記憶と前未来
―林京子「祭りの場」と「長い時間をかけた人間の経験」をつないで―1

岩川 ありさ
要旨
本論文では、林京子「祭りの場」
（
「群像」一九七五年六月号）と「長い時間をかけた
人間の経験」
（
「群像」一九九九年一〇月号）という二つのテクストをつなぎ、一九四五
年八月九日に長崎で被爆したという出来事の記憶が、時を経て、いかに想起され、いか
に語り直されるのかについて、精神的外傷と記憶との関わりから論じる。一九七五年に
発表された「祭りの場」の冒頭はアメリカの科学者たちが寄せた「降伏勧告書」の引用
からはじまるが、
「祭りの場」においてはこの部分に大幅な省略がなされている。けれど
も、一九九九年になって発表された「長い時間をかけた人間の経験」においては、省略
部分が復元して記されている。
核時代において、
いかにして省略部分が重要な意味を持っ
て書き添えられたのか。林京子のふたつのテクストを対象にして、近年のジュディス・
バトラーの議論を参照しながら、核時代における生の条件の編成のされかたについて検
討することで、他者として規定してきた人々の生がまっとうされる未来の可能性につい
て展望したい。
キーワード：記憶，精神的外傷，核時代の文学，ジュディス・バトラー，前未来
１．はじめに
本論文では、林京子「祭りの場」
（
「群像」一九七五年六月号）と「長い時間をかけた
人間の経験」
（
「群像」一九九九年一〇月号）という二つのテクストをつなぎ、ある人を
捉えて離さない記憶が、時を経ていかに想起され、いかに語り直されるのかについて、
精神的外傷と記憶の関わりから論じる。
まず、
「祭りの場」
における記憶の問題について、
テクスト冒頭の記述を中心に検討した後、
「祭りの場」という小説を引用しながら展開す
る「長い時間をかけた人間の経験」の分析を行う。その上で、近年のジュディス・バト
ラーの議論を参照しながら、危機的な状況にあって、
「嘆かれるに値する生」と「嘆かれ
るに値しない生」とにふりわける枠組みがいかにして機能しているのかに注目し、核時
代における生の条件の編成のされかたについて検討し、今現在の「わたしたち」が置か
れている状況について整理し、
「傷つきやすい生」を生きる人々が、互いの傷つきやすさ
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へと応答し、責任を負いながら、共に生きる未来の可能性について展望したい。
まずは、林京子の履歴について紹介してから、
「祭りの場」の冒頭の分析を行う。
２．記憶の空白－「祭りの場」冒頭をめぐって
林京子は、一九三〇年（昭和五）年、長崎県長崎市に生まれた作家である。生まれて
まもなく、父の上海赴任のために林一家は上海に移住した。上海での経験は、その後、
「ミッシェルの口紅」
（一九七五年）
、
「上海」
（一九八三年）
、
「三界の家」
（一九八四年）
などの「上海もの」と呼ばれる作品に結実する。けれども、林が、繰り返し描いてきた
のは、一九四五年（昭和二〇）年八月九日、長崎で被爆した経験である。一九四五年二
月、戦局悪化によって、父をのぞく一家で帰国した後、林は、長崎市内にある長崎高等
女学校に通っていたが、八月九日、動員先の三菱兵器大橋工場において勤務中に被爆し
た。林自身が、エッセイや小説の中で繰り返し書いているとおり、このとき、彼女は原
爆投下という未曾有の出来事を奇跡的に生き延びたのである。林は、同人雑誌『文芸首
都』に発表した「閃光の夏」
（一九六四）
、
「その時」
（一九六五）
、
「曇り日の行進」
（一九
六七）などの作品によって文学者として出発し、一九七五年四月に「祭りの場」で群像
新人文学賞を受賞、同年七月に同作品で芥川賞を得てからも、
「一被爆者」として八月九
日を描くという姿勢を貫いている。
「祭りの場」は、長崎において被爆した「県立Ｎ高女」の女学生である「私」を中心に
した物語でありながら、複雑な記憶の伝達回路を持った小説である。
「祭りの場」の冒頭
は、
「昭和二〇年八月九日」に、
「東大嵯峨根教授」が米国留学中に科学仲間だった三人
のアメリカ人の科学者たちが観測用ゾンデによって送った「降伏勧告書」という「書翰」
の引用からはじまる。まずは、冒頭の部分を引用し、
「祭りの場」において、被爆の時点
の記憶がどのように描かれているのかについて検討したい。
昭和二〇年八月九日
長崎市に投下された原子爆弾の爆圧などを観測する、観測用ゾンデの中に、東大
嵯峨根教授名あての降伏勧告書が入っていた。嵯峨根教授が米国時代の三人の科学
