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村上春樹『駄目になった王国』 

レポート集 

8月 27日（土）13：45～（第 14回）「駄目になった王国」第 1回討論 

9月 17日（土）13：45～（第 15回）「駄目になった王国」第 2回討論 

10月 9日（土）「駄目になった王国」レポート締切。 

10月 15日（土）13：45～（第 16回）「駄目になった王国」第 3回討論 

 

 

 

友だちとは何か？超越と変容 

―村上春樹『駄目になった王国』を読む― 

佐野 之人 

 

この小説の構成―「僕」の体験の順序 

 この小説はアスタリスクによって三つの部分に分かれている。第三の部分を読むとこの

小説の執筆順序は次のようなものであったと考えられる。まず「僕」は第二の部分を書き、

その日の夕刊の記事を読んで、題を決めて第一の部分を書き、そうしておそらくは後書きと

して第三の部分を書いた。 

 次にこれを踏まえてさらに「僕」の体験の順序を確認してみよう。大学時代に Q 氏と知

り合い、その後 Q 氏の「人間」の説明を誰かに何度か試みている。おそらくは素晴らしい

人物を友としたことを誰かに語ろうとしたのだろう。そうしてその説明はいつも「欠点のな

い人物である」で終わったのだろう。しかし何故かそのたびに「深い深い深い深い絶望感に

襲われ」ている。そうして大学四年の秋以来十年ぶりに「僕」は Q 氏にプールサイドで再

会する。彼は連れの女にコーラをかけられ、そのとばっちりを受けた「僕」と会話を交わし

ながら、とうとう「僕」であることに気がつかなかった。しかし「僕」はQ 氏の人物や「僕」

との交友関係に関して非難めいたことや恨みがましいことは一切言っていない。何かがそ

うさせなかったのだろう。 

 第三の部分に「その日」とあって、これがプールサイド事件の当日なのか、第二の部分を

書いた日なのか、判然としないが、いずれにせよ「僕」はプールサイド事件後に第二の部分

の全体を書いていると考えられる。すなわち第二の部分は一行アケの部分の前後で Q 氏の

「人間」の説明の部分とプールサイド事件とに分かれるが、その前半部分はそれ以前に書い

たものではないということである。第二の部分は「Q 氏は僕の友達である―あるいはであ
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った」で始まる。この前半部分がプールサイド事件以前に書かれたものであれば、Q 氏の人

物と彼との交友関係を固く信じているから、「僕」は「あるいはあった」とは書かないはず

だからである。 

 「僕」は第二の部分の前半でも Q 氏の「人間」の説明を試みている。それだけ取って見

れば今までと変わりはないが、今回は動機がこれまでと根本的に異なるように思われる。プ

ールサイド事件後に、何かに迫られるように Q 氏の「人間」の説明を、今度は読者に向け

て試みているのである。その「何か」とは、つまるところ Q 氏がいかなる「人間」である

のか、またQ 氏は自分にとって「友だち」であるのか、ということではないだろうか。 

いずれにせよ「僕」は Q 氏の「人間」の説明を「簡単にやってしまおう」とし、実際に

やってしまうが、「やれやれ」とあるように、おそらくいつもと同じように「欠点のない人

物である」という結論に達し、「深い絶望感に襲われ」たのではないか。そうして一行アケ

てプールサイド事件の顛末をありのままに評価を交えずに読者に紹介する。 

そうしてたまたま「その日の夕刊」で「駄目になった王国」の記事を目にする。「立派な

王国が色あせていくのは二流の共和国が崩壊する時よりずっと物哀しい」。この言葉に「僕」

は反応した。そして何らかの超越を体験した。そうして題を決め、第一の部分を書いたので

ある。そうしてそれを冒頭に置き、最後にそうした経緯を後書きとして付したのである。何

故第一の部分を冒頭に置いたのか。おそらくそれが第二の部分を根本的に解釈する視点を

提供するものだからである。 

 

読者の体験の順序 

 以上が語り手「僕」の体験の順序と思われるものである。その考察はすでに読者による解

釈であるが、こうした解釈をもとに今度は読者が視点人物である「僕」を通してどのような

体験をするかを考察したい。その際読者はこの小説を最初から読むため、その体験の順序は

「僕」とは異なった順序を辿ることになる。 

第一の部分は「僕」が魚たちと一体になっているところから話が始まる。そうして「僕」

は魚たちがどう考えているのかを語る。ふと人間としての意識に返って「僕」は小川で足を

洗っている自分に気付く。それ故「足を洗う」とは人間的、世俗的意識からの浄化を意味す

るであろう。小川の水は冷たくて鮮烈である。その冷たさに思わず目が覚めたのである。そ

こから目を上げると「駄目になった王国」の城壁、尖塔と二色旗が見え、「川辺りを通る人々

の「ほらごらん。あれが駄目になった王国の旗だよ」という声が聞こえる。浄化された目と

耳で人間的世俗的なものを見、聞くということであろう。ここで読者はいわば浄化された視

点を獲得しているのだが、それは単に形式に過ぎず、その意味は読者には分からない。それ

を理解するためには読者自身が小説の内容を見ることを通して、超越を体験しなければな

らない。 

 アスタリスクを挟んで読者は第二の部分へと読み進める。第一の部分とはまるで別世界

である。それは「Q 氏は僕の友だちである―あるいは、であった」で始まる。「であった」
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であれば、すでに友だちではない。しかしその理由は「お互いに友だちらしいことなんて何

ひとつしていないから」だという。理由としては薄弱である。そうであれば「僕」はまだど

こか「友だちである」ことを捨ててはいない、そのように読者は感じるだろう。 

さらに「僕」は Q 氏という「人間」について誰かに幾度となく説明しようとしているこ

とから、それほどまでに「僕」は Q 氏の人柄に心酔し、彼との交友関係を貴重な思い出と

していたことを読者は理解するだろう。しかし何故か説明しようとするたびに「深い深い深

い深い絶望感に襲われ」ている。その理由を「僕」は知らない。読者は当然その理由を考え

ようとするはずだ。 

また今回 Q 氏の「人間」の説明を試みた動機がこれまでと同じではない、と読者は感じ

るかもしれない。何故なら「僕」は「友だちである」のか「であった」のかを問題にしてい

るからだ。そうだとすれば「僕」の中で、Q 氏という「人間」および彼との交友関係が改め

て問題になっているはずで、今回の説明の動機はそのあたりにあるのではないか、そのよう

に動機の究明にも読者は向かうかもしれない。 

Q 氏の「人間」の説明の後、一行アケて第二の部分は後半に入る。大学時代の「とても気

持ちの良いつきあい」を終えて、十年後「僕」が「赤坂近くのホテルのプールサイド」でQ

氏に再会した場面である。状況から察するに Q 氏は「テレビ局だかなんだかのディレクタ

ーのような職」についていて、「ちょっと有名な歌手だか女優」に番組をはずすことを宣告

する任務を遂行中だった。口論の挙句、女は Q 氏の顔にコーラの入った紙コップを投げつ

け、その三分の一が「僕」の顔にかかった。女はそのまま立ち去るが、Q氏は「僕」に丁寧

に謝罪し、最後には「昔と同じくらい気持の良い笑顔」を浮かべ、すぐに帰ったが、「とう

とう最後まで僕のことを思い出さなかった」。これで第二の部分は終わりである。この場面

での Q 氏の人物と自分との交友関係について「僕」が何の非難めいたことも恨みがましい

ことも述べていないことを読者は不思議に思うかもしれない。 

もう一度アスタリスクを挟んで、読者は第三の部分を読む。そこには「僕」がこの文章の

題を「駄目になった王国」とした理由が述べられている。すなわちそれは「その日の夕刊で

たまたまアフリカのある駄目になった王国の話を読んだから」だとある。そうしてその記事

には「立派な王国が色あせていくのは、二流の共和国が崩壊する時よりずっと物哀しい」と

あった。 

ここで読者は「僕」に何等かの根本経験があり、それによって題が決まり、そうして第一

の部分が書かれたのだ、と思うだろう。とりわけ「物哀しい」という言葉に「僕」が強く反

応したと思うだろう。「物哀しい」は、何となく哀しいという意味であり、自分の都合を悲

しむのではない。おそらくこの記事の言葉に「人間であること」の哀しさが共鳴したのであ

る。 

何故「僕」に「物哀しい」という言葉が響いてきたのか。それはおそらく「僕」がこれま

でに Q 氏の「人間」を説明しようとして何度も「深い絶望感」を経験していること、そう

してQ 氏の「人間」とQ 氏との交友関係が改めて問題になった今回も、おそらくは「深い
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絶望感」に襲われていること、そうしてプールサイド事件について非難めいたことを口にで

