそれを現実と比較して多分がっかりす

る。というのも、そうした情報は誉めそやすのが目的で、またそうでないならガイドに

載ることもあるまい。スポーツをする日は罪悪感がない。からだに関係のない分野で

も。数年来、主にコンピュータで執筆しているのに、親指の万年筆を持つところに相変

わらずたこがある。自分の出版社は本を二冊出してくれたが、こちらをアーティストと

して紹介し続けている。もし作家に加え会計士であるなら、会計士として紹介するのだ

ろうか？と訝る。学校でよく聞いた、数カ国が競い合う滑稽話の中に、フランス人は常

に最も遅い車、発射しないロケット、最も臭いパンツを持っているというのがあった。 
20年前スペインでのこと、一緒に旅行していた友人のそのまた友人の招きを受け、あ
るドイツ生まれの70歳の男の家で一夜を過ごした。会話は打ち解けた才気煥発なもの
で僕は気分がよかった。夏で自分は休暇中だった。皆でうまいワインを飲み、香辛料の

効いた料理が海を見晴らすテラスで振る舞われていた。会話が予期せぬ展開をしたの

は、この男が、甘い口調にもかかわらず次第に反動的な発言をし始めた時である。彼は

同意を求めるため、こちらの目を覗き込みながら微笑んでいた。社会主義的共産主義

者、長髪、ユダヤ人、失業者、同性愛者、なにもかもがその発言の餌食となる。男は彼

の歓待で自分を人質に取りたかったのだ。僕はといえば彼より倒錯していた。彼が奴自

身の秘密を暴露するよう微笑んでいたからだ。そして彼がそうしたのは理を越してのこ

とであった。食卓を離れ、息子の部屋に自分を案内した。壁にはナチスの旗が画鋲で留
められていた。彼は棚の上のいくつかの本をほれぼれと指し示した。中には「我が闘争 

Mein Kampf 」があり、過去を思い返しながら私が驚いたのは、友人のまたその友人
が、誰に関わりあうのか知っておきながら招待を受けたということである。それも、こ

ともあろうに元ナチ親衛隊員の。 

93 
滑稽な話はしない。自分が置かれたある状況を描写するのに、適切な言葉はないが迂言

法がある。一緒にいた女が自分の子を宿し、堕胎した。が、こちらは妊娠せず、自分の



子を宿した女と一緒にいた。それからこの自分は堕胎せず、《彼との間に宿した子を堕

ろした女と一緒にいる男の人 》だった。彼女にとってはひとつの言葉、自分には重い
表現。自分は何度でもはじめをやり直す。 
94 
13歳の時、ヴァル・ド・イゼール Val d'Isère での林間学校のこと、自分は午前中の半
ば頃サングラスを取りに山荘に戻った。スキー靴を脱ぎ、物音を立てず靴下で共同寝室

に入る。それは40代の監督員の度肝を抜いた。彼は足を骨折し床についていた10歳の
少年に手で性的快楽を与えていたからだ。監督員の手はシーツを引くためすぐさま引っ

込む。同じ晩、彼が消灯のためにベッドの間を通り過ぎた時、共同寝室じゅうに響き渡

るように叫んでやった。《奴はジャージの下にパンツ穿いてないぜ、絶対！》。自分が

いた所を過ぎようとするその瞬間、彼のズボンを下げてみると、スッポンポン、赤く

なって自分には無言で逃げだした。林間学校の残りの日々、監督員はあらゆる想像を張

り巡らせたので、我々は再び出くわすことも視線を交わすこともなかった。切断される

なら左腕、右脚のどちらがいいかと訊かれても返事に困ってしまうだろう。精神医学の

教科書を読むと、説明されている病気のある兆候がしばしば自分に当てはまるが、時に

はそれより多くの兆候が、またある時にはあらゆる兆候がそうである。読者を喜ばせる

ために書くのではないが、読者が喜ぶなら嬉しくないわけがないだろう。一枚のA4の
紙を2つ折、4つ折、8つ折、16折、32折、64折に破くことはできるがそれが以上は無
理だ。読書のための好みの体勢を順に言うと、横になる、肘掛け椅子に座る、ソファー

に座る、テーブルに座る、立つ、である。しばしば、自分について何も知らないと思

う。ジャック・シラクJacques Chiracがどうしても嫌いになれない。 
95 
ビニール袋が建物の間を飛んで行くのを眺めるのは好きだ。袋が昇っているのか落ちて

いるのか、わからないときはなおさらだ。探している道を見つけるために幾つかの手が

かりを訊くとき、言って貰ったことが記憶できないのでは？という危惧がある。特に、

《この時、ピザ屋がありますが、ええと、ここではないんです》というような無駄な手

がかりを懼れる。人に手がかりを与えてもらうと、探している道がみつかるということ

にいつも驚く。つまり、言葉が道になる。スローモーションが気に入っているのは、こ

れで映画はより写真に近くなるからだ。年寄りとは相性がいい。若い頃、ロックを聴い

ていたという老人には会ったことがあるが、今もそうしているという老人には会ったこ

とがない。哀れみを感じると悲しくなるが、自分が人の哀れみの対象になるならもっと

悲しいだろう。同じ理由で大事な面会の約束をふたつ反故にした。ひとつめはインタ

ヴューしなければならないポーランド文化相との約束、もう一つは写真撮影予定のアメ

リカの判事とのもので、自分はうかつにも遅刻した。18歳の時、歴史の授業に遅刻し
た。教師は自分を何も直接非難しなかったが、クラス全体に次の判断を告げた。《若い

頃に遅れて来る者は一生遅れて来る。》 
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旅行中、汚れた衣類は畳んでできるだけ場所をとらぬようにする。僕は別の体の中では