者仲間が送った勧告書である。
「ヒロシマナガサキ原爆展」に掲載されている書翰には、
嵯峨根教授へ
米国原子爆弾司令本部
一九四五年八月九日嵯峨根氏米国滞在当時の三人の科学者仲間より（林 1988:
9）2
小説の冒頭には、
「昭和二〇年八月九日」という日付が記され、原爆投下が起こった時
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点を示しており、このときの被爆経験は、その後も語り手の「私」をとらえて放さない。
語り手の「私」は、原子爆弾投下のさなか、長崎県の長崎市内という土地にいて、ほか
の人々の多くが死した出来事を生き延びた。けれども、一九四五年八月九日十一時二分
の長崎原爆投下の時点のことを、語り手の「私」ははっきりとは記憶してはおらず、そ
の全貌は曖昧なままだ。
突然急降下か急上昇か、大空をかきむしる爆音がした。空襲！ 女が叫んだ。物
音を聞いたのはそれだけである。文字にすれば原爆投下の一瞬はたったこれだけで
、、、、、
終わる。ピカもドンもない。秒速三六〇米の爆風も知らない。気づいたら倒壊家屋
の下にいた。
（林 1988: 25）
〔傍点引用者〕
「気づいたら」という言葉が示すように、
「一被爆者」である語り手の「私」は、自ら
の身に何が起こったのか、瞬時には把握できないまま、七三，八八九人が即死し、七四，
九〇九人の人々が「いなばの白兎」のように「真夏の日照りの中で皮をはがれた」
、原爆
投下の時点を生き延びる。そして、自分の身に何が起こったのか、そしてまた、長崎に
その時点で何が起こったのかについて全貌を把握できないまま、それからの人生を生き
て行かざるをえないのである。しかし、こうして、
「記憶の空白」を抱えているからこそ、
「祭りの場」というテクストの冒頭は引用ではじまっているのではないだろうか。
衝撃的な出来事について、他の人々の証言や歴史的な資料によってしか、自らが置か
れていた状況について知ることができないという、
「記憶の空白」があるからこそ、語り
手の「私」は、自らを決定的に捉えて離さず、同時に、自分では知りえなかった出来事
の記憶について、記録や証言によって確かめていく作業を行うのである。
「祭りの場」と
いう小説における記憶の伝達回路が複数の資料によって担われていることは、このよう
な「記憶の空白」と関係しており、精神的外傷となった記憶を描くテクストの特異性を
示している。
テクストの中で、
「ヒロシマナガサキ原爆展に掲載されている」と記されている「降伏
勧告書」は、一九七〇（昭和四五）年、朝日新聞東京本社企画部が編纂した『ヒロシマ・
ナガサキ原爆展』のことで、朝日新聞社から実際に刊行されている3。語り手の「私」は、
「歴史の証言」として一九七〇年に編まれた図録『ヒロシマ・ナガサキ原爆展』を参照す
ることによって、被爆の時点に生じた「記憶の空白」を埋め、失われた記憶を手繰り寄
せようとする。被爆という出来事は、何よりも、被爆者である語り手の「私」の身体に
放射能によって起こる症状を生じさせ、彼女を捉えて離さない。それと同時に、語り手
の「私」は、精神的にも深い傷を負っている。そのため、
「被爆者」である語り手の「私」
は、この「降伏勧告書」において、
「日本国がただちに降伏しなければそのときは原爆の
雨が怒りのうちにますます激しくなるであろう」という記述を含む文章を平静には読む
- 193 -

ことはできないのである。しかし、語り手の「私」は、平静に読むことができない「歴
史の証言」を読むよりほかに自らの記憶を再現できない。彼女は、
『ヒロシマナガサキ原
爆展』をはじめとして、事後的に編纂された歴史的な記録を読み込む中で見えてきた「一
九四五年八月九日」の姿を媒介として、自らの記憶を確かめなおすのである4。
、、
、、、、
視界はほとんどきかなかった、と同書にある。他の記録を読むと八月九日、風な
くおだやかな日、となっている。更に被爆者の、二、三の日記にも晴、あるいは快
晴とある。
、、、、
私の記憶は暑く、晴れていた。地上が曇るほど厚い雲の層ではなかった。
（林 1988:
11）
〔傍点引用者〕
語り手の「私」は、自分の記憶を「他の記録」によって補いながら、一九四五年八月
九日の出来事を手探りする。その意味では、
「他の記録」が導く記憶を媒介にすることに
よって、この小説の語りは成立しているといってもよいだろう。しかし、
「祭りの場」は、
長崎への原爆投下と被爆経験について証言する小説として高い評価を受ける一方、
