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Ⅰ. はじめに
英国のカズオ・イシグロ（1954～）は世界的に名誉ある賞のひとつのブッカー賞を『日の
名残り』
（The Remains of the Day, 1989）で受賞し、現代の文壇を語るうえで無視できない作
家の一人なのは明らかだ。イシグロの『わたしを離さないで』
（Never Let Me Go, 2005）は
1996年に英国で誕生したクローン羊・ドリーの風刺や、臓器移植問題などが読み解ける作品
である。このテクストで描かれているのは、クローンとして誰かによって創り出され、決め
られた人生をただ受身に生きながらも、各々のそれを全うする登場人物たち－キャシー
（Kathy）
、トミー（Tommy）
、ルース（Ruth）－の姿である。その描写を主人公のキャシ
ーの視点から過去を振り返る形で語られている。彼女たちはクローンとして生まれ、共同施
設で生活をし、そこを出ると自分たちと同じ臓器提供する仲間の世話をする「介護人」
（carer）になり、最終的に「提供者」
（donor）となって臓器を「提供」
（donation）するこ
とで自分達の使命を「完了」
（complete）していく。悲運な運命に逆らわず、まるで臓器と
いうモノのように扱われた彼女たちに読者は感傷的になるだろう。
『わたしを離さないで』では、クローンは臓器を提供するために創り出されていることに
なっている。本来クローンとは、その元になる「オリジナル」が存在し、その身体の構造や
細胞を真似て作られたものであり、
「オリジナル」の「コピー」である。我々は何も言われ
なければ「オリジナル」と「コピー」を見分けることは容易ではないが、
「オリジナル」が
ひとつしか存在しないのに対し、
「コピー」は際限なく作ることができる。我々はどうして
も「ひとつ」しかないオリジナルに重きを置いてしまう。
しかしながら、
「コピー」と「オリジナル」の価値観を根本から揺るがす意味が「コピー」
という語にある。copyの語の意味を辿っていくと、当たり前に考えていたことが覆される
からだ。
「コピー」と聞いてまず初めに頭に浮かぶ意味は、
「写し」や「模倣」でないだろう
か。 だ が こ の 語 の 意 味 を 探 っ て い く と 興 味 深 い 事 実 に 直 面 す る。The Oxford English
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Dictionaryによればcopyには次のような意味が記されている。
“8.a The original writing
work of art, etc. from which a copy is made.”このことから「コピー」にはその元になる
１

「オリジナル」の意味が含まれていることが明らかである。このことを考慮してもう一度「コ
ピー」と「オリジナル」の関係に戻るのなら、そこには「優越」という関係ではなく、
「対
等」な関係が築かれなければならないはずだ。
このような事実があるにもかかわらず、臓器提供者としてしか扱われていないコピーは、
何の権利も主張できず、そして抵抗もしないまま与えられた使命を終えていく。直接登場し
ないオリジナル（作中では「ポシブル」
（possible）として登場する）にコピーは敵わない。
そもそも臓器提供を受ける人間は、提供を受けなければならないほど生命存続の危険にある
わけで、身体が健康に保たれていないとも解釈できる。そのような緊急事態を対処するため
にコピーは健康面に気を配られ、丁重に育てられていることになる。元になる人間と外見か
ら見てほとんど違いがないだけでなく、身体的価値が逆転し、さらに「オリジナル」の意味
も含んでいる「コピー」を、
「オリジナル」の人間と同じように扱わないのならば、
「コピー」
の生きる権利が奪われてしまったことになるのではないか。本稿は「オリジナル」が「コピ
ー」を超越するものと見られ「コピー」の悲運に重きが置かれている中、その構図を改めて
考察することにより、脱構築された「コピー」が持つ権利を提示する試みである。
Ⅱ．ヘールシャムに蔓延するイデオロギー
「偽者歓迎」を意味するヘールシャム（Hailsham）という学校施設で、クローンたちは一
定の期間を過ごす。ここを管理する人物たちは保護官（guardian）と呼ばれ、いわゆる教師
の役割を果たしている。保護官は生徒達にとって絶対的な存在であり、誰一人として逆らお
うとしない。だからと言って保護官は自分たちの権力を振りかざして生徒を支配下に置くと
いう威圧的な力はほとんど感じさせていない。しかしながら、思春期近くの子供が反抗せず
に従っている姿は行儀の良い子供ではなく、主体性を欠いた子供のようである。保護官たち
が生徒を自分の目的に従順させる手段というのは、クローンたちに臓器提供をして使命を終
えることを教え込んでいくヘールシャム特有の「教育」というイデオロギーに他ならない。
これが巧妙に機能しているので、保護官はクローンたちを容易に管理できるわけだ。
ヘールシャムという施設は他の施設に比べても特別な施設だったようである。その特別さ
交