同じ人格ではいられないだろう。愛されている存在の死を考えることができない。彼が



死ぬと、自分は二重に無力である。彼は死に、そして考え得ぬことが起きたということ

で。自分の夢は、それが仕事に役立つ時、より思い出しやすい。夢を記憶し直すのは好

きだ。内容は何であれ。自分の夢は実体験の記憶のようにあまりにも構造化されてい

て、本当に体験しなかったのでは？と自問することがある。よく寝れないと、夢をより

多く見るか、夢が思い出しやすくなる。夢は解釈しない。自分の夢は他人の夢と同じぐ

らいよそよそしい。夢の話は自分を笑わせる。高校で、こんな文章がいくつもの机の上

に上下に書きつけられているのを読んだ《神は死んだ（ニーチェ）。ニーチェは死んだ

（神）》。羽布団では寝ず、掛け布団を寒さに応じ重ねて寝る。羽布団では適温になる

ことは滅多にない。これまで侮辱したのはたった一人。それは、自分が兵役を行ってい

た領事館の文化参事官である。自分の記憶は美しくなる。しばしば謝ってしまう。その

都度、そうすべきではないだろう、あるいはその必要はないと思う。ひと夏で、ダニを

6匹捕まえた。が、自分のライム病感染を確信したのは4年も経って、症状のリストを
あるウェブサイトで読んだ後のことである。 
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学校ではインチキをすることがあったが、遊びではしていない。夕食をひとりレストラ

ンで取るのは他に選択肢がない場合で、旅行中にしかないことだ。そこでひとり夕食を

取るのは逆説的なことだと思える。レストランに行くのはお祭り気分の外出で、祭りと

は集団的なものだからである。自分が同性愛者か知るため、いろいろな男を想いながら

自慰してみたが、うまくいかなかった。映画、「狩猟のすべて Très Chasse」を 見
て、狩猟者は銃発射のオーガニズムのあとでも罪悪感を持たないという印象を持つ。簡

単に礼を言う。「ジョーズ Les Dents de la mer 」を見てからというもの、海で泳いで
いるとどうしても鮫のことを考えてしまう。奴は今まさに自分に向かってまた昇って来

ているところかもしれない、と。暑く乾いたある夏のこと、母は毎晩夕食後、「生存者
たち Les Survivants 」という本の抜粋を自分に読んで聞かせた。アンデス山脈で墜落
した飛行機の話で、生存者は生き延びるために人肉を食べていた。自分は当時11歳、
なぜ母がこの話を読んで聞かせたのかわからない。シリーズ映画、「13日の金曜日 
vendredi 13」 は数本見た。大量殺人鬼のジェイソンが死ぬ、「13日の金曜日、最終章
のあと  vendredi 13, le chapitre finale 」、これで完結かと思いきや、新作、「13日の
金曜日、新たな始まり vendredi 13, un nouveau commencement 」が公開された。 
98 
僕は翻訳も時の経過も変化させないような言葉で書こうとしている。仕事は時間ぴった

りに終えるのが好きだ。すなわち、時計の長針が12を指したときに。哀れみを人に催
させたことはないと思う。ヴィユーブコ Vieux- Boucau で、ある午後サーフィンを
やってみたがうまく行かなかった。どうすべきか全く直感が働かず、うまく出来たら味

えるだろう楽しみもなかった。7月にパリで、顔があのエレファントマンそっくりの男
とすれ違った。自分は自転車に乗り、飛ばしていた。幻覚を見たと思った。道を引き返

し彼に追いつくと自分の間違いではなかった。何か例外的なことを見ると、最初の数瞬

それを幻覚だと思ってしまうのだ。ある女性の胸が過剰に自分の注意を引くということ

があり、そうなるともう彼女が自分に言うことは聞こえない。ロックグループの歌手で



ないことが残念だ。テレビの番組司会者でないことに後悔はない。退屈させられると事

前にわかる人たちの家での夕食の招待であっても一度目は好奇心から承諾する。しか

し、二度目からははっきり断る。ある素晴らしいことが不意に起きると、またそうなる

ように自分は起きた状況を再現しようとするが、これは物事と出来事の優美さを混同す

ることである。 
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ある女友達の女友達は、目覚めて中断した夢を再度眠りに就いて見続けられると主張す

る。また、眠りの中で夢の内容に意識的に介入し、自分の好みの瞬間を再体験できると

も。公の場で取り込み中の人に暇乞いするのに、自分はいいタイミングを選ぼうといつ

も考えるわけではなく、その人にこちらの言葉が聞こえないことがある。そのときは、

周りにいる人に気づかれぬことを願いつつやり直す。きわめて美人であるが素っ気ない

女友達と話していたときのことである。なんと彼女の鼻孔から鼻糞が外に出かかってい

た。この取るに足らぬ出来事以来、その態度は変わっていないにもかかわらず、彼女が

より身近に感じられる。寝る前にベッドの下を覗くことがまだある。1945年に生まれ
なかったことを悔やむ。もし生まれていたら、1968年には23歳。1970年代にはセック
スの革命を生き、ある種のユートピアを信じたはず。80年代は大金を稼ぎ、90年代は
その恩恵に与かったことだろう。そして2000年代には快適でよき思い出で一杯の定年
をついに迎えたはずだが、生憎、自分は65年生まれ、恐らく第二次世界大戦以来最も
醜悪な80年代に20歳を迎えたのだった。通りを歩いていると、ポスターやショーウィ
ンドーに書かれた言葉が頭の中で混ざり、抽象的なスローガンになる。 
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だまされても、その相手が自分よりいい男なら女を許すだろう。汚れていても自分の髪

の毛の匂いが好きである。驚嘆するのは、脳がその命令をどのように送るのか僕は理解

せずに、腕を上げることができるということである。肯定的なことを書くべきだと自分

に決まって言い聞かせ、実際そうできるにしても、それは否定的なことを書くよりも難

しい。サンドウィッチは食べている中身は目に見えず、自分はそれを想像するだけだ。 
テレビの前では食べている物をよく見ないので、それを充分味わうことがない。非常に

疲れていてもテレビは数時間見ていられる。悪趣味なヴィデオを思いついた。ジャッ

ク・シラクの肖像のTシャツを着せた七面鳥を、公共の場所で徘徊させ愚弄するという
内容だ。外国にいると、自国では憚られることもしてしまう。すべてが架空のように思

われるから。コンピュータで執筆するようになってから、手で書いたものはすべてとっ

ておく。真夏の雨の日は、真冬の晴れの日のように嬉しいものだ。外国では例外的なも

のより平凡なものにより注意深くなる。見所で一杯の首都よりも、何も目を見張るもの

がない小都市を旅行するほうを好む。少なくとも3歳からゴムの長靴は履いたことがな
い。 
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表面的なことは打ち消す。杖を持っている方がより格好がいい。たくさん話す必要がな