「他の
記録」を参照する点について、小説の語り方や描き方をめぐって評価がわかれてきた5。
特に、歴史資料を引用してはじまる冒頭のテクストの記憶の語り方を含めて、発表当時
の時評によって批判されたのは次の二点である。
①十四歳の体験と三十年を経た四十四歳の作者の観察とが混同した記述が見られ、
誰がどの立場から語っているのか判然としない箇所がある。
（
「芥川賞」選評・永井
龍男）
②記憶と現実を新たに再編するために、冒頭の「ヒロシマナガサキ原爆展」に掲載
されている書簡や「長崎医大原子爆弾救護報告」書などの資料が挿入されることで、
資料に頼ってしまったため、文学としての効果が薄くなる。
（
「群像」選評・井上光
晴）
これらの指摘は、まさに、
「記憶の空白」をどのように埋めていくのか、そして、どの
ように記憶を想起するのかという問題と関わっているだろう。原子爆弾が落とされた直
後、語り手の「私」は、全壊した A 課の建物の下から何とか逃げ出し、放射能による下
痢や吐き気に苛まれながら、
「N 高女」へとたどり着き、生き延びる。そして、戦争が終
わった後も、放射能の恐怖に怯えながら過ごし、周囲の人々が死す別離の経験をする。
その経験は、確かに、原子爆弾投下の前後のことなのだが、語り手の「私」は、一九
七〇年一〇月一〇日の朝日新聞の記事について挿入したり、ところどころに、息子の話
を織り交ぜたりしながら、語りの現在時の出来事を挿入することで、被爆という経験を
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後々になって語りなおしていることを明らかにする。つまり、語りの現在時において想
起した記憶は、かつて捉え損なった出来事を捉え直す試みであることが明示されるので
ある。その意味で、
「祭りの場」というテクストは、その意味をきちんと捉えることがで
きなかったがゆえに、衝撃的な出来事を生き延びた者のもとへと繰り返し回帰する、精
神的外傷的な記憶が持つメカニズムによって、八月九日の被爆において生じた「傷」自
体を指し示そうとしているといえるのではないだろうか6。
当初捉えることができなかった出来事を捉え直す試みは、精神的外傷となる経験を生
き延びた者のもとへと回帰し続け、把握し損なったがゆえに、空白を埋めていくしかな
い状態をつくりだす。従って、
「祭りの場」への批判として、十四歳の体験と三十年を経
た四十四歳の作者の観察とが混同した記述が見られ、記憶と現実を新たに再編するため
に歴史的な資料が多用されることがあげられたことは、逆説的に、精神的外傷となった
出来事の記憶を埋める作業を行う語りの特質を捉えているといえるのではないか。つま
り、
「祭りの場」という小説の冒頭では、すでに、この小説全体の構造を支えている、そ
の出来事が起こった時点では把握できなかった経験を捉え直すために他者の証言や歴史
資料を引用するという「一被爆者」の視線から八月九日を再構成しようとする試みがは
じまっているのである7。
３．想起される過去－「長い時間をかけた人間の経験」
しかし、八月九日についての記憶の想起は一度では終わらない。
「祭りの場」の冒頭に
引用された「降伏勧告書」は、
「群像」一九九九年一〇月号に発表された「長い時間をか
けた人間の経験」においても、再度、作中に引用され、二十四年の時を経て検証を加え
る作業が行われている。
二十四年前の一九七五年『祭りの場』と題した小説を、私は書いた。一九四五年、
昭和二十年の、長崎の被爆状況を綴った文章である。女学校三年生の夏から、三十
年が経っていた。書き出しに、炸裂時の爆圧などを観測するために B29 から落とさ
れた「観測用ゾンデ」の中に入っていた降伏勧告書」を、私は引用している。
『ヒ
ロシマ・ナガサキ原爆展』――朝日新聞本社企画部編集――から、再度、書き写し
てみる（林 2005a: 27）
「長い時間をかけた人間の経験」作中に引用された『ヒロシマ・ナガサキ原爆展』の「降
伏勧告書」と、
「祭りの場」の冒頭で引用された「ヒロシマナガサキ原爆展」の「降伏勧
告書」の二つを比べてみれば、大きな違いがあることがわかる。その違いについて検討
するために、まずは「祭りの場」の冒頭に引用された「降伏勧告書」を見てみよう。
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「われわれは貴台が立派な原子物理学者として、もし日本国がこの戦争を続けるな