換

会

を引き立たせる代表的な行事にExchangeがある。この「交換会」とは、生徒各々が作った
作品を展示し、お互いの作品のよさを認め合う行事だ。そして出展した作品の出来に応じて
保護官が「交換切符」
（Token）という名の銀貨を与え、これは交換会での仲間の作品や、
「販売会」（Sale）と呼ばれる外部の物を買うときの通貨として使うことができる。展示会の
作品をより洗練されたものにしていくために、読書や討論の授業が組まれている。３ヶ月も
の作品製作期間が与えられており、文化面の充実が他の施設にはないヘールシャム独自のシ
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ステムであり、クローン達に対して教養を高めていく体制が取られている。このような特別
さゆえに、ヘールシャム出身者たちは他の施設の提供者から見れば興味の対象であり、言う
なれば特権階級に属する提供者なのだ。
もちろん文化面に力を注ぐヘールシャムの教育方針に適応できない生徒もいる。その典型
的な生徒がトミーだ。絵を描くことが苦手なトミーは、美術の授業を怠っているうえに癇癪
持ちで感情的になりやすく、頭に血が上ると感情に歯止めが効かなくなって周囲に迷惑をか
けてばかりいた。一旦癇癪を起こすと保護官であっても中々止めに入れないほどだった。と
ころが、そのトミーの癇癪が突然起こらなくなり、暴れださなくなった。このことを不思議
に思ったキャシーが原因を問いただすと、トミーは保護官のミス・ルーシー（Miss Lucy）
とのやり取りがあったことを話し始める。授業後部屋に来るよう言われたトミーは説教を聴
かされるものと思っていたが、予想に反したので面食らってしまう。そのときのやり取りを
次のようにトミーは語る。
“Well... The thing is, it might sound strange. It did to me at
first. What she said was that if I didn’t want to be creative, if I really didn’t feel like it,
that was perfectly all right. Nothing wrong with it, she said.”
（23）ここヘールシャムでは
2