い。ほとんど話す必要がない。叫びはしない。食事は日に三度である。間食はしない。

一日2リットルの茶を飲む。少なくとも日に一度自分は外出しなければならない。6歳



のとき、モンパルナス大通りを北に向かって走っていた。従兄弟と競走していたのだ。

私たちは中学に戻るところで、それぞれが歩道の片側にいた。よく見ずに通りを横切っ

た私を車がはねた。自分は2メートル飛び、頭から落ちた。鼻は折れ、顔は血だらけ。
車は逃走するも、目撃者が登録番号を控える。運転していたのは女子看護学生だった。

父は彼女に会いに行った。将来の経歴を台無しにせぬよう告訴しないことに決めていた

のだ。が、彼女は父に会おうとしない。看護学生は母の所に住んでいたが、この母が扉

をわずかに開けて言った、《私たちを脅しに来たのでしたら無駄です、お帰りくださ

い。》そして扉を荒っぽく閉めた。14歳で耳を接合してもらったが、これは18歳の時
に自分でもそうした父の提案による。 
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12歳の時、左の踵にいぼがあった。いくつかの治療は功を奏せず、母は焼灼器でいぼ
を引き抜かせることに決めた。しかし、この手術はきわめて苦痛の伴うもので、数年前

に兄はこれを受けなければならなかったが、それが駆り立てられた恐怖により手術前

日、いぼは文字通り消滅してしまった。自分の場合にも同じことを期待したが、そうは

いかず、皮膚科医は僕の足に一時間激しく襲い掛かった。私たちが診察室を出ると、手

術に立ち会った母は自分にこう言った、《私はお前より苦しんだと思うよ》。二ヵ月

後、いぼはまた現れた。一年後、今度はその顔立ちの優しさからすぐに自分は信用した

別の皮膚科医が、自身調合の無痛性マロンクリームを塗って四回の診療でいぼを消滅さ

せた。十年後、彼はエイズで死んだと知った。アジア系の友達がいる。アイスクリーム

は食べない。自分は家を「戦利品」で一杯にしない。ガラガラのレストランでは、客の

数を数え、店の境遇に同情する。英語からフランス語に訳された土地固有の言語は読む

のに閉口する。しばしば的外れな文体効果は、翻訳家のかつての若さ、あるいは彼が民

衆言語と考えるものに由来する。プロテスタントの教会堂の装飾の簡素さを楽しむ。ア

メリカの宗教儀式に感嘆するのは、そこでは牧師は歌ともトランスとも見まがう説教に

のめり込んでいくからだ。生命がようやくこの病的かつ欲望を断ち切った出来事に注ぎ

込まれていくように思われる。これがミサである。 
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憂鬱状態の時期は、自分の自殺のあとの葬儀を頭に描く。そこには多くの友がおり、悲

しみと美があり、その出来事はあまりにも感動的でそれを生きたくなる、ゆえに自分は

生きたくなる。僕は自然に暇乞いできない。キャンプ場でみかける、野卑で刺青を入れ

た、大柄で、上半身裸の人々、この騒々しく下品な冗談を飛ばし合う人たちと笑ってみ

たい。髭は電動髭剃りで剃る。剃刀よりも早く、痛くない。別れてほどなく人が自分の

ことをどう言っているか、しばしば考える。おそらく何も言っていないだろう。オート

バイは4台持っていた。カワサキゼファー 750、ヤマハCB 500、ホンダCB 500、カワ
サキER 500である。物語は書かない。小説は書かない。短編小説は書かない。戯曲は
書かない。詩は書かない。推理小説は書かない。SFは書かない。断片を書く。読んだ
話や見た映画については語らず、印象を述べ、判断を文章にする。あるニュースの項目

について語れと言われても無駄である。たとえ数週間前に起きたことでも。大臣の名前

を全部暗記することはない。 



104 
共通農業政策について僅かながらも知っていることを、グランドゼコール準備学級で教
えた。建築技法についての知識は全くなしで多くの建物を訪問する。驚嘆するのは、円
天井、二十メートルの高さの天井、トンネル、摩天楼といったものを我々が建設できる
ということである。幻滅するのが怖いのでそれ以上を知ろうとはしない。車の機能につ
いては何も知らないが、それが走るということには驚嘆しない。情念抜きの愛という考
えを受け入れたいものだ。テレビで見るスポーツには辟易する。テレビで見るコンサー
トには辟易する。演奏家は身だしなみが悪く、髪もきちんと整えていないと思う。コン
サートには行かない。自分には繰り返し見る悪夢がある。数年前から住んでいるアパー
トの、自分がほとんど入らない部屋で一つの穴を見つける。この穴は外からもアクセス
が可能なので、以前から誰でも自分が知らないうちに家に入ることができただろうし、
またおそらくそうした、というものである。ハロゲンランプよりもシェードランプを好
む。ミュージックソーにはアコーデオンよりも気が落ち込むけれども道化師ほどにでは
ない。伝統的サーカスにはフィギュアスケート以上に自分の顔が引きつる。シンクロナ
イズドスイミングは嘲笑できても、フィギュアスケートはそうは行かない。カーリング
で、ブラシで氷を掃いている選手を見ると笑ってしまう。音と光のショー sons et 
lumières の吟遊詩人に転身した役者には哀れみを禁じえない。とりわけ彼らがその職
業を真剣に捉えている場合は。 
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エア・ギター(注：ギターの弾き真似)の競技会に参加したことがある。僕は物まねをす
る人は反動的だと思う。自分がより好むのは下手な物真似師で、彼らは有名人の真似を
していると思っているが、実は他の物真似師を真似ているに過ぎない。廃工場や放棄さ
れた納屋の中で、僕は様々な感情を覚える。それは美的なもの（機能により定義された
美）、ノスタルジックなもの、（もはや何も生みだしていない生産の場所）、エロ
ティックものであり（子供の遊びの思い出）、さらには慈悲深い空虚、静寂についての
感情で、このふたつはスリリングに死や恐怖の感情と結びつき（犯罪の理想的な場
所）、そして禁止についての感情である（誰もこの私有財産への侵入を許可しない）。
夜、シャワーに入ってしまったことをいつも後悔する。お湯のせいで過敏になり、眠り
つけない。朝、体を洗わないと、苛立ち、体がべたつく。自分の最も古い記憶は断崖に
縁取られたスペインの入り江で、僕は白い帽子をかぶっており、まだ泳げない。母によ
るとまだ二歳に満たない。目覚ましのチクタクという音とラジエータからの水滴で眠れ
ない。真っ暗闇の中での方がよく眠れる。自分は乾燥肌である。心気症なので、大部分
の病気の存在を知らないことが嬉しい。自分は水を飲む。レモネードは飲まない。コカ
コーラを飲む。 
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ビールは飲まない。赤ワインを飲む時は食べ物を口にするが、甘口の白ワインの時は何

