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        　英国の小説家イアン・マキューアン（Ian McEwan, 1948 ― ）が2012年に発表
した『甘美なる作戦』（ Sweet Tooth ）は，諜報活動に従事する若き女性主人公と
その恋人の小説家の恋の行方を描いている 1 。冷戦時代の東西対立を背景にし
たスパイ小説でもあり，秘密，嘘，裏切りをめぐって物語は進む。本論では，
欺瞞のモチーフが作品をつうじて繰り返し現れ，登場人物同士の関係やプロッ
ト展開にとどまらず，作品全体で鍵概念として作用している様子を考察する。 

 　主人公セリーナ・フルーム（Serena Frome）は，1972に年ケンブリッジ大学
を卒業後，英国情報局保安部（MI5）に職を得る。ほどなくして彼女は「スウィー
ト・トゥース作戦」と呼ばれる工作に従事することになる。「スウィート・トゥー
ス作戦」は，文化面での共産主義の影響力低下を目的としており，そのために
役立つ作品を制作してくれそうな芸術家や作家に密かに資金を提供するという
企みであった。資金は，その出所が諜報機関であることが隠され，卓越した才
能を持つ者への無害な贈り物の体を装って渡される。セリーナは，この作戦の
一環として正体を偽って若き小説家トム・ヘイリー（Thomas Haley）に近づき，
金を受け取らせることに成功する。しかし，ヘイリーを愛するようになったセ
リーナは，諜報工作と愛情の板挟みになってしまう。やがて二人の関係は，セ
リーナがスパイであることも含めてマスメディアの知るところとなり，破局に
至る。そして物語は意外な結末を迎える。ヘイリーはじつは途中からセリーナ
の正体を知っており，騙されている振りをしながら彼女を騙していたのだ。ヘ
イリーは密かにセリーナを観察し，彼女のことを調べ上げ，彼女のすべてを盛
り込んだ小説を執筆していた。セリーナを主人公とするこの小説の執筆は，も
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ともと彼女への復讐として始まったが，結果的には彼女への愛を確認する作業
となる。ヘイリーは出来上がった小説の原稿をセリーナに託し，彼女にあらた
めて求愛する。そして小説の最後に，『甘美なる作戦』の読者は自分が読んで
いたのがヘイリーの執筆した小説であったことを知る。 

 　物語は登場人物たちが，互いに嘘をつき，なりすまし，騙し合うことで展開
する。以前にマキューアンは，『イノセント』（ The Innocent , 1990）において冷戦
下の諜報戦を男女関係のメタファーとして用いたが，『甘美なる作戦』ではよ
り直接的に，諜報戦と男女関係が相克するプロットが展開される。セリーナは
みずからの愛情が諜報戦の偽りによって汚染されていることに深く苦しみつ
つ，最後には幸福を手に入れる。その過程で偽りの持つ意味は変化していき，
騙すことを目的としたなりすましは，相手への強い共感を生み出す契機となる。
また，嘘と欺瞞をもっぱらとする諜報活動は，虚構と想像力とからなる文学と
そもそも近しい関係にある。諜報活動の偽りは，文学的虚構へと昇華され，物
語は文学的想像力を讃えて終わる。 

 　『甘美なる作戦』は，登場人物間の騙し合いを描くだけではなく，読者をも
欺く作品だ。「なりすまし」はこの小説の形式と構成を特徴づける言葉でもある。
『甘美なる作戦』は，セリーナを焦点とした一人称の語りによって物語世界内
の現実を描く小説のふりをしながら，実際には登場人物の一人であるヘイリー
が創造した虚構世界であり，セリーナはヘイリーが創造した虚構世界の住人に
過ぎなかった。『甘美なる作戦』は，主要登場人物に小説家を配し，小説の創
作をめぐって物語を展開させることで，虚構の入れ子構造を現出させるメタ
フィクションである。メタフィクションは，みずからが人工的な言語策略であ
ることにあえて言及することで，虚実の境目を曖昧にする。またしばしば，直
線的な時間進行に疑問を投げかけ，複線的で錯綜した世界観を提示する
（O’Donnell 301 ― 02）。言い換えれば，メタフィクションは認識論的な錯綜と存
在論的な錯綜の二種類の錯綜を生み出す技法といえる（Waugh 15）。このうち
『甘美なる作戦』は，前者の特徴を際立たせる作品である。とくに注目すべき
なのは，マキューアンの書いた『甘美なる作戦』が，現実世界内に存在する虚
構であるとともに，ヘイリーが書いた『甘美なる作戦』，つまり虚構世界内の
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虚構作品とまったく同じ外見を有していることである。小説は最終章に至るま
で，まさにその正体を偽り続けるのである。 

 　『甘美なる作戦』のこうした擬装は，作者マキューアンのなりすましでもある。
ヘイリーは，その年齢や作家デビューの経緯などにマキューアンとの明らかな
共通点があり，自然に読者はヘイリーを作者の分身として捉えることになる。
この点についてはピーター・チャイルズ（Peter Childs）や武藤哲郎によっても
指摘されている（Childs 139，武藤229 ― 30）。また，小説内で紹介されるヘイリー
作品には，マキューアン自身が1970年代に執筆した短編作品とほぼ同じストー
リーのものが含まれ，いわばヘイリーによるマキューアン作品の剽窃が行われ
ている。二人が意図的に重ねられていることは明白で，その結果，読者はフォー
マリスティックな意味での作者の存在を強く意識することになる。 

 　この点について本論では，『甘美なる作戦』におけるマキューアンとヘイリー
の共通点を指摘するに留まらず，ヘイリー作品とマキューアン作品の照応を具
体的に明らかにし，あわせてヘイリー作品がセリーナとヘイリーの物語の変奏
として機能していることを論証する。そうすることで『甘美なる作戦』が，虚
構内虚構の入れ子構造を用いた自己照射と自己引用をつうじて虚構と現実を折
り重ねる，精緻なテクスト構造を有する作品であることを明らかにする。 