「創造的であること」が推奨されていて、その一環事業が芸術面の活性化だった。だからミ
ス・ルーシーがトミーに「絵を描かなくていい」と言ったことに対してキャシーは耳を疑っ
てしまうのも無理はない。他の保護官はそのようなことを生徒に言わないからである。
トミーが「創造的にならなくてよい」と言われたとき、ミス・ルーシーは怒りで震えてい
た。トミーには怒りの根源を推し量ることはできなかったが、これは次の感情を示唆してい
るように見える。すなわち、
「ヘールシャムの生徒は臓器提供が終わってしまえば存在価値
がなくなるクローンである。決められた未来しかないクローンに対して、創造性や芸術性を
求める方が酷であり、絵が上手かろうがそうでなかろうがどうでもいいではないか」という
感情である。ミス・ルーシーは一見するとこのような感情を抱いていたように見える。さら
に、トミー自身も自分の絵の下手さは自分ではどうすることもできないものに起因している
ことがわかっているようだった。次の引用はミス・ルーシーから絵が下手なことを非難され
ず、認めてもらったときのトミーの台詞である。
“Okay, I hadn’t handled it well. But deep
down, it wasn’t my fault.”
（28-9）たしかにトミーは絵が上手くなる努力を他の生徒より怠
っていたのは事実だ。しかし絵が下手なことは元々自分の意志で解決できる問題ではなかっ
たのではないか。努力したからといって報われるわけでもなく、もっと理不尽なことが原因
だとわかっていたのではないか。トミーの台詞は「オリジナル」の方が絵が下手なのであっ
て自分が悪いのではない、と解釈することもできる。トミーとミス・ルーシーの絵を描くこ
とへの態度は、前者は能力が、後者は未来が「自分の力でどうこうできる問題ではなく、既
に決まっている事実なのだから仕方がない」という点で同じように見えるかもしれない。だ
が実際ミス・ルーシーの態度は、運命決定論とは全く次元の異なるものだった。このことに
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関しては次節で詳しく述べていく。
交換会についはもう少し補足しなければならない。ここに出された作品の中から出来の良
い作品を「展示会」
（gallery）という施設外の展覧会に出展していたようだった。その作品
の選出に加担していた人物がマダム（Madame）と呼ばれる外の世界からヘールシャムにや
って来る謎の女性である。どういった素性の人物なのか一切明かされていないため生徒たち
の間でもマダムのことは話題になっており、色々な憶測が飛び交っていた。その中でもマダ
ムがヘールシャムの生徒を恐れているというルースの説は新しいもので、生徒たちの興味を
惹きつける。ある日キャシーたちはこのことを確かめるためにマダムの前を通り過ぎるとい
う実験を試みる:
As she came to a halt, I glanced quickly at her face－as did the others, I’m sure. And
I can still see it now, the shudder she seemed to be suppressing, the real dread that
one of us would accidentally brush against her. And though we just kept on walking,
we all felt it; it was like we’d walked from the sun right into chilly shade. Ruth had
been right: Madame was afraid of us. But she was afraid of us in the same way
someone might be afraid of spiders. We hadn’t been ready for that. It had never
occurred to us to wonder how we would feel, being seen like that, being the spiders.
（35）
マダムは蜘蛛を嫌いな人が蜘蛛を恐れるようにキャシーたちを恐れていた。ヘールシャムの
外部の人間から見たら、そこにいる生徒は異質な存在なことがわかると同時に、彼らを人間
と見ていないことがわかるだろう。自分たちを蜘蛛のように見ている人間に最も価値ある作
品を奪われてしまうのだから、せっかく展示会に出展できたからといって必ずしも喜ばしい
こととは限らない。さらに持ち帰られた優秀な作品の行方は知らされていないし、在学中に
展示会そのものの実態は解明されない。理由も明らかにされないままお気に入りの作品を奪
われ、手元に戻ってこないことは心外だったはずだが、展示会に作品が選ばれるのは名誉な
ことと教えられていた。どういった「名誉」なのかは在学中にはわからず、その真実が明ら
かになるのは任務完了間近である。
なぜキャシーたちクローンはヘールシャムにいた時に物事の真意を完全に理解できないの
か。ヘールシャムの生徒は、交換会や展示会の意味だけでなく、自分たちがクローンで、行
く行くは臓器提供をして死んでいくことをはっきりと理解できていない。保護官という教育
係がいるはずなのに。どうしてこのような事態が生じてしまうのかといえば、そもそもの原
因が教育する保護官たちにあるからだ。トミーはミス・ルーシーと絵画への取り組みについ
て２人で話をしていた時に、彼女から混乱させる言葉を投げかけられる。
“Something else
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she said I can’t quite figure out. I was going to ask you about it. She said we weren’t
being taught enough, something like that.”
（29）へールシャムにいる子供たちは保護官か
ら教育を受けているが、それは教える側のミス・ルーシーから見たら「教えられているよう
で教わっていない」というのである。保護官は教育という職務をこなしているように生徒に
は映るが、実際は「教えていない」のだ。この矛盾した教育方針こそ、ヘールシャムのイデ
オロギー装置なのである。
しかしながら、保護官が直接教えないけれども生徒たちは臓器提供のために創り出された
クローンという事実を知っていく：
Thinking back now, I can see we were just at that age when we knew a few things
about ourselves－about who we were, how we were different from our guardians,
from the people outside－but hadn’t yet understood what any of it meant. I’m sure
somewhere in your childhood, you too had an experience like ours that day; similar if
not in the actual details, then inside, in the feelings. Because it doesn’t really matter
how well your guardians try to prepare you: all the talks, videos, discussions
warnings, none of that can really bring it home....（36）
自分たちが何者かは子供なら知りたい欲求が出るだろう。それは自然なことだが、知りたい
と望んだときに理解できるかは別問題だ。保護官たちは巧みに「理解できるか、できないか
微妙な時期」を狙ったわけである。マダムに実験を試みたのはキャシーたちが８歳の時だ。
この年齢で、自分達が何者かを説いてもわかる子供などいないし、そのような問いを抱かな
いのが一般的である。クローンが完全に理解する年齢になるよりも前に故意に教えることに
よって「どこかで聞いたことがある」という曖昧な知識がクローンに植えつけられ、何年か
経った後で本当の意味がわかようになっているのだ。曖昧な情報が先行することで自分たち
の待ち受けている将来を知ったときの衝撃を少なくし、クローンたちが運命を知って落胆し
たり、混乱する状況を回避して管理しやすくするのである。
「教えられているようで教わっていない」というイデオロギー装置はうまく動き、ヘール
シャムを統括していたが、ここで一つ疑問が生じる。生徒達は「教えられていない」のだか
ら本来教えることが仕事のはずの保護官達は職務を怠っているのではないか、という疑問で
ある。
Ⅲ．クローンの捉え方と人権
教師は教えることが仕事である以上、生徒を教育しなければならない。これは保護官にも
当てはまり、教育係ならクローンを教育しなければならない。しかしながら、この事実がヘ

