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Iスラヴ研究L No. 53 (2006) 

追想の詩学
アンドレイ・タルコブスキイの時間論、および映画 「鏡jの構成

斉藤 毅

はじめに

アンドレイ・タルコフスキイの映I由ir鏡 3epKaJJOJ (1974)は、この監位の作品の中でも

とくに難解な作品であると、しばしば言われる行タルコブスキイ白身、 1985年に行なわれ

たあるインタピコーの中 r、この刊品が白刊の中で「最も錯綜した」刊品であることを認

めているのしかし、彼は単に「錯綜している」と百っているのではなく、「 つの構造とし

て」という表現をしているのそれは「他から分離して捉えられた断片としてではなく、ま

さに一つのコ/烏ブ決いとして」見られた限りで「錯綜している」のである (ljυ 周知の通り、

この作品はいくつかの独立した(かのように見える)エピソードから成り立っており、側々

のエピソードをそれ白体として取り上げるならば、それは、ある意昧でとても分かりやす

い。問題なのは、そうした諸エピソードがなす関係、すなわち「構成」であり、それが全

体としてきわめて「錯綜した」形をとっているために、観る者を当惑させるのであるじ

しかし、映画作家としてのタルコフスキイにとっては、この「椛成」のあり方こそが、

創刊上のJ.LZもE主要な課題だった c r映向とは一般に、いくつかの断片を一つの全体にまと

めあげる可能性を創造するものですの映画作品は、結局のところ、モザイクのように、い

くつもの分離したシヨソト 異なる色彩とテクスチュアを持つ、いくつもの分離した断

片から成り立っているのですから」と、彼は同じインタビューの中で述べている。「各断片

はそうした全体の中でのみ存在し」、「最終的な結果に対する視)，':i，によって考え抜かれてい

ないような断片は、 Lサ、なるものであれ、映画作品の中にはありえませんL こう述べたう

えで、彼は I銃Jについて次のように語る。「それゆえ [鏡jは、ある忌昧で、映同lについ

ての私の理論的コンセプ lに最も近いものなのですJ'へI鏡」は彼にとって、特殊な作品

ではまったくなく、すぐれて映画的な、原理的作品なのである c

とはいえ、百うまでもなく、構成の契機はあらゆる芸術の中心にj，'j罰するものであり、

構成のない芸術作品というものはありえないわしたがって、タルゴブスキイが言わんとし

ているのは、映画去術に阿有な構成の問題である。同じ物語之術であっても、立:学と演劇

と映l向とでは、そのプロソトを形刊る構成のあり方はまったく異なるリこうした映向独自

の作品柄成の原理、およひ守その構成を行なう T法としてのモンタージュについて、タルゴ

1 Jer可 Illgand Iωnard Neuger，“I'm interested in the problem of inner台eedom..."http://www 

acs.ucalgaη.' .cal~tstronds!t旧stalghia.com/ThcT opics/intcrvicw .htmlよりづ|用d

2 Ibid 
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斉雌 E2 

7スキイは白著『形象化された時間J{3
1
、第 5早〈映画における桜蔭〉において、集中的に

論じているが、この主主の叙述は主に I鏡」の制作過科を例としてなされており、このこと

からも、タルコブスキイにとって、この映回が原理的作品であったことが窺われるのこの

単のある箇所むタルコフスキイは、『鋭』の編集に「どれほど途hもない帯Jiが作ったか」

を語っているけ

映阿をモンタージュずるのに二十あまりの 案 が有在した己私が言う案とは、いくつかの

ショットを接合する、その個々のやり hを変えるとかいうことではなく、品エピソードの梢成、

その順序の根本的なき主史のごとである。 R*凹はそもそもモンタ ジュでき立いのではないかと

思われることもままあった L......Jしかし、ある U、私が捨てばちの思いで長後にさらにもうひ

とつ、配列の可能性を考えついたとき 突如、映曲が現われiIIしたのである 素材は蘇り、

映由の部分部分が、まるで つに統 された血液循印系のように、相hに連関Lて機能し始め

たのだ (3日IOBK:227) 

このヱピソードは、映画において椛成という契機がいかに決定的なものであるかを示し

ていると同時に、映画凶有の構成原理が、タルコフスキイにあってさえ、 L功、に伝統的な

観念からかけ離れたものであったかをも物語っているように思える。〈映向Iにおける映像)

というテクスト也、この『鏡l制作の体験から、映画去術の原理について再考を促された

結果、書かれたものと思われる。そこでタルコブスキイが述べてL、ることを要約するなら、

視覚芸術としての映I由lの本質は、映像のうちに時間を呈示することに存する、ということ

になる戸映画において、それまでの主術とはまったく異なる、新たな時間表現がもたらさ

れたのであり、それにより、映l判刊品の構成、プロソト展開も、きわめて独自な形をとる

ことになったっそして、そればかりか、すぐれて吋間的な存在としての人間の様態が、映

画において改めて開示されることになったのである c

本論では、以上のような問題認識から、まずタJレコフスキイ自身のテクストの読解によ

り、映画会仙における時間のあり方について内検討し、それにより得られた理論的前促に

基づき(あるいはその例証として)、映画『鋭Jのプロソトと構成について、考察を試みる

ことにしたい。

1.映画における時間

1-1 .モンヲ ジュと時間

映画去術において、作品の構成はモンタージュという操作によりなされるが、タルコブ

スキイが、 1920千ti¥ソ連におけるエイゼンシティン、クレンョー7らのいわゆる「モンター

3 TaplwucKUtl A. 3arreQaTJ1eHHOe Bpe¥Ur jj Bo."l1ω叩江 (COCT.)AH.!lpeii: TapKoBcKH首 ApXHBbJ

)J，OKyMellThl. BOCnOMHlIallWl. M.， 2臥)2.C. 95-347以卜、この詩作から';1川在行なう場骨は、 (3B)

の略+?と共に、該当の世を以下の略号により示し、あいすご員数を記した1.(始まり Ha可叩0)~H: 

2. (形象化された時間 3a日間aT.~e山roe speM兄)~ 3B: 3. (使命と逓命日pe旦lIa3Ua'1口meH cy旦b6a) 

~ 1 IJ.1C: 4. (映画における映像06p出 BKI-1HO) = OBK"なお 引用立における強調は とくに断
りのない限り、著者向身によるものである。
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追想、の詰学

ジコ映画」に対して抱いていた否定的態度は、よく知られている、まず、すでに述べた通

り、モンタージュそれ自体は、映向Iの本質に関わるものではなく、それを映I由lの特権的子

法と見なすことはできないコ「いかなる去術であれモンタージュ、すなわち部分や断片を

取捨選択し、組み台わせ、寸法を幣えるといった刊業を必要とするJ(3B/OBK: 225)乙

さらに、エイゼンシティンらによる「モンタージュH央向iJにおいて、モンタージュは、

映像の意昧作用、というよりは概念作用を操作する干段となっているの「モンタージュは

つの概念を辿結し、新たな第三の広叫、を生みだすのだという、これまた『モンタージュ

映l由Ilの支持者らが主張している周念は、映向Iの4>:十Tとはまったく相容れないものである

ように私には思えるJ (3BI OBK: 225)。モンタ ジュによるシヨソトの連結は、何らかの
ディ 1ケール

映像的象徴体系に従った口説となるわけだが、それは基本的に、限定された一義的な忌、

l床を H指すものである。「モンタージュ映l由lは、観'~干に判じ絵や謎かけを課すっすなわち、

伺客の知的経験に訴え、観客に象徴を解説し、アレコリーに興じるよう強いる。しか Lな

がら、そうした謎かけのそれぞれには、口話的に正確に公}:;化うるような符えがすでにあ

るのだJ (3B/OBK: 229)-， 

歴史的に見るなら、こうしたモンタージュの技法に対する丙定的な態度は、つねに存rr
したυ 最も代表的な例は、 1950年代フランスの批評家アンドレーパザンによる論争であろ

Yィ， 'うー lレ ;L_ -1 レ仲ンタ ν オン リアル

う。パザンによれば、映l由lは百説ではなく恭一象(=内現)、出来事の現実的な表象とな

らねばならなt) (-1) G そして、実際、タルコフスキイとパザンの預似性は、繰り返し指摘さ

れている (5) しかし、タルコフスキイにおいては、単なる対象の担尖柱、「空間的深さ」仰

という以|に、対象のうちに現れる時IAJこそが問題なのだったじ彼がヱイゼンンテイン的

「モンタージュ映画」を汗定したのは、そこでは「個々のシヨソト巾に時間的真実が存rr
しなLリ (3BIOBK: 232) からであった。「映l由lモンタ←ジュの特妹件は、 J最影された断片

の中に形象化された時聞を連結することに存する」のだ (3B/OBK:231)わ

ここで論点を明確にするために、ヤン・ムカジョブスキイの論主「映画における時間

Cas ve filrnu J (7)を参照してみたい(これはあくまで論点、の明確化のためであって、ムカ

ジョブスキイの観点は、タルゴブスキイのそれとは 致しなp)η ムカジョブスキイは、映

画における時聞のあり jjを検討するにあたり、演劇、叙事立:学という つの隣按去術を比

較対象として取り上げる。これら=つの芸術はいずれも、「それらの主題が出来事という

性格を台している」という点で共通している c ここで言う i{[rr米半，1J;CHCTBI1CJ とは「時間

的順次性により結ひ、つけられたー述の羊美」凶のことであり、したがって、これら三つの去

4 Jオーモン、 A ベルガラ、 M マリー、 M ヴェルネ昔、武出潔副 IIR'史山f11~論講義映像の瑚併と探

ボのために』筑摩書房、 2004午、 82-99貝

5 その相!としては以|、を宰照 DonatoTotaro，‘ Art for All 'TIlneγF山'11-Philosopl砂， 4:4 (2000) 

(http:/ ;¥v vv¥.¥'日lm-philosophy .com/voJ4-2000!n4totaro); B. Halligan，“l'he Long Take That Killぉ

Tarkovsky's Rcjcction of恥1ontagc，"Cenlral Europe Review 39:2 (2000). (ht中I/w、l，i"w.ccrCVICW
org!OO/39!kinoeye39 Jmlligan.html); HHfl()}lbcgUU M 只JhlK-TeJlO-CJl円aH.M.: HOR出川TepaTypH前

0603PCH日C.2004. C. 335 
G A ハザン|映画言語の進化JA パザン者小海水一訳ョ映画とは何か刊映侮言語の問題Jた術山

版社、 1976イ|、 176-202口
7 乙こ Eは以 l、に収録されたロシア30訳 (αBpeM河 11 Kl1HO>>)を事照した lvfygapJICO昨日tiiH. 

日CCJIenOBaHlUfrro 3CTeTlfKe阿 TeopWlflfcKyccTBa. M.: HCKyCCTBO， 1994. C. 410-419 

8 TaM )[(e. C. 411 
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斉雌 EE 

術において、時間が主要な構成要素となる、

ここで、それぞれの芸術において二つの時|削層を区別することができる f 出来事が継起

する時間(出来事の時間)、そして作品の受容者が経験する時間(受容有の時間)であるの

演劇においては、出来事の時間と受存者の時間は、ほぼ平行して流れる υ それに対し、叙

'fi.文学においては、出来事の時|町と受容者の時|町の|町に、相関↑でがほとんどない(小説は

気に読むことも断続的に読むことも、 週間かけて読むことも二時間で読むこともでき

る)、こうした出来事の時間と受存者の時聞の非相関性は、たとえば、叙事主'7'に「出来事

の製品川という可能件を与える。演劇では呈示するのに一晩かかるであろう数千|分の出来

半を、叙事文学は つのフレーズで要約することができる行

映画における出来事の時間と受存者の時聞は、演劇と同様、平行しているかに見える、

しかし、映向Iにおける両者の関係には、ある樋の非相関竹があり、その点で映向Iは叙'fi文

学とも共通している J 映画においては、叙事文学と同様、「出米事の要約」、さらに、同時

進行する線数の出来事の順次的 111.示、出来事の時間の逆行などが可能であるが、これらは

すべて出来事の時|町と受容者の時|削の非相関竹を前提としており、両者が、ド行して経過す

る演劇lにおいては、ほぼイ、叶能なことである。

以上のような映画の中間的特性を説明するため、ムカジョブスキイは「造形の時間

11306pa311TeJlhHOe BpeM兄」とLミう、もう一つの時|内層を導入する。これは、映向Iが出来事

を(要約や逆行などをもちいつつ)スクリーン上に呈示する際の時間である J こうして、

映画には、出来事の時間、(ふ造形の時問、 Ct受存者の時聞の三つの時間憎が存在するこ

とになり、と③は、叙'fi文学とl司様、非相閥的であり、②と〆ぎは、演劇と|司様、平行し

て流れるのこのような時間上の椛成は、映画の時間に高度の「現実性・迫真性

四日HeHHOCTbJを与えると同時に、諮られる出来事から白山な時向性の現出を可能にする心

「映画は、観7年内身の時間の感覚を利用することで、演劇的nlr3{~半の迫42性と阿様のそれ

を獲得するが、その際、出来事と観客とを切り離すー述の『造形のj時間が、展開する出

来事と現実の時間とを自動的に 致させてしまうことを防ぐのであるJ'へ

たとえば、映画においては、 n1r米半の吋聞を停止させることができる(クロース・アソ

プのショットのように) r出来事の時聞を停止させることができるのは、出来事の時間が

不動のままである瞬間にも、観d各の時間[受存者の時間 づ|問者J(叙事文?とは異なり、
アJうず

それは現勢化されている)とγ行して I造形の』時間が流れているからであるJ(刷。こ
れを、ポリス エイヘンパウムの表現在借りご言い換えるなら、「泊朝lにおける時間は、満

