
「キャディは木のような匂いがした」
──『響きと怒り』における匂いの諸相──

千 葉 淳 平

Synopsis: This essay explores aspects of odors in The Sound and the
Fury. Benjy identifies Caddy with a treelike smell, which exposes her
inner essence: nature, motherhood and filthiness. In a sense, odors ex-
ist only in our minds; thus, it can be said that Caddy exists only in his
mind. Caddy’s smell spurs him to go on an endless quest for her. In the
same manner, Quentin also links Caddy with the scent of honeysuckle,
which implies sex, blood and death. Just like with Benjy’s, the honey-
suckle’s odor exists only in Quentin’s memory, but it haunts his present
and controls his behavior.

Memories are something sent from the past to the future, and odors
are the key to unlocking them. Furthermore, because smell is only in
our minds, it can be regarded as real by one who perceives the smell
even in the absence of its substance.

序

「キャディは木のような匂いがした」（TSTF 6）というベンジー・コンプ

ソンの台詞は，『響きと怒り』を読んだ者にとって，最も印象的なセンテン

スの一つではないだろうか。なぜなら，ベンジーがこの台詞を何度も繰り返

すためであり，人物の匂いがこれほど描写されることはそれほど多いことで

はないからだろう。というのも，そもそも人の嗅覚は他の哺乳類などと比較

すればその差は歴然としており，人は自分達の嗅覚にはあまり信頼を置いて

いないからだ。そのため，人が自分の外に広がる世界を知覚するためには，

嗅覚は他の感覚よりも下位に追いやられるのが現状である。

こうなった原因の一つは，アリストテレスが視覚を最上位に置き，他の感

覚についても，人体の頭から足に向かって位置する順に順位づけたことであ

る。また，ダーウィンが，人類にとってあまり重要でない嗅覚はこれまでに
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退化してきたと言及したこともこの原因として挙げられる。このように他の

感覚に対する嗅覚の劣等が主張されてきたのと同様に，匂いそのものへの嫌

悪感も示されてきている。文化人類学者アニック・ル・ゲレは，人の匂いが

忌避されてきた原因を古代から人類を襲い続けた疫病ペストに見出してい

る。フランス語の“empester”は「悪臭を放つ」という意味であるが，も

ともとは「ペストに感染する」を意味し，ペストは悪臭の同義語として捉え

られていた。そのため「ヨーロッパでは不快な臭いは健康や生命に直接被害

を及ぼすものと考えられて」おり，人が生み出す「下水溝，死体置き場，墓

場，汚物だめ」といった悪臭は「様々な死病の原因とみなされていたのであ

る」（56）。病原体である排泄物の臭い，口臭や体臭，腐敗臭は表出させて

はならず，消臭されねばならないのである。

このように，抑圧されるもの，タブーとして存在するものである匂いの描

写は，フォークナーの作品の中に数多く見られる。ホレス・ベンボウは，鳥

に驚いて彼のコートにすがりつくポパイを目の当たりにして，「彼はボヴァ

リー夫人の口から流れ出したあの黒いもののような匂いがする」（S 7）と

独特な表現をする。ボヴァリーが服毒したヒ素は無臭のため，この台詞はき

わめて比喩的なものである。それゆえに，この「黒いもののような匂い」と

いう表現は，「死病の原因」を想起させるものとして，ポパイの悪徳と残虐

さを独創的に言い表している一例となっている。

人の匂いが抑圧される対象となる別の要因としては，体臭が「内部に本来

備わっているエッセンスであり，内的な真理を顕すもの」（Classen,

Howes, and Synnott 4）と信じられてきたこともあるだろう。「人間の唾

液，汗，尿，精液，膣からの分泌物のなかにほかの動物ではフェロモンと認

められている匂い物質の存在が発見され」（Le Guerer 21）ており，この匂

いが知らず知らずのうちに人間の身体に何らかの影響を及ぼしている可能性

が示唆されている。つまり極めて個人的といえる生理現象が，本人が意図す

ることなく匂いによって外部に滲み出し，他者へ伝達されている。人はこの

ことを強く嫌悪する。あまりにも本能的，非文明的な感覚である嗅覚に左右

されることは，自身の理性と文明性を損ない，野蛮な動物の状態へ回帰する
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ことだからである。