― 257 ―

ールシャムで常識として認識されているかと言えばそうではない。なぜなら「教えられてい
るようで教えられていない」というイデオロギーによってヘールシャムは管理されているの
だから、結局生徒たちは「教わっていない」からだ。交換会からもわかるように、美術面を
強化して教えていたので保護官が職務を完全に怠っていたことにはならない。ただ「自分達
がクローン」という事実をはっきりと教えていなかっただけなのだ。ここではクローンにつ
いての各々の見方を考察していきたいと思う。
ⅰ．クローンに関する一般論
はじめに、世間はクローンをどういう目で見ていたのかを論じたい。クローンが生み出さ
れるようになった頃、クローンは医学的な技術を提供するためだけに存在し、
「試験管の中
にある影のような対象」
（shadowy objects in test tubes）
、すなわちオリジナルの影に潜む
存在だった。自分の家族、恋人、友人が不治の病から治る術があるのなら、それに頼らない
人間はいないし、クローンのことを気にかけるほどの余裕などあるはずがない。それがいざ
クローンのことを考える時間ができると、クローンの恩恵に預かっていた人々はクローンを
自分達とは異なっていて、
「人間」ではないと思い込み、無視してきた。そうしなければ臓
器提供へと踏み込めないからである。そこを見逃さなかったのがヘールシャムをはじめとす
る施設である。
クローンを普通の人間と見なすことに抵抗がある世間に対してヘールシャムは異議を唱え
てきた。「気味の悪い対象」としてではなく、
「人間」と見られるようにクローンを教育して
いくのがヘールシャムのマニフェストであり、進歩的な施設だったと言える点で、セールス
ポイントだったのだろう。設立当初、ヘールシャムは比類稀な施設だったが、ヘールシャム
よりも技術面で上を行く施設が創られ始める。普通のクローンを生産していくはずが、人間
よりも優れた能力を持つクローンを産もうとする施設ができ始めるのだ。しかし、世間は自
分たちよりも優秀なクローンを求めていない。仮にそのようなクローンで溢れてしまったの
ならば、本来クローンを支配するはずの人間が、クローンに支配されるという恐ろしい事態
になってしまう。このような危惧がヘールシャム閉鎖へと拍車を掛ける。世間が求めている
のは実用性で、知性など気になどしていない。
このように世間はクローンに対して少なからず恐怖を抱いていたのは明白だ。そしてこの
恐怖は人間と同じように扱おうとするヘールシャムの保護官さえも教育するときに持ってい
たことは否定できない。
ⅱ．偽善的人権尊重
ミス・エミリー（Miss Emily）はヘールシャムの主任保護官だった。近寄りがたい雰囲
気を醸し出してはいるので生徒たちは敬意を払い、彼女がいることでヘールシャムが成り立
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っていることを認識していた。彼女は臓器提供を終えれば使命完了のクローンたちに十分す
ぎるほどの教育を受けさせ、芸術の才能を養い、教養をつけさせることを目的としていた。
つまり、学校に通う「外の世界で暮らす人間」
（normals）と同じような生活、あるいはそ
れ以上の教育をクローンという「コピー」にもヘールシャムで送れるように施してきた。こ
の観点から見れば、
「コピー」にも「オリジナル」と同じように生活する権利が与えられて
いるかのように見える。また、決められた運命が待っていながらも、それまでの期間をクロ
ーンたちが有意義に過ごせるよう、人道的な配慮をしていたことも伺える。このような点が
他の施設との差別化を図るヘールシャムの試みだった。しかしこれらの恩恵を与えるには
「生徒達に嘘をつく」という犠牲を伴わなければならなかった。
愛し合っているカップルは提供に猶予が与えられるという噂の真意を問うためにマダムの
家をトミーとキャシーが訪ねることになる。２人は愛し合っていることを証明するには絵が
必要と考え、展示会に出展したことのないトミーは自分の作品を持参し、お互いが愛し合っ
ていることをマダムに伝えようと試みる。僅かな希望を持って来た２人は、提供の猶予はな
