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村上春樹『騎士団長殺し』における「ヨーロッパ」

―「マギッシャーレアリスムス」との関連性と「アンシュルス」のモチーフを中心に

ダルミ・カタリン

絵として眺め られるの である 」と論じてい る一方で 、「「 騎士団長殺

開されうる可 能性を持 ってい るにもかかわ らず、そ こに村 上の創作意

はじめに

「顕れるイ デア編 」と「遷 ろ うメタファ ー編」 という二 部 から成る

識は収斂されていないようなのである」と指摘している。更に、氏は

し」というモ チーフは 十分社 会性、歴史性 をはらん だ寓意 的地平で展

村上春樹の最 新の長編 小説『 騎士団長殺し 』（新潮 社、二 〇一七年）

「一層自己完結的な世界」を描いてしまった『騎士団長殺し』には「村

いる」ことに対する指摘が多く、評価が分かれている。例えば、日本

予定調和とも見える完結性」、或いは「未解決の疑問が多く残されて

おける「読者 サービス のよう な理解しやす い既視感 に覆わ れた展開や

離婚した妻と 「縒りを 戻した 結婚生活」を 語る「私 」の物 語において

間として」高く評価している。或いは、台湾出身の研究者曾秋桂氏は、

の作品を「ま すます混 迷を深 めて」いる二 一世紀を 生きる 「一人の人

ーフに着目し 、「ドラ マチッ クで大がかり な善悪の 物語」 ではないこ

一方で、例 えば小 山鉄郎氏 は 『騎士団長 殺し』 における 再 生のモチ

（４）

は、村上春樹 の特徴的 な要素 が殆ど全て登 場してお り、作 者のこれま

上春樹の世界 にあらた めて生 まれた「デタ ッチメン ト」」 を見出して
（５）

での文学を総括する一つの「メタ物語」として捉えられる作品である。

）に掲載された書評
の英字新聞『ジャパンタイムズ』（ The Japan Times

いる。

は「村上春樹 がマジッ クを失 った」という インパク トのあ る一行で始

は「３１１の ような未 曽有な 打撃を受けて も、やり 直すチ ャンスが再

『騎士団長 殺し』 に対する こ れまでの評 論を見 てみると 、 本作品に

まり、本作品 における 情報量 の多さ、「ウ ィキペデ ィアの 記事」を想

びやってくる ことを語 るとい う村上春樹の 東日本大 震災に 馳せた思い

（１）

起させるよう な歴史描 写の他 、主人公の成 長が見ら れない 点などが厳

が託されているのではないか」と本作品を評価している。さて、無名

（２）

しく批判されている。他には、例えば柴田勝二氏は、飛鳥時代の殺人

の肖像画であ る「私」 の内面 的世界をめぐ る形而上 的な旅 を描いたこ

（６）

事件というモ チーフを 「蘇我 氏と天皇家の 確執」「 特に蘇 我馬子によ

の物語は、二 一世紀の ヨーロ ッパを生きる 読者には 何を伝 えるのだろ

（７）

る崇峻天皇の殺害事件」の寓意として読み、絵「騎士団長殺し」が「１

うか。

（３）

９１０年の韓 国併合を 軸とす る日本と韓国 ・朝鮮と の関係 を暗示する
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であることは よく知ら れてい る。例えば、 論者の出 身国で あるハンガ

て作品の読み 方が異な ってお り、村上春樹 の文学に 対する 評価も多様

物語であるが 、本作品 の新鮮 さは、この形 而上的な 旅が絵 を見る／絵

まり主人公の無意識の領域である「地下二階」の世界への旅をめぐる

『騎士団長 殺し』 は村上春 樹 の多くの作 品と同 様に、魂 の 世界、つ

村上春樹の 文学は 世界中で 広 く愛読され ている が、文化 や 国によっ

リーにおいて 村上春樹 は、日 本を代表する 「魔術的 リアリ ズム」作家

を描くという芸術的行為に置き換えて表現されている点にある。

ている。この ような受 容の背 景にはおそら く、「日 本」に 対するエキ

する幻想的な 要素を用 いた、 ある種の「リ アリズム 」とし て意識され

ント文学とし てではな く、単 純化して言え ば、主に 日本の 文化に由来

葉からも分か るように 、村上 春樹の文学は 、ただの エンタ ーテインメ

できそうにな い」と離 婚を要 求されてしま った「私 」は、 車に乗って

妻に「とても 悪いと思 うけど 、あなたと一 緒に暮ら すこと はこれ以上

画界における高級娼婦」のような存在である。三月のある日に突然、

てている三六 歳のプロ の画家 であり、「私 」自身の 言葉で 言えば「絵

『騎士団長 殺し』 の語り手 「 私」は、肖 像画を 専門とし て 生計を立

（８）

として位置付 けられて いる。 つまり、「魔 術的リア リズム 」という言

ゾチシズムと 、ハンガ リーで 未だに強いリ アリズム 文学の 伝統、読者

約一ヶ月半東 北を放浪 する。 東京に戻って きても妻 が住ん でいる家に

『騎士団長 殺し』 において は 、かつてオ ースト リア＝ハ ン ガリー帝

を取り、「高 名な日本 画家」 である政彦の 父、具彦 がかつ て住んでい

帰りたくない 「私」は 、美大 の同級生であ った友人 、雨田 政彦に連絡

（９）

の「文学」に対する期待があると考えられる。

国（一八六七 ～一九一 八年） の首都の一つ であるウ ィーン （もう一つ

た「小田原郊 外の山中 にアト リエを兼ねた 家」に引 っ越し ていくこと

になる。『騎 士団長殺 し』は 、この小田原 の家を中 心に、 「もう一度

はブダペスト ）が重要 な舞台 となっており 、ハンガ リーの 歴史にも大
きな影響を与 えたアン シュル スやナチス・ ドイツの 反ユダ ヤ主義が頻

お金を稼ぐ ために 肖像画を 描 く仕事を辞 めると 決心した 「 私」は、

結婚生活をや り直すこ と」に なるまでの約 八ヶ月の 間に「 私」の周り

スムス」／「魔術的リアリズム」という概念を手掛かりにしながら『騎

小田原駅の近 くにある 絵画教 室で教えなが ら、人妻 のガー ルフレンド

繁に言及され ており、 ハンガ リー人読者と して見逃 すこと ができない

士団長殺し』 における 芸術的 行為―絵を見 る／絵を 描く行 為―に着目

との関係を楽 しんで暮 らして いる。しかし 、「私」 はある 日、小田原

に起こった一連の出来事の回想である。

する。その上 で主人公 の内界 をめぐる形而 上的な旅 の延長 線に置かれ

の 家 の 屋 根 裏 部 屋 に 著 名な画 家 雨 田 具 彦 が 描 い た と思わ れ る 日 本 画

エピソードが 数多く存 在して いる。本稿で は、「マ ギッシ ャーレアリ

て繰り返し登 場するヨ ーロッ パのイメージ を分析し 、本作 品のアクチ

「騎士団長殺し」を発見し、そして 免 色 渉 という大金持ちの男性か

な変化が起こり、「私」の魂をめぐる冒険が始まる。

ら肖像画の仕 事の依頼 を受け 入れると、こ のような 静かな 毎日に大き

めんしきわたる

ュアリティについて考察する。

一、雨田具彦の「騎士団長殺し」と「マギッシャーレアリスムス」
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台が飛鳥時代 の日本で あり、 騎士団長とそ の娘であ るドン ナ・アンナ