しかしながら，この体臭さえもフォークナーは濃密に描き出している。

『アブサロム，アブサロム！』の冒頭場面において，ローザの体からは「長

年の純潔を守り抜いてきた女の年老いた肉体から発散される嫌な匂い」（AA

4）がする。本人の意志であろうとなかろうと，ローザが長年守り抜いてき

た純潔は，誰かに語るでもなく彼女の身体内部より滲み出し，その場に居合

わせたクウェンティンに，そして読者にも嗅ぎ分けられることになる。言葉

と思考に埋没するローザの語られない「内的な真理」が他者に伝達されてい

るのである。

このように概観してみると，匂い，嗅覚は古代より現在に至るまで一定し

て低い評価を受けてきたといえる。その傾向の中で，反対に，フォークナー

は匂いを独特な方法で利用し，他の感覚では捉えることができないものを表

現しているといえる。特に『響きと怒り』において，匂いの描写はきわめて

多く見られる。この匂いは何を表現しているのだろうか。この作品において

キャディの存在が，語り手ベンジーとクウェンティンの二人にとって，どの

ように定義されているのかも視座にすえて，語り手二人のそれぞれと匂いの

関連を考察する。

1．ベンジーと「木のような匂い」

冒頭で取り上げたように，知的発達障害のために言葉を発することができ

ないベンジーが，その五感によって生々しいほどまでに鮮やかに世界を知覚

し，とりわけ嗅覚において通常では不可能なものまでも知覚していることは

興味深い事例である。コンプソン氏の臨終に際してベンジーは，“I could

smell it”（TSTF 34）と独白し，“it”が何であるかを明示しないまま何か

の匂いを知覚していることが示されている。ベンジーに付き添うティーピー

は裏庭で吠える飼い犬ダンを見て，“He［Dan］smell it”そして“Is that

the way you［Benjy］found it out”（TSTF 34）と漏らしており，これら

の発言は，ベンジーとダンの両方が嗅覚によってコンプソン氏の死を感じ取

１８２ 千 葉 淳 平



っていることを示唆している。このようにタブー視された死の匂いを表面化

させることは，前章で考察したように，社会的規範を逆なですることであ

る。そして，ベンジーが飼い犬ダンと同じように嗅覚によって死を感知する

ことは，読者に大きな違和感を生じさせるものであるだろう。なぜなら，抑

圧すべき匂い，消臭すべき匂いは本来我々の理性が届かない心の奥底を刺激

するものであり，それがベンジーによって無傷のまま提示されているからで

ある。また，消臭，無臭が推奨される文明において，ベンジーの行動はまさ

に動物的，非文明的な感覚とされたものを前景化しているためでもある。

フォークナーの発言は，インタヴュー集も刊行されているように数多く残

されているが，その言葉自体が彼自身のフィクションであることが少なくな

い。「嗅覚は私の鋭敏な感覚の一つである。おそらく視覚よりも鋭いだろう」

（Gwynn and Blotner 253）とフォークナーが発言していることに対して，

認知科学者エイヴリー・ギルバートは当然ながら疑いの目を向けている。ギ

ルバートはこう指摘する。「フォークナーは『アメリカ文学史において最も

急進的な改革者』と呼ばれてきたが，この評判は彼の『鋭敏な感覚』による

正確な観察に由来するものではなく，匂いをメタファーとして極めて独創的

に使用したことに由来する」（142）。フォークナーがその作品中で匂いの描

写を多用したのは，何も彼が匂いに敏感だったからというあてにならない理

