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村上春樹 

『ニューヨーク炭鉱の悲劇』 

レポート集 

 

（第 6回読書会）12月 11日（土）13：45～～「ニューヨーク炭鉱の悲劇」第 1回討論 

（第 7回読書会）1月 15日（土）  13：45～～「ニューヨーク炭鉱の悲劇」第 2回討論 

 

 

 

ニューヨーク炭鉱の悲劇(村上春樹)を読んで 覚書 

田中 克典 

 

１ 作品の構成 

ニューヨーク炭鉱の落盤事故で掘削された洞窟に閉じ込められた人々 

彼らは、死に直面した極限状態にいる。そしてその極限状態からの解放を希求している。 

そのような彼らと一定の距離感を保ちながら、「死」について考える主人公（僕）の物語 

２ 主人公（僕）をめぐるを死、周りの人々 

（１）喪服を貸す友人 

 ベトナム戦争たけなわ時の米軍放出品のポンチョに身を包みながらの、台風の動物園

（昼間の）を楽しむ。 

 そんな彼も、夜中の動物園には、二度と行きたくない。 

 なぜか？ 

 友人にとっての 

動物園→生命（生きていること）を確認する場所 

 昼間の台風の動物園→観衆の目を感じず、何も考えずに生きる動物の動きに、「生命」

を感じる場所 

 夜の動物園→暗闇の中、死の恐怖がどこから招来するかも分からない緊張感の中で、動

物たちもそれに身構えて生きている、そのような状況への恐怖、緊迫感（ベトナム戦

争の戦場を想起させる）生命への危機を感ずる場所 

彼は、死を怖れ、避けようとしている。人との突然の別れを怖れている。 

  半年ごとにガールフレンドを取り換える。そのガールフレンドは細胞分裂みたいによ

く似ている。このことは、彼がガールフレンドの方から別れを告げられることを怖れ

ていたことを示すのではないか。 

  死に接する道具としての喪服を僕に提供する。彼自身は、その喪服を使ったことがな
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い。このことは、彼が葬儀に遭遇していないのではなく、葬儀を避けているのではな

いか。 

  葬式の出ない死に方、匂いのない死という表現 

（２）僕は、友人の喪服を介して、様々な死と接する。 

しかし、死との間にその喪服が在ることで、死を客観視し続ける。 

  「死は死でしかない」 

（３）主人公（僕）が２８歳の時 

  生活の安定をつかみかけていたとき 

  伝説の不吉なカーブ（詩人の死ぬ２１歳、ロックンローラーの死ぬ２４歳）を無事通

過した 

  突然殺戮のように訪れてきた死（ベトナム戦争の戦場での死を想起させる） 

  それは、どんな理屈をつけようとしても、死でしかない 

  死と生 現実と非現実、もしくは非現実と現実（どっちがどっちかわからない）その

間の暗い溝を跨いで人は死んでいく 

  １月 中学校の英語教師（大学時代の友人・２８歳） 

  結婚して３年、妻は出産控え実家に帰省 

  明確な理由もない（表向きは）自死  

しかし、死は意識していた。もう二度と髭を剃らなくていい、と感ずることで。 

  冬の雨のように物哀しい死 

  ３月 油田事故   

  ６月 心不全  

  布団の中にもぐりこんで、そのまま起きてこなかった 

  頭の後ろでカタカタ音がする 

  交通事故（説明なし） 

  １２月 交通事故 

  女性 ２４歳 この年の最年少で唯一の女性の死（僕にとって） 

  クリスマスを前にした冷ややかな雨が降る夕暮 

  悲劇的なそして極めて日常的な空間（トラックとコンクリートの電柱の間）の中です

りつぶされるように死んだ 

（４）１２月３１日 主人公はパーティーに出席 

  そこで、一人の女性（３３歳か？）を紹介される 

  主人公と似た男性を５年前に殺害した（当時２８歳くらい） 

  法律的でも道義的でもない殺人 

  主人公と似た男性と５年前に別れたということ、自分の心の中からその男性を消し去

った。 その男性は、蜜蜂の巣（戦場）に飛び込んで死んだのではないか。 

  男が去ったのではない、彼女自身が、男を自分の中から消し去ったのだ（それを殺し
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たと表現）、と云いたいのではないか。 

  音楽をどうとらえるか？ 

  僕 良い世界の良い音楽なら好きだ 

  女性 良い音楽は、空気の振動。良い世界の空気は振動しない。 

平穏な空気が流れている場所には良い音楽は存在しない。 

ここには、彼女のつらい過去、そして秘密のような、僕に似た彼との過去が秘めら

れているのではないか 

そして、早世した彼とは異なる僕の長生きを直観した。 

  その女性は、一年が終わり、新しい年を迎える歌として「蛍の光」を好きという 

  主人公（僕）は、「峠の我が家」が好きだという。そこには、主人公の生命（鹿や野

牛が群れ遊ぶ）への憧れが込められているのではないか 

  そこで、僕は、友人との共通点を見出した。 

  そんな二人が「さよなら」とあいさつを交わして別れていく 

  女性→改めて、５年前に別れた男性への未練を断ち切った。 

  僕→生への希望に向かっていった 

（５）場面は、改めて落盤現場に戻っていった 

  落盤現場の中も現実、その外も現実 

落盤現場の中に閉じ込められた人たちにとって、カンテラの灯りが消されたことに

よって創られた闇によって、どちらが現実かは分からなくなった。 

それは、丁度友人のテレビのリモコンのスイッチの入切のようなもの。 

はっきりしていることは、炭鉱の中に閉じ込められた人々は、死に直面しながらも

生への希望を持っているということ。 

しかし、そのような現実を現実として受け止められず、映画の一場面のようにしか

受け止められない「僕」がいる。 

３ この小説は、何を語りかけようとしたのか？ 

我々は、様々な「生」と「死」に関わって生きている。しかし、それを自分自身の

現実として受け止めることができるのか、どこかで所詮、「映画の一場面」として見

ているだけではないのか。 

 現代社会に目を向けるとき、コロナ禍で、様々な社会問題、とりわけ貧困問題が生じ、

それは悲惨な死につながっている。しかし、我々は、それを自分自身の現実として目

を向けているのだろうか、このことを問いを突き付けられたような気がした。   

以上 
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生と死、小説を読むということ 

―村上春樹『ニューヨーク炭鉱の悲劇』を読む― 

佐野 之人 

 

はじめに―この小説の構成－ 

 この小説には一見するとエピグラフを掲げた小説であるように見える。しかしこの小説

の最後の部分が「エピグラフ」の核心となる真実の内容を描いたものとするならば、この

エピグラフは単なるエピグラフではなく、小説の不可欠の構成部分を成していることにな

る。 

 この小説の題名は『ニューヨーク炭鉱の悲劇』である。この題名に直接関わるのは、こ

の最初の部分（エピグラフ）と最後の部分である。その間に挟まれた部分は一見すると、

「ニューヨーク炭鉱の悲劇」とは直接的な関係はない。我々はこの小説の構成をどのよう

に考えたらよいであろうか。 

 村上春樹はこの小説について「僕はこの曲の歌詞にひかれて、とにかく『ニューヨーク

炭鉱の悲劇』という題の小説を書いてみたかったのである」（村上春樹全作品集 1978-1989

「自作を語る」短編小説への試み）と述べているところからすると、作者がビージーズの

この曲の歌詞から何らかのインスピレーションを得て、それをテーマとした小説を書き、

それを通じて歌詞の真実の内容に到達した、と理解することができる。しかし問題は作者

がこれを小説として書いたということである。その場合には直ちに「語り手」が問題にな

る。最初の部分（エピグラフ）が小説に不可欠の部分ということになれば、ここでも「語

り手」が問題になる。この部分はビージーズの歌詞であるから、「語り手」がこの歌詞を

聞いているという設定になるだろう。歌詞の中での語り手は炭鉱内の坑夫である。最後の

部分の「語り手」は坑夫である。そうして間に挟まれた部分の「語り手」は「僕」である。 

 「語り手」が三人存在するかのように見えるが、これを同一の「語り手＝僕」が、ビー

ジーズの歌詞に「衝撃」を受け、自らの体験を「振り返る」ことで、歌詞の中の坑夫と一

体化し、歌詞の真実の内容に「到達」する、その語りとして読むことができる。しかしそ

れは同時に読者が「僕」の語りを通じて、ビージーズの歌詞の本質を自得することであり、

それなしにこの小説を読むことはできない。「語り」はつねに読者の「読み」の中でのみ

成立するのである。 

 ところでこの小説の構成は、バッハの『ゴールドベルク変奏曲』を思わせる。初めにテ

ーマ（アリア）が提示され、幾多の変奏曲が繰り広げられた後、最後にテーマが再現され

る。そこではこれまでの変奏の広がりがテーマの核心において凝縮する。全く同じ曲であ

るのに、聞く者の経験がそこに全く異なった場を開いているために、全く異なった曲にな

るのである。最初と最後のアリアを続けて聞いてもそうした経験は起こりえない。同様に

『ニューヨーク炭鉱の悲劇』の最初（エピグラフ）と最後の部分を続けて読んでも、読者
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は同じことの繰り返し以上のものを経験しないであろう。ここではエピグラフを「テー

マ」、＊で区切られた七つの部分を第一変奏から第６変奏、終曲と名付け、読者がそこに

何を経験するかを辿ることにしたい。 

 

1．表題とテーマ 

 表題とテーマは一体である。「語り手」はこの一体を「衝撃」を持って受け止めた。冒

頭のエピグラフは「語り手」の根本経験であり、爾後の小説の展開はこの根本経験を開い

たものに他ならない。こうした「語り手」の衝撃の語りを読者はどのように経験するであ

ろうか。 

ビージーズのこの曲がリリースされたのが 1976 年、小説が発表されたのが 1981 年であ

るから、この題名と歌詞を読んで、曲を想起した読者も少なからずいたはずである。中に

はこの曲の思想的な意味についても蘊蓄を傾けることのできた人もいたかもしれない。逆

に全く知らないという人もいただろう。インターネットの発達した現代では手軽にこの曲

についての知識を手に入れることもできるし、曲を聞くことだってできる。しかしこの曲

についての知識がなければ、あるいはこの曲を聞いたことがなければ、この小説が読めな

いということは決してない。それぞれが抱く先入見（偏見）の中で読者が、この題名と掲

げられた歌詞について何らかのイメージを持つということが決定的に重要である。そうし

てこのイメージを持つということは、我々人間が言葉を理解する上で避けることができな

い。 

 テキストに掲げられた以上の情報を持たない読者はこの表題と、訳された部分の歌詞を

読んでどのようなイメージを持つであろうか。まず「ニューヨーク炭鉱」と聞いて訝しく

思うであろう。訝しく思うのはニューヨークが大都会であり、そんなところに炭鉱などあ

ろうはずがないと考えるからである。そうだとすれば両者を結びつけた意図を読者は考え

るかもしれない。それがさらに「悲劇」と結びつけられる時、「炭鉱の悲劇」というのは

理解できるであろうから、ニューヨークという高度に文明化された日常が、そっくりその

まま炭鉱の悲劇の只中にある、そんなイメージを読者は持つかもしれない。さらに「地下」

という語や、救助作業を「あきらめてひきあげる」といった語から、地上と地下を区別し、

地下においてこうした悲劇にあるにもかかわらず、こうした悲劇から目を背け、悲劇を忘

却して日常生活に埋没するニューヨーク市民の姿をイメージするかもしれない。さらにこ

の曲がリリースされた 1976年がベトナム戦争只中にあることを知る者は、自由を奪われ、

戦争に駆り出され、死に赴かざるを得ないニューヨーク市民を連想するかもしれない。し

かしこうした立ち入った疑念や思索、連想は稀であろう。たいていの読者は「ニューヨー

ク」と「炭鉱の悲劇」という異質な言葉が結び付けられていることについて「何となく変

だ」、そんな違和感を覚えながらもさしあたりは放置するだろう。しかしここではこうし

た違和感を抱えることが重要である。「語り手」の「衝撃」の体験は多くの読者にとって

はまだ違和感でしかない。こうした違和感の根底には安定した日常生活（生）と炭鉱の危
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機（死）とが異質のものであるという前提（先入見）がある。小説は、読者がこうした前