 マキューアン作品と冷戦 

 　『甘美なる作戦』は，1970年代初めの冷戦時代のロンドンを舞台にしている。
明確に敵と味方に二分された国際状況を背景に，登場人物たちが抱え込んだ秘
密は国家的機密と重なり，プライベートな空間は冷戦の対立構造に侵食される。
マキューアンは，以前にもそうした物語を書いている。1990年出版の『イノ
セント』は，第二次世界大戦の記憶がまだ薄れていない1955年のベルリンを
舞台とし，米国とソビエトの間の敵対的諜報合戦を背景に，主人公レナード・
マーナム（Leonard Marnham）と恋人のドイツ人女性マリア・エックドルフ（Maria 

Eckdorf）の関係を描く。年上のマリアと恋に落ちたレナードは，暴力を振る
う彼女の元夫をはからずも殺害してしまう。事件の発覚を恐れた二人はその死
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体を解体し，米英両国によってロシア側の通信を傍受するために掘られたトン
ネル内に隠すのだが，二人が抱え込んだ血生臭い秘密はやがて二人を互いから
遠ざけることになる。『イノセント』は，ゴシック・スリラーとスパイ小説の
要素を合わせもつ。レナードたちが隠そうとした秘密と罪は，冷戦下での東西
国家間の策謀と重なり，殺人発覚の拭いきれない恐怖は，冷酷な国家権力によ
る絶え間ない監視の不安へとつながる。批評家のリン・ウェルズ（Lynn 

Wells）がそうしたように，第二次世界大戦後の国力低下によってアメリカの
風下に立つことの屈辱を受け入れざるをえない当時の英国の状況や国家間の抑
圧的関係を，レナードとマリアのジェンダーを巡るせめぎ合いの中に見ること
も可能だ（57 ― 63）。 

 　1992年発表の次作『黒い犬』（ Black Dogs ）は，冷戦時代の始まりから終わり
までを夫婦として生きたジューンとバーナード・トレメイン夫妻（June and 

Bernard Tremaine）を主人公に，国際関係の二項対立的状況と夫婦関係とを重
ね合わせている。二人は結婚直後にフランスを旅行する。ジューンは旅行中に
獰猛な黒い犬数匹と遭遇したことをきっかけに，神秘主義に傾倒するようにな
る。その結果，かねてから徹底した合理主義を貫く夫バーナードとの間に塞ぎ
ようのない亀裂が生じてしまった。二人は互いを愛しながらも，真に寄り添う
ことができないまま，長い年月が経ち，ジューンが亡くなり，まもなく冷戦が
終わる。冷戦時代の終結を直接目にしたバーナードは，それまで共感すること
ができなかった妻の神秘主義的思想に歩み寄りをみせる。冷戦の終結は国家間
の硬直化した敵対関係の変化を意味すると同時に，トレメイン夫妻の妥協なき
対立の終わりでもある。 

 　『黒い犬』から20年後に出版された『甘美なる作戦』では，おもにセリーナ
の1972年から1974年までの2年間を描き，機能不全にあえぐ70年代イギリス
社会を背景に物語が展開する。経済の長すぎる停滞，あいつぐ労働紛争，石油
危機に続くエネルギー不足の結果としての週3日操業など，イギリス社会はひ
どくほころんでいる。また，IRA暫定派のテロが活発化し，アイルランド問題
もその深刻さを増していた。思えば，第二次世界大戦後の冷戦時代は，大英帝
国が国際社会での存在感を著しく低下させた時期でもあった。イギリスのスパ



5メタフィクショナルな愛の確立

イ小説は英国の凋落を背景にした物語でもある。イアン・フレミング（Ian 

Fleming）の生み出したスーパー・ヒーロー，ジェイムズ・ボンド（James 

Bond）は世界を股にかけた爽快な活躍で敵対国家の謀略をくじく。それは国
際政治で英国が被っている威信低下の屈辱を心地よく忘れさせてくれた。一方，
フレミングから一世代後のジョン・ル・カレ（John le Carré）の作品では，海
外拠点をつぎつぎと失っていく帝国の現状を反映し，イギリス社会の閉塞状況
に幻滅と無力感を感じながら，国内での諜報活動に従事する主人公たちがおも
に描かれる（Goodman 11 ― 13, 153 ― 63）。『甘美なる作戦』は後者の系譜に連な
るスパイ小説であるという側面を持つ。 

 　英国の諜報活動も，衰退から無縁ではいられない。『甘美なる作戦』はスパ
イ小説であっても，スパイの活躍を描く物語ではない。主人公のセリーナは半
人前の見習いスパイに過ぎず，しかも最初に与えられたミッションである「ス
ウィート・トゥース作戦」に従事中にその正体を新聞紙上で暴露され，諜報部
員としての人生は始まるやいなや終わりを迎えてしまう。セリーナはまったく
冴えないスパイであり，大失態を演じ，MI5の顔に泥を塗って退場する。 

 　ただし，セリーナのしくじりの原因のすべてを彼女の未熟さに帰することは
できない。むしろ，英国の諜報活動自体が冷戦時代に劣化してしまったのだと
小説はヘイリーをつうじて主張する。そもそも，「スウィート・トゥース作戦」
を生み出した文化冷戦の思想，つまり作家に金を与えることで創作活動を操作
し，冷戦時代の文化戦争の一翼を担わせようとした諜報活動責任者たちの思考
法それ自体が間違っていたのだ。そのことが『甘美なる作戦』の最終章におい
て，ヘイリーによって指摘されている。彼は第二次世界大戦終盤にイギリス軍
が実施した「ミンスミート作戦」に注目する。「ミンスミート作戦」の目的は，
ドイツ軍に偽情報をつかませることで戦力を無駄に分散させ，戦局を有利に導
くことにあった。そのためにイギリス軍は現実には存在しない一人の人物を作
り上げ，その人物の死体を偽情報とともにスペインの海岸に漂着させることで，
最終的にドイツ側に偽情報が行き着くように計画する。「ミンスミート作戦」
は大成功を収める。イギリス軍が作り上げた架空の人物の架空の人生が真に
迫っていたからである。「ミンスミート作戦」は，文学的想像力こそが諜報活
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動を成功に導くものであることの証だとヘイリーは考える。作戦はそもそもの
着想をあるスパイ小説から得ていた。さらに，作戦が整えられるにあたっては，
何人もの小説家が関わっており，その中には後に『カジノ・ロワイヤル』（ Casino 

