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銀の冠の（偽）創り方 
 

テクストに現前する不在 その７ 

 

藤 田 敏 明 
 

 

エリ、エリ、ラマ、サバクタニ 

      我が父, 我が父, 何ぞ我を見捨てたまいし――マタイ福音書 15 章(1) 

 

銀の冠を作ることにしよう｡目的は現在の医術では手の施しようもない瀕死の病

人を救うという奇跡を起こすことである｡作り方は至極簡単、その技を心得たラビに

お願いすればよい｡千ドル足らずの金額で銀の冠は確実に作られ病人を――あるいは

それを依頼した人の心を――癒す｡ただし真実効果があるかどうかはそれを信じるか

否かにかかっている｡信じる者は救われるのだから｡ 

 

はじめに 

 

バーナード・マラマッド「銀の冠」は不可解な小説で非常に両義的・不安定な要

素をもっている｡この小説で語られている事件自体は、もしかしたら単なる市井の詐

欺事件に過ぎないのかもしれない｡あるいは逆に、町の片隅で起きた秘蹟的驚異であ

るのかもしれない｡テクストは「真実」がそのどちらであるとも断定することなく淡々

とそこにあった事柄のみを記述している｡その底流に流れているのは、カバラ、錬金

術、奇跡という、近代合理主義・科学主義に抵抗する一連の「知」の伝統であり、

それは「目に見える現実」に対する「語られる、あるいは騙られる言葉」すなわち

フィクションの力とも相通じる｡ 

テクスト上に現れるラビが語る「銀の冠」とは、果たして実在するものなのかし

ないものなのか、ラビは真実を語っているのか、真っ赤なうそ偽りの騙り者なのか、

この小説世界内の最も重要な問題点に、明確な解答は与えられていない｡しかしテク

ストを緻密にたどっていくと、ストーリーにおいては現実的な意味合いで存在して
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いるかいないのかわからない――おそらくオウム事件以後の現代日本の若者であれ

ば否定する意見が大きいであろう――「銀の冠」が、テクストの語りにおいて明ら

かにわれわれ読者に対して現前せしめられていることが判明する｡それはある意味で

はアメリカの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義精神』(2) に対する、古代ヨー

ロッパの秘儀的精神の痛烈な逆風といえるかもしれない｡ 

この小説の物語が古代秘儀――錬金術について語っているのと同時に、この小説

のテクスト自体が錬金術的な存在といえる。そしてそれを考え進めていくとき、わ

れわれは、優れた小説テクスト、フィクション、語り、騙りというものが、多かれ

少なかれ錬金術的要素、言い換えればメタフィクション的要素を持っていることに

気付かざるをえなくなる｡ 

 

１ 授冠告知―― 死の床の父、異形の娘 

われらに形取りてわれらの姿に似せて人を創らむ――創世記 1 章． 

 

Gans, the father, lay dying in a hospital bed.(3)  

この小説は高校教師 Albert Gans アルバート・ガンズが「死の床に横たわる」父親

の病状について気をもんでいるところから始まり、 

An hour later the elder Gans shut his eyes and expired． 

その父の死で終わる｡病を癒すための「秘儀」として「銀の冠」を作るかどうか､

「銀の冠」とはそもそもいかなるものか、についてのアルバートの葛藤が小説の主題

となる｡ 

高校の生物教師 a high school biology teacher である彼は必然的に現実主義者、合理

主義者である｡しかし父の病気について、 

Different doctors said different things, held different theories． 

さまざまな医師がさまざまなことをいい、さまざまな意見をもっていることが彼

を困惑させる｡ 

One doctor said “cancer On the heart.” 

心臓の癌という病気に関しては、現代医学・科学は究明しきれていない。少なく

とも確実な治療法は確立されていない､というよりほとんど手におえない。すなわち

「この天と地の間にはわれわれの学問では考えも付かないものが存在している」(4)｡

アルバートは科学、合理主義の手におえないものを相手にしているわけであり､それ
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に際して科学、合理主義では割り切れないもの、自分自身でも理解できないものに

頼ろうとするのは自然の心の動きであるかもしれない｡ 

彼は、以前に肉体関係がある同僚女性教師から宗教療法を受けてみればと教えら

れる。 

If the doctors don’t know, try a faith healer. Different people know different things；

nobody knows everything． 

わずか半ページの間に、different という語が五回も登場する｡世界はさまざま、誰

もすべてを知るものはいない。真理は隠されているのである――おそらく神ならぬ

人の目からは｡ Faith healerなるものについて果たして彼女は本気だったのかどうか、

それともからかっているのか、確証は与えられていない｡彼女がユダヤ教徒であるの

か、熱心な信者かどうかもわからない｡しかし彼は心をわずかにでも動かす。 

If you’d tried everything, What else can you try. 

いまもむかしも、医者の手におえなくなった病人は坊主がひきとる、ということ

にかわりはない。ただ坊主が「奇跡」を起こすか、それとも葬式になってしまうか

はその状況によって異なる。 

そのことが心にあったせいだろうか､ある日ブロンクスの市街をstill burdened by his 

worries, uneasy that nothing has changed――憂鬱そうに歩いていた彼は、a fat girl with 

bare meaty arms――肉付きの良い腕を剥き出しにした太った娘とすれ違い、その娘か

らカードを渡される｡ 

She was a stupefying sight, retarded at the very least．Fifteen, he’d say, though she looks 

thirty and probably has the mentality of age ten. Her skin glowed, face wet, fleshy, a small 

mouth open and would be forever;  

呆然とするような風貌――太っており､常に口をあけていて、三十歳のように見え

るが多分十五歳程度で知能は十歳に満たないおそらく知的障害者であろうと思われ､

身に付けているものもセンスも悪ければ季節もはずしている。普段はそんな胡散臭

い人間は絶対に無視する習性だったのにカードを受け取ってしまったのは神のなさ

しめる必然か、単なる偶然だったのか、それとも何らかの作為があったのか、ある

いは渡したほうの目利きというべきか。カードにはイディッシュ語、ヘブライ語も

記載されていることがわかる（つまり、読み手も書き手も東欧系のユダヤ人である

ことを示唆している）が、彼が読解したのは英語である。 

Heal The Sick.  Save The Dying． Make A Silver Crown． 
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Heal「癒す」にしても Save「救う」にしても、肉体的・物理的な意味だけではな

く精神的・霊的な意味を含んでいることは間違いない｡すなわちこの宣伝文自身が言

葉の両義性を持っており、仮に実際に病気を治すことがかなわずにペテン師と非難

されたならば､そうではなく精神的な意味での「癒し」だと強弁できる類のものであ

る｡ 

The silver crown mystified him. Ｈe had no idea what it had to do with saving the dying 

but felt he ought to. 

