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物語の共有
－ラフィク・シャミの『夜の語り部』について－

Wie man gemeinsam erzählen und zuhören kann

— Über Rafik Schamis „Erzähler der Nacht“—

永盛 鷹司
Yoji NAGAMORI

1. はじめに
人間は，他人とかかわり生きていく中で，物語を語る。ここでの物語とは，

文学作品のようなフィクションの物語にとどまらない。例えば，歴史認識，同
朋意識，行動規範などといったものも，社会の中で人から人へと語られること
で伝えられ，共有される。また，自分の経験した出来事や考えを言葉で，すな
わち物語の形で他者に伝えるということを，人間は生活する中で多かれ少なか
れ行っている。他者に何かを言葉で伝えるということ，それは言葉によって経
験や認識を組織化するということである。1 「生まれつき物語る衝動」2 が存在し，
「物語とは私たちの心の働き」3 であるならば，それはまさに人間存在の基盤を
なすものだと言えよう。
本稿で取り上げるラフィク・シャミの『夜の語り部』（1989年）4 は，その

タイトルにも明示されているように，まさにこの，物語を語るという行為をテ
ーマとした作品である。一方で，語ることについての物語は，同時に聞くこと
についての物語でもあり，この作品は語ることよりもむしろ「聞くことの重要
性」こそをテーマにしているという指摘がある。5 物語は，聞き手が存在するこ

1 磯谷孝「物語におけるヴィジョンと記憶 「一大同時空」の意識と思想について」日本記号学会編『語
り文化のナラトロジー』東海大学出版会，1986年，14頁参照。

2 ヘイドン・ホワイト，「歴史における物語性の価値」W.J.T.ミッチェル編，海老根宏他訳『物語に
ついて』平凡社，1987年，17頁。

3 磯谷，上掲書，14頁。
4 Schami, Rafik: Erzähler der Nacht. Weinheim: Beltz&Gelberg, 2006. 本稿において同書から引
用する際には，本文の引用箇所に続けて括弧を付して，頁数を示す。また日本語訳については以下
を適宜参照した。『夜の語り部』松永美穂訳，西村書店，1996年。
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とによって初めて成立し，意味をなすのであって，「聞かれることのない言葉，
聞き手のいない物語は，生を得ることがない」6 からである。事実，シャミ自身
が，作品中で語られる「人の言うことに耳を貸さなかった王様についての物
語」7 について，この王様の悲劇を「聞くということを擁護するために書いた」8 

と述べている。また，アメリカ帰りの登場人物が，英語を習得してからも，周
囲の先入観や偏見ゆえに，誰も彼の話に真面目に耳を傾けなかったという経験
について語る場面がある。この語り手の経験は，シリア出身でありながら，ド
イツ在住のドイツ語作家として執筆活動を行うという，作者シャミ自身の状況
とも重なる。従って，語り手がアメリカで抱えていた問題はそのまま，ある社
会における言語的マジョリティとマイノリティの関係性に還元されうる。9 すな
わち，この作中の物語は，マイノリティの語りに対して，マジョリティはどれ
だけ真摯に耳を傾けているのか，という問いを投げかけているのだ。
「聞き手」の問題は，作品中でも比較的はっきりと提起されているので，以

上のような指摘に疑問を抱く余地はほとんどない。しかし，上述の「聞く耳を
持たない王様の話」や，アメリカ帰りの登場人物の経験談は，『夜の語り部』
の一部にすぎない。『夜の語り部』は，登場人物によって語られるいくつかの
短い物語が大部分を占めている。その1つ1つは内容も形式もそれぞれ異なって
いて，それぞれに個別のテーマ，問題意識が織り込まれている。しかし，同時
にこの作品は，個々の物語が独立している短編集もしくはメルヒェン集といっ
た類のものではない。個々の小さな物語の外枠には，それら全てをつなぐ，1つ
の物語があるのだ。その外枠の物語は，登場人物たちが物語を語り合い，聞き
合うこと，すなわち，物語を共有することによって進んでいく。しかしこの作
品の登場人物たちは，それぞれ，さまざまな理由で，互いに物語を共有すると
いうことが始めは困難だったのである。そのような状態から，意図的に，物語
を共有する場を作り出し，維持していくプロセスが，この作品には描かれてい
るのだ。本稿ではそのような，この作品の外枠の物語を主に見ていくことで，
『夜の語り部』という1つの作品全体が，物語を語るという行為，物語を聞くと
いう行為に関して，どのような提案を行っているのかということを考察する。

5 浜崎桂子「異邦人による物語―ラフィク・シャミ試論」『研究年報』Vol.45，学習院大学文学部，
1998年，149-165頁所収，158-159頁参照。

6 浜崎，上掲書，158頁。
7 浜崎，上掲書，158頁参照。
8 Schami, Rafik: Damals dort und heute hier. Über Fremdsein. Freiburg im Brisgau: Herder, 

1998, S.80.
9 浜崎，上掲書，155，157頁参照。
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10 浜崎，上掲書，158頁。

既に述べたように，物語を語るという行為，また，それと「コインの表と
裏」10 のような関係にある物語を聞くという行為を，誰もが少なからず行って
いる。しかしそのような行為は自明のものではなく，それを行うことができる
ための条件や，そのために必要な環境が存在する。すなわち，物語が共有され
る場を作ることが必要なのである。そしてその物語が共有される場は，実際に
は非常に精緻なバランスの上に成り立っているということを，『夜の語り部』
は浮き彫りにしている。それと同時に，物語が共有される場とはどのようにし
て，何が条件で作られるのか，それはどのように維持され，どのような点でそ
の場外と異なるのかということをこの作品は示している。
本稿ではまず，『夜の語り部』の概略を見た上で，その語りの特徴から，こ

の作品全体がいかにして物語が共有されるという行為そのもの，あるいはそれ
が行われる場に焦点を当てているのかを見ていく。次に，作品中で物語が共有
される場を作ることになる主要な登場人物たちについて，なぜ彼らは初め，互
いに物語を共有することができずにいたのか，そして親しい間柄であった彼ら
が，共通の場を持つことができずにいたのはなぜだったのかということを考察
する。続いて，この作品の登場人物たちが，どのようにして物語が共有される
場を形成するに至ったのかを見ていく。それによって，物語が共有される場が
有する，その外部とは異なる枠組みがいかなるものであるかを考察したい。さ
らに，登場人物たちによって作られた，物語が共有される場を，彼らがどのよ
うに維持していくのかを考察する。物語が共有される場は，作ったからといっ
て無条件に持続するものではない。作品中では，物語が共有される場が崩れて
しまいそうになる場面がいくつか見られるが，そのような状況の原因を詳しく
見ることで，物語が共有される場が維持されるための条件が示されるだろう。
その条件こそが，物語が共有されるために最も必要なものなのである。続いて，
作品中の7夜目，すなわち最後の夜に突如として浮上する，物語が共有される場
とは誰のものか，という問題について考察する。この作品では7夜にわたって物
語が共有される。物語が共有される場は，6夜目までは危うい場面もありながら
も，なんとか維持できているように見えるし，そこにいる登場人物たち自身も
そう思い込んでいる。しかし7夜目に，突如として外部の者が現れる。そこで，
彼らが作り，維持してきたこの場は誰のものなのかという問題が生じる。この
外部の者の受け入れを巡る彼らの議論や，その帰結を分析すると，ここで作ら
れ維持されてきた，物語が共有される場とは，決してそれを作り出した登場人
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物たちのみに属する閉鎖的なものではなく，日常においては語りという行為に
関して彼らと接点を持つことができない外部の者に対しても，開かれることが
できる場であるという可能性が示される。最後に，この作品に描かれた，物語
が共有される場の成立プロセスが，普遍的意味を持ち得るのかを論じ，本稿を
締めくくりたい。

