
「黒つぐみ」再論

平　野　篤　司

1．語りの構造

論者は以前に、ローベルト・ムージル（1880－1942）の『生前の遺稿
集』1 に収められている「黒つぐみ」を論じたことがあるが、あえて再
び取り上げてみたいと思う2。この作品に対する捉え方は基本的に変わ
っていないと思うが、論としての深まりと形式上の改善をかねてから願
ってきたのである。

なぜこの作品を取り上げるかといえば、この小規模な短編作品におい
て作者ムージルの文学世界の特質が極めて鮮明に確認できるからであ
る。もちろん『特性のない男』を抜きにムージルを論じるわけにはいか
ないことは、当然であろうが、それはなにぶんにも大宇宙であり一挙に
捉えきるというわけにはいかない。それに比べれば、この小編は、小宇
宙の中にも大宇宙を確実に映し出す物語の原型が簡潔にも提示されてい
るのだといえよう。

この小説は、通常の物語とは異なる側面を持っている。確かに物語は
古風な幻想譚といっていいほどの趣を持っているが、それだけではなく、
物語論がそこには含まれているのだ。ここには物語を単なる物語に終わ
らせないムージル独特の文学世界の展開を見ることができるように思わ
れる。それはあえて言えば、物語批判の物語なのである。

それは、序論ともいうべき冒頭の一節において構造として明らかに提
示されている。いささか抽象的な記述がなされていることも、その構造
を支える前提の一部かもしれない。二人の男の存在が重要性を持ってい
るというのだが、かれらは、A1, A2と呼ばれるだけである。カフカに
おけるK.よりもその存在の具体性が強いわけでもなく、まさに記号その
ものである。Aとはおそらくアルファベットのはじめの文字Aではない
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だろうか。だが、まさにこのような抽象性こそがこの物語の語りの構造
性を際立たせるには、要請されたのではないかと思う。語りは、Aによ
って為されるといってもよいのだが、無媒介的にAとか、ましてや具体
的な人名で挙げることは適当ではなかったのだ。語り手として曖昧な主
体を立てるのではなく、その主体の存在そのものを疑問に付しているの
だと考えたい。その方法として展開されたのが、AをA1とA2に二分す
ることであったろう。語り手は、存在として、またその行為において相
対化されることになる。

この物語は、小品三作からなるがこれを語るのは実質的にA2である。
かえってA1の存在が問題的なものとなるほどである。なぜなら、A1は、
この物語において行動することもないし、発言することも三つの物語の
最後のところでA2にむけて一つ問いを発するぐらいしかないからであ
る。しかし、それでいてかれの存在感はかなり強いと思われる。ここに
こそA1の存在の理由があるといえるだろう。

かれの果たす役割は、A2と対話をしたり議論したりすることではな
いのだ。その点では、かれは聞き手に徹している。しかし、これこそい
かなるおしゃべりに勝るかれのかけがえのない役割なのだ。A2は語り
手であるが、物語の内部において聞き手を必要としているということだ。
A2は、世間的にはかなり精力的な現実家であるが、かれの遭遇した三
つの経験は自信家のかれをひどく動揺させ、深く震撼させるほどの不可
思議な出来事であった。これを語るには、かれ自身ひとりでは耐えられ
ないのである。語りの内容が現実的なものであれば、語りはかれひとり
で十分だったのだろう。それほど、出来事の表現が難しいということで
もある。われわれ読者は、この仕組によって物語の奥行きを知らされる
のである。しかし、これをレトリックあるいは演出などととるべきでは
ないであろう。

A1とA2は、少年時代からの親友ということになっている。だからと
いって壮年期の現在に至るまで仲がよかったというのではない。一卵性
双生児というわけではさらさらない。むしろ人となりや性格、気質、精
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神の志向性という点で、対極というべき二人である。
少年期において、二人は明瞭な対比のもとに紹介されている。学校付