も食べない。何か忘れたということはしばしば思い出すが、いったいそれは何だ?最後
より始めの方が好きだ。母の教育は軽蔑しない。強い電気ショックの痛みをうまく記述

できない。サタンの崇拝者がいることに驚く。というのはこの名は礼拝よりも冒涜をよ

り連想させるから。以下の薬を採ってみたが効かなかった。プロザック Prozac  、リサ
ンクシア Lysanxia 、アティミル Athymil 、レクソミル Lexomil 、Temesta テメスタ。 
店で盗みをしたことがあるが、人の家ではない。誰も騙したことがない。悪いことをし

ても喜びを感じない。ボーマルシェ Beaumarchais 大通りの車道のど真ん中を靴下で北



に向かう狂人を見たことがある。彼は自分の歩く速度でしか進まない渋滞を引き起こし

た。白い服を着、空を見上げており、そのあとに腹を立てクラクションを鳴らす車の行

列を従えていた。レピュブリック広場についてようやく彼は舗道にまた上るという気に

なってくれた。ルジャンドル Legendre 通りに住んでいた頃、体のいたるところヒステ
リックな痙攣のある、60代の女性をいつもきまって見かけたが、どうやって火傷しな
いでタバコを吸えるのか、訝ったものだ。次の3点でプールは不快である。更衣室、ネ
オン、そしてジャベル Javel 水の臭い。金に困ったことはない。郵便物はすぐには仕分
けない。自分の人生は金槌には似ていない。 
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ワインはひとビンに一リットル入っていてほしい。ある廃工場で、埃、グリース、古い

寄せ木張りの床、そして古くさい汗の混じった臭いを嗅いだ。金持ちは貧乏人よりも意

地が悪いと思う。《お前が好きだ 》というフレーズはある種の脅しになり得る。たと
え熱中しやすい人たちと一緒でもそうなろうとはしない。アメリカインディアン数人に

話しかけた。インドのインド人数百人に話しかけた。少なくとも千人のアメリカ人に話

しかけた。肥満の友はいない。食欲不振の友はいない。すでにお互いが知り合いである

友人の輪には溶け込めない。僕はいつも後から来た奴だろう。同時期に一緒に作った友

人仲間が好きだ。自分が愛に何を期待しているのかわからない。燃えるように激しい告

白はヒステリーを思わせる。ある友人によれば、赤い服を着ていると、人は彼に対して

より攻撃的であるということである。自分は次のようにキリストを物語る。ある不貞の

女が神により受胎したと夫に信じさせる。女のこの話を信じた息子は気がおかしくな

る。彼は旅に出、福音を告げ、これがもとで死ぬ。 
108 
自分が知っていることは全て脳の中にあるのだと思うことがある。そのとき、この軽い

肉の塊のことを懸命に考えるのだが、この器官は結局何も連想させてはくれず虚無感を

覚える。自分の思考の器官を考えることがうまくできないのだ。シャツにはアイロンを

かけない。自分の家が死の方に傾いているとは思わない。光が多過ぎても昼間は困らな

いが、夜は神経過敏になる。精神上の父はいない。どんなアーティストに恩恵を受けて

いるのかはわからない。自分はどんな作家の影響下にもないと思う。人を招くより招か

れることの方が多い。きついズボンは穿かないが、それは執筆の妨げになるからだ。 
聖書を読むのをやめることは決してないだろう。自分は「失われた時 la Recherche (注
：失われた時を求めてLa Recherche du temps perdu)」を読了することはないだろう。
終わりに辿りつくと始めを忘れている。また読み始めても何も変わらない。ダグラス・

ヒューブラー Douglas Huebler とエドワード・ルーシャ Edward Ruscha には称賛を禁
じえない。ウォーカー・エヴァンス Walker Evans 、ダイアン・アーバス Diane Arbus 
、スティーブン・ショアー Steven Shore とジョエル・スターンフェル Joel Sternfeld 
には称賛を禁じえない。自分が構想した作品はすでに実現されていたとしても放棄しな

い。作品はアイディアではないのだ。盗んだ本は読めない。警察調書の淡々としたスタ

イルが好きである。自分はマニ教徒だと思う。ある友は彼の自殺未遂を幼児虐待の過去

のせいにする。大事だった友達となぜだか連絡を全く取らなくなってしまった。彼らに



とっても不可解なことと思う。漢方薬の店で見つけたある壜に、《蛸の鬘》と書いてあ

るのを読んだように思う。アペリティフの時刻にお茶を飲む。 
109 
ラプサンスーチョン lapsangsouchong 茶、ユンナン yuunan 茶、キームン keemun
茶、ほうじ茶を飲む。朝、コップ一杯のオレンジジュースを飲み、ヨーグルトを食べ、

