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「2018年第7回村上春樹国際シンポジウム」プログラム 
テーマ 村上春樹文学における「共鳴」(sympathy) 

期 日：2018年5月26日-28日(3日間) 

場 所：淡江大学守謙国際会議センター(新北市淡水区英専路151号) 

一日目 2018年 5月 26日(土曜日) 

0840-0900 受付 

0900-0920 開幕式(有蓮庁)      司会者 小林 由紀(東呉大学兼任助理教授) 

陳 小雀(淡江大学教授兼学部長) 

曾 秋桂(淡江大学教授兼学科主任・村上春樹研究センター主任・ 

         台湾日本語教育学会理事長) 

松原 一樹(日本台湾交流協会台北事務所広報文化部長) 

賴 振南(輔仁大学教授兼外国語学部学部長・台湾日本語文学会理事長) 

0920-1010 基調講演 1(有蓮庁) 

司会者   賴 振南(輔仁大学教授兼外国語学部学部長・台湾日本語文学会理事長) 

演講者   中村 三春(北海道大学教授) 

講 題   「壁」は越えられるか―村上春樹の文学における〈共鳴〉― 

1010-1025 ティータイム 

1025-1115 基調講演2(有蓮庁) 

司会者   賴 錦雀(東呉大学教授・台湾日本語教育学会理事) 

演講者   金水 敏(大阪大学教授) 

講 題   『騎士団長殺し』騎士団長の「あらない」再考 

1115-1205 基調講演3(有蓮庁) 

司会者 落合 由治(淡江大学教授兼村上春樹研究センター副主任) 

演講者   Matthew  Strecher(上智大学教授) 

講 題   村上春樹文学における共鳴・『騎士団長殺し』と神聖な「旅」 

1205-1300 昼食・ポスター論文発表 

1210-1300 論文ポスター発表(黃憲堂老師紀念廳  HC107) 

コメンテーター  楊 琇媚(南台科技大学副教授) 

 

発表者①：王 薇婷（広島大学博士） 

題  目：村上春樹文学における「共鳴」─「かえるくん、東京を救う」を中心に─ 

発表者②︰童 曼禎（淡江大学修士課程） 

題  目：「ねじまき鳥と火曜日の女たち」の一考察 

発表者③︰盧 亞屏（淡江大学修士課程） 

題  目：『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』における音楽との「共鳴」 

発表者④︰陳 琬渝（台湾大学修士課程） 

題  目：『騎士団長殺し』における暴力─『白いスバル・フォレスターの男』から考えて─ 



 

vi 

 

1310-1420 アジア初村上春樹映画鑑賞会(有蓮庁) 

司会者 Anna Zielinska-Elliott (ボストン大学上級講師) 

発表者 Mette Holm(デンマーク著名村上春樹文学翻訳者) 

映画名 村上春樹の夢( Dreaming Murakami) 

1420-1430 ティータイム 

1430-1630 パネルデイスカッション(有蓮庁)     テーマ 『騎士団長殺し』をめぐる読み・翻訳の事情   

パネリスト兼司会者  曾 秋桂(淡江大学教授兼日本語学科主任、村上春樹研究センター主任、 

                            台湾日本語教育学会理事長) 

パネリスト①       中村 三春(北海道大学教授) 

パネリスト②    金水 敏(大阪大学教授) 

パネリスト③    Matthew Strecher(上智大学教授) 

パネリスト④    髙橋 龍夫(専修大学教授) 

パネリスト⑤      Anna Zielinska-Elliott (アメリカ・ボストン大学上級講師、ポーランド語版 

        村上春樹著名翻訳者) 

パネリスト⑥       Mette Holm(デンマーク著名村上春樹文学翻訳者) 

パネリスト➆       賴  明珠(華語繁体版台湾著名村上春樹文学翻訳者) 

パネリスト⑧    盧  明姬(韓国・東国大学校教授) 

パネリスト⑨       葉  蕙(マレーシア著名村上春樹文学翻訳者) 

1700-1830 懇親会(台湾伝統テーブル料理、大腳印複合餐廳・新北市淡水區學府路68號) 

二日目 2018年 5月 27日(日曜日) 

 論文口頭発表(1) 

0930-1035 第1セッション 第2セッション 第3セッション 第4セッション 

0930-0935 HC305 HC306 HC307 HC303 

コメンテーター コメンテーター コメンテーター コメンテーター 

盧  明姬 

韓国東国大学校 

教授 

王 佑心 

銘伝大学 

副教授 

內田  康 

淡江大学 

副教授 

髙橋 龍夫 

専修大学 

教授 

0935-0955 発表者 1 発表者 3 発表者 5 発表者 7 

 賴 錦雀 

東呉大学 

教授 

大村 梓 

山梨県立大学 

講師 

趙 柱喜 

瑞逸大学 

兼任教授 

小島 基洋 

京都大学 

准教授 

テーマ テーマ テーマ テーマ 

紀行文から見た村上春

樹の旅先での共鳴─『ラ

オスにいったい何があ

るというんですか』を中

心に─ 

翻訳に現れる「僕」と

「鼠」の物語─英訳

Pinball,1973─ 

村上春樹の歴史認識 魂の共鳴─村上春樹作品 

における〈生き霊〉をめ

ぐって─ 

0955-1005 質疑応答 
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1005-1025 発表者 2 発表者 4 発表者 6 発表者 8 

 落合 由治 

淡江大学 

教授 

山根 由美恵 

広島国際大学 

非常勤講師 

平野 葵 

北海道大学 

博士後期課程 3 年 

李 娟 

立命館大学 

博士後期課程 

テーマ テーマ テーマ テーマ 

長編小説の語りにおけ

る村上春樹作品の共鳴 

村上春樹「アンダーグ

ラウンド」の〈共鳴〉 

─地下鉄サリン事件被

害者をめぐる文学─ 

危機的状況と〈共鳴〉 

─村上春樹「恋するザム

ザ」とプラハの春─ 

「中国行きのスロウ・ボ

ート」論─その共鳴と変

化をめぐって─ 

1025-1035 質疑応答 

1035-1045 ティータイム 

 論文口頭発表(2) 

1045-1150 第5セッション 第6セッション 第7セッション 第8セッション 

1045-1050 HC305 HC306 HC307 HC303 

コメンテーター コメンテーター コメンテーター コメンテーター 

邱 若山 

静宜大学 

教授 

范 淑文 

台湾大学 

教授 

黃  翠娥 

輔仁大学 

教授 

周 玉慧 

中央研究員 

研究員 

1050-1110 発表者9 発表者11 発表者13 発表者15 

王 佑心 

銘伝大学 

副教授 

曾 秋桂 

淡江大学 

教授 

齋藤 正志 

中国文化大学 

副教授 

阿部 翔太 

広島大学 

博士課程前期 

テーマ テーマ テーマ テーマ 

村上春樹『風の歌を聴

け』における語りの空白

─シンパシーを引き起

こす「翻訳」の痕跡─ 

『騎士団長殺し』にお

ける絵画への「共鳴」 

─小田原滞在中に創作

した4枚の絵を中心に─

偶然の共鳴─『ノルウェ

イの森』と『万葉集』─ 

音楽を奏でる者たち 

─『ノルウェイの森』に

おける「共鳴」─ 

1110-1120 質疑応答 

1120-1140 発表者10 発表者12 発表者14 発表者16 

 袁 嘉孜 

北海道大学 

修士課程二年 

鄒 波 

復旦大学 

副教授 

髙橋 龍夫 

専修大学 

教授 

野田 晃生 

筑波大学大学院 

テーマ テーマ テーマ テーマ 

村上春樹世界における共

鳴－空間表象をめぐって─ 

『トニー滝谷』に於ける

アウトサイダーの行方

—時代との共鳴と拒否

— 

『騎士団長殺し』論 

─20世紀の歴史を継承

する21世紀の物語─ 

『ノルウェイの森』にお

ける共鳴 

1140-1150 質疑応答 
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1150-1300 昼食 

 論文口頭発表(3) 

1300-1405 第9セッション 第10セッション 第11セッション 第12セッション 

1300-1305 HC305 HC306 HC307 HC303 

コメンテーター コメンテーター コメンテーター コメンテーター 

鄒 波 

復旦大学 

副教授 

小澤 自然 

淡江大学 

副教授 

齋藤 正志 

中国文化大学 

副教授 

賴 雲莊 

東吳大学 

副教授 

1305-1325 発表者17 発表者19 発表者21 発表者23 

 三宅 香帆 

京都大学 

博士課程後期 

  許 哲瑋 

University of 

Jyväskylä Master＇s 

Student 

山﨑 眞紀子 

日本大学 

教授 

大岡 愛梨沙 

ノートルダム清心大学 

修士課程一年生 

 

テーマ テーマ テーマ テーマ 

『羊をめぐる冒険』にお

ける喪失の共鳴－母と

成熟の拒否をめぐって

－ 

The Spatial Narrative in 

Norwegian Wood: 

Sexuality, Body and Mutual 

Sympathy of Subjectivity 

村上春樹作品における

共鳴─ハツミ、ユズを中

心に─ 

『海辺のカフカ』におけ

る〈暴力〉と〈癒し〉 

─カフカ・プラトン・漱

石との〈共鳴〉にふれて

─ 

1325-1335 質疑応答 

1335-1355 発表者18 発表者20 発表者22 発表者24 

 米村 みゆき 

専修大学 

教授 

余 盛延 

台北科技大学 

教授 

堀口 真利子 

長岡工業高等専門学校 

王 嘉臨 

淡江大学 

副教授 

テーマ テーマ テーマ テーマ 

〈見せかけ〉の世界との

交錯─『１Q84』『騎士団

長殺し』における認知症

の表象─   

“It Is My Turn to Weave 

Dreams for Others”: 