面をイメージ して描か れた作 品だと見られ る。とこ ろが、 この絵は舞

ているように 、モーツ ァルト の歌劇『ドン ・ジョバ ンニ』 の有名な場

特別な力は、 作者がウ ィーン で身に着けた 新しい手 法の成 果ではない

している。だ が、テク ストか ら窺えるよう に、雨田 の絵に おけるこの

「私」が述べ た以上の 感想は 、絵を見る人 々の普遍 的な感 想だと主張

をこえて「動くもの」として、見られ、描かれてきた」と述べており、

（（
１０）
）

しいしんじ氏 は、「絵 は、人 類がそれに触 れはじめ た当初 から、次元

やドン・ジョ バンニが 、飛鳥 時代の服装を 着ている 日本人 として登場

かと考えられる。

雨田具彦が 隠した 絵「騎士 団 長殺し」は 、その タイトル に 暗示され

するなど、モ ーツァル トの歌 劇とは異なる 点が目立 ってい る。更に、

見した際に受けた印象について次のように語っている。

が」と名付け た不思議 な人物 さえ描かれて いる。「 私」は この絵を発

この絵にはモ ーツァル トの歌 劇には一切登 場しない 、「私 」が「顔な

かならない」 と指摘し 、本作 品においてウ ィーンが 登場す る理由につ

に将来ある画 家が留学 すると いうのは、お よそあり えない 選択肢にほ

椹木野衣氏 は、「 世界の美 術 の中心など ではま ったくな い ウィーン

この絵の 中には 明らかに 、 普通ではな い種類 の力が漲 っ ている。

術」のふるさと」であるからだと述べている。これに加えて、二〇世

年に開催されたウィーンの万国博覧会であり、従ってウィーンは「「美

いて、日本語 の「美術 」とい う言葉が初め て使われ たのは 、一八七三

それは少し なりと も美術に 心 得のある人 なら見 逃しよう が ない事実

紀初頭のドイ ツやオー ストリ アの美術と言 えば、あ る芸術 傾向を思い

（（
１１）
）

だ。見る人 の心の 深い部分 に 訴え、その 想像力 をどこか 別 の場所に

起こさせるだ ろう。そ れはド イツの美術評 論家フラ ンツ・ ローが「マ

そして私 はその 画面の左 端 にいる鬚だ らけの 「顔なが 」 から、ど

）と名付け、後に文学評論においても用いられるよ
Magischer Realismus
うになった芸術傾向である。

ギ ッ シ ャ ー レ ア リ ス ム ス ／ 魔 術 的 リ ア リ ズ ム」 （ ド イ ツ 語 で は

（（
１２）
）

誘うような示唆的な何かがそこには込められている。
、人
、的
、
うしても目 が離せ なくなっ た 。まるで彼 が蓋を 開けて、 私 を個
、地下の世界に誘っているような気がしたからだ。他の誰でもなく、
に

ドイツ文学者の種村季弘氏によれば、「マギッシャーレアリスムス」

／「魔術的リ アリズム 」とは 、「世界関連 から切り はなさ れて、いき

要するに、 この絵 において 興 味深いのは 、『ド ン・ジョ バ ンニ』か

を照射して、 事物を「 形而上 的妖怪的」（ キリコ） 空間の なかに立ち

対象を描きな がら、当 の事物 にこの世の外 の、いわ ば世界 関連外の光

なりそこにあ るもの。 その魔 術的輝き。日 常的現実 のごく ありふれた

ら借用した場 面を飛鳥 時代の 日本に置き換 えて表現 されて いるという

上がらせるリアリズム」であると言う。「マギッシャーレアリスムス」

（（
１３）
）

点よりも、不 思議で「 普通で はない種類の 力」の存 在であ る。さて、

はつまり、日 常的な場 面を描 くリアリズム でありな がらも 単なる写実

以下同じ）

12
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10

、を
、だ。（５ 息もこときれ、手足も冷たい、傍点原文のまま。
この私

11

この「普通で はない種 類の力 」はどこから やってき たのだ ろうか。い

13
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の内部の姿を直感的に表す」手法の鍵となっている。すなわち、村上

る別の風景、 フランツ ・ロー の言葉で言え ば「外部 の世界 の真実、そ

して、芸術家 のこの新 しい視 覚こそが、目 に見える 表面の 裏側に広が

う、新しい視 覚や視座 に依拠 した創作方法 であると 理解で きよう。そ

のレベルに留 まらず、 オブジ ェに「世界関 連外の光 を照射 」するとい

い視座と視覚 を日本画 と融合 させ、自らの オリジナ ルなス タイルを見

を描くように なったと 言える 。彼は留学を 通して身 に着け たこの新し

えるオブジェ の「内実 」、表 面の裏側に広 がる目に 見えな い別の風景

視覚だろう。 つまり、 ウィー ンから日本に 帰ってき た雨田 は、目に見

とで「自分が 描きたい ものを はっきりと際 だたせる 」とい う、新しい

「描かれてい ない部分 」（「 私」の言葉で 言えば「 空白」 ）を描くこ

（（
１４）
）

春樹の小説と 「魔術的 リアリ ズム」文学と の間に共 通性が 見出される

出したのである。

（（
１５）
）

のと同時に、 雨田具彦 の作品 をはじめ、「 私」が仕 上げて いく四枚の
絵は、「マギ ッシャー レアリ スムス」を想 起させる 特質を 持っている
と言える。ここではまず、雨田具彦の芸術を詳しく見ていこう。
洋画時代、 つまり ウィーン へ の留学以前 は雨田 具彦が「 貪 欲にフォ

二、絵画から得た新しい視覚と「悪」の発見

、か
、が
、欠
、け
、て
、い
、た
、」と「私」は述べ
執着していた せいで彼 の絵に は「何

ニらしき人物 に殺され 、それ を騎士団長の 娘ドンナ ・アン ナや「顔な

目に映ってい る風景（ 飛鳥時 代の服を着た 騎士団長 がドン ・ジョバン

雨田具彦が描いた「騎士団長殺し」は、それを見ている者の視線を、

ている。とこ ろが、ウ ィーン から帰国し、 日本画家 に転向 した彼の絵

が」が目撃し ている） から、 そこに内包さ れている 「内実 」、描かれ

ルムそのもの を追求」 してお り、オブジェ の表面の 描写に あまりにも

には次のような変化が見られる。

ができた。 それは おそらく 日 本画という フォー マットが も っとも得

いことによ って、 自分が描 き たいものを はっき りと際だ た せること

、か
、れ
、て
、い
、な
、い
、部
、分
、にあった。彼はそこをあえて描かな
になるが、 描

彼の絵の 素晴ら しいとこ ろ はその空白 にあっ た。逆説 的 な言い方

「これまで仕 事として 描いて きたコンヴェ ンショナ ルな形 式の、いわ

具彦という画家の視点を」自分のものにしようとしている。その結果、

この絵を発見 し、「自 分の筆 致でデッサン 」するこ とによ って「雨田

ものをつかみ 取る直感 的な能 力」を本来持 ち合わせ ている 「私」は、

いる作品であ る。「対 象の核 心にまっすぐ に踏み込 んで、 そこにある

ていない「別 の新たな 光景」 へと導くとい う、特別 な機能 が備わって

意とする部 分であ るのだろ う 。少なくと も私は 洋画にお い て、その

ゆる『肖像画 』がうま く描け なくなってし まった」 「私」 は、免色の

かるように、 完成した 免色の 肖像画は、免 色をモデ ルにし た普通の似

像画に見られ ない要素 さえ表 現できるよう になる。 次の引 用文から分

肖像画を完成 させるだ けでは なく、そこに 彼がこれ まで描 いてきた肖

遠 く から見れ

ような大胆 な空白 を目にし た ことはなか った。 （４
ばおおかたのものごとは美しく見える）

要するに、 雨田具 彦がウィ ー ンでの留学 を通し て身に着 け たのは、
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というのは 基本的 に、相手 が 描いてもら いたい という姿 に 相手を描