Royale ）で名を馳せるイアン・フレミングも含まれていた。自由な文学的想像
力は諜報活動の成功に欠かせないものなのだ。文学的想像力の有無こそが諜報
戦の成否を左右するのであり，諜報活動における有用性が文学を規定するので
はない。資金環流により創作活動を支配しようとする冷戦下の諜報活動が満足
いく結果を残せない理由もここにある。『甘美なる作戦』は，母国を守るスパ
イが敵国の陰謀を打ち負かすというスパイ小説ではない。むしろ敵役は諜報活
動そのものであり，文学的想像力が錆びつき硬直した諜報機関の鼻を明かす物
語となっている 2 。 

 愛と偽り 

 　『甘美なる作戦』は，セリーナの恋愛をめぐるロマンスでもある。諜報活動
の世界に足を踏み入れた彼女と恋人たちとの関係には，つねに秘密や謎，偽り
や背信が存在し，男女の駆け引きのスリルは諜報戦のスリルと入り交じる。物
語の序盤，ケンブリッジ大学教授でセリーナの年上の情人トニー・キャニング
（Tony Canning）は，スパイであった経歴を活かし，セリーナを諜報の世界へ
導く。彼はセリーナを心から愛していたが，余命幾ばくもないことを悟られず
に彼女を解放するため，嘘をつき，けんか別れを無理矢理に偽装して彼女と別
れる。また，キャニングは別の秘密も抱えていた。彼は以前に諜報活動に従事
していただけでなく，二重スパイとして国を裏切っていたことがあったのだ。
そのため彼の行動は，つねに当局から疑いの目を向けられており，彼がMI5に
推薦したセリーナも二重スパイの可能性を疑われて諜報戦の標的となってしま
う。セリーナとキャニングの愛情は本物だが，それは隠蔽や虚言，裏切りと背
中合わせの関係にある。 

 　キャニング亡き後も，愛情と欺瞞の混在のモチーフは繰り返されていく。セ
リーナは，トニーを失った寂しさを紛らわすように，上司のうちもっとも年齢
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の近いマックス・グレートレックス（Maximilian Greatorex）を慕い始める。し
かしマックスは，セリーナがMI5に加わった真の動機，つまりキャニングの隠
された計画を探るというミッションの一端を担っており，彼女を最初から欺い
ていた。アイロニカルなのは，最初はセリーナの気持ちを利用しているだけだっ
たマックスが，やがてセリーナを本心から求めることになったことである。マッ
クスにとって諜報活動の一部であり，見せかけにすぎなかったセリーナとの関
係は，破滅的な激しさを持つ真実へと変化し，彼を虜にしてしまう。 

 　トム・ヘイリーとセリーナの関係は，セリーナがヘイリーを獲物として見定
め，計略をもって彼に近づくことで始まる。セリーナは女性としての魅力的な
外見を有効に駆使しつつ，金銭的に抗いがたい有利な条件を提示して，ヘイリー
を本人の知らないうちに「スイート・トゥース計画」に取り込もうとする。こ
のハニー・トラップは見事に成功する。しかし，セリーナにとっては極めて不
都合なことに，彼女はヘイリーへの恋に落ちてしまう。嘘と裏切りから生まれ
た二人の愛は諜報活動の落とし子であり，秘密を糧に成長していく。 

 　『甘美なる作戦』には『オセロ』（ Othello ）への言及が二度ある。『オセロ』は，
嘘と悪意に満ちた計略が愛を破滅させる悲劇であり，『甘美なる作戦』はこの
戯曲をひとつのモチーフとして内包している。ヘイリーは，セリーナの裏切り
を知って復讐を誓う自分をオセロになぞらえている（354）。また，セリーナが
初めてヘイリーに対面する直前の場面では，あまりにたわいもなくイアーゴ
（Iago）に騙されてしまったオセロの姿が読者の心に想起され（158），やはり
ヘイリーにオセロが重なっている。いっそう興味深いのは，セリーナのほうだ。
ヘイリーを罠に陥れるという点では，『オセロ』における彼女の役どころはイ
アーゴである。しかし，やがて二人の間に愛が育っていくにつれ，彼女はデズ
デモーナ（Desdemona）の役割も割り当てられてしまうことになる。物語後半
の彼女の苦悩は，イアーゴとデズデモーナを同時に生きなければならなくなっ
たことから生じている。ヘイリーへの彼女の愛は，嘘だけでもなく，真実だけ
でもない。そのことがセリーナを縛り，身動きとれなくしてしまう。 

 　ヘイリーは，セリーナに拒絶されたマックスの報復により，彼女の正体を知
ることになる。騙されていたことを知ったヘイリーは，湧き上がる怒りと絶望
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の苦悶の末に，今度は自分がセリーナを欺くことを決意する。騙されていた側
が騙され続けているふりをして騙し返すという，スパイ小説にふさわしい嘘と
裏切りの迷宮が立ち現れる。ここからのヘイリーは，真の自分を隠し，別人を
装うことになる。彼の実体は，セリーナを騙して密かに彼女を観察し，彼女の
言動を事細かに記録し，それを作品に仕立て上げることで復讐を遂げようとし
ている小説家である。その目的のために彼は，セリーナに騙され続ける愚かな
恋人を演じるのだ。しかし彼にとっても意外なことに，復讐を意図したこの偽
装はセリーナへの愛をいっそう深めることにつながる。結果，二人の物語は幸
福な結末を迎える。セリーナは自分たちの愛から嘘を除去できないことに深く
苦しむのだが，解決の道はむしろ互いを欺き合い，嘘を重ねることにあったの
だ。 