属の教会堂のなかで一種の肝試しが行われたという。塔の内部の屋根の
足の幅しかない石の梁の上で逆立ちをするというアクロバットである。
これは、神への挑戦だと言われている。いかに自信と大胆さそして幸運
が必要とされることか。これには怖いもの知らずの少年たちでさえ敢え
て挑戦することは控えたとあるが、A1は、もちろん試みることさえし
ない。A2は、それをやってのけるのも当然であろう。かれこそまさに
この肝試しの考案者であったのだから。その際のかれの体の強さとしな
やかさは特筆されている。特に眼と歯にそれは著しいが、歯については、
「それは神秘の柔和さを期待させるよりは、疾駆する獣の輝きを思わせ
た」とある。A2は少年時代から抜きん出た精悍さを発揮していたので
ある。ここで、この一節に看過できない一文が挿入されていることに注
意を向けたい。

「A2は、A1とは逆である。このことがかれを語り手として紹介するの
にまさに役立つかもしれない。」（314）

A2は、精悍である。このような人のありようこそムージルの物語に
はふさわしい。物事を文学的に、ましてや神秘的に捉えるなどというこ
とはかれの生来の志向性にはなかったのである。これが作者ムージルの
原理の一つでもある。もちろんこの世界は一面的に単純ではない。この
くだりにもすでに「神への挑戦」、あるいは「神秘の柔和さ」というこ
とが言われていて、物語がただならぬ世界へと展開することを暗示する
のに十分である。

また、学生時代に二人とも、魂や神なしに人間を生理的あるいは経済
的な機械とみなす唯物論的な生の解釈に夢中になったことがあったと
いう。これは、この物語の時代背景を雄弁に語っている。旧来の精神
的宗教的な価値の内実は、かなり腐食してその実体を失ってしまって

5

「黒つぐみ」再論



いるのだ。

「というのも、このような哲学の魅惑は、その真実性にあるのではな
く、デモーニッシュな、悲観主義的な、戦慄を起こさせるほど知的な
性格にあるのだから。」

このような認識は、明瞭に20世紀を徴づけている。A2はまさに新し
い時代を精力的に生きていこうとするのである。

しかし、ことはそう単純ではない。なぜなら、この物語でA2が出会
うのは新しい時代の啓蒙主義が乗り越えたはずの神秘的な領域であるか
らだ。これは作者ムージルの定式化に従えば「精確さと神秘」あるいは
「明晰さと魂」という主題に行き着くはずである。

A2は、知力体力ともに優れ、森林業に携わる現実家であり、また大
きな損失や痛手を受けながらも仕事のためにロシアまで手を広げるとい
う行動家でもある。これに対してA1は、おそらく第一次大戦の直前で
あろう、労働運動に共感を寄せ、それに挺身するという夢想家である。
後に社会的な融和を説く新聞の編集者になったりしている。この二人は、
決してお互いを理解し認め合うというような間柄ではなかったのであ
る。「二人は、互いに軽蔑しあっていた」（314）とさえいうほどである。

しかし、この引用文のすぐあとに、二人は、「不可分」であったとい
う一語が置かれている。おそらく、表面上の対立にもかかわらず、そし
てひょっとしたらそれゆえにこそ、意識の届かぬ深いところでこの二人
は、互いの存在を必要としていたのである。だからこそ、戦後この二人
が再会した時、「まるで、友人の前で思い出の詰まった袋をぶちまけて
空の麻袋をもってまた出かけていくかのように、以下のことをA2は物
語ったのである。」（314）A2は聞き手を必要としていたのだ。だが、そ
れは誰でもよかったというわけではないであろう。それは、親友であり、
しかも自分の対蹠的な存在でなければならなかったのである。真の聞き
手とはおそらくこういう存在のことであろう。
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それでは、A1の聞き手としての役割は、いったい何のために設定さ
れているのであろうか。なんといっても、「A1の答えることはあまり重
要ではない。かれらの話はまるで自己対話として語ることもありえるの
だから。」（314）それは、A2が自分の語りを確認するためであろう。語
るA2も始めから自分の物語の真実性を完全に信じきっているわけでは
ない。まさに語りというプロセスにおいて、自己確認を行うこと、物語
の世界の真実性を徐々に認識することが課題なのだ。