きなかったことと深く関わっているに違いない。「僕」の側にこうした問いの深まりがあり、

それを読者に語ることを通じて自覚化されたからこその響きであったのではないか、読者

はそのように感じるかもしれない。 

それではその言葉はどのように「僕」に響いてきたのか。一体何が「物哀しい」のか。こ

うして読者は第二の部分を再度読み返し、「僕」の根本経験の内実に迫ろうとするだろう。

「立派な王国が色あせていくのは、二流の共和国が崩壊する時よりずっと物哀しい」。「二流

の共和国」は世俗的な人間が自分たちの力で営むものである。それが現実の中で崩壊するこ

とがあっても、自分たちの力が及ばなかったと諦めもつくだろう。しかし「立派な王国」は

理想の国王が理想の統治をしている国である。それが「色あせていくのは」「ずっと物哀し

い」。何故か。 

まず理想の三角形が現実において不完全なものとなるように、いかなる理想も現実の中

に置かれると色あせ駄目なものになっていく。それが自分にとっての理想であればその哀

しさはひとしおであろう。そうして読者は「立派な王国」にＱ氏を中心とした交友関係を重

ね合わせるだろう。Ｑ氏が理想の国王であり、その交友関係が理想の統治である。学生時代

は理想的であったとしても、現実の中では彼自身も一定の立場に置かれ、思わぬ出来事に対

応を迫られる。こうして自らと自らの関係とを汚していく。こうしてＱ氏はコーラをかけら

れ、友だちである「僕」に気付くこともできなかった、そのことが哀しい、とりあえずその

ようにこの「哀しさ」を解釈することができる。人間が理想を抱く以上、この「哀しさ」か

ら逃れることはできない。その意味でこの「哀しさ」は「人間」の哀しさである。 

第二に「僕」にとってＱ氏は「欠点のない人物」つまり理想の人物像であって、生身の「人

間」としての「友だち」ではなかった、それが「哀しい」ということである。自分を虜にし

た理想に欠点のありようはない。しかしそこには理想に対する愛はあっても、友に対する愛

はない。自己愛はあっても友情はない。このことに気付くことによって何故Ｑ氏の「人間」

を説明しようとするたびに「深い絶望感」に襲われる理由が分かったのだが、そのことが「哀

しい」。しかしそれならば相手を理想化しない友愛関係が人間に可能かと言われると、でき

ない。親子や夫婦、師弟といった条件に基づく役割関係を越えて成り立つが故に、古来より

最も崇高な「人間」関係とされてきた友愛であるが、それは人間がそうしようと思ってでき

ることではないのである。理想を友愛の条件とし、その理想を相手に押し付けることを人間

は止めることができない。それが「哀しい」。また人間は自分を虜にした理想への思いを断

ち切ることもままならない。「僕」がプールサイド事件を目の当たりにしても彼の「人間」

や彼との交友関係に幻滅しなかったのはその所為かもしれない。そうだとすればこれも「人

間」に関わる「哀しさ」である。 

こうして人間は理想を抱くことから自由でない。そこには自らの理想に対する愛しかな

く、その理想は現実の中で必ず色あせる。しかし人間がどのようにして理想を抱くようにな

るかに目を向けるならば、さらに違った意味での「哀しさ」が見えてくる。人間はさしあた
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り大抵社会通念的に与えられたものを基準にして価値基準を定めている。「僕」が「欠点の

ない人物」として描かれたＱ氏の人物像を見る限り、それは露骨なまでにステレオタイプ化

された現代の好人物の典型であることが分かる。彼はそうした与えられた価値基準に無自

覚に従って自らを形成しており、それは社会に出た現在も変わらない。女にコーラをかけら

れてもそうした人物像には微塵の揺らぎもない。「僕」もそうした価値基準に無自覚に乗っ

かって彼と彼を取り巻く交友関係を理想化した。人間は与えられた現実的な思考、すなわち

体制的な思考から自由でない。さしあたり大抵それに乗っかってすでに思考しており、また

それに従って生きることが楽であるが故に、その思考に批判の目を向けることは難しい。た

やすく社会的通念に過ぎない理想を普遍的で絶対的なものと思い込み、その中に埋没する。

ではそのことを止められるかと言えば、止められない。人間は絶えず日常生活の中に頽落し

ていくからである。ここにも「人間」に関わる「哀しさ」がある。 

しかし「人間」をこのように「物哀しい」ものと見る視点は、理想を妄信しているうちは

開けない。それは、プールサイド事件をきっかけに語らざるを得ないものを語り、そのこと

を通じて、しかも思わぬ仕方で「その日の夕刊」の言葉に出会うことによって、突如として

開かれたのである。それは「人間」が「人間」として（「哀しさ」として）照らし出される

超越的な視点であり、「人間」を現実的な善悪（「立派」「駄目」）で押さえることなく、あり

のままに受け入れる視点である。 

こうして読者は「僕」の超越体験を通して、超越的な視点に自ら立つことになる。そうし

てこれが第一の部分で描かれた魚たちの視点に他ならないことに気付き、改めて第一の部

分を読むだろう。それは「人間」を包む「いのち」の視点とも呼ぶべきものである。しかし

それは単に魚たちの視点と同一ではなく、人間の愚かさと「哀しさ」を見ることのできる視

点である。それ故第一の部分で「僕」は「川辺りを通る人々」の声を聞くことができたので

ある。 

こうした視点からもう一度、第二の部分を読むならば、その内容が変容していることに読

者は気づくであろう。今やＱ氏は「十年ばかりお互いに友だちらしいことは何ひとつしてい

な」くても、また彼がどうであれ、何が起ろうと、同じ「人間」として間違いなく「Ｑ氏は

僕の友だちである」からである。 

こうして読者は語り手にして視点人物である「僕」の視点を通じて「僕」の体験を追体験

するのだが、それはそのことに止まらない。それが「人間」に関する体験だからである。そ

の愚かさも「哀しさ」も読者自身の愚かさであり「哀しさ」である。それ故そうした「人間」

を照らし出す光は「僕」と同様読者自身をも照らし出すことになるである。 

 

この小説における方法的実験について 

最後にこの小説における方法的実験について一言述べておきたい。この小説における特

徴的な形式として「僕」の多層性を挙げることができる。第一の部分では物語の視点人物と

しての「僕」、第二の部分では現実の出来事の視点人物としての「僕」、第三の部分では作者
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としての「僕」が語り手となっていると言えるが、こうした場面の違いを貫いて小説全体を

語る「僕」は同一である。第二の部分における「僕」が最上層を成し、その視点でまずは現

実の出来事が語られる。しかし第三の部分における「僕」の超越によって、第一の部分にお

ける「僕」の視点が開ける。そうしてこの視点から改めて第二の部分の「僕」の語りが（同

一の語りであるが）語り直される、といった多層的な構造がこの小説には見られる。第二の

部分から語り始めた時には、第二の部分、第三の部分、第一の部分において語り手は視点人

物である「僕」を離れない。しかし第一の部分を先頭に置き、改めてこの小説を語り直す時、

語り手は初めてそれぞれの場面において視点人物「僕」を超えた、この小説本来の語り手と

なるのである。 

何故このような形式が採用されたのであろうか。おそらくは読者を意識しての実験であ

る。読者は語り手によって語られた内容は同一であると思い込んでいる。しかし視点が異な

れば同一の語りが別の内容にもなり得る。そのことを読者自らの超越体験に基づいて経験

させること、そうした実験がこの小説において試みられているのではないだろうか。 

読者はもちろん第一の部分から読み始める。第一の部分が実はこの小説を読むための根

本的な視点なのであるが、そのことは初めて読む読者には分からない。おもむろに第二の部

分の視点へと連れ去られる。そこで読者は「僕」とともに様々な問いを抱え込む。そうして

第三の部分において「夕刊の記事」の言葉を機縁に「僕」とともに超越を体験する。こうし

て初めて第一の部分の「僕」の視点が開け、そこから本来的にこの小説を読むことができる

のである。 

以上の点からこの小説における方法的実験として、読者にこの小説を二度読ませること

で、小説内容の変容に気付かせようとしているということが挙げられよう。その意味でこの

小説は『カンガルー日和』に収められた、他の作品「カンガルー日和」「４月のある晴れた

朝に 100パーセントの女の子に出会うことについて」「タクシーに乗った吸血鬼」同様、読

者の視点と体験を実験の場とした試みであると言えよう。 
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誰に迷惑をかけるでなし…… 

村上春樹 「駄目になった王国」 

田中 克典 

 

 この物語は、※印で区切られた形で、①駄目になった王国の様子、②Ｑ氏とのこと、③新

聞記事の事の三部構成（丸数字、サブタイトルは、田中がつけたもの）で、いずれも「僕」

（以下、僕と表記）の語りで書かれている。①を読んだだけでは、何のことだかさっぱりわ

からない。 

 そこで、僕が大学時代に付き合っていたＱ氏についての説明と、そのＱ氏と１０年ぶりに

偶然に再会した際の出来事（以下、「プールサイド事件」と表記）を中心に書かれた②から

考察していく。 

 Ｑ氏とは、大学時代住まいとしていたアパートの隣同士という関係で親しくなった関係。

大学時代は様々な交流があり、当時は僕にとって、Ｑ氏は友人だった。しかし、僕が、アパ

ートを出て別れて以来約１０年間、友達らしい関係はなく、Ｑ氏は、僕にとっての友人では

なくなっていた。 

 しかし、Ｑ氏は、僕の心の中ではずっと特別な存在だった。すなわち、Ｑ氏の人間につい

ての説明は、僕にとって特殊な作業で、至難の業だった。Ｑ氏と別れたのち、これまでも、

何人もの人にＱ氏の人間についての説明をした（②第２段落６行目「それを試みるたびに」

という表記参照）が、そのたびにとてつもなく深い絶望的な無力感に襲われる。それは、説

明すればするほど、Ｑ氏と比べた僕という人間の愚かさ、未熟さを露わにすることになるか

らである。（②第８段落「やれやれ」という表記参照）。それほど、Ｑ氏は欠点のない人物で

ありながら、Ｑ氏は、僕に威張ることもなく、気持ちの良い付き合いをさせてくれた人物だ

った。そんなＱ氏だったので、僕にとって友だちではなくなっても、心の中ではずっと特別

な存在だった。 

そして、僕は、Ｑ氏にとっての僕も、特別な存在だったと思い込んでいた。 

 僕は、そんなＱ氏と１０年ぶりに偶然ホテルのプールサイドで再会し、そこでプールサイ

ド事件が起きた。 

 Ｑ氏は、表面的には大学時代と変わらなかった。ハンサムで、威厳さえ加わっていた。一

緒にいた彼女への対応も誠実そうに見えた。しかし、彼女との対話の深部に触れていくに連

れ、Ｑ氏の誠実さに疑問が生じ、不誠実な空気すら感ずるようになった。「誰かに迷惑をか

けたという話は一度も耳にしたことがない無い」（②第４段落５～６行目参照）彼が、彼女

に迷惑をかけ、そのとばっちりで僕にも迷惑をかけた。しかも、Ｑ氏は、１０年ぶりのこの

プールサイド事件の中で、全く、僕を思い出すことなく、プールサイドから去っていった。 

このプールサイド事件は、僕が特殊な作業、至難の業ともいうほど苦労して行ったＱ氏の
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人間についての説明を根底から壊してしまった。さらに、僕は、Ｑ氏にとって僕が特別な存