たされるのであり、構成されるのではなlリのに対し、「映l向において、時間は満たされる

のではなく、栴成されるムすなわち、 r....・-映画監督は、 n1r米半のテンポだけでなく、フィ

ルム白休(モンタージュ)のテンポをも、遅めたり速めたりでき、そのようにして、まっ

たく独自な時間感覚を創造するのだJ(111υ 

タルコブスキイが「映画モンタージュの特殊性は、撮影された断片の中に形象化された

。TaMiKe. C. 41 7 

10 TaM )KC. C. 417-418 

11 :3u町 It6の14E. np06Jle:¥lhl KI1HO-CTHJlHCTHKI1I13iL，cII6ay.u f). (r冗凡)日O')THKaKI1HO. M.-J1.， 1927 

C.42-43 
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時聞を連結することに存する」というとき、それはこうした「時間の構成」に相当するの

だと、とりあえずは百えるだろうじ「モンタージュは、内に異なる時|町を有する断片・小断

片を核合することである。そして、それら断片の結合だけが、そうした時間の存打一様態の

感覚を新たにするのだJ(3BI OBK: 231lι そして、いわゆる「モンタージコ映画」におい

ては、ムカジョブスキイの百う造形の時|町が、映像の連辞的 範列的連続による百語的
アイスヴ 八

言説に従属しているため、受容者の時間との同期による「生命)J 'iKH3HeHHOCTb Jが祥わ

れてしまうの rある、「私はいわゆる 「モンタージコ映画jとその諸原理を否定しているの

だが、それというのも、モンターンュ映l向の諸原用が、映l由l作品がスクリーンの境界を超

えて延長してゆくのを、すなわち、観客が自分自身の経験を、日の前のフィルム上で兄て

いることと辿結するのを妨げるから rあるJ(3B/OBK: 229)υ 

1-2 出来事と事実

ところで、ムカジョブスキイは、「出来事の時間」、およびその「造形の時間」という川

語法にも見られる通り、あくまで r:引来事l1eiiC1'Bl1eJ (これは演劇、;i'iX'!1文学、映I由lが共

通に有するものとされる)を作品構成の骨格と見なしていたのこの山米半を、彼(ま r~1'問

的順次性により結びつけられた 辿の事実」と定義していたが、その際(とりわけ演劇の

場合)、「一連の事実」は、何らかの視点から怠l床つけられた「登場人物.iJ，eiicTBylOwee;muo J 
の「行為1J，eHCTBHeJ を動機として展開されてゆく c 出米半の~;f聞は、そうした行為により

分節されるのである、

それに対し、タルコブスキイは、ムカジョブスキイが映l向の特殊件として示峻していた、

出来事から自由な時間性のうちにこそ、映画作品の「形式形成原理」を見ている c その際、

タルコフスキイは、そうした時向性を「事実という形式」において現れる時間と呼んでL、
るの it意しなければならないが、これは、ムカジョブスキイの言う「半実」とはまったく

呉なるものである

H史凹によって時間は、 休どのような形式で形象化されるのだろうか?ごの形式を事実的形

式と定義することにしよう。出来#も、人間の動き也、いかなる現実の対象也、事実として現

れうる c その際、そうした対裂は、不動↑'*と不変性のうちに主小することもできるにの不動

性が現実に流れる時間の中に存点する限りト (3B/3B: 162) 

この「事実的形式」において現れる時間については、後続箇所で「毎日、毎時、我われ
アル

を阿んでいる現実の素材それ肉体との、現実的で分かち難い結びつきのうちに捉えられた

時間J(3D/3D: 162) と説明されている。そして、映画において、作品の「形式形成原理」

となるのは、「現実の対象」に対するカメラの「注視Ha6耳目耳目配」であるじこれにより、

吋聞は「半実的形式」において定心されるの

映画の中の時間が事実という形式において現れるのだとするなら、その事安l主単純で由持{白な

I上視という I1手式において与えられる 最も微細立細胞に始まる事実を貝ぬく ~k凹の、主な形式

形成原岡は注視なのだ。 (3B/3B:166) 
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斉雌 EE 

これは、|司じく視活的・時|町民j芸術である演劇と比較すれば、分かりやすいだろうじ時

間が登場人物の行為により分節される演劇において、「注視」という契機はありえないので

ある υ ここには、 つの側面を灰日IJすることができる乙 (1)r注側」により定着される時間

の展開は、登場人物の行為による動機づけに依存しない}したがって、 (2)r注視」の対象

は、行為を行なう登場人物に限定されない(r出米卓也、人聞の動きも、いかなる現実の対

象もー J)。口うまでもなく、これら つは同じコインのIrl)j由である。こうして、「事実」

のうちに形象化される時|町竹においては、不動の'11.物も時|町の停止とは捉えられないじそ

こに現れているのもまた、時間の様態の つなのである c rどのような『死んだj対象

全体から切り離されてショッ卜の中に収められた机、椅子、コソプ も、あたかも時間

の不在という視点から見られたかのごとく流れゆく時|町の外で呈示されることはありえな

L リ (38/38:169) c 

以上のことは、(出来事ではなく)対象それ自体への且昧の充填を可能にする、映画のJ子

情詩的↑T格を説明するが (1-4のよ白を参!限)、それだけではない。こうした映l向の特件は、

伝統的な演劇、叙事文学における「出米半」に限定されない、より聞かれたプロソトの語

りを可能にするのごあり、そうした話りにおいては、まさに時間、「事実」のうちに形象化

される時|町が、作品の「形式形成」の主たる要因となる(その逆ではない、すなわち時IAJ

がV'"谷をなすのではなLサJ というのも、時間とは抽象的範時ではまったくなく、つねに「人

間的時間」としてしかありえないからである。

1-3.人間的時間

タルコフスキイは「形象化された時間Jの第 3草〈形象化された時間〉の中で、みずか

らの吋聞に対する考えを明らかにしているのドストエブスキイの小説『悪需』からの台名

な一節 (r全人類が幸福をTにするとき、時間はもはや行杭しないでしょう、必要なくなる

からです。[......J時間とは物では立く観念なのですJ(121) をエピグラフに拘げるこのテク

ストにおいて、タルコブスキイはHキ闘を、「我われの〈我〉の生存条件」、「精神的存在」と

しごの人聞がその中に生き、人聞を髭う「大気」、あるいは「人聞の塊というサラマン

ドラが1tむ炎J(すなわち人間の精神の境付)と呼んでいるは8/38:155， 156)υ 

タルコブスキイが、映回において、芸術の歴史卜初めて「吋聞を直接に形象化する方法」

が見いだされたのだと述べるときも、そうした時間が念頭に置かれている。ここで、「形象

化する 3arr四 aTJIeTbJとl、う動詞は、芸術、とりわけ造形芸術において何かを描写するこ

と、つまりは形象のうちに定心させることを意味『るつしたがって、視覚芸術としての映

画は、対象をtJl覚的映像としご捉えつつ、実際は、時聞を形象化し定着しているのである。

だから、「時間を形象化(立いし定着)する」というのは、単に映l由lが運動を再現するとい

うことを意昧するのでは、当然ないっここで言われる吋聞とは、 lli動を「物理的」に表現

する際の座標軸を折しているのではない(映画の編集作業が行なわれる際には、何分、 f可

メ←トルといった物用的時間の指棋が不可久'になるがに

12 第 2部第 1市の 5、スタヴロ ギンとの会話'1'のキリーロフの言葉(
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また、人聞が生きる時間とはいっても、それは「何かをしおおせる、何らかの行為を遂

行しおおせる可能↑Tを志l床する、前線的時|町ではなLミJ(3BI 3B: 155)じもちろん、人|削は、

時聞を直線的なものとして想定し、そのパースベクテイウマに従って現有からよ米を見通す

ことなしに、何らかの行為を遂行することができない、しかし、そうした直線的時間は、

時|町の、限定された現れの つにすぎない。この場合、行為とは何らかの結宋のことであ

るが、「精神的意味での原同と結果は、フィードバソクの連関にあることがありうるJ(3日/

3B: 158) (ここで口われる人間とは「精神的存在」なのである)、

原凶と結果は、正の連閣と逆の連関[~フィ ドパソク]により叩刊OMH o6paTHoH C聞3h町、

相互に制約Lあっている〕仮借ない蹴決性により、一方から他方が牛みだされる， L...... J原凶

と結果の連関、すなわちある状態から別の刷、態への移行 これもまた時聞の[つの]存作

総態、この [IL¥-聞という]概念を.fXわれの円常的実践の'1'で貝現化するf段である。 Lかし、

Mらかの結果を午みだ Lた原凶が、使用済みのロケソト段のように、投げ捨てられてLまうと

いうことはけっしてない仁何らかの結束を得ながら、我われは絶えずその原閃へと茂ってゆく

[......J. (3BI3B: 157-158) 

順次十Tは時|削の1I旅 の存在様態ではなく、時|削は、順行が同時に逆行であるような連闘の

巾で、 つの全体を形づくる， r~手間とは状態のことなのだJ (3B/3B: 156). 
~ :-チ，r，!

とはいえ、こうした時聞は、全体として分割不可能な辿統休をなしているわけではないυ

時|町が「流動的」であるのは、それが連続体であるからではなく、その都度、 '1起する「瞬

間」からなっていることによる J

映幽は、現実の運動それ自体を、その事実記述的・具休的な時聞の!ぇ復不可能性において、同

定する方法として生まれたす立わち、つねに新たに繰り返される瞬間を、その変化する流動

性において、次から次へと出Hとする占法としてである。我われは、このような 瞬をフィルム

上に定着することで、そうした流酎f性をとらえることができるようになる [.. .・ 0っそうした[急

速に過ぎ去る]現実を、 f~われは、早7]すされるそれぞれの瞬間の触知可能な貝体牲において、

それぞれの瞬間のテクスチュアと感情の反復不可能性と昨 件において、定着する

(3BI rrnc: 201-202) 

このくだりにおいて「瞬間」は、流れゆく継起性においてではなく、「つねに新たに繰り

返されるJ(漸消するや新たに内現される)その孤立性 「触知nJ能な貝体性」、「反復小

可能性と唯性」において捉えられていることに、注意を促しておきたい円時聞の「フィー

ドノずソク」は、ある孤立した瞬間を契機として起こるのであり、そこから「状態」として

の時間も生じてくるのである仙の

13 このことは、タルコフスキイの時間概念を H ベルクソンのそれと結びつける解釈(たとえば
Totaro，凶Artfor AlI'Timc'"を事l間)への反証と在るだろう)タルコプスキイの時間用僻はむしろ、
現存叫に時間構成の契機(叫同化する時間性と Lての呪布)を見る、現象芋の古j易との領ほ性が強
いように思われる (Dクリストフ編昔、木田正木間謙訳『ブヴサール1 修̂館 1974~い、 84

頁)
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このような、物理的時間でも、直線的時間でもない、精神的時間の「形象化」は、タノレ

ゴブスキイによれば、すでに世界fI2初の映l由lにおいてなされていたっ彼は次のように諮るつ

私はうに到るまで、前[)J:紀に|映されたKf的な映岡、すべての始まりとなった映阿を忘れる

ことができない 『列車の到着jのことである仁この誰もが知つごいるリュミエール兄弟の

映由が脹影されたのは、単にJ最影用カメラ、フィルム、映'lf.機が発明されたおかげで品る d こ

の|時間にして全部でー十秒ほどの光試の巾には、 Uの光に照らされた駅のプラソトホームの一

角、辺りを事き|ロ|る紳士山立たち、そしてショッ!の関からまっすぐカメラに向かつて近つい

てくる列車が与されている 列車が近づいてくるにつれて、上映ホ ルではパニソクが起乙り

始めたc 人びとは跳び|がって、逃げ出したのである〔まさにこの瞬間、映阿が牛まれたのだ

と、私には思える これは世界を複製するための単なる技術、ないしは新たな右法ではない、

断じて迷う 新たな美的原理が生まれたのである，(3B/3B: 161) 