らば、日本国民は重大な結果に遭遇し、苦しまなければならないだろうということ
を、日本帝国参謀本部に悟らせるために努力されるよう、個人的にこの書翰をおく
るものであります。
（中略）
この三週間のうちに米国の砂ばく地帯で最初の爆発実験が行われ、一つは日本の広
島に投下され、さらに第三番目の原子爆弾が今朝投下されました。われわれは貴台
がこれらの事実を日本国の指導者たちに認め、悟らせるよう努力され、そしてもし
戦争がなお続けられるならば、貴国の全都市の破滅と生命の浪費を中止するために
貴台が全力を尽くされるようにお願いするものであります。科学者としてわれわれ
の美しい発見がこのように使用されたことを残念に思うものであります。しかし、
日本国がただちに降伏しなければそのときは原爆の雨が怒りのうちにますます激
しくなるであろうということをはっきり申上げるものであります」
（林 1988: 9-10）
一九七五年の「祭りの場」執筆の時点では、
「中略」とされた部分が、
「長い時間をか
けた人間の経験」においては復元されている。作中には、
「
『祭りの場』では次の“貴台”
以下“疑いません”までを略」
（林 2005a: 27）と記されており、その省略された部分は次
のようなものだ8。
貴台はこの数年来国家が必要な資材のための巨額の費用を支払う用意があるなら
ば原子爆弾はたやすく造られるということをご存知であります。米国では（原爆な
どの）生産工場が現在すでに建設されていることを貴台がご存知である以上、昼夜
二四時間働きつづけているこれらの工場から造られるすべての生産物は貴台の国
に炸裂するであろうことを疑いません。
（林 2005a: 27-28）
。
一九七五年の時点では省略した部分を、一九九九年の時点では再び書き写したのは何
故だろうか。
「長い時間をかけた人間の経験」というテクストの冒頭には、
「一九九九年・
世紀末の春に」と記されており、
「一九九九年」という年が記されている。そして、テク
ストの後半には、一九九八年十一月、国連軍縮長崎会議が長崎市内で開催されたという
事実と、原爆資料館を訪問したという「パキスタン外務省軍縮担当局長」の「シャバス
氏」の言葉が引用されている。
「あの時に何があったかよく分かった。あってはならないこと。インドが核を持っ
たので私たちも自衛のために持たざるを得なかったが、インドとパキスタン両国は
政策を変えなければならない。
」
（林 2005a: 82）
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語り手の「私」は、
「あの時に何があったのか」
、そして、
「その後に何が起きているか」
を問いながら、
「シャバス氏」
の言葉を引用するのだが、
長い時間をかけた経験によって、
一九七五年の時点では省略した部分が、一九九九年の、核兵器をめぐる世界的な状況の
中では深い意味を持って現れ、省略することができなくなる。テクストには、この小説
の「進行中」に、
「コソボ地区」の空爆に劣化ウラン弾が使用されたことが記されている
が、その記述は、NATO の多国籍軍がコソボ紛争に際して約三万発の劣化ウラン弾を用
いたという現実の記憶を呼び起こす。そして同時に、その記憶は、遡って、一九九一年
の湾岸戦争で、アメリカ軍がイラク軍に対して劣化ウラン弾を使用したというかつての
記憶と接続され、
「米国では（原爆などの）生産工場が現在すでに建設されていることを
貴台がご存知である以上、昼夜二四時間働きつづけているこれらの工場から造られるす
べての生産物は貴台の国に炸裂するであろうことを疑いません」
（林 2005a: 27-28）とい
う箇所を読み飛ばせなくなる。つまり、かつて省略された箇所こそ、世界中が、
「
（原爆
などの）生産工場が現在すでに建設されていること」を知っているという事実をすでに
証言しているのだ。
「長い時間をかけた人間の経験」の語り手の「私」は、
「祭りの場」を書いた作者でも
あることが小説の中には示されているが、長崎で女子高生の時代を過ごした友人たちの
訃報は届き続け、被爆経験者が高齢になる「世紀末」において、想起される過去の意味
あいが変わっていくということを経験的に味わう。ウランという物質によって核兵器は
造られ、原子力発電が行われるということが同時に進行する中で、語り手の「私」は、
十四歳で被爆してからの五十四年間を生き、そして、小説家として二十四年間を過ごし
てきた。
「長い時間をかけた人間の経験」で、
「祭りの場」の冒頭を引用し直す作業は、