在だという思い込みが空虚なものだったこと、それどころか、Ｑ氏の中には、僕の存在すら

無くなっていたことを冷厳と見せつけた。 

僕は、Ｑ氏が去った後のプールサイドを離れることはできなかった。僕の中でＱ氏の存在

がなくなることを認めることができなかったのだ。プールではそんな僕の感情など無関係

に子どもたちがはしゃぎまわっている。僕はプールサイドに座ってプールに足を入れてみ

る。プールの水の冷たさの中で、僕は、Ｑ氏の存在を失った虚しさに襲われる。そんな僕の

姿を、プールサイドの人たちは物哀し気に見ている気がする。（註：作者の文章には、田中

のこの段落の文章に相当するような記述はない。①の文章との関わりからの田中の推測に

基づく記述である。） 

僕は、Ｑ氏とのこれまでのこと、プールサイド事件を、プールサイドその場で一気にその

まま文章にした。書き終えた僕はそのままプールサイドで夕刊を見ながら、この文章にどん

なタイトルをつけようかと考えていたところ、その夕刊に、「王国が駄目になった」こと、

「立派な王国が色あせていくことは、二流の共和国が崩壊する時よりずっと物哀しい」こと

を報じた記事を目にし、考えた。 

考えてみると、プールサイド事件が起こるまでの僕とＱ氏との関係は、あたかも、僕が、

自分勝手に作り上げていた王国だったのではないか。そして、１０年ぶりのＱ氏との再会、

プールサイド事件は、僕のその王国を崩壊させてしまったのだ。しかし、そのことを認めた

くなくてプールサイドに残った僕が感じたものは、そんな僕の姿の物悲しさだった。 

こんな思いから、僕はこの文章の題を夕刊記事に準えて「駄目になった王国」とし、Ｑ氏

が去った後のプールサイドの様子を、駄目になった王国、そこに流れる小川、小川の魚、沿

道を歩く人々に置き換えて①の文章を書き、プロローグとして冒頭に置いたのだ。①の文章

末尾の「ほらごらん。あれが駄目になった王国の旗だよ。」という言葉は、駄目になりなが

らもその旗を自らの手で下せない王国の物悲しさを象徴し、それはＱ氏との関係を失った

ことを認めることのできないプールサイドの僕の姿への言葉なのだ。 

この文章で、作者は何を語ろうとしたのか。 

私たちは、家族、友人など様々な人たちとのかかわりの中で生きている。その中で、時と

して、ある人と自分を中心とした自分勝手な世界を作り上げ、その世界に陶酔していく。そ

のような世界は、国に例えるなら、国民による議会を通じて作られた共和国ではなく、王様

を中心に作られる王国のようなものだ。 

しかし、そのような世界は、ある時、ある場所で遭遇する何気ない事象によってたやすく

崩壊させられる。それは、自らが作った王国の崩壊である。私たちは、このような王国の崩

壊を何度も経験し、それでもまた、新たな王国をつくっていく。しかし、それは、自分以外

の誰をも巻き込むことでもなく、誰に迷惑をかけることでもない。ただ、このような繰り返

しの中で、自分が一人ではないことを確認し、社会の中での自分の存在を確認するのだ。そ

して、そのことが生きていくうえでのモチベーションとなるのだ。もちろん、そのような王
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国の崩壊は、誰にも云うことのできない物悲しさを伴う。しかし、それは、モチベーション

を得るためのコストのようなものなのではないか。 

私は、作者はこう考え、プールサイドを去っていったのではないか考える。 

そう考えると、人生はまた愉快なものではないか？ 

以上 
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村上春樹「ダメになった王国」読書感想文 

岡部 昌平 

 

 

 

 「僕はなぜ Q 氏を語るのか」という提題にたどり着くまえに、「（王国の）何がダメにな

ったのか」そもそも「王国とは何か」を確認したい。 

 

何がダメになったのか 

 小説の本体部分②では「僕」とQ 氏の関係が 10 年の時を隔てて問題にされている。問題

は「友人であるかどうか」で、問題にしているのは一方的に「僕」である。ここでの Q 氏

は「僕」が見たQ 氏であって「Q 氏そのもの」は問題ではない。 

 およそ 10 年まえに「僕」と Q 氏はともに学生であり、そのとき「僕」は Q 氏と友人で

あることを疑っていない。記憶にあるのは Q 氏の表面的なことばかりだから、この時期の

「僕」は表面的なことだけで十分に友人でいられたのである。（Figure 1: 僕＝Q） 

 小説にはQ 氏の「人間」を求める「僕」が登場するが「人間」はQ 氏との友人関係の後

になって加わった条件であり、「僕」が膨らませた部分にほかならない。（Figure 2: 僕≠Q） 

 それなのに「僕」は「人間」を求める。友人同士であることを確信していた学生時代には

求めなかった「人間」をさがし続ける。Q 氏に「人間」はなかったのか……それは誰にもわ

からない。分かっているのは「僕」が Q 氏に「人間」を認めていないということである。

「ダメになった」のは「人間」の欠如を指しているのではないか。 
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何が王国か 

 ここでの王国は「僕」の満足であり「友人と思えるだけの心理的な一致」であるから「僕

＝Q 氏」のイコールが「王国」の正体であるように思える。それは「友人である」ことでは

なく「友人であると思えること」であり、そのような所在の分からないイコールで結ばれた

幻想を指しているように思える。ひとまずこれを「小王国」とでも呼んでおこう。 

 

 僕はなぜQ 氏を語るのか 

 Q 氏をめぐる記憶が表面的なものばかりであることに「僕」は絶望する。かつては友人だ

と信じられた「イコール」を再現できないことに気付いたのである。「僕＝Q 氏」を成り立

たせていた心理的な均衡が崩れてもともとあったズレが見えてきたのかもしれない。「僕」

はその内容を「人間」と呼んでいるが、それがあてにならないことも分かっている。だから

こその「絶望」ではないか。他人の「人間」とは何だろうか？ 

 

 小説の導入①と結び③ 

 小説の大部分を占める「僕」の語り②は、アスタリスクの城壁に囲まれて冒頭の導入①と

結び③が前後に付け加わることで突き放される。②の「友人かどうか」という問題自体が、

そもそも王国とも共和国とも無関係に流れる小川の彼岸へと追いやられる。王国に無関係

な魚たちを境界線として、場面は個別的な経験を離れて別の次元（思索）へと抜けでる。そ

こでは「友人であった」記憶も「友人かどうか」の問いも、すべて遠い世界のお伽話にすぎ

ないのである。 

 

 小王国から王国へ 

 Q 氏の「人間」がどうであるかは分かるはずがない。問題は Q 氏をそのように見ている

「僕」ではないだろうか。そもそも「僕」に Q 氏の「人間」をとやかく言う資格があるの

か？ 

 Q 氏は「僕に気付かなかった」――そうだろうか？ Q 氏は「僕」に声をかけなかった

にすぎない。「僕」も声をかけなかったのだから、Q 氏も「僕」とおなじ気持ちだったかも

しれない。Q 氏と同様「僕」もプールサイドにいたのだし、Q 氏の「人間」もまた「僕」の

「人間」をさがし求めていたのかもしれない。 

この視点に立つとき、城壁の向こうに追いやったはずの「ダメになった王国」が俯瞰され

る。「僕」は小川で足を洗った分だけQ 氏よりマシな「人間」なのだろうか。Q 氏もまた城

壁をでて小川に足を浸しているのではないか。 

 

さらにこの 10 年を 70年初頭と 80 年初頭に重ね合わせたとき、パリの五月革命、学園紛

争、ベトナム反戦、水俣病などの若者を刺激する連続した事件に揺さぶられながら「連帯を
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求め」（谷川雁＋全共闘）た 60-70 年と、「シラケ世代」「新人類」などと冷やかされながら

個人の「やりがい」（週刊就職情報）を追い求めた 80 年代が対比されているようにも思え

る。 

さらにQ 氏の「Q」を魯迅の「阿Q 正伝」と重ねた場合、状況を無思想に受け入れるQ

氏のありさまに救われないものを感じる「僕」の苛立ちを感じないでもない。エセ知識人が

メディアを支配し、右も左もQ 氏だらけの社会の姿が「赤プリ」（赤坂プリンス）の円形プ

ールというエセ・アメリカンな場所で、アメリカのドラマを引き写したように女優を説得し

ているプロデューサー（赤坂の TBS）を通して描かれているようにも思える。「トレンディ・

ドラマ」のヒット作「金曜日の妻たちへ」（金妻）は 1983 年に TBS 系列の放送としてスタ

ートした。主題歌はピーターポール&マリーのカバーによる「風に吹かれて」であり、60-70

年を駆け抜けたいしだあゆみ、森山良子、泉谷しげるなどが女優、男優陣にいる。 
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「駄目になった王国」を読む「私」 

大藤 渉 

 