前に、作品における物語批判の要素について触れたが、それは語りの
重層化によって、安易な物語を許さないということでもある。ここには
旧来の物語を超えて、新たな認識を獲得するための試行錯誤的な挑戦の
姿勢が確認できるのである。このことは、ムージルが主張するエッセイ
の精神と形式にもつながるはずである。

このような聞き手のあり方に近い存在をほかに求めるとするなら
ば、トーマス・マンの『ファウスト博士』の語り手ツアイトブロー
ムはどうだろうか。20世紀前半のドイツ史の破局を語るにあたって、
トーマス・マンは主人公アドリアン・レバーキューンの親友を呼び
出さずにはいられなかったのだ。それほど語られる事柄が尋常では
なかったということだ。

しかし、ツアイトブロームは饒舌といってよいほどよく語るが、ムー
ジルのA1は、少なくともこの物語においては無言に近いほど寡黙であ
る。そもそも『黒つぐみ』における語り手はA2なのである。原理的に
は自分との対話という形でも展開できたこの物語は、A1という聞き手
を得ることによって、A2という存在を構造的に、また形式的に明確化
することに成功している。A2だけでは物語は豊穣に展開し得なかった
であろう。それは、場合によっては、かれの幻想や妄想で終わってしま
ったかもしれないのである。

A1とA2は、二人で一つの物語を展開したとも言えよう。このような
世界では、語り手と聞き手がそれぞれ別の人格であるというよりも同一
の人格と見たほうが適切なのではないか。その意味では、かれは分裂し
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ている。だが、20世紀に入り、人間の同一性はどれほど確実に維持され
たであろうか。すでにこの物語の冒頭でムージルは実に冷厳な認識を示
している。自分の幼い頃の写真を見て、「この小さな、愚かしい、私じ
みた汚らわしいものを愛せるなどとは根本において言えるわけはないの
だ。」（313）かれに言わせれば、人は自分の成長段階のそれぞれの姿に
「私」という代名詞で呼びかけているに過ぎない。この認識をさらに長
い射程距離のもとで展開させたのが、巨編『特性のない男』であろう。
特性は抽象概念であって人そのものは絶えず変化しているのである。仮
に「私」という言葉で多様に変化する自分の同一性を繕っているという
のが現実であろう。

ここでのムージルは、酷薄といってもよいほど冷静である。自らの過
去のイメージを後生大事に暖めて悦に入るということほどかれの気質に
反することはない。それくらいなら、過去の、あるいは現在の自分を脱
ぎ捨てて、新しい世界を開拓することであろう。新しい認識ほど魅力的
なものはないからである。

A1を目の前に自分を語るA2は、その語りの構造によって自らの重層
的なありようを認識することになるのである。このことは、具体的な形
でA2の姿勢そのものに現れている。

「（自己対話そのものよりも）正確に描写できればという前提があるの
だが、その時A2がどんな様子であったかということのほうが重要な
のだ。というのも、この直接的な印象こそかれの言葉の意味にとって
完全に欠落させてよいものではないからだ。」（314）

ここには、身体性と形象性が深くかかわっていると言わなければなら
ない。問題は、発せられる言葉の意味だけにあるのではない。それを支
える基盤が問われているのである。ムージルの人の捉えかたには、この
ような人の全体性に対する眺望が重要な要素として存在する。言葉はそ
こで意味的なつながりを論理的に追求するだけではなく、比喩としての
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広がりを展開していく。

「手っ取り早く言えば、かれの姿は、やわらかな先端を下にして壁に
立てかけた、鋭く強靭な細身の騎馬用鞭を思わせるものであり、なか
ば体を立て、またなかば崩折れた姿勢にあって安らぎを感じているよ
うであった。」（315）

ここに現れている強靭さと柔和さには十分注意を払っておこうと思
う。なぜならこれは、ムージルの基本姿勢、すなわち能動性と受動性の
一体のありようを示すものだからだ。