「これまで ずっと プロの肖 像 画家として 生活し てきまし た 。肖像画

渉を持った女 性の首を 締めた という暴力的 なエピソ ードを 繰り返し思

レスターの男 は、「私 」に東 北地方を放浪 している 時に出 会い、性交

、ま
、え
、が
、ど
、こ
、で
、何
、を
、し
、て
、い
、た
、か
、お
、
からである。 「私」の 意識の 中で「お
、に
、は
、ち
、ゃ
、ん
、と
、わ
、か
、っ
、て
、い
、る
、ぞ
、」と訴え続けている白いスバル・フォ
れ

ているかどう かは不明 であり 、存在と非存 在の境界 を超越 した人物だ

くことです 。（中 略）しか し 今回の場合 、この 免色さん を 描いた絵

い出させるた め、「私 」の中 に潜んでいる 暴力性を 意識さ せる存在で

顔絵ではない。

の場合、あ なたの ことなん て 何も考えず 、ただ 自分のこ と だけを考

あると考えられる。

雨田政彦は 、「私 」が描き 始 めた白いス バル・ フォレス タ ーの男の

えてこの絵 を描い ていまし た 。言い換え るなら 、モデル で あるあな
たのエゴよ りは、 作者であ る 自分のエゴ を率直 に優先し た 絵になっ

ポートレイトの中に「私」が気づかない何らかの「深い怒りと悲しみ」

すなわち、 「免色 さんの肖 像 画」にはそ の作者 である「 私 」の「エ

モデルだけで はなく、 作者の 「エゴ」も同 時に描き 込まれ 、表現され

が身体の内側 で渦まい ている 」と述べてい る。すな わち、 肖像画には

好奇心が殺すのは猫だけじゃない）

ゴ」、いわゆ る魂が存 在して おり、そこに は肖像画 の画面 を超えた別

ていることを 前提にす れば、 このポートレ イトに見 られる 「深い怒り

ています」（

次元が描き込まれている。従って、絵「騎士団長殺し」の発見は、画

と悲しみ」は 、「私」 が自分 の中に埋めて きた気持 ちであ り、「それ

の存在を見出 し、「彼 はそれ を吐き出すこ とができ ない」 ため「怒り

家である「私 」にとっ て新し い「視覚」を もたらし 、自分 の「エゴ」

を吐き出すこ とができ ない」 で「怒りが身 体の内側 で渦ま いている」

））
（（
１６

や魂に導く通路の扉を開いたのだと言える。

これは章のタ イトル通 り、「 存在と非存在 が混じり 合って いく瞬間」

い出し、その存在を理解するために彼の肖像画を描き始める。そして、

わり始めた「 私」は次 に、白 いスバル・フ ォレスタ ーの男 のことを思

実の次元から 非現実の 次元へ と移り始める 。このよ うに「 視覚」が変

魂の世界を積 極的に追 求し始 める。言い換 えれば、 「私」 の視点は現

だけが現実だ とは限ら ない」 ことを悟り、 目に見え ない現 実、つまり

「私」は免 色の肖 像画を完 成 させること によっ て「目に 見 えること

ままで完成し ていた」 この「 白いスバル・ フォレス ターの 男」の肖像

と対面しよう と試みて いると 言える。とこ ろが、「 私」は 「未完成な

「私」は、自 分の中に 潜んで いる「悪」と 暴力性を 意識し 始め、それ

う解釈も可能 であり、 彼の肖 像画を描くこ とに挑戦 するこ とによって

ォレスターの男は「私」の「内なる「悪」」のメタファーであるとい

に他ならない 。なお、 小山鉄 郎氏が指摘し たように 、白い スバル・フ

スターの男の 肖像画は 結局、 「私」の「エ ゴ」や魂 を映し 出す自画像

のは、「私」 自身であ ること が分かる。従 って、白 いスバ ル・フォレ

（（
１７）
）

のメタファー に他なら ない。 なぜなら、「 私に描か れるこ とを今まで

画を結局「人 が心を隠 してし まうための場 所」、つ まり雨 田具彦の家

16

我慢強く待ち 受けてき た」白 いスバル・フ ォレスタ ーの男 は、実存し

17
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の屋根裏部屋 に隠して しまう ため、自分の 中に潜ん でいる 「悪」の存

の必然性に気 づいた「 私」は 、自らの魂の 世界、「 地下二 階」の領域

いずれにせ よ、白 いスバル ・ フォレスタ ーの男 の肖像画 を 描くこと

れないという 少女、秋 川まり えの絵を描く ことにな る。そ して、これ

家の近くにあ る雑木林 の中で 発見した石室 と、免色 の娘で あるかもし

「私」は、 免色と 白いスバ ル ・フォレス ターの 男の肖像 画 の他に、

三、肖像画と自画像、そして魂の世界

に一歩近づけ たと言え る。そ して、目に見 える世界 から目 に見えない

らの絵もまた 、「私」 を自分 の内界に近づ けるため のツー ル、つまり

在に気づいたにも関わらず、それと対面できずにいる。

世界へと移り つつある 「私」 の視覚の変化 に伴い、 アトリ エの「居間

一つひとつの 自画像と して機 能している。 例えば「 石塚の 下から現れ

穴と一体化し ていくよ うな奇 妙な感覚」に 襲われる 。後に 明らかにな

のソファの上 に」「雨 田具彦 が『騎士団長 殺し』と いう絵 の中に描い

『みみずく は黄昏 に飛びた つ 』において 村上は 、プラト ン の有名な

るように、こ の穴は非 現実の 世界、つまり 「地下二 階」の 領域の出入

たあの不思議 な穴」を 描く際 に、「私」は 「自分が その雑 木林の中の

イデア論から 影響を受 けたこ とを否定し、 本作品に 用いら れる「イデ

り口となって おり、そ れと一 体化して絵に 移すとい う行為 は、自分の

た「騎士団長」」の姿を借りた「イデア」がこの世に顕れる。

ア」という言葉について独自の見解を述べている。村上によれば、
「「意

魂の世界に入るために不可欠である準備として捉えられる。

なお、一三 歳の少 女まりえ を モデルにし た絵も また、免 色 の肖像画

支配されてい る現代を 生きて いる「私」の 前に顕れ るとい う展開は、

えて考えるな らば、「 騎士団 長」の姿を借 りたイデ アが意 識によって

ていけばい いのか 、思いを 巡 らせた。そ こには ある種の 「 物語」が

してどのよ うに彼 女の姿を キ ャンバスの 上に「 立体的に 」 移し替え

私はまり えと空 白のキャ ン バスとを代 わりば んこに見 て いた。そ
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識」化」して しまった 近代的 な社会は、「 避雷針が 雷を受 けるみたい
に、いろんな メッセー ジを受 けとってそれ を人々に 伝える 」「呪い師

と同様に、普通の肖像画ではない。まりえの肖像画を描いている「私」

「私」の認識 システム におけ る変化を表し ているメ タファ ーであると

必要とされ ていた 。ただ相 手 の姿かたち をその まま絵に す ればいい

は次のように述べている。

的な役割を持 つ王様」 や巫女 がいた「無意 識中心の 世界」 、いわゆる

（（
１８）
）

「古代的な社 会」とは 対比的 であり、イデ アとは「 古代の 無意識の世
界からやって来た」巫女のような存在であると言う。この説明を踏ま

言える。そし て、「無 意識中 心の世界」か らやって 来た「 イデア」の

というもの ではな い。それ だ けでは作品 にはな らない。 た だのよく

３３

を目に見える 世界から 無意識 の領域に広が る目に見 えない 世界に導く
ことである。

目に見えないものと同じくらい、目に見えるものが好きだ）

、こ
、に
、描
、か
、れ
、る
、べ
、き
、
できた似顔 絵で終 わってし ま うかもしれ ない。 そ
、語
、を見出すこと、それが私にとっての大事な出発点になる。（
物

役割は、後に「顔なが」として登場する「メタファー」と同様に、「私」

18
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つまり、「 私」は まりえの 肖 像画には、 目に見 えない次 元 である別