提を自ら覆すべく「語る」。 

 この表題とテーマに一定の先入見をもって読み始める者も、そうした先入見をもって読

み始めるという、この必然的なことが重要である。こうした先入見は読み進めていく中で

覆されざるを得ないからである。この作品において、小説を書くということは、自らが

「語り手」となって言葉にならない「衝撃」に言葉を与えながら、読者をこうした根本経

験の場に導くということである。あらゆる先入見を受け入れつつ、内容について何も限定

することのないこうした表題とテーマの提示は本質的に「形式的告示」（ハイデッガー）

と言える。 

 予めここに見られる「先入見」を指摘して置こう。まずここでは根本的に生と死とが異

質なものとして区別されている。そうしてこの生と死、さらには日常生活（現実）と非日

常（非現実）とが地上と地下の対比のもとに振り分けられている。さらにこの死がどこか

知らないところで起こっている他人の死として非現実な仕方で理解されており、これに対

して自分の生こそが現実的なものと考えられている。さらにいうならば、死が肉体の死と

してしか理解されておらず、死んでしまえば死は経験できず（非現実）、経験できるのは

（現実）生のみであるという前提のもとに、死が自らの死として経験されていない。また、

そもそもの態度として、この表題と歌詞とを他ならぬビージーズの曲名と歌詞、すなわち

芸術作品（非現実）としてしか見ておらず、ここにも芸術（非現実）と現実の区別の前提

が明白である。生と死、現実と非現実、自と他の峻別、こうした先入見が変奏曲を経験す

ることの中でどのように変容していくであろうか。早速最初の変奏曲を聞くことにしよう。 

 

２．第一変奏曲：彼（その一） 

 「語り手」はビージーズの表題と歌詞に衝撃を受け、自らの過去を振り返る。ここで気

を付けなければいけないことは、振り返る「語り手」はすでに「衝撃」を経験していると

いうことである。逆に言えば過去の「僕＝語り手」はそのことを経験していない。読者も

現在の「語り手」同様、ビージーズの表題と歌詞を経験している。とはいえその経験は極

めてぼんやりしたものでしかない。「語り手」はこうした読者に語り掛けている。 

 第一変奏曲では友人である「彼」の在り様が述べられる。読者はそこで彼のいくつかの

奇妙な点に着目するはずだ。彼は基本「しごくまとも」だし、何もかもきちんとしている。

しかし第一に、彼は台風の午後に動物園に足を運ぶという「比較的奇妙な習慣」を「十年

このかた」守り続けている。そうしてとりわけ台風にいちばん腹を立てているベンガル虎

と、台風よりは彼の姿に興味を持っている、ゴリラの前でゆっくりと時間を過ごすという

のである。「彼」は何故午後の台風の動物園の中で、とりわけベンガル虎とゴリラの前で

くつろぐのであろうか。これが読者の目に留まる第一の点である。 

第二は、彼が「半年ごとにガールフレンドを取り換え」ており、しかも彼女たちが「み

んな細胞分裂でもしたみたいによく似ていた、という点、第三は、三年前に葬式用の背広
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を作ったきり、一度としてそれを使ったことがない、という点である。「僕」も第一の点

については「奇妙な習慣」と呼び、第二の点については「どうにも理解できなかった」と

述べている。第三の点についても、彼は少なくとも「僕」と全く違った死についての感覚

を持っている。僕は「喪服を買うことで、なんだか誰かが死ぬことを認めてしまう気」が

して喪服を買うことができないでいるのである。 

 しかし当時の「僕」にとっては「奇妙」でしかないこれらの点も、現在の「僕」にとっ

てはすでにそうではないし、それは読者にとってもそうである。すでにビージーズの表題

と歌詞を何らかの仕方で経験しているからである。現在の「僕」も読者も生と死の奇妙な

結合のもとに「彼」のこうした「奇妙な習慣」を考察しようとする。それは表題と歌詞が

変奏曲の主題となって我々の思索の調べを導くということである。 

 さて、現在の僕、および読者の目には、動物園という檻の中に自由を奪われて閉じ込め

られ、死の危険の前に恐れおののく動物の姿が『ニューヨーク炭鉱の悲劇』の人間の姿に

重なってくるだろう。そうして上述の三つの奇妙な点も、彼が死を身近に感じていたこと

から解釈しようとするだろう。すなわち彼が台風の午後の動物園に通うのは、そこに自分

の同類を見出すからであり、とりわけベンガル虎とゴリラの前でくつろぐのは、死を身近

に感ずる者の二つの極端な在り方だからである。死を身近に感じさせるような台風に対し

て腹を立てるのも、自分たちの力ではどうしようもない状況の中で「まるで故障したエレ

ベーターにたまたま二人で乗り合わせたみたいな雰囲気」で「気の毒そうな顔つきで眺め」

会うのも、彼の日頃の気分なのである。それはニューヨーク炭鉱の坑夫の気分が彼の日常

の気分であることを意味する。それだから彼はこうした動物の前でくつろぐことができる

のである。彼においては「たいして有名ではないが、小ぢんまりとして感じの良い外資系

の貿易会社に勤め、こざっぱりとしたアパートに一人で住む」という「至極まともな」所

謂日常（「現実」）と、死を身近に感じるという所謂非日常（非現実）とが日常において一

つになっているのである。 

 半年ごとに区別がつかないほどによく似たガールフレンドに取り換えることも、おそら

くただ一人の永遠の彼女を失ったからではないか、読者は必然そのような想像に誘導され

る。そうしてこの彼女の喪失にも死の臭いが漂う。そうした印象は、彼が、葬式があった

わけでもないのに、喪服を作らせてそれを所持していることによってさらに強まる。彼の

日常には文字通り死の臭いがその身に纏いついている。それは「喪服を買うことで、なん

だか誰かが死ぬのを認めてしまう」と考える「僕」の感覚の正反対である。二元論を重ん

じ、永遠の女性を求めて女性遍歴を重ね、死刑執行人とも親交のあったとされるバルザッ

クの全集を持っているということも何となく彼に似つかわしい。 

 こうした彼の習慣の異質性の叙述の中に、一見異質と思われるのが動物園の猫の話であ

る。彼が出張の折に、北海道の動物園に猫の檻があったので驚いたと言うのである。猫は

ありふれた動物（日常）である。だから非日常的な体験の場である動物園には通常猫はい

ない。しかし非日常である動物園の中に日常である猫がいることによって、動物園そのも
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のが非日常となり、それによって日常である猫の檻を置かないという動物園の日常性

（「習慣」）が顕わになっている。非日常性によって初めて日常性が顕わになるという構図

である。「周りを見渡せばどこにでもいる」「人間」の日常性それ自体も、非日常性（死）

を通じてしか顕わにならないことを連想させる。一見異質と思われるこの挿話も日常性と

非日常性、現実と非現実、生と死の一体性を感じさせるものとなっている。 

 第一変奏曲ではテーマ（生と死との一体性）はなおニュアンス（臭い）にとどまってい

る。死を身近に感じさせる台風も死の危険をもたらす恐怖の対象であって、死そのもので

はない。それは死の危険になるかもしれないし、そうはならずに通り過ぎるかもしれない、

それ故に一層恐ろしいものである。こうしたニュアンスに過ぎない生と死の一体性（テー

マ）が、第二変奏曲以下では現実の他者の死を通じて奏でられる。 

 

第二変奏曲：葬式（その一） 

 第一変奏曲での「猫」の話は「葬式の多い年」の最後の葬式（十二月）のために僕が彼

の葬儀用の背広と靴を借りに行った時の、僕と彼の間に交わされた会話の内容と考えられ

る。それを返しに行った時の僕と彼の会話の様子が第五変奏曲で描かれるから、現在の僕

はその年の最後の葬式用の背広と靴を彼に借りに行き、それを返しに行ったことを想い起

しながら、さらにその年に死んだ友人の葬式のことを想い起していることになる。それが

間に挟まれた第二変奏曲から第四変奏曲であるが、それらはトリオを成していて、第二変

奏曲はいわばその序曲である。 

 ここでは第三変奏曲の冒頭にある「現実と非現実（あるいは非現実と現実）のあいだに

横たわるその暗い淵をまたぐこと」としての死に向けて、死の概念が深まっていく。「葬

式の多い年」は僕が 28歳の時のことであり、僕の友人も同じような年齢で死んだのである

が、それは「死ぬには何かしら不適当な年齢だ」と僕は考えている。何故なら「詩人は 21

で死ぬし、革命家とロックンローラーは 24で死ぬ。それさえ過ぎてしまえば、当分は何と

かうまくやっていけるだろう、というのが我々の大方の予測だった」からである。「我々」

には死んだ友人も含まれていただろう。その様子は「右足を現実的なズボンにつっこみな

がら左足を非現実なズボンにつっこんでみたり」というような着替えに譬えられている。

「非現実」には革命家、ロックローラーや「髪」「髭」を伸ばすなどが属し、「現実」には

「髪を切り、毎朝髭を剃る」などの「まっすぐな六車線道路」すなわち定められた人生行

路が属している。 

こうした着替えの営みは「穏やかな春の日ざしの下で」行われていたが、「予期せぬ殺

戮」が「奇妙な銃声」とともにやってくる。これまでの現実・非現実をひっくるめた現実

を殲滅するものである。この殺戮は「予期」できない。その点で台風とは異なる。現実を

越えた所から「不意打ち」のように突如として現実に襲い掛かる。それ故その襲撃は「形

而上」として感じられる。「誰かが形而上的な丘の上に形而上的な機関銃を据え、我々に

むけて形而上的な弾丸を浴びせかけているようだった」。ここに先の現実・非現実をひと



9 

 