半リットルのお茶を飲む。ダージリンは味よりもその名前を好む。ある旅程はすでに

知っていると実際より短く感じる。14370日自分は生きた。384875時間生きた。
20640000分生きた。身長は1メートル86だ。自分は貪欲に見、貪欲に聴く。ワインの
銘酒よりも既視感の方が嬉しい。郊外のインターチェンジは、そこで道に迷うことは滅

多にないがストレスがたまる。ロックコンサートには得意になって行くが、クラシック

音楽のコンサートに行くのは少し恥ずかしい。ジャズコンサートの啓蒙された聴衆には

嫌気が差す。カリフォルニアの年老いた白人ジャズマンは自分がジャズについて抱くイ

メージとは相容れない。美術学校の女子学生には夢想を覚える。アートで知っているこ

とは全て独学した。写真はいくら撮っても飽きない。オペラは聴かない。交響曲よりも

室内楽を好む。好みの楽器はチェロだが、その独奏用の楽譜がほとんどないのは残念

だ。ピアノを弾く。たぶんある日、トランポリンに手を出すだろう。一度パラシュート

降下したことがあるが、それについて話す方がそうするよりも時間がかかった。 
110 
夏、芝生の上で隣の女が吐き出すブロンドタバコの煙にうっとりさせられる。写真に撮

るのは子供より年寄りのほうが多いが、家族写真の常からするとこれは逆である。車を

数台持ったが、一度もその技術性能を気にかけたことはない。中古車しか買ったことが

ない。愛は自分を特徴づけるものではない。雨が降った時座席のモールスキン

moleskine から立ち上る臭いは好きでない。一度だけ新車を買ったことがある。それは
カワサキ Kawasaki のオートバイER 500だ。ウェッブ出現以降も相変わらず絵葉書を
書く。コンピュータを使ってこの本を執筆している。原稿は残るまい。意地の悪い娘に

気に入られるには、自分は余りにも優しい外見をしている。前もって失敗作だとわかっ

ても写真を撮ることがある。音楽はコンサートよりもヘッドフォンでの方が良く聴け

る。映画はテレビより映画館での方が良く見れる。戯曲により注意を払っているのは、

その上演に立ち会うよりもそれ自体を読む時である。オペラに行ったのは一回だけだ

が、それだけでも余計だった。のちに、気前のいい友達からのヴェローナの闘牛場での

「蝶々婦人 Madame Butterfly 」上演観覧の招待を断ったが、その時は≪オペラは好き
じゃないんだ≫と返事するだけにした。横になってぶ厚い本は読めない。腕は疲れ、腹

は圧伏される。 
111 
夜、食べ過ぎる。食べ足りないより食べ過ぎたという印象の方がより頻繁にある。 
夕食を取らなかったとしても決して後悔しない。車では、トンネルに入る方を出るより

好む。オートバイでは逆である。プラスティック製家具を好きになるのにずいぶん時間

がかかった。注意を惹くのは好きでない。ひとりで喋りまくりはしない。誰かが滑稽な

話をし始めると、内心ほっとする。コメディを見に映画館に行こうという気にはならな



い。アクション映画は見に行かない。西部劇は見ない。SFのアイディアは好きだが、
その文学的あるいは映画的製作物はそうではない。SFのポルノ映画には興味をくすぐ
られるだろう。フィギュアスケートの選手が演じるシェークスピアの戯曲を見てみたい

ものだ。コメディアンが演じる悲劇映画を見てみたいものだ。ダンサーのからだを持っ

ていない人たちにより演じられるダンス作品を見てみたいものだ。絵が描けると思って

いる有名人により実現された絵画の展覧会を見てみたいものだ。破産したとは知らぬ、

あるギャラリーの前を通りかかった。舗道から、すぐに中に入りたいという気にさせる

インスタレーションが見える。ショーウィンドーのマネキンは巡回宣教師に粗雑にもそ

の姿を変え、他の現代風と思われる衣装に身をまとったマネキンに惜しまず甘言をかけ

ている。そのまわりには、なぜだか、犂一本、鳩時計一個、そしてジャマイカのポス

ターが一枚ある。いったん中に入ってようやく、ギャラリーがモルモン教布教センター

に取って代わったこと、そして≪インスタレーション≫はパロディーではないことがわ

かった。 
112 
幸いなことに、人生に何を期待しているのかわからない。催眠術師の視線が怖い。たと

えそれを写真で見るだけでも。こちらを眠くさせる能力を持っていると思う人と出くわ

すことがある。そんな時、彼らの呪いを逃れるためにしなければならない決まりごとと

は、首を後ろに引きながら目を瞬きすることである。アメリカ人が発音するフランス語

の単語には失笑する。貧乏な人は怖くない。両親には威圧されない。ジャガイモを食べ

ると眠り込む。アメリカのある友人は「禁煙を助長する音楽 Music to Help You Stop 
Smoking 」という題名のレコードを持っているが、曲の中にはチャイコフスキー〜
ショパンのメドレーというトラックが入っている。「キャンディーをくわえる自画像 
Autoportrait au bonbon」という自分のプロジェクトを行う企画を得た。この自画像で
は、自分の上唇はキャンディーに突き刺されるようにそれを包み込んでいる。横になっ

て連れ添いの顔を逆さまに見ると、彼女の顎は巨大な鼻に、口は身体障害者のそれのよ

うになる。彼女が話すとき、唇の動きがさかさまになるので、彼女が言うことになかな

か集中できない。 
113 
芝生は、イギリスかフランスかで匂いが同じでないように感じる。風景の中で、遠くに

あるものは自分に物語を何も語らない。思春期、当時は名前も知らぬ写真家のある連作

写真が大好きだった。キリストがヒッピーの姿で戻って来て、死ぬまで殴られる様子が

そこに見てとれた。何年ものち、デュアン・マイケルズ Duane Michals の写真を知
り、好きになる。しかし、彼がこの「ニューヨークのキリスト Christ in New York 」と
名づけられた連作の作家でもあるということを発見するにはしばらくかかった。外国で