2．第１話

20世紀の生活のありようなのだろう。きわめて規格化されたベルリン
の住居がシニカルに、しかし動かしがたい現実として紹介される。都市
生活の場である。このような時代に人の自由は、時と場所を選ぶ以外に
はないのだという。住まいがこれほど画一化されれば誰でも同じ千篇一
律の生活を営む以外にないということだ。近代都市文明が生み出したこ
の規則性と量とにA2は砂漠あるいは海のイメージをもつ。ただあきれ
果てるだけだ。

ところがこうしたなかで、A2はいつになく何度も両親のことを思っ
たというのである。そして、突然脳裏を掠めたのが、「両親がお前に命
を授けたのだ」という一文である。このような偽善的な言い回しに対し
ては、反感こそ持つことはあってもまともに取り上げてみることさえ愚
かしいことであった。彼の人生観としては、ちょうど住まいを入手する
のと同じように人生を自分の手で買ったり、借りたりするものととらえ
てきた。意気軒昂なときには、自力でつくりだしたのだと思うとき
もあった。ところが、不規則性と計り知れぬものを内包するこの一
文が自分をとらえてしまったのだ。望むと望まぬとに関わらず、何
か自分に贈られたものが存在するということが、しかもそれがあら
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ゆるものの基盤をなしているのだということは、奇異な、神秘的な
ことと思われたとある。

きわめて能動的で精悍な現実家が突然受動の世界へと拉致されようと
しているのである。神秘の出来事を受け入れるのに備えは用意されてし
まっていたのである。このような矢先起こった出来事が第一の物語を成
している。

この夜はほかの日と同じように始まった。まさにここにこそ驚異が起
こる下地がある。特別な時空があるのではなく、出来事を受け入れる器
こそその晩を特別なものとするのである。ほかの晩との違いは、本など
ベッドに持ち込まなかったことぐらいだとあるが、実はそのようなこと
はそれなりに意味のあることだったと言えよう。A2は感覚を全面的に
開放したままで、あるいはこうも言えようか、感覚に身を委ねるように
して眠りに入ろうとしていた。起きているのか眠っているのかもはや定
かではなかったという境位である。

そんな折、何かが近づいてきてかれを起こした。それは音とともに、
またかなり鮮明な映像を伴って光としてかれを襲った。ほとんど禍々し
いほどである。そのときの感触は、奇怪である。「いまや私は、魔法に
かけられた状態にあることを感じた。」（316）「目覚めてはいたが、昼間
のそれとは異なっていた。」おそらく夢の中の情景ではないのだ。かと
いって通常の昼間の目覚めでもない。これは、ムージルの用語「別の状
態」を強く連想させる。このような日常の時空の裂け目からある特別な
ものが顕現するということである。

「いまや、普段は決して起こらないことがどうして起こらないことが
あろうか。あそこで啼いているのは、ナイチンゲールだ。」（317）

この時のA2の状態には注目すべきであろう。

「あたかも何かが私をひっくり返し、私自身もはや立像ではなく、な
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にやら陥没したものであった。」（317）

まるで鋳型のような形状ではないだろうか。これは、完全な受容体で
あると思われる。能動の立像が受動の型へと変えられてしまったのだ。

「周囲の部屋も昼間の素材とはいえない物、黒々と透明で、黒く隅々
まで感じられる素材で構成されているのだが、ほかならぬかれ自身も
それから成り立っていたのである。時間も熱を帯び、刻々急速に脈打
つように流れていた。」（317）

このような状態の変化のなかで、かれはそれまでの生活圏に留まるこ
とができないことを覚る。じっさいかれは妻、家、町などさまざまな日
常のものに別れを告げ、薄明のなかナイチンゲールの姿を追っていこう
とするのである。

だが、鳥は鳴きやみ、姿を消してしまう。一瞬の出来事だったのだ。
ナイチンゲールに見捨てられ、さらに、この鳥がナイチンゲールなどで
はなく、日常いくらでも眼にすることが出来る黒つぐみであることに思
い至ったときの落胆はいかばかりであったろうか。

ところが、真の感動は、ここから始まるといってよい。

「それが本当にありふれた黒つぐみに過ぎないからといって、何のこ
とがあろう。いやむしろ逆なのだ。それがごくありふれた黒つぐみで
あったことこそ、私をこんなに狂喜させたのである。これのほうがず
っと意義深いことだ。」（317）