いことと、交換会の目的、そしてマダムが出来のいい作品だけを持ち帰る理由がそこに偶然
居合わせたミス・エミリーから教えられるのだった。
“We took away your art because we
thought it would reveal your souls. Or to put it more finely, we did it to prove you had souls
at all”（255）芸術作品を持ち去ったのは、作り手の内部を曝け出し、魂があることを証明
するためであり、この目的のために芸術作品制作をヘールシャムでは推し進めていたのだっ
た。そしてこの背後にある真の重要性とは、クローンでさえも魂があること、文化的な環境
で育てれば普通に人間のように感受性が豊かで、理知的に育つことを世間に証明してみせた
かったのだ。だから創造性を重んじたわけである。この事実を聴いたキャシーは腑に落ちな
いので、
“Why did you have to prove a thing like that, Miss Emily? Did someone think
we didn’t have souls?”
（255）と訊く。キャシーは自分達に魂があるのが当然と思っている
のだからこう尋ねた。これは当の本人からしてみれば自明の事実だが、世間にとってはそう
ではなかった。皮肉なことに、キャシーがこう尋ねたことによってミス・エミリーの目的が
達成できことを証明してしまったたわけである。キャシーとトミーはミス・エミリーの目の
前で教育成果の体現者になった。
しかしながら、悦に入っているのはミス・エミリーだけで、最後の最後で真実を知った２
人は当然納得のいくはずがない。あくまで善意で手厚く扱ってきたと主張するミス・エミリ
ーは、自らの教えを次のように述べ、あたかもヘールシャムにいた頃のように２人を諭す。
“You see, we were able to give you something, something which even now no one will
ever take from you, and we were able to do that principally by sheltering you. Hailsham
would not have been Hailsham if we hadn’t. Very well, sometimes that meant we kept
things from you, lied to you. Yes, in many ways we fooled you.（262-3）善意から生まれた
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行為が嘘をつくことになり、その結果キャシーたちを失望させてしまったわけである。
良かれと思ってした行為が必ずしも成就するわけではない。
『日の名残り』の執事スティ
ーブンスもその典型であろう。自分が仕える屋敷の主人、ダーリントン卿の行動を疑わず、
ただ言われるままに仕え、この信念を曲げようとしない。それが「執事」としての仕事だと
考えていたからである。ところが、自分が善意からした行為が良いほうに利用されるのでは
なく、悪用されていたらどうだろう。自分が心から敬意を払っていた人物は実は世間で悪と
考えられている事業に加担していたとしたら、その人物に対して行った善意は評価されるの
だろうか。善意と見なされるのか。見方が変われば善意は本来持つ意味を失い、皮肉なこと
に相反する意味を有してしまう。
ミス・エミリーが善意から行った教育は、生徒にクローンという事実だけでなく、クロー
ンにも芸術的才能を兼ね備えていることを証明する企みも隠して美術に打ち込ませるものだ
った。ミス・エミリーは自らの善意に従って生徒のことを考えた結果、嘘をつくことも悪い
ことでないという結論に至った。これは生徒側から見れば裏切られた行為に過ぎないが、イ
シグロはミス・エミリーの騙す行為は教育上必要だと考えられている 。クローンを人間の
３