は、通りとは展示空間である。自分がしなければならないことのリストはあまりにも長

すぎる。公園や海岸のような公共の場所で横になるときは、腕を組み、脚は軽く拡げ、

長々とからだを伸ばす。死人か空から落ちてきたキリストのようなので、大丈夫かと人

が訊きにやって来ることがある。すべて自分が書くことは事実である。だからどうした

というのか？外国でスーパーマーケットにいると、ロックバンド、クラッシュ Clash 



の「スーパーマーケットで迷子になって Lost in the Supermarket 」という歌が蘇えっ
て来るひどい絵を見るよりまずい物を食う方が自分には難しい。ビー玉でよく遊んだも

のだ。羊の小骨 osselet を使った遊びをよくした。「大橋 grand pont 」、「小橋 petit 
pont 」、「死人の顔 la tête de mort 」、それから名前を忘れてしまったが、ほかにも
多くの手を覚えている。 
114 
「モノポリ Monopoly 」では兄に負けてばかりだった。年上だから自分より強いのだと
思っていたが、数年後、親元になっていかさまをしているのを見つけた。よくやってい

たゲームは、「子馬 petits chevaux 」、「ガチョウ l'oie 」、「1000キロ Mille Bornes 
」、チェッカー dames 、チェス échecs、「ジン gin 」、「嘘つきポーカー poker 
menteur」、「戦闘 la bataille」、「ストリップポーカー poker déshabilleur」、「モノ
ポリ Monopoly」、「クルエド Cluedo 」である。数人でやるボードゲームは始めから
自分には退屈で、しまいにはいらいらさせられる。「モノポリ Monopoly 」の遊び方は
覚えていないが、その終わり方はプレーヤーが疲れてお開き、というのとは違ってい

た。3ヶ月の旅行をしたことがあるが、その期間中、良く眠り良く仕事をした。こうし
て、寝れず仕事もほとんどせずの一年にわたる憂鬱病から抜け出した。シラキュース 
Syracuse でのある日曜日、とんでもない人数の人と初めて出会ったが、彼らは自分に
対して余りにもおしゃべりだった。雑踏の中では、この上なく孤独である。小さな街だ

と、行き当たりばったりにずっと歩いていられない。写真のモデルは雑踏を歩いてスカ

ウトすることはない。人が多いということで選択の余地は広がるが、ああいいな、と思

う前に顔は通り過ぎていくから。年寄り、太った人、貧乏な人、障害者は、その反対の

若者、痩せた人、金持ち、健常者よりも写真写りがいいと思う。とは言え、彼らの特徴

的な兆候には用心することにしている。生の刻印がより控えめな、平均的な人々の写真

を撮る方を自分は好む。この点、片目で刺青を入れた肥満の人よりも保険会社の秘書を

写真に撮る方がより興味深い。 
115 
アメリカでは、数時間で名前を変え、フランスでは実現不可能なアン・オニム Anne 
Onyme という名になるというプロジェクトが実行するのに、簡単な手続きで十分だろ
う（注：アン・オニム Anne Onyme はリエゾンすればアノニム anonyme＝匿名とな
る）。ワインの発酵槽で酔っ払って死ぬというのも悪くはないと思う。繰り返し見るあ

る悪夢は、大地の何もない表面を徘徊する偽人類と太っちょの生き物が月夜、過重力の

ためスローモーションで歩いているというものだ。雨が降りそうだと思うときは、眼鏡

の保護のため帽子を持っていく。ひとつの海外旅行に終止符を打つのは、旅先で見る日

用品が珍しくなくなった時である。日曜は古くからある日だと思う。カロリーは計算し

ない。食品栄養価には無頓着で、自分の味覚と食欲しか頼りにしない。食餌療法はして

いない。庇つき帽子をかぶって運転するドライバーには用心する。子供の時、誘拐が怖

かった。ピューレは噛み応えがないので欲求不満になる。自分は慎重さというものを知

らない。 



強烈な印象には軽い印象よりすぐに辟易する。有名人の一生は、知らない人々の一生ほ

ど自分の興味を惹かない。自分が呪いにかかってしまったとは思わない。 
116 
僕は高速道路を運転するとき溝を見過ぎる。僕は摘み取る以上に集める。皮膚反応で苦

しんだことはない。ベンチには用心する。体は洗い流すのではなく、洗う。自動車とは

言わず車と言う。恋愛関係を第三者に認めてもらう必要は自分にはない。自分の結婚は

想像できない。猫よりも犬が好きだ。≪これは美味≫だ、とは言わない。人が不意に訪

れてくるのは好きでない。朝、腕立て伏せを60回、バタ足を100回する。葡萄の果肉は
食べるが、ある種の粒は吐き出す。桃の表面の綿が自分の歯にきしる。さくらんぼうは

何個食べたか数えない。パーティーは時として試練である。陰謀という言葉は自分の妄

想を掻き立てる。憎まない。知らない人々の無遠慮さは嬉しい。罠というものの見事さ

には感嘆する。ドラッグストアー（薬屋）では麻薬は売らないと知ってからも、自分に

とってそのいたっずらっぽい魅力はなくならなかった (注：la drogue:麻薬、 la 
droguerie ドラッグストアー)。V ネックには興奮する。あらゆるカテゴリーをひっくる
め、自分好みの題名はグザヴィエ・ブシロン Xavier Boussiron の 「死の威嚇とその
オーケストラ Menace de mort et son orchestre 」である海岸にいる前より後の方が自
分は格好良い気がする。自分はシャンプーのあと、濡れた髪の毛の上で指で軋む音を出

して頭蓋の音楽を演奏する。 
117 
横になり家を逆さまに見る。権威の追求には哀れみを催す。無口なテーブルマジシャン

を自分は高く買う。優先権は譲る。最初の印象に信頼を置く。自分の無意識は意識より

迅速かつ適切である。形容詞を名詞化しない。脚を折ったことはない。自分にとって理

不尽な時刻とは朝の時間帯である。虚言症の人の話を聞いていると、捉えがたい喜びを

覚える。旅行中は気が滅入らない。長いことうずくまり、いきなり立ち上がるとよろめ

いてしまう。≪シャンダイユ chandail (注：厚手のセーター) ≫という語は使わない。 
朝食はベッドで取らない。ピーナツバターと中国のチップスは自分の口をカラカラにす