2. 作品の構造と特徴
『夜の語り部』のあらすじは以下のようなものである。1950年代のシリアの

ダマスカスに住むサリムじいさんは，物語を語るのが大変うまく，「町一番の
語り部」(6)であった。しかしある晩，突然話すことができなくなってしまう。
その際現れた物語の精は，3ヶ月のうちに7つの贈り物を得ることができたなら，
サリムは声を取り戻せるだろうと言う。サリムの7人の友人たちは，料理，お酒，
旅行など，いくつかの贈り物を試みるが，どれも失敗に終わる。3カ月の期限が
残りわずかとなったときに彼らは，7つの贈り物とは7つの物語のことではない
かと思い至り，毎晩1人ずつ，物語を語って聞かせることにする。
この作品は，物語中の登場人物がさらにいくつかの物語を語っていくという，

いわゆる枠物語という構造をとっている。物語が入れ子状になっているこの構
造そのものは，決して珍しいものではなく，世界の物語文学において伝統的に
用いられてきた形式である。例えば『カンタベリー物語』や『デカメロン』な
どがそのような形式であるし，もっとも有名な例はまさにシャミが生まれた文
化圏に起源を持つ『千夜一夜物語』であろう。シャミ自身も，幼少期に『千夜
一夜物語』に親しんだというから11，そこから大いに影響を受けていると言える。
しかし，『夜の語り部』を単なる『千夜一夜物語』の模倣，あるいはその現

代への移植ととらえる12 のは，いささか不適当であると言わざるを得ない。両
者は物語の内容もさることながら，その語り方の特徴が大きく異なっており，
その違いから，物語全体においてフォーカスされている対象も異なっていると

11 Vgl. Wild, Bettina: Rafik Schami. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006, S.36-38.
12 この作品に限らず，シャミのメルヒェン風の作品紹介には，しばしば枕詞のように「アラビアンナ
イト」を意識した表現が使われる。『夜の語り部』の日本語版訳者あとがきにおいても，「アラビア
ンナイトの語り手シエラザードのごとく」（「訳者あとがき」松永訳，上掲書，317頁）と記されて
いる。また，『千夜一夜物語』を思わせるシャミの作風は，オリエンタリズム，エキゾティズムの
再現だという批判も見られる（Vgl. Wild, S.112. Vgl. Al-Slaiman, Mustafa: Autor/innen aus 

dem arabischen Kulturraum. In: Chiellino, Carmine(Hrsg.), Interkulturelle Literatur in 

Deutschland. Stuttgart: Metzler, 2007, S.237-238.）。しかしシャミはこのような指摘を明確に否
定している (Vgl. Schami(1998), S.77)。
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いうことがわかる。
『千夜一夜物語』の外枠の物語は，シャーリヤル王にシャーラザッドが毎晩

物語を語っていく，というものである。13 この外枠の物語にも語り手がいて，
それは冒頭の地の文にあたる。『千夜一夜物語』の全ての物語や台詞は，実際
にはこの外枠の物語の語り手の口から語られているはずであるが，シャーラザ
ッドが語り始めると，外枠の物語の語り手はその存在をほとんど消してしまい，
シャーラザッドの台詞が本来の地の文と同化してしまうのである。これは，物
語そのものの語りの視点がシャーラザッドの視点と同じになるということであ
り，シャーラザッドが語っている間は，その語られている物語世界の内部のみ
に焦点があてられる。外枠の物語の語り手は，章立ての区切りをつけるために
時折再登場するにすぎない。14 その際「あとの話を聞いてしまうまで，断じて
この女を殺すまい」15 というような王の感想を簡単に付け加えることはあるも
のの，それも物語が次の夜も続くという事実を示しているだけであり，実際に
シャーラザッドが語っている最中に王がどんな様子で聞いていたのか，どんな
反応を示したのか，何を考えどのようなコメントをしたのかほとんど描写され
ない。シャーラザッドが物語を語っている間は，その物語の内容のみがフォー
カスされ，その他の要素，すなわち聞き手であるシャーリヤル王や，地の文の
語り手の存在は見えなくなってしまう。
それに対して『夜の語り部』では，地の文の存在が消えることはなく，登場

人物達によって語られる個々の小さな物語の間にも，読者は常に外枠の物語を
意識させられる。この作品の外枠の物語は，声を失ったサリムのために7人の友
人たちがそれぞれ物語を語り，最後にはサリムは声を取り戻す，というもので
ある。この外枠の物語の語り手，すなわち地の文の語り手とは，この作品の冒
頭と最終章においては「ぼく」と名乗る，子ども時代にサリムの近所に住んで
いて「サリムと友達だった」(268)という人物である。この語り手が「ぼく」と
いう1人称の視点で，物語世界内に存在する人格を持った登場人物として語るの
は，冒頭の2章までと最後の章のみだが，それでもこの作品では，全体を通して
この語り手の存在が消えてしまうことはない。というのは，本来の地の文と同
化してしまうシャーラザッドの語りと違って，サリムの7人の友人たちが物語を

13 『千夜一夜物語』中の人物名の表記については，大場正史訳『バートン版千夜一夜物語』（全 11巻），
筑摩書房，2003-2004年，の表記を採用した。

14 その一例は「シャーラザッドは夜がしらじらと明けてきたのを知って，許された物語をやめた。」
大場訳，上掲書，1巻，99頁。

15 上掲書，1巻，99頁。
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語っている際にも，外枠の地の文は存在しているからである。7人の友人たちの
語りは，それぞれの台詞として鍵括弧付きで表されている。それと併存する形
で，聞き手である他の登場人物の相槌，コメント，横やりなどもそれぞれの台
詞としてそのつど描写されているし，話すことのできなくなったサリムの表情
やしぐさも，地の文によって逐一報告されている。こうした表現方法により読
者には，常に相対化された語り手と聞き手の姿が眼前に示されることになる。
すなわち，『夜の語り部』においてフォーカスされているのは，個々の物語の
内容だけではなく，その物語が語られ，聞かれている場全体なのである。
しかし，この作品が焦点を当てている，物語が語られ，聞かれる場，すなわ

ち，物語が共有される場は，この作品において始めから存在しているわけでは
ない。サリムの失われた声を取り戻すために7人の友人たちが意図的に動かなけ
れば，決して成立しえなかったのである。なぜなら彼らは，日常においてさま
ざまな理由から物語を共有するということについて困難を抱えていたからであ
る。次章では，彼らの状況を詳しく見ていくことで，彼らはなぜ物語を共有す
ることができなかったのか，なぜそのための場を作ることができなかったのか
を考察する。