 変奏としてのヘイリー作品 

 　『甘美なる作戦』の中には，ヘイリーが書いたという設定でいくつかの短編
作品が内包されている。かつてマキューアンはインタビューで短編作品の執筆
を再開する可能性を問われたとき，短編を自身の習作時代のジャンルと位置づ
け，その創作に戻る可能性があまり高くないと述べつつ，“Perhaps I’ll find 

some other way in the future ... of  fooling myself  again into writing them”と語って
いた（Roberts 76 ― 77）。そのマキューアンが，『夢みるピーターの七つの冒険』
（ The Daydreamer ）から数えれば20年近くのときを経て，作中作の仕掛けをつう
じて短編創作に帰ってきたことになる。その手法は，J. L. ボルヘス（Jorge Luis 

Borges）の言葉「それらの書物がすでに存在すると見せかけて，要約や注釈を
差しだす」（12）を想起させ興味深い。 

 　そうしたヘイリー作品のひとつに「性質」（“Pawnography”）がある（ここで
は，原題に含まれるpornographyとpawnの地口を活かして，「性質」と訳した）。
ヘイリーとセリーナの関係について先に述べた，愛する女の裏切りを知った男
が，激しい憎悪を抱えながら密かに女を監視しているうちに，かえってその女
に魅了されてしまうという男女の構図は，じつはヘイリーの書いた「性質」の
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枠組みでもあった。コンプリヘンシブ・スクールのフランス語教師を務めるセ
バスチャン・モレル（Sebastian Morel）は，安月給に汲々としながら家族を養っ
ている。ある日，彼は路上で強盗に遭い，70ポンドを奪われてしまう。しか
し妻は彼の話を信用せず，セバスチャンがその金を酒に浪費してしまったのだ
と決めつける。しばらくして妻は，夫への復讐として，自宅に空き巣が侵入し
たとの狂言を装い，あろうことか夫の大切にしていた品々を密かに質屋に売り
払い，その代金を着服してしまう。警察から事の次第を告げられたセバスチャ
ンは，激しい怒りを覚えながらも，普段通りにふるまい，妻を密かに観察する
ことにする。夫を裏切っておきながら何食わぬ顔で偽りの愛情を振りまく妻を
目にしたセバスチャンは，妻がもはや自分が知っている女とは別人と化し，狂
気さえまとっていることを悟る。そしてそんな妻に性的に強く引きつけられる。
彼は激しく妻を欲し，愛のないセックスに魅惑される。 

 　「性質」は，『甘美なる作戦』の作品内で展開される入れ子的変奏のひとつで
あり，両作品とも愛と裏切りのある種の倒錯的関係をモチーフとしている。「性
質」は，セリーナがヘイリーと初めて出会った日の帰りの電車のなかで，セリー
ナに読まれることで語られる。その展開は，ヘイリーとセリーナのその後の関
係を予言しているし，作者であるヘイリーは自分が創作した物語の主人公の軌
跡を，みずからなぞっていくことにもなる。ただし，「性質」と『甘美なる作戦』
にはひとつ大きな違いがある。それは，ヘイリーとセリーナが偽りをつうじて
真実の愛を育んだのに対し，セバスチャンと妻は性欲によって結びついている
に過ぎないことである。「性質」が描くのは，心の結びつきのない，裏切りの
暗い波動によって増幅された愛欲なのである。両作品のこの対照によって，変
奏物語としての「性質」はヘイリーとセリーナの愛の純粋さを強調する役割を
担っているといえる。 

 　セリーナの裏切りを知ったヘイリーは，今度はみずからが仮面をまとい，恋
人を欺くことになる。彼の報復は2段階の偽装によって遂行される。新しい彼
のなかには，二人のヘイリーがいた。一人は，セリーナに騙されている振りを
しながら冷徹に観察するスパイとしてのヘイリー，もう一人は小説家としての
ヘイリーである。 
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 　小説家ヘイリーは，スパイとしてのヘイリーが持ち帰った情報を利用しなが
ら，セリーナには無断で彼女の人生を小説に仕立て上げる。それは，彼自身が
造り出した虚構世界において，彼がセリーナの肉体を乗っ取ってしまうことで
もあった。なぜならヘイリーは，物語に命を吹き込むためにセリーナの声で語
る必要があったからである。 

 I saw it.  So simple.  This story wasn’t for me to tell.  It was for you.  Your job was 

to report back to me.  I had to get out of  my skin and into yours.  I needed to be 

translated, to be a transvestite, to shoehorn myself  into your skirts and high heels, 

into your knickers, and carry your white glossy handbag on its shoulder strap.  On 

my shoulder.  Then start talking, as you.  Did I know you well enough? Clearly not.  

Was I a good enough ventriloquist? (358) 

 ここでのヘイリーは，自分がセリーナになりすまし，彼女を焦点人物として物
語を語ることを「自分の皮から抜け出て，君の皮の中に入る」と不気味な視覚
的イメージで表現している。これが大いに字義的な意味で使われていることは，
後に続く異性装のイメージの強い具体性からも明らかである。すこし後にも
“When I poured myself  into your skin”（369）という表現があり，セリーナにな
りきって彼女の声で語ることが，彼女の肉体に入り込むことと同一視されてい
る。魂と肉体の分離，そして他人の肉体をそのまま使って，その人物になりき
る，いわば肉体倒錯，肉体の乗っ取りというモチーフには，我々の背筋を凍ら
せる効果がある。家族や恋人の瞳の奥に，ある日まったく見知らぬ他人が存在
していることを発見するという物語は，定期的に再生産される悪夢のスリラー
だ。マキューアンは『恋するアダム』（ Machines like Me , 2019）で人間と見分け
のつかない外見を持つアンドロイドを登場させた。アダムの存在が少なからぬ
不安をもたらす理由のひとつは，人間の魂を持たない肉体が発する不気味さで
ある。また，マキューアン作品はしばしば，人間の肉体が持つ身の毛立つ物質
性を表面化させ，読者に戦慄を与えてきた。肉体が重大な損傷を負ったとき，
人間の肉体はたちまちのうちにただの肉塊と化し，見る者に強い恐怖を引き起
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こす。マキューアン作品の読者は，『セメント・ガーデン』（ The Cement Garden , 