'j ;s識的な映l由l史に従うなら、リュミエール兄弟の映I由lはセンセーンョナ)~な効果を担っ

た単なる「見世物」にすぎず、去術としての映画の歴史は、メリエスの特殊撮影、グリアイ

スのモンターンコ等の手法の確立により始まったのだと口うこともできる ι だが、タルコ

ブスキイは敢えて、リュミエール兄弟のこの「見世物」においてこそ、映l向という「新た

な美的原理が生まれた」のだと言う。そこで起こったことの何が新しかったのだろうか J

単に対象の運動が映像として再現されたということではない乙それだけならば、「辺り

を止、き|ロ|る紳士淑kたち」だけで|分であろうじ決定的だったのは、こちらに向かつて定っ

てくる(かのように見える)列中の映像が、組客を恐怖に陥れたことである J ここで重要

なのは、恐怖という感覚は時間と切り組すことができない、ということである。 (1)まず、

観存は、列卓がこちらにInjかつて走ってくることを、まさに [1白線的時間」による未来へ

の見通しによって予測することができなかったと走ってくる列車は、「直線的時間」による

観客の予測を、ある瞬間、裏切り、そうした時間の前線性をいわば脱円させたのであるが、

この [Hキ聞の脱臼」こそが映回の時間性をなしているのであるの (2)そして、観存は、列

車に燃かれないために、逃げなくてはならなかったc すなわち、間に合わなければ、ある

瞬間までに一定の行動を起こさなければ、死ぬという状況に青かれた 3 ここでは、そのよ

うな切迫性が映画の時間牲をなしている c

さらに指摘しておけば、このように干休の予測を裏切り、彼をタヒの危険へとさらす列車

は、絶対的に自己のうちに同化できないもの、す立わち他者の次冗(人であれ牧lであれ)

を体現している η つまり、ここで言う吋間性とは、他者との関係である η タルコブスキイ

が「時間とは我われの〈我〉の生存条件である」というとき、そこには他行との閃係が、

必然的に前挺とされているのであるリ

こうして、リュミエール兄弟による卜映において観存は、実際に半故に遭ったわけでは

ないが、その時間性、すなわち、恐怖の感覚に作う非予測性・切迫性という時間性を経験

することと立ったじそれは、量的にではなく、質的に捉えられた時間ということができる

が、映画は、会制Jの歴史上初めて、そうした時間を([半実的形式」において) [1白核に形

象化する」ごとを可能にした円これがタルコブスキイの言う「新たな美的原理」の誕生の
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自;叫ーであろう。

このような時間の質は、タルコブスキイが「時|町の圧力」と呼ぶものと関連づけること

が可能と思われる c [このショットの中を流れる時聞の濃度、強度、あるいは逆にその「希

薄度」 それをショッ卜中の時間の圧力とでも呼ぶことにしよう υ そうすると、モン宮ー

ジュとは、諸々のショッ卜を、その中の時間の圧力を考慮して結合する手段ということに

在るJ(3BI OBK: 228)。たとえば、水!上は、水における潜勢})を不す値であり、水自体は

不動であることも、また潜勢力としての本圧が現勢化し、本がおi~れ出すこともありうる、

水が流れ出す場合、水の述度は水圧と相関しつつも、実際にどのjft'[のi虫度をとるかは、水

が流れる条件によって異なる c 同様に、「時間の正))Jは、ショットを満たす「状態」とし

ての時聞における潜勢力として捉えることができ(たとえば上に見たような「切迫性Jの

強度)、その潜勢力は様ざまなベクトルと速度で現勢化しうるけそのベクトルと述度は、時

間がいかなる「水路J(様ざまな [1幅」と方向を持つ)をとるかにより決定されるが、そう

した「時聞の本路」を、ショット聞の境界を屯iえて形成するのが、モンタージュという操

ftなのだといえるだろうけ

ともあれ、量的にではなく、質的に捉えられた時間とは、つねに具体的な、すなわち「反

復不可能で唯一」の位置に立つ(他者との関係にあるということでもある)人聞にとって

の時間であるけそれゆえに時|町は、作品のプロソトを構成する原用となりうるのだっ

1-4.プロットと追想

タルゴブスキイが自作の[鏡』について、この作品で「結合されているのはンヨソトの

巾を流れる時閉それ白体なのだJ(3BI OBK: 228) と述べるときも、そこで言われる[~手

間」は、以上のような広昧で解され立くてはならないυ 『鏡』においては、時間の結合によ

りブロソトが栴成されてゆく (すでに栴成されたブロソトを吋聞が満た『のではなLサつ

もちろん、[ム統的な概念によっても、プロットは時間的秩序の巾で展開されるものである

が、すでに見た通り、この場合の時間的秩序とは、「出来事・行為.IJ;eHCTBHeJの順次的連

続のことである ([11'，*半の時間J)っ 方、タルコブスキイにおいて、順次性は時間の存在

様態の一つにすぎない。時間i:J:木来的には時間性、すなわち何らかの質として現れるもの

であり、プロットの概念もまた、映|由lにおけるこうした時向性から出発して、再与される

べきなのである r

L、ずれにせよ、映画におけるプロットの呈京は、映画同有の時聞のあり Jjに条件づけ

られており、それは初期の映l由1)理論からすでに明確に問題化されていた。ここでは、

映画と pう牒体が持つ、二つの吋間的条件が凶りしているの (1)ベラ・パラージュの有

名な命題にあるように、「映像には時紘の変化がないJ(r倒覚的人間 [1924])(J1)， [それ

はいわば現在形だけをもっている υ それは現に起こっていることだけを表現し、過去も未

来もともに表現しえなLリ(15)わそして、 (2)映回において「それぞれの後続する部分は、先

行する部分に対して、何らかの時間的関係を持たなくてはならない。問題は、隣接する映

14 Bバラージュ昔、性々 牛耳 ー高村宏出「視活的人間映I向。J下ラマツルギ一行波占町、 2001作、
146貝

1;; Bパラ ンュ昔、件々本基副 rR央向のf11~論J 苧雲当林、 2肌)3 年、 167FL
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画のショット[これはショッ卜の上位単位であるシーンないしシークェンスでも同線であ

る ~I用者]は、先行する部分と後続する部分として知覚されるということにあるじこ

れは映画の 般法則であるJ(ポリス・工イヘンパウム「映画文体論の諸問題j[1927]、強

調は!出立)116}、ごうした時間的条件は、たとえば小説のような叙事文?とは、恨本的に央

なるものであるつエイヘンパウムは次のように述べる。

文学においては l......JI時間はただボされるだけであり、作者は、語りをiJなっている限り、

時聞を ~fきなように扱うことができる c 映幽においては、 h'J時牲もまたl順次性であり、それは、

ただ、l'行総の交メ(私はわざと、 Y行柑!の幾何学的概念に逝って、このように員うのだが)と

L、う仕方によってのみ実現されるl順次件である。ある順次十字が中断される場合、それは、他の

素材によってその順次性が継続されんがために、中断されるのである。(Ii)

つまり、映画は「フィルムのコ 7 に始まり、モンタージコのショットに至るまご、徹頭
サ Jう七:-y 一一

徹尾連続的な芸術J(強調は原文)，州であるわけだが、これは、ムカジョブスキイの百う、

映画の時聞を決定する「造形の時間」が、具体的には映写機におけるフィルムの運動(上

映の閉じゅう停止することがなLサに等しいこと、口い換えるなら、「造形の時間」が、刊

品(ないしはテクス 1.)に内在的な時間であることによるけ 方、叙'i+文学、演劇の時IAJ

をそれぞれ決定する「出来事の時間」、「受d谷書の時間」は、作品に対し外相f的なものに依

拠している (1引い

こうして、映I向は、 I中l来事の連続を呈/J";するにせよ、時|町を形象化するにせよ、連続件

という悩命 フィルムの運動 からは逃れることができない J しかし、そうした出命

こそが、「連続性の幻想を創出する可能性のみならず、時間そのものを多総に構成する可能

性をりえる」のである :20)

タルコブスキイ i:J:r形象化された時間lの第 1章〈始まり〉において、映画と演劇lを対

比させつつ、映l向におけるドラマトゥJレギーの可能性について与察している。ここで映l判

と演劇が対比されるのは、両者がともに視覚的物語芸術であることによる。つまり、問題

は、 ドラ 7 トゥルギーにおける制覚と時聞の関係である。

再びムカジョブスキイに依拠するなら、演劇と映l向の差異を決定するのは、前者におい

て 11'11
1米半の時間」と「受容者の時間」が、ド行しているのに対し、後者ではその聞にJド相

関性があるということであった。そのため、演劇において出来事は、時間的順次性に従っ

て展開されるが、それが視覚芸術である以上、視覚化された腎場人物の外向的行為(視覚

的・言語的に外面化された行為 演劇においては台討もまた行為である)により呈示さ

れる他ない。そこでは、登場人物の内面すらも「性格」として、その行為のうちに外面

化される。

それに対し、1'11
1米半からは内由な時間牲を原理とする映画は、伝統的演劇とは異なる視

lG ヲ1Ixelt6の]4.np06.1eMbl KI1Ho-cn1JH1CTWKH. C. 35 

17 TaM )KC. C. 37 

18 TaM iKe. C. 49 

19 A命/WpJIC仰山1fU.l1CCJ1悶OBaHHHTTO 3CTeTlfKe. C. 418-419 

20 31IxeH6ay.lI. f1po6.1el¥'lbl KHIIO-CTH凡HCTHKl1.C. 37 
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覚的ドラマトゥルギーの可能性を与えるレそうした可能性を、タルコフスキイは、彼が映

向Iに固有の「詩的連関、詩の論用J(38: 11 1)とl呼ぶもののうちに見ている{

こうした詩の前J~は、論~IY'1な連続をなす山線的な筋のU4聞という T段により諸イメージ

[ないし人物!印象]o6pa3bJが同連つけられる、伝統的 lラマ lゥルギーよりも私に近いもの

であるじ[......J [伝統的ドラマトゥルギ では]背喝人物の性絡が筋を決定Lている場介で

さえ、関連づけの前J~は、之l'の線新さを単純化することに基づいている。 (3BIH: 112) 

なぜ「単純化」であるかといえば、登場人物の内面を「性格」として外面化すること白

体、 つの約束事だからである、ここで口われる「生の傾雑さ」とは、時間 行為を遂

行する可能竹としての「前線的時|削」ではなく、/1闘行が|司時に逆行であるような、「状態」

としての時間 の中を生きる、「精神的存花」としての人聞のあり方と見てよい戸それゆ

え、そうした人聞の生の緑態は、「怨、念 MbICJIbJ (あるいは思惟 MbIlIIJIeHHe)と口い替えら

れるつ「私の見解では、詩的論I里のほうが、伝統的ドラマトゥルギーの諭用よりも、想念の

展開の法則性に、ということは生そのものにも、より近いように思えるJ(381 11: 112;強

調は引川者). 

したがって、視覚化された登場人物の外而的行為によっては、「ノ|耳目3Hhそのもの」は

十全に呈ポされえない。「本物の生活 no即 HHH悶'i1013Hbとの外側上の頒似を実現させる」

ことはできたとしても、「出来上がった刊品は、結果として、現実とはかけ離れたものとな

り、まったく約束事的に見えることだろうJ(381 H: 114). r精神的存在」として時間の中

を生きる人聞の生は、先に見たような時間の質と Lて現れる c それゆえ、モンタージュ(立、

夜場人物の行為を時間的順次性に従って展開させるのではなく、シヨヅト中の「時間のft

)Jを考慮」し、「時間を連結 Fる」操作とならなければならないの

しかし、映画的素材を一つにまとめるのには、[伝統的ドラマトウルギーとはJWjo)f十hもある。

そごでは、人聞の思惟の品埋[連関と u い快えてもよい 引用布]在開示することが主眼と

在る。この場介、まさに思惟の諭聞によって、出来事の取序、全体を形成する、出来事のモン

タージュが決Jλとされるのである. (3日1H: 112) 

このとき、「七主人公白身を[tJl覚的に]耳すさなくとも、正確に言えば、{ム統的ドラマトゥlレ

ギ←を白する映l由lのように主人公を示さなくとも、絶入;立広昧を表現し、主人公の独特な

性格を描きr'lrlし、彼の内的位界を開示することができるJ(381 H: 123.124). (言うまでも

なく、「こうしたやり }jにより、 「鋭Iという映画ii組み立てられて」いる [3B/H:124J)。

ここで興昧深いことに、タルコフスキイは、時間の中を牛きる人間の牛の総態として、

想、念と並び「追想、 BocnOMHHaHHCJを挙げているの

[...... Jもう何年も兄ていない内分の牛家を思い浮かべることと、かなりの時聞が経った後、

この家を直段、眺めることとの問には、とてつもない遣いがある。普通、 ill想のut的性格は、

その貝体的な源恥と顔を合わせることでlil壊する.(3B/[]:123) 
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このくだりで口われる、現実の生家を見るごとと、それを追怨することとの聞の違いに