3. それぞれが抱えた困難
『夜の語り部』の中で，それぞれの物語の語り手となるサリムの7人の友人

たちは，職業，性格，その歩んできた人生などがさまざまである。しかし，彼
らには1つの共通点がある。失われてしまったサリムの声を取り戻すために彼ら
が，物語が共有される場を形成する以前，すなわち日常において彼らは，何ら
かの形で，語ることと聞くことについて困難に感じる経験をしている。以下，
それぞれの登場人物がどのような状況にあったのかを詳しく見ていく。
地理の教師であったメーディは，教師として周囲に一目置かれてはいるもの

の，その高慢さゆえに人と対等に話すことができなかった。何の話をしていて
も，いつの間にか地理の知識をひけらかしてしまい，「ヒマラヤがどれだけ高
いかも知らないんじゃあ，私たちがどれだけ平坦な場所にいるのかもわかりっ
こないんじゃないのかね」(53)というように，相手の無知を非難するようなこ
とまで言ってしまう。教師と生徒という権力関係において成り立っている教室
という場の原理を，彼は日常においても捨てきれていないのである。それを
人々は嫌がり，人々は「彼と言葉を交わすのを避けていた」(53)。
長年カフェの店主であったユニスは，ナセル政権によって次第に，自由に何
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かを語り，聞くことのできる場が次第に奪われていくのを目の当たりにしてい
た。この独裁政権は，ラジオというメディアを使ってその影響力を国民1人1人
に，どんな場所にいても及ぼすようになった。また，秘密情報機関の人員をい
たるところに配置し，市民を監視するようにもなった。国民は今や，政府の語
ることを黙って聞いているしかなくなってしまったのである。ユニスは，彼の
店の様子がどのように変化したか，以下のように語っている。

以前は20人の客がいれば，20人の預言者がいるのと同じだった。その中
の誰かにあることを尋ねれば，その人はまず昔はどうだったのかを語り，
それが現在はどうなのか，そして将来はどうなるのかということまで語っ
てみせた。誰もが自分の意見を大声で言い，心配などなかった。それが今
では，ジョークでも最後まで言おうものなら，必ず誰かがこちらを横目で
見て，そのジョークの中の「バカ野郎」だとか「とんま」というのは誰の
ことを言っているのか，と聞いてくる。何かを語ろうと思ったら，まず自
己防衛をしなくちゃならない。最新のニュースを聞いて，政府がちょっと
前に誰を友人と呼び，誰を敵と呼んだのかを知っていなくちゃならないん
だ。(111f.)

政治的な意見を直接言うことが制限されるのみならず，ジョークの中の一言
一句に至るまで目くじらをたてなければならないような状況では，客は自由に
何かを語り合うことができるはずもない。カフェでは，ラジオから流れる政府
のプロパガンダか，プロの語り部であるハカワチの無害な話しか聞かれなくな
った。16 

アメリカ帰りのトゥーマは，異国の地で，自分の言うことを誰にも聞いても
らえないという経験をした。トゥーマは英語が話せるようにはなったが，アラ
ブ人は皆トルコ人であるとか，アラブ人にはイスラム教徒しかいないと思い込
んでいるアメリカの人々は，トゥーマが実際にはそれは違うのだといくら言っ
ても聞く耳を持たかったのである。彼はアメリカからシリアに戻ってきてから

16 このように，言論の自由が奪われた 50年代のシリアの状況がリアルに描かれていることから，声
を失ってしまったサリムが独裁政権によって沈黙させられたすべてのアラブ人のメタファーだとい
う指摘もある（Vgl. Wild, S.121）。確かに，政治の状況によって語る自由が奪われているのはカフェ
の所有者ユニスだけではなく，作品中の全員に当てはまることであるので，そのような読みは不可
能ではないだろう。しかし，それとは別に，本章で説明しているように，7人それぞれにそれぞれの，
物語が共有できない理由もあるので，全てこのメタファーに還元して解釈することはできないと思
われる。
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も，似たような経験をする。故郷のアラブ人たちは皆，アメリカに行けば「道
に金が落ちて」(148)いて，アメリカに行った者は誰でも億万長者になると思い
込んでいる。トゥーマがアメリカ帰りだと知った人々は，「どうして邸宅を買
わないんだ？」(149)と尋ねるばかりである。こうした人々の固定観念，思い込
みによって，彼の話は理解されないどころか，聞く耳すら持たれないのである。
床屋のムサは，「床屋の腕は全くダメでも，逸話や小話を語るのはうまい」

(171)という評判であり，その話を目当てに客は彼のところに通っていた。仕事
中の彼は，カフェの店主ユニスとは違い，自分の話したいことを話すことがで
きた。それは，彼の職業の持つ性質によるところが大きかった。「話していて
不安に思うことはなかった。なぜなら刃物を持っているのはこちらで，客では
ないのだからね」(174)と彼は述べている。このように，刃物という実際の武器
によって，彼の自由な語りは保証されていたのだ。また，彼は貧乏であったた
め，「最初の3人は家賃のため，次の2人は野菜を買うため」(170)というように
「毎朝客を分ける」(170)必要があった。彼にとって何かを語り，聞くという行
為は，純粋に物語を他人と共有するためではなく，生活のための仕事の一環だ
ったのである。
無実の罪で囚人となっていたイサムは，刑期の前半は独房に入れられていた。

12年もの間，「一緒にいるのはネズミだけ」(203)という状況で暮らし，その間
は誰かに語りかけることも，誰かの話を聞くこともできなかった。出所してか
らも彼は，最も仲の良いサリムたち7人に対してでさえ，自分の過去のことは語
ろうとしなかった。彼が刑務所に入った経緯や，刑務所の中で体験した出来事
をサリムたち7人は知らず，作中で初めて語られるということになっている。刑
期の後半は雑居房で他の囚人たちと交流を深め，出所してからは息子たちの気
遣いによって穏やかな暮らしをしていたイサムだが，20年以上も刑務所に入れ
られていたという過去を持つ彼にとって，自分のことを自由に誰かに語るとい
うのは困難であったのかもしれない。
元大臣のファリスは，在職中は国有化政策を推し進めたことで知られる。そ

の強硬な政策に対しては，彼の一族の者さえも彼に対して怒りを抱くことがあ
った。彼自身は，ボディガードも運転手もつけずにバザールを歩いて通り抜け
て出勤していて，「バザールでは人々の暮らしぶりがにおいでわかる」(218)と
言ったそうだが，果たして本当に人々のことを理解していたのかどうかは疑わ
しい。官庁にいた老人の知恵に満ちた話を「そのころは大臣としてちゃんと聞
くことができなかったのが残念だ」(221)と回想し，「大臣だったころは，何か
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を語ったこともなかった。同僚や，請願者や，おべっか使いに言いたいことを
ちょっと言わせて，それから決定を下していた。私が何か言うとなると，それ
は命令だったんだ」(221f.)とも振り返っている。クーデターによって大臣の職
を追われて弁護士となってからもその状況はあまり変わらなかった。というの
も，公平に話を聞くことが求められるはずの裁判官たちでさえも，ファリスが
再び大臣に任命されるのではないかという期待から，「ファリスの論敵が言う
ことよりもファリスの口頭弁論の方により耳を傾けた」(220)からである。
錠前屋のアリは，何かを語り，聞くということを全くしてこなかった人物で