Hajime’s Sympathy, 

Nostalgia, and Existential 

Transformation in South of 

the Border, West of the Sun 

村上春樹『騎士団長殺

し』における従順さ─物

語（シナリオ）を書くと

いうこと─ 

村上作品における性的マ

イノリティについての意

識 ─『スプートニクの恋

人』を中心に─ 

1355-1405 質疑応答 

1405-1415 ティータイム 

 論文口頭発表(4) 

1415-1520 第13セッション 第14セッション 第15セッション 第16セッション 

1415-1420 HC305 HC306 HC307 HC303 

コメンテーター コメンテーター コメンテーター コメンテーター 
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黃  如萍 

高雄餐旅大学 

副教授 

米村 みゆき 

専修大学 

教授 

小林 由紀 

東呉大学 

兼任助理教授 

廖  秀娟 

元智大學 

副教授 

1420-1440 発表者25 発表者27 発表者29 発表者31 

 荻原  桂子 

九州女子大学 

教授 

范 淑文 

台湾大学 

教授 

Anna Zielinska-Elliott 

ボストン大学 

上級講師 

奥田 浩司 

愛知教育大学 

准教授 

テーマ テーマ テーマ テーマ 

村上春樹『海辺のカフ

カ』における日本古典文

学との共鳴─『源氏物

語』と『雨月物語』─ 

『神の子どもたちはみ

な踊る』試論─主人公た

ちの共鳴の有り方─    

テクストに共鳴─『騎士

団長殺し』─ 

「独立器官」と『騎士団

長殺し』─ホロコースト

との響き合い─ 

1440-1450 質疑応答 

1450-1510 発表者 26 発表者 28 発表者 30 発表者 32 

 飯干 大嵩 

専修大学大学院 

修士二年 

星野 智之 

(株)青い星通信社 

專職作家 

Dalmi  Katalin 

広島大学 

職員 

浅利 文子 

法政大学 

兼任講師 

テーマ テーマ テーマ テーマ 

『色彩を持たない多崎

つくると、彼の巡礼の

年』論─「巡礼者」とし

ての多崎つくる─ 

『1Q84』と死海文書の連

関から辿る共鳴の誕生 

共鳴する村上春樹文学 

─シャーマニズムとハ

ンガリー民話の世界─ 

『騎士団長殺し』─「山

上の家」における魂と魂

の共振─ 

1510-1520 質疑応答 

1520-1530 ティータイム 

 論文口頭発表(5) 

1530-1605 第17セッション  

1530-1535 HC305 

コメンテーター 

李 偉煌 

靜宜大学 

副教授兼主任 

1535-1555 発表者33 

 葉 夌 

淡江大学 

助理教授 

テーマ 

村上春樹『騎士団長殺

し』における地震と人間
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との間 

1555-1605 質疑応答 

1605-1615 ティータイム 

1615-1625 お知らせ(HC305) 

司会者  曾 秋桂(淡江大学教授・村上春樹研究センター主任) 

1.「2019年第8回村上春樹シンポジウム」の開催日と開催地の紹介 

2.「2019年第8回村上春樹シンポジウム」メインテーマの説明 

1625-1635 閉幕式 (HC305) 

曾 秋桂（淡江大学教授・村上春樹研究中心主任） 

1635-1800 晩餐会(バイキング方式) 

0900-1700 三日目 2018年 5月 28日(月曜日) 

淡水風土と文学見学 

 

主催者 淡江大学村上春樹研究センター・淡江大学日本語学科 

助成者 行政院科技部 

後援者 日本台湾交流協会・淡江大学出版センター・台湾日本語文学会・ 

台湾日語教育学会・日本比較文化学会・瑞蘭国際出版・ 

淡江大学日本語学科OB会  
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二、会議内容 

主      題：村上春樹文学における「共鳴」(sympathy) 

目   標：日本の作家・村上春樹(1949-)は現在、ノーベル賞候補として 有力視されて

いる、日本の現代を代表する世界的な作家である。2014年は台湾のメディア、

広告、ビジネス界で村上春樹が造語した漢語「小確幸」の使用がブームにな

り、ことばの流行と共に「村上春樹現象」が台湾社会に再来し、2017年には

新作長編『騎士団長殺し』も出された。「村上春樹現象」は海を越え、言語、

国境、種族、文化の壁、異文化の差異を越えて今や世界に広がっている。全

世界の共通現象となっている「村上春樹現象」は、ただ語学、文学、文化、

翻訳の角度から捉えられるにとどまらず、日本語教育学、経済学、マーケテ

ィング、心理学、歴史学、社会学等の様々な社会の次元からの観点を取り入

れることで、「村上春樹学」とも言うべき広大な研究空間を産み出そうとして

いる。本研究センターは、「村上春樹学」を台湾で開拓し、ひいてはそれを世

界に広げることを目標としている。 

起   源：淡江大学張家宜学長の指示による「特色ある学科形成計画」に基づく教育方

針に従い、2011年8月1日に「村上春樹研究室」(責任者 曾秋桂教授) が

成立し、村上春樹研究成推進を淡江大学日本語文学科の特色教育の一つにす

ることが決まったときが発端である。慣例として一年に一度「村上春樹国際

学術研討会」(累計 4 回)を開催し、村上春樹関係のワークショップを設け、

同時に村上春樹文学作品研究を「村上春樹学研究(一)」、「村上春樹学研究

(二)」として日本語文学科修士クラス二年生のカリキュラムに導入し、曾秋

桂教授が担当してきた。また、2016 年 11 月末から「非常村上春樹」を名前

にしたMOOCs(オンライン授業)を開講し、さらに2017年春に再開講した。受

講完了人数は、登録者の30パーセントに達し、成功した例と言えよう。こう

した学習課程により、村上春樹学研究を志す多くの日本語人材の若者たちが

育ってきている。さらに、淡江大学虞国興前学術副学長が「村上春樹研究室」

の今までの活動を評価し、村上春樹研究の成果を拡大するように指示した。

淡江大学張家宜学長の同意を得て、103学年度(2014年8月1日)に世界初の

「村上春樹研究センター」(Center for Murakami Haruki Studies)が正式に

開設され、曾秋桂教授がセンター長に任命され、継続して村上春樹研究を深

めていく運びとなった。淡江大学外国語文学部FL619に「村上春樹研究セン

ター」を設置し、それを拠点に「村上春樹学」の構築を目指し、その成果を

世界へと発信している。本大会も淡江大学張家宜学長をはじめ、葛煥昭学術

副学長、戴万欽国際交流副学長、胡仁宜行政副学長の全面的サポートを得て、
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ようやく実現できたものである。 

内 容 紹 介：本国際学術会議は、基調講演（キーノート・スピーチ）、ポスター口論文

発表、村上春樹映画発表、パネルディスカッション、論文口頭発表に分け

て進行する。キーノートスピーカーは北海道大学中村三春教授、大阪大学

金水敏教授、上智大学Matthew Strecher教授にご担当いただく。17セッシ

ョンを設け、33名の論文口頭発表者と4名の論文ポスター発表者に発表し

ていただく。司会兼コメンテーターを、各分野において優れた業績を残し

た専門家に担当していただく。パネルディスカッションでは、テーマ「『騎

士団長殺し』をめぐる読み・翻訳の事情」について、意見発表と総合討論

の2部に分けて、進めることにする。今回の参加者を国別に見ると、主催

国・台湾はもちろん、日本、中国大陸、韓国、マレーシア、アメリカ、ハ

ンガリー、デンマーク、ポーランド、フィンランド等になる。豊かな経験

を積んできた指導的研究者はもちろん、第一線で活躍している現役の熟

年、壮年の研究者以外に、勉学に勤めている修士・博士課程に在籍してい

る若手など、各年齢層にわたり、多くの参加者が大変積極的に関与してく

れている。このように、本大会は学問を切磋琢磨する場というだけではな

く、研究経験を伝承し、また新たに発展させる試行の場の意味も含まれて

いる、村上春樹研究の先端を走る大集会だと言える。 
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三、会議規則 

一、携帯電話 

本会議の各部、各セッションの開始に先立ち、携帯電話の電源をお切りいただくか、マ

ナーモードにご設定いただくようにお願いいたします。 

 

二、各部・セッションの時間配分 

論文口頭発表、基調講演、パネルディスカッションの部の時間配分は以下のとおりです。 

(1)司会者：基調講演の場合は、講演者の紹介を 3 分。論文口頭発表の場合は、発表者 2 名

の紹介を全部で 5 分 

(2)基調講演：各講演者 50 分 

(3)論文口頭発表：一人につき、発表時間 20 分、質疑応答 10 分 

(4)ポスター発表：発表時間 60 分 

(5)パネルディスカッション：各パネリスト 8 分の発言、総合討論 30 分 

 

三、タイムキーパーを司会兼コメンテーターにご担当いただきます。また、会場では会場 

係が制限時間を掲示でお教えします。 

 

四、発言原則 

大会の使用言語は、原則、共通語として日本語をお使いいただくようにお願いいたしま

す。会場によっては英語、中国語も可能となる場合がございます。 

質問者は、まずご所属、お名前を言って頂いてから、1 分以内で簡潔にご質問いただく

ようにお願いいたします。 
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四、基調講演01 

 

「壁」は越えられるか 

―村上春樹の文学における〈共鳴〉― 

北海道大学大学院文学研究科 中村 三春 

 

（2019年の『村上春樹研究叢書』で出版致します） 
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四、基調講演02 

 

『騎士団長殺し』騎士団長の「あらない」再考 

大阪大学大学院文学研究科 金水 敏 

 