は、これまで見てきた、演劇的な「伝統的ドラマトゥルギ 」と、映向lの「詩的論用」の

述いとの預同性があると言える J すなわち、追想とは、ある対象(今の場合は生家)との

関係であるが、その関係は、例覚的に外由化されうる主体と対象との閃係(生誕とそれを

見る主体)ではもちろんない{そうではなく、それは主体が対象に対してとる時間的関係

であり、それは人聞がその中を生きる時間の巾にしかないのだc

ところで、この時間的関係を、過去との関係ということはできるだろうか乙「過去」とい

う語が、通常は「過去から現在へ」という順次的時|削秩序を前提としているのだとしたら、

ここでは、そのあり方について改めて聞い由:さなければならないのではないだろうかc タ

ルコフスキイは、すでに見た彼の時間論〈形象化された時間〉において、追憶(記憶)に

ついて百反しているが、そこでは、原因と結果のような時|削的順次件が、「精神的志、l床では

ブイードパックの連関にあることがありうるJ(3B/3B: 158)こと、すなわち時間の叶逆性

について辿、べられていたコ「 何らかの結果を生みだした}Jii囚が、仙川済みのロケット

段のように、投げ姶てられてしまうということはけっしてない。何らかの結果を得ながら、

我われは絶えずその原|対へと戻ってゆく J(3B/3B: 157-158)。すでに引用したこの 節

には、実は次のような口集が続いている、「 形式的な口集で口い替えるなら、夜われは

良心の助けを借りて、時|削を後戻りさせ、取り戻すのだJ(3B/3B: 158、強調は~I用者)。

ここで「良心」とは何を意味するのか、またそれはどのように時間と関わっているのか、

それについては以卜の条りで諮られている、

生[~生併]とは、人間に割りあてられた期間[二期限J CpOKにすぎず、その期間'1'に人聞は、

人間的存在の〈円 1M についての円分凶有のl~解に応じて、円分の精神を形成することがロl能

だし、またそうする義務がある c しかし、生が押し込められている厳格な枠は、自分自身およ

び他者の前での孜われの責nというものを、 層鋭い形であらわにする d 人聞の良心 それ

は時間に従回しており、時聞のおかげで存在しているのだ。 (3B/3B:157) 

「期間」とは、言うまでもなく人聞の生誕から%までの期問、「枠」のことであるが、注

自;し立ければならないのは、そうした期間の「割りあて」以前に、時間は存在しないとい

うことであるつ死という「期限」が置治通れることにより初めて、その「期限」との関係が、

ある切迫性をfl'いつつ、時間性としご現れてくるのだ(リュミエール兄弟の映画における

「切迫性」を思い起こしていただきたいれそして、 度こうした時間性が聞かれるや、そ

れは「人間的存在山J10BC4CCKOCcylll，CCTBOBaHI1C J (人間として存在すること)の一切を刻

定する (2l)コ「他行の前での責f干」、たとえば他x.との約束を果たすためには、ある「期限」

までに何らかの行為を遂行しなければ立らない。もしそれがJ判庁した場合、それは「取り

戻せなさ」として、人聞の意識のうちに残り続ける_r何らかの結果をIlみだした原|大IJ(な

いしは行為の動機)が「投げ捨てられてしまう」ことはないのだ。このような、時間的関

係における他者への意識 CO-3HaH町、それが「良心 CO-BeCTbJと呼ばれるものである心

21 M ハイテtガ -ulrと時間』第篇第一市第五十一節 (Mノ、イデガ一昔日佑搾辺郎訳『イf

在と時間|中央公論社、 1987年、 423-433頁)
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つまり、いわゆる「過去」というものは、挫折、喪失に起因する「取り民せなさ」として

現象するのそれは、順次的時|町秩序において現在に先行するものなのではなく、現在とは

決定的に切り離されたものとしてあるのそして、まさにそれゆえに、瞬間が「つねに新た

に繰り返される」現在において、「過去」は現在よりも「はるかに現実的な」もの、「確凶

たる、安定した」ものとして現れることになるけ

11寺聞は小口J逆的であると言われる 3 これは、よく言われるような、過l、は取り戻せないという

昔、昧においてのみ正当である しかし、この「過去」とは実のところ、 jjc何なのだろうか?

すでに過ぎ去ったもののことだろうか~かし、それぞれの人にとって、まさに過去の '1' に

こそ況在、すなわち流れてゆく一瞬一瞬の、過ぎよることのない呪実性が秘められてL、るとす

るならば、「過き、去った」とは何を怠昧するのだろうか? 過去は、ある怠昧では、現作よりも

はるかに現妥的ご品るし、いずれにせよ、現庇よりも雌固たる、安定したものごある υ 現{十は、

指の間からこぼれる砂のように、滑り落ち、逃れてゆき、ただその追想においてのみ、みずか

らの物質的な重みを獲得するのだ。 (3B/3B:157) 

したがって、追惣という、人聞の生の時間総態において、次のような契機を[50111するこ

とができる。すなわち、追想において (1)過去は、順次的時間秩序において現在に先行す

るものとしてではなく、それ自体、孤守:した「物質的な重み」を持つ映像として現れる(タ

ルコフスキイは|明記してL、ないが、追怨、がつねに映像という形をとるごとは、イメ慎的な岩、

J主を持つのこれについては後に論じたLサ。しかも、 (2)過去は、現在時において「現在よ

りもはるかに現実的な」ものとして現れる J つまり、追想、とはそれ自体、順次的時間秩序

の混乱である c (3)追想は、単なる過去の再現ではなく、他者との関係(r取り灰せ立さJ)

の中で起こるの

こうして、追忽ii、無時林的な「現打形だけを持つ」映像という媒休により、時聞を構

成し、プロット(人物問の関係、出来事)を形成してゆく映l向芸術において、また順次件、

連続性という「宿命」のもとでしか時間を組織してゆく他ない映回芸術において、ある独

特な位置を占める素材であることが分かるだろう。その意味で、タルコブスキイの映画

I鏡lは、範朽11的な刊品である。というのも、この映l由lは、まさに主人公による追想、を主

要な契機として、その全体的栴bJeを組織している作品であり、また、ほとんど追想という

契機のみによりプロットを展開し、そこに重大な帰結をもたらしえている作品だからであ

るリ

2. r鏡Jのプロット構成要素

2-1 人物構成

I鏡Jのプロソトは、 1970年代のソ述に生きる七主人公 (40f~である)の現柱、および彼

の牛きた過去という 2つの時間凶から立っており、全体の構成において、それぞれに属す

る場面が交互に配置されているゆっ映画全体のブ口、ソトにおいては、過去に属する諸場

面は、現在における全人公の追想である(夢という形もとるが、この映画において夢と追

"、戸
Lif 
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憶のrx:ゅJIま決定的なものごはなLサレ

プロッ lにおける、こうした 2つの時間層の設定により呈示されているのは、現在の主

人公の過去への関係であるの追想される過去の諸場面が、それぞれ独すしたプロソトと、

ある程度、閉じた構成を有するのに対し、現在の諸I品由は、大部分が対話(電話ごの対話

を含む)からなっており、プロッ lを形成する要素をほとんど白していないため、現在の

諸場面(立、エピソ ドとして完結した、過去の諸場面を結びつける役加しか果たしていな

いかのような印象を与えるにこでタルコフスキイが話っていた、過去の「現実性」、「物

質的な重み」について想起してもよいだろう)。しかしながら、映I由l全体のプロッ lにおい

ては、あくまで下人公の追想、すなわち、現有と過去の聞の11き米という主人公の内的過

程が、プロットを;UJJ的に構成する要因となっている乙

主人公が追想するのは、自分の幼少イ|時代 (1930・40イ|代)についてであり、とりわ

けそれは母をめぐる追想である J このように下人公と付の関係が問題化されるのは、幼年

時代に父がる乙を去ってしまったため、幼 少年時代の主人公と rJとの結びつきが強かった

という状況設定による。したがって、追想における主人公の過去への闘係は、他者との関

係により引き起こされるのだと言うことができるの

主要育局人物(全体的なプロットの形成に関与する人物)の構成も、こうした 2つの時

|削層の設定に規定されている{現在と過去における登場人物|町の関係は、明らかな、ド行関

係にある J すなわち、 (1)現打には、 AT:人公、 B離婚した下人公の前妻、 C二人の聞の

息子(前妻が引きとっている)がおり、 (2)過去には、A'ぷを去った主人公の父、 B'主人

公の母、 C'幼・少イ|時代の主人公がいる。幼イ|時代と少イ|時代の主人公は、それぞれ別々

の子役により演じられる。さらに現在には、 D年老いた主人公の坊がいる c

こうした奇場人物の布間において、 A-B-CとA'ーB'-C'のドlリグループは、父、および彼

から切り離された母と息子というJ.':¥で、相似的な|剖係にある η さらに、過去の主人公の母

(B') と現柱の三巨人公の前妻 (B)、および少年時代の干人公(C')と七主人公の息子i:J:、同

じ俳優による一人 役で演じられる。さらに、現在の主人公 (A)は、スクリーン上では祝

覚的な形で姿を見せず、も

(はA')との間にlは主、刊倒は覚的同 性があるとは言えないが、制覚的な非同 性があるとも、ま

た丙えないじこのような、 1111]育場人物ク守ループ聞の視覚的|日l一性は、現在と(追想される)

過去の結節点、 2つの時間層の場面交杯の際の「蝶杏」として機能するが、それだけではな

L 、c この制覚的同一性は、現有の三主人公が、前妻と息子のうちに、過去の母と白分の姿を、

いわば「過去の物質化」として見るという状況を刊り出している。これは、タルコフスキ

イの前作 Iソラリスj(1972) において、主人公らの記憶が「寄」として物質化されてしま

うという状況を、 U常的次元で表現したものといえる。

ともあれ、[鏡」においては、けっして順次的時間秩序に還冗でき立い、過去に対する現

在の|剖係、その吋間性が、プロッ lの設定、時間卜の栴成、および登場人物の布置の練り

22 績1J)ンナリオと Lては以「のものを宰考にした C1leHap問中川hMaα3epKaJlm，AH凡P伺

TapKoBcKOro 11 )KYPH叩 <<KHHOCUCHapmm.1994. N~ 6. C. 2-49; ，I.!;]場!ム1，3監修、'，0;'(洋律 . ，I.!;]場!ム
信訳『アンドレイ タルコフスキイ『錆』の本Jリブロボ ト、 1994，ただし、自'1者は 『鏡Jの制
作後にタルコブスキイがよと学的テクストとして執筆したものであり 叫画のンナリオとは人幅に異
なるeiiうよ在frrん C'¥、る
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あげにより、きわめて正確、かつリアルな形でII!:示されてL、る乙

2-2 過去と現在の時間層

過去の時間同に属する諸尉由には、 4つの主要な「エピソード」があるが (23)、刊品全体

の構成における、これら 4つのエピソードの配置は、多くの点できわめてシンメトリソク

な、ほとんど幾イロj学的と言ってもよい形をとっている(伏|表参照)。

(1)第 1 第 2のエピソートは 1930年代(大粛消時代)、第 3・1'¥4は 40年代(大仰回

戦争)の出来事を物語るじ中心人物は、第 1のエピソードがほと主人公(幼イI)、第 2が母

のみ、第 3がTて人公(少年)のみ、第 4がふたたび付と主人公(少年)となっており、こ

の点でも明らかにシンメトリーが話;図されている υ

(2)中央の第 2・第 3のエピソードはいずれも、現在の時|削層に属する、前回lの電話の

場面によって導人される c 第 2のエピソードを導入するのは付から主人公への電話、第 3

を導入するのは主人公からその息子への電話、すなわち、いずれも親から子への電話であ

り、親が中心人物(第 2は母、第 3は主人公)である過去の場而を導く :24)じ

その他に「父の帰還」とL、う場面があるが、それは規模の小ささにより、 4つのヱビソー

ドとは[)Z)!IJされ、また、全体の構成における位置も、 4つのエピソードのシンメトリック

な配置からは外れている(この「外れている」ことは、それ自体、構成|の志、l床を持つ)っ

さらに、円、つも見る夢」と pう場面があるが、これは過去の時間層の素材をもちいながら

も、厳需な亘昧では、この時間同に属するとは口えなL、コごの点については、第 3卓で与

[図表]
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謀各場而の呼び名は作成者によるc 本文III-Cもこの11乎びずlをもちいる U

23 タルコフスキイはこれらを|短篇ヱピソ ドHOReJlJlbl-:mH10凡"'Jと呼んでいるが (3B/OBK:242)、
先に触れた辿り、それぞれのエピソードは独立したプロット、閉じた構成を有している 弘首の当

初の構想ごは、これらのヱピソードだけが、『鏡Jを構成 Fる部分となるはずだったとHI'測される
24 これら 4つのヱビソー F-('は、監皆の父である詩人アルセニイ タルコフスキイの詩が 篇ずつ、

同l同iO)外で、 7Li人白身により朗読される。
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当きする c