「冠」が瀕死の人にどう役に立つか､最初から彼の了解事項の範疇外にある．しか

し､おぼれるものはわらをもつかむ､のであろう。彼はやるべきことはすべて､という

心境になってカードに示されたラビの住居とたずねる。そこは下町の商店の中に同

居する半壊のシナゴーグである｡表のドアには名詞とともにベルを鳴らせとかいてあ

るが、ベルは壊れている。彼は暗い階段を上がり､ノブを回し､部屋に入り､そこに眠っ

ているような老人の姿を見つける。老人は目を開け、“Rabbi Lifschits”と名乗る。 

“――this was my daughter Rifkele. She is not perfect, though God，who made her in His 

Image, is Himself perfection” 

これなるはわが娘、リフケレ。彼女は完きものならず、なれど完き神みずからそ

の似姿に似せて彼女を作りたまう(5)。のっけから｢創世記｣の引用である。｢不完全な｣

知恵遅れの、醜悪な娘らしくない娘、しかしなおもそれは全能なる神の似姿であり 

“In her way she is also perfect” 

彼女は彼女として自ら完きものなり、なのだ｡アルバートは 

“Anyway, she let me in and here I am.”  

いずれにせよ自分は彼女に導かれてここを訪れたのだ――彼女に神が宿るという

のは悩みを抱えた人間を見つけて導く潜在的能力がある､ということなのかもしれな

い。 

 

２ 冠の定義―― ユダヤの秘儀 

汝、神に代わり、この杖をもちて奇跡を行うべし――出エジプト記 4 章 

 

かくしてラビとであったアルバートは“the silver crown”について説明を請う。 

“I came here to find out about this crown you advertised.” 

｢広告｣にある｢銀の冠｣とは何か．銀の冠を作ることによって病人を癒す、死にゆく
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ものを救う、とはいかなることか。 

“To come to the point, my father’s in the hospital with a serious ailment. In fact he’s 

dying.” 

彼は病院で死の床にある父の病状を語り、ラビは 

“So we will make a crown for him?” 

されば、われら彼がために銀の冠をつくらむ――「銀の冠」を作ることが治療法

だと説く｡それがどうして「治療」となりうるのか、アルバートは矢継ぎ早に 

“how does it function ?” “what’s the principle，or rationale?” 

 いかなる機能なのか､その原則は､理性的根拠は､と問いただそうとするが、説明は

ない｡ 

“What is the crown?” 

そもそも冠とは何かと問えば、 

“It’s a crown nothing else.” 

そは冠なり、他の何にてもあらず――これでは彼が要求する答えではない。 

There are crowns in Mishna, Proverbs, Kabbalah, the holly strolls of the Torah are often 

protected by crowns.” 

そしてラビはユダヤ伝統の教義のいくつかを口に出す｡ミシュナ（トーラー注解）､

箴言、カバラ、トーラーの保護、多くの文献に、古代から中世、さまざまな状況に

冠が登場する､というのがラビの答えである｡ 

ここでラビの言い分を検証してみよう｡まずユダヤの秘儀カバラにおいて､基本原

理は神の意志が「生命の樹」として流出する図式として成立している。(6)「生命の

樹」は 10 の「セフィロト」から成り立ち、その最上部セフィロトに王冠「ケテル」

が存在している(7)｡その属性は神の名｢われはありてあるものなり｣（｢出エジプト記 3

章｣において神が燃える茂みとなってモーゼに名乗った言葉）である．天使では大天

使ミカエルに相当し､十戒では第一戒｢われのみを神と認め他の何者も神とみなすべ

からず｣を象徴している。 

「トーラー」すなわち旧約聖書「モーゼ五書」の中に「銀」あるいは「冠」が登

場する個所を調べてみると､確かに数多く記述されている。創世記においては､イサ

クの嫁選びの書(24 章)で銀の装飾品について触れられているし､「過ぎ越しの祭り」

においてもやはり金、銀の装飾品への記述がある。「民数記」「レヴィ記」などにお

いても神へのささげものとしては必ず銀が挙げられているし､無論十戒を納めた「契
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約の箱」も金銀で装飾されている。ソロモンの｢箴言｣でここにふさわしいものは｢銀

より滓を除け、さすれば銀工の用うべき器出でん、王の前よりあしきひとを除け、

さすればその位儀によりて堅く立たん｣｢機にかないて語る言葉は、銀の装飾物に金

の林檎をはめたるが如し｣(「箴言」25 章)であろう。さらには寺院において「トーラー」

の巻物を保護しているのは､四重の留め金であり､最上部が王冠で「神的世界」をあ

らわす(8)｡これは､先程の｢生命の樹｣を具象化したものでもある。このように文献を

あたってみると、なるほど、ラビの言うとおりのものが見え隠れする――実際に有

効か否かは無論別として｡  

とりあえず、聖典に記述してある事柄を、信者としては、首を横に振るわけには

行かない。モーセが紅海を二つに割ったという奇跡が現実には信じ得ないとしても

ユダヤ教徒にとってはその物語が民族の精神的支えとなる｡ならば、銀の冠が父の命

を救いうるということを信ぜよ､という態度は、宗教者として間違ってはいない｡ 

 But this one is different．It is a miracle． 

 されどこれなるは異なるものなり、奇跡なり――ここでもまた different の一語が

登場する｡これは彼の父親だけの､特別なものなのである｡それが miracle 奇跡である

と言うラビに対し、アルバートは説明を要求する。 

 “Kindly explain what’s supposed to cure the sickness” 

“Is the crown supposed to draw off the illness like some kind of poultice, or what? ” 

病を癒すものは何なのか、どのように働くのか――アルバートが常識的日常言語

で説明を求めているのに対して 

“The crown is not a medicine, it s the health of your father． We offer the crown to God 

and God returns to your father his health.” 