ある。「生まれてから一度も物語りをしたことがない」(247)と彼は一同に打ち
明ける。「本当のことを言うたびに[…]傷つきやすくなっていく」(247)と父親
に教えられ，「嘘をつくごとにお前が隠れている屋根は少しずつ大きくなり，
最後にはその下で窒息してしまう」(247)と母に教えられて育った彼は，物語が
どういうものか，それがどのような効果を持つか知らずにいた。17 アリはまた，
人の語りを聞くということに長けていたわけでもない。語ることと聞くことは
表裏一体の関係なので，当然だろう。彼は妻ファトマーの話を真剣に聞くこと
ができなかった。ファトマーの方も，夫が自分の話を聞いてくれないことを悟
って，「自分の話していることを馬鹿にされるのではないかという不安」(251)

を持ち，「やたらと口ごもるようになった」(251)。このようにアリは，物語を
語ることも，聞くこととも全く縁がなかったのである。
突然言葉を失ってしまったサリムは，「町一番の語り部」(6)であったので，

声を失ってしまうまでは友人たちのような困難はなかったと言える。彼が素晴
らしい語り部になったのは，御者をやっていた頃，客を退屈させないように物
語を語って聞かせるというサービスを始めた経験からであった。それも一方的
に自分だけが語るのではなく，自分の話に続いて客に何か語ってくれるように
頼み，その人の話を聞き，自分のものにしていった。このようにしていくつも
の物語を覚えたサリムは，御者を引退した後は町の人に物語を語り，子どもた
ちをはじめ近所の人々は彼の話を喜んで聞きに行った。「何時間でも聞き手を
その物語で魅了することができた」(9)サリムはまた，「昔から人の話を聞くの

17 この，現実と嘘の板挟みになるアリの姿は，シャミがアラブ世界に向けるまなざしにも通ずるとこ
ろがある。シャミは自分の故郷への愛から，ダマスカスの美しい面を作品に書くが，それはオリエ
ンタリズムだ，すなわち嘘だ，と批判されるのである。一方，同じアラブ圏から移住した作家の中
には，シャミの作風とは対照的に，アラブ社会の現状を批判したいがゆえに，アラブ社会のステレ
オタイプ的なマイナス面を実際にはないほどの極端な形で本当のこととして書く者もいる (Vgl. 

Schami(1998), S.73-79)。
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が上手だった」(46)ともいう。上述したサリムの無口な友人アリの妻であるフ
ァトマーは，話を真剣に聞こうとしないアリの前で話すのは不安に思っていた
が，サリムの前では，不安になることはなかった。「彼は自分の話を聞くのが
好きなのだということが，ファトマーにはわかっていた」(252)からである。
そのような，物語を語るのにも聞くのにも長けているサリムと，反対に物語

を他人と共有するということに関して困難を抱えている7人の友人たちは，毎晩
欠かさずサリムの部屋に集まるほど仲が良かった。彼らはさまざまな立場を超
えた友情を結んでいたと言えるだろう。例えば，他の人と話すときは必ず地理
の話をして嫌がられる地理の先生メーディは，「サリムのところにいるときだ
けは，彼は地理のことに無頓着だった」(53)という。しかしそのような親しい
間柄の内輪であっても，彼らは物語が共有される場を持ってはいなかったこと
がわかる。というのも，「サリムがまた声を取り戻すには，7つの物語を聞かせ
ればいいのだ」(51)という提案は，一部のメンバーからは驚きと反発をもって
迎えられたのだ。彼らが毎晩どのような会話をしていたかは描写されていない
が，上の提案に対するイサムの「先生と床屋は語るのが仕事だからな，それで
暮らしを立てているんだから」(51)という反対意見からは，先生と床屋はとも
かくとして，自分が語り手になるなど想像もできないという考えが読み取れる。
上の提案に難色を示したイサム，トゥーマ，アリはおそらく，この集まりの中
で普段は語り手になることがなかったのである。以上のことから，サリムたち8

人の集まりではいつも語り手になる者といつも聞き手になる者に分かれており，
役割が固定化されていたのではないかと想定できる。語りが上手い者，発言力
のある者，発言したい者の語りだけが聞かれ，発言力のない者や，発言するこ
とを好まない者の語りは聞かれることがない。このような状況では，対等な関
係で物語が語られ，聞かれることは不可能である。
このように，この作品の登場人物たちは，それぞれ物語を共有することに困

難を感じていただけではない。最も親しい仲間のサークル内にも，物語が共有
される場は存在しなかったし，そのような場を作ろうという考えすら存在しな
かったことがわかる。すなわち，物語が共有される場とは，日常の上に自然発
生するものではなく，日常とは別の枠組みにおいて作られなくてはならないも
のであることが示されている。サリムが声を失ってしまうという出来事をきっ
かけに，この作品の登場人物たちはそのような場を作ろうとするのである。彼
らは実際に，どのようにして物語が共有される場を作ることになったのだろう
か。
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4. 日常からの脱却と枠組み作り
この作品中でサリムの友人たちはいかにして，物語が共有される場を形成し

たのだろうか。まず，彼らがそもそもどのような経緯で物語が共有される場を
作ろうと思ったのかということから考える。既に述べたように，彼らは，最初
からこのような場を作ろうという目的意識を持っていたわけではない。むしろ，
そのような場を作ることなど考えもしなかったのである。では彼らを，そのよ
うな場を作るように仕向けたのは，何だったのだろうか。
声を失ってしまったサリムを治すための条件が「7つの特別な贈り物」(27)だ

と知った彼らは最初，それぞれの家でサリムに料理を振る舞ったり，旅行に連
れて行ったりして，サリムが声を取り戻せるように手を尽くしたが，どの方法
も上手くいかなかった。3ヶ月の期限まであと8日という段階になってようやく，
「7つの物語を聞かせる」(51)という提案がされるが，この提案に対して最初は
一部メンバーからは反対意見が出され，口論にまで発展する。反対していたメ
ンバーが結局提案を受け入れることにしたのは，期限が迫っているという状況
下で，サリムの声を取り戻すための「他の方法を思いつかなかった」(52)から
である。口論の末，最後まで反対していたアリが折れる際の「いいだろう，か
わいそうなサリムがそう望むなら私は反対しないよ」(52)という言葉は，サリ
ムの声を取り戻したいという共通の目標の下に，物語が共有される場を作ろう
という合意に達したということを示している。日常においては決して，物語が
共有される場を形成できる状況になく，そのようなものを作ろうと考えてもみ
なかった者たちであっても，サリムが突然声を失ってしまったという状況にお
いて，サリムの声を取り戻したい，再び彼の物語を聞きたいという共通の目標
を達成するために，物語が共有される場を作ろうという意思を共にしたのであ
る。
全員が合意したところで，彼らは実際にその場を作るための重要な行動に出