由からではなく，匂いが言葉では表しえないものを喚起し，さらに多くのも

のを象徴するからであるといえる。

それでは，本稿の最初に取り上げた，「キャディは木のような匂いがし

た」というベンジーの台詞について考えてみたい。この台詞は，言葉を持た

ない彼が嗅覚によって知覚したキャディの匂いをシミリで表現したものであ

る。しかしながら，ギルバートが「正確な観察」に重きを置かなかったよう

に，実際の植物としての木の匂いはもちろん重要ではない。そうではなく，

メタファーとしての「木」が持ちうる意味，つまり「木」が象徴するものこ

そを捉えなければならない。この文脈において，一般的に「木」が含意する

ものは，「自然で有機的な植物が併せ持つ威厳と自発的な美しさ」（Brooks

49）であり，これらは，キャディが持つ人間的強さと内面的美しさに重ね
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合わせられている。さらに「木」は，「土地の多産な肥沃さと不潔さ」（Blei-

kasten 51）に関連づけられる。ベンジーは，母親として不適格なキャロラ

イン・コンプソンの代替としてキャディに母なる自然を見る一方で，その自

然が持つ豊かな生殖能力とそこに不可避的に伴う汚穢さえも，その嗅覚によ

って感じ取っていることがわかる。

「精神分裂病の患者に匂いに対する過敏症がみられることを発見したハリ

ー・ウィーナーが，精神分裂病の子どもにはフェロモンや通常感知できない

臭気に反応する者がいると述べている」（Le Guerer 28）ように，ベンジー

の嗅覚は文字通り人並みはずれたものである可能性がある。それを立証する

かのように，キャディがヴァージニティを失った場面では，そのことを誰に

教えられるでもなくベンジーは，「泣きながら，彼女を押し」（TSTF 69）

て抗議する。また，すでに身ごもっているキャディの結婚式においては，ベ

ンジーは「もはや木のような匂いを嗅ぐことができなくて，泣き出」（TSTF

40）す。キャディのヴァージニティ喪失，妊娠という「通常感知できない

臭気」をベンジーは感知していると考えられ，それは彼が愛する「木のよう

な匂い」からは変容してしまったものであるために，泣くことによってその

意志をキャディに伝えようとするのである。

またベンジーは，キャディが香水をつけた時には彼女を避け，泣きだすこ

とによってその不快感を表明する。キャディの「木のような匂い」を掻き消

してしまう香水の人工的な匂いに，ベンジーがこのように強い拒絶反応を示

すのも不思議はない。なぜなら，「匂いはこの世界で個人が歩んだ独自の道

を示す痕跡となる」（Classen, Howes, and Synnott 116）ために，キャデ

ィ自身の匂いである「木のような匂い」は，彼女が存在することを証明する

ものだからである。その母なる自然の匂いを抹消する人工の香水は，ベンジ

ーにとって何としても忌避すべきものである。換言すれば，香水はキャディ

の存在自体を掻き消してしまう可能性を持つものなのである。『死の床に横

たわりて』において，アディ・バンドレンが是が非でも自己存在を確立しよ

うとしたことを想起すれば，このときキャディの自己存在を保護しようとす

るのはベンジーであって，彼女自身ではないことに気付く。自分の匂いを香
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水によって覆い隠そうとするキャディは，兄弟達に追い求められ続けてきた