る。略語は避ける。下にいる人を眺めるのにバルコニーから身を乗り出すが、下から人

を見るにはどこで身を乗り出せばいいのかわからない。豹を愛撫したことはない。メキ

シコ人の七つ道具を持っていた。スザンヌ・サルメ Suzanne Salmet に敬意を捧げる。 
バジリコ、エストラゴン、コリアンダーを使い料理する。自分は痩せている。汗はほと

んどかかない。知れば知るほど著者を神話化しない。自分の手のひらは顔よりも老化が

遅い。女性への挿入は引き出すより速くする。長いことキスをすると舌の下部の筋肉が

痛くなる。ソドミーをされたことはない。ある女から平手打ちを食らった。拳骨で殴ら

れたことはない。横を向いて寝る。時おり、眠り込んだのと同じ姿勢で目覚める。 
118 
絶壁の縁で、空間を楽しみ虚空におののく。目がくらむと、心の中に落ちる。自分の書

留には良くない知らせが入っている。自分には前兆はない。自分をバラバラにはしな

い。ミュージックホールは好きでない。タップダンスをやろうとは思わないだろう。同

じ人生を二度送っても良いと思うが、三度は御免だ。初めて雪が降る日はお祭りであ



る。湖には惹かれ、沼には拒まれ、池には関心がない。服は二色以上身に着けない。ク

ミンを嗅ぐと、わきの下の臭いを思い出す。臭いがないのなら、嘔吐することにはほと

んど抵抗がない。自分は話し始めて最初の15分間は饒舌だ。閉じたまぶたを通して見
える色は何と名づければいいのかわからない。神がもし女なら、その実在をより信じる

だろう。貯水槽については何も言うことがない。ウィンクには困惑する。風が吹く音と

雨が落ちる音が好きだ。雪の下では自分の声は通りにくくなる。自分がどこまで見られ

ているかはわかっていても、どこまで聞かれているかはわからない。十ほどの国は別と

して、自分は国ごとの文学を知らない。例えば、ホンジュラス、アンゴラ、パーキス

ターン、あるいはフィリピンの文学について無知である。水溜りに写った空を眺める。 
スケートボード、トランポリン、サーフィン、パラグライダーは夢を自分に見せてくれ

る。サッカー、陸上競技、テニス、そしてゴルフには退屈する。 
119 
子供の頃、食べ物には選り好みがなかった。薔薇色のフラミンゴは自分には非現実的に

思われる。自分は強迫観念に囚われていると思う友人もいる。翻訳できないテキストに

は警戒する。悪天候だとうきうきする。自分は一番であろうとしない。インクで文章を

書き、それを書いた自分の手帳が水に落ちたら、全てが消えてしまう。≪マンモスは価

格を破壊する≫という広告の偶然の語呂合わせにはいまだに笑ってしまう＊。都市での

四輪駆動車禁止には賛成である。口峡症と風邪で筆が捗る。ジネット Ginette 、ミュ
ゼット musette 、フィエット fillette 、トロンペット trompette 。これらの語から共通
の世界が連想される。尻を叩かれたことはない。自分は舌の刺激に弱い。歳をとるにつ

れ、素っ気なくなっている。裏を見るため、その前に表を見ておくことは自分にとって

は必ずしも必要でない。縫い物は手でも機械でもする。編み物はしない。両親は、先祖

伝来の小型メダルに描かれた3人の子供のうちから自分の名前を選ぶことを決めてい
た。そのひとり、アルマン Armand はシャラントン Charenton で狂い死にし、アドリ
アン  Adrien は絵描きになった。両親は予感で自分が狂人か絵描きになることは避けた
かった。こうして両親はエドゥアール Edouard という名を選び、少なくとも自分は彼
らの迷信を打ち消すことになった。いきなり仕事をすることはほとんどない、というの

も中断が好きではないから。自然環境保護的解決の賢明さを称賛する。どんな客船であ

ろうと自分は夢が持てない。 
120 

自分は以下の表現は用いない。≪それは面白そうだ ça me parle≫、≪またあとで A 
plus ≫、≪ 欲望が為さしめる Il y a du désir ≫、≪これで良い ça le fait≫、≪それは
素晴らしい C'est tip-top. ≫ 

長いこと会っていなかった人にこうは言わない、≪それで、何を話してくれる？》 

誰かが彼の「活力」について自分に話す時、自分は会話がまもなく止むと予想する。 

浮浪者で生涯を終えるのを懼れている。コンピュータと写真のネガを盗まれるのが怖
い。自分の中で何が先天的なものか見抜けない。事業の才はない。夕食を何回分か準備
する時には料理に変化をつけない。熊手を踏みつけて、その柄を顔面に受けたことがあ
る。旅行ガイドの助言には従わない。偶然、直感、それから土地の人の助言を頼りにす
る。自分がそこで15年を過ごした、スタニスラス Stanislas 中学のモットーは、《恐れ



を知らぬフランス人、非の打ち所なきキリスト教徒≫である。精神科医4人、心理学者
ひとり、精神療法医ひとり、精神分析医5人のところに通った。ある精神病院に15日滞
在し、別の精神病院には数ヶ月にわたり毎週通った。もう見かけないシンプルなものを
探す。告白はしない。大きく開かれた脚より、半ば開かれた脚により興奮する。禁止す
るのは苦手だ。自分は成熟していない。自分にとって、オーストラリアはカナダより魅
力があるわけでもないわけでもない爆竹、ポケットナイフ、棍棒、そして他の軍の放出
資材は好きだった。 
121 
日射病にかかると、からだの表面が熱く内側は冷たくなる。小説を脚色した映画、映画
に基づいた小説、どちらも信用できない。所有することを楽しまない。子宮の扉が開い
たとき見たものは覚えていない。ガルシア Garcia 伍長のせいで、全ての伍長が自分に
は滑稽になってしまった。一年間旅をせず、衰弱したことがある。聖書の言葉の簡潔さ
を高く買う。投票はする。一つより、二つの家での方が自分は生活しやすい。スワッピ
ングのナイトクラブを評価するのは、それはナイトクラブの論理をその自然な帰結にま
で押し進めているからだ。道化師がこう言った時、自分は5歳だった。《それでは、あ
る坊やに舞台の真ん中に来てもらいましょう。》太鼓のロールがスポットライトに伴
い、その光は自分の上で止まった。道化師が前に歩み出ると僕はひどく泣いたので、彼
は別の子の方を向いた。はしか、お多福風邪、水痘を患った。鷲は見たことがある。ヒ
トデは見たことがある。デッサンを覚えたのはポルノ写真を写しながらだ。歴史、それ
から一般的に言って物語に対する感覚はかなり曖昧だ。年表には嫌気がさす。好きな人
たちは不在でも苦痛でない。快楽より欲望を好む。自分が死んでも何も変わらない。 