現在の時|削層に属する諸場而は、一貫して主人公の家において展闘される(図表参!附)っ

最初の場面の「第 1の電話」と、最後の場面の「病床ので人公」を除き、離婚した前妻が

息子を辿れて訪ねてくるという状況設定を持つ。すでに述、べた通り、現在の諸場面は、そ

の大部分が対話からなっており、中盤の「プーシキン書簡」の場而を除き、明維なプロソ

トを持たない付これは、過去の諸場面が様ざまに舞台を変え、また、 4つのヱビソードが、

それぞれ独立したプロットと構成を有しているのと大きな対照をなす。こうした現在と過

去の対照は、映I由l全体のプロットを構成する要因となっているのが、主人公の追想、現在

と過去の聞の11き米であり、現:j[の時間層は、過去への泊憾の某点として機能しているこ

とに士れむしてL、る c

現在の場而は 3つのグループにk別される(図表参!限)

(1) t:人公と前妻の対話を巾心とする 2つの場面。その傍らには彼らの息子がいる J

これらの胤由では、主人公の制点とカメラの制点とがほぼ重なっており、主人公は声とし

てのみ登場するため、主人公の行為は視伝的に外而化されないr また、場而のk部分が、

様ざまに話題を変えつつ続く、 Tて人公と前妻との対話によって展開されるため(例外は第

1の対話でのスベイン人のエピソードである)、明確なプロットを持たないυ 対話の話題

の中心は、主人公と母親とのこじれた関係であるが、そうした関係が、主人公の追想、を引

き起こしているというのは、すでに述べた通りである J

(2) 2つの電話の上場由いこれらの地由の長さは、主人公と前妻の対話のI品由と比べ、か

なり短い。第 1の電話はほから主人公への、第 2の電話は主人公から d臣、]'への電話であり

(どちらも親から子への電話である)、それぞれ、過去のエピソードの第 2部、第 3部を導

入する役割を担っているリそれと|百l時に、これらの場而は、電話のベルの音で開始される

ことにより、 I白一前の夢(ないしは白主主夢)の場面を打ちきるという機能も果たしているの

この電話の青が、第 1の電話の場合ii、(実際には干人公の夢である)第 1のエピソードの

追想から、第 2の電話の場合は、主人公の息、 fが体験する「非現実的」状況から、有場人

物(そして観る者)を覚酢させ、「現実的」場面への速やかな転換を可能にする。 般に[鏡l

では不意打ちという、「時聞の脱臼」を具現するかのような出来事が多く児られるが、これ

については後に検討するリ

(3) [謎のkJが登場する場面。 [7 シキン書簡」と「病床の主人公」の 2つの場面が

ある。いずれも挫flはやはり主人公の家であり、場面の中心人物は、前行は主人公の息子、

後者は主人公である。どちらも、ここで仮に「謎の女」と呼ぶ中干の女性(老いた召使を

伴う)が登場する点で共通しているが、このkt'1は「プーシキン書簡」の場面で突然現わ

れ、突然消えることから明らかなように、現実の人物ではない。つまり、これら 2つの場

向で描かれるのは、あくまで現在の時間同における出来事であるが、それぞれの中心人物

が見る「白昼夢」のようなものと解釈できる〔
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3. T鏡Iの構成

3-1 現在と過去の交替

以上で示された人物関係、および諸場面により、『鋭』は構成される(お)乙上場由は現在と

過去の時|町層に分けられ、主人公による両者|削の往き来が、作品のプロソトをなすっそれ

では、『鏡』において、現有と過去の諸場面の交替、ないしはモンタージュはどのように操

刊されているのだろうか。口い換えれば、主人公の追惣、現在と過去の聞の伐さ来という

内的過ねは、映I由lにおいてどのように呈示されているのだろうか。その一例を、映I由lの前

半、すなわち、第 1の工ビソード、第 1の電話、第 2のエピソード、第 1の前妻との対話

という in~れにおいて検討してみよう。

第 1のエピソードは、主人公が幼イ|時代に毎夏を過ごしたという、因企の家での出来事

の追想、である行そこでは 連の出米事の後、床にへった幼年の主人公が夢を見る c iて人公

のI手が、父の助けを借りて援を{先う、不可思議な光良であるが、それが脈絡のない、すな

わち完結した出来事とはなりえない光景の連続であるため、このシーンを終わらせるため

には、夢からの覚配という形をとる他ない J 実際、電話のべJしがl的り響き、主人公は夢か

ら醒めるわけだが、このとき局面は、すでに現在の時間同に属する第 1の電話に移行して

いる。電話は、現在の主人公のほが、主人公にかけてきたものである。つまり、実は第 1

のエピソード全体が、現在ので人公が見た夢なのだった(このことは、電話の会話の巾で

主人公により l明白される)(261。

ここで行なわれているのは、場而を交替させるための、単なる約束事的なJ~作ではないっ

というのも、映画を椛成する単位としてのシーンはたしかに交替しているが、主人公が生

きている時聞は連続したままだからである。ここでは、断絶という形で表現される、ある

時向性が呈示されているのである〔追想(そして夢)の吋向性は、そうしたものであるの

人は干体的な行為として追怨、を行なうことはない。人がj且fE、在行なうのではなく、追;忠さ

れる過去のほうが、ある民援となって、人を不忌に襲うのである (27)。人がH常的には、現

在から本来を見通す[，白線的時間」を生きているとするなら、人は追想、をそうした吋聞の

巾で行なうことはない。追怨、i:J:不意打ちとして、いわば[(直線的)時聞の脱臼」として現

れるのだ。だから、人が追想から円協の時間の中に灰るときも、そのJn:線的時間秩序は(

時的にではあれ)混乱するつ r*'宣Jの主人公は、母の占い友人リーザが刺の 7吋に亡くなっ

たことを知らされ、現有の時主IJを母に訊ねる 6時と言われた彼は「朝のりと聞き返し、

母の苛立ちを誘う制。

25 木論亡は、タルコフスキイの時間に閲する患者が、その叫画制作においてどのように実践されとい
るか、それを見ることをは的とするため、ここでの考察はいまだアウトラインにすぎなt)"検討さ
れる部分に偏りがあり とくにロシアソ連邦の歴史に関わる部分(長よ主ドキ 1メンタリ フィ
ルムをifむ第 30)エピソード、「プーシキン書簡」の場而)、および4つのエピソードに持人される
アルセニイ タルコフスキイの詩の意義については考察ごさ立かったことをお断りしておきたいb

出 版需には、砂の末尾において現在の作右いた母が腎場しごいるため(過ょの母がはる鋭にその涯が
映っている) そこからこの専は(幼年の主人公ではなく)現{Iの主人公の苓であることになるが、
この夢の情呈の時点では、ttJl'在はそれが宅人公の母であることを知ることができとよいc

27 こうした映像に対寸る主体の受動性については次を参照 M フランショ許、粟津則肱訳「文学空
間J現代思潮社、 25-28R 
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このI詰由のを替では、現在の主人公がスクリーン上に制覚化されないという設定も、決

定的な志:義を有しているけ追想は、空間中で行なわれる外而的行為ではなく、内的過科で

あるため、それを呈ポするに際し、主人公の視覚的な姿は、無意味であるばかりか、その

妨げにしかならない、ごうして、第 1の電話の場面では、相手の舟も電話の向ごうにいる

わけだから、主人公の家の情景が無人のまま、スクリ ン|ーに繰り広げられる。したがっ

て、このシーンは、電話が切られた時点で、自動的に終わらざるをえないc 二人の聞に小

さな詩L、が起こり、月が 右的に受話需を置くことで、第 1の電話のI誌面は終わり、リー

ザの口卜械との連想から、第 2のエピソードへと移行してゆく{このエピソードでは、ス

ターリン時代に坊がリーザと共に働いていた、印刷所での出米半が追想される (29)

ところで、第 1の電話の場面において、現在の町もまた例覚化されないということは、

その後の場而の構成にも大きく関わっている。というのも、そのことにより、第 1の前妻

との対話にいたるまでに、主人公の付が視覚化されるのは、第 1、第 2のエピソードにお

ける過去の月のほうだけということになり、第 1の対話の上場由で主人公の前妻が初めて衿

場するとき、両者の視覚的|司一件を|全に示すことができるからである 3 第 2のエピソ

ドは、左を向き、やや上方を仰ぎ見る、付の顔のクロース・ショットで終わる。浴びてい

たシャワーの湯が突然止まったことにi企庁に界れ(ここにも「不怠打ち」の時間性がある)、

彼止は諦めたように笑い、かっ必び泣くじ続く第 1の対話の辰初のンヨソトが映しだすの

は、同様に左を向き、やや上方を仰ぎ見る、前妻の顔であるが、ただし、それは鏡に写っ

た{撃であるために、実際は布向きになっている。こうした例覚的同 性は、過去と現在に

おける、笠場人物の布胃の相似件に由来するものであり、主人公の追想において、過去と

現在の結節点をなすものであった。それゆえ、第 1の対話の場面で、丁一人公が(鏡に写る

OU liの頗を見つつ)JU初(こUにする"集は、「忘れたのかい?吉みは母さんに似てると、

ぼくはいつも言っていた」であり、それに対し前妻は、「イグナート[息子]があなたにど

んどん似てくるのを見ると、ぞっとするわ」と応える(強調は引川行)。

続いて主人公が過去の追想へと話題を向けるのは、これまで者察してきたことからして、

お こうしたJ晶画和、換と「時聞の脱臼」との連関は、「プーンキン古筒」の場面を導入寸る、次のような

エヒソードにも見られる 主人公の前妻が何1)叫)川事で出かけることになり、(主人公も外出して

いたため)以Ti主 人で留守を任されることになる)日'1古は慌てたために、誤って鞄の'1'身を比に
ぶちまけてしまうれ息チは前妻がそ心中身を拾うのを干伝うが、床に触れると突然前電気のような
ものを感じ、子を引っ込める。ごこでも「時聞の脱臼」を引き起こ寸ィ、意川ちの伊l来事が拍かれて

いる c 外I引を急ぐ前妻ii、ドアを開けて外に出るという、現在から未来への時間心流れを向分心中

ご予期しつつ行動Lているのだが、その流れは子則せぬ山来事により断ち切られる b こうして、時
間は別!jlムIに|ムjけご流れだすわけだが、さらに畳みかけるように息fが静電気の不忌打ちを受けるじ

ここでH了の時間感覚は出品し するー被は既視感に襲われ(す立わちある映像に襲われ)、「山JIこ色同
じことがあった|と計う c 静者気による不志tTちが、 瞬彼を別の時間にt立食するのであ Q しか

し、彼はすぐに「や〉ばり追う」と孟い由;す こうしてこのヱピノードは、助面の時間の流れを小

安五fじする L そし亡、映I向においご時間のノ5向刊の転枚は、学問の転換と連関し Cいるわけだから、
ここに導人されたィ、安定性は、より白山立空間的転換をも吋能にするのそのために 続く向日亨的
な「プーンキン占愉」の場l自lへの突然の転枚(謎の立の突然の脅場)也、自然に行なわれるのだと

言える

20 現実的に寺えるZ在=ら、この第 2のエピソ ドに主人公は手符王場しないため、これが主人公の10同ロ司|ドA也占

ると考えることiは土できなくな②「 しかし、すくぐ守筏に;，辺述z止占sべる このヱピソ ドフ末|ドd居の母の顔と、続く
第1の目前白三古告との対話iυ{~-臥良の刑三古告の顔とのU出fn泌t必Jは 第2のエヒピJソ一ドが」主:人公の追想であることを目即別lリl 

J提2にしているようにLμ止える
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ほとんど合法則的ごある。「思い出に耽っているだけのときでさえな! 子供の頃のこと、

母さんのこと、それを思い返すと、母さんはなぜかいつもきみの顔をしている」。この台詞

をで人公が話す問、画面には第 1のエピソ ドの情景、すなわち幼年時代に足を過ごして

いた生家の情京が現れる。前述の通り、前妻との対話の場由ーでは、カメラの制点l主主人公

のそれと、ほぼ致している{ したがって、対話の民中、カメラはたえず前妻の顔を追う

ことになるのだが、 Tて人公の意識がいったん過去に向かうや、カメラの対象は過去の情景

に切り替わる。主人公は、実際にそれを見ているのであり、映像は過去と現在の時間帽を

横断しているとしても、主人公が生きている時聞は連続しているのであるじ

3-2"追想

主人公をこのような追想へと促すもの、それは他者との関係、すなわち母との関係であ

り、その関係は「取り戻せなさ」という形で現れる c 過去は「取り戻せなLリものとなっ

たがゆえに、「物慎的な重み」をもって主人公の白;識のうちに残り続ける。こうした、時間

的関係における他者への志識が「良心」と呼ばれる， r映向終わり近くの「病床の主人公」

の場面で、往診に米た医青は、 Tて人公の病気を精神的なものだと言い、「良心じOBeCTb、記

憶 rraMHTbというものがありますから」と説明する。この医者は、記憶と良心を同栴の関

係で捉えているのだの

第 1の前妻との対話では、こう Lた下人公と付の関係が話題にのぼるの

前妻 なんであなたは今までお母さんと仲直りしなかったの? 思いのはあなたじゃないのc

i人公 ぼくが P ぼくが悪いだって Y どごが悪かったというんだ)母さんは、ぼくがどう生

きるべきか、 lまくよりも円分のほうがよく知っているのだと思い込んでLまった己あるいは、

結同は、自分がぼくを干せにできるんだ B附HlJ;eKUH叫08，MQ)KeT CLle!laTb Me問 C'laCT!lI1Bbl¥lと

ねn そのごとか?