る。物語が共有される場の性質を決定づけるルールの設定である。共通の目標
のために物語が共有される場を作ることで合意はしたものの，そこで実際に対
等に物語が語られ，聞かれるための条件が全て整ったとは言えなかった。とい
うのも，彼らは語り手になることを「嫌な仕事」(52)と呼び，「誰も最初の語
り手になりたがらなかった」(52)からである。誰が最初の語り手になるかをめ
ぐって再び口論をした挙句，彼らは，エースのカードを引いた者が次の日の語
り手になるというルールを設定する。このルールは単純だが，非常に大きな役
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割を果たしている。なぜなら，このルールを承認するということは，その場に
いる限りにおいては，その外における権力関係や固定された役割から自由にな
ることであるからである。日常においていかに発言権があったとしても，エー
スのカードが回ってくるのは1回のみであり，それ以外のときはその人は聞き手
にならなければならない。逆に，日常においては語り手になるということはな
く，聞き手に徹していたいと思っている者にも，エースは必ず回ってくるので，
必ず語り手にならねばならない。しかも，カードを引いて決めるということは，
誰がどのタイミングで語り手になり聞き手になるのかという順番を誰かが恣意
的に決めるわけではないということである。このルールによって初めて，サリ
ムの友人たち7人全員が，対等な立場で語り手にも聞き手にもなることができる
ようになったのである。
このように，『夜の語り部』の登場人物たちは，共通の目標とルールを設定

することで，物語を共有することが不可能だった日常とは別の枠組みにおいて，
物語が共有される場を形成するに至った。しかし，この段階ではまだ実際に物
語を共有するための前提条件が整ったにすぎないと言うことができるだろう。
そもそも，物語を共有するとは，具体的にはどういうことなのだろうか。それ
を知るためには，登場人物たちによって形成されたその場において，実際にど
のように物語が語られ，聞かれているのかを見ていく必要がある。また，この
作品には，ひとたび作り上げた，物語が共有される場を維持していくことが，
決して容易ではないということも描かれている。次章では，実際に物語が共有
されるプロセスとはどのようなものなのかということと，物語が共有される場
を維持するためには何が必要なのか，どのようなときにそれが崩れそうになっ
てしまうのかを考察する。

5. 物語の共有の実践と，物語が共有される場の維持
サリムの友人たち7人は，共通の目標の下で，日常の枠組みとは別のルール

を設定することで，物語が共有される場を自分たちの手で形成した。それでは，
成立したこの場において，物語は実際にどのように共有されるのだろうか。
前章では，誰か1人が語り手となりそれ以外の人は聞き手となるという，こ

の場のルールについて述べた。しかしそのルールは，その日の語り手だけが一
方的に語り，聞き手は黙って聞いているだけという状況を作り出すものでは決
してない。既に指摘したように，この作品では，語り手が語っている際にも，
常に聞き手の反応が描かれているのである。聞き手は，語り手の話に対してコ
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メントをしたり，質問を投げかけたり，ときには反対意見や，話の筋に直接は
関係のない横やりをはさんだりする。そのような聞き手の反応に応じて，語り
手は物語に補足説明をはさんだり，物語の展開の速度を調整したりして，聞き
手に対してどうすれば自分の物語が一番良い形で伝わるのかということを模索
する。語り手と聞き手の間には相互作用，すなわちコミュニケーションが成り
立っているのである。このような関係とは対照的な関係が，彼らが物語を語り
だす前，サリムの声を取り戻そうと試みて1人ずつ彼に料理を振る舞う際には成
り立っていた。「ダマスカスで客が王様のように敬われもてなされる場合，客
には神聖な権利が与えられていて，太っ腹な主人が出してくれるものを感謝し
て受け取る無口な王様でいればよいのだった」(35)。つまり，物語が語られ始
める前と後では，彼らの関係性が変化しているのだ。物語が共有される場にお
いては，もはや彼らは食事の際の主人と客の関係ではない。その日の語り手が
誰か1人に決まっているからといって，残りの聞き手は無口である必要はないの
である。
以上に述べたような，語り手と聞き手の相互作用の具体的な例をいくつか見

てみよう。自分の物語の途中で，「おまえさんたちを退屈させないように，か
いつまんで話すと，」(129)と言ったユニスに対して，ファリスは「とんでもな
い，詳しく話してくれ」(129)と頼み，他の全員もそれに同意する場面がある。
自分の物語が退屈なのではないかと思い込んだ語り手のユニスに対して，聞き
手は，自分たちはちゃんとユニスの語りを聞いているし，その内容に興味を持
っているのだという意思表示をしたのである。話の途中で言葉に詰まってしま
ったユニスに対してメーディが「話して心の荷を軽くするんだ」(133)と声をか
ける場面や，自分の過去の話を切り上げて別の話に移ろうとした語り手イサム
に対してアリが「ちょっと待った！」(202)とさえぎり「おまえがその後どうな
ったかもっと知りたいんだ。もう何年も前から知り合いなのに，一度もそのこ
とについて話してくれなかったじゃないか。[…]もっと話してくれよ」(202)と
頼む場面も，同様の効果を持っていると言えるだろう。聞き手によるこの種の
言葉は，語り手の話を聞き手が敬意を持ってしっかり受け止めているというこ
とを示している。その上で，聞き手が語り手の話のどこに興味を持ち，何を重
要だと思っているかを伝えることで，語り手が語ることの手助けをしているの
である。
聞き手の反応は，常に以上のような建設的なものであるとは限らない。物語

の筋と直接は関係のない横やりや，野次に近いようなコメントも作品中にはい
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くつか見られる。しかし，一見すると不適切に見える聞き手の横やりも，聞き
手の生きた反応だという点で，その場に不可欠な要素である。また，たとえ話
の腰を折る方向に一時的に向かってしまっても，他の聞き手や語り手によって
必ず修正されるのである。例えば，メーディが自分の物語の中で，夢のような
宮殿の壮麗な庭園の比喩として｢もしその庭の上にツバメではなく天使が飛んで
いたとしたら，人はそこをエデンの園だと思っただろう｣(68)と言った。すると
聞き手であったイサムが｢だけど俺はツバメの方がいいな｣(68)と，話の本筋か
ら外れた冗談をはさみ，さらに｢おまえたちは信心深い男の笑い話を知っている
かい？頭の上に鳥の糞をかけられて，牛たちには翼がないことを神に感謝した
という男の話さ｣(68)と，語り手の話の最中であることを忘れて関係のない話を
始めようとする。これは確かに｢話の腰を折った(unterbrach)｣(68)とされる反
応であったが，同じく聞き手であるムサが｢今は静かにしろよ｣(68)と注意し，｢
続きを話してくれ｣(68)と語り手のメーディに頼むことで，話は元の所へ落ち着
く。このように，語り手と聞き手の間の相互作用は，ときに助け合い，ときに
緊張関係を生むこともありながら，物語を前へと進めていく。物語を語るのは
語り手であるが，その物語は聞き手も含めた全員のコミュニケーションによっ
て生まれてくるのだ。言いかえれば，物語を共有するということは，語り手と
聞き手のコミュニケーションに他ならないのである。
良い語り手であり聞き手であったサリムも，自分が語れなくなるまでこのこ

とには気付いていなかった。彼は6夜目に友人たちが帰った後，自分で考えた物
語を，自分の心の中で語ってみる。以前は物語を語ると気が軽くなったが，こ
のときはどうしても気が重かった。それはなぜだろうと考えたときに彼は，話
すことのできなくなった自分はその物語を誰にも語ることができないからだと
いうことに気付く。「物語が生きるには，少なくとも2人の人間が必要なのだ」
(243)と悟った彼に欠けていたのは，まさにこの，語り手と聞き手のコミュニケ
ーションであったのであり，自分が語れなくなって初めて，彼はそのことに気
付いたのである。