 誰かを説明するとは、どのような営みであるのか。例えば、私が自分自身を説明するこ

ととして自己紹介が挙げられる。「私は石川県出身です。私は 18 歳です。私の好きなもの

はトマトです。」だが、私がどれだけ言葉を尽くしたとしても、この「私」に到達するこ

とはできないであろう。次の誕生日を迎えれば 19 歳になる。ということは、18 歳である

〈私〉と 19歳である〈私’〉という二人の〈私-私’〉がいることになる。さらに、年齢と

いう分け方自体を問うならば、昨日と今日の〈私-私’〉、あるいは、今から見て過去と今か

ら見て未来の〈私-私’〉がいるともいえる。このように考えれば、ここにいる「私」、そし

て、私がいることを支える「今」は空虚であり、空白である。しかし、「私」は空白であ

るにもかかわらず、私が「私」を説明しようとするとき、私は「私」によって説明を迫ら

れる一方で、「私」はどこまでも語りきれない余白をもっている。その余白を忘却し、捨

象することによって、私は「私」を説明できた、と一息つくことが可能となる。 

 「Q 氏という人間について誰かに説明しようとするたびに、僕はいつも絶望的な無力感

に襲われることになる。〔…〕Q 氏の人間について説明するのは特殊な作業であり、至難

の業である」。Q 氏という人間について
、、、、、、

説明しようと「試みるたびに僕は深い深い深い深

い絶望感に襲われる」と語りつつ、だからこそ「簡単にやってしまおう」とはじめる。

顔・性格・父親の職業・服装の好みが良い
、、

こと、スポーツ、勉強・ピアノ・的確な批評が

できる
、、、

こと、さらに女の子にももてる
、、、

こと、「要するに一言で言ってしまえば、Q 氏は欠

点のない人物である」。どうやら欠点のない人間とは、良い
、、

、できる
、、、

、もてる
、、、

、という方

向に位置しているようである。 

 僕は大学四年の夏にQ 氏と別れ、その後再会したのは 10 年くらいあとのことである。

僕の要約によれば、Q 氏は、大学という世界からテレビ局だかなんだかの世界の中で、デ

ィレクターのような職についていて、何かトラブルだかスキャンダルだかがあった有名な

歌手だか女優である女の方に、番組をはずされることを直接の責任者として宣告する役目

がまわってきた。Q 氏は、スポンサーなしにはやっていけないという理を説き、「君だっ

てこの世界で飯食ってるんだから、それくらいわかるじゃないか」と女の方に言う。それ

に対する、女の「じゃあ、あなたにはまるで責任も発言力もないってことね？」という問

いかけに、「まるっきりないわけじゃないけど、とても限られたものだよ」と返す。「この

世界」に対して誠実であろうとすればするほど、Q 氏-女の世界に対して不誠実になってゆ

くようだ。ある世界から照らした良い
、、

、できる
、、、

、もてる
、、、

という方向は、別の世界から照ら

した悪い、できない、もてないという方向となる。女がコーラの紙コップを顔に投げつけ
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ようとも、Q 氏は「この世界」における良い
、、

、できる
、、、

、もてる
、、、

人間である。Q 氏に投げつ

けられたコーラが別の人に被害を及ぼすとき、Q 氏は、タオルを差し出し、弁償を提案

し、笑顔を見せ、帰りぎわにもう一度謝る。被害を及ぼした相手との世界における誠実な

対応であろうとすればするほど、Q 氏-僕の世界に対しては不誠実になってゆく。 

 Q 氏とはこのような人間であるとどれだけ並べても、あるいは、Q 氏に関するエピソー

ドを語っても、Q 氏を説明できたとは言い難い。言葉にすることで言葉にできないものが

現われてしまう。そのとき、その日の夕刊から問いかけられる。表現せざるをえないもの

が僕に表現させ、僕が表現することによって表現しきることができなかったものが生まれ

る。再び表現せざるをえないものに僕は問われ、絶望する。しかし、表現しきることがで

きなかったものを表現するのは、やはり「駄目になった王国」という言葉なのである。 

 「駄目になった王国」と言葉にすると、異なる世界から「そんなの俺たち関係ないもん

ね」という声が聞こえてくる。僕は小川で足を洗う中で、一方では、魚の世界から問わ

れ、他方では、その王国の旗を見る人々の世界から問われる。僕は「この世界」のみから

問われるのではなく、魚の世界と人々の世界というあいだから問われ、生きている。誰か

を説明しようと試みるとき、その言葉によって僕が説明されているかのようだ。誰かを説

明しようとするかぎり、説明することはできない。誰かを説明しきることができず絶望す

るとき、説明する言葉が生じる。誰かを説明するとは、このような営みであろうか。 
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村上春樹『駄目になった王国』：読書感想文 

「崩壊しない王国」 

奈原 伸雄 

 

村上春樹の短編『駄目になった王国』には、いきなり《王国》とか《共和国》とかの政治

的な用語が、いわば生煮え
．．．

のような形で出てくる。それでも、この論調の展開に期待しかけ

たら、「＊」を挟んでフェーズが突然代わり、今度は私的な交友関係に関するやや冗長な叙

述があって、最後にほんの数行「公的領域」が復活しつつ《物哀しい》終わり方をする。こ

の「Ａ－Ｂ－Ａ」の一見ランダムな配置がこの作品の特徴と言えば特徴のようで、しかし決

して油断がならないのは、中間部の人物描写の中にただ一か所「公的領域」に関わる用語が

紛れ込んでいる。《政治的には穏やかなリベラル》という表現がそれである 。以下、この構
．

成
．
を唯一の手掛かりに、付かず離れず脈絡を追ってみる。(《 》内は本編からの引用。以下

同じ）。 

この作品の語り手である《僕》は、憧れの友人《Ｑ氏》が《僕の 570 倍くらいハンサム》

に見えた。《とても気持ちの良いつきあいだった》大学時代の彼のことを、しかし、《誰かに

説明しようとするたびに》、《深い》という限定
．．

を四つ連ねてもまだ固定できないほどの《深

い絶望感に襲われる》。Ｑ氏が多様性とバランスを備えた好男子に思えたために、それをい

くら説明しても尽くせないままに、入り込んだ長い長いトンネルから抜けられないような

《絶望的な無力感》に陥るのである。しかし、彼の人物描写の中でとても気になったのが、

先に挙げた《政治的には穏やかなリベラル》というキーワードである。これは、Ｑ氏の当時

のノンポリ
．．．．

風の政治スタンスをさりげなく語ったようで、実はこのためにいずれ彼の面子

が潰れることになるだけでなく、政治思想の到達点を逆説的に重ね得るほど重宝な概念
．．．．．

を

示唆している１）。この辺りは「公と私」が混淆するこの作品の筆法であり、良好な「交友関

係」には政治的な「公的概念」の安定が不可欠であると言っているようにも読める２)。自由

と平等と、そして「友愛」である３)。 

事情はいささか縺
も つ

れそうなので《簡単にやってしまおう》。《二色旗》が《風にぱたぱたと

揺れていた》のをヒントに、時間軸を二分して、理想を《過去形》に求めたら「理想的過去」

の《王国》に行き着き、逆に時間軸を先に延ばしてみると《共和国》の「理想的未来」が見

え隠
が く

れする。この小説の時制に対するスタンスは、《過去形》に濃厚な未練を残しながら《王

国》は既に《色あせ》、さりとて、「未来形」は《二流》どまりの《共和国》が、失意のまま

に必ず《崩壊する》。「二分法」を試してみたが、結局どっち付かずで、手つかずに残るのが

「現在形」であり、「自分」の今ここの立ち位置である。そこでこの空白を埋めるかのよう

に登場するのが、「リベラル」に「穏やかな」という但し書きを加えた概念であった。すな
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わち、《王国だろうが、共和国だろうが、そんなもの何の関係もない》ところの「中庸」４）