冠は薬石にあらず、汝が父の健やかさなり、われら冠を父なる神にささぐれば、

父、健やかさを汝が父に返したまう――ラビは徹底して宗教的、非日常的、象徴的

言語で語って、あるいは騙っている。元々奇跡とは日常言語では「説明」できない

ものなのだ。非日常的象徴言語による語りに納得するか否かは聞いたものの判断に

任されざるをえない｡これも宗教的救済行為の一つの典型である。 

“Suppose I am a no –believer?  Will the crown work if it’s ordered by a person who has 

his doubts? ”  

自分が信仰を持っていなかったとしても、冠は効果があるのだろうか、アルバー

トは疑いを率直に口にする。それに対しては 
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 “Doubts we all got．We doubt God and God doubts us.” 

 われらみな疑惑を持つ。われら神を疑えば神もまたわれらを疑うべし――イエス

がとらわれた夜のペテロの否定を髣髴とさせる言葉である。 

 “You are putting it as sort of paradox.” 

矛盾だ、と突っ込めば 

 “So what’s bad about a paradox? ” 

 と切り返される。「不合理ゆえにわれ信ず」が信仰者の立場だ、といわれると、そ

れに対抗する原理は存在しない。 

  

３ 冠の値―― ラビと高校教師 

わが父の家を商売の家とするな――ヨハネ福音書 2 章 

 

二人が対面している場面でアルバートは teacher、リフシッツ・ラビは rabbi と表

現される。固有名詞ではなく職業名で――実はこの二つは同義である､と同時に大き

く異なっている。 

Rabbi とは､狭義においては、紀元一世紀から六世紀にかけて「タルムード」を注

釈､執筆、編纂したユダヤ教の律法学者をさす。広くはシナゴーグの長としてユダヤ

教徒､ユダヤ人の知的､法的､霊的指導にあたる聖職者であり､また､ユダヤ人の学者､

教師への尊称としても使われる――ということは teacher と同義ということになる―

―が、聖職者という機能を重視するならば大きく異なる。 

聖職者としてのラビ、とはいってもキリスト教徒における司祭――ローマ法王の

代理人――とは役割が異なっている｡ユダヤ民族のなかでの一族の指導者、一つの村

に一人いる、いわば氏神様の神主の類のもの――のはずであり、それゆえにこそ村

の民衆の精神的支柱となり、冠婚葬祭をつかさどる｡無論、宗教的知識も蓄えている

ことも条件であるが、村の人々を幼いころから知悉しているからこそ、その善き相

談相手となる、その一環として結婚の相談に乗り、人の死に際しては慰め役を引き

受ける､という役割を持つ｡それが中欧から東欧、ロシアにかけての古き善きユダヤ

農村の伝統である｡有名なミュージカルで映画化もされた「屋根の上のヴァイオリン

弾き」で顕著にその生態が窺える。 

しかしこの作品の舞台はブロンクス、ニューヨークの下町である｡当然のことな

がらこの土地におけるラビは、都市の住民たらざるをえない。村落の精神的支柱と
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してではなく、彼自身が何らかの特殊能力を持っていると公言している｡その特殊能

力をカードに印刷してそこら中に配って歩く――アルバートは advertised「広告｣､と

いう言葉を用いた――という行動はユダヤ教のラビとしては本来矛盾した行動であ

るとも言えるかもしれない｡ 

本来農村においては長衣をまといそれなりに威厳ある姿かたちをしているラビは、

この物語の中では異形の存在として登場する｡ 

“The teacher observed that the rabbi’s trousers were a week from ragged. He was 

wearing an un-pressed worn black suit-coat and yellowed white shirt without a tie. 

上着もズボンも着古してシャツは黄ばんでおり、いかにも見苦しい｡しかし「野

の百合を見よ､栄華を極めし時のソロモンでさえもこれより豊かには装わず」（マタ

イ福音書４章）。姿かたちを宗教者の基準としては偶像崇拝者に堕すことにもなろう。

大事なのは、彼の語る言葉である。 

ラビ自身もぼろぼろの姿かたちであるが、彼に常に付随している娘が、また異形

の存在である｡精神障害者で、姿かたちも、本来は年頃の娘であるのに醜悪、衣服も

古び､季節はずれ――この状況もまた危ういと同時に何らかの特殊性を感じさせざる

をえない。ある宗教・文化圏では「愚者」はそのまま「聖者」に変換しうる(たとえ

ばロシア正教においては宗教的奇人――ユーロジヴァイという存在が許されていた)｡

どちらも通常の常識、社会生活からははみ出してしまった存在である｡ 

それに対して「高校の教師」とは、まさしく一般的社会生活の代表者――常識を

維持させる機構の一部分であるといわざるをえない｡かつての農村では、子供たちに

生きる知恵や倫理観を教える「師」はラビであった｡資本主義社会では職業的学校教

員がその地位を担う｡その点に関しては資本主義の産物たる職業教師に対する農村の

要素であるラビ､という対立構造が成立している｡ 

ところが金銭感覚の点でラビは急激に資本主義者となる。冠の製造価格は二種類

であり、 

This depends how quick you wish the cure. 

 早く直したいのなら高いほうを――といわれると、人情としては高いほうに飛び

つきたくなるがなんとなく悪徳商法の危険性も感じざるを得ない。一つは 401 ドル、

今ひとつは 986 ドルだという。どういう根拠かはわからないがスーパーマーケット

のたたき売りを思わせる値段で、しかも小切手ではなく現金払いである。 

このように、治療を施して金銭を要求する､しかもそれが上下二段階にわかれて
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定価も決まっているという点に関しては、このラビこそが資本主義アメリカの申し

子と言える｡だが、いわしの頭も信心から、と言うことわざもある｡三匹 198 円のい

わしと 982 ドルの銀の冠とどちらに価値があるのかを問うこと自体市場経済の原理

であって信仰者が問うべきところではない｡その治療手段たるや「銀の冠」を作ると

いう秘儀的なものであり、こちらは近代合理主義に真っ向から反している｡常識的機

構の典型といえる教師が、非常事態に際して非常識な存在に助けを求める――ラビ

と高校教師の対峙は、このように二重三重に矛盾する対峙なのである｡しかるに、そ

の矛盾を一気に解消するものが存在する。自己紹介に際してアルバートは 

 “All I’m saying is I am a stranger to you.” 

と述べるが、ラビはそれに 

 “How can we be stranger if we believe in God.” 