子供のように教育しながらも、その背後にはヘールシャムの独自性を示したい欲望が見え隠
れしているのだ。
ⅲ．急進的人権尊重
ミス・エミリーとは対極にあったミス・ルーシーはどのような教育観を持っていたのだろ
うか。先に述べた「教えられているようで教わっていない」はミス・ルーシーの言った言葉
であり、彼女はこのような体制がヘールシャムを支配していたことに気がついた唯一の保護
官だろう。疑問を感じながらヘールシャムで保護官を勤めていたわけだが、結局はミス・エ
ミリーに辞めさせられてしまう。そんな彼女ではあるが、ミス・エミリーと共通する価値観
を持っていた。ミス・ルーシーもミス・エミリー同様クローンを「人間」として見ようとし
たのだ。違いは「人間」という存在の定義をいかにするかということにあった。次の引用を
見てみよう：
‘....If you’re going to have decent lives, then you’ve got to know and know properly.
None of you will go to America, none of you will be film stars....Your lives are set out
for you. You’ll become adults, then before you’re old, before you’re even middle-aged,
you’ll start to donate your vital organs. That’s what each of you was created to do....
If you’re to have decent lives, you have to know who you are and what lies ahead of
you, every one of you.’
（79-80）
（強調は引用者による）
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ある時、生徒達が将来の夢を語っているのをミス・ルーシーは耳にする。将来のことを話
し合うのはありふれた光景であり、全く異常なことではないし、咎められる行為ではない。
しかしこの光景にミス・ルーシーは納得がいかなかった。どうしてなのか。クローンには将
来が決められているから夢を持っても無意味だからだ。
包み隠さず真実を述べるべきか、あるいは核心には直接触れず、オブラートに包んで教え
るかは教育する側に課せられた苦渋の選択だろう。
「自分達の運命は決められていて、提供
をして死んでいく。だから夢を描いても無駄だ」と言われる場面を思い浮かべてほしい。生
徒達はどのような反応をするだろうか。たしかに精神面が強ければ本当のことを告知されて
も耐えられるかもしれない。しかし、それが十分に発達していなければ生徒の受けるダメー
ジは測り知れないだろう。おそらく大半の生徒はひどく落胆するだろうし、最悪の事態も招
きかねない。生きる目的を失ってしまう。
「ひとりの人間」としてクローンを見たとき、真
実を伝えるのは保護官の当然の義務だ。しかしながら、それをどう伝えるかはまた次元の違
う話になる。余命僅かで真実を知ったトミーは“I think Miss Lucy was right. Not Miss
Emily.”（268）と述べ、ミス・エミリーではなくミス・ルーシーの教育観に賛同を示す。イ
シグロはミス・エミリーとミス・ルーシーの教育観に関して、インタヴューで“I’m not
fully on Miss Emily’s side or Miss Lucy’
s side.”と述べていたのは興味深い 。嘘を付いて
4

真の愛情を伝えることはできないが、だからといって真実を包み隠さず述べたら子供の教育
を妨げる原因になってしまう。
前ページの引用でイタリック体で示したdecentという言葉に着目してみたい。この語が象
徴しているように、ミス・ルーシーにとって自分が何者であるかを知っている人間こそ恥ず
かしくない人間であり、彼女が理想とする人間像なのだ。この理念に従えば、クローンでは
あること知らせないで隠してきたミス・エミリーの教えとは正反対であり、このような状況
下でクローンは立派な人間にはならない。しかし、仮に何者であるかを提言していたら、心
的ダメージは計り知れないし、現実から逃亡する可能性も否定できない。ミス・ルーシーは
4

4

4

4

4

4

4

4

4

このような危険性を考えるよりも、残酷な運命や役割が決まっていてさえも、decentな生き
方ができるとミス・ルーシーは考えているように思えてならない。そしてこの決められた運
命を生きる、というテーマはイシグロの関心事であった 。このことを考慮すれば、クロー
5