を得た境地である。このポジションこそ、あの《絶望的な無力感》に表現力を与えるかもし

れない。私的レベルでは《性格も良い》《自慢もしない》《それからスポーツ・マンでもある》

「期待される人間像」に、歴史の終点としての、政治的な制度論を超えたほぼ
．．

絶対的な「理

想状態」を重ねる。 

しかし、折角の「第三の道」にも《僕》は乗り気になれない。《やれやれ》である。文学

的には《物哀しい》この虚ろな気分は、政治の世界ではよくあるあの達成感のなさに通じる。

そして、いくら尽くしても空しいこの脱力感こそ、かの「穏やかなリベラル」の正体であり、

その心理的な物足りなさ
．．．．．

であった。「リベラル」というナイーブな主張は、そのままでは使

い物にならない。必ず何らかの仲介がいる。夢見るような理念を脱色し、角張った論理のシ

ョックを吸収して、「公の福利」と「私的利益」との仲を取り持つのが「穏健」という名の

カタライザー(触媒)である。階層的には、《現場の直接の責任者》がこれを担う。しかし、

《彼が》、不幸にも泣いてもらう
．．．．．．

相手を《守るためにどの程度の努力をしてくれたのか》、保

証の限りではない。《不誠実な空気が霧のようにあたりに漂う》ばかりで、結局《誰の責任》

か分からず《出口》もなし。すなわち、「欠点のない、穏やかなリベラル」という立場は、

「公も私も」誰をも満足させず、捉えどころのないあたかも思考の停止状態であった。 

戦争も高度成長も終って世情が安定すると、上位のポストは、カリスマ性の脂ぎった先代

から打って変わって、《育ちもいい》絵に描いた様な《欠点のない人物》に代替わりする。

彼らの持ち前は「好感度」であり、間違ってもカドを立てることを避け、人の嫌がることを

するのをとにかく嫌う。事の成行きを《上の方》とか、《スポンサー》の意向とか、ひたす

ら他人のせいにしつつ、「こうなった以上仕方がない」と言わんばかりに、情況受容的に不

思議な「説得的影響力」を行使する。こうした「場の空気」の圧力へのせめてもの抵抗に、

番組を降板させられる《ちょっと有名な歌手だか女優》らしい女が投げつけた、Ｌサイズの

《コーラの紙コップ》が《顔にまともに当たって》砕けて散ったくらいで事が収まれば結構

なことではないか。 

そこで、《僕》がもう一度復古的かつ自覚的に頼るのが《立派な王国》である。《深い絶望

感》を粘り強く四回も重ねて築いた「第四王国」である。ここで注意すべきは、文脈上この

《王国》は単純に「君主制」を意味しない。政治上最も大切な「主権」という概念をいわば

微分
．．

している。「主権」という概念は、もともと君子一人のうちに具現された「生ける法」

５）であったが、「法の意志」はいずれこれを万人に向けて積分
．．

する。それに「主権」という

因子
．．

は、あたかも「利己的な遺伝子」６）のように、《王国》から《共和国》を貫いて生き延

びていく。因みに、近代的な立憲君主制はこうした共通の「統治=被統治パターン」を引き

継いでいる。だから、《色あせて》も《崩壊》はしない。だから《僕》は、すべての「国制」

の《裏手に》遍
あまね

く流れている、《きれいな小川》に《足をつけていると赤く》なるまで、こ

れをいつでもいつまでも追体験できる。望めば、《城壁と尖塔》も見える。 

さらには、《投票だってしないし、税金だって納めない》というユートピア
．．．．．

は、中国太古、
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堯
ぎょう

帝の御世の‘よろずめでたく老いも踊る’「鼓腹撃壌
こ ふ く げ き じ ょ う

」７)を連想させるだけでなく、時間軸

を折りたたんだら、投票率
．．．

が無限に低下するばかりの、他ならぬわが日本の「失われた 30

年」と奇妙に重なり合う。そうであっても、「法」とは、途方もないカオスのこの世に零れ

落ちた、白いもの
．．．．

の中にわれわれが見つけた「雪の結晶」であり、「秩序の化身」である８)。

これが、「友愛」と「祖国愛」とをつなぐ、血の通う情誼的な紐帯となる。既に作品冒頭か

ら映されている《魚なんかもいっぱい住んでいる。藻もはえていて、魚たちはそれを食べて

暮らしている》という水墨画のような境涯は、「公と私」と「我と汝」が「一君万民」とで

も言祝
こ と ほ

ぎたくなるように妙合した、決して「崩壊しない王国」の真景である。 

【参考文献と参照箇所】 

1）『歴史の終り(上)』フランシス・フクヤマ著 渡辺昇一約 三笠書房（1992.3.10） 

cf.「歴史主義の立場に立つ哲学者は、リベラルな民主主義が最高かつ最終的存在であると

認めるだろう。かく 

して世界史が最終の審判を下すことになる」(231頁) 

2）『現代フランス哲学に学ぶ』戸島貴代志・本郷均著 放送大学教材（2017.3.20） 

cf.｢他者の統治をめぐる問いかけが、自己の統治の問題へその方向を転換した｣(167 頁) 

｢(1980 年代のフランス思想は)68 年世代のアナーキーな志向と決別し、地に足をつけ

て複雑な現実に対応 

できる｢公共空間｣の再構築を目指していくのである」(175 頁) 

3）『政治学事典』弘文堂（2004.11.15）cf.「友愛：ローマ共和政時代になると友愛は市民間

の紐帯だけでなく祖 

国愛というかたちで政治共同体にも向けられるものとなる」(1094 頁) 

4）『中庸』子思著 宇野哲人全訳注 講談社学術文庫（1993.2.10） 

cf.｢君子の中庸は、君子にして時に中す｣(第二章 60 頁)、｢子曰く、中庸はそれ至れるか

な｣(第三章 62 頁) 

 ＊ 解釈：「中」とは「時中を得る」、すなわち「時宜に適いて過不及なきこと」。「庸」と

は「常経」、つまり「万 

世に亙ってかわらず、又平常にして何ら不思議がない」(216 頁) 

5）『政治学事典』（前掲書）cf.「主権：政治社会における唯一絶対の優越権威」(485 頁) 

6）『進化とは何か』リチャード・ドーキンス著 吉成真由美編著 早川書店（2014.12.25） 

cf.｢動物は自己の遺伝子保存のための機械｣｢体は､遺伝子が次の遺伝子を作るための手段

に過ぎない」(119 頁) 

7）『故事ことわざ辞典』学研（2001）cf.｢鼓腹撃壌：人々が平和な暮らしを楽しんでいるこ

と」(十八史略) 

8)『政治学事典』（前掲書）cf.「法の発見：法が発見されるとみなす立場」(1011 頁) 
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駄目になった王国とは何か 

T.T. 

 

誰しも若い頃を懐かしむ気持ちはあると思います。歳を取ると、若い人は多かれ少なかれキ

ラキラして見えるものです。しかし当の若い人は自分の輝きに無頓着で、隣のもっとキラキ

ラしている若者に目を奪われていたりします。年寄りには「多かれ少なかれキラキラしてい

る」というふうに片付けられる程度の差異が、若者の間では月とスッポンのような圧倒的差

異として悩みの種になることもよくあります。 

青春時代へのノスタルジーも、青春時代特有の悩みも、大変ありふれているので題材として

共感は得やすいでしょうが月並みです。この小説はそれらを門戸にしつつ、独特の「物哀し

さ」に導いていくところが面白いと思いました。 

 

小説の冒頭に「僕」の心象風景（のようなもの？）が現れます。綺麗な小川とそこに棲む魚

は、現在の「僕」の心の奥底に常にあるのでしょう。小川は作家としての「僕」の創造力の

源泉、魚は潜在的なアイデアなどを象徴している気がします。 

昔のドラマや漫画などで、勉強中に眠くなると冷水を被るといった描写がありますが、小川

の冷たい水もそのような効果があるようです。小川で足を洗うと「僕」の視界が開け、王国

の城壁と二色旗の立つ尖塔が見えてきます。何となくメルヘンチックな眺めですが、川辺り

を通る人々が「あれが駄目になった王国の旗だよ」と教えます。 

ここには、城壁に囲まれたメルヘン王国とその裏手の小川、という対比があります。現在の

「僕」は小川のほとりに居ます。王国で見えているのは二色旗の立つ尖塔のみで、それ以外

は城壁の向こうで見えません。 

 

次に大学生時代のQ 氏の思い出が語られますが、何故Q 氏の人間について説明するときに

「深い深い深い深い絶望感に襲われる」のか、随分考えたのですがわかりませんでした。冒

頭の心象風景においてメルヘン王国の荒廃具合が城壁によって隠されているように、Q 氏

にまつわる「僕」の絶望感も隠しておきたいだけなのかもしれません。（あるいは、駄目に

なった王国は二色旗の立つ尖塔以外は空っぽであり、それと同様にＱ氏にまつわる「僕」の

絶望感も空虚なのかもしれません。）おそらくこの絶望感は、さほど哲学的ではないと思い

ます。哲学的な意味があるならば、Q 氏に限らず誰かについて説明するときはいつも同じ

はずだからです。ここではどちらかというと Q 氏が特別であることを示唆している気がし

ます。 

「僕の 570 倍くらいハンサム」という誇張した言葉には、ちょっとした僻みもありそうで

すが、大学生の頃の「僕」には、Q 氏のキラキラ度は自分の 570 倍くらいあるように感じ
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られたということなのでしょう。 

大学時代のQ 氏についての叙述の最後に「大学四年の夏に僕はアパートを出て、それで我々

は別れた。」とありますが、大学四年の夏とは引っ越すには中途半端な時期ですのでちょっ

と気になります。「僕」は何か不本意な事情（勉強のやる気をなくしたとか、学費や生活費

が足りなくなったとか）があって大学を中退したのではないでしょうか。（お金持ちのQ 氏

と同じアパートということは、きっと家賃も高かったことでしょう。）成績もよく、あらゆ

る点で恵まれている「Q 氏」に対し、「僕」は屈折した感情を抱いていたのかもしれません。

Q 氏の人間について説明するためには、そのような自分のネガティブな心も深掘りしなく

てはならないので、それを至難と言っているのかもという気もしますが、小説ではそれ以上

の言及はありません。ただ、「僕」の側に何らかの不本意な事情があったために、何となく

Q 氏とも没交渉になってしまった、ということは充分考えられるように思います。 

 