122 
自分自身のではない言葉で文章を書いてみたい。自分が日没に感動するということ、こ
れに僕は同意する。豊富さには狼狽する。どんな年齢も称賛しない。幕間はなしでかま
わないが、前置きは評価する。チップは、あげた方にも貰った方にも屈辱的だと思う。 
髪の毛は切ってしまうと短すぎる。チータの素早さにはいまだに驚く。習慣をいくつか
持つことが好きである、そしてそれらを突然変えることが。早めに着くことはない。待
つのは好きでないので。待つのは予想していれば苦ではない、しかし、それはもはや本
当には待つことではない。命令はするのもされるのも好きではない。コメントはする。 
僕は別のことに移る。子供の頃、訳のわからないことは言っていなかった。自分がどれ
だけの動物を匂いでわかるか知らない。試練は時間を置いて耐える。ニュージーランド
人に話しかけた覚えはない。即興はピアノでしかしない。並外れて小さい人とすれ違う
と思わず眼をそむける。《えも言われぬほど素晴らしい》という語には驚嘆する。《小
僧》という語は使わない。知る限りでは、たった一人の女が自分の子を孕んだ。借りる
ことは自分には試練である。親知らずを4本抜かれたことがある。さもなければそれは
2本だけだった。行為の中には、名前が災いして廃れたものがあるように思われる。例
えば、《手付け arrhes》を払う。扁桃腺 amygdale はトリクイグモ mygale を想わせ
る。 

123 
口の中でイッた。顔の上でイッた。性器の中でイッた。胸の上でイッた。手の中でイッ
た。毛の上でイッた。腹の上でイッた。尻の上と中でイッた。背中でイッた。髪の毛の
中でイッた。腿の上でイッた。瞬間的には、大きなショックは小さなショックほど苦痛
でない。いつも別の単語と一緒に用いる単語がある。例えば、《エシアンescient（古
語で「意識」）》（注：例として　à bon escient　「賢明に」）イヤリング、首輪、指
輪、ブレスレットに眼が行くときは必ず、それらは嘆かわしいものである。ダイアモン



ドと毛皮のコートは不快に思う。見積もりはいくつか頼む。暴露しなかったことを後悔
しない。年末の心づけはあげても、カレンダーを貰うのはごめんだ。演奏をやめるな
ら、レストランお抱えの楽士には金を払って良い。買うのにバーゲンを待たない。《砂
糖菓子 friandise 》は幼児愛的な何かを自分に連想させる。苺を見ると舌を連想し、そ
れを舐めるとキスを連想する。水滴が拷問になるということが自分にはわかる。舌の火
傷には味がある。自分の思い出は良くても悪くても死んだ物のように悲しい。友に失望
することはありえても、敵にはそれはない。買う前には値段を訊く。眼をつぶったらど
こにも行かない。 
124 
子供のとき、自分の音楽の趣味はひどかった。スポーツは一時間もやると辟易する。笑

うと性欲が減退する。しばしば、明日存在していたいと思う。自分の記憶はディスコ・

ボールのように構造化されている。鞭で自分の子供を威嚇する親がまだいるのか？と自

問する。ダニエル・ダルク Daniel Darc の声と歌詞と顔のおかげでフレンチロックが聴
けるようになった。自分が経験した最も美しい会話は思春期に遡る。ある友人を話し相

手に、彼の家でカクテルを飲んでいたが、それは彼の母親手製の酒を我々が出鱈目に混

ぜて拵えたものだった。かのマラルメ Mallarmé が通った、この大きな家の居間で、
我々は夜明けまで話した。自分は愛、政治、神と死について喋ったが、今でもいかなる

言葉もそこから取り下げない。たとえその発言を時には床を転げまわりながら思いつい

たにせよ。数年後、この友は妻と二人でテニスをしに出かけようとしている時に、家に

忘れ物をしてきたと彼女に言い、地下室に降り入念に準備しておいた銃で頭に弾を撃ち

込んだ。ダスト・テイル（パウダー状の尾）を持つ彗星の思い出がある。辞書は読む。

鏡の宮殿 Palais des Glacesという名のガラスの迷宮に入ったことがある。思い出せな
い夢はどこに去ったのか？と自問する。 
125 
手が何もすることがないとき、それをどうしたら良いかわからない。誰かが通りで口笛

を吹くと、自分に吹いたのではなくても振り向いてしまう。危険な動物にも自分は尻込

みしない。雷は見たことがある。大人用の滑り台がないのが残念だ。本は、第二巻より

も第一巻をより多く読んだ。自分の身分証明書の生年月日は間違っている。自分は誰に

対し影響力があるのかわからない。自分の持ち物が悲しげなときには話しかける。なぜ

文章を書くのかわからない。記念碑よりも廃墟を好む。再会に際して落ち着いている。

レベイヨン(注：クリスマス、大晦日の深夜の会食）には何も反対することがない。 
15歳が僕の人生の中間点だ、自分の死の日付がどうであれ。死後の生はあっても死後
の死はないと思う。人に自分のことを好きかと尋ねない。嘘をつかずには《自分は死

ぬ》とは一度しか言えないだろう。我が人生の最も美しい日はおそらく過ぎ去った。 
 
 
 