ンたちは生きる権利を主張しないのは仕方がないことであり、最初からその権利はないに等
しかったのだ。
Ⅳ．コピーに与えられた権利
これまで見てきたように、ミス・ルーシーの過激な人権尊重よりも、結局ミス・エミリー
の善意に見せかけた偽善的な人権尊重がヘールシャムでは優位に立っていた。たしかに善意
と聞けば聞こえはいいかもしれないが、その善意の背後には、クローンにも精神や魂がある
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ように教育するヘールシャムと、他の施設との差別化を図る企みがあったのだ。すなわち、
クローンとは「人間」として扱われながらも、ヘールシャム運営者側の目的を叶えるための
「道具」や「手段」にしか過ぎなかったと考えられる。
このようなことの結果、
「クローンは人間ではなく、モノである」という考え方が出てし
まうのは当然のことではないだろうか。外見は人間そっくりで、人間と同じ様にクローンは
各々の機能を司る臓器から成り立っているのだから人間との同一化は容易のはずだ。人とク
ローンの異なる点は、人は臓器が交換可能だがクローンはそれができない。つまり「臓器を
交換ができるかできないか」が人とクローンを区別する基準であり、差異が生じる原因と言
ってよいだろう。
臓器が自分の一部なら、それを人に提供していくことは「わたし」という個が臓器を必要
とする人間に譲渡されていくことになる。交換とはこのようなことを指す。つまり身体は一
個人の「わたし」を離れ、患者や、技術を求めて駆け巡り、やがて臓器を与えられる人の一
部になって最終的にはその人物の所有物となる。このように臓器提供者のキャシーたちは必
然的に臓器という所有物を失っていくことになる。つまり、自由に生きる権利だけでなく、
クローンは所有権もないことになる。
しかし、既にクローンたちが所有物を手に入れる手段には交換会があること述べたので、
モノを所有することはできている。クローンの創った作品の評価が交換切符へとexchange
され、その交換切符はさらに他の生徒の作品とexchangeされていった。このようにヘール
シャムでは“exchange”という行為が、臓器提供が始まるずっと以前からクローンの極め
て身近にあったことがわかる。自分の所有物を手に入れるために、交換会に出展する作品を
創らなくてはならないが、芸術作品は作り手の魂を明らかにするものなので、これらには「わ
たし」の一部が込められていることになる。すなわち、交換会においても臓器と同様に、そ
れぞれの「わたし」が販売会という一つの市場に出回って交換されていることになるだろう。
証

拠

そして保護官は作品の評価をTokenと言う名の交換切符で示していた。これは「銀貨」とし
て使われるので、交換切符の数字は作品の価値が付けられると同時に「わたし」という存
在・証拠に値段が付けられることにもなる。臓器と違う点は、形は変わるけれども自分の手
元に他者の芸術作品というモノが残り、交換が成立することだ。個の魂の表象として創り出
された「わたし」が交換可能な一方で、文字通り初めから個人の一部として身体の中に既に
あった臓器という「わたし」が交換できないことは興味深い点である。
ヘールシャムにいた時、各々は「宝箱」
（collection box）を持っていて、その中に販売会
で手に入れたお気に入りの品々や交換し合った作品を保管していた。ところがヘールシャム
を出てしまうと、ヘールシャム以外の施設出身者がそのようなものを持っていなかったので、
持っているように保護官から言われたにも関わらずルースはそれらを手放してしまう。キャ
シーもおそらく宝箱を捨ててしまったのだろう。
「わたし」を売ってせっかく手に入れたも
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のでさえも手放してしまうのだ。
しかしながら、キャシーはノーフォーク（Norfolk）で失くしたカセットテープを見つけ
る。ノーフォークは英国の東端に位置していることから、
「忘れられた場所」
（lost corner）
と呼ばれていた。実はロストコーナーと呼ばれている場所がヘールシャムにも存在していて、
そこは落し物や忘れ物が保管されていた。生徒達はノーフォークがロストコーナーと呼ばれ
ているのもヘールシャムと同じ様に使われていて、国中の遺失物が集まる場所と思っていた。
この「失くしたものが集まる場所」でキャシーはカセットを見つけるわけだが、もちろんこ
れは失った「本物」のカセットテープであるはずがなく、大量生産されたコピーのひとつに
しか過ぎない。しかしキャシーにとってはそうはならない。なぜならトミーの好意が込めら
れているからだ。
“I pulled it［cassette tape］out and held it in both hands. Then suddenly
I felt a huge pleasure－and something else, something more complicated that threatened
to make me burst into tears.（170）たしかにオリジナルを元に大量生産された複製はどれ
も均等で、同じように見える。しかし、厳密に見ると、それを受け取った人の手垢が付いた
り、何らかの衝撃で節々が汚れたり傷つくことによって微量な違いが生じ、複製が完全に同
じものになるとは限らない。これは外見的特徴だけの問題ではない。結果的にはキャシー自
身が見つけることになるが、カセットを探しにいくことを提案したのはトミーだ。
「失った
カセット」を手にしたわけではないのに、キャシーが手にした大量生産されたうちの一個の
カセットに「トミーの好意で手に入った」という特別な意味が付け加えられ、どれも同じに
見えるはずのカセットがそうでなくなる。
大量生産されているクローンにも同じことを言うことができる。臓器提供を目的に創られ
たコピーもそれぞれが同じではない。なぜなら臓器としての交換不可能な「わたし」を持っ
ていても、クローンが描いた絵や詩などの芸術作品に価値を付けられたクローンの魂の「わ
たし」は、高い値段もあれ、低い値段もあれ、一様でないからである。すなわち、独特さ
（uniqueness）という本来コピーには必要のない要素が加わり、交換可能な「わたし」を持
つコピーに生まれ変わることができる。ヴァルター・ベンヤミンはその著書「複製技術時代
の芸術作品」の中でこう述べる。「技術による複製はオリジナルにたいして、手製の複製よ
りも明らかに自立性をもっている」と 。すなわち、コピーはオリジナルがあるから存在す
6