（2019年の『村上春樹研究叢書』で出版致します） 
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四、基調講演03 

 

村上春樹文学における共鳴・『騎士団長殺し』と神聖な「旅」 

上智大学・国際教養学部 マシュー・ストレッカー 

 

（2019年の『村上春樹研究叢書』で出版致します） 

 

 

  



 

17 

 

  



 

18 

 

  



 

19 

 

  



 

20 

 

  



 

21 

 

  



 

22 

 

  



 

23 

 

  



 

24 

 

  



 

25 

 

  



 

26 
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発表
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五、ポスター発表01 

 

村上春樹文学における「共鳴」 

―「かえるくん、東京を救う」を中心に 

広島大学大学院総合科学研究科 王 薇婷 

 

（公開同意未確認）  
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五、ポスター発表02 

 

「ねじまき鳥と火曜日の女たち」の一考察 

淡江大学修士課程 童 曼禎 

 

一、 はじめに 

 「ねじまき鳥と火曜日の女たち」という短編は、「僕」がある火曜日一日の出来事を語る

という物語である。失業中の「僕」が台所に立ってスパゲティーを茹ででいるとき、知ら

ない女からの電話をもらい、「僕」と分かり合うことを求めていた。そして、今度は妻から

の電話があり、失業中の「僕」に詩を書く仕事を紹介し、「路地」にいなくなった猫を探す

ことも頼まれた。この後、知らない女がもう一度電話をかけて来て性的な誘惑をした。「僕」

は電話を切った後、「路地」へ猫を探しに行き、ある娘に出会い、一緒に彼女の庭で猫を待

っていたが、結局見つからなかった。猫を探せなかったことを妻に伝えると、「きっともう

猫は死んじゃったのよ」「あなたが猫を見殺したのよ」と返事した。 

 この短編は、猫を探すことを主として、「僕」と女たちをめぐる物語である。ただし、単

に猫を探すことではなく、その「猫を探すこと」自体は、夫婦の間にある程度の連結があ

り、また電話をかけて来る女もある程度の繋がりもあると推測する。本稿では、電話をか

けて来る女の正体を解明したい、さらに猫という存在と夫婦関係を明らかにしたいと思う。 

 

二、 女の正体 

 物語の 初、登場した人物の一人であり、「僕」に電話がかかってきた女、その女の声は

まったく聞き覚えがなく、そして「僕」はその女の声、またその女のことを全然知らない

と確信した。しかし、本当に聞いたことはない声であったか、むしろ声の変化の故に、聞

いたことない勘違いをするか、これについて、以下の場面が見られる。 

 

  「変にしろ変じゃないにしろ、あなたには関係ない」と僕は言った。「朝食を殆ど食べ

なかったんで、今頃になって腹が減ってきたんです。僕が自分で作って食べるんだ。

何時に何を食べようがそれは僕のじゃないですか？」 

   「ええ、いいわよ、それは。じゃあ、まあ切るわね」と女は油を流したようなのっぺり     

    とした声で言った。不思議な声だ。ちょっとした感情の変化で、まるでスイッチで周 

    波数を切りかえるみたいに声のトーンががらりと変わるのだ。（PP158-159） 

 

 同じことは女からの電話だけでなく、路地に娘と話すときも発生した。「変だな、と僕は

思った。目を開いて聞いているときの娘の声と目を閉じて聞いているときの娘の声は、ま

るで違って聞こえるのだ。」（P194） 

 上記のことから、声で人を判別することは疑いがあり、電話がかかってきた声を聞いた



 

36 

 

ことない女について、本当に「僕」が知らない女なのかと筆者はそれに関する疑問を持っ

ている。鈴木智之(2009)は『「声」を通じて他者の「同一性」を判定する感覚の危うさ、あ

るいは「声の同一性」の不確かさであり、それは相同的な形で、冒頭の「電話の女」のエピ

ソード――それによって投げかけられる問い――に通じている』と述べている。1 

そして、声さえ聴いたことはない女は、「僕」のことを知っていると言うだけではなく、

「僕」の年、ほかには「あなたの頭の中に致命的な死角があるとは思わないの？そうじゃ

なければあなたは今頃少しまともな人間になっていると思わない？」（P153）と指摘するこ

とができ、これは「僕」も考えたことであり、「かつては―と僕は思った―僕も希望に燃え

たまともな
、、、、

人間だった。（中略）それがどこかで狂ってしまったのだ。」（P166）（傍点原著）。

また、女は昔「僕」のことが好きだったとも言った。上記から、女はたしかに「僕」のこと

を知り、あるいはかつては知り合いの可能性もあると思う。 

しかしながら、妻も「僕」のことすごくわかっており、「僕」が混乱するとアイロンかけ

をするということをちゃんと知っている。声を知らない、女のことを知らないという「僕」

の語りに対して、筆者は疑いを持っている。何かというと、下記の引用文において、「妻」

と「女」との入れ替わりが可能だからである。 

 

  「二十代後半、大学卒、東京生まれ、子供のころの生活環境は中の上」と僕は言った。 

  「驚いたわね」と女は言って、受話器のそばでライターを擦って煙草に火をつけた。

カルチェの音だ。「もっとやってみてよ」 

  「かなりの美人だね。少なくとも自分ではそう思っている。でもコンプレックスはあ

る。背が低いとか、乳房が小さいとか、そんなところだ。」 

  「結婚してる。でもしっくりといっていない。問題がある。問題がない女は自分の名

前を名乗らずに男に電話をかけたりはしないからね。でも僕は君を知らない。少なく

ともしゃべったことはない。これだけ想像してもどうしても君の姿が頭に浮かんでこ

ないものね」（PP171-172） 

 

 以上のような、「僕」が「女」についての想像は「妻」に当てはまるものであり、「妻」

に対する陳述と見ても差し支えない。しかし、再び女からの電話を受けた時、女はまるで

「僕」を誘っているかなりセクシュアルな話をしていた。それに比べると、妻の電話は、

仕事に関する、まじめな話である。もし、「妻」と「女」との入れ替わりが可能であった

ら、「女」は僕が知らない「妻」の側面であると推論する。 

 

 

 

                         
1 鈴木智之（2009）『村上春樹と物語の条件』青弓社p.151 
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三、猫という存在 

猫の名前はワタナベ・ノボルであり、四日前からなくなってしまい、妻は猫がたぶん「路

地」の奥の空き家の庭にいると言い、「僕」に猫を探すことを頼んだ。猫は自分で家に戻っ

てこない、「いったいどうして僕がわざわざ猫を探しにいかなくちゃならないんだ」（P166）

「やれやれ、と僕は思った。まったくやれやれ
、、、、

だ。猫なんて好きなところに行って好きに

暮らしていればいいじゃないか。」（P166）と「僕」はそう思う。上述から見ると、「僕」は

猫のことにあまり関心を持っていなさそうだ。 

 前述のとおり、「僕」が猫のことを別に関心を持っていななさそうであり、一方、妻は

なるべく早く猫を見つけたいと書かれている。「僕」と話すとき、よく「猫は？」と訊

く。しかし、結局「僕」は猫が見つからなかった、こういうことを妻に伝えたシーンの引

用部分は以下のように示す。 

 

  「猫は？」 

  「みつからない」 

  「そう」と妻は言った。 

  （中略） 

  「今度は違うのよ。私にはわかるのよ。猫は死んじゃって、どこかの草むらの中で腐

ってるのよ。空き家の庭の草むら探してくれた？」 

  「あい、よせよ。いくら空き家だって他人の家だぜ、そんなの勝手に入れるわけない

じゃないか」 

  「あなたが殺したのよ」と妻言った。 

   僕は溜め息をついてもう一度バスタオルで頭を拭った。 

  「あなたが猫を見殺しにしたのよ」と暗闇の中で彼女はくりかえした。（PP200-201） 

   

 上記によると、妻は猫の消失が「僕」とは何のかかわりがあると書かれる。路地に猫を

探すのは「僕」であり、猫を探さなかったのも「僕」であり、そして猫を殺したと疑わせ

るのも「僕」であり、すなわち「猫」の「存在」は決定的に「僕」によることであり、そ

して筆者は「猫」が「僕」と妻の間の「何か」であり、夫婦関係に影響を与える「何か」

と推測する。 

 

四、夫婦関係 

 「僕」が路地で猫を探している途中、そこにいる娘と一緒に猫の通り姿を待っていた。

娘は想像しながら待ってくださいと「僕」に言うけど、「僕」は猫の姿をうまく思い出せ

ない。「特徴だけは似ているのだが、肝心な部分がすっぽりと欠落している。彼がどのよ

うな歩き方をしたのかさえ、僕にはもう思いだせないのだ。」（PP196-197） 

飼っている猫の姿さえ思い出せない、ずっと自分と暮らしている家族（猫）の模様を思
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い浮かべられない、すなわち、自分の身近い物事に関心を持ってない、間接的に第二節の

「女」は僕が知らない「妻」の側面という推論を立てられる。こうして、どうして「女」

は「僕」と分かり合いたいのかも理解できる。 

 また、仮に第三節の通り、「猫」が「僕」と妻の間の「何か」であったら、前にも一度

猫が消えることがあり、これと電話をかけて来る女が「僕」のこと好きだったことに繋が

ると思われ、その上物語 後の部分も結びつけられる。猫が見つからない「僕」と、猫の

消失に絶望を感じた「妻」に関する叙述は次のように示している。 

   