1978）のコンクリート漬けにされた死体，『イノセント』における死体の解体
作業，『愛の続き』（ Enduring Love , 1997）と『贖罪』（ Atonement , 2001）に登場す
る破壊された肉体をすぐに思い浮かべることができるだろう。マキューアン作
品に見られる肉体にまつわるこうした不気味さは，ヘイリーがセリーナの肉体
を乗っ取るというイメージをつうじて『甘美なる作戦』の世界にも侵入する。
それは，ヘイリーの内なる屈折と潜在的で破壊的な衝動を暗示し，二人のラブ
ストーリーの隠し味としての役割を果たしている。 

 ヘイリーとマキューアン 

 　ヘイリーは，セリーナの皮を被って彼女になりきった。ヘイリーが書いた『甘
美なる作戦』の読者は，セリーナの瞳の奥にヘイリーの姿を見ることになる。
一方，マキューアンが書いた『甘美なる作戦』の読者である我々は，ヘイリー
の瞳の奥にさらに別の人物の姿を認めることになる。作者マキューアンである。
マキューアンは，意図的に自分自身をヘイリーに重ね，ヘイリーの皮を被って
何食わぬ顔で物語世界に存在している。ヘイリーは，マキューアンがそうであっ
たように，1970年代初頭を将来有望な若手作家として生きている。短編作品
でデビュー後まもなく高い評価を得て著名な文学賞を受賞し，名声を得るとい
うのは，マキューアンとまったく同じ軌跡である。ヘイリーが短編作品を発表
した雑誌名や編集者名には，現実にマキューアン自身の作品を掲載した雑誌や
編集者の名前がそのまま使われている（マキューアンのデビュー当時の出版経
緯については，たとえばRoberts 91 ― 92を参照）。 

 　しかし何といっても，ヘイリーがマキューアンの分身であることをもっとも
よく表しているのは，ヘイリーの作として小説内で語られる短編作品である。
ヘイリーの作品はどれもが現実世界でマキューアンが執筆した作品を連想さ
せ，そのいくつかは明確にマキューアンの初期短編作品をなぞっている。この
点でもっとも顕著な例は，「恋人たち」（“Lovers”）だ。ショーウインドウに飾
られた女性のマネキンに恋した男が，そのマネキンを買い取って自宅に持ち帰
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り，恋人として暮らし始める。しかし，マネキンが不貞を働いているとの疑い
を持つようになり，嫉妬からマネキンを「殺害」してしまう話である。この奇
想の物語は，マキューアンの短編集『シーツの間で』（ In Between the Sheets,  

1978）所収の「この上ない死」（“Dead As They Come”）とほぼまったく同じ内
容である。「恋人たち」は「この上ない死」のリテイクといってよく，両作品
の関係はヘイリーがマキューアンのオルター・エゴであることを決定づけてい
る。 

 　ヘイリーの「彼女の2番目の小説」（“Her Second Novel”）は，一匹の猿（ape）
が語り手である。この猿が，みずからと華々しくデビューしたものの次作を書
けずに焦る女性小説家との恋人関係について語る。この異様なストーリーもや
はり，そのほとんどが『シーツの間で』に収められている「飼育猿の意見」
（“Reflections of  a Kept Ape”）の内容を模写したものである。「恋人たち」，「彼
女の2番目の小説」がマキューアンの短編の焼き直しであることを踏まえれば，
ヘイリーの短編“Pawnography”のタイトルが，『シーツの間で』に収められた
マキューアン自身の作品“Pornography”を意識したものであることは明白だ。
ここまでくれば，ストーカーを描いたヘイリーの「これが愛」（“This Is 

Love”）を，マキューアンの同じくストーカーを扱った小説『愛の続き』と結
びつけないほうが難しいし，ヘイリーの『サマーセット低地から』（ From the 

Somerset Levels ）の終末的な未来を，マキューアンの『時間のなかの子供』（ The 

Child in Time , 1987）で描かれた，行き過ぎたサッチャリズムによって荒んだ近
未来に重ね合わせることも無茶ではない。 

 　「彼女の2番目の小説」については，ほとんどがマキューアンの「飼育猿の
意見」の焼き直しであるが，物語の最後に新たに「飼育猿の意見」にはなかっ
た自己照射のひねりが追加されていることも重要である。「彼女の2番目の小
説」では，猿が小説家の恋人となるというのは，じつは物語世界内の現実の話
ではなく，それ自体が女性小説家の2番目の小説だった。「彼女の2番目の小説」
はこの仕掛けによって，『甘美なる作戦』のメタフィクショナルな構成ならび
にエンディングの紋中紋（ mise en abyme ）的変奏としての役割を果たすことにな
る。「彼女の2番目の小説」と「飼育猿の意見」は，ほとんど同じ内容を持ち，
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ヘイリーがマキューアンの分身であることを強く示唆している一方で，前者に
は美的効果を明確に意図した，後者にはない物語術策を備えているという相違
がある。 

 　『甘美なる作戦』はマキューアンとヘイリーを二重写しに投影し，それよっ
て読者は，作者と登場人物の間を行き来し，現実と虚構の境界をまたいで作品
を読むことを要求される。ヘイリーの中にはマキューアンが潜んでいる。ただ
し，ヘイリーによるセリーナとしてのなりすましが，読者がまったくそのこと
に気がつかない完全な偽装であるのに比べれば，マキューアンによるヘイリー
としてのなりすましはそこまで完璧ではない。ヘイリーの造形には，マキュー
アン自身の人生や作品があからさまに使用されてはいるが，作者と登場人物を
完全に一致させることを目的としているというよりは，完全には一致しない二
人の像をあえて重ね合わせることによって，美的な錯視効果が企図されている
と考えるのが妥当だろう。ヘイリーによるセリーナとしてのなりすまし，そし
てヘイリーの書いた『甘美なる作戦』によるマキューアンの『甘美なる作戦』
としてのなりすましは，その重なりの完璧さによって読者を欺くが，それに対
してヘイリーとマキューアンとの重なりは，その不完全さによって読者を惑わ
す。『甘美なる作戦』は，マキューアンの他作品との間で間テクスト的空間を
形成しており，その中ではヘイリーの仮面をつけたマキューアンが，ときに登
場人物になりすまし，ときにわざとその仮面を外してみせて，自分自身やみず
からの作品をパロディーにしながら，現実と虚構を隔てる境界を愉快犯的に往
来している。 