るのではなく、コピーはオリジナルから独立し、切り離された存在になるのではないか。そ
れに「独特さ」が付与され、この「独特さ」を持つことがコピーに許された権利ではないだ
ろうか。
Ⅴ．むすび
コピーであるクローンは本来オリジナルの影に潜むはずの存在だったが、想定されていな
い個別の何かを持つことでオリジナルの複製ではなく、独立した存在になることができたと
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言えるだろう。その点はクローン達が製作した芸術作品や、それらに与えられた保護官によ
る評価に明らかに示されている。
キャシー、ルース、トミーのクローンたちは能動的かつ積極的な行動はないものの、それ
ぞれ避けられない運命に対峙した。存在が消し去られるときをただ待つだけだったが、その
過程の中でも個性が備わった「わたし」を得ることは可能であったはずだ。タイトルの『わ
たしを離さないで』に「わたし」という語が示唆しているように、
「わたし」には「クロー
ンの持つ個性」という意味が込められている。予め決定された人生であっても、個として生
きられることを示したクローン達は、各々の臓器を提供してcompleteするのではなく、コ
ピーにも「わたし」という個性があることを示すことで、各々の人生をcompleteしたと言
える。
註：
１

The Oxford English Dictionary. 2 ed. CD-ROM. Oxford: Oxford UP, 2009.

２

Never Let Me Goの引用はNever Let Me Go. London: Faber and Faber, 2005.に拠り、該当ページは
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と 述 べ て い る。Brian, Understanding Kazuo Ishiguro.（Columbia: University of South Carolina
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4
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Deconstructing COPY: A Right Given to Copy in
Never Let Me go
MACHIDA, Naoko
The purpose of this paper is to deconstruct the word of the copy in Kazuo Ishiguro’s
Never Let Me go, which represents not only the organ transplant problems but also cloned
human beings that are determined to become victims of their masters, to examine a given
right for copy to live as an independent being or existence from the original. This paper
is organized in the following manner. First, I will show how clones learn to be conscious
of what they are, paying attention to“educational ideology”which allows guardians like
teacher to control effectively the place of“Hailsham”where clones spend their youth. In
the second part, I will introduce the educational philosophy of Hailsham which could be
divided in two types. One is hypocritical. The other is radical. The final point suggests
that a clone’s body has become simply a tool like a commodity. I would focus on the word
“exchange”and announce what is left behind clones’minds when they have completed
to give their bodies for people who need organs transplantation.
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