自身の物語が 描き込ま れてい るため、「私 」にとっ てまり えの絵は最

えの肖像画に もまた、 目に見 えない「別の 新たな光 景」と して「私」

身の過去のト ラウマを 蘇らせ る契機となっ ている。 このよ うに、まり

の物語を描き 込もうと してお り、その物語 を見つけ ること が自分にと

終的に、自分自身の物語を描いた自画像となっている。

絵には、自分 自身の魂 の一部 が描き込まれ ており、 免色の 肖像、「白

要するに、 小田原 に滞在し て いる間に「 私」が 仕上げて き た全ての

っては「大事 な出発点 になる 」という。し かし、「 私」が 彼女を描い
ている際に見 出してい くのは 結局、肖像画 に立体性 を与え るまりえの
物語よりはむしろ、自分の物語である。

いスバル・フ ォレスタ ーの男 」、「秋川ま りえの肖 像」と 「雑木林の

中の穴」とい う四枚の 絵は、 「私」自身の 物語を物 語って いる自画像
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私はもち ろん秋 川まりえ の 姿を描こう として いたわけ だ が、同時

へと次第に変貌していく。従って、これらの絵を描くことを通して「私」

それぞれの 絵を仕 上げて自 分 自身と向か い合う 準備が整 う と、内面

にそこには 私の死 んだ妹（ コ ミ）と、か つての 妻（ユズ ） の姿が混

った大切な 女性た ちの像を 、 秋川まりえ という 少女の内 側 に求めて

的な世界をめ ぐる旅の 次の段 階として、「 私」はイ デアに よって「諸

は、他者との 繋がりを 求める ことよりは、 自分の魂 の世界 を積極的に

いたのかも しれな い。それ が 健全なおこ ないな のかどう か 、自分で

君が諸君自身 に出会う ことが できる場所に 」送り出 される 。しかし、

じり込んで いるよ うだった 。 意図してそ うした のではな い 。ただ自

はわからな い。し かし私に は 今のところ 、その ような絵 の 描き方し

「地下二階」に当たるこの特別な空間の扉を開くために、「私」に「試

追求しているのだと言える。

、の
、と
、こ
、ろ
、というのでもない。考えてみれ
かできなか った。 いや、今

練を受ける」 こととし て雨田 具彦の絵に描 かれてい る場面 を再現し、

然に混じり 込んで しまうの だ 。私は人生 の途上 で自分が 失 ってしま

ば私はそも そもの 最初から 、 多かれ少な かれそ ういう絵 の 描き方を

「私」が騎 士団長 の姿を借 り たイデアを 刺殺す る場面に お いて注目

イデアを刺殺することが要求されている。

現出させる こと。 他人には 見 えないよう に、私 自身の秘 密 の信号を

すべきなのは 、「私」 が用い る武器は雨田 具彦が描 いた小 さな剣では

してきたよ うな気 がする。 現 実に求めて 得られ ないもの を 絵の中に

人がその人であることの特

その奥にこっそり描き込むこと。（

））
（（
１９

なく、「私」 が住んで いる小 田原の家から 不思議と その姿 を消してし

センチの高さ である騎 士団長 を殺そうと思 えば、彼 が持っ ている小さ

徴みたいなもの）

まった包丁だという点である。豊崎由美氏が指摘したように、約六〇
つまり、「私」の中でまりえの姿は一二歳という若さで病死した妹、
ゆず

な剣でも充分 可能だろ うが、 それを手にと った「私 」は小 さすぎると

こみち

小径（愛称はコミ）、更に彼女に似通った一面を持っている妻、柚 の

言い、あえて 騎士団長 の剣を 使わないこと にする。 武器を 変え、雨田

19

姿と重なって いるため 、まり えの肖像画を 描くこと は結局 、「私」自
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は、「最良の メタファ ー」と なり、その機 能を完全 に果た したのはこ

なが」が現れ、「私」を魂の世界に導く。つまり、絵「騎士団長殺し」

は包丁で騎士 団長を刺 殺する と、雨田の病 室の床に 開いた 穴から「顔

て自分の物語 を見出し たこと を暗示してい るだろう 。そし て、「私」

「私」は雨田 具彦が描 いた絵 の中に、一つ の「別の 新たな 光景」とし

具 彦 が 描 い た 場 面 を そ のまま 再 現 し な い と 選 択 す るとい う 行 為 は 、

「私」の救済 を求めた かどう かは不明であ り、「私 」によ って救われ

ようやくタイ ミングを 見つけ て免色の家か ら脱出し たまり えが実際に

んでそこから 出られな くなっ てしまっただ けである 。三日 間経つと、

るように、ま りえは行 方不明 になったので はなく、 免色の 家に忍び込

面的な世界に 入ること を促し たきっかけに 他ならな い。後 に説明され

から推察され るように 、まり えの失踪はお そらく、 「私」 が自らの内

団長を殺し、 「メタフ ァー通 路」に入って いくが、 「顔な が」の言葉

（（
２０）
）

の瞬間であろう。

る。「私」と 「顔なが 」の間 に暗喩や明喩 をめぐる 笑いを 呼ぶような

自分の役目が 「ものと ものを つなげる」こ とだと「 私」に 説明してい

「イデア」 ではな く「メタ フ ァー」とし て登場 する「顔 な が」は、

「私」自身の救済だろう。

し た 妹 コ ミ の 死 を 受 け 入れて 過 去 の ト ラ ウ マ を 乗 り越え る と い う 、

タファーであ る「顔な が」が 言うように、 助けるこ とが出 来ずに病死

たとも言い難 い。従っ て、「 私」の形而上 的な旅の 本当の 目的は、メ

しかし、本作品では「メタファー通路」と名付けられた「地下二階」

議論が行われ ているが 、二人 の会話におい ては特に 次の箇 所が注目に
値する。

の領域におい て「私」 が向き 合うのは、妹 の死や妻 の不倫 がもたらし

た過去の外傷 的体験だ けでは ない。「私」 はそこで 「無と 有の狭間を

奥が乾いて 貼りつ くような 感 触があった 。一瞬 うまく声 が 出てこな

「コミチじ ゃない 」と私は 言 った。背中 がすっ と寒くな っ た。喉の

か？」

れば、「私」 自身の魂 の世界 において登場 し、「私 」にポ ートレイト

「私」自身の 中に潜ん でいる 「悪」と暴力 性のメタ ファー であるとす

遭遇する。以上で見てきたように、白いスバル・フォレスターの男は、

ォレスターの 男」と同 一人物 と見られる危 険な「二 重メタ ファー」と

流れて」いる 川を渡り 、「顔 のない男」を はじめ、 「白い スバル・フ

かった。「 コミチ じゃなく 、 秋川まりえ だ。お まえはコ ミ チのこと

を描くことを 要求する 「顔の ない男」もま た、自分 で認識 していない

、ん
、と
、
「それで はお気 をつけて 」 と顔ながは 私に言 った。「 そ のな
、さ
、ん
、が 見 つ か る と よ ろ し い で す ね 。 コ ミ チ さ ん と 申 さ れ ま し た
か

を何か知っているのか？」

「私」は結 局、「 顔のない 男 」の肖像画 を描く ことなく 、 ドンナ・

一面を持っている「私」自身のメタファーに他ならないだろう。

オレンジ色のとんがり帽をかぶった男）

「いいえ、 わたく しは何も 知 りません」 と顔な がは慌て て 言った。
（

アンナの助言 を受けな がら恐 怖を乗り越え てメタフ ァー通 路を通り抜

け、現実の世 界に戻っ てくる 。再生のメタ ファーと しても 読めるこの
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形而上的な旅 を経た「 私」は 、別れた妻の 元に戻り 、物理 的に自分の
行為である。