日常の一齣を自分にとってかけがえのない体験へと変えるもの、それ
は、なにはともあれ受容体の姿勢である。特別なものが特別な経験をも
たらしたのではなく、ごくありふれたものこそそれを可能としたという
ことは、人の可能性を考える上で確かに意義深いのである。ここで論者
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は、ホーフマンスタールの「チャンドス卿の手紙」を想起する。それは、
うち捨てられた如雨露や水澄ましのような小さな虫をみて感動し涙を浮
かべるチャンドス卿のことである。言語から見放された詩人の再起は、
些細な日常の一齣を手がかりとする。その時詩人の内部は受容体として
十分に豊かである。
それにしてもA2の自己認識は、冷静にして沈着である。

「ぼくは思い出すのだが、自分が醒めているのを自分で確認するため、
歩く道を相手に悪態をつく酔っ払いのようだった。」

このものの言い方は、実に慎重である。酔っていることを否定してい
るのではないが、かといって醒めていないというわけでもないのだ。ま
さに自己確認が出来るかどうかが問われているのである。そのためには、
この話を聴いてくれる外部者を必要とする。

「ぼくは君を解放してやるつもりはない。ぼくが君に自分の話をする
のは、それが本当かどうかを知るためなのだ。…（中略）…もしぼく
が自分自身を相手にそれについて話をする自分の声音を聞いたとした
ら、ありていに言って、さぞかしぞっとしただろうね。」（318）

A2は、一旦入ってしまった異界から引き返そうと思ってはいない。
しかし、かといってそのまま一人で悦に入っているほど素朴ではないの
だ。ムージルの用語で言えば、現実感覚のもとに、可能性感覚の世界の
真実性を確証したいのだ。だから、A2は次のように言って憚らない。

「ぼくの理性が君の明晰さに少しも負けはしないことを、しっかり確
認してくれ。」（318）

ここでA2がいう自分の理性というのは、もちろん現実感覚のもとに
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ある。もしそれでも負けないというのなら、この神秘の世界は確かだと
言うしかない。

3．第２話

今度は、それから二年後、第一次大戦中、場所は南チロル、北イタリ
ア戦線での戦役の最中の出来事である。A2は、オーストリア軍の兵士
として前線に送られていたのであろう。じっさい生々しい戦場の場面が
かなり即物的に描写されている。ムージルは、ロマン主義的あるいは神
秘的なものの扱いは得意とするところだが、現実的なものを扱う即物的
な描写もそれに劣らない。

煙や土や金属、それに血の匂いが絶えず漂っているようなかなり殺伐
とした場面が繰り広げられている。しかし、そのなかにあって山並みの
景色に目が注がれるときなど、時折超現実的とも思えるような美的感興
に襲われている。

「夜、星はみな大きく、金紙を打ち抜いたように、捏ね粉を焼いたよ
うにつやつや煌いていた。空は夜なのに青かった。薄い少女のような
三日月が、全き銀色か全き金色に輝いて山並みの背の真ん中に懸かっ
ており、歓喜のなかを漂っていた。」（319）

前線の兵士の受け止め方としてはどうなのかと問うまでもなく、ムー
ジルの世界ではこれが自然なのである。かれはありきたりの世界の図柄
で満足するようなことはないのだ。もちろんA2には、罪の意識はいざ
知らず、現実世界を逸脱しかけているという感慨はあったであろう。

「安全が保証された生活には、こんな素晴らしいものは存在しない。」
（319）

死の近くにいるという認識も明確にある。死が「悠然ととまっている
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くちばしの鋭い鳥で、魔法にかかったように多彩で、また黒い」とある
のも第一話の黒つぐみへと連想をいざなわれるところである。また戦闘
機が飛び交い、榴散弾が落とされるといった戦場における独特な静けさ
も強調されている。「この瞬間に必要なのはモーツアルトの音楽くらい
である。」という感慨さえ生じている。