と応じる。神を信ずれば、いかにしてわれら異邦人たるべし――どのようにstranger

「異なる」「奇怪な」「見知らぬ」存在同志であろうとも､神を信じさえすれば､両者は

融和し会えるのである――信じさえすれば。 

アルバートはラビの説明に今ひとつ納得できず、依頼するか否かは翌日に持ち越

すことにする。ただし帰り際  

he felt relieved, almost euphoric． 

 多少なりとも安心できたとするならば、それだけで彼の精神にとっては「癒し」

の効果があったということは可能である。 

 

４ 冠の製造法―― 錬金術の伝統 

民みなその耳にある金の輪をはずして持ち来たれば､アロン､それをもちて金の子牛を作る 

――出エジプト記 32 章． 

 

翌日アルバートは再びラビのもとを訪れ、 

 Where do the crowns go after they are used and the patient recovered his health？ 

 使われた後、冠はどうなるのか、と質問する。それに対する答えは、 

 They are melted, and We give them to the poor． 

我らそれを溶かし貧者に授けむとす――貴金属で飾り物を作り、それをもう一度

溶かす――ユダヤ的伝統を考えるならば、重大きわまるエピソードを連想せざるを

えない。 
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 出エジプト記 32 章、エジプト脱出後、モーゼがシナイ山にこもって「神の掟」を

捜し求めているときにユダヤ人たちがよりどころを失い、偶像として金の子牛を造

る場面である。彼らはエジプトからもちだした装飾品をとかして金の牛の偶像を造

り盛大にお祭り騒ぎを繰り広げるが､シナイ山から降りてそれを目撃したモーゼは怒っ

て十戒の刻まれた石版を彼らに投げつける。大地が割れ、異端者たちは裂け目に飲

み込まれ､滅ぼされてしまう。十戒にいわく、ヤーヴェ以外の神をあがめるなかれ、

偶像を崇拝するなかれ、父母を敬え、殺すなかれ、盗むなかれ。 

 さらには、神の名をみだりに唱えるなかれ、神の顔を見るなかれ――そこからユ

ダヤ教の秘儀「カバラ」が生成する。そしてここで「作られる」銀の冠がカバラに

のっとっている――｢冠｣イコール第一戒｢われ以外の神をあがめることなかれ｣であ

る――ことは先に述べたとおりである。カバラは本来、秘儀、隠されたる営為であ

り、見るなかれ・語るなかれ・問うなかれが暗黙の合言葉――したがって合理的に、

日のあたる場所に見えるように引きずり出そうとするアルバートの行動はそれ自体

でカバラの本来の意義を無くしてしまうものである。 

さらに、銀を冠に作るという金属精錬の技、それを再び溶かしてしまうという行

為から、われわれはヨーロッパのもう一つの「知」の伝統に行き着くことになる。

「錬金術」である。 

 ここで多少の寄り道をして｢錬金術｣について簡単な考察を試みよう。古代より中

世、そしてルネッサンス時代にかけて、錬金術はオリエントからアラブ、ヨーロッ

パの｢知｣「学」の一つの隠されたる部分として延々と存在していた｡ 

 原則は卑金属から貴金属を精錬することにある．そして現代科学の立場からは､

元素構造が変化しない限り金ではない金属が金に変わることはありえないのだから

――原子爆弾や太陽内部の核融合を別として――不可能な工程であることがとりあ

えずは常識ということになっている｡さらにもう一つの目的であるところの「賢者の

石」いわゆる不死薬の製造も、やはり生命科学を無視した行為である｡人工の生命体

「ホムンクルス」製作という考えなども現在のクローン人間製作に非常に近いが、当

時の科学水準ではやはり不可能であろう｡さらには土人形が生命をもって動き出す

｢ゴーレム｣も東欧系ユダヤの伝統であるが、これも現代のロボット工学がもう何ラ

ンクか進化しなければ実現できないであろう。要するに｢錬金術｣は､不可能なことを

可能と信じて――あるいは欺いて騙って――いたものだった。 

 さて、この｢銀の冠｣製作は金属精錬である以上､即物的に錬金術的であると同時に
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目的は｢瀕死の病人を救うため｣である。すなわち加工の具体的過程が｢賢者の石｣製

作とも相通じているわけで、二重に錬金術の伝統を継承している。さらに、錬金術

は「金を作る」という結果よりも作業過程(オプス)それ自体に重きをおく、きわめ

て哲学的・霊的な「術」であることも頭に入れておかなければならない｡そしてこの

ラビによる「銀の冠」製作は、まさしく結果としての冠製造にではなく作業過程、

あるいはその作業を通じての精神構造の変容に――すなわち heal「癒し」――力点を

おいているものであり、これまた錬金術的精神の本道であるというべきである｡ 

ここで小説本来のコンテクストに立ち返ると（ラビの言葉としては前日に戻るが） 

The price is for the Silver and for the work and for the blessing． 

製造価格は、製造工程とそれに対する祝福に依る． 

“The crown is the fruit of God’s grace. His grace is love of creation.” These words I will 

read seven times over the silver crown. This is the most important blessing.” 

「冠は神の恩寵の果実なり、神の恩寵は創造への愛なり」この言葉を(アルバートに

対しては英語に訳したがヘブライ語で)七回となえることが最も重要な「祝福」――

呪術――である．このようにみていくと、冠の作り方はまさに錬金術――本来の意

味で、さらに比喩的な意味で――の典型的なものというべきである｡ 

歴史上、錬金術師たちは、少数は何らかの技術を持ったものとして成果をあげ、

多数はやはりカタリモノとして迫害されつづけた。錬金術にせよ医術にせよ術、技

は、他の人間には理解できにくいがゆえに、秘められた術、わざとなる｡人の役に立

つ技である場合もあれば、人に害を成す場合には魔術と呼ばれることもある。その

種の術、技、知を持っているがゆえに錬金術師は容易に魔術師と転換しうるし魔術

師もまた magi 賢者となりうる。 

ユダヤ教のラビは、本来トーラーの解釈者として、他者の知らない、秘められた

[知]の持ち主であるがゆえに師と呼ばれていることは、先に見たとおりである。そ

してこのラビ、リフシッツ氏は、銀の冠を使って、現代の医学では癒しえない病人

を救いうるという。科学的には癒されえない病人が治癒される――その種のことを

人は「奇跡」と呼び、奇跡を実際に起こした人を､ユダヤ教､キリスト教では「聖人」

ないしは「預言者」とみなす。「奇跡」が「魔術」と思われる場合もある｡その場合

には「悪魔」「魔女」として火あぶりにされる危険もありうるし､事実多くがその憂

き目にあった。 

もちろん「奇跡」でない単なる「手品」、人に見抜かれないからくりの技、術を
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使用して金を儲ける人間もいる｡実際に効力があったり、効力がなくてもばれないう