復することが 現在にお ける困 難を乗り越え るために 必要と されている

むろ

子ではありえない、妻と別の男との間にできた女の子 室 を自分の子ど

なお実存して 」おり、 「私」 に困難を乗り 越えるた めに不 可欠である

絵「騎士団 長殺し 」から読 み 取った「物 語」が 「私の心 の 中に今も

徴兵され、南 京に送ら れる。 継彦は一九三 八年に一 年間の 兵役を経て

継彦が当時東 京音楽学 校の学 生であったに も関わら ず、二 一歳の時に

においては、 雨田具彦 の弟、 ピアニストと して「将 来を嘱 望された」

『騎士団長 殺し』 において も また、第二 次世界 大戦に関 す る様々な

、じ
、る
、力
、」を与えているという結末を踏まえて考えるならば、本作
「信

日本に帰るが 、南京で 捕虜の 首を軍刀で三 回も切ら された という残酷

もとして育て ると決心 する。 このように、 「私」は 助ける ことが出来

品は物語と読者の関係をなぞっていることが明快である。つまり、
「私」

な記憶から逃 げること ができ ず、阿蘇の実 家の屋根 裏で手 首を切って

出来事が繰り返して語られる。その一つは、『ねじまき鳥クロニクル』

が絵「騎士団 長殺し」 の向こ う側に自分の 物語を見 出し、 それを現実

自殺を遂げる 。南京虐 殺事件 に対する記述 、特に免 色の「 中国人死者

ずに病死した 妹の代わ りに、 この小さな娘 を東日本 大震災 の破壊力に

の困難を乗り 越えるた めの武 器とするとい う過程を 描いた 小説『騎士

の数を四十万 人という ものも いれば、十万 人という ものも います。し

でより詳細に 取り上げ られた 満州と南京に 関する記 述であ る。本作品

団長殺し』は 、作品に 描き込 まれている目 に見えな い「別 の新たな光

かし四十万人と十万人の違いはいったいどこにあるのでしょう？」
（

試合のルール について ぜんぜ ん語り合わな いこと） という 一行が日本

レベルを超え たヒスト リーと 関連して語ら れている 。更に 、これらの

二年）と同様 に、登場 人物た ちの個人的な ライフス トーリ ーが個人の

潮社、一九九 四～一九 九五年 ）や『海辺の カフカ』 （新潮 社、二〇〇

『騎士団長殺し』においては、例えば『ねじまき鳥クロニクル』（新

だけではなく 、現在の ヨーロ ッパ人を意識 して書か れた作 品であると

題が目立っている。従って、『騎士団長殺し』は日本人（やアジア人）

タル・ナハト が登場し 、ナチ ス時代のヨー ロッパと 反ユダ ヤ主義の問

ナチス・ドイ ツによる オース トリアの併合 「アンシ ュルス 」とクリス

ルク『トレブ リンカの 反乱』 からの引用で 終わる第 １部に おいては、
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象徴されている普遍的な「悪」や「危険」から守ろうとする。

景」、つまり 読者の個 人的な 物語を見つけ る方法を 象徴的 に語るメタ
ファーであり 、作者自 身の創 作方法と共に 、作品の 理想的 な解釈の仕

のネット上で しばしば 取り上 げられ、大き な反響を 呼んだ が、本稿で

注目したいのは、ヨーロッパの歴史をめぐる記述とその役割である。

『騎士団長 殺し』 において は 、ナチス時 代のヨ ーロッパ の 歴史が以

小説において 描かれて いる歴 史は決して過 去に封印 された ものではな

いう印象が強い。

前の作品より も積極的 に取り 上げられてい る。サム エル・ ヴィレンベ

い。歴史は登 場人物た ちの中 に受け継がれ ており、 それを 想起し、反

四、『騎士団長殺し』におけるヨーロッパの二面性

方を主題にした「メタ物語」であると言える。

３６
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・アンデルセ ン文学賞 」の授 賞式において 、村上春 樹はア ンデルセン

二〇一六年 一〇月 にデンマ ー クで行われ た「ハ ンス・ク リ スチャン

品においては ウィーン を中心 に、ヨーロッ パの二つ の側面 が描かれて

は、このスピ ーチの延 長線で 読むことが可 能だろう 。なぜ なら、本作

「私」の魂 の世界 への形而 上 的な旅を主 題にし た『騎士 団 長殺し』

（（
２１）
）

る光の側面、つまり文化と美術のふるさととしてのヨーロッパであり、

シュトラウス のオペラ 『薔薇 の騎士』また は洋画な どに象 徴されてい

の短編小説『影』に言及しながら、二一世紀を生きている我々の「影」

世紀、必要

いるからであ る。一つ はモー ツァルトの歌 劇『ドン ・ジョ バンニ』や

世紀、そして僕たちの自身の

をめぐるスピーチを行った。以下はその一部である。

アンデルセンが生きた

もう一つは、 アンシュ ルスや トレブリンカ の収容所 などに 表現されて

いる「影」、 つまりナ チス政 権とホロコー ストを生 み出し た暴力的な
側面である。

「オースト リアが ドイツに 併 合された、 いわゆ る「アン シ ュルス」

侵入者た ちを締 め出そ うとど んなに高 い壁を 作ろう とも、 よそ者

する地下抵抗 組織「カ ンテラ 」のメンバー だったオ ースト リア人の恋

八年の三月に ウィーン で留学 生であった雨 田具彦は 、大学 生を中心と

がおこなわれ 」、オー ストリ アが自立した 国として なくな った一九三

たちをどん なに厳 しく排除 し ようとも、 自らに 合うよう に 歴史をど

人によって、 あるナチ ス高官 を狙った暗殺 未遂事件 に巻き 込まれる。

自らの影 ととも に生き ること を辛抱強 く学ば ねばな りませ ん。そ

「影」に負け た瞬間を 目撃し た設定になっ ている。 ここで もう一度、

帰 国 さ せ ら れ た 具 彦 は このよ う に 、 ヨ ー ロ ッ パ が 拡大し て し ま っ た

アンシュルス に伴った 暴動で 恋人を亡くし てしまい 、強制 的に日本に

して内に宿る暗闇を注意深く観察しなければなりません。ときには、

長編小説『 騎士団 長殺し』 に おいて最大 の謎の 一つは、 「 私」の魂

本作品における「アンシュルス」の意味について考えよう。

そうしなけ れば、 やがて、 影 はとても強 大にな り、ある 夜 、戻って

がどのように つながっ ている のかという点 だろう。 作中に しばしば言

の世界への旅 と雨田具 彦が目 撃した「アン シュルス 」にお ける暴力性

暗いトンネルで、自らの暗い面と対決しなければならない。

す。

んなに書き 換えよ うとも、 僕 たち自身を 傷つけ 、苦しま せ るだけで

あるように、どんな社会や国にも影があります。

せん。社会 や国に も必要な 行 為です。ち ょうど 、すべて の 人に影が

自らの影 に対峙 しなく てはな らないの は、個 々人だ けでは ありま

しなければならない。（中略）

なときに、 僕たち は自身の 影 と対峙し、 対決し 、ときに は 協力すら

２１

きて、あな たの家 の扉をノ ッ クするでし ょう。 「帰って き たよ」と
ささやくでしょう。

及されている 反ユダヤ 主義と ホロコースト のテーマ から見 れば、第二

次世界大戦に おける暴 力やナ チス・ドイツ の「悪」 を表現 するには、

例えば戦争の 勃発の契 機とな ったドイツ軍 によるポ ーラン ド侵攻（一
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１９