 読者としてのセリーナ 

 　『甘美なる作戦』にはマキューアンとヘイリーの二人の作者がいる。同様に，
この作品には2種類の読者が存在する。現実世界でマキューアンの『甘美なる
作戦』を読む我々と，マキューアンの作り上げた物語世界内でヘイリーの『甘
美なる作戦』を読む読者である。後者の小説内読者のうち，最も重要な役割を
担うのがセリーナである。ペトロ・チョラプスキー（Petr Chalupský）らが指
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摘しているように，『甘美なる作戦』は，セリーナの読者としての経験と変化
についての物語でもある（Chalupský 109，三村 16 ― 17）。セリーナとヘイリーは，
異なるタイプの読者として出会い，恋に落ち，お互いの読書嗜好を尊重しあう
ことでハッピーエンディングに至る。 

 　セリーナは自己流読書の達人だ。彼女は文学に強く惹かれていたにもかかわ
らず，母親の考えに影響され，ケンブリッジ大学で数学を専攻する。入学後す
ぐに自分の数学的才能のなさに幻滅した彼女は，吹っ切れたかのように本にの
めり込む。卓越した速読術を駆使し，多読を専らとし，ひたすら濫読にいそし
み，その読書量は周囲を大いに驚嘆させる。一方で彼女の読み方は，あくまで
我流であり，素朴なものだった。たとえば，セリーナは小説が現実の写し絵で
あるべきだと考える。ヘイリーと対面する前に「これが愛」を読んだ彼女は，
主人公の言動からヘイリーの性格を推測しているが，このときの彼女に，あま
りに直接的に作者の存在を作品に読み込むことへのためらいは見られない。ま
た，自分自身の個人的嗜好を作品理解に投ずることにも罪悪感はない。彼女に
とって最も価値の高い作品は，自分と似た主人公が登場する物語であり，自分
を主人公に重ねて読める作品である。フィクションとは，彼女に夢を与え，元
気づけてくれものであって，同じ年頃の女性が物語の最後でプロポーズされる
ような小説を読みたいとつねづね彼女は考えている。 

 　ヘイリーとの出会いは，セリーナにとってはそれまでにない新しい読み方と
の出会いでもあった。ヘイリーは，小説家であるとともにエドマンド・スペン
サー（Edmund Spenser）を大学で教える，「正統的」文学史を構成する作品群
を熟知したアカデミックな読者だ。彼はセリーナの恋人になると同時に，いわ
ば彼女の個人チューターとなり，セリーナの素朴な読みを新たな段階に導く役
割を担う。さらにセリーナは，ヘイリーの恋人となったことで彼の作品の最初
の読者となる。ヘイリーの新作は彼女の読みの前提を揺さぶるものであり，読
者としての彼女にとってはひとつの試練となった。ヘイリーに隠れて彼が書い
た「彼女の2番目の小説」をこっそり読み終えたとき，現実とフィクションの
シンプルな呼応を信奉するセリーナは，そのメタフィクショナルなどんでん返
しに強い抵抗感を感じる。また，彼女はフィクションに前向きな現実肯定感を
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求めるため，希望なき近未来世界を描いたヘイリーの『サマーセット低地から』
についても高く評価することはできず，その出来に強い不安を覚える。彼女に
はヘイリーの新作が以前の作品よりも明らかに劣っていると感じられた。並外
れた読書量を誇るセリーナのこの評価は果たして正しいのか。それとも彼女は
単なる未熟な読者に過ぎず，ヘイリーの才能を理解できていないだけなのか。
もしセリーナが正しいとすれば，ヘイリーの作家としての行く末に暗転が待ち
構えていてもおかしくはない。ここにはヘイリーとセリーナの読者としての優
劣をめぐる対立があり，その行方が小説の終盤のサスペンスを構成するひとつ
の要素となっている。 

 　結果的に，彼女が低評価を与えた『サマーセット低地から』は専門家たちか
ら非常に高い評価を受ける。ヘイリーの作品がジェーン・オースティン賞の栄
誉に輝き，セリーナは素朴すぎる読者だったことが明らかになる。しかし，そ
のこと自体は重要なことではない。なぜなら，小説はセリーナを否定したわけ
ではなく，むしろ読者としての彼女の素朴さを大いに讃えながら終わるからで
ある。ヘイリーが最後にセリーナに贈った小説，つまり『甘美なる作戦』，は
読者としてのセリーナが望む物語を，いわばカスタム・メイドであつらえた作
品である。セリーナ自身を主人公にし，愛の告白で終わるストーリーは，まさ
しく読者としてのセリーナが日頃から求めていたものだ。権威ある文学賞を受
賞した作家がひとりの素人読者のために，その好みにぴったりと合った小説を
執筆してくれる。これは文学的なシンデレラ・ストーリーといっていい。一方
でヘイリーは，セリーナが嫌っていたメタフィクショナルなひねり，「彼女の
2番目の小説」と同じ仕掛けを，あえて物語に含めており，この点ではヘイリー
の美意識が活かされている。『甘美なる作戦』は読者としての二人の嗜好をか
け合わせた物語であり，読者としてのセリーナとヘイリーが互いを認め合った
ことを表して二人の愛を裏書きしている。 