ちはありがたがられるかもしれないが、実効なくからくりが暴かれてしまっては「ペ

テン師」「詐欺師」「カタリモノ」扱いされる｡「奇跡」「魔術」を行う人は常に「詐

欺師」呼ばわりされる危険と表裏一体の場に身をおいている｡「預言者は故郷では歓

迎されない（マタイ福音書 6 章）」のである｡そして「銀の冠」を作る miracle を行お

うとしているラビに対し、アルバートは magic, fake ではないかという疑惑を捨てる

ことができない。 

  

５ 幻想の冠―― 鏡の中に現れる像 

汝が一人息子イサクをたずさえてモアリ山に上り彼をささげるべし――創世記 22 章． 

 

 病人を癒す「冠」を作るのに､大金が必要となる――「霊感商法」あるいはオウム

真理教事件における数々の詐術を知悉している現代のわれわれにとっては、限りな

く胡散臭いといえば、いえる｡今日の大學ではそこら中に「うまい話には注意､口車

に乗るな」の類のポスターがはられている。疑わしきは信ずべからず､が親から離れ

たばかりの子供たちへの教訓なのである。 

逆に、信じる者は救われる、銀の冠が実在していようがいまいが、そんなことは

かまわない､この人を信じてついていけばいい､というのももちろん「信仰」である。

銀の冠を作って､その結果親が死んでしまった場合でも、とにかくできる限りの手を

尽くしたのだから、と、残された者にとって慰めが与えられれば――癒しの効果が

あれば――それでよい｡逆に、信じない者に対しては、信じなかったから効果があが

らなかったのだといえばよい｡そういうのが宗教者の皮をかぶったペテン師の常道手

段ともいえるし、宗教は大体そんなものだ､という言い方もできなくはない｡とどの

つまりは、「あなたは十分彼のために尽くしたのだから、今はもう満足すべきです」

といわれて納得できるかどうかということになる｡納得するかどうかは結局その人自

身の努力したか否かの自覚でしかない｡ 

 とすれば、ラビが語る「銀の冠」とは「人を癒すということにかかわる語り」に

他ならないことになる｡それを「語り」と解釈するか舌先三寸の「騙り」と片付ける

かは､それにかかわる――読む､聞く､癒しをもとめる――人次第なのである｡愛する

人間を失いかけている、あるいは失ったときに癒される言葉が、事実である必要は

ないのだ｡ 
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しかしやはりアルバートは近代的合理主義者である｡目に見える物、手にとって

ふれることのできる物しか信用することはできない｡ 

“it would make my decision a whole lot easier all around if you would let me have a quick 

look at one of them—it wouldn’t have to be more than five seconds—” 

ほんの一瞬でもよいから見せてくれと頼み込む｡資本主義アメリカの住人にとっ

ては、投資したものが投資したそれなりの成果をあげない限り納得できないのであ

る｡ラビは、 

“this is not a showcase business” 

わが技は商いにあらじ――と拒む。 

“Do you love him? Do you wish me to make a crown that will cure him? ” 

汝、父を愛するか、我をして父を癒す冠を作らしむを求めるか――息子の（経済

的であれ何であれ）父への愛、犠牲によって父が救われる､という物語はユダヤ・キ

リスト教文化圏において著名なものである。 

一つは旧約聖書創世記第 22 章。アブラハムによる息子イサクの供犠である。神

を信じたアブラハムは神の指示に従い､一人息子をいけにえに差し出した。もっとも

この場合は神が最後の瞬間に子羊と入れ替えたわけであるが､アブラハム自身の決意

は明確であるし、イサクも父に従っている。 

今ひとつは新約聖書､どの福音書と限定する必要もない､十字架にかけられたイエ

ス・キリストは父なる神が全人類を救うためにささげたいけにえであった。すなわ

ち､ユダヤ・キリスト教文化圏においては息子たるもの父のために命を投げ出してし

かるべきものなのである。いわんや金銭をや。 

アルバートは無論父を愛しているがゆえに冠を作ろうとしている。しばらく押し

問答した挙句、ラビは冠を見せることに同意する。 

 “How does it work? ”  

という質問に対し 

“Like two winds that they meet in the sky. A white and a blue. The blue says ’Not only I 

am blue but inside I am also purple and orange.’ So the white goes away.” 

空にめぐり合う二つの風の如し。白と青なり。青「我は青のみにあらずわがうち

に紫と橙ありき」といえば白立ち去る――と答える。カバラによればこの色彩暗喩

は、白は｢神性｣青は「霊」紫は「魂」オレンジは｢肉体｣をそれぞれあらわすことに

なり、出エジプト記 28 章では、祭司の礼服、幕舎､等の色でもある。winds は angels
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に置換可能かもしれない。天使たちの頂点にあるのが｢ケテル｣王冠であることは先

に見たとおりである。ただし、アルバートにこの暗喩が理解できたかどうかは不明

だが（まず理解不能と考えるべきだろう）。  

ラビは部屋を暗くし、鏡をしつらえ、さまざまな準備の末に一瞬、銀の冠の映像

を見せる――映像にほんのわずかに映し出された銀の冠――見えたかのように思え

た――このテクストが重要で、この小説の虚構、騙り、語りの両義性が十二分に発

揮されている一節である。ストーリーにおいて実在したか否かはともかく、テクス

トにおいては確実に「銀の冠」は現前している。 

It appeared at first like a braided mother-of-pearl turban, then had luminously 

become—like an intricate star in the sky—a silver crown, constructed of bars, triangles, 

half-moons and crescents, spires, turrets, trees, points of spears: as though a wild storm had 

swept them up from the earth and flung them together in its vortex, twisted into a single 

glowing interlocked sculpture, a forest of disparate object.   