捉え損ねた八月九日の出来事を何度でも呼び起こし、未来へと伝達するための回路を開
くために、省略していた言葉を改めて発見する作業を作者に促したのではないだろうか9。
一九九九年の時点で、林京子が「長い時間をかけた人間の経験」を書いたことについ
て、渡邊澄子とスリアーノ・マヌエラは、二〇〇一年一月十九日『東京新聞』夕刊の林
のエッセイ「新世紀を迎えて」を参照しながら、
「長い時間をかけて放射を続ける、低線
量放射能と人の健康」をめぐる問題が世界規模で進行していることが、
「長い時間をかけ
た人間の経験」の問題意識の根底にあると指摘している（渡邊・マヌエラ 2010）
。一九
四五年に原子爆弾が投下されて以来、スリーマイル島やチェルノブイリの原発事故を経
て、核時代を生きているという意識が林の中にはあり、被爆時点から逆行して、より一
層、核に支配されていく世界の中で、いかにして未来に希望を見出すのか、
「もう一度原
子爆弾が落ちなければ人類は目覚めないでしょう」という反語をもってしてしかいえな
い状況において、林は、かつては省略した「昼夜二四時間働きつづけているこれらの工
場」のイメージをなお強く想起したのではないだろうか。そして、省略されていた言葉
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を引用し直すことによって、
「長い時間をかけた人間の経験」という小説は、過去におい
て示されていた未来への懸念を喚起しているのである。
４．前未来という時制
最後に、私たちが、三・一一以降に林京子の文学を読む意味について、近年のジュディ
ス・バトラーの議論を参照しながら、前未来という時制を手がかりにして考察したい。
一九九九年九月三〇日の東海村 JOC の臨界事故が起こった日、林京子は、一九四五年
七月一六日に世界ではじめて原子爆弾の爆発実験が行われたニューメコシコ州にあるト
リニティサイトを訪れていた。林は、臨界事故のニュースを聞くと、八月六日と八月九
日から今日まで、被爆国として歩んだ経験は何も生かされていないのだろうかと思った
という（林 2003: 110）
。けれども、その後でトリニティを訪れる経験をすることによっ
て、人間が最初の核の被害者だと思っていたが、実際には、トリニティサイトという荒
野で、人間よりも先に、大地やそこに生きていた生物たちが死したのだということが骨
身にしみて感じられたという（林 2003: 112-113）
。その経験を経て、林は「祭りの場」
から持っていた「視点」を変更していくのである。
今まで『祭りの場』からずっと八月九日を書いてきましたが、視点を人間中心に置
いてきました。けれども、トリニティに行きましてから、
『トリニティからトリニ
ティへ』という作品を書くときに、自分の視点をどこにおいていいのか、本当に珍
しく迷いました。六日、九日の視点がぐっと下がったような気がするのです。人間
が超えてはならない域を超えてしまったということ、本当に重い課題を人は抱え込
んでしまったという気がしております。
（林 2003: 113）
林の言葉は、ある経験をした後、決定的に文学テクストの意味あいが変わってしまう
ということを示唆する。それと同時に、核という「重い課題」を人は抱え込んでしまっ
たという事実は変わらないで継承されてゆくことをも、彼女の言葉は示している。はじ
めに被爆した草木や生物たちを荒野の中に見出したトリニティでの経験と、それでもや
はり残り続ける「重い課題」
、つまり、核と原子力の問題は、二十世紀を経て、二十一世
紀になっても、危機として反復され続けている。一九五四年の第五福竜丸の被爆、一九
七九年のスリーマイル島の原発事故、一九八六年のチェルノブイリ原発事故、一九九九
年の東海村 JOC の臨界事故、そして、二〇一一年の福島原発事故。こうした核をめぐる
「祭りの場」
歴史的な出来事は現在も起こり続け、核時代は継続されているのである10。
と
「長い時間をかけた人間の経験」
には、
「われわれは貴台が立派な原子物理学者として、
もし日本国がこの戦争を続けるならば、日本国民は重大な結果に遭遇し、苦しまなけれ
ばならない」という共通した言葉が引用されているが、まさしく、
「われわれ（アメリカ）
」
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と「貴台（日本）
」の力学を示したこの言葉こそ、核時代において、あらゆる場面で、誰
の生は生きるに値し、誰の生は生きるに値しないのかという、生をめぐる枠組みが設定