くくりにした現実と、形而上的な非現実という冪の上がった新たな対立が成立している。 

 しかし次のように言われる。「しかし結局のところ、死は死でしかない。言い換えれば、

帽子から飛び出そうが、麦畑から飛び出そうが、兎は兎でしかない」。帽子から飛び出し

た兎が形而上的な殺戮によってもたらされた死、麦畑から飛び出した兎が予期可能な日常

的な死に対応する。ここにも死について非現実的（形而上的）と現実的の対が成立してお

り、そうした対立に対して「結局のところ死は死でしかない」と言っているのである。こ

うなると死についての現実・非現実の区別の全体が観念的なものとして非現実となり、死

そのもの事実性が際立つことになる。そうしてここにさらに新たな次元で、観念（言葉）

としての非現実と言葉を超えたものとしての死との区別が、非現実・現実の区別として立

ち現れている。 

 これを受けて死が「現実と非現実（あるいは非現実と現実）のあいだに横たわるその暗

い淵をまたぐこと」と定式化される。最初の「現実と非現実」は日常としての現実と、形

而上と感じられた死の非現実性の対である。かっこ内は言葉の中で生活している我々の在

り方の全体が非現実とされ、そうした区別を殲滅する事実としての死の現実性がそれに対

立することを言っているであろう。日常が現実とされ、突如の死が非現実（形而上）とさ

れていたが、「あるいは」で逆転して我々の日常的言語的な生が非現実とされ、死こそが

現実とされているのである。しかし死はそうした区別がそこから立ち現れる「あいだ（暗

い淵）をまたぐこと」であるとされていることに注意しなければならない。日常性として

の現実と非日常としての突如の死（非現実）の裂け目、言語と事実の裂け目、その「あい

だ」が突如として予期せぬ仕方で開かれるのである。 

 生（現実）と死（非現実）（あるいは生（非現実）と死（現実））の「あいだ」に横たわ

る「深い淵」、現在の「僕」と読者はこの「あいだ」に生と死の一体性という変奏曲のテ

ーマを聴き取るに違いない。この「あいだ」は生と死を超え、そこから生と死の区別が立

ち現れるところであり、いわば生死以前である。しかしここでは死とはこの「あいだをま

たぐこと」としてしか捉えられていない。 

 

第三変奏曲：葬式（その二） 

 この変奏曲では最初にその「あいだ」をまたいだ友人について語られる。ここでは日常

としての現実と、非日常としての死の「あいだ」の曖昧さが際立っている。中学校の英語

教師をしていて、結婚三年目、妻は出産のために実家に帰っている、という期待に満ちた

日常生活の絶頂と思われるその時に、その友人は遺書も走り書きも残さずに自殺したとい

うのである。ここでも「あいだ」の顕現は突如であるが、それに加えてその「あいだ」は

極めて曖昧である。「象の耳でも切り落とせそうな西ドイツ製の剃刀」と「二缶のシェー

ビング・クリーム」が非現実（非日常）と現実（日常）の対比を成しているのだが、日常

の線では「髭を剃ること」として連続しており、非日常の線では「手首を切ること」とし

て非連続である。「あいだ」は確かにあり、それをまたぐことによってその友人は確かに
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死んだのであるが、その「あいだ」が判然としない。しかし翻って見れば、彼の生も死も

その「あいだ」によって成り立っていたとも考えられる。そのあたりが現在の「僕」と読

者の変奏曲のテーマの聴き所となる。 

 

第四変奏曲：葬式（その三） 

 ここでは残りの四人の死について語られる。最初の自殺した友人は死を意識することは

あったかもしれない。しかし油田事故、心不全、交通事故ということであれば、「死を意

識する暇もなくあっというまに死んでいった」ことになる。ここでは「あいだ」が、日常

の只中に突如、不意に裂け開くことが際立っている。そのことを僕は「上り慣れている階

段を何も考えずに歩いていると踏み板が一枚ぽっかりとはずれていた、そんな感じだ」と

いうように述べている。こうなると「あいだ」をまたぐというより、「あいだ」に引き込

まれ、吞み込まれるということが死である。人間の意識ではどうにもならないものとして

「あいだ」が人間の生と死を主催している。その年の最後に死んだ 24歳の女性は「クリス

マスを前にした冷ややかな雨が降る夕暮れ、ビール会社の運搬トラックと電柱とのあいだ」

という「極めて日常的な」「あいだ」が突如として裂け開き、彼女はその「あいだ」に引

き込まれた。その中で彼女は「すりつぶされるように死んでいった」。こうしてその「あ

いだ」は「悲劇的な空間」となったのである。 

 現在の「僕」は、第二変奏曲で「あいだをまたぐこと」という死の概念に到達したが、

第三・四変奏曲を通じて、その「あいだ」は生と死の連続性と同時に非連続性であり、し

かも死とは「あいだをまたぐ」というような意識的・主体的な行為ではなく、生死以前の

「あいだ」に引き込まれることが死であり、「あいだ」そのものが人間の生死を主催して

いることが聴き取られたことになる。しかしこの「死」はなお他者の死、しかも肉体の死

である。 

 

第五変奏曲：彼（その二） 

 その年に行われた葬式（友人の死）のすべてを想起した後、最後の葬式のために背広を

彼から借り、それを返す場面に想起の対象が移る。今度は返しに行った時の場面である。

内容的に「電話のベルが鳴った」所で前半と後半に分けられる（全作品版では一行アケに

なっている）。 

 彼は相変わらず何もかもきちんとしている。僕が「背広に葬式の匂い」が浸み込まない

か心配すると、彼は「心配なのは中身の方」だと言う。ここで彼が問題にしているのは他

者の死ではなく、自分の死である。これに対し当時の僕は自分の死も含めて、死とは「ピ

ラミッドの呪い」のように外から降りかかるものと理解している。（この辺り、全作品版

で重大な訂正が施されている。「ピラミッドの呪い」の発言は文庫版では彼であるのに、

全作品版では僕になっている。それに続く「星が天空を巡り、月の影が太陽を覆う」とい

う発言も文庫版では彼であるのに、全作品版では僕のものとして読めるように改められて
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いる―ただし全作品版ではこの辺りの発言者が誰であるかが必ずしも明瞭ではない―。も

っとも文庫版でも「ピラミッドの呪い」と「星」と「月の影」の話が彼の発言であっても、

彼自身の考えではなく、僕の発言に彼が調子を合わせたとも読める。いずれにせよ、全作

品版では、文庫版では近いものとして設定されていた当時の僕と彼との距離が際立たせら

れている。文庫版では「彼のアパートは僕の住居からタクシーで十五分ばかりの距離にあ

った」という記述が全作品版では削除されているのがその顕著な例である。） 

 彼が「中身の方」を問題にしたのは別の理由があった。それが「最近どうも顔つきが悪

いぜ」という言葉に表れている。彼は、死を外から降りかかるものと考えている僕の内に

僕自身の死を感じているのである。彼は自身の経験に照らして、「顔つきが悪い」のは

「夜中にものを考えすぎる」からだと言う。そうして「夜中の三時」には誰もが、「暗い

気分」に襲われて「いろんなことを思いつくもの」だ、「だからひとりひとりがそれに対

抗する方法を考えなくちゃいけない」、彼自身はそうなりかけると「何も考えずに部屋の

掃除」をくたくたになるまでやり、「酒を一杯だけぐっと飲んで寝る」ようにしている、

そのように言う。 

 そのように語ることによって、彼は「ふと」「夜中の三時に動物園に行ったこと」を思

い出す。「夜中の三時には動物だってものを考える」と彼は言うが、もちろん動物は言語

によって考えるわけではない。本能によって「感じる」。台風を前にした恐怖も、夜中に

襲ってくる「暗い気分」も言葉の媒介を経ずして直接に「感じる」。鋭敏な感覚を持った

彼と言えども動物と同じように感じることはできない。彼は「動物たちの感じる」ものを

媒介して「感じる」ことしかできない。それでは動物たちが夜中の三時に何を感じている

のか。 

 「地面が方々で音もなく裂けて」、「地の底から」「目に見えない」「冷やりとした空気の

塊のような」「何か」が這い上がってきて、それが夜の闇の中を跳梁しており、それを動

物たちが感じているのだが、結局「大地は地球の芯まで通じて」おり、そこには「とてつ

もない量の時間が吸い込まれている」というのである。そうして彼は夜中の動物園には

「二度と行こうとは思わない」、「台風の方がずっといい」と言う。 

 彼は他者の死という「服」ではなく、自己の死という「中身」を問題にしており、それ

を彼自身は夜中の「暗い気分」の内に感じているのであるが、動物たちは自己の死を直接

に上に述べたような仕方で直接に感じている、ということである。 

 これまでテーマと変奏曲を聴いてきた読者の耳には、この地面の裂け目が第二から第四

変奏曲で登場した「あいだ」に重なって聞こえるだろう。他者の死を通じて、他者の死の

内に認められた、現実と非現実の「あいだ」をまたぐというより、それに引き込まれるこ

ととしての死が、彼において「暗い気分」を通じて自己の死として感じられているのであ

る。 

 さらに彼が夜中に（さらには夜中の動物園で）感じるものと午後の台風の動物園で感じ

るものの違いにも目を向けるだろう。台風を含め、恐怖の対象となるものは死の原因にな
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ることはあっても、死そのものではない。これに対し彼が夜中に感じ、動物たちが直接に

感じたものは、時間を吸い込むものである。時間とは生命に他ならないとするならば、彼

と動物が感じたものは死そのものである。 

 第五変奏曲の前半部を通じて、他者の死を通じて感じ取られた現実と非現実との「あい

だ」に引き込まれることとしての死が、自己の命がそのうちに吸い込まれていくところの

裂け目として感じられることになる。ただし彼が、夜中の動物園に「二度と行こうとは思

わない」と言い、また夜中の三時に襲われる「暗い気分」に、掃除をするなど日常生活に

没頭することで抗っていることから分かるように、ここではなお死は自分に襲い掛かり、

自分をそこへと引き込んでいくものとして感じられている。また死とは、人間がそれを直

視できず、そこから日常生活への没頭へと逃避するところの気分に過ぎない。 

 突然「電話のベルが鳴る」所から後半部が始まる。「とてつもない量の時間が吸い込ま

れる」という叙述の直後に「細胞分裂的に果てしない長電話」が来ることになり、生と死

のコントラストが鮮やかである。僕は仕方なくテレビをつける。電話とテレビが後半部の

題材となる。 

 彼が電話から戻った後の僕との会話において、彼が念頭に置いているのはつねに彼のガ

ールフレンドである。僕が推測するように、クリスマスの夜にそのガールフレンドとシャ

ンパンを飲むつもりであったに違いない。しかし彼らの仲を決定的に裂くようなことが、

長電話の中でか、あるいはその直前に起こったに違いない。そうして彼はそのガールフレ

ンドと永遠に別れることを決意したのだろう。彼が「テレビには少なくともひとつだけ優

れた点がある」と言った後、しばらく考えた後「好きな時に消せる、消しても誰も文句は

言わない」と言った時、初めに言おうとしていたことは、テレビと電話の違いである。テ

レビは好きな時に消すことができるが、電話は好きな時に切ることができない。切れば相

手に文句を言われる。それで彼は長電話を強いられた、それが言いたかった。しかし「消

す」にはさらに存在を消す、つまり殺すという意味があることに彼は思い到ったに違いな

い。彼が「テレビには少なくともひとつだけ優れた点がある」と言った後、彼が「しばら

く考えた」のはその所為であろう。だとしたら「好きな時に消せる、消しても誰も文句は

言わない」は両義的であり、重い意味が担わされることになる。事実後に彼は「スイッチ

を切った瞬間、どちらかの存在がゼロになった」というように、「消す」（スイッチを切る）

ということを「存在」をゼロにすることとして用いることになる。なお「消しても誰も文

句は言わない」は全作品版での追加である。この追加で彼の念頭にあるのがガールフレン

ドであることが明確になっている。 

 「彼はリモコンを手に取って（テレビの：引用者）スイッチをオフに」する。これは意

図的ではなかろう。すると急に「部屋はしんと静かに」なる。そうして「窓の外ではビル

の灯が輝き始めていた」というように「窓の外」が意識される。ここにも現在の僕と読者

は炭鉱の内と外、あるいは死と生の対比を感じ取るだろうが、もちろん当時の僕も彼もそ

んなことには気づかない。「五分ばかりこれという話題もないままにウィスキーを飲み続
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け」る。「もう一度電話のベルが鳴」る。「彼は今度は聞こえないふり」をする。彼は意識