   食事のあと風呂から出てくると、妻は電灯を消した居間の暗闇の中にひとりでぽつ

んと座っていた。グレーのシャツを着て暗闇の中にじっとうずくまっていると、彼女

はまるで置き去りにされ荷物のように見えた。僕は彼女がひどく気の毒に思えた。彼

女は間違った場所に置き去りにされたのだ。もっとべつの場所にいれば、あるいは彼

女はもっと幸せになれたかもしれないのだ。（P200）（下線は筆者による。） 

 

 上記によると、「置き去りにされた荷物」という比喩は、「僕」の家族への無関心を再び

感ずる。しかしながら、下線の部分によると、「僕」も自分の行為を意識したはずである。 

 

  「猫は自分でいなくなったんだ。僕のせいなんかじゃない。それくらいのことは君に  

  だって分かるだろ？」 

「あなた、猫のことなんてべつに好きじゃなかったんでしょ？」 

「そりゃそうかもしれない」と僕は認めた。「少なくとも君ほどは
、、、、

あの猫のこと好きじ

ゃなかったかもしれない。でも僕はあの猫をいじめたこともないし、毎日ちゃんと飯

をやってた。僕が
、、

飯をやってたんだよ。とくに好きじゃないからって、僕が猫を殺し

たことにはならない。そんなことを言いだしたら、世界の大部分の人間は僕が殺した

ことになる。」 

  「あなたってそういう人なのよ」と妻は言った。「いつもいつもそうよ。自分で手を下 

  さずにいろんなものを殺していくのよ」（P201） 

 

 上述から見ると、「僕」は本当に猫のことを好きではない、妻は「僕」が猫を殺したの

を確信している。ここで、妻の話から、ほかに「僕」が自分で手を下さずに殺したものは

何なのかについて、筆者は「夫婦関係」であろうと推測する。家族への無関心、猫のこと

をすっかり忘れていたことし、泣いている妻に声をかけるつもりもなかったし、故に筆者

は「僕」が自分で手を下さずに殺したのは「夫婦関係」と推測する。 
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五、おわりに 

 本稿では、猫という存在と電話をかけてきた女を通して、夫婦間の不仲も少し窺えた。

登場人物関係を分かりやすくするために、関係図を作った。 

       

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図1：登場人物関係図 

 

 図 1 によって、女と妻の関係は双方向的であり、その原因は、女は妻の別の側面を示し

ていて、女と妻は一人の人物のそれぞれ別な面を示しているからである。「僕」は女は知ら

ない人として認識しているが、それは「僕」が妻の一部しか理解していなかったため、違

う側面を受け入れられなかったとも言える。 

 また、妻に対しては、「置き去りにされた荷物」のように、家族なのに殆ど関心は持って

いない。 

そして、猫は「僕」と妻の間にいる存在、つまり「僕」と妻の関係を繋ぐ役割をしてい

る。しかし、「僕」は妻の一面しか知らないように、猫についても殆ど関心は持っていない。

猫は「僕」にとって、どうでもいい存在である。 

つまり、以上が示していることは、「僕」の家族への無関心であると言える。その結果、

「僕」が相手の意志や要求に対して、正面から考えずにいつも回避して答えないままにな

っている。以上は作品全体の中で、「僕」の存在に大きな問題があることを意味している。

「僕」の無関心が家族関係を崩すもとになっている。 

今後は今回考察した結果を踏まえ、路地の娘という存在と「僕」の関係を解明したいと

思う。ところで、「ねじまき鳥と火曜日の女たち」は、ほかの作品と多少繋がっているとこ

ろがあり、ほかの作品との関係も解きたいと思う。 
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五、ポスター発表03 

 

『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』における 

音楽との「共鳴」 

淡江大学修士課程 盧 亞屏 

 

1．はじめに 

 1997年村上春樹と陽子夫人の二人はプライベートでアイルランドに旅行するつもりであ

った。そこに丁度ウィスキーについて文章を書く仕事の要請が来た。それで村上春樹はウ

ィスキーをテーマにしてスコットランドのアイラ島とアイルランドの旅をすることにした。

アイラ島に行って各地の蒸留所を訪れ、そこで見た風景、そこで出会った人々について綴

った紀行文となった。それは、その名高いシングル・モルトウィスキーを心ゆくまで賞味

した聖地巡礼の旅になった。 

 日本に帰り、村上は二つの文章を書いて陽子夫人の写した写真とともに雑誌1に発表した。

その後、村上は「…文章に手を入れ、少し書き足して、写真と一緒に、独立した一冊の『ウ

ィスキーの匂いのする小さな旅の本』を作ってみることにした。」（P.11）として記し1999

年に平凡社より『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』を出版した2。 

 本の中で、村上は次のように述べている。 

 

もし僕らのことばがウィスキーであったなら、もちろん、これほど苦労することもなかったは

ずだ。僕は黙ってグラスを差し出し、あなたはそれを受け取って静かに喉に送り込む、それだ

けですんだはずだ。とてもシンプルで、とても親密で、とても正確だ。しかし残念ながら、僕

らはことばがことばでありことばでしかない世界に住んでいる。でも例外的に、ほんのわずか

な幸福な瞬間に、僕らのことばはほんとうにウィスキーになることがある（P.11、下線は筆者、

以下同様） 

 

 以上の引用文にある「もし〜」、「しかし〜」、「でも〜」と示したように三転折が見られ

る。ことばを文字でしか伝えることのできない我々人間の持つ限界に村上は心を砕いてい

る。その心境を村上は「僕が旅先で味わったそれぞれに個性的なウィスキーの風味と、手

応えのあるアフター・テイストと、そこで知り合った『ウィスキーのしみこんだ』人々の

印象的な姿を、そのままうまく文章のかたちに移し変えてみようと、僕なりに努力した」

と説明している。 

                         
1「サントリークォータリー」第55号（1997年9月30日）、第56号（同年12月15日） 
2 1999年12月15日初版第1刷発行。 
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 その一つはウィスキーの味に対する説明を音楽で表現することである。これはことばが

ウィスキーであったとしたらという題名ならではの魔法である。村上は音楽の素養が広く

て深い。作品中でも、よく場面や気持ちを音楽を使って魔法的に表現することが多く見ら

れる。例えば『1973年のピンボール』中の「第三機動隊が九号館に突入した時にはヴィヴ

ァルディの『調和の幻想』がフル・ボリュームで流れていたということだが、真偽のほど

はわからない。」3（ P．7）と他に全21箇所で音楽が出でくる。また、発行数が1000万部

を超える『ノルウェイの森』4の中にも、小説の冒頭、主人公のワタナベは旅客機でドイツ

の空港に着陸する。そして、着陸とともに機内に流れるのが、ビートルズの「ノルウェイ

の森」である。小説の中の音楽はビートルズからバッハまでバラエティに富んでいる。音

楽は周知のように村上春樹の著作で重要な役割を担っている。 

 本発表はこの作品の中でウィスキーの味を音楽で比喩している所を整理し、その音楽を

通して表現したアイラウィスキーとの「共感」と「共鳴」を明らかにする。 

 

2． ウィスキーから音楽へ、音楽からウィスキーへ 

2．1音楽と味蕾 

 以下は、ウイスキーの味や香りを音楽で比喩している部分である。 

表1 ウィスキーを音楽で比喩している所 

アイラ島の各

ウィスキー 
描写 音楽 音楽への解釈 

○1  

冬にアイラ島

に旅行にくる

英国人的な人

生の楽しみ方 

誰に邪魔されることも

なくしずか本を読む。 

上等なウィスキーとグ

ラスをひとつテーブル

の上に載せ、電話の線

を抜いてしまう。…」

 （P.21）

暖炉によい香りのす

る泥炭鉱（ピート）

をくべ、小さな音で

ヴィヴァルディーの

テープをかける。 

(P.21) 

「顔をあげて、暗い

窓の外の、波や雨や

風の音に耳を澄ませ

る。」「悪い季節をそ

のまま受け入れて楽

しんでしまう。」 

 （P.21）

○2  

各ウィスキー 

「くささ」こそがアイ

ラのウィスキーの基調

になる   

      (P.40) 

バロック音楽でいう

通奏低音である 

     (P.48) 

その上に、様々な楽

器の音色とメロディ

ーがかぶせられてい

く   

      (P.48) 

○3  

アードベッグ 

いちばんワイルドなア

ードベッグはいかにも

グレン・グールドの

「ゴルトベルク変奏

魂の筋の一つ一つま

でを鮮やかに克明に

                         
3 村上春樹, 1980 『1973年のピンボール』講談社 7頁 
4 村上春樹, 2012『ノルウェイの森』講談社文庫  
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20年 個性的で魅力的だが、 

      (P.40) 

曲」  

     (P.40) 

浮かび上がらせてい

く   

     (P.40) 

○4  

ブナハーブン 

12年 

穏やかな宵にはかすか

なブーケの香りうブナ

ハーブン 

      (P.40) 

ピーター・ゼルキン

の「ゴルトベルク変

奏曲」 

     (P.40) 

淡い闇の光の隙間を

細く繊細な指先でた

どる。 

     (P.40) 

○5  

ボウモア 

15年 

人の手の温かもりが感

じられる。「俺が俺

が」という、直接的な

差し出がましさはそこ

にはない。   

（P.57）

シューベルトの長い

室内音楽を聴くとき

のように  

 

     (P.57) 

暖炉の前にで、古く

懐かしい手紙を読ん

でいる時のような静

かな優しさ、懐かし

さが潜んでいる. 