21

傑出した 小説は 多くの ことを 教えてく れます 。時代 や文化 を超え
（（
２２）
）

る教訓です。

22

村上春樹『騎士団長殺し』における「ヨーロッパ」

当てた方が自 然な選択 だった のではないか と考えら れる。 ところが、

九三九年九月 一日）な ど、第 二次世界大戦 の画期的 な出来 事に焦点を

る。

去の危険なレ トリック を繰り 返して語って いる国も 幾つか 存在してい

強調して高い 壁を作り ながら 、「内なる「 悪」」か ら目を 逸らして過

『騎士団長 殺し』 において 、 拡大した「 影」が もたらし た 悲劇的な

村上春樹は「 アンシュ ルス」 に対して強い こだわり を持っ ており、作
品では「アン シュルス 」をめ ぐって歴史教 科書から の引用 に似たよう

アの侵攻のこ とだが、 ここで 興味深いのは 、ドイツ 軍の指 導者であっ

「アンシュ ルス」 というの は 、ナチス・ ドイツ 軍による オ ーストリ

容所の一つで あり、一 九四二 年から一九四 三年の僅 か一年 半の間に八

在ポーランド にあるト レブリ ンカは、かつ てナチス ・ドイ ツの強制収

ベルクの体験 記『トレ ブリン カの反乱』の 一部が引 用され ている。現

結果を具体的 に表す一 例とし て、第１部の 末尾にサ ムエル ・ヴィレン

たヒトラーの 役割であ る。な ぜならば、ナ チス・ド イツの 最高指導者

〇万人以上の 命が奪わ れた、 いわゆる絶滅 収容所で あった 。トレブリ

な、虚構性を欠いた詳しい説明がくり返し書かれている。

であったヒト ラーは、 ドイツ ではなく、オ ーストリ ア＝ハ ンガリー帝

ンカの最後の 生き残り であっ たヴィレンベ ルクが亡 くなっ たのは二〇

の執筆の最中 だったで あろう ことを踏まえ て考えて みれば 、『トレブ

一六年の二月 であり、 その時 、村上春樹が おそらく 『騎士 団長殺し』

）に生まれているからである。従って、オーストリアという国家の
Inn
「消滅」をも たらした 「アン シュルス」は 、厳密に 言えば 外部による

リンカの反乱 』を引用 するこ とはヴィレン ベルクへ のオマ ージュだと

引用文にお いて登 場するユ ダ ヤ人の画家 はトレ ブリンカ の 囚人であ
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国（現在オーストリア）にある町ブラウナウ・アム・イン（ Braunau am

暴力的な攻撃 ではなく 、内部 に潜んでいる 「影」の 拡大が もたらした

言えるだろう 。なお、 それと 同時に、引用 文に登場 する人 物が肖像画

を描いている 画家であ る点に おいては『騎 士団長殺 し』と の明快な関

悲惨な結果であったと言える。
要するに、 『騎士 団長殺し 』 における「 アンシ ュルス」 と は、村上

て戻ってきた瞬間のメタファーに他ならないだろう。雨田具彦の絵「騎

るが、彼の画 家として の専門 的技能が高く 評価され た結果 、ガス室へ

連性が見られる。

士団長殺し」 において は、内 部に潜んでい る「影」 の抹殺 される場面

の
お移送を免れている。彼は収容所のドイツ兵について次のように語る。

春樹がデンマ ークで述 べた、 観察しきれて いない「 影」が 強大になっ

が描かれてい るからこ そ、「 私」を自分の 内界をめ ぐる旅 に誘い、自
分の中に潜ん でいる「 影」、 つまり暴力的 な側面や 「悪」 を発見させ

写真を持ってくる。誰もが肉親を描いた絵を欲しがるんだ。親衛隊員

「（前略）連中は親戚やら奥さんやら、母親やら子どもたちやらの

村上春樹が デンマ ークで行 っ たスピーチ は、移 民問題に 直 面してい

たちは、自分たちの家族のことを感情豊かに、愛情をこめてわたしに

る動機になり得たのではないかと考えられる。

る我々ヨーロッパ人に向けて発信されたメッセージだと思われる。近

説明する。その目の色や髪の色なんかを。そしてわたしはぼやけた白

（（
２３）
）

年移民問題に 直面して いるヨ ーロッパでは 、外部の 「悪」 の危険性を

23
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じゃない。わたしは〈隔離病棟〉に積み上げられた子供たちを、白黒

がなんと言おうと、わたしが描きたいのはドイツ人たちの家族なんか

黒の素人写真をもとに、彼らの家族の肖像画を描くのさ。でもな、誰

リーは、ユダ ヤ系住民 の経済 力が不可欠で あったた め、ユ ダヤ人の移

オーストリア だけでは なかっ た。かつて枢 軸国の一 つであ ったハンガ

て」いったの は、『騎 士団長 殺し』におい て繰り返 し言及 されている

その巨大な 「影」 が作り上 げ た「暴力装 置にし っかりと 組 み込まれ

送を要求する ナチス・ ドイツ の要求に長年 に渡って 抵抗し ていたが、

の絵にしたいんだ。やつらが殺戮した人々の肖像画を描き、それを自
宅に持って帰らせ、壁に飾らせたいんだよ。ちくしょうどもめ！」
（

一九四四年の マルガレ ーテ作 戦によってド イツ軍の 占領下 に置かれ、

ある。要する に、「自 分たち の家族のこと を感情豊 かに、 愛情をこめ

愛するという 善なる一 面を有 している人間 として描 写され ている点で

を殺戮した親 衛隊員た ちが絶 対的な悪とし てではな く、自 分の肉親を

ユダヤ人の 画家の 以上の発 言 においてま ず興味 深いのは 、 大勢の人

トのテーマが 未だに重 要な位 置を占めてい る。その 例とし て例えば、

史を持ってい るハンガ リーで は、文学や映 画などに おいて ホロコース

移送され、その殆どが殺戮されることになった。このような悲惨な歴

リー人がドイ ツの強制 収容所 （主にアウシ ュビッツ ＝ビル ケナウ）に

四年五月から 七月まで の僅か 二ヶ月間で四 〇万以上 のユダ ヤ系ハンガ

彼の専門的技能は大いに重宝された、太文字原文のまま）

て」ユダヤ人 の画家に 語る親 衛隊員たちは 、拡大し てしま った「影」

二〇〇二年のノーベル文学賞を受賞したケルテース・イムレ（ Kertész

「ユダヤ人問 題の最終 的解決 」の実施が始 まった。 その結 果、一九四

に負けてしま い、その 危険な 物語に誘惑さ れてしま った人 間たちの表

（（
２４））

象として捉え られる。 ユダヤ 人の画家は生 き残るた めに、 彼らが愛す

（ Sorstalanság,一
Imre,一九二九～二〇一六年）の名作『運命ではなく』
九七五年）、 または二 〇一五 年のアカデミ ー賞を始 め、多 くの国際映

る家族の肖像 画を描か なけれ ばならないの だが、完 成した 肖像画には
画家が本当に 描きたい 風景、 つまり収容所 で殺戮さ れた子 供たちの姿

個人的なトラ ウマだけ ではな く、ナチス・ ドイツの 強制収 容所で亡く

が描いてきた 肖像画の 裏に広 がる「別の新 たな光景 」とし て主人公の

ブリンカの反 乱』から の一部 が挿入されて いること によっ て、「私」

なお、『騎 士団長 殺し』の 第 １部の末尾 にノン フィクシ ョ ン『トレ

を蘇らせ、そ れを現代 を生き る個人の「内 なる「悪 」」を めぐる物語

る。ところが、最終的にホロコーストに至ったヨーロッパの巨大な「影」

ロ コ ー ス ト 文 学 か ら 遠 く離れ た フ ィ ク シ ョ ン で あ ること は 自 明 で あ

『騎士団長殺 し』は、 強制収 容所の恐怖を 極めてリ アルに 描写するホ

げられる。舞 台は日本 に設定 され、幻想的 な要素に 富んだ 村上春樹の

画賞を受賞したネメシュ・ラースロー（ Nemes László
、一九七七～現在）
監督の映画『サウルの息子』（ Saul fia,二〇一五年）などの作品が挙

なった大勢の 人の姿が 浮かび 上がり、「私 」の「内 なる「 悪」」とホ

過去の「影」は姿かたちを変えたとしても、決して消えてはいない。

の動機として位置付ける点において注目に値する作品である。

が潜在している。

24

ロコーストを 生み出し たヨー ロッパの巨大 な「影」 のイメ ージが重な
り合う。
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の顔を見つけ て描くこ とは主 人公の「私」 だけでは なく、 外部から迫