ここでは、母了の快|係の内実は暗示的なままにとどまっているが、それは、作品の構成

の中に構造化された百円関係のうちに、読み取ることができる。出発点として、現有と過去

の時間回における、主要奇士号人物の相似関係を、再度取りあげてみようじそれは、(1)現

在の A主人公、 B前妻、 C息了、 (2)過去の A"家を去った父、 B"母、c"主人公という 2

つのグループにおける、各項の閃係の制11以であり、 Bと町、 Cとc'ii、スクリーン上は制

覚的に|百lーであるじということは、現在の主人公が結婚したのは、「父」のfl'，:in:をl円めよう

とする試みはと A"の阿 化)であったと解釈できるの過去の主人公(父)と現在の息子

との制覚的同一性は、そのことを万している。しかし、七主人公は「父」との同 化の試み

に持折した、す立わち 14とは雌婚した U まず、ここに「取り灰せなさ」がある υ そして、

主人公は「父」の位置の中に内己を見いだそうとしていたわけだから、彼は今や、みずか

らの同一性を尖った、出つりの状態にあるのだと言えると現有の七主人公が悦覚的に完結

した遂をとらないことの芯昧は、そうしたところに求めることもできる c (あるいは、「病

床の主人公」の場面で、主人公の部屋に掛けられた将しい数の鏡のことを考えてもよいの

それらの鋭は、無数に分散した白己の姿を写し出すことになるだろうと)
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それ自立、上の相似関係において「父」の位置は、どのような忌、義を担っているのだろ

うかつそれは、映l向全体における場而の構成から考えることができるように 4忠われるじす

でに見た通り、過去の時間層に属する 4つのエピソードの配世は、シンメトリソクな構成

を有している。その中で、 Ir1tlt'出の第 1と第 4のエピソードは、中心人物がrJと主人公であ

る点で共通していたが、両エピソー l の l照応関係はそれだけにとどまるものではな~ ~ () 

第 1の工ビソードでは、冒頭のナレーション(ないしは現杭の主人公の独白)により、

戦前 (1930年代)に父が米を出ていってしまったことが告げられるコ舞fiは、 111舎の!ムい

草原の中に立つ、主人公の'1家であり、母は家の周りを巡る垣に附り、広がる草原を見な

がら、父の帰りを待っている。このi前景の空間的構成は、内部としての「家」、およびその

外部に分けられるいこの「家」は、父・ rJ 子という家紋関係のI場所として機能している

が、主人公らにおいては、父の1;，胃が空虚であり、彼らは、父が外部から|ロp掃してくるの

を、当てもなく待っているのこの当てもなく待つという行為が、ある特殊な時間性を体現

していることに注忌、したい制。現在の時間)討において、主人公の同一性が宙づりである

こと(主人公の非視覚作に体現されているにそして、過去の時|削層において、父のい置が

空虚であること、このよ決性(立、映画全体の r~干聞の'i'\J を決定していると言えるの

一点、第 4のエピソードにも、第 1のエピソードと同級のd半間的 人物的関係がある、

このエピソー lでは、ほと主人公が、戦時中、貧しp'l活の足しにするため、速い知りあ

いの医書の家へ、-i;:iJを売りにゆく。坊と主人公は、よその「家」の中に人ってゆくわけ

であるいこの「家」でもI手と子がおり、院者の父は町仁、すなわち外却に出かけてしまっ

ている{家のk主人(母)は、父はまもなく帰ってくるので、そのときに宝石代を払うと

言う。外部に出かけた父は、確実に回帰してくるのである。第 1のエピソ ドにおいて、

父を待ち1tびる母のもとに現れたのが、通りすがりの医者であったことを、ここで思い起

こしてもよいだろうの

その後、母と三巨人公は、女主人の幼い息子が11)(る部犀lこd正内される c 女主人は、木当は

娘がほしかった、自分は好娠しているが、今度こそ女の fがほしいと話す。こうして、第

1のエピソードにおける主人公の「家」と、第 4のエピソードにおける医者の「家」は、同

じノ戸間的・人物的関係にありながら、そこに体現される時間性はまったく呉なっている。

主人公らにおいては、まずある瞬間が凶帰しなければならず、それまでは|百lじ現在の瞬間

が続いてゆくだけであるつ彼らは、L追わば現在時に拘束されているのである c それに対し、

女主人らにおいては、現有時から出発して、新たな未来の瞬間、たとえば新たな子の生誕

を、あるパースベクティウ守に従って見通してゆくことができるじ

第1のエピソード冒頭の諸ショットを流れる時間、その rH十聞の圧力」は、以上のよう

なヤ間的・人物的関係、およびその時間牲により、完全に決定されている c 母は「家Jの

傍らで、その外部へと広がる雫聞を見やりながら、父の凶柑という瞬間を待っている。そ

こではただ阿じ現在の瞬間が繰り返されるだけであり、いわゆる吋聞の経過は、母のl岐う

問中ーが灰に変わってゆくさま、そしてその木数によってしか測られることがない円ここで

311 lril様の時間刊は、治 3のエピソードに岬入されてL当る、第 次 IU 界 k~k吋心ソ連半0) トキヱメンタ

リーフィルムに如'kに現れている。シヴアンコ湖の浅湘を搾る彼らの行軍l主、あたかも乃速に続
くかのようにM.¥わオLる
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州中の映像のうちに形象化されている時間性は、純粋な時聞の消尽、けっして1m囚と結果

の川I捕を閉じることのない時|町であるつ

ただ、実際には、大祖国戦争巾の平半教練のj泊想、である第 3のエピソ ドと、第 2の前

妻との対話の聞に、「父の帰還」という、比較的照い上場曲が伸入されている c このI場由l主、

戦時中、ないしは戦後まもなくと出われる時期に、軍服遂の父が、突然、主人公らのもと

に戻ってきたときの様子を描いているが、この父の帰還がで人公らの「家」に安定をもた

らすという印象は与えない(つまり、これは一時的な帰還にすぎないという印象を与える)υ

というのも、場而がそのように構成されているからであるけすでに触れたように、この場

面は、過去の時間層に属していながら、 4つのエピソードのシンメトリソクな(安定した)

配置にはn-まれていない。地面は、父の身体に必死にしがみつく少年の主人公と妹の

ンョッ lで終わるが、そこで流れる伯楽は、 J.Sパッハ Iヨハネ受難山」中、 卜字架|の

イエスが忠.~{ilえた瞬間、天変地異が起こったさま(神殿の幕が裂け、地震が起こる)を語

る、相~に激しい曲である。この父の突然の帰還は、主人公のうちに「時間の脱臼」、とい

うよりは時|削の張り裂けを引き起こしただろうが、しかし、それは張り裂けにすぎず、時

間の安定をもたらしはしないのであるの
ト， ス

こうして、 「鋭jの衿I詩人物の布置における「父」とは、「家」というよ詰所仁、空間的

時|問的に安定した秩序をもたらす存在、あるいはその{"置と、定おすることができるだろ

う。この秩序は、映回の中では「幸せ C4aCTbeJという語のうちに象徴化されている c 上

に引IIJした前妻との対話の中ご、主人公はI手について、「ぼくを幸せ四aCT.江田日量にできる

と思い込んでしまった」と述べていたが、「宇せにする」というのは、今ここに「宇せ」が

欠けているからなのであるの

しかし、上に見た「幸せ」と「父」の連関に従うなら、主人公が「幸せ」に在るために

は、母が息子としての彼を「主せにする」のではなく、彼内身が「父」とならねばならな

L 、c 三下人公の考えによれば、母はそのことを理解していなかった。母は「ぼくがどう生き

るべきか、ぼくよりも自分のほうがよく知っているのだと忠、い込んでしまった」。主人公

は、門分が「父」になれなかった ということは、妻と離婚してしまった原|大|を、母に

帰しているのであり、そのために、現打の母とは白然な関係が持てないのだ。

したがって、主人公が「取り灰せなさ」として抱えているものは、次のごとく 晶化し

ている. (1)主人公が「父」となるためには、彼がいまだ息子として、母の愛情の中で生

きてゆくことのできた、幼年・少年時代を喪失せざるをえなかった。 (2) しかし、彼(j:、

主との雌婚によって、「父」となることに挫折してしまった U この 2つの契機が、主人公の

追想においては、母と前妻の視覚的同 牲により、重ねあわされている η それは、母のも

とでの幼年・少年時代の情景であると同時に、白分のために「父」を失ってしまった、前

主と息 fの遂でもある (r母さんはなぜかいつもきみの頗をしているJ)。

いずれにせよ、主人公を追想へとうながす「取り戻せなさ」は「父」と|剖係しているこ

とになるが、それは「父」が法の次元を体現する位置であるからだと考えられる。父・母-

fという家紋関係自体、一般に法的関係であるが(結婚、r.1lft昔、出牛ーといったものはすべ

て、法の上のr'Pr米半である)、[鏡jの栴成においては、「父」は、安定した空間的秩序(内

部と外部の坑界)、時間的秩序(何らかの未来を実現するパースヘクティヴを閃く時間性)
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を「家」にもたらす存在として、機能していた。こうした秩序は、法(もちろん法律に限

られない広い志l床で)の力の現われ以外のものではない。

それでは、法はどのようにして「取り戻ぜなさ」と関係するのか。法とは、共同体(家

や因不など)をそれとして秩序づけるもの、すなわち、他者聞の関係を規定するものであ

るけこうした「他者のがlでの責任」は、前に見た通り、時|問的には「期限」として現象す

る。他有との約束で何らかの行為を果たさなければならない場合、それを「確実に」行な

うというのは、結局のところ、それを「ある期限までに」行なうのと同義である ι そして、

「ある期限までに」行なうためには、現在から未来を展望する「前線的時|町」の中に、身

を崖かなくてはならない。

こうした法の時間的なあり克は、国家の法のj品合も変わりがないι 「鋭jの第 2のエピ

ソー↑では、スターリン時代に母が勤めていた印刷所での誤植騒ぎを描くれ印刷所で校正

係をしていた付は、おそらく政治的にきわめて重要な書籍の印刷中、自分がある重大な誤

柚を見逃したのではなL、かと疑い、必死の思い r印刷所へ確認をしに急ぐι 刊業は徹夜で

進められ、 k部分が刷り Iがっているつこの場合も、誤植が叫に閲われるかどうかは、期

限(たとえば出荷の期限など)に間に合うかどうかにかかっている。法の時間的現われと

しての期限は、時聞を分割し、それ以前と以後の時聞の話:叫、を、まったくゆlのものとして

しまう{このエピソード全体を流れる「時|町の圧力」、百いようのない切迫性 たとえば、

吋とリ ザが印刷現場に通じる廊下を急ぐシヨソトにおいて、スロー・モーションで形象

化される は、そうした法、ないしは権力の時間性によって引き起ごされる(印刷所に

は、スターリンの顔を kきく描いたポスターが貼られているが、場而途中、その顔とほの

顔とが、あたかも対面するかのような栴附が 瞬とられる). 