の中で電話のスイッチをオフにして彼女の存在をゼロにした（殺した）のである。こうし

て「電話が鳴り終え」る。彼女の死である。彼は電話においてテレビのスイッチをオフに

することと同じことをした、という意識があったのであろう。それで「彼は思い出したよ

うにテレビのスイッチを再びオン」にする。ニュース解説者は何も気づかずにしゃべり続

けている。この当たり前のことに彼は「何故だ？」と疑問を抱く。我々は通常テレビを消

してもニュース解説者は現実の世界でしゃべり続けていると思っている。つまり我々は日

常的に、物や出来事は我々の意識を離れて事実として存在している、という前提のもとに

生活している。生も死もそのように考えている。彼はそこに疑問を抱いたのだ。だからこ

そ「スイッチを切った瞬間、どちらかの存在がゼロになったんだよ。俺たちか、それとも

あの男か、どちらかがさ」という発言が可能になる。ここではスイッチを切ることで、相

手の存在がゼロになるだけではなく、相手にしてみればこちらの存在がゼロになる、とい

うように双方向的に考えられていることに注意が必要である。ここではこちらと相手の存

在が実体的に前提され、スイッチを切るという一つの事実が二つの立場からの「考え方」

の違いとして説明されている。 

 「いずれにせよスイッチを軽く押すだけでコミュニケーションがブラックアウトする。

そういうのは楽だよ」という彼の言葉に対して、僕は「まあそういう考え方もある」と、

「考え方」という言葉を持ち出す。彼はそうした「考え方」の違いは考える主体を前提と

したもので、考える主体の数だけ存在する（「考え方なんて百万もある」）と考え、こうし

た前提を拒絶する。そうした前提を取っ払ってみると現前の現象しかないことになる

（「人のことはとやかく言いたくない」）。するとそこにはコミュニケーションのスイッチ

のオン・オフしかないことになる。「でも世の中には葬式の出ない死に方もある。匂いの

出ない死もある」とあるのは、コミュニケーションのスイッチをオフにした場合のことを

言っている。もちろんここには電話のスイッチを意識の中でオフにすることで、彼女が葬

式の出ない仕方、匂いの出ない仕方で死んだことも含意されている。 

 これまでの変奏曲では、肉体にせよ魂にせよ、あるいは両者の合一であるにせよ、そう

した個人が現実の世界に実体として存在しており、そうしたものについて生と死が考えら

れていた。しかしこの第五変奏曲の後半を通じて、現在の僕も読者もこうした実体的な

（それ故に観念的な）生と死の概念に根本的な変更が必要であることを認めるだろう。し

かしここで変更を迫られているのは他者の生と死についての概念である。コミュニケーシ

ョンのスイッチをオン・オフにすることで生滅するのは他者である。コミュニケーション

のスイッチをオフにすることで現出する沈黙の世界はなお自己の死の世界ではない。 

 当時の僕は彼の話を聞いて「黙って肯く」。そうして「彼の言いたいことはわかるよう

な気がした。でも全然わからないような気もした。僕は疲れていたし、多少混乱していた」

と述べられる。これは全作品版での加筆である。ここでもこうした加筆によって当時の僕

と彼との距離が描き出されている。 
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 彼女の葬式の出ない死を意識したのであろうか、彼は急に「真剣な顔つき」でシャンパ

ンを僕と一緒に飲むことを思いつく。僕に対しては「葬式が続いた後にシャンパンを飲む

のはゲンなおしにいい」と言っているが、自分に対しては彼女のための葬式であったであ

ろう。クリスマスというセレモニーが葬式というセレモニーに転じたのである。なおこの

引用部分も全作品版での加筆である。当時の僕と彼との距離を彼自身が感じていることが

際立つ。当時の僕は死を「ピラミッドの呪い」のようなものとしてしか理解していなかっ

たのである。またこれは文庫版にも見られる表現であるが、「シャンパンに用途なんてな

い。栓を抜くべき時があるだけだ」という彼の言葉も、自分の意志に関わらず突如として

オン・オフがその身に起こる、その在り方はこれまで述べられてきた人間の生死の在り方

を連想させるだろう。 

 

第六変奏曲：彼女 

 その年の大晦日に行われた小さなパーティで出会った一人の女性とのやり取りが第六変

奏曲の題材である。彼女の品よく、何もかもきちんとしたところ、それでいて「もっと若

く見せようと思えば簡単にできそうに見えたが、彼女はそんな必要なんてないとでも考え

ているようだった」というような、周囲の目に対する執着のなさは彼の友人の雰囲気を思

わせる。彼もまた周りが「平凡で鈍重であると必要以上に思い込もうとしていた」が、そ

のことを一向に気にかけていない様子だったのである。これが現在の僕と読者が着目する

第一の点である。 

 彼女の話によると、彼女は僕がここにきてからずっと僕を観察し、僕が彼女の知ってい

る男に「顔立ちから、背格好から、雰囲気から、話し方から、びっくりするくらい同じ」

だったので、誰かに自分を僕に紹介するよう頼んだというのである。これを読むと彼の細

胞分裂的なガールフレンドのことが想い起されるだろう。そうして必然、彼とガールフレ

ンドとの関係が、彼女と僕の関係に重なってくるだろう。 

 さらに、僕によく似た男は五年前に、ちょうど（当時の）今の僕と同じくらいの年に死

んだと聞けば、当然例の五人の友人の死を思い浮かべる。そうして自分はこの年の大晦日

の日の六人目の死者なのかもしれない、そう感じても不思議はない。しかも彼女は自分が

殺したのだと言う。 

 ここでピアノトリオのステージが終わったのをきっかけに話題は音楽に移る。「良い世

界の空気は振動しない」から「良い世界には良い音楽なんてない」という彼女の発言もき

わめて奇妙であるが、現在の僕と読者はその世界と、地球の中心で時間（生命）を吸い込

む死の世界を連想するだろう。時間と空気が生命を介してイメージ的に重なって来る。 

 さらに話題は映画でのリクエストの話になるが、彼女が「リクエストって嫌いよ。なん

だか惨めな気持ちになるんだもの。図書館で借りてきた本と同じよ。始まった途端にもう

終る時のことを考え出すの」と述べるのを聞いて、ここでも読者は生と死の臭いを嗅ぎつ

けるであろう。 
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 話題は僕に似た人の話に戻る。彼女の話によれば、それは「法律上の殺人」でも「道義

上の殺人」でもないのだと言う。これを聞いて読者は彼の言う「葬式の出ない死」「匂い

のない死」を連想するだろう。第五変奏曲を通じて実体的でない生と死を、他者の死につ

いて経験した読者は、同じ生と死を今度は自己の死について経験することになる。突如と

してコミュニケーションのスイッチが切られ、自分の存在がゼロになる、つまり殺される

という経験である。 

 当時の僕もこうした彼女の話を聞いて何かを（つまり自分の死を）身体で感じたのであ

ろう。不思議な体験をしている。人の笑い声、グラスの触れ合う音が「部屋の向う側」で、

しかし「ものすごく遠くの方から、でも恐ろしいくらい鮮明に聞こえて」きて、「どうし

てかわからないけれど、胸がどきどきした。心臓が大きくふくらんで、それが上下に揺れ

ていた。水の上に浮いた地面を歩いているような気がした」というのである。 

 ここに読者は僕の決定的な死の根本経験を認めるだろう。現実が揺らぎ、それがものす

ごく遠くに感じられるのは、自分が死の只中（部屋の中）にいるからである。そうして自

分が死の只中、すなわち絶対的な沈黙の内にいるが故に、現実の音は恐ろしいくらい鮮明

に聞こえるのである。ここでは死はすでに、「あいだ」をまたぐことでも、「あいだ」に引

き込まれることでも、気分でも、肉体や魂という仕方で実体化されたものの死でも、他者

の死でもない。自分があるということがそのまま自分の死である。こうして確かに僕は第

六の死者となり、彼女に殺されることになる。もちろん当時の僕にそのような自覚はない。 

 この不思議な体験は全作品版での加筆である。文庫版では「バンドが演奏を始めた。題

も思い出せないくらい古い曲だった」とあるのみだったのをこの不思議な体験に置き換え

た形である。そうして「「五秒もかからなかったわ。」と彼女は言った。「殺すのにね」」と

いう叙述が続く。これは両版で同じである。それから「しばらく沈黙が続いた。彼女はそ

の沈黙をじっくり楽しんでいるようだった」と来る。これも両版で変わらない。 

 文庫版でも全作品版でもこの辺りがこの小説のクライマックスであることは、その極度

の緊張によって何となく感じられる。しかしその間、彼女はつねに「楽し気」である。こ

れをどう読んだらよいのであろうか。 

 普通に読めば五秒もかからず殺されたのは、僕によく似た人である。しかしこれまでの

変奏曲を聴き、その経験のもとに僕と彼女との間で交わされる会話を聴いてきた読者は、

この緊張のクライマックスにおいて、殺されたのは他ならぬ僕であり、僕が殺されるのに

「五秒もかからなかった」、そのようにも読めるはずだ。しかし文庫版（「バンドが演奏を

始めた。題も思い出せないくらい古い曲だった」）ではあまりにあっさりとしすぎていて、

読者はそこに僕の死を感じることは難しいだろう。全作品版での加筆はそのことに配慮し

て、語り手（現在の僕）が、自分の感じたもの（自己の死）を読者にはっきり伝えようと

したのではないだろうか。 

 しばらくの沈黙の後、彼女は突如「性格テスト」みたいな謎めいた問いを二つ僕に投げ

かける。一つは「自由について考えたことはある？」であり、もう一つが「ヒナギクの絵
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を描ける？」である。僕がこれらに肯定的な答えを与えると、彼女は僕がこのテストにパ

スしたことを告げ、「大丈夫よ、心配することないわ。あなたはきっと長生きするんじゃ

ないかしら。私の勘だけど」と述べる。 

 何故彼女はこのようなテストを行ったのであろうか。当然読者は彼女の意図を考える。

そうしてこのテストに「パス」するとはどういうことかを考える。しかしそれは分からな

い。そもそも第六変奏曲での彼女と僕とのやり取りが何であったか自体が、語り手に促さ

れて行った読者の解釈に過ぎない。彼女がどういう意味で「殺した」という言葉を使って

いるのか、それ自体分からない。読者はその言葉をこれまでの経験に基づいて自ら経験す

るほかはない。小説を読むということはこれを読者が体験すること、それ以外の何もので

もない。 

 彼女の二つのテストを通じて、僕は自由（人間）を取り戻し、自然（世界）を取り戻し

た、そのように読者は感ずるだろう。こうして大晦日もあと「五分」を残すのみとなり、

新たな年の再生を待つのみとなる。それは葬式の年が死に、新生の年を迎えるということ

である。彼女は『蛍の光』とともに、僕は『峠の我が家』の方がいいなどと思いつつ。第

六変奏曲は極めて穏やかな曲調をもって閉じられる。 

 