ここで描写されている、銀の冠の構成要素に注目したい。星、棍棒、三角形、半

月、三日月、槍、尖塔、小塔、樹木――すべて、おなじみのカード､あるいはタロッ

トの絵柄である。タロットの絵柄をたどって、最後には銀の冠が出来上がる。うっ

かりすると、自らペテンであることを暴露したものといわれかねない図式である。

逆に考えるなら、正統的錬金術の手続きを踏んでいるといえるのかもしれない。  

The sight in the ghostly mirror, a crown of rare beauty—very impressive, Albert 

thought—lasted no longer than five short seconds, then the reflecting glass by degrees turned 

dark and empty. 

「幽霊のように」ほんの五秒足らずの時間「鏡の中の反射として」見せられ、す

ぐさま「くらい、空虚」に転じたもの――カードマジックのように何らかの技、術

でいくらでもでっちあげることができる｡だからといって触ったものが本物だといえ

ようか｡ラビは触らせてくれはしなかったが、では仮に触ることができたとして触っ

たものが、彼が出す金額に見合った銀を含んだ冠だと断定できようか｡懐疑を続けて

いけば果てしがないのである｡      

“So you saw it? ” 

“I saw something. ” 

“You believe what you saw—the crown.” 

“I believe I saw . Anyway, I ‘ll take it.” 
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汝､見たり？ 

我､何者かを見たり。 

汝､見たままを信ずるべし､そは冠なり 

われ､見たりと信ず。されば冠をつくらむ。 

アルバートは、｢みたもの｣を信用しているわけではなく、｢自分がみた｣という事

実をとりあえずは信じる。そして遂に高価なほうの冠を作る決意をし､986 ドルの金

を払う。現金払いで札を渡すと､ラビは親指と人差し指で念入りに勘定している。 

“Could I have a receipt?” 

“for the crowns there are no receipt. Some things are not business.” 

冠にレシートはなし､商いならざることもあれば――千ドル近い現金を支払ったの

に､レシートはなし､まさに悪徳商法の見本のようであるが些細なことにかかわって

はいられない。父の病状は容赦なく死に向かって迫っているのである。 

“How can I prove I paid you if something goes wrong? ” 

何か間違いがあったら､そのとき､金を払ったという証明は？ 

“You have my word , nothing will go wrong.” 

わが言葉を信じるべし､何事もあしからず――モアリ山へ向かうイサクのごとく､

彼は与えられた言葉を信じて自己を犠牲にするほかはない。 

 

６ 疑惑の冠―― 覚醒あるいは棄教 

我はその手に釘の痕を見、わが指を釘の痕に差し入れずば信ぜじ――ヨハネ福音書 20 章 

 

実のところ「信じるものは救われる」観点に依拠するならば、教祖――治療者―

―たるものとしては相手に一点の疑いも持たせないようにする必要がある｡しかしそ

の一点に関しては残念ながらラビは失敗してしまったというほかはない｡ 

アルバートは金を払ったものの、帰りの電車の中で後悔する。 

“Hypnosis ! The bastard magician hypnotized me! He never did produce a silver crown, 

it’s out of my imagination—I’ve been suckered ! ” 

あれはマジック、催眠術だったのだ、冠など作られてはいない、想像によるでっ

ち上げに過ぎなかったのだ――神を信じぬものの立場からすれば、天地創造の物語

も空想に過ぎないかもしれない。 

彼はラビの部屋に戻るがすでにもぬけの殻となっている。心揺れ動く中、翌日で
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直すが、ラビの姿は見つからない。シナゴーグで待ち、夜になって路上で待ち――

そして深夜 

One was old rabbi, in a new caftan and snappy black Homburg, walking tiredly. Rifkere, 

in sexy yellow mini，exposing to above the big-bone knees her leg s like poles,  

以前のぼろぼろの姿とは打って変わった立派な衣装をつけたラビ親子の姿を目撃

することになる｡もともと懐疑的な相手に対して、これは不用意な行動であったとい

わざるをえない｡治療者として、あるいはペテン師としても｡ 

“On my income, their glad rags.” 

自分の金で彼らは着飾った――かくのごとき姿に接し、彼はやはりラビ親子はペ

テン師に過ぎず、銀の冠うんぬんは金を巻き上げるための詭弁だと確信するにいた

る。アルバートは部屋に踏み込み、 

“I came to see my crown.” 

“I called the hospital before leaving my apartment, there’s be no improvement.” 

冠を実際に見せろ、父親の病状は全く好転していない､と迫る。  

“You must give the crown a little more time. God Himself has trouble to understand 

human sickness.” 

今しばし冠に時を与えるべし、神自ら、人の病を理解するに難儀することもあり

――しかしアルバートにはそれは詭弁としか聞こえない。 

“I came to see the thing I paid for.” 

金を払ったのだから品物を見せろ――最早完全に物質主義者の言葉である。これ

に対してラビは相変わらず宗教者の秘儀言語を語る。 

“there are some things we are allowed to see which He lets us see them．Sometimes I wish 

He didn’t let us. Ｔhere are other things we are not allowed to see――Ｍoses knew this――

and one is God’s face and another is the real crown that He makes and blesses it. A miracle is 

a miracle, this is God’s business.” 

神が我らに見るを許したまうことどもあり、時として我、さあらざりしを望めど

も。また、神が許したまわぬことどもあり。モーゼそれを知る、一つは神の尊顔、

今ひとつは神が作り、祝福されし冠なり、奇跡は奇跡にして神のみ技なり。 

神の顔を見るなかれ――モーゼの十戒に基づくタブーがカバラに、そして｢ケテル｣

王冠に通じるのは先に見たとおりである。ラビは miracle――奇跡を強調する。神の

み技を疑うことなかれ。しかし、 
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“I don’t believe a word of it, you faker, two bit magician.” 

アルバートは彼の言葉は最早信じられない。ラビを faker, magician――偽者、魔術､

奇術､トリックとののしる。二人の言葉はやはり平行線をたどらざるをえない 

“God’s word is God’s law.” 

神の言葉は神の法なり――神の言葉にせよ、ラビの言葉にせよ、信じるというこ

とは言葉を信じるところから始まる。「はじめに言葉ありき、言葉は神とともにあり」

(ヨハネ福音書 1 章)なのだ。言葉への信頼が崩れたとき、信仰は消滅し、味気ない

現実が露呈する。 

“A thief is a thief.” 