 メタフィクショナルな愛 

 　『甘美なる作戦』の最終章では，我々読者が物語世界の現実だと思わされて
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いた事柄が，物語世界に存在する一つの小説の内容に過ぎなかったことが判明
する。マキューアンの読者が読んでいたのは，作品内の登場人物であるヘイリー
が書いた『甘美なる作戦』でもあった。『甘美なる作戦』は，2つの意味で
creationである。それは，虚構世界を記述し，創造する行為であると同時に虚
構世界の中の一つの被創造物でもある。そして，マキューアンの書いた『甘美
なる作戦』は，彼が作り上げた虚構世界内でヘイリーが書き上げた作品とまっ
たく同じ文章と言葉でできている。つまり，2つの『甘美なる作戦』のそれぞ
れが異なる次元に存在していながら，寸分違わぬ姿を持つのである。マキュー
アンの『甘美なる作戦』の中には，ヘイリーの『甘美なる作戦』が潜んでいた
のだ。 

 　『甘美なる作戦』は再帰的に自己を参照する。この点で『甘美なる作戦』を
メタフィクションとして分類することに問題はない。ただし，『甘美なる作戦』
の世界はあくまでリアリスティックである。メタフィクションとしての『甘美
なる作戦』の特徴は，日常的論理や現実を破壊することではなく，現実世界と
虚構を完全な形で重ね合わせていることにあり，いわゆるポストモダニズム的
ではない。ポストモダニズム的なメタフィクションは自身の虚構性と恣意性を
アイロニカルに暴露しつつ，虚構からあふれ出た矛盾と奇怪によって現実世界
を存在論的に揺さぶり，当たり前の日常である権利を現実から奪いさってしま
う。一方，マキューアンは現実世界に存在論的懐疑を抱く作家ではなく，彼に
とって世界は確かにそこに存在し，描きうるものである（Roberts 189; Seaboyer 

23 ― 27, 31 ― 32; Morris 93）。登場人物は主体としての輪郭を明確に保ち，意識の
深みと複雑さが綿密に語られる。そうした意味ではマキューアン作品はモダニ
ズム的である（Waugh 21 ― 48, 94 ― 108）。『甘美なる作戦』のメタフィクショナル
なエンディングの幻惑は，世界の多重化によって生じているのではない。それ
は，現実にフィクションが覆いかぶさることで，フィクションの向こう側にあ
る現実の姿がぼやけることで生み出されている。『甘美なる作戦』は隠し持っ
た意図をアクロバティックに達成するために，極めて精巧に整えられた構成を
有する。その精密さゆえに人工的な非現実感さえも漂わせるが，描かれる現実
世界に破綻はない。 
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 　マキューアンは，『甘美なる作戦』と同様のメタフィクショナルな仕掛けを，
以前にも『贖罪』において採用している。『贖罪』の自己投射は，物語におけ
る真実の不安定さを浮き立たせ，小説創作という行為の倫理的功罪を問いかけ
る。物語は4部構成で，そのうちの第3部までが，じつは主要登場人物の一人
ブライオニー・タリス（Briony Tallis）が書いた小説であったことが，第4部で
明らかになる。小説家であるブライオニーは，自分の姉とその恋人を主人公と
した小説を執筆し，そこにみずからが犯した過ちの償いの意味を込めようとし
た。50年以上にわたって贖罪の物語を模索し続けた彼女は，その最後のバー
ジョンにおいて事実とは異なる架空の幸せを語ることを選択する。無慈悲な運
命によって引き裂かれ，救われることのなかった恋人たちに虚構世界でのとこ
しえの幸福を与えることこそが彼女ができる最良のことだと考えたのである。
しかし，彼女のその決断は，深刻な倫理的問題をはらんでいた。真実を語るこ
とを放棄した小説家に真のつぐないは可能なのか。ブライオニーが事実を歪め
たのは，みずからの罪を軽くしたいという利己的な動機に動かされただけに過
ぎず，彼女はそのことから目を背けているだけではないのか。『贖罪』は自己
欺瞞の濃い影を落として物語の幕を閉じる。 

 　『甘美なる作戦』も，『贖罪』同様にメタフィクショナルな結末が小説創作の
果たす発語内行為的な役割を前景化している。『贖罪』が小説創作の倫理的問
題を浮き彫りにしたのに対し，『甘美なる作戦』においては小説創作は愛の証
明であり，愛の確立である。ヘイリーの書いた『甘美なる作戦』は厳密には，
少なくとも2種類のバージョンが存在する。ひとつは，セリーナがヘイリーか
らの真実を告げる手紙を読んだときに同時にその原稿が渡されたもの，つまり
セリーナが『甘美なる作戦』の創作活動に加わる前にヘイリーが単独で書き上
げたもので，これを現実世界の読者である我々は読むことはできない。このバー
ジョンの『甘美なる作戦』は，ヘイリーのセリーナへの愛の証であり，愛の告
白，ラブレターである。ヘンリーが書いた『甘美なる作戦』のもう一つのパー
ジョンは，我々が読むマキューアンの『甘美なる作戦』とまったく同じ文章か
らなるバージョンで，こちらはセリーナがヘイリーの愛を受け入れたうえで，
ヘイリーとの共同作業をしてこそ初めて生まれえるものである。このバージョ
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ンは，その存在自体が二人の愛が成就したことを証明しており，その創作作業
は愛の確認でもある。 

 　『贖罪』は失われた愛の物語である。ブライオニーが目指した贖罪は，喪失
したイノセンスの可能な限りの回復を目指しており，そこでは真偽の区別は重
要な意味を持った。一方，『甘美なる作戦』においては，セリーナとヘイリー
の愛は嘘から生まれ，お互いを欺き合いながら，偽りを偽りで相殺することで
深まっていった。愛は虚実のない交ぜを許容する。嘘に身を沈め，純粋さを失
いながらも，経験を積んだ恋人たちは幸福に到達するのだ。 