されている現実をあらわしているのである。
ジュディス・バトラーは、
『戦争の枠組み』の中で、九・一一以降の危機的な戦時下に
おいて、
「生はいつ嘆きうるものであるのか」という問題を提起したが、その中で、
「わ
れわれ」という連帯をつくるために、
「われわれ」に入らないものを規定することによっ
て、
「死しても嘆かれない存在」を産出していく過程があることを明らかにしている（バ
トラー 2012: 54）
。バトラーが指摘するように、
「われわれ」と「あなた」という二項対
立の力学によって、
「嘆くべき生」を峻別しようとする枠組みは、第二次世界大戦を終わ
らせた原子爆弾投下においては、広島と長崎の人々に危機を配分した。その後、日本で
は米軍基地の編成において、あるいは、原子力政策において、より多く危機を配分し、
他者化した地方に危機を担わせてきたということが、三・一一においては露骨なかたち
で顕わになった。けれども、憶えておくべきは、三・一一をめぐる危機の配分は、すで
に戦後の原子力政策をはじめとして、三・一一以前から続いており、私たちは、戦後の
原子力政策によって、危機をも相続してきたということである。
実際に、林京子の仕事を紐解いてみると、根底に響いているのは、核による危機が世
界中に張りめぐらされた世界をわたしたちは生きているという認識である。例えば、一
九七九年の時点で、スリーマイル島の原発事故を受けた林は、テレビニュースでスリー
マイル島の母親と手を繋いでいる子どもたちの様子を見ながら、三十四年前、疎開先の
諫早から迎えにきてくれた母とのやりとりを思い出して、次のように述懐する。
長崎で被爆した私を、疎開先の諫早から迎えにきた母は、どこまで逃ればいいの
だろうね、と独り言をいった。夜が明ける前の、薄闇の道を被爆者に混じって逃げ
ながら、無意識に出た実感だったのだろう。テレビの前で私もあの日の母と同じ言
葉をつぶやいていた。
本当に、どこまで逃げればいいのだろう。そして世界じゅうが核物質で汚染され
つつある今日を、どこまで逃げろというのだろう。
（林 1979: 114）
「どこまで逃げればいいのだろうね」という言葉は、三・一一以降にも繰り返された言
葉ではなかっただろうか。一九七九年に描かれた一九四五年の母子の会話に強く刻まれ
たひとつの言葉が、時を経て、繰り返されている危機について物語る。そして、死を与
えてもよい「貴台」と、死を与える側にいる「われわれ」という不均衡な枠組みは未だ
に機能し続け、現在進行形の危機は差し迫っている。では、この不均衡をいかにして改
善していけるのか。とりわけ、バトラーが、前未来という概念を用いて次のように説明
している言葉に耳を傾ける必要があるのかもしれない。
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わたしたちは、子供が望まれているとき、その生は寿がれて始まる、と考える。し
かし、その子の生が悲嘆可能であるという了解、つまり、その子の生は失われれば
悲嘆をもたらすものであり、そういう前未来形がその子の生の条件として設定され
ているのだ、という暗黙の了解がなければ、生を祝うこともありえない。通常の言
語では、悲嘆はすでに生きられた生に対して向けられたものであり、すでに終わっ
てしまった生を前提としている。しかし、前未来形に従うならば（それ自体も通常
の言語に含まれるわけであるが）
、悲嘆可能性は、生がはじまり維持されるための
条件となる。今まさに生きられはじめたばかりの生のはじまりの点において、
「ひ
とつの生が生きられた」という前未来形が前提されるのである。言いかえれば、
「こ
の生は、将来において、すでに生きられた生となるだろう」というのが、悲嘆可能
な生の前提条件であり、それはつまり、この生は生として尊重され／みなされ、そ
の尊重によって維持されるだろう、ということなのだ。
（バトラー 2011: 26）
嵯峨根教授個人を指しながらも、実質は、
「貴国」における「あなたたち」を指し示す
「貴台」という言葉は、悲嘆されない生として、長崎という土地に住む人びと、そして日
本に住む人びとを規定する言葉だ。そして、この「われわれ」と「貴台」の枠組みは、
その後も継承され、生命の危機を与えることができる「われわれ」と、一方的に生命の
危機を配分される「貴台」とを峻別する枠組みとして機能していく。ヒロシマ、ナガサ
キ、フクシマを繋いで、そしてまた、八月六日、九日から、三・一一を繋いで考えるべ