自己を隠蔽し，忘却の彼方へ埋没させようとしていたのかもしれない。だ

が，例えそうだとしても，彼女が意図したこととは反対に，舞台から去った

彼女を兄弟達はさらに強く執拗に希求することになる。

2．キャディと「木のような匂い」

アディの場合，強烈に存在するはずの死臭は，物語の中においては不自然

なほどに言及されず，看過され続けている。とはいえ，視点を変えて作品を

眺めてみると，その死臭が果たす役割は存外大きいものであることがわか

る。彼女の死臭を知覚した登場人物達がアディの存在に気付いたときにはも

とより，彼女は既にこの世にはおらず，存在するのは腐臭を放つ遺体だけで

ある。またバンドレン一家のジェファソンへの旅の間，誰一人として彼女の

遺体を直接認識することはなく，それを納める棺のみがテクストの中に現前

している。アディの遺体は死臭を知覚する者において表象されるだけなので

ある。アディの存在を指示する匂いのみが現出し，指示される実体は不在な

のである。

一方，キャディはその場に存在しないにもかかわらず，彼女にまつわる匂

いは，前述のベンジー・セクションにおいては木の匂いとなり，後述するク

ウェンティン・セクションにおいてはスイカズラの匂いとなって，圧倒的な

比重を持って繰り返し出現するのである。ここで人類学者達の，人工香料に

ついての興味深い指摘を参照したい。「今日の人工香料はそこにはないも

の，不在である存在を喚起する［. . .］。この人工的な匂いは指示対象のない

記号，炎のない煙，純然たる嗅覚イメージである」（Classen, Howes, and

Synnott 205）。不在である二人の女達の匂いは，現代の科学が造り出した

実体が現前しない人工香料とまさに同様の状況にあるといえる。こう考える

と，「木のような匂い」とそれを紛らわせてしまう香水は，皮肉にも似たよ

うなものでしかないという結果になってしまう。なぜなら，「木のような匂

い」が指示する対象もまた，もう既に常に不在だからである。ベンジーが嘆
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き叫びながらも守ろうとした母なる「木のような匂い」は，「純然たる嗅覚

イメージ」でしかありえないのである。

これを補強するように，「厳密に言えば，匂いは我々の頭の中にしか存在

しない」とギルバートは匂いについての意味論的側面を解説する。

厳密に言えば，匂いは我々の頭の中にしか存在しない。分子は空中に存

在するが，そのいくつかを我々は「匂い」としてただ記録するだけであ

る。匂いは知覚作用であり，世界に存在するものではない。フェニルエ

チルアルコールの分子は薔薇の匂いがするという事実は，我々の脳の作

用であって，その分子の特質ではない。森で燃える木は，もしそこに匂

いを嗅ぐ誰かがいなければ匂いはしない。（Gilbert 25）

要するに，匂い自体は確固たる具現性を有するものではないということで

ある。この本質的に不在であるものが，あたかも存在するかのようにテクス

トに組み込まれ，そうすることによって表象されたものは，実は二重に不在

のベールを掛けられたことになる。つまり，キャディという不在は，「木の

ような匂い」という不在によって表象されていることになるのである。その

ようなキャディを求め続けるという試みが成果を結ぶことは決して起こりえ

ず，しかもベンジーは，その時間感覚の欠如のためにその試みから永遠に逃

れることはできない。

また興味深いことに，ギルバートが上述のように説明する匂いの一面は極

めて記憶と似ているのである。エヴリン・エンダーは記憶について次のよう

に言及している。「我々の個人的記憶は第一人称という『文法的』前提と切

り離しがたく結びついており，それ故に本質的に主観的である。まさに他人

の夢を見ることができず，また他人の記憶を思い出すことができないのと同

じように」（14）。記憶も匂いも我々自身の頭の中だけに存在し，その他の

どこにもありえないものである。このような匂いを描くことは，つまり記憶

を描くことでもある。ということは，「木のような匂い」を描くことは，ま

さにキャディという記憶を描くことに他ならない。
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3．クウェンティンとスイカズラの匂い