     （P.57） 

○6  

ラフロイグ 

10年 

文章といえばアーネス

ト・ヘミングウェイの

初期の作品に見られる

よう、切れ込みのある

文体だ。 （PP.64-

65） 

ジョニー・グリフィ

ンの入ったセロニア

ス・モンクのカルテ

ット 

     （P.65）

10年ものには10年

ものの頑固な味があ

り、…個性的でおも

ねったところはない   

           （P.64）

○7  

ラフロイグ 

15年 

文章といえばアーネス

ト・ヘミングウェイの

初期の作品に見られる

ような、切れ込みのあ

る文体だ。 （PP.64-

65） 

ジョン・コルトレー

ンの入ったセロニア

ス・モンクのカルテ

ット 

     （P.65）

15年ものには15年

ものの頑固な味があ

った。…個性的でお

もねったところはな

い

     （P.64） 

  

 村上は地元の小さなパブのカウンターで島の七つ蒸溜所で生産したウィスキーを飲み比

べてみた。「でもどれだけ味わいがライトになってもソフトになっても『アイラ臭さ』は刻

印のようにちゃんとそこに残っている。」（P.37）と村上は述べている。その共通の「アイ

ラ臭さ」と味わった七つのアイラウィスキー中の五つについて音楽で比喩した。 

 ○1 スコットランドの西海岸には、島嶼がちりばめられている。アイラ島もそのうちのひ

とつである。夏の数ヶ月を除く冬は雪はないものの、よく雨が降り風も強く気候は魅力的

とは言えない。人口もわずかな数で、観光客もそれほど多くない。「しかしながら、そんな

悪い季節にも足を運んでくる人々は少なからず存在する。」（PP.20-21）一人でコテージを

借り、悪い季節にやってきた旅行者に対して外の波や雨や風は関係なくヴィヴァルディー

の音楽を聞きながらウィスキーを飲みながら暗い冬も楽しんでいる 。 
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 ウィスキーとヴィヴァルディーの音楽との「共鳴」は悪い季節であってもアイラ島での

ひとつの楽しみ方である。 

 ○2 アイラ臭さはアイラウィスキーの基調になる点を村上はバロック音楽でいう通奏低音

で比喩している。「島で生産しているそれぞれのシングル・モルトウィスキーに、その上に

様々な楽器の音色とメロディーが被せられていくように」と書いた。バロック音楽を三省

堂の大辞林で引くと「一六世紀末から一八世紀半ばに栄えた音楽の様式。互いに独立した

複数声部の対立と，それを支える和声的低音の組み合わせがつくる強い緊張感，激しい情

緒表現などを特徴とする」とバロック音楽の基本的特徴を説明している。そして、通奏低

音に対して解釈は「与えられた数字付きの低音の上に即興で和音を補いながら伴奏声部を

完成させる技法。ヨーロッパの一七、八世紀（バロック時代）に広く用いられた。」となっ

ている。直接の定義以外に、比喩的な意味もあり、「表面にはあらわれないが一貫してその

物事に影響を及ぼし続けている要素。」となる。 

 通奏低音は伴奏声部であるが、なくてはならない部分でもある。通奏低音がないとバロ

ック音楽は構成できない。アイラ独特なくささはまさにバロック音楽の低音通奏のように、

アイラウィスキーのなくてはならない基調となり、その上に各蒸留所の味と人間が加わっ

てそれぞれのパーソナリティーが出てくる。 

 ○3 ○4 村上が飲み比べたアイラウィスキーで味に一番「癖のある」のが強いのと少ないの

はアードベッグ20年とブナハーブン12年であった。アードベッグ20年は「いかにも土臭

く、荒々しく…」と書かれている。村上はバッハの大曲のゴルトベルク変奏曲でこの二つ

のウィスキーを比喩している。ゴルトベルク変奏曲は、「演奏するのに 高難度の技巧が要

求される大曲である。20世紀初頭まではあまり演奏されることがなかったこの難曲を、世

に広く知らしめたのは、カナダの天才ピアニスト、グレン・グールドであった。」5と三宅義

和が述べている。 

 村上はいちばんワイルドなアードベッグをピアニスト、グレン・グールドが演奏したゴ

ルトベルク変奏曲だと比喩している。日本におけるグールド研究の専門家で、グールドに

関する著訳書で知られる音楽評論家の宮澤淳一によると「クラシック音楽とは作曲家の個

性の実現が基本であり、演奏家の個性は、作曲家への共感に基づき、その意図を 良に伝

える限りにおいて発揮される。ところがグールドの場合、自分の個性が作曲家の個性を凌

駕する。」6と評論している。癖が強いアードベッグと自分の個性を強調するグレン・グール

ドのゴルトベルク変奏曲は異曲同工である。 

 一方、一番「癖」が少ないソフトなブナハーブンを飲む気分を「すべての声がそれぞれ

                         
5 三宅義和 「ゴルトベルク変奏曲アリアのグレン・グールドの演奏解釈についての音楽療法的考察」 神戸

国際大学紀要 第82号 
6 「グレン・グールドはクラシックの音楽家ではない」『考える人』 第21号2007年夏号，新潮社，2007年

8月 45頁 

http://www.walkingtune.com/gg_07_kangaeruhito.html 宮澤純一の公式サイト （2018年4月28閲覧） 
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に、自由に、軽やかに歌って調和している」7と評論し、ピーター・ゼルキンのゴルトベル

ク変奏曲になぞらえている。場所も伝統が息づく豪華絢爛な歌劇場や華やかで優雅な雰囲

気が漂う音楽ホールではなく「穏やかな宵」、「ひとり静かに」傾けたい。酒と相応してい

る音楽があり、音楽とリンクするシーンもある。 
 ○5 「実際に飲んでみると、ボウモアのウィスキーにはやはり人の手の温もりが感じられ

る。」 (P.57)と記述された。そのまろやかで香りがやさしいボアモアウィスキーとシュー

ベルトの長い室内楽の共通点は味の深さである。「シューベルトの長い室内楽を聴くときの

ように、目を閉じて息を長くとって味わったほうが味の底が一枚と二枚も深くなる。」、「一

人で穏やかに飲みたい酒だ。その方が味がずっと生きてくる。」（P.57） 

 ○6 ○7 ラフロイグ蒸留所は村上が訪ねた蒸留所である。革新的なやり方を持ち込む一方で、

頑固なマネージャーと頑固な樽職人たちがウィスキーの味を守り続けている。そのラフロ

イグ10 年と 15 年の味に対して村上はジャズの気分を与えた。ジョニー・グリフィンが入

ったセロニアス・モンクのカルテットやジョン・コルトレーンが入ったセロニアス・モン

クのカルテットにとってどちらもベースはセロニアス・モンクである。 村上が編・訳し

た『セロニアス・モンクのいた風景』という本では「モンクの音楽は頑固で優しく…（中

略）僕らの心のある部分を強く励まし根源的に説得した。」8(P.10)と書いた。 

 年数の違うラフロイグと演奏者の違うモンクのカルテットに対しての共通点は頑固さで

ある。頑固な音楽と頑固な味は「どちらもうまい」、「どっちも捨てがたく素敵だ。そのと

きどきの気持ちで好みがわかれるだけだ。」(P.65)と村上が言った。 

 

2．2音楽と「共鳴」の空間  

 村上はアイラにいてアイラウィスキーの吟味と魅力を音楽に通して仲間や読者に紹介し

ている。本書の紹介する音楽はクラシックとジャズである。それに詳しくない読者がいる

かもしれない。ここで、村上は音楽での紹介以外に、三つのウィスキーに対して時間、場

面、場所までも詳しい描写をすることで全体の雰囲気を表わした。読者は心の中にそのウ

ィスキー、その音楽とそのシーンの情景を織り交ぜて想像することができる。 

 以下に、音楽とリンクするシーンを整理する。村上の心中の音楽との共鳴がどのような

風景であるかを明示する。 

 

表2 心の中のウィスキーと音楽の共鳴の情景 

 音楽と場面 （時間、場所、音楽、雰囲気） 

                         
7《ゴルトベルク変奏曲》2017 ピーター・ゼルキン｜片桐文子 http://mercuredesarts.com/2017/09/14 

/goldberg_var-serkin-katagiri/ （2018年4月21日閲覧） 

ピーター・ゼルキンは「10代の頃から大胆で自己主張の強い演奏で注目されただが、柔軟さと円熟味が加った

現在、世界で 思慮深く、個性的な音楽家」と評判されている。 

http://www.kajimotomusic.com/jp/artists/k=77/ （2018年4月30日）閲覧 
8 「セロニアス・モンクのいた風景」村上春樹, 2014, 『セロニアス・モンクのいた風景』P.10 
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冬の島に旅行に

くる人の楽しみ、 

上等なウィスキ

ーとグラス 

 悪い季節に、一人で島にやってきて何週間か島の小さなコテージ

を借り、誰に邪魔されることもなくしずか本を読む 

 小さな音でヴィヴァルディーのテープをかける 

 文字を追うのに疲れると、ときおり本を閉じて膝に置き、顔をあげ

て、暗い窓の外の、波や雨や風の音に耳を澄ませる 

 暖炉によい香りのする泥炭鉱（ピート）をくべ、上等なウィスキー

とグラスをひとつテーブルの上に載せ                （P.21）

ブナハーブン 

12年 

 穏やかな宵 

 ピーター・ゼルキンのゴルドベルク変奏曲を聞きたくなる 

 曲は淡い闇の光の隙間を細く繊細な指先でたどる。 

 ひとり静かに傾けたいところである。                  （P.40）

ボウモア 

15年 

 馴染んだ部屋で、馴染んだグラスで 

 シューベルトの長い室内音楽を聴くときのように目を閉じて息を

長くとって味わった… 

 暖炉の前にで、古く懐かしい手紙を読んでいる時のような静かな

優しさ、懐かしさが潜んでいる 

 一人で穏やかに飲みたい酒だ                           

(P.57) 

 