らない一面を 体現して いる存 在だと考えら れる。そ して、 その「影」

のない男」は 、このよ うな特 定した顔を持 たない「 影」、 「私」の知

遇し、現時点 に最も近 い「プ ロローグ」に おいて「 私」を 訪れる「顔

「私」が無意 識の領域 を象徴 している「メ タファー 通路」 で初めて遭

言わざるを得ない。

潜んでいる「 悪」との 対面を 避け続け、本 来の問題 を回避 していると

を把握してい ない。こ の展開 から見れば、 「私」は 結局、 自分の中に

という「顔のない」男の依頼に応えずにおり、自分自身の本当の「顔」

で、「プロロ ーグ」に おいて 語られるよう に、肖像 画を描 いてほしい

震 災 に 象 徴 さ れ て い る 普遍的 な 危 険 か ら 守 ろ う と 決心し て い る 一 方

自分が書いて いること が「け っこうポリテ ィカルだ 」と確 信しながら

村上春樹は、『みみずくは黄昏に飛びたつ』において述べたように、

ってくる「他 者」の危 険性ば かりを主張し 、拡大し ていく 可能性を持
った自らの「 影」の存 在から 目を逸らしが ちである 現在の ヨーロッパ
を生きる我々にも要求されているアクチュアルな問題であろう。

（（
２７）
）

も、ポリティ カルなテ ーマを 「フィクショ ンの中に は直接 的に持ち込

みたくない」姿勢を保ち続けてきた作家である。このような作風はい

「マギッシャ ーレアリ スムス 」という芸術 傾向と歴 史に関 連付けて解

本稿におい ては、 『騎士団 長 殺し』をヨ ーロッ パの美術 、 とりわけ

あって、これ はこうい う意味 があると思う 、って作 者がい ちいちパッ

上春樹は、「 物語とい うのは 、解釈できな いからこ そ物語 になるんで

樹の「魔術的 リアリズ ム」の 本質ではない かと論者 は考え ている。村

終わりに

釈し、主人公 が自分の 中に潜 んでいる「悪 」の存在 を意識 するように

ケージをほど いていた ら、そ んなの面白く も何とも ない。 読者はガッ

わば、物語の 中にもう 一つの 「別の新たな 光景」を 描いて きた村上春

なる過程を描 いた本作 品のア クチュアリテ ィについ て述べ たが、最後

カリしちゃい ます。作 者にも よくわかって ないから こそ、 読者一人ひ

く、自分の知 らない一 面を体 現している「 顔のない 男」の 肖像画を描

る白いスバル ・フォレ スター の男の肖像画 を隠して しまう ばかりでな

気づいたにも かかわら ず、そ れを表現して いる自画 像とし て捉えられ

「私」は自 分の中 に潜んで い る「影」、 「内な る「悪」 」 の存在に

り越えた「私 」と同様 に、読 者が難解なメ タファー が数多 く詰め合わ

具彦の作品「 騎士団長 殺し」 の中から自分 の物語を 見出し て困難を乗

つ「別の新た な光景」 の発見 の必然性を強 調してい る。つ まり、雨田

と述べており 、読者一 人ひと りによる個人 的な解釈 の可能 性、もう一

とりの中で意味が自由に膨らんでいくんだと僕はいつも思っている」

（（
２８）
）

には本作品に見られる問題点に触れて本論を終えたい。

くことを棚に 上げてし まうと いう展開は、 本作品に おける 大きな問題

されている長 編小説『 騎士団 長殺し』の中 から個人 的な物 語を発見す

（（
２５）
）

点の一つだろう。つまり、椹木野衣氏が指摘したように、「私」が最

ることを作者 は期待し ている ようである。 ところが 、それ と同時に、

（（
２６）
）

終的に幸福な家庭を手に入れたというハッピーエンドは「錯覚」に他

「私」を内面 的な世界 をめぐ る旅に誘うイ デアが「 諸君、 この宇宙に

28
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ならないと言 わざるを 得ない 。「私」は室 という小 さな娘 を東日本大

26
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なのだ」、つまり「買い手責任」な
おいては、すべてが caveat emptor
んだと言い切 ってしま った点 を踏まえて考 えてみれ ば、村 上春樹は自
分の書いた物 語に対す る責任 を放棄してし まったの ではな いかという
強い疑問が残る。

（『群像』二〇一七・五、四〇頁）

注
（１）清水良典「自画像と「父」なるもの――村上春樹『騎士団長殺し』論」
（２）鈴村和成「サブリミナルな自作引用」
（『文学界』二〇一七・五、一一七
頁）
（３） Daniel Morales, "'Killing Commendatore': Murakami's latest lacks inspired

超える二十一世紀小説」（
『文学界』二〇一七・五、九〇頁）

（６）小山鉄郎「
「イデア」に対抗する「私」――「悪」を見つめ、
「恐怖」を

「魅惑」――東日本大震災への思いを馳せて――」（沼野充義監修・曽

（７）曾秋桂「『女のいない男たち』の延長線として読む『騎士団長殺し』の

秋桂編修、前掲『村上春樹における魅惑』、二五〇頁）

人間の存在は二階建ての家のようなものだと言う。つまり、一階は日常

（８）村上春樹の最も有名な比喩の一つである「二階建ての家」の説によれば、

生活を行う場所であり、二階は個室や寝室がある。そして、特別な場所

として、様々なものが置いてある地下室があり、日常的に使うことがな

くても人が出入りすることが出来るスペースである。更にその下にはま

た別の地下室があるが、そこには簡単に入ることが出来ない。これはつ

まり「地下二階」の空間であり、
「前近代の人々がフィジカルに味わっ

ていた暗闇（中略）と呼応する暗闇」の空間だと言う。村上がこの比喩

を初めて述べたのは、『海辺のカフカ』の発表直後のインタビューにお

『海辺のカフカ』を語る」、
『文學界』二〇〇三・四、一〇～四二頁）で

いて（村上春樹・湯川豊・小山鉄郎「ロング・インタビュー 村上春樹

あるが、『騎士団長殺し』をめぐる川上未映子との対談においても言及

されている。（川上未映子・村上春樹『みみずくは黄昏に飛びたつ―川

上未映子訊く 村上春樹語る―』
「第二章 地下二階で起きていること」
、

顕れるイ

新潮社、二〇一七 、七一～一八二頁。以降『みみずくは黄昏に飛びた
つ』と記す。
）

）いしいしんじ「絵を生きる―村上春樹『騎士団長殺し』を読む」
（『新潮』

なお、ルビは省略した。

デア編」
「第２部 遷ろうメタファー編」
（新潮社、二〇一七）に拠った。

（９）本文からの引用は全て、村上春樹『騎士団長殺し』「第１部

（
（
（

二〇一七・四、二〇二頁）

）椹木野衣「暗殺と森―村上春樹『騎士団長殺し』を透視する」
（『新潮』
二〇一七・五、一四一頁）

）日本語で「魔術的リアリズム」
、
「マジックリアリズム」や「マギッシャ

ーレアリスムス」などと翻訳されており、ほぼ同義で用いられているが、

本稿では、絵画における芸術傾向を指す場合は「マギッシャーレアリス
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touch of earlier works" The Japan Times, 1.4. 2017
"Wind-up Bird" succeeded because it dramatized wartime events, making
them incredibly immediate. "Killing Commendatore," on the other hand, can
feel like a Wikipedia entry at times.
Ultimately, the narrator doesn't seem to have learned much from these nine
strange months. He continues largely as he did before, painting portraits in an
almost mechanical manner without much significance. "That's the life I
wanted," the narrator says. "And that's also what people wanted of me."
Ironically, this could be read as a stand-in for Murakami's writing itself. I,