終曲 

 最後に主題が戻ってくる。全く同じ曲である。ビージーズの歌詞をどう読むか、語り手

の読み（解釈）がそこに述べられている。ここでも問題は読者がどのように読むか、とい

うことである。 

 ここは炭鉱内である。それは「漆黒の闇」であり、沈黙の世界（「誰も口を開かなかっ

た」）である。水滴の音は聞こえるものの、本質的にはあらゆる感覚的なものが滅却され

ている。「残りの空気が少ない」と言われているものの、そこには本質的に「空気」すら

ない。そこでは「闇が少しずつ現実を溶解させていった」とあるが、ここも本質的に「現

実」が「溶解」していると解すべきである。同様に過去も未来も溶解しており、ここには

時間もない（「何もかもがずっと昔に、どこか遠い世界で起こったことであるように思え

た。あるいは何もかもがずっと先に、どこか違う世界で起こりそうなことであるようにも

思えた」）。畢竟全くの無、これが死そのものとしての炭鉱内である。そうしてここが我々

の在所であり、ここが現実である。この沈黙に耳を澄ますこと、この死に立ち続けること

が「ただ一つの音」すなわち「つるはしの音、生命の音」を聞くことになる。根源的な生

命の音である。絶対的な死の場所は根源的な誕生の場所でもある。 

 ビージーズの歌詞では「地下では救助作業が、続いているかもしれない。それともみん

なあきらめて、もう引きあげちまったのかな」となっていた。それに対しこの終曲では、

「外ではもちろん人々は穴を掘り続けている」となっている。しかし厳粛な死そのもので

ある炭鉱内に立ち続けることによって、こうした救助活動ないし穴掘りという所謂現実の

必死で真剣な営みはそのリアリティを失って、「まるで映画の一場面」のような非現実と
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なるのである。 

 読者はこうした炭鉱内が、「現実と非現実（あるいは非現実と現実）のあいだ」（第三変

奏曲）、「地球の芯」（第五変奏曲）、「良い世界」および僕の根本経験における「部屋」（第

六変奏曲）に重なるのを感ずるだろう。この終曲にはこれまでの経験のすべてが凝縮され

ているのである。 

 語り手（現在の僕）がビージーズの歌詞を、驚きをもって受け止め、自らの経験を振り

返りつつ語ることで、現在の僕はその歌詞の一定の理解に到達した。その語りを通じて読

者は形式的で曖昧な歌詞を主題として六つの変奏曲を聴くことになる。その経験を通じて

改めて最初の主題を根本的に体験するのである。そのようにして到達したところから、読

み手がテキストに即して解釈を施してそれを書く時、読み手は語り手となるのである。小

説を読むということは、読み手が語り手になることを通じて初めて読み手となる、その意

味でどこまでも完結しない営みである。 
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“死生の文学へ” 

奈原 伸雄 

 

 おびただしい死の羅列である。あまりに鮮烈というより、無神経なほどの死の彩色は、

フィクションであるのにまるでフィクション
．．．．．．

のように現実味がない。この作品に描かれて

いる死と死との脈絡は、ケース-バイ-ケースの〝偶然の気紛れ〟が無秩序に現れては消える

だけで、《どこかで少しずつ結びついているような》気分を心裏に含みつつ、表向きはつ

ながりという繋がりが、物事の間柄が、意味の連続が、見事に切断されている。これは、

読み手のこちらの意識が離散しているせいか、あるいは、事実だけの描写を無作為に並列

して圧縮する、この作家の筆法がそうさせるのか (《》内は本編からの引用。以下同じ）。   

 ふつう「死」が深刻であるのは、まず絶対に不可解な「おのれの死」への不安であり、

次に、かけがえのない「二人称の死」に対する愛惜である。ところが、この作品に点滅す

るのは、あたかも、〝死んで行く、死んで行く、僕が死ぬんじゃないけれど〟といった乗

りの「他人の死」ばかり。しかも、青春の嵐が吹き荒ぶ《伝説の不吉なカーブも通り過ぎ

た》あたりで、切実な「二人称の死」さえも亡きものにしようとする。主人公の分身とお

ぼしき《友人》が、よく似たカールフレンドを半年ごとに取り替えるように、あるいはパ

ーティーで出会った三十代の女の、《口もとにもやのかかった夕暮のような》妄想が、五

年前に《僕》によく似た〝人形
ひ と が た

〟を、法律にも道義にも触れ得ない怯懦に震えつつ、《みつ

ばちの巣箱に投げ込ん》で殺したように。 

その上で、主人公は自分の死をあくまでも括弧の中に括り、あるいは意識の野から締め

出して、およそ死という死を〝純粋三人称〟の「他人の死」だけに還元する。そうすると、

「死への存在」であることの限りない痛ましさは、「弔い」というこの世で〝最も丁重な儀

式〟の対象に固定され、幾度でも送葬に列する主人公と、その度に喪服を貸す友人の律儀

なストイシズムのルーティーンによって封印される。例えその営みが世俗的な因襲の桎梏

と化し、《夜の動物園》で咆哮する生命の欲動を抑圧したとしても、《それは習慣なんだ

よ》という割り切りが「死のカオス」に処するべく「規律」を与える。カオスには何らか

の〝秩序系〟の支えなしには、カオスそのものが成り立たない。この辺りが、現実感もつな

がりもない作品の、逆説的にリアルな脈絡
．．

であろうか。あるいは、《暗い気分になりかけ

ると何も考えずに部屋の掃除をするんだよ》というほどに、自己そのものを直視できない

境涯が、「おのれの死」への不安を虚しく極大化しているようにも察せられる。 

 それにしても、それ以上にしっくり来ないのが、『ニューヨーク炭鉱の悲劇』というタ

イトルの異様さと、作品の構成の違和感である。「ニューヨーク」と「炭鉱」という異質

なイメージの不突合が、そもそも文脈を追えない本編の門口
か ど ぐ ち

と出口を固めている。遠い印

象が呼応し、異質なニュアンスが微かに触れ合って、特異な新境地を醸し出すことは確か

にある。それは芸術の世界だけではない。一般に〝技術革新〟の意味で使われる「イノベー
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ション」の原義は、異なる要素の「新結合」であった。この機軸の特徴は、まず財とサー

ビスの新奇の組合せによる「創造」があって、次にそれが結果的にパラダイムを換えると

いう「創造的破壊」の妙にある。 

今われわれが直面している恐怖の実相は「ニューヨーク炭鉱」の比ではない。当面、コ

ロナ禍が糊塗している人口急減社会の惨状は、〝もう何をやっても手遅れ〟と数字が読める

友人
．．

が呻吟した。これまで、文学の「ペシミズム」を支えてきたのは、一国の旺盛な「人

口ボーナス」(人口増大の効果)であった。この下部構造がこれから一気に失われる。最早、

文学が「他人の死」を物のように華々しく売って、結局は「おのれの死」を思わせぶりに

韜晦する猶予はない。読者は、文学が語り得ぬものとして退蔵してきた当のものを取り出

して、創作者に不可能を可能にする「イノベーション」を促さなければならない。例えば、

「生死」を「死生」に読み換えるだけで劇的な化学変化
．．．．

を喚起した上で、新たな「死生観」

を肉付けするような。 

 

 

  



20 

 

ドンキホーテの戦いがつづく 

―「ニューヨーク炭鉱の悲劇」を読む― 

唐 露 

 

 この小説は、若者たちが「現実と非現実」との乖離・矛盾に苛まれて、意識的にしても

無意識的にしても「死」に向かわせる「悲劇」を語る物語であるように思われる。冒頭の

歌を除いて、全体は＊で六つの部分に分かれている。冒頭と終わり（第六の部分）で同じ

く、炭鉱に閉じ込められている鉱夫たちは、「残りの空気が少ない」、「時間」も「現実」

も「溶解」させていく「漆黒の闇」の中で、「できるだけ息をするんじゃない」というほ

ぼ「死」にかける自救行為をしながら、ただ一つの「つるはしの音、生命の音」を「待ち

続けていた」場面が描写されていた。このことは、小説の主要な部分（第一部分から第五

部分まで）で語られている、若者たちが「現実と非現実（あるいは非現実と現実）」との

矛盾に遭遇し、「死」に向かわせる状態を比喩しているように思われる。 

 「死」は小説のモチーフになっている。小説の構造は「僕の友人」が台風の日に動物園

に動物を見にいくという変わった習慣の紹介を前置きとして、徐々に「死」に関する話

（「僕」が彼に「喪服」を借りる）が始まる（第一の部分）。 

 そしてそのころ「僕」の周りで友人５人の死を巡って物語が展開していく（第二の部分

と第三部分）。死に方あるあるだが、いずれも「予期せぬ殺戮」によって、「現実と非現実

（非現実と現実）」に矛盾・乖離が生じ、（例えば「洋服を着替えている最中だった、なか

なかサイズが合わなかった…」）、「形而上的な弾丸を浴びせかけて」殺された。つまり、

「自由」や青春のために死にやすい歳（「詩人は 21 歳で死ぬし、革命家とロックソンロー

ラーは 24 で死ぬ」）をもう過ぎたから、青春の叛逆の炎が冷え、常識をある程度備え、社

会的ルールに従って生きる大人になった 28 歳の青年が、「予期せぬ殺戮」によって意識に

しても不意にしても「殺」されたことであろう。その死の原因は小説のピークである第六

部分に現れる「自由」と関係があるように思われる。さらにいえば、若者たちが心の「自

由」＝真の自己を失い、「残りの空気が少ない」という社会的状況の中で、死にかける現

状を表しているだろう1。 

 そして、第四部分では、主に友人の死の事実を巡って、「僕」と「友人」の死に対する

 

1 「現実と非現実（あるいは非現実と現実）」との矛盾とは、即ち、若者たちが社会的なルールに従って生きているには、本当の自分を「殺」し

なければならないという「現実」と、それと共に「自由」（真の自己・理想）への志向を抑えることができないこととの矛盾であるのではなかろ

うか。それは同時に、日常の中で非日常的な「死」の「突入」として現れていると思われる。 

 その意味では、「死」はあくまでも定めのようなものであって、この物語のテーマは「悲劇」である。「死を意識する」かするまいか、「結局の

ところ、死は死でしかない」、「考え方なんて百万もある…でも世の中には葬式お出ない死に方もある。匂いのない死もある」とされる。 
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異なる態度や考え方を明らかに描写されている。特にここで、第１部分のように暗喩が多