そんな折、飛来してきたのが飛矢である。これは鉄の細い棒を束ねて作
られた武器で、頭に当たれば体を貫通して足裏から抜けていくと言う。こ
れが、A2にとっては最初の飛矢であった。これが当たったと感じたのだ。
もしそのとおりならば、絶体絶命である。そのときのかれの感触がかなり
奇妙である。恐ろしさではなく、これまでに予期したこともない幸福感だ
と言う。飛矢は音を立てて襲来するのだが、かれはそれを繊細な歌として
受け止めている。しかもそれを聞いたのはかれだけだということだ。

「その瞬間それに向かってぼくのなかから湧き出るものがあった。そ
れは命の輝きであった。それは上から迫ってくる死の輝きのように限
りないものであった。」（321）

この飛矢が神の臨在を告げるものだというのだからことは尋常ではな
い。夢か幻覚と言われれば、それを否定することは難しいだろう。A2

は、弁解するように言う。

「ぼくは自分のことを即物的に覚めた目で表現したのだという確信が
ある。もちろん、それがある程度までは夢じみたものの中であったこ
とはわかっているのだが。」（322）

かれは自分の話が作り物ではなく、わが身に起こったことだと言いた
いのである。ある仲間の兵士が自分に向かって、飛矢だと言ったときに、
熱烈な感謝の念に満たされたと言う。
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「誰かが、神がぼくの体に入り込んだと言っても、笑いはしなかった
であろう。」

死と牧歌が残酷にも甘美に絡み合う風景は一転して、神の顕現と信仰
の奇跡譚へと変じている。A2の話を信じるかどうかは、ここでもやは
りA2の真摯かつ慎重な物言いと能動的かつ受動的な姿勢、そして何よ
りもA1という聞き手の存在にかかっていると言えるだろう。

4．第３話

第三の物語の冒頭でも、A2は、自分の話に対して不確かさが強くな
ってきたようである。ここでも、それゆえにこそ語ることに細心の注意
を払うのである。

「自分で語るのを聴いて確かめるべく集中するのが、その様子から窺
えた。」（322）

やはりこの意味でもA1の存在は大きいと言わねばならぬ。
さて、第一話にも両親のことが出てきたが、第三の話は母親に深く関

わっている。母親との関係は冷淡とは言えないが、かなり醒めたもので
あった。そもそも、A2は過去を乗り越える生き方を積極的に選んでき
たのである。自分自身に対しての感じ方も同様である。幼い頃の写真を
眺めて幼時を懐かしがるなどということは、かれの好むところではない。
さまざまな思い出に浸ることを自分を貯めこむ貯金箱と呼ぶほどであっ
て、自分というものが絶えず変化しているというのがかれ自身の自己同
一性をあらわすといってもよい。かれが第二の出来事があってから程な
くして、仕事に躓き鬱々としていた頃、それまで久しく近寄りもしなか
った実家に立ち寄ってみたのだが、急に母親の容態が悪くなり、ついに
はあっけなく死んでしまう。父親もその後を追うように相次いで亡くな
る。

15

「黒つぐみ」再論



その両親の後始末をするために実家に滞在しているうちに、かれは子
供に戻ってしまったようなのだ。じっさい、あらゆる設えが三十数年と
いう年月の経過を反映して古びてはいるが、自分の子供時代の筆跡を見
出すに到って、天地がひっくり返ったような驚愕に襲われる。子供の頃
に使っていた机を前に子供用の椅子に腰掛けてみると、足が床に届かな
かったという。まるで時空のうちを漂っているかのようだ。大人は、こ
れも慣れではあるのだが、地に足をつけているから一応の安定を確保す
ることは出来る。子供を取り巻く世界に確固とした拠り所はないのだ。
A2は、この時子供に返ってしまったと言えよう。
このような折も折り、第1話で出現した黒つぐみがやってきたのだ。

「真夜中過ぎのこと、えもいわれぬ素晴らしい歌に目を覚まさせられ
た。すぐには起きることなく、眠りの中でひとしきりそれに耳を傾け
ていた。それはナイチンゲールの歌だった。… 眼を見開いたまま眠
り始めた。その時思い至った。ここにナイチンゲールなんかいるわけ
はない。黒つぐみなんだと。」（326）