十年くらい経ってから、「僕」は赤坂のホテルのプールサイドでQ 氏を見出します。女子の

視線を集める優れた容姿は健在ですし、「テレビ局だかなんだかのディレクターのような職」

にいることは、一般的に言って成功の部類に入ると思うのですが、現在の「僕」から見てQ

氏は最早キラキラしていなかったようです。「僕」はどうやら（財を成して？）ホテル暮ら

しをしているようですし、冒頭に示されているように「僕」は好きな時に小川に降りていっ

て創造の着想を得ることが出来るという、魚達と同様「王国が駄目になろうがどうしようが

関係ない」、精神的にも余裕がある状態にあるので、相対的にQ 氏のキラキラ度は減じると

推測されます。加えて、Q 氏はタレント（愛人？）と揉めており、キラキラ度を減じさせる

駄目押しのようにコーラをぶっかけられてしまいます。 

かといって、Q 氏自体が「駄目になった王国」であると解釈するのは違う気がします。そう

であれば、今のQ 氏をもっと悲惨に描くはずです。作者は逆に、今のQ 氏だってそう捨て

たものではないことをもしっかり描写していると私は思います。かつての Q 氏のキラキラ

度が特別過ぎる（570 倍！）ので、その後の落差が大きく感じられる、ということはあるに

しても、現在のQ 氏の限界（優柔不断、八方美人、風見鶏、など）は「育ちもいい」「欠点

のない」若者の成れの果てとして妥当と思われます。 

おそらく、Q 氏と「僕」が共にいた空間が「駄目になった王国」なのでしょう。Q 氏と「僕」

の関係、と言ってもいいと思います。 

その理由ですが、1 つは、Q 氏と「僕」の再会のエピソードが「しかし彼はとうとう最後ま

で僕のことを思い出さなかった。」という文章で締められているからです。Q 氏と「僕」の

王国はとうに終わっていたことを確認し、その途端に思い出も色あせた、という意味だと考

えました。また、冒頭の心象風景において、メルヘン王国の尖塔に「二色旗」があるからで

す。何色かはわからないのですが、私はこれを Q 氏と「僕」のそれぞれの色、と考えまし

た。 
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小説のラストの「立派な王国が色あせていくのは、二流の共和国が崩壊する時よりずっと物

哀しい」とは、小説の言いたいことそのものだと思うのですが、中でも「物哀しい」という

感興が、作者の表現したいことだったのかなと思います。 

結局、この小説の中にある対比は次の 3 種類あり、 

①大学生の頃のＱ氏と「僕」。キラキラ度は 570 対１。駄目になる前の王国の中にある対比。 

②駄目になる前の王国（①を含む）と駄目になった王国 

③駄目になった王国（既に「僕」はそこにいない）とその裏の小川（現在の「僕」の居場所） 

のうち、物哀しいのは②の対比のためだと思います。現在の「僕」には、キラキラ度が少な

いかつての自分もひっくるめた過去のメルヘン王国全体が、キラキラしたノスタルジーの

対象なのだと思います。自分より 570 倍も輝いてみえる存在を目にすることは、若者限定

のメルヘン王国でなければあり得ないことでしょう。その一方で、現在の自分の居場所（綺

麗な小川）では、王国が駄目になろうがどうしようが関係なく、何も困らないのです。「僕」

にとって「物哀しい」という感興はこのようにドライなもので、それが独特で面白いように

感じました。 
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「駄目になった王国」を読む 

村上 林造 

 

「駄目になった王国」は、僕とＱ氏の大学時代の交友と十年後の再会の二つの部分から成っ

ている。すなわち、僕とＱ氏の関わりが、十年という時間を隔てた過去と現在の二つの時期

において語られ、その中で変わったものと変わらないものが浮き彫りにされるのである。ま

たプロローグとエピローグではタイトルの由来が説明され、僕が、Ｑ氏との関係の一部始終

の物語をどのような位置から捉え、語っているかが示される。本論においては、まず僕とＱ

氏の関わりの時間的経過について分析し、次にそれを語る僕の位置について考えたい。 

 

  １ 「Ｑ氏の人間」を「説明する」ことについて 

  

語り手僕はＱ氏について次のように語り始める。 

 

Ｑ氏は僕の友だちである―あるいはあった。というのは僕はこの十年ばかりお互いに友だちらし

いことなんて何ひとつしていないからだ。だからもう今となっては、友だちであったと過去形で話を

した方が正確なんじゃないかと思う。まあとにかく、我々は友だちであった。 

Ｑ氏という人間について誰かに説明しようとするたびに、僕はいつも絶望的な無力感に襲われるこ

とになる。僕はもともと物事の説明がうまい方ではないけれど、そういうのを勘定に入れても、なお

かつＱ氏の人間について説明するのは特殊な作業であり、至難の業である。そしてそれを試みるたび

に僕は深い深い深い深い絶望感に襲われるのである。 

 

過去と現在を隔てる十年という時間の中で、Ｑ氏との関係に対する僕の認識は変わった

ようである。Ｑ氏は十年前には確かに友達だったのだが、今は友達と言えるかどうか、僕は

確信が持てない。また、僕は、この十年の間に「Ｑ氏という人間について誰かに説明しよう

とするたびに」、「いつも絶望的な無力感に襲われ」たといい、「Ｑ氏の人間について説明す

る」ことの特殊性と難しさを繰り返し強調する。ここには二つの問題がある。一つは、「Ｑ

氏という人間について」の「説明」が「特殊な作業」であり、絶望的なまでに「至難の業」

であるのはなぜかという問題であり、もう一つは、僕がそのことを承知の上でなお「Ｑ氏と

いう人間について」繰り返し「説明しようとする」のはなぜかという問題である。少なくと

も、僕は、そのことに何かの意味を見出したからこそ語ろうとしたはずである。それはいっ

たい何であったのか。 

僕は「簡単にやってしまおう」と言って自分の気持ちに弾みをつけ、「僕の知っている大

学時代のＱ氏」の人柄、性格、人間性の「説明」を始める。まず、彼の外見、性格、育ち、
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家柄、服装、スポーツの好み、政治的立場、学業成績、音楽や文学の好み、女性関係等々の

全てにわたって彼が「欠点のない人物である」ことを述べた後、僕はそのあまりの完璧さに

自分でもあきれたように「やれやれ」という言葉で「説明」締めくくる。それは、表向きの

完璧さと微妙に背馳する何かの暗示を感じさせるし、さらに「何か言い落としたことがある

ような気がするが、何にしてもたいしたことじゃない」という言葉もそのことを裏書きする。

Ｑ氏は単に「欠点のない人物である」だけでなく、その裏面に何か微妙な問題が潜められて

いるようなのである。そのことはまた、Ｑ氏を説明することの難しさとどこかで結びついて

いるのかもしれないが、それはあくまでも予感にとどまる。また、大学時代の僕とＱ氏の交

際の「説明」全体をまとめる形で、「まあとにかく、我々は友だちであった」と言うのだが、

「まあとにかく」という副詞句も、「我々は友だちであった」という事実への保留と疑いを

暗示する。大学時代のＱ氏は確かに「欠点のない人物」であったし、彼との関係は「とても

気持の良いつきあいだった」が、現在の僕からみれば、Ｑ氏との交際はその輝きを失ってお

り、むしろ「Ｑ氏という人間について誰かに説明しようとする」ことの難しさのほうがクロ

ーズアップされてくるのである。 

それはいったいなぜなのか、この十年間にいったい何があったのかはわからない。という

のは、その間僕とＱ氏は「友だちらしいことなんて何ひとつしていない」のだから、特別な

事件があったはずはない。おそらく大学卒業後十年間の社会人生活の中で、僕はＱ氏を「説

明」することの困難さを徐々に実感してきたのだろうが、その内容には僕は一切触れない。

ただ言えるのは、僕がこの作品を語り始める直接的なきっかけは直近のＱ氏とのプールサ

イドでの事件だということであり、僕はそれを語る中でＱ氏との交友関係について自身の

認識を確認させられ、この小説を書くきっかけを得たのであろう。 

 

  ２ プールサイド事件について 

 

僕が、赤坂近くのホテルのプールサイドでＱ氏と再会したとき、十年ぶりであったにもか

かわらず、Ｑ氏に「声はかけないことにした」という。その理由は「Ｑ氏は隣りの女の子と

話しこんでいたし、邪魔をするのは悪いんじゃないかという気がしたからだ」というが、よ

り重要なのは「僕とＱ氏のあいだには共通の話題なんて殆どない」と思ったことであろう。

僕は、現在の自分とＱ氏との間には共通の関心事も親愛の感情も失われていることを感じ、

Ｑ氏がもう友だちでなくなったことを感じたのである。しかし、僕がＱ氏を「説明」するこ

とに絶望的な困難さを感じていたとすれば、以前から大学時代の交友関係について疑い始

めていたのであろう。そういう僕にとって、Ｑ氏がどういう人物であるのか、Ｑ氏と僕の交

友はどのような関係だったのかを、十年後の今あからさまにしたのがプールサイドでの事

件だったのに違いない。 

Ｑ氏と連れの女性は、おそらくテレビ局のディレクターと番組出演者の関係であり、二人

が直面している問題は、局の現場責任者であるＱ氏がスポンサーの意向から彼女を守れな
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かったことであるらしい。「僕が聞いた限りではＱ氏は実に誠実にその職責を果たしていた」

というのだが、それは「僕が聞いた限りでは」という限定の中のことで、「精いっぱいやっ

た」というＱ氏の言葉に「証拠はなかった」から、「女は信じなかった」し「僕もあまり信

じられなかった」という。中間管理職であるＱ氏はおそらく自分のポストを賭けてまで女性

を守る気はなく、スポンサーの意向に従って、「結構仲良くやってきた」彼女を犠牲にし、

自分の地位を守ったのであろう。そのことは、「Ｑ氏が誠実に説明しようとすればするほど、

不誠実な空気が霧のようにあたりに漂った」という語りによって暗示される。しかし僕は同

時に、「それはＱ氏の責任ではなかった。誰の責任でもなかった」と言うのであるから、僕

はＱ氏が彼女を犠牲にして自己保身を図ったことを必ずしも批判しないのである。もちろ

ん、番組を下ろされた彼女にとって、Ｑ氏の行動は極めて不誠実であり、許すことのできな

い裏切りだが、Ｑ氏がテレビ局の組織の中での歯車としての役割を果たしている以上、彼の

責任を問うことはできない。二人は「出口のない会話を」続けるほかないのである。 

彼女がＱ氏にコーラの入った紙コップを投げつけて立ち去ったのは、一見温厚で「誠実」

な振舞いの奥に隠された歯車的「不誠実さ」への怒りの爆発である。それに対しも、彼が取

り乱すことなく穏やかに対応したのには、表面を取り繕う仮面としての彼の温厚な物腰が

有効に働いているのだろう。女が去った後のようすは次のように語られる。 

 