くのに対して、友人が自ら「死」に関する結論のようなものをいった。「考え方なんて百

万もある…でも世の中には葬式お出ない死に方もある。匂いのない死もある」という。こ

れは「しかし結局のところ、死は死でしかない」に対応している。そして、彼は「僕」に

シャンパンを飲む「げん直し」を勧めた。「葬式がでない死」とは、日常の中の不意で非

日常的な死のことを指しているかもしれない。彼は「死」について深く体験し考えたこと

は窺えることができる。しかし、彼の結論はできるだけ「死」や「現実」から目を逸らし

て（例えば「お酒」を通して）、「物考え」をしないように生きていく（例えば、夜３時に

掃除して寝る）。一方、彼は動物が好きで、台風の時や深夜の３時、動物たちの反応をみ

ることによって、自分が「目に見えない何か」、つまり彼が常に逃げている「死」または

過去で経験した「死」の痛みと本当の自己を、「動物たちの感じるそれを感じる」という

形で、対象化して見っている。常に「死」から逃れようとしていた彼は、やはりなんらか

の形を通して心の底に埋られている「死」や「自由」を対象化して知るのを志向している。

彼はそのような矛盾している両面を持っているのではないか。それで、彼は「僕」と「彼

女」の三人の中で、一番死に近い人であるかもしれない。 

 彼に対して、「僕」の死に関する考察や考え方はやや未熟的で漠然的であるように考え

られている。例えば「喪服を買うことで、なんだか誰かが死ぬのを認めてしまうような気

がしちゃうんだ」とか、「僕は黙って肯いた。彼の言いたいことはわかるような気がした。

でも全然分からないような気もした。僕は疲れていたし、多少混乱していた」、また「僕」

は五人の友達の連続的な死という非日常的な日常を「ピタミッドの呪いみたい」なものと

考えていることから以上のことがわかるだろう。「僕」が死に対する不熟な考えかたや漠

然な感じは大多数の人のそれを代表しているであろう。 

 次に、この小説のピークである第五部分、謎めいた彼女との出会いの場面に入った。彼

女の「殺人」の話と「良い世界の空気は振動しない」という「音楽」話が重要である。そ

こで、彼女の結論・セリフから「死」や「殺人」の真意が少し暴露されるように思われる。

それは「法律上の殺人でも道義上の殺人でもない」。つまり通編を貫いている「死」や

「殺人」や「殺戮」は、単に現実的な死（自殺死、事故死、病気死とか）だけではなく、

精神上で自分か誰かを殺した、あるいは不自由な社会的状況で殺されたことであろうか。

これで、＜死の現実態＞と＜非現実態＞が分かれると思われる。つまり、台風などのよう

な「目に見える」あるいは予想できる、事実として起こり得る「死」があれば、「葬式が

でない死」「匂いのない死」など不意な死や精神上の死、例えば、本当の自分を自ら抹殺

するか、社会か他人に「殺戮」されるかのような死もある。問題は「大丈夫、あなたは長

生きするよ」「動物が好きですね」「「蛍の光」が大好き」といった彼女のセリフはどうい

う意味であろうか。  

 最後に、第六部分では、また首尾一貫の形でニューヨーカー炭鉱内に閉じ込まれている

鉱夫たちの話で物語が終わる。それは実は日常的にして非日常的な死、現実と非現実（あ



22 

 

るいは非現実と現実）との間にある暗い淵に苦しんでいる若者たちの現状を描いている。

ここで、私が読み取れているのは、現実は苦しくて絶望的であって（「死は死でしかな

い」）、我々はどうにもならない。「生命の音」を「待つ」しかできない。しかし、この

「待つ」というのは、消極的に「待つ」、つまりどうにもならないから諦めようという意

味ではない。「待つ」ということには「他者」が必要である。「他者」がいなければ、待つ

対象も成立できないし、「待つ」こと自体も存在せないだろう。この「他者」とはここで

「自由」であり、真の自己、自己の真生命でもあるように思われる。いわば、人間共通の

基盤である生そのものから湧き上がってくる生命力、生命の要求、即ち「生命の音」であ

ろう。 

 無論、実体的な何かとしての「他者」が自己に現れて、自己がそれに頼ることで救われ

る訳ではない。我々は消極的に「救い」を待つのではなく、やはりどうにもならない現状

を戦い続けることではあるまいか。その中で、囚われている自己が破られ、他者に出会う。

「他者」の問題は「自己そのもの」の問題でなければならない。小説の最初と最後の場面

で書かれているように、鉱夫たちの「みんな、なるべく息をするんじゃない。残りの空気

が少ないだ」という死にかける状態に対して、「外ではもちろん人々は穴を掘り続けてい

る。まるで映画の一場面のように」。つまり、鉱夫たちの死の問題とは彼らにとって、ま

たは若者の死の問題は若者にとって、今・ここの問題であり、救いや「生命の音」が最後

は来るかどうかは今・ここで死に直面している彼に考える問題ではないし、その暇も持っ

ていない。彼らにはできることは、ただひたすらに今・ここにおいて「なるべく息をする

んじゃない」、「生命の音」を「待つ」だけだ。「地下では救済作業が、続いているかもし

れない。それともみんなあきらめて、もう引きあげちまったのかな」にもかかわらず、

「悲劇」が次から次へと襲ってくるにもかかわらず、たとい最後は一人でも生き残されな

いにもかかわらず、一人一人のドンキホーテの戦いが今・ここに永遠につづく。 
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「死そのもの」に向けられた語り 

―「ニューヨーク炭鉱の悲劇」を読む― 

村上 林造 

 

「ニューヨーク炭鉱の悲劇」は、村上春樹が『風の歌を聴け』（1979 年）や『1973 年の

ピンボール』（1980 年）で作家デビューした時期の短編小説で、初出が「ブルータス」

1981 年 3 月号に掲載された後、第一短編集『中国行のスロウ・ボート』（1983 年 5 月）に

収録された。しかし、小説に描かれるのは、タイトルが示す「ニューヨーク炭鉱の悲劇」

とは全く無関係な現代日本（作品発表時を「現在」とすれば 1980 年代初頭）の青年達の

話である。 

ストーリーは次の五つの部分からできている。 

①台風や集中豪雨の時に動物園に行く友人の紹介。 

②「僕」が 28 歳の一年間に五人の友人が死んだ顚末。 

③葬式後、喪服を返しに行った時の友人との会話。 

④その年の大晦日のパーティでのある女性との会話。 

⑤炭鉱内に閉じ込められ、救助を待つ炭鉱夫達の様子。 

登場人物は語り手「僕」の他、①③の友人（「彼」）、②の五人の友人、④の女性、⑤の

炭鉱夫たちであるが、彼らはいずれも独立して登場し、彼らの相互関係も説明されない。

作品冒頭にはザ・ビージーズの「ニューヨーク炭鉱の悲劇」の歌詞がエピグラフとして置

かれ、作品結末の炭鉱内に閉じ込められた炭鉱夫の様子（⑤）と呼応して、それらが作品

全体を包む形になっている。①～⑤の全体を通して死の影が色濃く漂い、①～④の現代日

本の青年達のありようが⑤の、一見全く無関係にみえるニューヨーク炭鉱の鉱夫たちの姿

と抜き難く呼応していることを読者は直感する。この小説において、語り手の「僕」は 28

歳の自分の一年間の経験を語りながら、現代日本の青年達の現実を「ニューヨーク炭鉱の

悲劇」に重ねて表現したものと思われるのである。 

 

１、彼について（一） 

「彼」は「台風や集中豪雨がやってくるたびに動物園に足を運ぶという比較的奇妙な習慣

を、十年このかた守りつづけ」2ており、その度に動物達と対面し、交感する。彼の関心は

「台風や集中豪雨」に向けられているのでなく、動物たちの個別のありようとその動向に

向けられている。例えば、彼は「台風にはいつも無関心」なゴリラが、「コンクリートの

床に腰を下ろして缶ビールを飲んでいる彼の姿」を「気の毒そうな顔つきで眺め」るのと

 
2 彼は主張中に北海道の動物園に行っていることから、「台風や集中豪雨」の時以外にもに動物園に足を運んでいるこ

とがうかがわれる。 
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差し向いの状況を、「まるで故障したエレベーターにたまたま二人で乗り合わせたみたい

な雰囲気なんだ」と言う。彼のゴリラに対する親近感と連帯感は明らかであろう。彼は動

物達と共感するすぐれた交感能力を持っているのだが、「台風や集中豪雨」の度に動物達

との対話的交感によって彼自身得るものがあったに違いない。そうでなければ「台風や集

中豪雨がやってくるたびに動物園に足を運ぶ」という習慣を十年間もつづけたりはしない

はずだからである3。 

また他方で、彼は、深夜三時の動物園を訪問し、そこで「奇妙な体験」をする。彼は、

それについて、次のように言っている。 

 

「でもあれは実に奇妙な体験だったな。口ではうまく言えないけどさ、まるで地面が方々で音も

なく裂けて、そこから何かが這い上がってくるような、そんな気がしたね。そして夜の闇の中をね、

地の底から這い上がってきたその目に見えない何かが跳梁しているんだ。冷やりとした空気の塊り

みたいなものさ。目には見えない。でも動物たちはそれを感じる。そして俺は動物たちの感じるそ

れを感じる。結局、俺たちの踏んでいるこの大地は地球の芯まで通じていて、そしてその地球の芯

にはとてつもない量の時間が吸い込まれているんだよ」 

 

彼は言葉以前の領域に生きる動物との交感を通して、言葉以前の何かに触れるルートを拓

き、確保しているように思われる。しかしその結果、彼は夜中の動物園には「二度と行こ

うとは思わないな」、「台風の方がずっといい」と言う。彼は、他者との高い交感能力によ

って深夜三時に「地の底から這い上がってきた」ものと接触し得たのだが、他方では、そ

のことによって生じる危険性を鋭く感じとったのであろう。他者との交感（コミュニケー

ション）能力の高さが、根源的な危険の切迫を感受する力をももたらしている点に注意し

ておきたい。根源的な危険の切迫とは、平たく言えば死そのものの切迫であると考えられ

るが、これについては少し説明の必要があろう。 

そもそも、彼がこういうことを語り始めたのは、一年間にわたる葬儀の五回目の後に喪

服を返しに行った僕との会話の中においてであった。僕が「背広に葬式の匂いが浸み込ん

でなきゃいいんだけれど」と言ったのに対し、彼は「服は構わない。…心配なのは中身の

方だ」と答えて、「最近どうも顔つきが暗いぜ」と、「夜中にものを考えすぎる」ことの危

険を警告したことからであった。ここでの彼は、僕が死に呑み込まれる原因として、「夜

 
3 「台風や集中豪雨」とは世界を揺さぶる危機的状況であり、その時の動物たちの様子とは、大状況に対

する個体の具体的反応を示すものであろう。「台風」が「街に近づい」た時に、多くの人々が「ばたばた

と雨戸を閉めたり、ミネラル・ウォーターを買いに走ったり、トランジスタ・ラジオや懐中電灯の具合を

確かめたりする」（＝自己の生活防衛に走る）のに対し、彼は「動物園に足を運ぶ」ことで、動物達の個

別の反応を観ようとする。彼の関心は、歴史的社会的な全体的状況より、そこでの個々人の反応に興味を

より大きな関心を示すわけである。ここから、1980 年代の日本の現実とそこに生きる人々の姿に焦点を

絞る読み方も可能であろうが、本論ではその方向には踏み込まないでおきたい。 
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中にものを考えすぎる」ことを心配しているのである。そして、彼自身は、「夜中にもの