 村上が編・訳の『セロニアス・モンクのいた風景』の中に「本当に大事なものを、本当に

深いものを誰かと共有するには言葉はむしろ余計なものになってしまう。」9(P.14)と記述

した。表 2 のリストした共通点はもちろん酒と音楽であるがもう一つの共通の元素はひと

りであることである。ひとりでいると言葉は余計なものになってしまう。時間、場面、場

所を加えてことばはウィスキーになって音楽と「共鳴」する空間が立体化になる。ウィス

キーは音楽へ、音楽はウィスキーの感覚を実現してお互いに豊富にしてくれる。 

 

3．音楽以外の女優、楽劇、小説 

 音楽によるウィスキーの比喩以外に、作品の中には女優、楽劇や有名な小説で比喩して

いるところも整理した。また牡蠣を食べる時やアイルランドのビールとアイリッシュウィ

スキーを飲み楽しんでいる場面でも文学の作品や映画のシーンと女優などで比喩している。 

 

表3 音楽以外の女優、楽劇、小説などでの描写 

項目 比喩 比喩に対して描写 
グラスゴー空港か 「マクベス卿の暗い心のよ プロペラ機がぐらぐらと揺れる

                         
9 同注7。 P.14 
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ら出る双発のプロ

ペラ機 

うに」            

（P.20） 

（P.20）

アイラでシングル．

モルトを牡蠣にか

けて食べる 

「まるで伝説のトリスタン

とイゾルデのように」    

（P.50）

「牡蠣のくささとウィスキーの海

霧のような煙っぽさを口の中でと

ろりと和合する」    （P.50）

アイラウィスキー

のラフロイグ 
（10年と15年） 

「アーネスト・ヘミングウェ

イの初期の作品に見られる

ような、切れ込みのある文

体」               

（P.65）

「華麗な文体ではないし、むずかし

い言葉も使っていないが、真実の一

つの側面を確実に切り取っている」

（P.65）

アイルランドの 

風景 

「アイルランドを舞台した

ジョン・フォードの映画『静

かなる男』」 

（P.83）

どこに行っても『静かなる男』みた

いな美しいのんびりした風景、なか

なか心愉しかったです 

（P.83）

スタウトの味 
(アイルランドの黒

ビール) 

イングリッド・ハーグマンの

微笑みのようにそっとクリ

ーミー 

モーリン・オハラの唇のよう

にハードに引き締まったり 

ローレン・バコールの瞳の

ように捉えどころのないク

ールさを浮かべたり    

               

（P.94） 

サーブされる温度が違う、注ぎ方が

違う、グラスが違う、泡のかたちが

違う、それらの違いの集積によって

同じ味のするビールなんてひとつ

もない。           

 

（P.94）

パブというのは 

なかなか奥が深い

ところだ 

『ユリシーズ』的に奥が深い

 

（P.97）

比喩的に、寓話的に、フラグメンタ

ルに、総合的に、逆説的に、呼応的

に総合参照的に、ケルティックに、

ユニバーサルに奥が深い （P.97）

  

  我々はことばしかない世界に住んでいる。でも、村上は音楽から映画、女優、楽劇と有

名な小説までも、何かべつの局面の表現に置き換えて語っていた。いろいろな幸福な瞬間

をウィスキーに関する言葉で綴る努力をしていた。 

 例えば、村上はアイルランドの風景について「どこに行っても『静かなる男』みたいな

美しいのんびりした風景、なかなか心愉しかったです。」(P.83)と簡潔な描写だけれども映

画はジョン・フォード監督が両親の故郷アイルランドで撮影を行なった作品である。中に
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は美しい自然の風景と、人間味溢れる登場人物たち、随所で流れるアイルランド民謡があ

る。 

 

4．島の人のことばがウィスキーであった 

 アイラ島の樽職人ジムはウィスキー造りを本質的にロマンチックな仕事であると言って

いる。職人たち作ったウィスキーは10 年や 15 年の長い歳月をかけて熟成する。そして、

長い年月ウィスキーを作り続けている。自分で今作っているウィスキーが世の中に出てい

く時、自分はもうこの世にはいないかもしれない。しかし、それは自分が造ったものであ

る。 

 「俺たちは葬式にもウィスキーを飲む」と島の人は言う。「墓地での埋葬が終わると、みん

なにグラスが配られ、土地のウィスキーがなみなみと注がれる。みんなはそれをぐいと空け

る。墓地から家までの寒い道、からだを温めるためだ。飲み終わると、みんなはグラスを石に

たたきつけて割る。ウィスキーの瓶も割ってしまう。何も後に残さない。それが決まりなん

だ。」P.54 

 「子供が生まれると、人々はウィスキーで祝杯をあげる。人が死ぬと人々は黙してウィスキ

ーのグラスを空ける。それがアイラ島である。」P.54  

 

   それは、島の人とウィスキーの死生の絆である。ウィスキーは、島の暮らしの中に隙間 

なく入り込んでいる。彼らのことばが本当にウィスキーであった。 

  「とてもシンプルで、とても親密で、とても正確だ。」P.11 

 

5．おわりに 

 村上は「僕らはことばがことばであり、ことばでしかない世界に住んでいる」と言った

がことばの代わりに音楽で酒と繋がる人の心に近接している。 

 この作品は、アイラウィスキーを軸とするその土地の文化や風土を独特の言い回しで伝

えた紀行書である。ベースとなったのは今から20年前のサントリー社によるステマであっ

たが、今読んでもウィスキーの旅に出てみたり、言及した音楽を聴いてみたり、また酒を

飲むたびに本書に登場するスコットランドとアイラ島の風景や「樽の音聴き」一筋の職人

を思い浮かべる旅に出られる。淡々と書いたページ数の多くない旅行記であるが音楽の要

素やその他の作品を比喩として用いることで「ウィスキーと音楽の共鳴」、「文学と酒の

共鳴」もしっかり楽しむことができた。 

 後に村上はアイラウィスキーに対する音楽の比喩で、なぜクラシックとジャズを使う

のか。他の作品にもウィスキーが出るシーンが多い。例えば 『色彩を持たない多崎つく

ると、彼の巡礼の年』中に出ているカティサーク、『1Q84』のフォアローゼズと『騎士団

長殺し』のジュラウィスキーなどがある。今後は、それらと音楽や他の共感覚表現との関

連性を探求してみたい。
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五、ポスター発表04 

 

『騎士団長殺し』における暴力 

――『白いスバル・フォレスターの男』から考えて―― 

台湾大学修士課程 陳 琬渝 

 

1. はじめに 

 『騎士団長殺し』において、暴力に関する描写は散在している。雨田具彦の絵画や雨田

継彦の経歴など、戦争で何か残虐行為に対する描写があるが、主人公の「私」については、

それほど暴力を振う人間とは描写されていないといえよう。しかし、妻に別れを告げられ

てから、実際に明らかにされていない怒り1が、一種の暴力2をもって「私」の中に、抑圧さ

れているのではないだろうか。それを示すのが、妻と別れた「私」が『白いスバル・フォレ

スターの男』という絵画を完成したことである。以下のような絵画に対する評価がある。 

 

「そしてこの男は――男だよね――何かを怒っているのだろう？ 何を非難しているのだろう？」

（第1部P336） 

「ここには深い怒りと悲しみがある。でも彼はそれを吐き出すことができない。怒りが身体の内側

で渦まいている」（第1部P336） 

 

 絵画の『白いスバル・フォレスターの男』を手がかりとして、『騎士団長殺し』における

暴力についての考察を進めて行きたい。なお、本稿でいう暴力は単なる肉体への暴行でな

く、「人間の心の奥底にある根源的ななにかを、容赦なく暴きだす力をもっている3」ものな

のである。本稿では『白いスバル・フォレスターの男』をめぐる描写を考察対象とし、『騎

士団長殺し』に織り込まれた暴力にアプローチすることを試みる。 

 

2. 『白いスバル・フォレスターの男』をめぐる暴力 

 妻と別れ、自宅を離れた「私」は東北・北海道を転々とした後、友人の所有する小田原

の山荘で一人暮らしをするようになった。一人暮らしの約九ヶ月の期間、「私」は四つの絵

                         
1 妻に別れを告げられたとしても、「私」は妻へ不満や怒りのような気持ちを出すことがない。「私」自身も

「そこには怒りはない（と思う）」（第一部P472）と語っている。しかし、彼が描いた絵画（たとえば、『白

いスバル・フォレスターの男』）から怒りといった感情が伝わってきた。 
2 怒りと暴力の関連については、ジェイムズ・ホリス（James Hollis、米国、1940年-）という心理学分析家は

「怒りも性欲も、特に刺激的であることは疑いようもない。なぜなら、両者とも無秩序な部分を秘めており、

桁外れに自律的な力を潜ませているからだ。だから、憤怒は七つの大罪のひとつなのである。確かに怒りは破

壊的になりうるし、家庭での虐待や戦争にも見いだされる。不機嫌で冷たい憤怒は、現代社会の水面下で脈打

っている」と語っている。（ジェイムズ・ホリス（James Hollis）著、神谷正光・青木聡 訳（2009）『「影」

の心理学――なぜ善人が悪事を為すのか』コスモス・ライブラリー） 本稿ではジェイムズ・ホリスの指摘に

沿って、怒りは暴力の性質を有していると認める。 
3 土居豊（2014）『いま、村上春樹を読むこと』P59 
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を描いた。『白いスバル・フォレスターの男』はその一つであり、しかも、妻と別れた後、