キャディという記憶に，自らの命を絶つほどまでに拘泥したのはクウェン

ティンである。彼にとっては，過去が現在と分かちがたく結びついているが

ゆえに，その過去に捕らわれ，そこから抜け出せないでいる。フォークナー

の作品の多くに，アンリ・ベルグソンの影響が少なからずみられることは，

フォークナー自身が認めているようによく知られている。ベルグソンが時間

の概念について，「有機的統一体として溶け合う現在と過去」（Bergson

100）と述べているように，フォークナー作品に登場する人物たちの多くに

とって，過去とは現在から切り離され，寸断されたものではない。過去は常

に現在に流入し，そこには目に見える境目などはなく，不可分に浸透し合っ

ている。また，サルトルの有名なフォークナーの時間論には，「フォークナ

ーの登場人物に関して言えば，彼らは決して先を見ない。まるで走りゆく車

に乗った彼らは後方ばかりみているかのようだ」（230）と書かれている。

フォークナーが創り出す人物全てがそうだというわけではないが，たしかに

クウェンティンはサルトルの指摘がまさに適合する人物であるように考えら

れる。クウェンティンが見つめる「後方」にはキャディの姿があり，そこに

は，ベンジーが「木のような匂い」から感じ取るものに比べれば，さらに性

的な，欲望のオブセッションが凝縮したスイカズラの匂いが立ち込めてい

る。

自殺直前のクウェンティンは，ボストン郊外を歩き回っており，この最後

の彷徨に伴うのは，彼が“sister”と呼ぶ，偶然に出会ったイタリア人の少

女である。キャディとこの少女を重ね合わせる考察はこれまでに多数なされ

てきているほど，彼にとって，この少女がキャディの代替となっていること

は明らかである。この少女と共に歩くときのクウェンティンの語りには，官

能的なスイカズラの芳香が登場する。その香りは，彼の記憶の中にしか存在

しないにもかかわらず，あたかもその場に存在するかのように漂っている。

先述のように，「匂いは我々の頭の中にしか存在しない」ことを思い出せ

「キャディは木のような匂いがした」 １８７



ば，クウェンティンにとってこのスイカズラの匂いは実在することになるの

だろう。彼にとって，妹のキャディはスイカズラの香りと結びつき，その両

方の匂い／記憶が，“sister”と呼ぶイタリア人の少女と共にいることで鮮

明に浮かび上がってくる。

このイタリア人の少女に話しかけている最中，クウェンティンの意識は，

彼の女友達であるナタリーとの性的な戯れの記憶と交錯する。キャディに梯

子から突き落とされ怪我をしたナタリーを愛撫するこの戯れが，深い関係に

進展することはない。ところが，クウェンティンの意識には，「雨は激しく

なかったけれど僕たちは屋根の雨音しか聞こえなくてそれが僕の血なのかそ

れとも彼女の血なのか」（TSTF 134）と表現されているように，血が連結

される。妹のヴァージニティに誰よりも固執したクウェンティンにとって，

血はそのヴァージニティと分ち難く結びついたものである。ナタリーと戯れ

るこの場面においては，本来怪我をしたのはナタリーだけであるにもかかわ

らず，彼女の血とクウェンティンの血との区別はつかなくなっている。怪我

をしたナタリーと血という図式に，クウェンティンと彼自身の血という図式

がいつの間にか追加されている。つまり，ここでヴァージニティを喪失した

のは，他ならぬクウェンティン自身であるという記憶が捏造されていること

になる。そして「血は，クウェンティンが演じ損なった女性役にとって，象

徴として避けられねばならないものである」（47）とナサニエル・ミラーが

指摘するように，クウェンティンはその血を消し去ろうとする。そのために

ナタリーが去ったあと，彼は「ありったけの力で豚用の窪地の泥水に飛び込

み黄色い泥に腰まで浸かって臭く」（TSTF 136）なり，血の痕跡を消すの

である。これと同様の行為をクウェンティンは繰り返している。彼は自分の

ヴェストに付いた血の染みをガソリンで拭い去ろうとする。ジョエル・ウィ

リアムソンは，この行為が彼のヴァージニティを回復することであると指摘

している（398）。作り上げられた記憶，ヴァージニティの喪失は，忘れ難

いほどの強い匂いでもって置き換えなければならないのである。

「黄色い泥」でヴァージニティを回復したクウェンティンは，その泥をキ

ャディに擦り付ける。これに対して，キャディはクウェンティンにつかみか
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かり，彼は実際に出血し，再度ヴァージニティを失うことになると考えられ