 ここで考察したような，語り手と聞き手のコミュニケーションがうまくいっ
ている限りは，ひとたび作られた，物語が共有される場は維持されるのである。
しかし実際には，この，物語が共有される場を維持することは容易ではないと
いうことも示されている。この作品中では，語り手と聞き手のコミュニケーシ
ョンがうまくいかなくなったために，物語を共有する場そのものが崩れてしま
いそうになる様子が2度描かれている。1度目は，3夜目に，アメリカ帰りのトゥ
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ーマが語り手になったとき，2度目は，6夜目に，元大臣のファリスが語り手に
なったときである。

3夜目にトゥーマが語り手となったときに起こる，物語が共有される場の存
続の危機は，聞き手の側に問題が見られる。トゥーマは，自分がアメリカで経
験したことを話すにあたって｢私はみんなに本当のことしか話したくない｣(148)

と宣言して語り始めるが，アメリカでは買い物をするときに誰も値切らないこ
と，アメリカ人は墓地に散歩に行くこと，アメリカでは犬がとても大切にされ
ていて，餌が20種類以上もあることなどの話を，聞き手たちは信じない。それ
どころか，聞き手たちはトゥーマが嘘をついていると決めつけ，「アメリカ人
についてのこんな嘘っぱちよりはおとぎ話でも聞きたいものだ」(161)と嫌味を
言ったり，トゥーマをからかうような冗談を言って大笑いしたりして，トゥー
マの話を真面目に聞こうとしないのである。そのため，トゥーマのアメリカで
の体験談は，聞き手に伝わらないままである。
聞き手がトゥーマの物語を真面目に聞くことができず，物語が共有される場

が崩壊しそうになってしまった理由は2つある。1つは，聞き手が，外国でも
人々は自分たちと同じように暮らしているはずだという固定観念を捨てること
ができなかったということである。この聞き手の姿勢は，トゥーマの物語に登
場した，アラブ人はイスラム教以外の宗教を信じることはないと思い込んでい
るアメリカ人と重なる。聞き手はその話を聞いて「そのアメリカ人は馬鹿なの
か？」(154)と述べるが，皮肉にも自分たちがそのアメリカ人と同じ考え方に陥
っているのだ。もう1つの理由は，その話が本当かどうか，あるいは，その話が
信じるに値するかということに，聞き手が固執しすぎて，聞き手本来の役割で
ある，純粋に物語を聞くという行為を疎かにしたということである。確かに，
トゥーマは自分の物語を始める前に，これから語る話は全部本当のことだと宣
言した。しかし同時に，聞き手には容易に信じられないこともあるということ
をあらかじめ予測してか，「作り話(eine Geschichte)を聞くみたいに聞いてく
れ」(149)と言って語り始めるのだ。ここで求められていたのは，物語の内容が
本当かどうか検討したり判定したりすることではなく，純粋に物語を聞く，と
いうことだったのである。物語の内容が真実かどうかはっきりしなくても，あ
るいは信じられないようなものであっても，物語を受け入れ，聞くことはでき
る。実際，聞き手たちは1夜目に，メーディが子どものときに彼の家に住み込ん
でいたという，空から降ってきた真珠をつかまえた不思議な職人の物語を聞い
ていたし，2夜目には，ユニスが昔世話になったという，正体不明の贋金作りオ
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マールについての物語を聞いていた。どちらの物語も，現実的に考えればにわ
かには信じ難いような話である。それでも聞き手たちは，それが本当のことか
どうか検討したり，信じられることかどうか判定を下したりはせずに，聞いて
いたのである。ところがトゥーマの物語に対しては，聞き手は始めから，その
内容が本当なのか，信じるに値するかという観点から臨んでしまった。そして，
本当だと思えない話，信じるに値しないと自分たちには思える話を聞くことを
拒否したのである。すなわち，聞き手の側が，物語を聞くという最も基本的な
語り手とのコミュニケーションを放棄してしまったのである。結局，これ以上
何を言っても自分の話を聞いてもらえないと悟ったトゥーマは，本当の話しか
しない，という決意を撤回し，いかにも聞き手たちに信じてもらえそうな嘘の
話をでっち上げ，不本意ながらそれに移ることでその場を仕切り直すことにな
る。
他方で，6夜目にファリスが語り手のときに起こる，物語が共有される場の

危機は，語り手の側に問題がある。彼は，聞く耳を持たなかった王様に起こっ
た悲劇という，大変重要なテーマの物語を語る。しかしファリスは物語の中間
部分で，核心から外れた戦争の話ばかりを「裁判のときのように」(228)詳しく
延々と語り続ける。戦いの仔細な様子は，ファリス自身は面白い話だと思って
いたのだが，物語の核心から外れている上に聞き手にとってはつまらない話に
感じられた。最初のうち聞き手たちは，「わかった。それでその国はどうなっ
たんだ？」(228)というように，話の脱線をするファリスが元に戻れるように声
をかけていたが，それを無視してファリスは脱線を続け，しまいには聞き手た
ちもファリスの話を聞くことをやめ，サリムを除いて全員が眠ってしまった。18 

聞く耳を持たなかった王の悲劇の物語をファリスは語ったのだが，途中には誰
も物語を聞いていないという皮肉な結果になったのである。
ファリスの失敗は，彼が物語をどのように聞き手に伝えたらよいかというこ

とを考えなかったことに原因がある。彼の物語そのものが無意味なものだった
ということは決してない。事実，ファリスが聞き手たちを大声で無理やり起こ
した後の，物語の結末部分に対しては，心を動かされない聞き手はいなかった。
物語の中間部分では真っ先に眠り込んでいたアリが，物語の中の王様の哀れな
最期に対して涙を流すほどであったのであるから。しかし物語というのは，そ
の核となる一番重要な部分のみで成り立っているわけではないことも確かであ

18 サリムは起きていたが，「客をもてなす立場から眠るわけにはいかないことをいまいましく思って
いた」(231)。つまりファリスの物語の中間部分は聞き上手であるサリムにとっても聞くに堪えな
いものだったのである。
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る。重要な部分とさほど重要ではない部分，時間の流れが速い部分と遅い部分，
筋の展開が緩やかな部分と急な部分など，これらそれぞれの組み合わせが，聞
き手の興味を引き，心をつかみ，その物語全体としてのメッセージを伝えるの
である。ファリスは，物語の核心以外の部分を語る際にその語り方を誤ったと
言えるだろう。なぜ語り方を誤ったのだろうか。それはファリスに，物語は聞
き手とのコミュニケーションによって共有されるのだという意識が欠けており，
自分だけが楽しいような語り方をしていたからである。ファリスは物語の合間
に，これから面白くなる，というようなことを何度も繰り返すが，それは彼に
とって面白いというだけであり，聞き手のことは全く考慮されていなかった。
日常であれば，人は元大臣で裁判官というファリスの立場を考えて，つまらな
い話でも我慢して聞けば自分に何か有利なことがあるかもしれないと考え，彼
の話を黙って聞いたかもしれない。しかし，この場は日常の権力関係ではなく，
対等な立場の語り手と聞き手の相互作用によって成り立っている。聞き手から
修正を求める要求が何度かあったにもかかわらず，それを無視して自分だけが
楽しいように語り続けたファリスは，聞き手とのコミュニケーションを放棄し
たということである。聞き手が眠り込んでしまうのは無理のないことだ。
以上に挙げた2つの例はいずれも，語り手と聞き手のコミュニケーションが