 　同じ構造を持つ『贖罪』にくらべ，物語を心地よく閉じる『甘美なる作戦』
の結末は，物足りなさを感じさせるかもしれない。最終的に恋人たちの幸福に
至る物語は，読者によってはロマンティックすぎると感じることもあるだろう。
ただ，ここで忘れてはならないのは，『甘美なる作戦』はセリーナの読者とし
ての嗜好を満たすことを目的としてヘイリーによって執筆されたと設定されて
いることである。『贖罪』と比較して，『甘美なる作戦』では作者であるヘイリー
よりも読者であるセリーナの存在感のほうが大きい（Pastoor 304 ― 08）。ヘイリー
は『甘美なる作戦』をセリーナにとっての理想の物語に仕立てることで，自分
の小説に最高のラブレターとしての働きを託したのだ。マキューアンの『甘美
なる作戦』がヘイリーの『甘美なる作戦』と形式上まったく同じものである以
上，ヘイリー作品に込められた意図がマキューアン作品の意図でもある。マ
キューアンの『甘美なる作戦』の甘さは，セリーナのキャラクタライゼーショ
ン，ブロット展開，メタフィクショナルな仕掛けの3つを重ね合わせることで
生み出された，きわめて精緻なものである。『甘美なる作戦』は，物語構成の
精密さを強く志向するマキューアン作品の性質が，もっともよく現れた小説と
して理解されるべきであろう（この点では『時間のなかの子供』に比較される。
James 181）。『甘美なる作戦』は，人工的なまでに秩序だった構造を持ちながら，
メタフィクショナルな意匠を駆使し，その不自然さまでも構造内に収めること
に成功している。 
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 註 

 1  Sweet Tooth の邦題については，村松潔訳『甘美なる作戦』に倣った。また小説に登
場するヘイリー作品の邦題などについても村松訳を参考にした。 

 2 文学的想像力を讃えるこの展開は，マキューアン読者に『土曜日』（ Saturday , 

2005）を想起させる。主人公の自宅に暴漢が押し入り，家族の命が危険にさらされ
たとき，その窮地を救ったのはマシュー・アーノルド（Mathew Arnold）の詩「ドー
ヴァー・ビーチ」（“Dover Beach”）だった。「ドーヴァー・ビーチ」が朗読されると，
暴漢の心は静まり，家族は最悪の事態を回避する。 
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  Synopsis  

 Metafictional Confirmation of  Love: 
 Deceit in Ian McEwan’s  Sweet Tooth  

 Masami Tsunekawa 

 　 This essay examines Ian McEwan’s  Sweet Tooth  (2012) by exploring how 
the motif  of  deceit governs the structure of  the novel as well as the 
relationships between its characters.  Set in the Cold War era,  Sweet Tooth  is a 
spy novel filled with pretence, deceit and betrayal.  It tells the story of  
Serena Frome, a new recruit to MI5 in the early 1970s.  Sweet Tooth  is also a 
romance novel, as it depicts Serena’s romantic relationships with several 
men.  Since she is a spy, Serena’s romances always assume a tinge of  
pretence, and her love is compromised by untruthfulness. 
 　 From the middle of  the novel onwards, the story pivots on the 
relationship between Serena and Thomas Haley, a promising young novelist.  
Serena is assigned to a secret literary project called ‘Sweet Tooth.’ Pretending 
to be the representative of  a non-political literary fund, she offers generous 
financial support to Haley.  She succeeds in deceiving him into accepting the 
money, which was actually sent by the intelligence service.  Much to her 
inconvenience, however, she falls in love with Haley and she finds herself  
torn between her love and her dishonesty with him.  Haley eventually 
discovers her secret.  Infuriated by her betrayal, he initiates his own secret 
project to take advantage of  her.  Serena and Haley find themselves stuck in 
a web of  lies. 
 　 As the story unfolds, deceit acquires a new liberating meaning.  Seeking 
his revenge on his lover, Haley secretly writes a novel in which he disguises 
himself  as Serena.  To his surprise, this deception deepens his love for her, 
as his lying and pretending creates opportunities for empathy and 
connection.  Haley also observes that deception in espionage is inseparably 
connected to literary imagination.  The latter is needed for the former to be 
successful.  The fiasco of  Operation Sweet Tooth emphasises this point as 
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effectively as the success of  Operation Mincemeat does.  Sweet Tooth  builds 
to a blissfully happy ending, where love and literary imagination thrive on 
deceit. 
 　  Sweet Tooth  is not only a story about deceit, but it is also a story that 
deceives.  The idea of  deceit is critical to understanding the novel’s highly 
elaborate fictional structure.  Focalised through Serena,  Sweet Tooth  pretends 
to be an ordinary novel that creates and describes a fictional world.  
However, it actually turns out to be a creation within the fictional world, a 
novel written by Haley inside the story.  As the novel reveals its nested 
structure, the reader finally realises that  Sweet Tooth  actually refers to two 
different novels, the one which is written by McEwan that exists in the real 
world and the one which is written by Haley that only exists within the 
fictional world of  McEwan’s  Sweet Tooth .  Both novels possess exactly the 
same appearance and are comprised of  the same words and sentences.  The 
novel’s disguise is clever and deceptive. 
 　 The reader is apparently expected to look for the author in Haley.  
McEwan unabashedly uses his own life to create Haley, thereby constructing 
a part of  the novel to be a fictitious biography.  Sweet Tooth  contains several 
stories attributed to Haley, some of  which obviously retell McEwan’s early 
short stories and some others can be considered to allude to the author’s 
own stories.  In addition to the metafictional twist, the novel weaves fiction 
with reality in its reflexive reference to the author. 
 　 The metafictional ending of  the novel seals the love that Serena and 
Haley have for each other.  Haley’s second novel begins as a revenge mission 
and ends as a testament to their love.  Fiction-making in  Sweet Tooth  is 
allowed to perform the benign and joyful act of  securing the lovers’ 
happiness.  Sadly, in  Atonement  (2001), another novel by McEwan with the 
same metafictional trick, writing a novel can never fully atone for Briony’s 
grave mistake.  The story of   Sweet Tooth  might appear a little too sugary, 
possibly shallow.  However, it must be noted that its sweetness is achieved 
through the novel’s painstakingly coordinated configuration that centres 
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around the recurring motif  of  deceit.  
  