（引用は私訳）
for one, wanted more, and I imagine other readers will as well."
〔

https://www.japantimes.co.jp/culture/2017/04/01/books/book-reviews/killing

-commendatore-murakamis-latest-lacks-inspired-touch-earlier-works/#.W0Kn

〕 【最終検索日：二〇一八年七月九日】
AtIzY2w
（４）柴田勝二「自己に魅せられる物語―『騎士団長殺し』と寓意の脱落―」
（沼野充義監修・曽秋桂編修『村上春樹における魅惑』淡江大学出版中
心、二〇一八、九六～九七頁）
（５）同右、一〇三頁

１０

１１

１２
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（
（

（

・意味を持つという主張は、現実はそれとは異なるオルタナティヴな世

（

） デ ン マ ー ク で 一 八四 七 年 に出 版 さ れ た ア ン デ ル セン の 短 編小 説 『 影 』

二〇一七、八頁）

上春樹のフィクション（ひつじ研究叢書（文学編）９）』、ひつじ書房、

いわば可視化したものに他ならない」と指摘している。（西田谷洋『村

界や意味と結びつくことで価値を持つが、それは現実と関連づけられて

ムス」
、文学の手法を指す場合は「魔術的リアリズム」と表記する。

（

もいることを意味する」と述べ、
「春樹の二元論的な世界構造はそれを

in Lois Parkinson

）種村季弘『魔術的リアリズム―メランコリーの芸術』
（ ACROSS,一九

房新社、二〇一七、七三頁）

（

八八、一〇頁）傍点原文のまま。

） Franz Roh, "Magic Realism: Post Expressionism",
Zamora, Wendy B. Faris (eds.) Magical Realism, Theory, History,

Community, Duke University Press, 1995. p.24.
"For the new art, it is a question of representing before our eyes, in
an intuitive way, the fact, the interior figure, of the exterior world."
（引用は私訳）
）なお、雨田具彦のこのような創作の方法は、清水良典氏が指摘したよう

に「日本文学とは異なるポジションで日本語の小説を書きつづけてきた

特異な立場」に立っている村上春樹自身の作風を想起させるメタファー
だと考えられる。（清水良典、前掲「自画像と「父」なるもの――村上
春樹『騎士団長殺し』論」四三～四四頁）
と作者の魂が同時に描き込まれている点においては、『騎士団長殺し』

）本稿で詳述することはできないが、肖像画にはそのモデルとなった人物

はアイルランド出身の作家、オスカー・ワイルドの一八九〇年に発表さ
れた長編小説『ドリアン・グレイの肖像』
（ Oscar Wilde, The Picture of

地

）を想起させることを指摘しておきたい。
Dorian Gray
）小山鉄郎、前掲「「イデア」に対抗する「私」――「悪」を見つめ、
「恐

怖」を超える二十一世紀小説」、八二頁）

）川上未映子・村上春樹、前掲『みみずくは黄昏に飛びたつ』
「第二章

下二階で起きていること」、一五九～一六〇頁。なお、ルビは省略した。

）大森望・豊崎由美『村上春樹「騎士団長殺し」メッタ斬り！』
（河出書

人の言葉がそうするのと同じように、最良のメタファーとなって、この

）「メタファー通路」に入った「私」が「その絵画はおそらく、優れた詩
そ

（ Skyggen
）は、アフリカに旅をし、そこで自分の影をなくしてしまう
北欧の学者の物語である。新しい影ができた学者は北欧の国に帰り、普

通の生活に戻る。しかし、数年が経つと、アフリカでなくしてしまった

はずの影が学者のドアの前に現れ、もう影ではなくなり、一人の人間に

なったと言う。お金持ちになった影は、貧乏で体調を崩した学者を旅に

誘うが、条件として学者が自分の影になってくれることを要求する。学

者はそれを受け入れて、二人が旅立つと、物語は残酷な結末へ向かって

行く。ある日、影は美しい王女に恋をし、結婚を決める。それを見届け

る学者は、王女に影の秘密をばらすと影を脅すが、以前よりも強くなっ

た影が学者を逮捕させ、学者の命を奪う。Ｈ Ｃ
. ア
.ンデルセン（大畑末
吉訳）
「影法師」
『完訳アンデルセン童話集（三）』
（岩波文庫、一九八四、
三三～五四頁）

）溝呂木佐季「
【受賞スピーチ全文】村上春樹さん「影と生きる」アンデ

https://www.buzzfeed.com/jp/sakimizoroki/murakami-andersen?ut

ルセン文学賞」（ Buzzfeed,二〇一六年一〇月三一日）
〔

〕
【最終検索日：二〇一八年七月七
m_term=.yeMV8wD0l#.doLBjqGwQ
日】

）村上春樹の「ハンス・クリスチャン・アンデルセン文学賞」の授賞を報

道したあるハンガリーのウェブ雑誌には、村上の以上の発言が引用され、

それに対して次のような解釈がなされている。

"Ugye, milyen aktuális! Na és persze murakamisan talányos. Bár a

67 éves világhírű író egy szóval sem magyarázza meg, milyen falról
annak

világos,

hogy

valószínűleg

az

európai

és milyen betolakodókról beszél, azért aki nem most lépett ki Platón
barlangjából,
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２１

２２

（

（
（
（
（

世界にもうひとつの別の新たな現実を立ち上げていったのだ」（

は、「メタファーとしての芸術は表層の光景・意味とは別に新たな光景

メタファーとして解釈している。なお、この引用を踏まえて西田谷洋氏

れは明らかに原理に反したことだ）と自ら語り、絵「騎士団長殺し」を

５５

２３

１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
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（

（

（
（

（

menekültellenességre, migránskérdésre, illetve az egyre erősödő
történelmi revizionizmusra utal."
「ものすごくアクチュアルだろうね。そして、村上らしく謎めいた［発
言だ］。六七歳で世界的に有名な作家は、ここで言う「壁」と「よそ者
たち」は何なのかを一言も説明してないが、プラトンの洞窟を後にした
者にとっては、作家がおそらくヨーロッパの反難民主義や移民問題、及
http://www.unikornis.hu/kultura/20161103-murakami-haruki-and

び強くなりつつある歴史修正主義を指していることは明らかだ。
」
（私訳）
〔

描いたことによって、主人公は自分の中にある暴力性に気づいたけれど

一三七頁

たとえ紙がなくなっても、人は語り継ぐ」三三〇～三三一頁。なお、ル

)

〕
【最終検索日：二〇一八年七月七日】
ersen-dij-dania-sotet-oldal.html
）ハンガリーにおけるホロコーストについて、非追放者を奉持する国家委

員会（ National Committee for Attending Deportees
）のウェブサイト

を参照。 http://degob.org/【最終検査日：二〇一八年七月二九日】
）河合俊雄もまた、「自分を脅かす白いスバル・フォレスターの男の絵を

も、その絵を仕上げなかったように、取りあえずは暴力の問題を封印す
ることになったのである。」と、本作品における暴力性の問題の回避を
批判している。
（河合俊雄「
『騎士団長殺し』における絵画の鎮魂とリア
リティ」、
『新潮』二〇一七・五、二六五頁）
）椹木野衣、前掲「暗殺と森―村上春樹『騎士団長殺し』を透視する」、

）川上未映子・村上春樹、前掲『みみずくは黄昏に飛びたつ』 「 第四章

ビは省略した。以下同様。
）同右、一一六頁

例会（国際研究集会）におけるパネル発表原稿を加筆修正したものである。な

付記 本稿は、二〇一七年一一月二六日日本近代文学会 二〇一七年度一一月
お、テクストは村上春樹『騎士団長殺し』
「第１部 顕れるイデア編」
「第２部
遷ろうメタファー編」（新潮社、二〇一七）を使用した。
、広島大学大学院博士課程後期満期退学
(Dalmi Katalin
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２８