ち立みに、この第 2のエピソ←ドでは、誤植の疑いは、ほの思い過ごしであると分かり、

職場の人間たちは息をつく η しかし、この誤植を夢に見たために、内分の過誤を凝ったの

だと母が笑いながら話し、それで 同を騒ぎに巻き込みながら平気でいるのを見て、友人

のリーザはほを罵倒しはじめる。追想と|百l緑、夢の時向性は、日常の時間性、!J;に従うた

めの rr白線的時間」とは、まったく次元が異なるにもかかわらず、母はそれを阿列に見な

しているのだとリーザは、時が犬に逃げられたのは当然だ、子供たちも不幸にしてしまう

だろう、す立わち「家」を崩壊させてしまうだろうと詰るリ

ところで、法と追憶の関係について言うなら、第 lの前妻との対話の場面後半に置かれ

た、スペイン人の挿話は耳t峻l二d百んでいる。ごの対話のJ場面では、七主人公の家に、干人公

と目立lJの友人と見られるスペイン人ら数名が訪ねてきているのだが、彼らは 1930汗代の

スペイン内乱の際、ソ連に連れてこられた、スペイン共産主義者らの子供たちに当たると

1fí測される。ちょうど七主人公にとって前妻と息子が、白分の rd~i足、の物質化」であるのと

似たような主主昧で、彼らもまた「過去の物質化」であるということができるリ第 1、第 2の

エピソードで 1930年代が同想され、とくに第 2のエピソードがスターリン体制にI白核開

るものであっただけに、なおのこと、そうした述忽は強まる(さらにこの挿話は、大祖国

戦争時の追想である、第 3、第 4のエピソ←ドへの橋浪しの役割も累たしている)じ彼らは

やがて、親たちから引き離され、祖匝|をjまにしてきたときのことを追想しはじめ、もはや

帰国することも叶わないと嘆く。ごこで画面は、内乱時のスペインを撮影したドキュメン
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タリー フィルムに切り替わるが、この切り替えは口うまでもなく、追怨する主人公のl人l

的過程を示す場而交替と、恒lじ機能を宋たしている川。

こうして、スペイン人らも、主人公と同様、みずからの幼年時代を「取り戻せなLリ過

去として抱えている、ここで興味深いのは、彼らにおいて、過去を「取り民せなLリもの

として断ち切っているのが、国境線であるということであるつその志l床で、彼らにおいて

も「取り戻せなさ」は、時間の断絶をもたらす法の作用において生じるのである戸それゆ

え、彼らの追怨する過去を「家郷的」時問、現在時を「呉郷的J時間と、仮に呼ぶことが

できるだろうじそして、スベイン人の挿話が、 1930イ|代から 40{I代へと展糊する、映I向

の4つの工ビソードの構成の、ちょうど中心に挿人されていることを考えるなら、この挿

訴は、現在の主人公が置かれている状況を補足すべく、平手入されているのだと見ることも

できる{つまり、「父」となることができず、「家」を喪失した彼もまた、「異郷的」現在時

を生きており、五i想される過去は「家郷的」時聞をなすということである l凶行

3-3.プロットの結末

以上、見てきたように、『鏡Jにおけるプロットの形成は、下人公のlli想、の過程を不す、

現在と過去の上場由交替の構成において、 rfJ場人物聞の様ざまな関係を派かび上がらせると

いう子法によってなされていた。そして、そのプロソトは長後に、ある帰結にいたるのだ

が、その帰結へ向かわせる動|司として機能しているのが、丁一人公が rt通つも見る夢」と呼

ぷ、夢のI場由である、

この亨の舞台は第 1のエピソ ドと|司様、幼イ|の主人公が毎夏を過ごした田合の家であ

る行この場面は、過去の記憶を素材としつつも、現実の出来事ではないという J，).で、過去

の時間凶の 4つのエピソ←十とは区別される。つまり、この夢は、これまで与察してきた、

追想という主人公の内的過程とは、5J1jの過程に属『るつそれは、全体の栴成における、こ

の夢の、以下のような配置からも言えることである c

まず、この場而は、第 4のエピソードの前後に、 2つに分けられた形で配罰されている心

この配置は、この夢が、現在と過去の吋間層の交杯とは別の吋間秋序に属していることを

亦している。このように、場面を 2つに分割して配置することが可能なのは、この夢がプ

ロットを持たないためであり、この点、でも完結したプロットを持つ 4つのエピソ←ドとは

区別されるわまた、第 4のエピソ ドの両側に;;ruり込むような形で配置されることで、結

果として、過lょの 4つのエピソードがなすシンメトリックな構成(安定性)を彼壊し、作

品全体のプロットを動態化する史因と立っている心

前半、後半とも舞台は変わらず、中心人物も幼年の主人公と母で、そのJ.':f.で両者の連続

性は明らかであるが、後半の末尼では三巨人公の現打の母も登場する。つまり、幼年の主人

31 そう Lた機能が、劇映l判としての「鋭』にドキュメンタリー フィルムが導入されるのをスムース
にしごいるr 岡械に第 3の工ヒソードにおいても、第次世界大戦の lキコメンタリー フィルム
は特場人物の内IHIと結びついた形で導入されているc すなわち、エピソ ドの中心人物である少年
アサ フィヱフが雪の中、後ろを阪り返った瞬間(シヨヴトは被の顔のクロ ス アソプである)、
山"白lはドキュメンタリーに切り位わる そして、ドキヱメンタリーの部分が終わると、向'"はアサー
ブイヱフのクロース アソプにR り、彼は'"にI;'jき直るの

32 後の lノスタルジアj(1983)においごは、ロンア人の主人公は異|ム!のイタリアに身を置き、追怨と
家朝日性 呪存叫と異郷性は、呪てたに 致することになるの
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公と現在の月とが共存することになる υ こうして、夢の後半では、過去と現在の時間同が

一「渉しあっており、そのことが、映向l全体を結末へと導いてゆくの

このようにして円、つも見る夢」は 4つのエピソードと|ぇ別されるが、映回全体の冒頭

をなす第 1のエヒソードとは、特別な閃係を有している。舞内はどちらも同 であり、夢

の後干の最後のシヨソトは、後述するように、第 1のエピソ ド冒傾の再現になっているつ

ここには明らかに、全体的なシンメトリーが意|刈されているのまた、どちらの場面也、現

在の主人公の声によるナレーションによって導入される、第 1のエピソードでのナレー

ンョンは、映l向のプロソトの背景を説明する機能も但っているわけだから、r，ミつも見る亨」

に重ねられる第 2のナレーションは、ここでプロットの流れが変わることをポしていると

与えらオLる。

この場而では、因企の家の内部と周阿の様ざまな対象が、 11¥，ミ短き、神秘的な主宰みのう

ちに、級笛に写し出されてゆく。このイメージの連鎖自体、人;念な検討に値するだろうが、

ここではとくに、映画全体の構成に関わる事例のみを取りあげることにしたい。まずは目

頭のナレ ンョンを子がかりに始めてみよう。このナレーションは、 rtミつも見る夢」の百

葉による描写、そして、その夢に対する主人公の思いを述べたものであるが、今のコンテ

クストで重要と思われる部分を、以卜に挙げてみよう、

[1l驚くほどいつも、わたしは|百lじ夢を見るじごの夢はわたしを、芹しくなるほど大切なあの

場所、以前、叔父の家が建っていた場所へと、強いて絶えず戻らせようとしているかのようだc

この家で川|数イ|前、わたしは生まれたのだ[......J [2Jわたしがその家に入ろうとすると決

まっていつも、和Iかがわたしの邪l涯をする [......J [3J この夢の'1'で、円びわたしはH分が幼

立児となるのを見、再び円分が幸せ c可aCT.TIHBLmであると感じる 3 まだすべてがこれからであ

りemeBCe Bnep悶比まだすべてが可能なのだから C叫 eBCe B03MQ)[(HO" (番号は51同行によ

る)

[1lの部分は、夢の時間性の、追想との哲1似を示しているわつまり、夢は人が主体的に

見るのではなく、夢のほうが映像として、人に対して迫ってくる (r夢はわたしを J)。

夢は主体にあIしては、つねに「不主主釘ち」という時間性のもとで訪れる U だが、そうした

矧似にもましてit意すべきは、この夢に対する主人公の情動的|剖係である。主人公は、夢

の舞台について「苦しくなるほど大切な場所JJ;OiOpe刊珂叩or町 MeCTaJと、かなり激しい

愛着を示してい立がら、一方で、夢が自分をそこに「強いて灰らせようとしている」と行

うのすでに見たように、主人公は「父」となるため、母との|剥係の中で生きていた幼年時

代在、放棄しなければならなかった。つまり、主人公はみずからに というよりは、「父」

に体現される法が その場所に灰るのを祭じているわけだが、この夢においては、思議

のコントロールの及はさぬところで、そこヘヲ|き寄せる }Jが、強烈に働いているのだη

こうしたJJは、主人公が「父」となるのに挫折したことにより、さらに増幅したことだ

ろう c [2]で円われるように、彼に「家」は閉ざされているのだ(この部分は夢の前干で

実際に視覚化されているの幼年の主人公は、家のドアをいくら引いても聞けることができ

ないが、彼が帰ってゆくと、白然にドアが聞き、母の姿が現れる)0 [3]の言葉ii、そうし
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たケの彼の状態の反映であるレ彼は、「家」において未来を展く権能を持つこともなく、み

ずからのい胃を喪失したまま、「前方出apeiU1Jに何の「可能性」も見いだすことができず

にいるわそしてそのために、「取り戻ぜなLリ過去への掌引))は、ますます募ってゆく c

このように、追怨において過去は、それが「取り同せなL、」ものごあるがゆえに、「物領

的な重み」をもって志、識のうちに|ロ|帰してくるのに対し、この r¥過つも見る亨」は、そう

Lた過去に対する情動の現われとなっている。杭動は対象 というよりはイメ ジの烈

き、深みのうちに発露し、そこには、追惣にはつねに見られる喪のトーンがないι そして、

情動は、「父」の祭I仁すなわち法に逆らって進むのだが、その力が、映I由lの7
0

ロットに何

らかの動きをりえる J

たとえば、第 2の前妻との対話で、前妻は主人公に次のように説く。

あなたはお母さんから和Iを望んでるの?どんな関係がいいの?ねえ? 人とも、千供の頃の

ようにはもうなれないのよ。あなたはあのときのあなたではないし、お母さんも遣う c あなた

はわたしに、お母さんに対して何か罪忠感があるとか、お母さんは自分たちのために人生を台

なしにして Lまったとか、員うわよね それはそうかも Lれないけど c お母さんはあなた

からはMも望んでないの〕お母さんは、あなたにもう一度、子供になってもらって、あなたを

向手で抱いて、¥)ってやったりできればいいのよ

現在の舟に対する主人公の態度は、 1，I，ifl曲的なものである υ 彼はI手を憎んでいると同時

に、彼kに対し場忠!惑を抱いているけしかし、それもまた「ギせ」を基準にした「父」の

論理であり、同じ論理から帰結する感情は、すくに反対物に転化する。そうではなく、付

に必要なのは「あなたがもう一度、 fi共になること立四6bITbI CHOBa pe6eHKOM C1叩」だと、

前妻は言うわこの言葉は、 r¥ミつも見る夢」のナレーション中の「内びわたしは門分が幼な

児となるのを見る珂 On5rThymnKy ce65f pe6eJTKOM Jと呼応している。これはもちろん、幼

汗時代に灰ることでは立く (それは、前主が口うように単に不可能である)、「父」の諭聞

から門由になることを意味するの「父」の論理からは、憎悪か罪悪感しか帰結しないη そし

て、「前方」に何の「可能性」も見いだすことができないのは、白分がいまだ「父Jの(時

間的)視線に|百lー化しているからにすぎない υ

こうして、 rpつも見る夢」の後半において、「父」の支配は消えるの幼年の主人公が、

家の中を歩き回った後、戸外へ出て歩いてゆくと、母がむこう !ムがる草原 を向い

て紛 fに降り、煙草を吸っているじこれは、第 1のヱピソ←ド日叫において、ほがむこう

を|州通て柵に座り、煙草をl吸いながら、父の帰りを待つ情景の内現である。主人公が後ろ

から舟に、 ry y、ストープが伺ってるよJと戸をかけ、母は「何?Jと振り返るが、それ

は現在の汁老いたほなのだった。つまり、ここで第 1のヱピソ←ドから展開されてきたプ

ロットは、 1'1環を閉じるのだが、そのとき、現在の母と主人公の快|係が、母と幼な児の快|

係に移行するのである。何るストーブは、第 1のエピソードでの小屋の火事や、大井の崩

壊と同様、「家」の炎上を暗示しているのだろう。

ここで円、つも見る夢」の場面は終わり、すぐさま現在の吋間層の「病床の主人公」の

場面に切り梓わる円そごでは、喉風邪をひいた干人公(彼ii第 1の電話の場面から喉風邪
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をひいている)がベッドに横たわり(渓はカーテンで隠されている)、俣者が往診に来てい