きは、再度、
「貴台」として他者の位置に見据えてきた人々の存在まで含めて悲嘆する可
能性を見出すことはできないかということではないだろうか。生命が失われたら悲しい
ということ、人は傷つきやすいということに立ち戻ることはできないだろうか。すでに
歴史の中で、その生が失われてしまっては悲しいという地点から物語りはじめた文学テ
クストは数多くあり、戦争文学というべき系譜の中には、他者として見過ごされてきた
生が未来においてまっとうされる可能性もまた描かれてきた。そして、そのような未来
の可能性が描かれていることこそが、
核時代における文学の希望なのではないだろうか。
５．おわりに
二〇一一年三月一一日に東日本大震災が起こった後、一年以上の時を経ても、私たち
はその出来事について言い表す言葉を充分には見出してはいない。けれども、確かに、
私たちの前には福島原発の危機的な状況は迫っていて、
核と原子力の脅威は身近にある。
林京子という作家が、一生をかけて核への警鐘を鳴らし続けたその仕事を、私たちは果
たして継承してきたのだろうか。本論文において試みたことは、精神的外傷となってい
る記憶を捉え直す試みを続ける林京子という作家の小説テクストを分析することである。
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しかし、同時に、核時代において、私たち人文科学の研究者は、人間が生み出した原子
力という脅威に対して、いかなる態度をとっていくのかについて問うべき問いがあるこ
とは書き添えておくべきだろう。
エドワード・サイードは、
『人文学と批評の使命』の中で、人間がつくった歴史の中で
犯した過ちは人間がその歴史の中で贖わなければならないと指摘するが、まさしく、歴
史を再検討し、現在のあり方や未来を変容させるための視座をえることでしか、核時代
における文学者の使命はまっとうされないのではないだろうか。サイードは、
『人文学と
批評の使命』の中で次のように述べている。
わたしが思う人文主義とは、わたしたち自身の沈黙や死すべき運命と闘いながら、
テクストから流用や抵抗といった現実化された場へ、伝達へ、読むことと解釈へ、
プライヴェートからパブリックへ、沈黙から解説や発言へ、またその逆へと移動す
るための、そしてことばの空間と、身体空間や社会空間におけるそのさまざまな起
源や戦略的展開とのあいだで、最終的に二律背反的で対抗的な分析をおこなうため
の手段であり、おそらくわたしたちがそのためにもつ自覚のことである――こうし
たことは世界中で起こっている。日々の生活や歴史や希望を足場にして、そして知
識と正義を、おそらくは解放をも求めることを足場にして（サイード 2006: 104）
サイードが述べるように、私たちは、林京子という文学者のテクストを足場にして、
あらゆる生がその生をまっとうできる未来の可能性へと向けて、言語的な行為を行う必
要があるのではないだろうか。
核時代を生きるということが再び問われる時代において、
いかなる議論へと開いていけるのか、そして、核に抵抗するための文学テクストをいか
にして継承していけるのか。私たちは、恐らく、過去と未来から見つめる無数の眼に晒
されながら、現在を生きているのだ。
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「祭りの場」において一四歳の語り手の「私」が逃げ
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一九四五年に国際連合が発足してからはじめに着手した仕事は、第二次世界大戦後の〈原子
力管理〉と〈軍縮〉であったが、それにもかかわらず、冷戦下において、軍備拡大が続いた。
一九五三年一二月八日、国連総会でアイゼンハワー大統領が、
「原子力平和利用」について演
説をしたが、その翌年、ビキニ環礁において、アメリカは水爆の実験を行い、第五福竜丸の乗
組員たちが被曝した。そうした核軍備競争において、アメリカとソ連という二つの大国をはじ
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て提出され、一九六六年、東海村において日本で初めての原子力発電所が稼働する。その後、
日本には五十四基の原発がつくられ、新聞社をはじめとする大手のメディアによる原子力平和
利用の喧伝も行われた。
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