初めて自発的に描こうとした絵である4。画像中の人物、白いスバル・フォレスターの男と

は、「私」が宮城県の海岸沿いの小さな町で見た人である。その男の形象を元に『白いスバ

ル・フォレスターの男』を描いた。 

 以下では、『白いスバル・フォレスターの男』を描くことと「私」の心理とのつながりに

ついて、また、『白いスバル・フォレスターの男』この絵画に対する観察、という二つの視

点で考察していく。 

 

2.1『白いスバル・フォレスターの男』と「私」の心理 

2.1.1否定から恐れとなった心理 

 まず、『白いスバル・フォレスターの男』が直接暴力につながる場面だと思われるのは、

宮城県の町で一度知らない女性と暴力的な性交を行ったことを、絵画が完成した直後に思

い出したことである。  

 

「ねえ、私の首を少し絞めてくれない」と少しあとで女は私の耳に囁いた。「これを使って」 

 その囁きはどこか別の空間から聞こえてくるみたいに私には感じられた。そして女は枕の下から

バスローブの白い紐を取り出した。きっと前もって用意しておいたのだろう。 

 私はそれを断る。いくらなんでもそんなことは私にはできない。危険すぎる。下手をすれば相手

は死んでしまうかもしれない。 

「真似だけでいいから」と彼女は喘ぐように懇願した。（中略） 

 私にはそれを断ることができない。 

 ファミリー・レストランに響く無個性な食器の音。（第 1 部 PP442−443、下線は筆者、以下同様） 

 

 この場面は、妻と離れた後、初めて他人と性交を行った記憶が蘇った部分である。下描

きに過ぎないが、『白いスバル・フォレスターの男』が下描きの形として完成したと思って

おり、こうした絵から、記憶にあった宮城県の漁港の町で、知らない女性と暴力的な性交

をすることを思い出した。性交の途中その女性は真剣に殴打されることを求めていたが、

「私の中にはもともとそういう暴力的な傾向はない」（第1部P442）と、「私」は自分自身

の暴力性を否定しており、少しだけ女性の要求を応じて力を入れて女性を叩いた。さらに、

女性から首を絞めることを求められた。 初は断ったが、引用のように、「私にはそれを断

ることができない」こととなった。「私」がまさに女性の首を絞めたのだろうが、そのまま

描写は止まって、詳しくは書かれていない。  

 物語の進行につれて、再びその性行の場面を思い出したのは、ある夢から思い出した瞬

間であり、当時の恐れに思い当たった時である。「私は自分がその女（名前も知らない若い

                         
4 第1部P330を参照。 
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女）を 後の瞬間に本当に絞め殺してしまうのではないかと、心の底で恐れていたのだ」

（第1部P504）と、「私」は自分自分が人を殺す可能性を有することを恐れていたのだった。

こうして見ると、ここには、知らない女性との暴力的な性交において、 初は断ったとい

う否定的な面から、まさに彼女の首を絞めようとした暴力の実行に至った、という心理的

変化の過程が見受けられる。時間軸で示してみると以下のようである。 

 

圖1 女性との関係と「私」の変化 

 

 

 

 

 

 

 実は、先に言った夢の中では、「私」は自分自身が白いスバル・フォレスターの男とな

り、妻を殺してしまったのだ5。ここから見ると、まさに「私」の心の中には、妻を殺す

ほどの強い力を持つ何かが潜んでいるのだろう。だが、現実の中では、妻を殺すことは不

可能なので、夢の中で殺す形を取ったと考えられる6。したがって、一つの特徴が観察さ

れるのだが、それは人の心の底に潜んでいる何かとは、ここでは暴力性であり、暴力を振

うということに対して拒む傾向があるという点である。それに、それが露呈する可能性が

あることを「私」は恐れている。だが、結局それを「断ることができない」ことと並行

し、「私」の暴力性が露呈したことがうかがわれる。  

 

2.1.2無意識の中に抑圧される怒り 

 フロイトによると、抑圧について無意識の働きと強く関わっていることが述べられてい

る7。ここでは、「私」が妻の情事といういやな出来事、不愉快な事に対する怒りが、抑圧さ

れたものだと想定される。それについて、具体的に以下のような叙述がある。 

 

                         
5 「つまり私が「白いスバル・フォレスターの男」だったのだ。私は妻とその情事の相手の男が乗っている小

型車（赤いプジョー２０５）のあとを、ひそかに追っていった。海岸沿いの国道だ、そして二人が町外れの派

手なラブホテルに入るのを見届けた。そして翌日、私は妻を追い詰め、その白く細い首をバスローブの紐で絞

めた」（第1部P503） 但し、東北への旅に出た時に、妻をレイプしたという夢もある（第2部P192）。この

妻との関係の夢について、まだ今後の課題として考察する必要がある。 
6 「無意識の中に抑圧されるものが、睡眠中に形を変

．．．
えて
．．

意識の中に入り込んできたものが「夢」」（鈴木晶

（2008）『フロイトの精神分析』ナツメ社P71） 
7 「人間は、いやな出来事、不愉快なこと、ショッキングなことに出会ったり、自分でも許せないような考え

を抱いたりすると、それを忘れてしまうことがある。しかし「忘れる」ということは、なくなってしまうこと

ではない。「忘れられた」ことは無意識の中に押し込められるのだ。この「忘れる」ことを、フロイトは「抑

圧」と名づけた。（中略）重要なことは、抑圧は意識的になされるものではなく、無意識のうちに、つまり当

人の知らない間に（意識の外で）なされるということである」（鈴木晶（2008）前掲書P98） 
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あの
、、

ユズがこの
、、

私に抱かれることを拒み、他の誰かに抱かれることを選んだことについては――そ

のような個別のケースについては――それほど容易
たやす

く理解する
、、、、

ことはできなかった。私が今こうし

て受けているのはひどく理不尽な、酷く痛切な仕打ちであるように私には思えた。そこには怒りは

ない（と思う）。（第1部PP471−472。傍点はテキスト） 

 

 怒りはないと思うが、抑圧されているため、実際には無意識のうちにその怒りが存在し

ているのだろう。「私」の暴力の根源とされるものは、妻の情事に対する怒りだと思われる。

つまり、無意識の働きにより、怒りは抑圧されつつあるのだが、確かに暴力性を持つもの

として心の中に抑圧されて広がったのであろう。そして、それが具体的に発露されるのは、

妻と離れた後、初めて生身の女性と性交する時である。こうした無意識の中に抑圧される

怒り、暴力について、先に示した時間軸に、フロイトの抑圧に関する説を加え、図式で示

してみる8。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖2 抑圧から見た女性との関係 

 

 妻への怒りが始まりは、明確ではないが、離婚を告げられて、東北への旅に出た時には、

妻の情事に対する怒りが無意識の中に潜んでいたと考えられる。また、暴力性を否定し、

恐れる気持ちは、いわば暴力性の根源と対抗する力であり、さらに抑圧の力となりうるも

のだろう。しかし、「私」の中にあった暴力性は遂に、その知らない女性と暴力的な性交を

する時に露呈してしまう。 

 では、そうした強い力を持つ感情を抑圧すると 終的には、どこに行くのだろうか。そ

                         
8 意識と無意識の関係について、フロイトの説により図式されるものがある。ここでは鈴木晶（2008）におけ

る図式を参照する。（鈴木晶（2008）前掲書PP98−99） 
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れは、画家としての「私」であれば、絵を描くことによって、散らすことが可能となるの

である。絵画芸術の表現によって、その隠された感情が見える形で表出されたと思われる。

次節から、『白いスバル・フォレスターの男』この絵画に対して考察を試みる。 

 

2.2『白いスバル・フォレスターの男』この絵画に対する観察 

2.2.1絵画における黒い線の表現 

 妻と別れた後、「もう描くことができない」（第 1 部 P179）と告白した「私」であるが、

『白いスバル・フォレスターの男』を描くきっかけとして、「その男は私の中で、私に描か

れることを今まで我慢強く待ち受けてきたのだ（中略）私は誰のためでもなく（依頼され

たからでもなく、生活のためでもなく）、自分自身のために彼のポートレイトを描かなくて

はならない」（第1部P330）と明瞭にわかるようになった。そこで、絵を描き始めた。 

 

① 私はその基本線のまわりに、木炭を使って何本かの補助的な線を加えていた。そこに男の顔の

輪郭が起ち上がってくるように。自分の描いた線を数歩下がったところから眺め、訂正を加え、

新たな線を描き加えた。大事なのは自分を信じることだ。線の力を信じ、線によって区切られた

スペースの力を信じることだ。私が語るのではなく、線とスペースに語らせるのだ。線とスペー

スが会話を始めれば、やがては色が語り始める。（第1部P331） 

② 彼の姿かたちと、その無言の語りかけを私は絵のかたちに仕上げていった。まず昨日木炭を使

って描いた骨格から、パンの切れ端を消しゴム代わりに使って、余分な線をひとつひとつ取り

去っていった。そして剥げるだけ剥いたあとで、あとに残された黒い線に、再び必要とされる黒

い線を加筆していった。（中略）木炭の粗く黒い線だけで、それは表されていた。（第1部P359） 

 

 絵を描く手順として、以上のような描写がある。二つの引用から、絵を描くことに線や

黒い線に対しては、執着していることに気づいた。訂正をしたり、余分な線を取り去った

り、再び加筆したりしている。そこには、「私」自身も線の力ということを意識しているの

が観察される。とすれば、線の中に「私」の感情が隠されているのだろうか。深層心理の

分析から見ると、線という形に執着する人にとって、線は常に特殊な意義を持つという9。

彼らにとって、一本の線はどうにも解決しようのない不安と恐怖に置かれるような、実存

を危うくする象徴である。線の力はこういう感情で働くものである。この特徴を「私」の

心情と対照すれば、ふさわしいように感じられる。妻の別れと情事は実は「私」を不安と

恐怖の感情に置いた。そして、抑圧される怒りがついに絵を描くことで、このような力に

満ちた線で発露されるようになった。 

                         
9 「彼らはどうにも解決しようのない不安と恐怖に置かれていることは理解ができる」「一本の描かれた線で

あるのみならず、線を超えたなにものかなのであり、心理学的に特殊な意味をもち、実存を危うくする象徴と

しての線なのである」と、線に執着する人にとって線の意味が分析されることがある。（岩井寛（1986）『色

と形の深層心理』（NHKブックス）日本放送出版協会P148） 
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2.2.2絵画における色の表現 