る。キャディとクウェンティンの男女の役割はここで完全に逆転する。クウ

ェンティンはキャディに代わって，女性役さえも演じることになるのであ

る。ミラーは言う，「彼はたとえドンキホーテ的であっても，誇り高い男性

性の役割を演じようとしただけではなく，女性役が含意する破れた処女膜や

月経といったもの全てを伴って，妹のために構築した女性役も担おうとし

た」（47−48）。ヴァージニティを喪失したのはキャディではなく自分自身で

あり，さらにキャディは男性役であるため処女膜を失うこともないという記

憶を，クウェンティンは作り上げていることがわかる。スイカズラの匂いが

継起した性の記憶は，クウェンティンにおいて血と密接に関連し，彼がでっ

ち上げたヴァージニティの喪失を物語る。

そして，スイカズラの匂いは死へと繋がる。キャディがヴァージニティを

喪失し，ベンジーが抗議の声を上げるとき，クウェンティンは「灰色の闇の

中を走っていた 湿って暖かい空気が解き放つ雨とあらゆる花の匂いがし

た」（TSTF 149）と語られているように，ヴァージニティの喪失は花の香

りと連結する。その後，キャディと二人でスイカズラの匂いが立ち込める川

辺を歩きながら，クウェンティンは近くの窪地にある牛ナンシーの死体を思

い出す。クウェンティンがいくら記憶を捏造しようとも，キャディの処女喪

失という事実は消すことができず，それを受け入れられないクウェンティン

にとって，スイカズラの匂いは死と結びつくのである。「女性役の象徴的遂

行と認識された男性役の両者において，明らかに失敗したことは彼の自殺へ

と直接繋がるものである」（Miller 48）。それに同調するかのようにキャデ

ィも，「彼のためにわたしは死ぬのよ 彼のために私はもうすでに死んでい

るのよ こんなことがあるたびにわたしは彼のために何度も何度も死ぬの

よ」（TSTF 151）と述べ，性と死を同一視している。

スイカズラの香りに死が潜んでいることが示唆しているように，女性性の

象徴として扱われる花には必然的に死が包含されている。例えばクウェンテ

ィンと似た人物としてホレス・ベンボウがいる。「両者はプルーフロックの

ような知識人であり，絶望的に理想主義者であり，取り憑かれたようなナル
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シシズムであり，自分たちの妹に性的関心を持ち，そして過度に妹のヴァー

ジニティを案じ，さらに現実世界のやり方に対処することができない」（Polk

299）。さらに花の匂いに関する二人の考え方にも共通点を見出すことがで

きる。ホレスはリトル・ベルを抱きしめたときのことをこう述べている。

そして僕は殺された花の匂いを嗅いでいた。繊細な死んだ花と涙だ。そ

れから鏡の中に彼女の顔を見た。彼女の後ろと僕の後ろに鏡があって，

彼女は僕の後ろにある鏡に映る自分の顔を見ていた。彼女はもう一つの

鏡を忘れていて，その鏡の中に僕は彼女の顔を見ることができた。彼女

が僕の後頭部を全くの偽りの顔で眺めているのを。（SA 15）

自然を女性として捉えるホレスはリトル・ベルから花の匂いを嗅ぎ取ってい

る。このことはまさにクウェンティンがキャディとスイカズラの匂いを結び

つけることとオーバーラップする。ここで注意したい点は，ホレスが嗅ぐ花

は「殺され」ているのである。これは，リトル・ベルの不誠実な本質を表し

ている。リトル・ベル自身は鏡に映った自分の顔の虚像しか見ていないが，

ホレスは合わせ鏡によって彼女の実像を見ることができており，「全くの偽

りの顔」を持つ彼女の本性を見抜いている。また，「私は列車よりもひどい

場所で彼らを見つけてきたわよ」（SA 14）とリトル・ベル自身が男友達と

知り合う場所について漏らす台詞から推測できるように，彼女に貞淑さは感

じられない。性的に堕落した彼女に対して，「殺された花」の匂いがすると

ホレスは言及するのである。花はその役目である受粉を終えると，その後は

散り，萎縮し，腐敗していく。そこに伴う大地の肥沃さや不潔さは，ベンジ

ーがキャディの木の匂いに感じ取っていたものとまさに同様のものである。

表裏一体の関係にある性と死について，ジョルジュ・バタイユは次のよう

に述べている。

死は原則として，誕生が目的になっている働きと正反対の事態だ。しか

しこの対立は解消しうる。・・・生はいつも，生の解体がもたらす産物
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なのだ。生はまず死に依存している。というのも，死が生のために場所