これは、明らかに第1話につながる話だ。しかし、A2は、繰り返しで
はなく、新たな体験だと言う。事実そうでなくては、第3話の存在理由
はない。かれは、いかなる躊躇もなく、断言している。

「開いた窓のところに、本当に黒い鳥がいたのだよ。ぼくがここにい
るように、そいつはそこにいたのだ。」（326）
こんどは、出来事はそれだけには終わらない。その鳥がＡ2に話しか
けるのだ。

「私はあなたの黒つぐみ。私のことがわかる？」（326）

子供のときに同じような経験があったのだ。鳥がA2のいる部屋に飛
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来したので、鳥籠を用意したのだが、その必要もなかったかのように、
おとなしくその部屋を出たり入ったりしていた。そのうち姿を消してし
まったというのだ。少年時代のその鳥がいま目の前にいるというわけだ。
さらには、つぎのような鳥の語りかけも聞き取る。

「私はあなたのお母さんなのよ。」（326）

その鳥が昔の鳥と同じものかどうかと言うような詮索をしてみようと
は思いもつかなかった。A2はつぎのように語るだけである。

「ぼくが君に言えるのは、これだけだ。この黒つぐみが来て以来、ぼ
くはこれまでの人生でこんな善人であったためしはない。もっとも、
善人が何であるのかおそらく君に説明することは出来ないのだが。」
（327）

ほとんど陶酔に近い幸福感を味わっていると言えるだろう。これにつ
いては、A2はA1に向かって、自分は夢を見ていたのかもしれないとは
認めている。だが、鳥の存在は確かだといって譲らない。それが事実で
あれば、A2の内的な経験も含めて、事実そうであったのだろうと推量
しないわけには行かない。

これは、たとえばメールヘンを読むときの受け手の認識上の心的機制
に通じるものであるだろう。不思議な魔法童話でも、カフカのような幻
想譚でもその前提を受け入れることなくその世界を旅することは出来な
いのである。逆にその前提が踏まえられれば、いくら非現実的神秘的な
話であっても、豊かな奥行きと感銘を与えることがあるのだ。

A2の語りを支えているのは、前述のようにかれ自身の慎重な語りと
聴き手A1の存在である。A2の物語が終わると、それを聴いていたA1は、
慎重に確かめるように、A2に問うている。
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「君はこれらの話がすべて共通するある一つの意味を持っていること
を言おうしているのだろうか。」

それに対して、A2はきっぱりと否定してつぎのように語るのだ。

「とんでもない。すべてはまさにこのように起こったのだ。もし、そ
の意味をぼくが知っていたら君を相手にわざわざ語るには及ばなかっ
たろう。」（327）

人は、なにやらはぐらかされたという気になるだろうか。しかし、
A2は真摯に誠実に語っているのだ。取り留めのなさは、否定しがたい。
だが、これはかれの語りの試行錯誤を含むプロセスのもたらす感触だ。
かれの自分の語りについての不確かさ、これも確かにある。しかし、ま
さにそれゆえにかれの語りは推進力をもつ。かれの目指すところは、お
そらく真実なのである。だが、それはこのように現実の破れ目からほん
のわずか窺われるものに過ぎないのかもしれない。

19世紀的な物語とは異なる新しい語りの形がこのささやかな物語「黒
つぐみ」にも見てとれるであろう。物語批判ともいえる物語、それは安
易な解釈を退ける物語であり、解釈や帰結点を提示するのではなく、世
界のありようを重層的に、また残酷に開いてしまうのである。これもわ
れわれの世界を豊かにしてくれるはずである。

1 Aus dem Nachlass zu Lebzeiten 1936 Reinbek bei Hamburg 本論は1975年刊の再版の
テキストに依拠している。引用箇所は、括弧内の数字によって同書のページを指
示している。

2 平野篤司「批評としての文学作品　―ローベルト・ムシルの『黒つぐみ』―」
（「東京外国語大学論集33」1983年)
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