不全に陥ることによって物語が共有される場が崩壊してしまいそうになるとい
うものである。これらの例からも，物語を共有するという行為の本質とは，語
り手と聞き手のコミュニケーションであるということがわかる。2度にわたる，
物語が共有される場のほころびは，ひとたび物語が共有される場を作り上げる
ことができたとしても，それを無条件に維持できるわけではなく，常に語り手
と聞き手の間で適切な関係が成り立っていなければならないということを示し
ていると言える。
『夜の語り部』において，サリムとその7人の友人たちによって作られた，

物語が共有される場の本質についてこの章では考察した。2度のほころびはあり
ながらも，彼らは物語が共有される場を持つことができた。このまま，7人の友
人たち全員が物語を語り終えれば，サリムは声を取り戻すことができるだろう。
しかし最後の夜，すなわち7夜目に，登場人物たちが予想できなかったような問
題が発生する。この問題を乗り越えることで，この作品の登場人物達が作り上
げた物語が共有される場の新たな可能性が示されることとなる。
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6. 物語が共有される場の可能性
サリムの友人たちは6夜目まで，順番に物語を語ってきた。前章で述べたよ

うな危うい場面がありながらも，彼らはサリムの声を取り戻すために，物語が
共有される場を維持しようとしてきたことは間違いない。最後の7夜目に，7人
目の語り手が物語を語れば，サリムの声を取り戻すという彼らの目的は達成さ
れるはずであった。しかしその7夜目に，彼らが想像しなかったような問題が発
生する。外部の者が7人目の語り手になろうとするのである。
最後の晩に本来語り手になる予定だったのは無口な錠前屋のアリであった。

しかし彼は，「人に話を聞かせたことは一度もなかった」(247)ので，必死に何
かを語ろうと考えても，「記憶の中に話などありはしなかった」(247)のである。
そのため彼は，このまま自分が語ることができずに，サリムが声を取り戻せな
くなっては困ると考え，代わりに語ることができるという妻のファトマーを連
れてきて，語ってもらおうとする。すると，その場にいた者たちの中の何人か
は「顔じゅうの毛穴から怒りが吹き出す」(246)ほどの不快感をあらわにする。
彼らは，サリムが言葉を失う前から10年以上，毎晩この部屋に集まってきたが，
「そこに女性が来るなど初めてのことだった」(246)のだ。アリがファトマーを
伴ってサリムの部屋を訪れ，皆に事情を説明すると，部外者であるファトマー
がこの場に参加するのは認められないという者と，ファトマーの話を聞いても
いいのではないかと思う者の間で口論が始まる。
ここで問題となっているのは，彼らが作り上げ維持してきた，物語が共有さ

れる場に，部外者を受け入れるかどうかである。言いかえるなら，この場は誰
のものなのかということだ。この，物語が共有される場は，サリムと7人の友人
たちによって作られ，維持されてきた。それならばこの場とは彼らだけに属す
る閉鎖的な場であり，彼らにしかそこに参加する権利はないのだろうか。ファ
トマーが語るということに反対したメンバーたちは，この場は彼らのみに属す
るものだと考えていた。ファトマーが語り手となることに対して最も強い言葉
で難色を示すファリスが「妖精は，贈りものは私たち，すなわちお前の友だち
からでなければならないと言ったのではなかったかね」(247)とサリムに尋ねる
言葉からもそのことがうかがえる。むろん，妖精はそのようなことは言ってい
ないのであるが。
実際には，本来この日に語り手になるはずだったアリが何も語れないとなっ

た場合，ファトマーを語り手として受け入れない限り，彼らがこれまで6夜にわ
たり，この場を作り維持してきたということの意味もなくなってしまうのだ。
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なぜなら彼らはそもそも，サリムの声を取り戻したいという目的から，この，
物語が共有される場を作ったからである。サリムの友人たち7人は，始めはこの
ことに気付かず，ファトマーを受け入れるかどうかを感情的に口論する。口論
が白熱し，次第にファトマーとは関係のないことに向かっていく様子を呆れな
がら退屈そうに見ていたファトマーはついに，自分の物語にふさわしい出迎え
がされないのであれば，自分はこのまま語らずに家に帰るということをきっぱ
りと述べる。それを聞いたサリムは立ち上がり，ファトマーに敬意を表し彼女
の物語を聞きたいということを，彼女の額に口づけすることで表明する。この
ファトマーの断固とした態度と，そのような態度を示したファトマーに対して
サリムが，彼女に物語を語ってくれるように真摯に頼むのを見た友人たちは，
サリムの声を取り戻すためにはファトマーに語ってもらうしかないということ，
すなわちこの，物語が共有される場を，今やファトマーという外部の者に開く
必要があるということを悟るのである。こうして，ファトマーが語ることに反
対していた者たちも，「サリムのためになるのなら，私は何も反対しないよ」
(252)と態度を改め，ファトマーを語り手として迎え入れることとなる。

7夜目に起こるこの一連の出来事は，何を意味しているのだろうか。この出
来事は，この作品において作られた物語が共有される場の，さらなる可能性を
示していると考えることができる。既に述べたように，この作品中でサリムと7

人の友人たちによって作られた，物語が共有される場は，6夜目までは彼らのみ
に属するものであった。もし7夜目に，予定通りにアリが語り手となり，物語を
語ってサリムの声を取り戻したなら，この，物語が共有される場は，サリムと7

人の友人たちだけのものにとどまっただろう。しかしここで，外部の者を受け
入れる必要がある状況が生じたとき，彼らはその外部の者を物語が共有される
場の一員として迎え入れることを決断する。このことはつまり，サリムと友人
たちは，物語が共有される場を，開かれた場にする決断をしたということであ
る。
迎え入れられた外部の者であるファトマーが，それまでサリムや友人たちと

どのような関係にあり，どのような立場だったのかについても述べておく必要
があるだろう。サリムたちの友情は10年以上続いていたが，彼らの集まりに女
性が来たことなど一度もなかったということからもわかるように，女性である
ファトマーは彼らの仲間内のサークルにもともと加わっていたわけではない。
日常的に親しい間柄のつながりを保ったまま，物語が共有される場を作ったサ
リムと友人たちとは違い，ファトマーはこれまで，何かを語るということに関
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して彼ら男性たちとは接点すら持つことができなかったと言うことができる。
そうした意味では彼女は，この，物語が共有される場において外部の者である
ばかりでなく，日常においてそもそも，サリムや友人たち男性にとっては外部
の者であったのである。このような立場であったファトマーに対して，物語が
共有される場を開くということは，日常では対等な立場で交流することがほと
んど考えられなかった異なる立場同士が，物語を共有するという行為を通して，
語り手と聞き手という対等な関係で交流できる可能性を生み出すということな
のである。この作品の7夜目において，物語が共有される場が，開かれた場にな
るということは，物語を共有するという行為が，それまでは不可能であった異
なる立場同士の交流やつながりをあらたに作り出すことができるという可能性
を持っているということを示しているのだ。19 