を残すからである。次に生は死のあとの腐敗に依存している。なぜなら

腐敗は，新たな存在が絶えずこの世に生まれてくるのに必要な養分を循

環させるからだ。（87−88）

甘い匂いを放つ美しい花は女性を象徴するものであり，同時に，それ自身の

機能はあからさまに生殖行為のメタファーである。実を結ぶために花自身は

腐り落ち，肥沃で不潔な土地に還っていく。だから，男性役も女性役も両方

果たすことができなかったクウェンティンには，キャディを「永遠に守り，

今後永久に処女のままにしておく」（Appendix 208）最後の手段として，死

しか残されていないのである。

4．キャディとスイカズラの匂い

自ら命を絶つことは，クウェンティンにとっては甘受するものではない。

むしろ彼自らが望み続けてきたものといえるだろう。その理由は，匂い自体

が本質的に不在であるという点に見出すことができる。クウェンティンが語

るスイカズラの匂いは彼の記憶の中にしか存在せず，そのために，ベンジー

が嗅ぐ「木のような匂い」もクウェンティンの「スイカズラの匂い」も，同

様に存在基盤をもたないことになる。すると，この二つが表象するもの，つ

まりキャディという過去の記憶が，きわめて不確かなものになってしまうの

である。たとえ過去が途切れることなく現在に流れ込み，走り去る車から後

ろ向きに眺める景色のように後方へと過ぎ去っていくようなものだとして

も，それを「思い出すということはフィクションの創作に似ている」（Ender

110）のである。過去をありのままの形で思い出すことは難しい。認知心理

学者ウルリック・ネイサーもこれを認めている。

想起とはほぼ常に建設的なものだ。あるイベントをいかによく思い出そ

うとも，入手可能な情報があらゆるコンテクストを詳述してくれること
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はないだろう。このコンテクストがかつてはそのイベントに意味を与

え，イベント内の基本構成を作用させていたのである。もし挑戦したけ

れば，失われているものを再構成するために残余物の上に築き上げても

よい。どれだけ作り上げるのか，どれだけ省けばいいのかは思い出すタ

イミングの状況と意図に大いに依拠するのだ。（Neisser 78）

ネイサーが言及するように，思い出すということがフィクションと同等であ

るならば，クウェンティンに死をもたらすスイカズラの匂い，つまりキャデ

ィという記憶にも少なからず彼の創作が混在することになる。本来存在しな

いものを作り上げているのは，それを思い出す者，それを知覚する者自身な

のである。

ある作家が書いているように，「記憶とは，消え去った出来事を後ろ向き

に回復することだけではなく，思い出された瞬間からそれに対応する状況下

のあらゆる未来の瞬間に向けて前向きに送ることでもある」（Powers

209）。このように何かを思い出すという行為は，それが捏造に過ぎないも

のだとしても，その現在に何らかの影響を与えることになる。ベルグソンの

言葉を借りれば，常に現在と浸透し合う過去は，常に現在と未来に影響され

ながらも，同時に影響を及ぼしているのである。クウェンティンは過去に向

かってスイカズラの匂いという記憶を想起し，それに象徴されるものは多少

なりとも彼自身のバイアスがかかっていることになる。そして何らかの変容

を被った記憶は，今度は逆に，現在に向かってクウェンティンに呼びかけ

る。こうして，彼自身の裁量で築き上げた記憶が現在の彼の行動を規定し，

支配する。クウェンティンの自殺を導くキャディの記憶は，彼自身が想起し

たものに他ならず，それはあらかじめ知り得たものである。だから彼は，

「とりわけ死を，死だけを愛し，死を故意の，そしてほとんど倒錯的な予感

として愛しながら生き」（Appendix 208）るしかなかったのである。
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