実は、“A is A”「＊＊は＊＊なり」という表現は、ラビがこれまでに何度も繰り返

し使用していた言い方であった。それを逆用してアルバートは叫ぶ、盗人は盗人だ、

と。 

この時点で物語内世界の――彼とラビとの関係において――「銀の冠」の秘儀は

崩壊する｡ラビへの信頼は消滅し､「理性を取り戻した」彼は「神の奇跡」に対する

信仰を捨てる。しかし小説､フィクションとしては､ここが精緻を極めた大逆転の瞬

間となる（あるいは､小説家､マラマッドの面目躍如､というべきか）。より重要な、

彼の精神の変容という秘儀が、テクストにおいて生成するのである。 

 

７ 茨の冠―― 奇跡の顕現 

兵卒ども茨にて冠を編み､その首にかむらせ､紫色の上衣を着せ、御許に進みていう、「ユダヤ

人の王安かれ」――ヨハネ福音書 18 章。 

 

“Miracle,” Albert bellowed, “it’s a freaking fake magic, with an idiot girl for a come-on 

and hypnotic mirrors. Ｉwas mesmerized, suckered by you.” 

奇跡ではない、ごまかしだ、偽者だ、白痴の娘にたぶらかされて連れ込まれ催眠

術の鏡でごまかされたのだ――アルバートは物語の現実においては銀の冠の存在を

徹底的に否定する。ところがテクストは、否応なしに銀の冠を現前させる方向に物

語を進めていく｡それは、この場面のテクストの語りがユダヤ・キリスト教的イコノ

ロジーに満ち溢れているが故に他ならない。 

アルバートの非難に対する反証として、ラビは銀の冠によって実際に病いえた（と

信じている）人々からの手紙（と称するもの）を読み上げる。Mrs. Ester Polatnik に
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よると Your crown worked wonders であり、my impulse is to cover your bear feet with 

kisses．足に口付けしたいほどの感動を覚えた――ここは最後の晩餐直前、イエスが

弟子たちの足を洗ったエピソード(ヨハネ福音書 13 章)を思い起こさせる。 

また、怒り心頭に発したアルバートが 

“If it’s the law you are citing, either I see the crown in the next five minutes, or the first 

thing tomorrow morning I’m reporting you and your activities to the Bronx County District 

Attorney.” 

神の法ではなく人間の法に訴える、おまえとおまえの所業を地方裁判所へ訴える

ぞ、と脅す場面は、ユダヤの民衆がイエスを「民衆を惑わす」とがでピラトに訴え

た場面(マタイ福音書 23 章、ヨハネ福音書 19 章)を連想させる。この時アルバート

は「禍なるパリサイ人」なのかもしれない。 

さらに元も重要な個所は以下数行のラストシーンである。 

“He hates me，the son of a bitch．I hope he croaks.”  In an explosion of silence the girl 

slobbered in fright, “Aha,” cried the wild eyed rabbi, pointing a finger at God in heaven. 

“Murderer,”  he cried aghast． 

Moaning, father and daughter rushed into each ones arms, as Albert, wearing a massive 

spike laden headache, rushed down the booming stairs． 

An hour later the elder Gans shut his eyes and expired 

アルバートは父への憎しみの言葉を吐いて足音も高らかに階段を駆け下りていき、

その直後、彼の父は息を引き取る。 

この場面は、明らかにゴルゴダの丘のキリスト受難を幾重にも逆転させた似姿と

いってよい｡ Booming stairs――階段を踏み鳴らして降りていくその音は、ゴルゴダ

の丘を十字架の音を立てながら担いで上るイエス・キリストの姿を逆転させた形で

思い起こさせるし、アルバートとラビが thief ｢盗人｣ murderer ｢人殺し｣とののしり

あうさまは、イエスの両脇の罪びとたちを連想させる。おりしもこのとき、父親は

――都合よくというか都合悪くというか――病院で臨終のときを迎えている｡ 

肉体的に死に行くのは父親、しかし「見捨てられた」思いを抱くのは間違いなく

彼自身である｡｢彼は私を憎んでいるんだ、畜生｣と乱暴な言葉を吐いて父を見捨てた

姿は、十字架上のイエスの言葉「わが父、わが父、何ぞ我を見捨てたまいし――エ

リ、エリ、ラマ、サバクタニ」の裏返しである。 

さらに Moaning, father and daughter rushed into each ones arms.――取り残された父と
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娘が ｢死を嘆きつつ｣ 抱きあった姿は、聖母マリアが十字架からおろされたイエス

の傷ついた体を抱く像――ピエタの性転換した形となる。父は子を見捨てたが、母

は息子を抱きしめ、未来の復活を予言する。 

そして階段を駆け下りる際の頭にきりきりと絡みつく苦痛 massive spike laden 

headache は――しかもそれを wearing――いうまでもないことながら衣服や帽子など

着用する場合に使われる単語――と述べているからには――無論十字架上のイエス

がいただいた茨の冠である｡テクストは巧妙にイエスの最後の受難を提示し、それに

よって受難の――銀のものか茨のものかはともかく――アメリカ式資本主義ではな

くユダヤ、キリスト教ヨーロッパの精神的伝統によれば茨のほうが価値は高いのか

もしれない――冠をアルバートの頭に現前せしめるのである。 

 

結語 癒しの語り／騙り―― メタフィクション 

諸々の国人を弟子となし、洗礼を施せ。見よ､我は世の終わりまで汝らとともにあるなり 

――マタイ福音書 28 章 

 

かくして冒頭の疑問――銀の冠が果たして真実作られたのか否か、また、ラビが

真実を語っているのかそれともカタリモノなのか――に対する解答が与えられるこ

とになる。 

第一の答え、上記のごとくして銀の冠は、ストーリーにおいてはラビに騙り取ら

れたことになるのかもしれないが、テクストの語りにおいては現前した。現前させ

たのは、テクストの語りの力であり、さらに拡大解釈するなら、ユダヤ、キリスト

教、ヨーロッパ文化文明の伝統の力である。 

第二の解答、ラビの肉体はその文化を伝える伝達装置に過ぎないゆえに、彼本人

がペテン師であるかいなかは無関係となる。否、あらゆる文化文明において、聖職

者とは、すべからくしかあるべき存在であり、それが正しい機能なのであろう。 

最後に「アルバートの心は救われたのか――彼は癒されたのか」という疑問が生

まれる｡そして最終的解答、アルバートは救われている。何しろイエス・キリストそ

の人が、冠という象徴的な形態ではあれ、彼の頭上に顕現しているのである。全世

界の罪を背負った救世主が一瞬の語りにおいてとは言えども自ら降臨したのだ。「父

よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり」(ルカ福音書 23 章)。自

身を十字架にかけた兵士を許したイエスが現れた以上、彼の親不孝の罪が救われな
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いはずがない。ただし、十字架にかけられ茨の冠をいただいたイエスが救世主､神の