7. 終わりに
『夜の語り部』は，登場人物たちが，物語が共有される場を形成するという

物語であった。そのような場を形成することで，登場人物たちにはどのような
変化があったのだろうか。サリムの友人たちについて言えば，日常においては
語り手になる機会を持たなかった者が，語り手としてのステータスを手に入れ
たということになるだろう。同時に彼らは，お互いの物語を聞き合うことによ
って，聞き手としてのステータスも手に入れた。つまり，語り手と聞き手のス
テータスを両方同時に手に入れたのである。声を失い，語り手としてのステー

19 1986年（『夜の語り部』が発表される 3年前）に，シャミがシュトゥットガルトにおいて行った，
タデーウス・トロール賞の受賞記念演説は，『夜の語り部』の草稿とも呼べるものである。そこでは，
サリムの 7人の友人による物語は大部分が省略され，細かい内容や順番なども『夜の語り部』とは
若干の違いが見られるが，何よりも著しい違いがあるのは，アリの代わりにファトマーが語り手に
なろうとする場面である。ここでは，ファトマーは，サリムのためだけ

0 0

に来たというような言い方
をし，サリムの友人たちに対しては「私があなたたちのためにわざわざ来たとでも思っているので
すか？あなたたちのような男性の集まりってのはつまらないわ！」(Schami, Rafik: Die sieben 

Siegel der Zunge. In: Vom Zauber der Zunge. Reden gegen das Verstummen. München: 

Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006, S.55.)と言い捨てる。彼女は，「サリムが引き止めない限り，
私は帰る」(a. a. O., S.55)と言って，サリムの判断を仰ごうとするが，サリムの友人たちにまで受
け入れられることは敢えて要求しない。しかし『夜の語り部』では，「あなたたち

0 0

から物語を私に
頼まない限り，私は帰るから」(252.傍点は引用者 )と言い，その場にいる全員に受け入れられる
ことを要求している。演説では，ファトマーは男性よりも女性の方が語るのも聞くのも上手いとい
うことを殊更に強調しており，彼女が語り手になるということはまるで，それまで男性中心であっ
た場を女性が物語をもって制圧しているようにも受け取れる。しかし『夜の語り部』においては，
そうした対立の色は薄められ，むしろ対等な立場で，その場の全員にファトマーの物語が共有され
るという側面の方が強くなっていることは興味深い。
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タスを一時的に失ってしまったサリムにも，同じことが言える。彼は，声を失
っている間，「誰とも話ができないので思考も縮んでしまった」(102)というこ
とに気付き，語ることの大切さを改めて実感する。また，既に述べたように彼
は，自分の心の中で物語を語るだけではその物語は生きることはできず，誰か
に語らなくてはならないことに気付き，聞き手の存在の大切さも改めて実感す
る。彼が声を取り戻した際の第一声「こんな物語を聞いたのは初めてだ！」
(267)は，ファトマーの物語に対する聞き手としての素直な感動であり，彼が聞
き手としてのステータスを手に入れたことを示している。同時に，声を取り戻
した彼は，この言葉をもって語り手のステータスも取り戻したのだ。ここで，
既に繰り返し述べた，語ることと聞くことは表裏一体である，という指摘が思
い出される。語り手になるということは，同時に聞き手になるということでも
あるということを，この作品は示している。
そしてこのような，誰もが語り手となり聞き手となる場，すなわち物語が共

有される場は，特定の人に対してのみ開かれる限定的なものではなく，外部の
者も受け入れる開かれた場になることができ，それまでは不可能であった異な
る立場同士の交流やつながりを生み出しうるという可能性も持っている。この
作品の„Erzähler der Nacht“というタイトルにも，その可能性は表れている。
Erzählerには冠詞がついておらず，単数形か複数形かも明示されていない。こ
のタイトルは，多様な解釈が可能であろう。この作品は，1人の夜の語り部であ
ったサリムが声を失い，声を取り戻す物語である。また同時に，それまで語り
手にはならなかったサリムの複数の友人たちが，物語が共有される場を作り上
げ，夜の語り部となる物語でもある。しかしあえて無冠詞で表記されているの
は，物語が共有される場とは，決して特定の人々のみに属するものではなく，
ちょうど外部の者であるファトマーが7夜目にこの場に迎え入れられたように，
誰もがそこに参加しうるということを示しているのではないだろうか。
最後に，この作品中で描かれた，物語が共有される場と，それを作るプロセ

スは，普遍性を持ちうるのだろうか。この問いを考えるにあたっては，この
『夜の語り部』という作品そのものが，1つの物語であるということを念頭に置
かなくてはならないだろう。
物語が共有される場と，それを作るプロセスは，この作品においてある意味

でユートピア的に描かれていることは否定できない。登場人物たちが，物語を
共有することになったきっかけは，語りの名人であったサリムが物語の精によ
って突然話すことができない状態にさせられてしまうという，おとぎ話のよう
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なものであるが，それはこの物語世界のみに通用する「特別(einmalig)」(27)

な状況である。そのような「特別」な状況の中で求められた「特別」な贈り物
こそが，友人たちとファトマーが物語を語るということだったのであり，物語
が共有される場を作るということであった。それでは，このような物語が共有
される場は，「特別」な状況下においてしか存在しないユートピアであり，い
わゆるおとぎ話的なものにとどまるのかというと，決してそう断言することも
できない。この作品の舞台は1950年代のダマスカスであり，実際に起こった歴
史的な出来事や，作者シャミ自身も実際に体験したであろう言論弾圧の様子な
どもこの作品には織り込まれている。このような言論弾圧などの歴史的事実と，
この作品で描かれた，物語が共有される場というものを合わせて考えると，物
語を語るという行為が，言論の自由などのアクチュアルな政治的主張と結びつ
いているのではないかとも読み取れる。20 以上のことからこの作品は，おとぎ
話のようなユートピア的な要素と，現実世界のアクチュアルな課題にも通じる
現実的な要素の2つを併せ持っていると言うことができる。
このような非現実的な要素と現実的な要素のどちらか一方を取り出して，こ

の作品の意義を断定してしまうことはふさわしくないだろう。なぜなら，この
作品そのものもまた，物語であるからである。既に指摘したように，物語の聞
き手にとって一番重要なことは，まずその物語を受け入れ，聞くということで
ある。その内容が現実であるかどうか，信用に値するかどうかという観点で物
語の価値判断をすることではないのである。この作品は，全てがユートピア的
な非現実ではないが，現実的なメッセージをダイレクトな形で打ち出している
わけでもない。ファンタジーと現実の両方の要素が入り混じり，組み合わさる
ことで成立している，1つの物語なのである。そのような1つの物語としてのこ
の作品，『夜の語り部』を，読者が読み，何らかの感想や意見，考察を抱き，
それを表明するということは，この作品中で登場人物たちが行っていたような
コミュニケーションの実践に他ならない。『夜の語り部』という物語そのもの
が，物語世界から現実世界へと超え出て，物語が共有される場を作り出してい
ると言える。そうした意味で，この作品において描かれているような，物語が
共有される場は，大いに普遍性を持っている。このことこそが，この作品が提
示している，物語というものが持つ力であると言えるのではないだろうか。

20 註 16参照。