を考えるのを止」すために、「暗い気分になりかけると何も考えずに部屋の掃除をする」

と言う。彼にとって、死の淵に誘い込まれる危険に「対抗する方法」がそれなのである。

そして、その様な会話の流れの中で、「夜中の三時には動物だってものを考える」4と言い、

自分が「夜中の三時に動物園に入った」時の経験を語り始めるのである。以上のように見

てくれば、彼の関心が死に向けられていることは明らかであろう。 

 ここで彼は、自分が接触したものについて、「結局、俺たちの踏んでいるこの大地は地

球の芯まで通じていて、そしてその地球の芯にはとてつもない量の時間が吸い込まれてい

る」という。大地と「通じて」いる「地球の芯」に吸い込まれている「とてつもない量の

時間」とは、人間の認識や想像を超えた領域が、彼の感覚にどう映じているかを表してい

る。「大地」の上で暮らしている人間も、その生命の根源に時間と死を抱え込んでいるの

だが、それらは言葉による相対的思考では到達できない絶対的な何か、人間の理解を超え

た何かである。人は日常的な相対世界を生きながら、同時に絶対的なもの（「とてつもな

い量の時間」＝永遠＝死そのもの）に触れているのであり、「生きる」とは自分自身の中

に相対と絶対の二相を抱え込んで行くことである。つまり彼は、日常生活を、常に外部か

らの他者の切迫に曝され得るものと受け止めていたことになろう。 

彼は、「夜中の三時には人はいろんなことを思いつくものなんだ。あれやこれやとね。

誰だってそうだ。だからひとりひとりがそれに対抗する方法を考えなくちゃいけない」と

して、死に「対抗する方法」として、「暗い気分になりかけると何も考えずに部屋の掃除

をする」と言う。その時、「僕はあらためて彼の部屋をぐるりと見渡した。いつもながら

すごくきちんと整頓された清潔な部屋だった」というのであるから、それは彼の、いわゆ

る死に「対抗する方法」が生半可でないことを証し立てている。 

我々は生と死は遠い対極にあると思いがちだが、両者は常に深く絡みあっている。彼は、

自身の日常生活に潜む生と死の関係に極めて鋭敏な感覚をもち、（動物達とのコミュニケ

ーションを介して）生命の根源である時間と死に触れ得るような生き方をしているのであ

る。それだけに、彼はその危険性を鋭敏に受け止め、それにどう「対抗する」かに極めて

意識的な生活をしているのだが、その様な彼の生き方は周囲の誰にも理解されなかった。

だが今、彼について語る僕は、彼の生き方の中に積極的な意味を見出しているように思わ

れる5。 

 

２、死んだ五人の友人について 

僕が喪服を返しに行く際に彼と話をしたその一年間は、いうまでもなく、僕の友人が五

 
4一般的には動物は「ものを考え」ないだろうが、その動物でさえ「ものを考える」のが「夜中の三時」

であるというところに、「考える」ことの危険性が際立っている。 
5 「多くの人々は何故か彼のことを平凡で鈍重であると必要以上に思い込もうとしていたが、彼には一向

にそれが気にならないようだった」とある。 
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人も死んだ一年間である。僕は五人の死について、それは「誰かが形而上的な丘の上に形

而上的な機関銃を据え、我々にむけて形而上的な弾丸を浴びせかけているよう」な、「予

期せぬ殺戮」であったという。僕にとっても死んだ友人達にとっても、死は予想もしなか

った出来事であり、それだけに逃れ難い出来事であった。 

僕は、「詩人は 21 で死ぬし、革命家とロックンローラーは 24 で死ぬ」が、「それさえ過

ぎてしまえば、当分はなんとかうまくやっていけるだろう、というのが我々の大方の予測」

だったと言う。二十歳代前半において、人は「詩人」や「革命家」のような浪漫的な死を

意識するが、それを脱した二十歳代後半は「死ぬには何かしら不適当な年齢」と考え、や

がて肉体が衰える老年までは死と無縁だと思っていた。そのような極めて常識的な考え方

に基づいて、彼らは二十歳代（21 や 24）の前半から後半（28 歳）への転身を図ったので

あった。その様子は「穏やかな春の日ざしの下で、洋服を着替え」るさまに喩えられる。

つまり、「なかなかサイズが合わなかったり、シャツの袖が裏がえしになっていたり、右

足を現実的なズボンにつっこみながら左足を非現実的なズボンにつっこんでみたり、まあ

ちょっとした騒ぎ」であったというように、それは喜劇的なお祭り騒ぎの中で行われたの

であった6。そのようなお気楽な転身によって死から遠ざかれると感じていた彼らは、死が

自分の身に降りかかるという予感を全く持たなかった。僕や僕の友達には、人間はいつ死

に巻き込まれるかもしれないという彼の危機感は共有されていなかったのである。 

その一年間に起こった五人の友人の死について、僕は次のように語っている。風呂で手

首を切った一人目の友人について、「きっと彼は風呂が沸くのを待つあいだ、ヘイグのオ

ン・ザ・ロックを何杯も何杯も喉の奥に流しこみながら、テーブルの上のシェービング・

クリームの缶をずっと眺めていたのだろう」と思い、その時彼は「俺はもう二度と髭を剃

らなくてもいいんだ」と「考えたかもしれない」と想像する7。二人目は「サウジアラビア

だかクウェートだかの油田事故」で死に、「六月に心不全」で死んだ三人目の男は、「朝の

九時に起きてしばらく自室で仕事をして、それからどうも眠いと言」い、「なんだか頭の

後ろでカタカタ音がするんだ」と言って「布団にもぐりこんで眠り、そして二度と目覚め

なかった」。また、「交通事故」で死んだ四人目と五人目のうち、「十二月に死んだ女の子」

は五人の中で「最年少の二四歳」であり、その交通事故については、「悲劇的な（そして

極めて日常的な）空間の中で、彼女はすりつぶされるように死んでいった」と語られる。

僕は、「みんな死を意識する暇もなくあっというまに死んでいった。上り慣れている階段

を何も考えずに歩いてると踏み板が一枚ぽっかりとはずれていた、そんな感じだ」と述べ

 
6 これは、1960 年代日本社会を覆ったベトナム反戦や安保闘争等社会変革の機運が、1970 年代以降凋落

へ転じ、やがて高度経済成長の時代に呑み込まれていく変化を現している。問題は、当事者にとってはそ

れなりに痛みや挫折の体験であっただろう転身が、ここでは何の痛みも伴わない軽い調子で語られている

ことであり、論者の関心は、そのことをどう読むべきかという点にある。 
7 語り手は、28 歳になることについて「…毎朝髭を剃った。我々はもう詩人でも革命家でもロックンロー

ラーでもないのだ」と言っていた。「毎朝髭を剃」ることは自由を放棄して社会に順応した証であり、僕

は、彼の死を、彼がそのために支払わなければならなかった代償と捉えていることになる。 
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ている。彼らはいずれも日常のなかでの突然死に捕らえられ、何の抵抗もできずに連れ去

られる。「死」は日常のなかに潜む極めて身近な出来事であり、人はそれを予見すること

も避けることもできないのである。だが、死についてのこのような受け止めはどちらかと

いえば一般的なものであろう。 

むしろ注目すべきは、彼らの死について僕が次のように言っていることである。 

 

 しかし結局のところ、死は死でしかない。言い換えれば、帽子から飛び出そうが、麦畑から飛び

出そうが、兎は兎でしかない。高熱のかまどは高熱のかまどでしかなく、煙突から立ちのぼる黒い

煙は、煙突から立ちのぼる黒い煙でしかない。 

 

いうまでもなく、死とは一人の人間がこの世から永遠に姿を消すというきわめて重い

出来事である。また、だからこそ僕もその死を悼んで、「二十八歳の青年の死は、冬の

雨のように何かしら物哀しい」とか、「悲劇的な（そして極めて日常的な）空間の中で、

彼女はすりつぶされるように死んでいった」とかいう、深い詠嘆を込めた荘重な口調で

それを語るのである。しかしここで、僕は、それと全く異質な軽いポップな調子で、

「殺戮は奇妙な銃声とともにやってきた」と言い、彼らの死は、「誰かが形而上的な丘

の上に形而上的な機関銃を据え、我々にむけて形而上的な弾丸を浴びせかけているよう

だった」と語る。このことについて、我々はどう考えるべきか。 

論者の考えによれば、現実的な死を語る重々しい口調と、形而上的な死を語る軽いポ

ップな口調が作中で両立し、交錯するのは、僕が一つの同じ出来事に対して、当事者的

な目から日常的現実を見る姿勢と、傍観者的な軽い調子で対象に向かう姿勢という異質

な二つの姿勢を持っていることを意味する。つまり、語り手は、二つの異なる視角から

出来事にアプローチする姿勢を持っているのだが、それ以上に重要なのは、それら二つ

の見方は、「結局のところ、死は死でしかない」というかたちで、より根源的な「死そ

のもの」の次元に統合されていくことである。人は確かに、現実的な価値観によって日

常生活を送る一方で、人間の認識や理解を超えた絶対的（形而上的）なものに関心を向

ける。それは、相対と絶対の二つの相に引き裂かれつつ生きるということだが、ここで

の「絶対的（形而上的）なもの」も、それが人間の感覚や認識に捉えられたものである

限り、所詮相対的な次元でしかない。そのさらに根底に想定される絶対的な「それ自体」

は、人間の認識を超えている。そのように見れば、ここで僕がいう「結局のところ、死

は死でしかない」とは、僕の中に、人間の「考え」を超えた「死そのもの」への志向が

あることを示している8。 

 では、そのような死への志向を、僕はどうやって手に入れたのか。それは僕が、この

 
8デビュー当時から村上春樹の小説に対して起こった批評家たちの激しいバッシングが、アメリカかぶれ

したポップな軽さという印象を彼らが持ったことによる。しかし、テキストの表面的な印象から作られた

そのような批判には大きな盲点があったというのが筆者の見方である。 
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一年間に五人の友人を失うという痛切な経験をしたことに加えて、同時並行的に彼と対

話したことが関わっているであろう。我々は、彼が、僕との対話の中で繰り返し死につ

いて語り、「匂いのない死、葬式の出ない死」（「形而上的な死」）について言及したこと

を知っている。次にその観点から、僕と彼との対話を見ていきたい。 

 

３、彼について（二） 

彼について、僕は、「台風の午後をのぞけば、彼は至極まともな人物だった」こと、「こ

ぢんまりとして感じの良い外資系の貿易会社に勤め、こざっぱりとしたアパートに一人で

住み、半年ごとにガールフレンドを取り替えた」が、「彼女たちはみんな細胞分裂でもし

たみたいによく似て」いたと述べている。そのうえで、僕は「いったいどんな理由からそ

れほどこまめにガールフレンドを取り替えねばならぬのか、僕にはどうにも理解できなか

った」と言う一方で、葬式のために彼に「背広とネクタイと革靴を借り」に行くと、「テ

ーブルの上にはきちんとプレスされた背広とネクタイが既に揃えられ、靴は磨き上げられ、

冷蔵庫には外国ビールがたっぷりと冷えていた。何もかもがいつでもすぐに使えるように

用意されていた」ことに触れて、「たしかにそういう人間でなくては、半年ごとにガール

フレンドを取り替えるような面倒な真似はできない」と語っている。確かに、彼は「至極

まともな」社会生活を送る、何事にも用意周到で几帳面な人物なのであろう。だが、彼の

几帳面さと、「半年ごとにガールフレンドを取り替える」こととがなぜ結びつくのか。僕

はその理由を語っていないが、どこかでそれが結びつくことを感じていたのに違いない。

読者はこれをどう読むべきなのか。 

先に、彼の「すごくきちんと整頓された清潔な」部屋は、人の認識や理解を超えた絶対

的な死に「対抗」するために、彼が作った習慣の結果であったことに触れ、彼の几帳面な

生活習慣の背後には、他者との鋭い交感能力と生命感覚が働いていたことを述べた。そう

だとすれば、「細胞分裂でもしたみたいによく似て」いるガールフレンドを「半年ごとに

取り替える」ことの背後にも、同様の事情が働いていたのではないだろうか。具体的に言

えば、彼は女性の中に生命的交わりと言うべき絶対的なものを求めていたにもかかわらず、

現実的個人としてのガールフレンドの中には自分の求めるものを見出すことができず、

次々と新しい彼女を求めずにはいられなかったのではないだろうか。彼は他者との間に交

感関係を求め、コミュニケーションへの強い期待を持つがゆえに、ある場合には台風の動

物園の動物の檻の前に座り込み、他方では女性との間の絶えざる愛を希求し続けたのでは

ないだろうか。 

彼の希求する他者との交感は、身体感覚を通して感受されるもので、言葉のやりとりに

よる相互理解とは次元の異なるものであろう。例えば、僕と彼の会話の場面において、彼

が僕と話しながらテレビのリモコンをオフにすると「一瞬にして画像が消え、再びオンに

すると「一瞬にして画像は戻り、ニュース解説者」がしゃべり続けている。彼は、「あの

男は我々が五分もスイッチを切っていたことに気づきもしないんだぜ」と言い、「スイッ
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チを切った瞬間、どちらかの存在がゼロになったんだよ。俺たちか、それともあの男か、