子たることを――ユダヤ、キリスト教の伝統を――信じているコンテクストにおい

て､という但し書きがつく。最終的にはこれも「信じる者は救われる」の一言に収斂

されてしまうといわざるをえない(9)｡ 

 この小説――fiction――は､｢癒し｣にかかわる｢語り｣とは何か､を追求した物語であ

る。と同時にほとんど自動的に、それは｢語り｣そのものが何かにも言及してしまう

ことになる。 

この小説において示されたのは、フィクションである｢語り｣が事実(ファクト)で

ある必要はなく、あるコンテクストにおいて｢語り｣はそのまま｢騙り｣に移行しうる

ということである。不在の冠を現前させた過程を語る(騙る)このテクストにおいて、

優れたフィクションは優れたメタフィクションになっている――ユダヤ・キリスト

教的伝統の中で宗教的コンテクストにおいて語られる言葉は常に、何らかの先行す

る予表言語の実現なのだから。 

 

付記 

最後になるが、小論は実は岡田春馬帝京大学米英言語文化学科教授（帝京大学短

期大学国際コミュニケーション学科長）著「マラマッドの『銀の冠』をめぐる私の

作品解釈」（平成 12 年一月発行『米英言語文化 31 号』所収）に啓示を受けてつくら

れたものである｡ただし、教授が主論点として挙げられた「エピファニー」の一言は

一度も使用していない｡筆者は教授が正面から示された論点をなぞるのではなく、そ

の光から隠された（教授の「啓」に対する「蒙」の）部分に注目することを試みた。

いわば教授が真性の銀の冠を作るのに削り捨てた部分を使って少々変わった細工を

作った（偽作――fake――した）と考えていただければ幸いである｡ 

 

(1) ｢聖書｣からの引用は関根正雄、木下順治編｢世界古典文学全集｣五巻(昭和 40 年、

筑摩書房)より。なお本稿においては「聖書」およびその周辺からの引用が頻発

するがこれは作品解釈のための手段であって、筆者自身はいかなる会派のキリス

ト教徒、ユダヤ教徒、カバリスト、あるいはペテン師、霊能術者でもないことを

お断りしておく。 

(2) いうまでもないが。マックス・ウェーヴァー「プロテスタンティズムの倫理と資

本主義精神」大塚久雄新訳 岩波文庫 1989 
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(3) “The Silver Crown” 本文テクストは  “The Stories of Bernard Malamud” Chatto & 

Windus  The Hogarth Press 1984 より。 

(4) これまたいうまでもないが、「ハムレット」第一幕 

(5) ラビの語る宗教的・預言者的(？)発言は「それなりの」訳し方を試みた。ただし、

アルバートとの応酬が奇妙になるという欠点はある。本稿は翻訳ではなく宗教的

伝統に重きをおいているが故である。 

(6) カバラ、錬金術、魔術関係の参考書を（ごく一部だが）以下に挙げる。 

「錬金術と心理学」カール･グスタフ･ユング著 池田紘一・鎌田道夫訳   

人文書院 1976 年 

「ヘルメス叢書 1――7 巻」フラメル、デスドニエ他著 有田忠夫編訳 白水社 

1977――80 年 

「錬金術･精神変容の秘術」スタニスラス・クロソウスキー・デ・ロラ著、 

種村季弘訳 平凡社 1978 年  

｢魔術･もう一つのヨーロッパ精神史｣フランシス・キング著、渋澤龍彦訳   

平凡社 1978 年  

「ユングとヨーロッパ精神」 湯浅泰雄 人文書院 1979 年 

「エラノス叢書 1――10」井原俊彦。上田閑製，河合準雄編訳  

平凡社 1980―95 年 

「生命の樹･中心のシンボリズム」ロジャー・クック著 植島啓司訳  

平凡社 1982 年 

「ユダヤの秘儀、カバラの象徴学」ゼヴ・ベン･シモン・ハレヴィイ著、 

平凡社 1982 年 

「魔術」アリスター・クロウリー著 島宏之 福松靖夫 江口之隆 訳  

国書刊行会 1983 年 

「変容の象徴」カール･グスタフ･ユング著 野村真紀子，秋山さと子訳  

ちくま書店 1985 年 

「カバラとその象徴的表現」 ゲルショム・ショーレム著 小岸明 岡部仁 訳 

法政大学出版会 1985 年 

「技術・魔術・科学」（新岩波講座哲学 8） 大沼忠弘 岸田有 村上陽一郎他著  

岩波書店 1985 年 

「妖術師・秘術師・錬金術師の博物誌」グリヨ・ド・ジブリ著 林瑞枝 池正行
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訳 法政大学出版会 1986 年 

「ユングとキリスト教」湯浅泰雄著 人文書院 1987 年 

「ユングと東洋」湯浅泰雄著 人文書院 1989 年 

「宗教と魔術の衰退」キース・トマス著 荒木正純訳 法政大学出版会 1993 年 

(7) ｢生命の樹｣について、最近もっとも有名になった例としては庵野秀明監督アニメ

｢新世紀エヴァンゲリオン｣(1995―6年､テレビ東京放映､97年東映映画)タイトル

バックに登場している。一時期カルト的人気を博したこの作品はカバラ的要素へ

の言及が非常に多く､登場する「シト」なる異形のものたちもカバラにおける天

使の名前が命名されている。 

(8) 具体例では､ロンドンのユダヤ博物館所蔵の品が非常に芸術的にも優れたもので

ある。 

写真図版は前記「ユダヤの秘儀･カバラの象徴学」に所収。 

(9) 前節からこのあたりにかけて、本論の論考のほうがラビの言説以上に危うい「騙

り」であると思われる読者もいるはずである。それにたいしては筆者としては、

「笑って答えない」という態度をとることになるだろう。 