 最初に気をとり戻したのはＱ氏だった。彼は僕に向って申しわけありませんと言ってタオルを差し

出した。シャワーを浴びるからいい、と言って僕はそれを断った。Ｑ氏は少し困ったような顔をして

タオルをひっこめ、それで自分の体を拭いた。 

「本を弁償させて下さい」と彼は言った。本はたしかにぐしょ濡れだった。しかしそれは安物の文庫

本だったし、たいして面白い本でもなかった。誰かがコーラをかけて読み通す邪魔をしてくれただけ

ありがたいくらいだった。僕がそう言うと、彼はにっこり笑った。昔と同じくらい気持の良い笑顔だ

った。 

 彼はそれからすぐに帰った。帰りぎわにもう一度僕に謝った。しかし彼はとうとう最後まで僕のこ

とを思い出さなかった。 

 

Ｑ氏は、こういう場合もまず被害を受けた僕にタオルを差し出し、本の弁償を申し出る等

の気遣いを忘れない。そして、僕がその申し出を辞退したとき、彼が「昔と同じくらい気持

の良い笑顔」を示したのは、彼が今も十年前と変わらず、「欠点のない人物」であることを

示しているだろう。しかし、彼が僕と対面で言葉を交わしながら、「とうとう最後まで僕の

ことを思い出さなかった」という。このことは、彼にとっても僕との心の交流は既に失われ、

断たれていることを意味するであろう。 

人は誰も社会の中で生きる以上、自分の欲求や願望を抑えなければならないが、とりわけ

組織の歯車として生きるには、その抑圧は過酷なものとなろう。Ｑ氏が常に温厚で礼儀正し

く、周到な気遣いを忘れないとすれば、彼は非常に強力な自己抑制のもとで生きていたはず
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である。そのためには、単に平静で温厚な表情を装ってその場を切り抜ければよいだけでな

く、堪え難いほどの屈辱もあえて正面から受け止めず、見て見ぬふりをし、早く忘れること

が求められる。それは、自分の感情や感覚を偽り、殺すことであり、いわば精神をモノ化す

ることである。Ｑ氏が長期間にわたってそういう生き方を続けてきたとすれば、彼は心の深

い所に大きな傷と歪みを抱え込んでいたのではないだろうか。 

ユングの精神分析学に学びながら人間精神の構造と働きを解明してきた河合隼雄氏によ

れば、人間精神は自我の主体的統御に服する光の部分と、自我に服さない影の部分から構成

されている。『影の現象学』1によれば、人間の「意識領域は言語によって統合され、言語に

よってその内容を把握することができる」のに対し、心の奥には「自我によって確実に把握

することが難しいもの」「言語化することが難し」いものが存在するという（同書 25 頁）。

ユングによれば、「影はその主体が自分自身について認めることを拒否しているが、それで

も常に、直接または間接に自分の上に押し付けられてくるすべてのこと―たとえば性格

の劣等な傾向やその他の両立しがたい傾向―を人格化したものである」（35 頁）。そのよ

うな考え方を踏まえれば、温厚で礼儀正しいＱ氏の振舞いの奥にも、自我の統御に服さない

影の力が働いており、それはＱ氏の心を激しく圧迫したのではないだろうか。 

だが、大学卒業後社会人としての緊張と抑圧のもとで十年間を過ごしたのは、僕も同様で

あろう。プールサイドで二人のやりとりを聞き、Ｑ氏の「不誠実」を感じていた僕が、「そ

れはＱ氏の責任ではなかった。誰の責任でもなかった」と語ったのは、僕自身もまた同様の

経験の中で生きているからであろう。そこで、人は主体性を失い、モノ化した存在として、

心の深層の願いを無意識的に抑圧し、精神を引き裂かれて生きている。その中で、自分自身

がどんな願望を抱き、どんな生き方を望んでいるのかが、容易に分かるとは思えない。社会

的には「欠点のない人物」であるＱ氏を「誰かに説明しようとする」のが絶望的なまでに困

難であるのは、このような問題が絡んでいるからなのではないだろうか2。 

 

  ３ エピローグとプロローグについて 

 

僕がこの小説のタイトルを「駄目になった王国」と名付けた経緯は、エピローグで次のよ

うに説明される。 

 

 僕がこの文章の題を「駄目になった王国」としたのは、その日の夕刊でたまたまアフリカのある駄

 

1 河合隼雄『影の現象学』（昭和 56.6 思索社 本稿への引用は講談社学術文庫版 1987.12 による） 

2 河合氏によれば、「私の意識の統合性の中心」が「自我」であり、「自我は意識経験の主体であり、その

中心である」（25 頁）。それに対して、自我によって統合されない「無意識」があり、その「心の動きを

把握するものとしてイメージがある」（25 頁）という。個人において「まず無意識の全体として体験さ

れ」るのが「影」であるが、「未分化な影の体験」は、「影のどのような面に強調点が置かれているかによ

って、コンプレックス、超自我、魂などの言葉によってより適切に表現される」（78-79 頁）という。 
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目になった王国の話を読んだからである。「立派な王国が色あせていくのは」とその記事は語ってい

た。「二流の共和国が崩壊する時よりずっと物哀しい」 

 

僕は、「この文章」でＱ氏との交友を回想し、プールサイド事件の顛末を語り終えた後、

「その日の夕刊」で「立派な王国が色あせていく」「物悲しい」さまを述べた記事を読み、

自分が語った物語の本質が「駄目になった王国」という言葉によって象徴的に表現されてい

ることを直感したのだろう。 

「僕の知っている大学時代のＱ氏」は、あらゆる点にわたって「欠点のない人物」だったが、

大学卒業後の彼は単なる社会の歯車として生きている。彼が、「僕だって何もこんなこと好

きでやってるわけじゃないんだ。僕が決めたわけじゃない。上の方で決まったことなんだ。

上の方で決まったことを君に伝えているだけなんだよ」というのは、テレビ局社員としての

正直な実感であろう。「我々はスポンサーなしにはやってけないんだよ」というのは彼には

自明であり、スポンサーの意向に対するＱ氏の「発言力」は「まるっきりないわけじゃない

けど、とても限られたものだ」というのもそのとおりなのであろう。つまり、「現場の直接

の責任者であるＱ氏」の仕事とは「上の方で決まったこと」を下に伝えること（それが組織

の歯車であるということだ）だけであり、彼は今回「誠実にその職責を果た」しこそすれ、

決して責任を問われる立場にはない。「Ｑ氏の責任ではなかった」し、「誰の責任でもなかっ

た」という僕の思いは、組織の歯車としての氏に向けられた感想なのである。 

しかし、「女は彼が自分を守るためにどの程度の努力をしてくれたのかを知りたがっ」た

のに対して、Ｑ氏の「精いっぱいやったんだよ」という言葉で「不誠実な空気が霧のように

あたりに漂った」と僕は語っている。社会的には、中間管理職である彼が彼女のために本気

で上司に抗弁しなかったことを「不誠実」と批判される筋合いはない。しかし僕は、ここで

Ｑ氏の職務に従順な「誠実」さが他方で「不誠実な空気」を生み出していることを指摘して

いる。大学時代のＱ氏を「欠点のない人物」としていた彼の温厚で人当たりの良い「誠実」

さは、ここでは、彼が組織の歯車として円滑に回る上で役立っているのであろう。彼の人間

的魅力のもとであった自己抑制の力が、今は彼の「不誠実」を生み出したり、覆い隠したり

しているとすれば、ここでは人間の社会的「誠実」さと人間的「不誠実」さが表裏の関係を

なしているのではないだろうか。 

僕が「Ｑ氏という人間について誰かに説明しようとするたびに」「絶望的な無力感」を感

じたのは、僕自身がそれを明確に言語化できなかったということであろう。そして、プール

サイドでＱ氏との劇的な再会を経たのち、僕は彼との交友の一部始終を語り、その中で「欠

点のない人物」であったＱ氏が組織の歯車として生きている現実に直面させられたのであ

る。以上のようにみれば、僕がこの小説のタイトルを「駄目になった王国」とし、エピロー

グで「『立派な王国が色あせていくのは』とその記事は語っていた。『二流の共和国が崩壊す

る時よりずっと物哀しい』」と述べたのは、以上のような意味で理解できる。 

それでは、僕自身は、その物語に対してどのような地点に立っているのか。僕はこの物語
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のプロローグを次のように語り出している。 

 

 駄目になった王国の裏手にはきれいな小川が流れていた。とても綺麗な川で、魚なんかもいっぱい

住んでいる。藻もはえていて、魚たちはそれを食べて暮らしている。魚たちは王国が駄目になろうが

どうしようが関係ないと考えている。そりゃそうだ。魚にとっては王国だろうが共和国だろうが、そ

んなもの何の関係もないのだ。投票だってしないし、税金だって納めない。 

「そんなの俺たち関係ないもんね」と彼らは考えている。 

 僕は小川で足を洗った。小川の水は冷たくて、ちょっと足をつけていると赤くなった。小川からは

駄目になった王国の城壁と尖塔が見えた。尖塔にはまだ二色旗が立っていて、風にぱたぱたと揺れて

いた。川辺りを通る人々はみんなその旗を見た。そしてこう言った。 

「ほらごらん。あれが駄目になった王国の旗だよ」と。 

 