どちらかがさ。いずれにせよスイッチを軽く押すだけでコミュニケーションがブラックア

ウトする」と言う。彼にとって、他者との交感とは、言葉の意味理解の次元の出来事では

なく、スイッチが ONか OFFか、つまり「存在がゼロ」になるかどうかのレベルの出来事な

のである。それに対して僕が「まあそういう考え方もある」と言うと、彼は「考え方なん

て百万もある。インドには椰子の木がはえてるし、ベネズエラじゃ政治犯をヘリコプター

からばらまいている」と答える。重要なのは死についての「考え方」ではなく事実として

の「死」であるということなのであろう。 

しかし実は、問題は事実の次元にはとどまらない。確かにテレビのスイッチが ON から

OFF に切り換えられて人の「存在がゼロ」になるのも事実であるし、「インドには椰子の木

がはえてる」のも、「ベネズエラじゃ政治犯をヘリコプターからばらまいている」のも事

実であるが、その後に彼が言う「世の中には葬式の出ない死に方もある。匂いのない死も

ある」という指摘は、単に事実としての死の次元にとどまらないからである。「葬式の出

ない死に方」や「匂いのない死」とは、「事実としての死」と「死についての考え方」の

どちらにも属さない。ここで見落とせないのは、この言葉はその両方を含みこみ、しかも

さらに彼方の「死そのもの」の次元を示していることである。しかし、その時の僕は、

「彼の言いたいことはわかるような気がした。でも全然分からないような気もした。僕は

疲れていたし、多少混乱していた」という。その時、僕は彼の言葉を十分受け止め得なか

ったのである。しかし、ここで彼が僕に示した「死そのもの」の次元が、先に見た、僕の

「結局のところ、死は死でしかない」という言葉の次元であることは明らかであろう。こ

のことが示すのは、僕が、彼と話をしている時点では受け止め得なかった次元を自分の足

場として、この小説を語っているということである。 

僕は、五人の友人の死が、現実的出来事としての死であると同時に「形而上的な死」

（「匂いのない死、葬式の出ない死」）であることを、二つの口調で語り出している。それ

は、一見何の苦労も悩みもないお気楽でポップな口調に見えて、人の認識や感覚に映じる

「死」の表象や理解を超えた「死そのもの」の次元を志向しているのではないか。人が日

常的世界に生きるとは、事実についてさまざまな「考え」をめぐらし、感覚に映じた表象

を事実と思うことで営まれている。つまり、言葉の次元で我々はあらゆる出来事や存在を

理解し、認識する、しかし、「死」とは人間の相対的な認識を超えた、絶対的な何かであ

り、「死そのもの」としか言えないものである。我々が死を忘れて生きている中で、僕に

喪服を貸してくれた彼は、死そのものへの鋭い感覚を持ち続け、死の切迫の中で毎日を送

っていた9。この一年間に五人の友人を失った僕は、彼と対話を通して、人の日常とは死そ

のものとの接触であり対面に他ならないという感覚を得て行ったのであろう。 

 
9 当時、「多くの人々は何故か彼のことを平凡で鈍重であると必要以上に思い込もうとしていた」という言

葉の背後には、彼の生き方の意味を理解しない「多くの人々」への批判が感じられる。 
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４、大晦日の彼女について 

「ニューヨーク炭鉱の悲劇」において彼が登場するのは①～③までで、④⑤には彼は登

場しない。しかし論者の見方によれば、④⑤にこそ、人と「死そのもの」の関わりが語ら

れていると思われる。 

僕は、その一年の締めくくりである大晦日のパーティーで見知らぬ女を紹介される。彼

女は、僕が自分の「知っている方にそっくり」だと言い、彼女が、五年前に「ちょうど今

のあなたと同じくらいの歳」のその男を「殺した」のだが、それは「法律上の殺人でも道

義上の殺人でもない」という。その言葉に、「コミュニケーションがブラックアウトする」

ことで「どちらかの存在がゼロになった」死、つまり「葬式の出ない死に方」「匂いのな

い死」を重ねるなら、彼女は、単に「死についての考え方」を提示したり、「事実として

の死」（いわゆる殺人）による現実的な死を超えた、「死そのもの」をもたらす存在なので

あろう。彼女は「死そのもの」の次元において、人をテストし、選別し、死をもたらすの

である。だとすれば、この一年間に僕の五人の友人たちが見舞われた「奇妙な銃声ととも

にやってきた」「予期せぬ殺戮」、つまり「誰かが形而上的な丘の上に形而上的な機関銃を

据え、我々にむけて形而上的な弾丸を浴びせかけている」という出来事は、確かに彼女が

引き起こしたものであろう。また、彼女が五年前に僕に似た男を五分間で殺したというの

は、確かに彼女が僕によく似た男に「死そのもの」をもたらしたのであろう。つまり、彼

女は、人間にいつ到来してもおかしくない死が擬人化されたものであり、言い換えれば

「死そのもの」の人格化、擬人化であるといえる。 

日常的な現実感覚に立つ限り、このような話は単に荒唐無稽なおとぎ話だと感じられる

かもしれない。それはおとぎ話にでてくる「鬼」「死神」「天使」「神仏」「祖霊」等のこと

ともいえる。分別のある大人は、そんなものはありもしない絵空事にすぎないというだろ

うか。だが、我々はそういうモノを本当に笑い飛ばせるか。むしろ、我々はそういうもの

を、単なる事実の次元や「考え方」の次元を超えたところにある「そのもの」の次元とし

て、どこかで感受しているのではないか。「鬼」や「死神」や「天使」が現れるのは、ふ

つう、子供向けのファンタジー（おとぎ話）に限られており、それが大人向けのリアリズ

ム小説に現れることはない。それは、二つをまったく別世界のできごととしてはっきり区

別して考えるのが一般常識だからである。しかし、死が「事実としての死」や「死につい

ての考え方」の次元と別に、「死そのもの」として語られるのなら、その表象が常識的な

形に縛られなければならないはずはない。つまり、「死そのもの」をもたらすものが、大

晦日のパーティに現れた、「ほど良く金のかかった青いシルクのワンピースをうまく着こ

なし」た「おそろしく感じの良い女性」として擬人化されても何の不思議もない。もしそ

れが、読者の通俗的な死神のイメージと一致せず、常識的イメージを崩された読者が混乱

や戸惑いに巻き込まれたとすれば、他者としての「死そのもの」が姿を現す場面としては、

何の不思議もない。むしろそのような反応自体が、読者の凝り固まった常識的な現実理解
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の枠組みに衝撃を与え、その見方に変革をもたらすことが期待される。むしろ、大晦日の

パーティーの場面を、僕の前に「他者としての死そのもの」が現れた場面と受け取ること

は、死をめぐる僕の語りと整合しこそすれ、矛盾しないのではないだろうか。 

かつて彼は僕との会話の中で、「ワインには目的などない、抜くべき時があるだけだ」

と言ったことがある。確かに、「存在そのもの」や「出来事そのもの」には、それ自体と

しての「目的などない」であろう。死そのものに即していえば、人は死について様々に考

え、その意味や目的を知ろうとするが、人にはいつか必ず死が訪れ、それを避ける方法は

ない。しかし、もし僕が無力感に支配され、虚無的な見方に支配されていたとすれば、僕

がこの小説を語ったはずはない。むしろ、僕は、やがて訪れるであろう死そのものを待ち

受け、それに「対抗」しようとする彼の姿を語ることに、確かな意義を感じ取っているで

あろう。その僕も、この作品を語る以前に、自分が何を語ろうとしているかを明確につか

んでいたわけではあるまい。むしろ、僕はこの小説を語る中で彼の生き方の意義に気づき、

同時に五人の友人の死に改めて出会い、28 歳時点では知らず、感じたこともなかった「死

そのもの」について語ることになったのである10。 

 

５、「ニューヨーク炭鉱の悲劇」について 

僕が①～④で語っているのが「死そのもの」への志向であるとすれば、炭鉱夫たちがニ

ューヨーク炭鉱の中に閉じ込められて死を待つ場面（⑤）もまたそれであることは、論を

待たないであろう。炭鉱夫達は、「残りの空気が少な」くなっていく炭鉱の中で、刻々と

切迫してくる死と対峙しながら助けを待っている。彼らは「空気を節約するためにカンテ

ラ」を消し、「漆黒の闇」の中で「五秒おきに天井から落ちてくる水滴の音」を黙って聞

きながら、「つるはしの音、生命の音」が「聞こえてくるのを待」って「耳を澄ませ」て

いる。「闇」の中ではその「音」だけが「生命」をもたらす手がかりだが、語り手は深い

「闇が少しずつ現実を溶解させていった」と言う。「五秒おき」に聞こえる「水滴の音」

以外に何も聞こえない「闇」の中にいる炭鉱夫達には、「何もかも」が「ずっと昔」か

「ずっと先」の「どこか遠い世界」の出来事と「思える」。現在と過去、未来の区別が失

われた「闇」の中では、あらゆる存在の基盤をなす時間と空間の枠組みが失われ、そのよ

うな中で一刻一刻迫ってくる死に対して、人の主体的能動的な思考、判断、行動の可能性

は奪われ、ただじっと待つことしかできない。しかし、時間、空間、因果関係という相対

世界を構成する枠組が奪われたところでの人と世界の関わりをみれば、それこそ人の生の

 
10村上春樹自身、次のように述べている。「僕の場合、何かが持ち上がっても、それについてすぐに何かしら結論を出

すという方には頭が働きません。それよりはむしろ自分が目撃した光景を、出会った人々を、あるいは経験した事象

を、あくまで一つの『事例』として、いうなればサンプルとして、できるだけありのままの形で記憶にとどめておこう

と努めます」。（「職業としての小説家」123 頁）また、具体的な行動として、オウム真理教のサリン事件に対して、被

害者とオウム真理教信者の両方に対するインタビューを行い、事件にかかわった一人一人の個別の事情を具体的に彫り

出し、記録したことなどもここで思い出されるであろう。これを現実に向かう人間の姿勢としてみれば、それは決して

学者や評論家、研究者の姿勢ではなく、小説家やドキュメンタリー作家、エッセイスト等の姿勢なのではないか。 
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実相そのものであり、この坑内が人における現実そのものであることは疑えない。しかし、

「ニューヨーク炭鉱の悲劇」がそのまま人間的現実そのものであるという世界を開き得た

のは、①～④で、僕が死そのものの次元を語り得たからである。 

＊ 

村上春樹の小説は、人間の認識にかかる存在や出来事を素朴にありのまま語るのでなく、

直接的認識を超えた外部から到来するものについて語ることで、思いもよらない世界を開

示し、読者の常識的な世界認識に揺さぶりをかけてくる。「ニューヨーク炭鉱の悲劇」も

また、彼が作家的出発時点において、既にそのような方法的な試みを積極的に行っている

ことを示す作品の一つといえるだろう。 