るけそれを謎のk と老婆 (2-2 の唄を参l!~) が見守っている。主人公の病状はよくないが、

医書は、喉風邪ではないと診断する。これは、身近な人が突然死んだりした場合に起こる

「普通の症例」だと口う υ 謎の女が、周りに死んだ者はいないがと閣き返すと、医者は「で

すが、 H心、記憶というものがあります」と答えるじこの百葉の志、l床については、すでに

見た。謎の女がさらに「あなたは、彼に{ロjか責任があるとお思いなのですか BblCL川 TaeTe，

可TOOH B可eM-TOBIIHOBaT? Jと問L功、けると、老婆がそれを受けて、自分でそう思い込んで

L ミるのだと百うじこれは、第 1のがl妻との対話での主人公の百葉、「ぼくが?ぼくが忠い

だって?どこが悪かったというんだ且つ BHHOBaT?B 可eMワ」と、第 2の対話における「罪

悪感 K町、oe-TO可yBCTBOBIIHbI Jに対応しているいこうして、ここむの 3人の会話は、その

話語にいたるまでが、これまで rt過つも見る亨」の前Tまで の映向Iのプロッ

トにおける、主人公と坊の関係をめくっている。

タルコフスキイ自身は、このぬ由を、主人公のタピの情宗と見てもよいと諮っているが(問、

たしかにこれを、それまでの主人公の死と呼んでもよいだろうじ主人公は突然、 3人の会

話をさえぎって (r放っておいてくださLリ)言う戸「結局のところ、ぼくはただ幸せになり

たかったんです B KOHue KOHU;OB， 51 XOTeJI 6bITb rrpOCTO ClIaCT.iIIBblM J ~これが、 I手を非難

した際の彼の百菜、「結局は、向分がぼくをユドせにできる BKOHUe KOHlJ，O比 MOJKeTC.LleJ13Tb 

MeH兄C引 にTB.T1HBbIMと思い込んでしまった」を踏まえていることは、明らかである， rなり

たかった」という過去時制の且昧は、うは違うということごある、

この|町、スクリーン|に初めて、ベッ lに横たわる主人公の渓(顔は隠れている)が視

覚的に映し出される J 老婆が吋のことを刊にすると(rあなたが亡くなったら、お時様はど

うなるんです?J)、主人公の片子は、傷ついて動けないかに見える小鳥を掠る υ この小鳥

は、第 3のエピソードで現われる鳥と同じものであるつこのエピソードは、大祖|司戦争中、

少年時代の七主人公が受けた平事教練の追忽であるが、レニングラード封鎖で両親を亡くし、

教練中の反抗も単なる失態と化し、左下のあらゆる忌、昧を喪失した少汗アサ←ブイエ7が、

雪の丘のJ貝上に登りついたとき、あたかも彼の境遇こそが「ユド辿iC43CTbC J (仙であるかの

ように、奇跡的にも彼の頭上に烏が止まり、さらに奇跡的なことに、アサーブイエフはそ

の烏を片子で押さえることができたのだった υ

病床の主人公は、小鳥を 方のTで撫でながら言うわ「大丈夫です、すべて無半に済むで

しょう、すべてはー ーでしょう ?H阿可ero，ITH可ero司 Bce060首府TC5f， sce 6YJJ;eT， a? J これは

「まだすべてがこれからであり、まだすべてが可能 emeBce Brrep阻止 eweBce BO'3MOjl(HO J 
という、未来における潜勢的な可能性のことを言っているのではないっ主人公の言葉は、

このままでよいと L寸、現有時の肯定なのだ。このように言いつつ、主人公は掠った小鳥

をA出にh'l.るじこれが、主人公の、映由lにおける唯一の祝覚化された行為である υ ここで突

如、場面が交干干し、広大な草原と空が聞けるわすなわち、小鳥は空へ羽ばたいてゆくこと

::l3 Illg and Neuger，“I'm interested in the problem." 

34 ((CqaCTbC))という語の原義は「よさ分け前 (qaCTb)Jである (ablalHeHlW r 3nHvJO汀OrWJCCK目前

C月osaphpyCCKoro同 hlKa.KHeR: P制調 HChKaIIIKOJla， 1989. C. 416) 幸せ」とは本来官定したAX

態ではなく、贈号、す主わち他者から不意にもたらされるものという契機を含んでいる J
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ができたのだ。この胤由実替では、これまでの主人公の追惣における、現在と過去の助由

交昔、と同様の、断絶における連続という時|向性が示されている r つまり、主人公の内的過

程において、何かが 瞬のうちに変わったのである c

このI詰由は映画全体の結末をなすが、舞台は第 1のエピソード、円、つも見る夢」と同じ

く、主人公の'1家が佳つ(建っていた)草原であるつしかし、これはもはや追想ではないっ

そこにあるのは、いわば生まれ変わった主人公のうちに獲得された、新たな時間である J

y)ボに l主主人公の生誕はすでになく、~:き舟がイくを汲んでいた井戸は桁ち果てて L 、る ι そ

こを(現在の)イ|老いたほが、(過去の)幼イ|の主人公と妹を連れて止、いている。主人公の
ト ホヌ

追想、「取り戻ぜなさ」の時間性を決定していた「家」、およびその場所を形成する人物聞

の照比、閃係が、ここでは崩壊しているのである。

こうして、主人公は「家」を喪失し、「父」という、法に支えられた|司一作も拾て、推

たるよ米を持たない「異郷的」現柱時を、つねに生きることになる(見てきた通り、映回

において「不」は因不に、「父」は権力に対比、している)。そのような時間性にあっては、

未来の先取りの代わりに、断絶における連最先としてモンタージュされた場而転換のような、

新たなものの受胎の可能性へと、現在時が聞かれている。だからこそ、結末における草原

のゆ!の 角には、主人公の出生以前の、彼を受胎したばかりのrJと父が横たわっているの

だろう(ここで、受胎という事実が、「前線的時|町」においては P見することができず、つ

ねに不意打ちとして、半後的にしか知られることがないことに注意されたLサ。

このように、結末の宅聞においては、傾数の時間が共存している。そこでは、いわば時

|削が空|町化されているわけだが、これが映I向の出発点であることは明らかだろうじという
寸:/，1';;ン:;;./

のも、この作品の栴成白体、出来事の!順次的時間秩序を解体し、それを「人間的時間」

の内的過科として再事漏!瓦する傑刊に他立らないからであるリ

ちなみに、この結末で流れる J.Sノ、ソハ「ヨハネ受難耐j第 1耐の合唱は、その高替の

ヤ間性により、こうした被数の時聞をまとめる機能を果たしていると言えるが、それは、

主人公のほと|百lじマリヤという名を持つ女から牛まれた、 人の男の牛深を物諮る刊品の

冒頭であるわたとえそれが受難という見li命をたどるとしても、やはり新たな生の始まりな

のである。そして、最終的に「異郷的」時聞を肯定しえたこの映画は、三下人公と母の和解

の物詰であるという以上に、法的立時間の上に歩の時聞を開き、白痴の?1)ヤ レピャー

トキナとE号倒されながらも、みずからの吋聞を生き通した、母のIlへのオマ ジュとなっ

ているのだ。
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Поэтика воспоминания - Понятие времени в кино 

Андрея Тарковского и композиция его фильма «Зеркало» 

САЙТО Такэси 

Русский кинорежиссер Андрей Тарковский утверждает, что сушность искусства кино 

заК~lючается в ТОМ, ЧТО ОНО (З3JJечаТJJяет» вре:ШI в образе. Это, конечно, не означает, ЧТО 

кино RОСПРОИ3F10,1ИТ /l:ВИЖСНИС ПРСЛ,:vIСТОR. Пол, C.10BOM «врсмю, ТаРКОRСКИЙ ПОГI,РЮУ\fСR3СТ 

не абстрактную ФОР\f)', а нечто качествеrrпое, отпосящееся к нравственному. Оп отрицает 

«монтюкный,) кинематограф КУ.1СШОR3 и Эйзенштейна, как игру знаками ИЛИ символами, 

именно потому, что в Пе\f не существует «времепrюй истишroстю,. По мпепию Тарковского, 

с РОЖ/J:СНИСМ КИНО ПОЯВИ.13Сh СОВСР1l1СННО новая ВО3МQЖНОСТh ТОЧНО и'юБРЮИТh время, 

которая позволяет автору весьма своеобразно построить про изведение Д.~я того, чтобы 

раскрыть внутреннее состояние человека, как нравственного существа, которое живет во 

времени. 

Человек не всегда переживает время, как линейную последовательность причин и 

следствий. Тарковский отмечает, что во внутренней жизни человека «причина и следствие 

MOI)"I' оказаться в обратной связи», то есть, I3ремя мож:ет истекать обратно, JJреl3ращаясь 13 
общее «состояние». Ьолее того, время имеет не только направление, но и качество, которое 

Таркоl3СКИЙ называет «даl3Jlение I3ремени»: наJJример, наJJряжеННОСIЪ, неож:и,:.JДННОСТЬ и 1'.11. 
Кино умеет «запечатлеть» такое внутреннее сушествование времени в кадрах путем 

тщателыюго «паблюдения» за предметами, и зафиксировашюе па п.~енке время, в свою 

очерею." обрабатывастся ПОСРСЛ,ством монтажа. 

Однако, вотношепии повествовапия, кипе\fатограф имеет сушественпые особешюсти, 

которые 'ШТРУ/l:НЯЮТ Ра3вертывание сюжета: во-первых, как отмстил венгерский критик Б. 

Бараж, кипе\fатографический образ сам по себе не умеет указать па время в гра\fматическом 

С\1ысле; говоря условно, он знает только настоящее. Во-вторых, в кино, из-за его 

«сукцессивностю> (Б. 'Jйхенбаум), соседние кадры неизбежно воспринимаются как 

предыдущее и последующее. Такие условия требуют от автора немалого труда при 

повествовании сложной временной связи. 

Но Тарковский видит в кинематографе ВОЗ\lОжность повествования, отличающегося от 

традиционной дрюштургии, основанной на логически-поеледоватеЛЬН0.\1 развитии сюжета. 

ПО13еСТ13013ание такоп) рода раскрьшает ироцесс МЫШJlения чеJЮl3ека в «Jю:пической еI3ЯЗЮ>, 

которая объединяет кинематографические материалы лирическим образом. В таком 

llовествовании llредстаВ~lяется внутреннее сущеСТВОl3ание чеJlOвека, который <оки вет 130 
времени». В этом случае можно осуществить повествование, /щже не показывая фигуры 

самого героя. 

ТаКИ\f образом, 3/l:eCh особое значение приобретает воспоминание, так как это -

вн:утренпий процесс человека, обращающегоея к прош.~ому «в обратпой связи». 

Воспоминание вызывается ЧУВСТВО\f временного разрыва, связаННЫ\f с совеСТhЮ, то есть 

«ответственностью перед собою и перед другими». При этом прошлое ошущается гораздо 

реальнее настоящего. «Настоящее СКО.1ЬЗИТ и уходит ... И определяет свою материальную 

весомость лишь в воспоминании о нем». Следовательно, в воспоминании разрушается 

ПОС.lедовате.1ЬНЫЙ порядок обыденного времени. 

Фильм Тарковского «Зерка.~о» (1974), известный своей чрезвычайной сложностью, 
СОЗJ..\ан именно на IЮ1тике IЮСIюминания. Общая КО\1IЮЗИЦИЯ ностроена на JJРИНЦИllе 
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воспоминания, то есть на С.\1ене сцен настоящего и прошлого, внутренне пережитых 

«пеВИДИ\fЫМ" героем (зритель только слышит его го;юс). Таким образом, в фильме имеются 

/lJШ времснного слоя. Слои настоящсго (70-с гопы в Совстеком СОЮ3С), f.13BHhIM оБРЮО\f, 
состоит из сuеп разговоров (включая телефоппые разговоры). Слой прош;юго (30-е и 40-е 

гопы) жс СО/J:СРЖИТ чстырс «болсс реаЛhНЫХ}, эпизол,а-воспоминания. Каж,'1ЫИ из них имсст 

свой определеппый сюжет, связаппый с памятью о \fатери, к которой теперь герой отrrосится 

Ю1бивалентно. 

ТаКИ.\1 образом, в фильме сцены прошлого и настоящего .\1еняются одна за другой, без 

.1огическоИ связи. Но это не является ни разрывом, ни просто обратным течением времени: 

во-первых, это чередование точно отражает тот внутренний процесс воспоминания, который 

воспроизводится благодаря «сукцессивностю) кино; во-вторых, сцена прошлого в kaKO\1-ТО 

С.\1ысле принад.~ежит настоящему, так как герой вспоминает ее в настоящем. Во всяком 

СJJучае сцена ]]РОШJЮ]·О (]·орззда pe<L]bHee,) ощущается зрителем (<<кинемаТOIрафическии 

образ знает TO.~ЬKO настояшее»). КРО.\1е того, в отношениях главных персонажей в сценах 

настояще]·о и IIРОШ~IO]·О имеется Н3I·~]Я.iJ,ное сходство (мать ]·ероя в IIРОШЛОМ и еп) IIрежнюю 

жену в настоящсм играет опна и та же актриса, и герои в прошлого и его сын в настоящем -
одип и тот же мальчик). Это соответствие персопажей, B\feCTe с прямой смеrrой сцеп 

прошлого и настоящего, чстко опре,1СЛЯСТ общую КОМПОЗИ1~ИЮ прои:mСЛ,ения. 

К~агодаря такой композиции, пастоящее и прошлое постепешю сливается в одпо целое в 

сознании героя (и зрителя), и в ЭТО\f ПРОllсссе выясняется источник сложного ОТНОlllения 

героя к его матери. .13 конце фильма, настоящее и прошлое синтезир:уются, и тем СЮ1ЫМ 
герои приведен в новую жизнь, И.1И В новое временное отношение (так как человек (Оки вет во 

времени»). Исходя из вышесказанного, мы с уверенностью можем сказать, что «Зеркало» -
это фильм, основанныи на глубоком раЗ\1ышлении автора о сущности времени и природе 

искусства кино. 
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