「駄目になった王国」が、Ｑ氏にまつわる出来事であるとすれば、その「裏手」を流れる

「きれいな小川」とその「川辺り」の道とは、語られた出来事（「駄目になった王国」）の外

部である。外部の目は、ここでは二つの視点として語られる。一つは「きれいな小川」に住

む「魚」の視点であり、もう一つは「川辺りを通る人々」の視点である。「人々」は歩きな

がら「駄目になった王国の城壁と尖塔」を見上げ、「尖塔にはまだ二色旗が立っていて、風

にぱたぱたと揺れていた」のを見て、「ほらごらん。あれが駄目になった王国の旗だよ」と

言う。これは、事象を自分の意識を通して対象化し、解釈、評価する人間の声であろう。 

それに対し、「魚」は「綺麗な川」にはえている「藻」を「食べて暮らして」おり、「投票

だってしないし、税金だって納めない」から、「王国が駄目になろうがどうしようが関係な

いと考えている」。「綺麗な川」の中は川辺の道よりさらに外部であり、そこに住む「魚」は、

人間世界からは超越した次元に生きており、そこは人間社会の価値基準、度量衡が通用しな

い世界である。僕は、その「きれいな小川」に足を浸け、足を洗いながら「魚」の声を聴く

一方で、人間の認識を通して世界を価値づける人の声も聴いている。これを要約すれば、僕

は、人間の価値観を超越した次元に足を浸しつつ、他方では人間の視点から事象を認識する

という複合的な地点に立っていることになる。「駄目になった王国」というファンタジック

で象徴的なタイトルとプロローグは、僕が語る出来事は人間世界の声と、人間の言葉が通用

しない超越的な外部の声が交錯する物語なのである。そのような角度からこの物語を見れ

ば、ここでＱ氏はどのように語られているのであろうか。 

 僕が物語った内容は、大学時代のＱ氏が「欠点のない人物」で、Ｑ氏との当時の交友が

「とても気持の良いつきあいだった」こと、十年を経て再会したＱ氏は温厚で誠実な物腰

は昔と変わらないが、現在の彼は中間管理職の地位にあって組織の歯車として生きている

ことである。「川辺りを通る人々」の視点から「駄目になった王国」の尖塔の「二色旗」

を見て、「ほらごらん。あれが駄目になった王国の旗だよ」という人々の声で語られてい

るのは、Ｑ氏への社会的評価である。 
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しかしここには、それと異なるもう一つの視点、つまり人間世界からは超越した「魚」の

視点がある。それは、人間が表現しようとしても言葉にできない次元であり、何か漠然とし

た予感としてしか感じられない何かである。僕の語りに即して言えば、それはＱ氏の表向き

の完璧さについて語りつつも、それと微妙に背馳する何かへの予感であり、「何か言い落と

したことがあるような気がするが、何にしてもたいしたことじゃない」と僕に言わせたもの

である。また、職責上は「Ｑ氏の責任」は問えないにもかかわらず、「霧のようにあたりに

漂った」という「不誠実な空気」の出所でもあろう。それは、彼の人間的魅力の源泉である

「誠実」と社会的存在である彼の「不誠実」が切り離せない所から出てきたものであり、極

めて深い人間的実質に根差しているだけに説明が難しいのだが、僕の心の奥底では、その問

題が喉に引っかかった魚の小骨のように気になっていたのではないだろうか。プロローグ

における小川の中の魚の視点とは、そのような次元における人間への感覚ではないかと思

われるのだが、次に、その点についてもう少し具体的に見てみたい。 

 

  ４ 人間のたましいについて 

 

河合隼雄氏は、人の「心の奥深くに存在していながら現代人がその存在に気づいていない

もの、あるいは、忘れ去っているもの」（37頁）を「たましい」と呼び、それについて次の

ように述べている3。氏によれば、「人間はこの世において、財産を作り、家族を作り、地位

を獲得し、いろいろなものもつくる」（39頁）が、たましいは社会的には「何の役にも立た

ないことでありながら、その人の存在を深みにおいて支えるものである」（39頁）。しかし、

現代社会ではたましいの重要性が忘れられ、たましいの汚れは非常に「程度のきついもの」

となり、「ソウル・メーキング（たましいの形成）」が重要な課題となって来ている。河合氏

は、たましいとは「我々が一生かけて作るものであり、不思議なことに、たましいを傷つけ

ることによって財産が作られたりすることもあり、それ（ソウル・メーキング：引用者）は

なかなか不思議で困難な仕事なのである」と言っている。また、たましいは「われわれの意

識をはるかに超えた存在であり、それは明確な言語によって定義できないが、われわれはそ

れについてのファンタジーを語ることによって、その一端を伝えることができる」というユ

ング派の分析家ジェームス・ヒルマンの言葉を引いている。（38頁）つまり、たましいは「フ

ァンタジーによってしか語れない」のだが、それは「ファンタジーを通して、我々に語りか

けてくる」のである（40 頁）。河合氏は以上のように「たましいの復権」の重要さを力説し

たうえで、現代の若者の直面する課題を次のように指摘している。 

 

若者たちはこの世において自分を確立していくために努力しなくてはならない。地位や財産や家族

 

3 河合隼雄『日本人とアイデンティティ―心理療法家の着想』（1984.8 創元社 本論への引用は、講談

社＋α文庫版 1995.1 による） 
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を作り上げることは、若者たちにとっての目標である。しかし、現代の大人が忘れ去っている、ソウ

ル・メーキングの仕事は、最もラディカルな形で若者たちに突き付けられてくるのである。現代の若

者たちにとって、いわば相反する仕事ともいうべきこの二つの課題は、彼らを二つに引き裂いてしま

う。（42 頁） 

 

たましいについての河合隼雄氏の説明を要約すれば、ほぼ次のようになろう。 

①たましいは人間の意識を超えており、言葉で定義することができない。 

②たましいは社会的に見れば無価値だが、「その人の存在を深みにおいて支えるもの」であ

る。 

③たましいは「ファンタジーによってしか語れない」と同時に、「ファンタジーを通して、

我々に語りかけてくる」。 

④たましいが忘れられ、汚されている現代社会では、ソウル・メーキングは重要な課題であ

る。 

⑤ソウル・メーキングは社会的価値形成と「相反する仕事」なので現代の若者を「二つに引

き裂いてしまう」。 

 

以上のようにみてくれば、「駄目になった王国」においてＱ氏が抱え込んでいた問題とは、

河合隼雄氏が指摘する①～⑤のたましいの問題そのものであるように思われる。そして、論

者にとってとりわけ興味深いのは、たましいの問題は直接的な言葉では語ることができず、

「ファンタジーによってしか語れない」という点である。「駄目になった王国」の語り手僕

が、「Ｑ氏という人間について誰かに説明しようとするたびに」、「いつも絶望的な無力感に

襲われ」たのは、僕が説明しようとしたものがＱ氏のたましいの問題であったからであろう

し、それにもかかわらず、僕が語らずにはいられなかったのは、それが「ファンタジー」に

よってしか語られ得ない問題であることを、作家の感覚として感じたからではないか。 

だが考えてみれば、人間が物語（小説）というジャンルを持っているのは、人間が「ファ

ンタジー」としてしか語りえない問題を抱えているからであろう。そもそも、現実の深部に

潜む問題を表現するには、一般的な現実理解と価値判断の次元にとどまるわけにはいかな

いのは当然である。つまり、人間の生の意味を根源的なところから問題にしようとすれば、

現実の次元を超えた視点を確保する必要があろうが、そこでは、言葉の意味は一般的な理解

を拒否され、理解不能なメッセージとして読者に届くことになろう。物語が、実際にはあり

もしない絵空事を語るのは、そういう形式を通してしか表現できないものがあるからにほ

かならない。 

この問題を、小説の語り手の側からいえばどうなるか。語り手にしても、彼は自分の位置

に立って自分の言葉で出来事を語るほかないのだが、そこで語られる言葉（声）は、語り手

の声とは異質な声、それに対立する他者の声と響きあい、交錯させられる。それは、語り手

の意識的統御に服さない声であるが、彼はそれを抑圧することなく聞き取り、それと対話し
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ていくことが求められる。もしそうでなければ、その小説の世界は単に語り手自身の思考や

理解を単線的に表現したものにすぎず、一個人の見方を超えた複合的な拡がりと深さを獲

得できないからである。語り手がどのように他者の声を聞き取り、自分の言葉と対話させる

かが、小説創作における非常に重要な方法的課題になってくるといえる。 

「駄目になった王国」の僕は、語り手として、Ｑ氏の温厚で人当たりの良い人柄や職業人

としての振舞について社会一般の見方から一部始終を語りつつ、他方でそのような見方か

らは捉え得ないものがＱ氏の中に潜んでいることをも語っていく。僕は、それが何であるか、

直接的な言葉で表現できないまま語り続けるのだが、物語を語り終えたのちに夕刊を見て

「駄目になった王国」という童話的なフレーズに出会った時、語り手としての自分の立ち位

置についての直感を得たのであろう。Ｑ氏の人物に潜められた問題とは、現代社会における

一般的な見方からは全く理解されないものであるにもかかわらず、深いところで人間のた

ましいに汚れや歪みをもたらし、人を「二つに引き裂いてしまう」、そういうものについて

の話であった。「駄目になった王国」とは、たましいを汚され、歪められた現代人そのもの

であり、Ｑ氏はそういう現代人の典型なのである。そういう次元における人間のありようを

表現するには、人間の社会的で一般的な声を、人間世界の外部である「奇麗な川」に住む「魚」

の声と対話させることが不可欠であろう。僕がこの物語のタイトルを「駄目になった王国」

として、プロローグで「王国」の「裏手」を流れる「きれいな小川」に住む「魚」の存在に

言及したことは、僕がファンタジーの機能について確かな直感をもっていることを示して

いるのではないだろうか。 

 

 

 