 次に、絵画における色のことに注目したい。「線とスペースが会話を始めれば、やがては

色が語り始める」（第1部P331）「現在そこに描かれているのは、私のこしらえた三色の絵

の具だけで造形された、男の顔のおおまかな原型に過ぎない。木炭で描いた下絵の上には、

それらの色が荒々しく塗りたくられている」（第1部P440）という描写により、完成した絵

画には、線だけでなく、色がつけられていることがわかる。しかし、黒い線のほか、具体

的に絵画に関する色の描写はないと言える。そして、造形する場面に戻してみると、以下

のような描写が見つかった。 

 

 私は意識を集中し、白いスバル・フォレスターに乗った中年男の姿を眼前に浮かび上がらせた。

ファミリー・レストランの彼のテーブルの上にはスバルのマークがついた車のキーが置かれ、皿に

はトーストとスクランブル・エッグとソーセージが盛られていた。ケチャップ（赤）とマスタード

（黄色）の容器がそのそばにあった。（第1部P358） 

 

 果たして絵画に使われている色は赤と黄色であろうか。その可能性は否定できないと考

えられる。色は特殊な感情や芸術表現と結びつけられることが多く、赤と黄色は常に強烈

な色として捉えられるのだろう10。赤は特殊な恐怖と、黄色は怒りと結びつける、というよ

うな色と深層心理に関する考察もある11。この二色はいずれも強烈なしかも怒りや暴力と連

想できる色だと思われるが、「私」は造形する際に、自然にこの二色に思い当たった。ここ

から、まさに彼にとって描こうとしている人はそうした恐怖や怒りに満ちたものだと言え

よう。ただし、ここで二色が見られるとしても、「三色の絵の具」の中の、まだ一つの色は

何だろうか、という不確かさが残る。 

 また、タイトルの『白いスバル・フォレスターの男』に戻してみると、疑いなく白とい

う色が「私」の頭の中で、絵画を統御する色のような存在だと考えられる。白色はその知

らない男の所有する車の色に過ぎないが、その男を代表する色、絵画のタイトルを一見す

ると想像する色、あまりにも視覚的な白色の残した空白感、恐怖が頭の中に浸み込んでく

るのだと感じられる。先に言及した黒に加え、感情が沈潜する力を持つ黒12と不安、虚無の

心理を表現できる白13、この両色も『白いスバル・フォレスターの男』を観察する際に無視

できない色だと思われる。 

 これら線の形と色により、画家である「私」の実際に表面には表していない感情は、絵

                         
10 たとえば、この両色に関する研究として、「さまざまな色彩に対して脳細胞が興奮するまでの反応時間を測

定した研究があるが、赤や黄色は反応時間が早」い、という結果が知られる。（岩井寛（1986）前掲書P22） 
11 岩井寛（1986）前掲書P68、P104 
12 「白は、心理学的には純粋、真実を表現する可能性が強いが、時には不安や孤独、虚無の世界を表現するの

である」（岩井寛（1986）前掲書P57） 
13 「感情が沈潜して彩りあるものへの関心がなくなったために灰色や黒以外の色が用いられるのであり、灰色

や黒を選んで感情を表現するというよりも、灰色や黒以外の色を選ぶことができないのである」（岩井寛（1986）

前掲書P122） 
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画の世界で表出されるようになっていくと言える。それは彼自身の無意識の中にある、抑

圧される不安、恐怖、怒りのような大きなマイナスの感情であろう。『白いスバル・フォレ

スターの男』を通して、「私」の抑圧された感情は絵画に転移することが観察された。 

 それ以外に、注目を払いたいのは2.2.1における引用②の中、「その無言の語りかけを私

は絵のかたちに仕上げていった」（第1部P359）という叙述である。次節から、それについ

て考察を進める。 

 

3. 心の奥底にある根源的な何か――『白いスバル・フォレスターの男』を通してもう一

人の発見―― 

 「おまえ
、、、

がどこで何をしていたかおれにはちゃんとわかっているぞ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、と彼の目は語って

いた」（第1部P330）と「私」は心の中で、その知らない男から語りかけられるにつれて、

絵を描く意欲が生み出され、『白いスバル・フォレスターの男』を描き始めた。その無言の

語りかけは、絵を仕上げることに、何かが与えているようだった。実際に、その語りかけ

は宮城県の町でその知らない男を見た時に、すでに生身の彼（第1部P323）から告げられ

たように感じられる。そういった語りかけが繰り返して出てくることは明瞭である14。とは

いえ、絵が下描きとして完成した後、その語りかけは変わり、「私」に絵を再び加筆するこ

とを拒否する力を与えている。「これ以上なにも触るな
、、、、、、、、、、

、と男は画面の奥から私に語りかけ

ていた。あるいは命じていた。このまま何ひとつ加えるじゃない
、、、、、、、、、、、、、、、

15」（第1部P441）という。 

 それでは、この語りかけとは一体何だろうか。それは、まさに白いスバル・フォレスタ

ーの男が「私」に向かって語ったものではなく、「彼は告げているようだった」（第1部P323）

という「私」自身の感覚に過ぎないのだ。その感じは当時知らない女性と性交した翌日、

男を見た時に浮かび上がってきたものである。そして、「彼は告げているようだった」から、

「彼は告げていた」（第1部P358）ように変り、だんだんと「私」の中に広がっていき、実

在するようになったのだろう。 

 ここでは、その語りかけは実際には「私」の中に生み出された、もう一人の自分が話し

たものだ、と想定することができる。「どこで何をしていた」とは、その知らない女性と暴

力的な性交を行ったことを指すのだ。前から考察してきたように、その暴力的な性交は「私」

にとって、無意識の中に潜んでいる、妻の情事に対する怒りが露呈した場面であり、「私」

の暴力性を誘発する場面といえよう。したがって、実は生身のその知らない男とは関係な

く、「私」の心に、白いスバル・フォレスターの男の形象を借用して、抑圧されていたもう

一人の自分が生み出されたのである。夢の中ではその男となり、妻を殺したことも「私」

                         
14 第 1 部 P323、P330、P358、P364、P322 にそれぞれ「おまえ

、、、
がどこで何をしていたかおれにはちゃんとわか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

っているぞ
、、、、、

」という叙述がある。 
15 このほか、第1部P441、P503、第2部P20、P323にも類似する語りかけがある。 
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の潜在的自我がなそうとしたものだろう16。そのもう一人の自分は自らの暴力性を把握する

ものであり、無意識のうちに、意識のある自分に繰り返し語りかけてくる。即ちユングが

示した第二人格の働きがそこに見られるのであろう。暴力性を有する危険な「私」とは第

二人格の「私」であり、怒りに気づかない「私」と極端に異なっている自分だ17。 

 以上のように『白いスバル・フォレスターの男』と「私」の暴力性とがつながる点を考

察してきた。簡単にいうと、この絵画を通じて、「私」の心の奥底にある、根源的暴力性が

実在していることが発見された。2.1.1で引用した、その知らない女性と暴力的な性交を行

った場面の 後には、「ファミリー・レストランに響く無個性な食器の音」（第 1 部 P443）

という描写がある。即ち、その性交場面は 終的に「私」の心の中で、白いスバル・フォレ

スターの男がいる空間に突き当たったのである。それは「私」の暴力性と白いスバル・フ

ォレスターの男が代表する第二人格の自分とが、互いにつながっている象徴である。 

 また、「ファミリー・レストランに響くナイフとフォークの音――世界中すべてのファミ

リー・レストランで聞こえるあの無個性な音」（第1部P442）こうした描写には、いわゆる

世界中全ての人間が持つ感情の普遍性が含まれ、描出されているのだろう。物語の進行に

つれて、もう一度白いスバル・フォレスターの男の姿を見たことを感じた場面があり18、さ

らに、物語の終盤、「私」はテレビの画面に白いスバル・フォレスターの男を見かけたよう

な気がした19。二つのことにより、その危険を象徴する存在は永久に消えることのない人間

の姿として、世界の片隅に実在する、ということを象徴しているのであろう。いいかえれ

ば、白いスバル・フォレスターの男とは、人間の普遍的な暴力性であり、心の奥底にある

根源的な何かの抑圧された破壊性を象徴するものだろう。 

 

4. おわりに 

 絵画の『白いスバル・フォレスターの男』から『騎士団長殺し』における暴力を考察し

てきた。この絵画をめぐる暴力として、「私」の心理では否定から恐れになり、暴力性の根

源である怒りが抑圧されるのが見受けられる。それは無意識の働きであり、妻に対し理解

不能の可能性が示唆されるのがうかがわれる。次に、絵画に対して観察してみると、絵画

における黒い線や色は、実は「私」の感情が浸み込んだ表現だと思われる。 後に、絵画

を描ける力をくれる語りかけにより、「私」の心の奥底にはもう一人の自分がいることが明

らかになった。根源的な何かを把握するものがそこに象徴されているのだろう。 
                         
16 河合隼雄（1987）は夢と二重人格の関係について述べている。「夢の中の私は、覚醒時に自らが意識してい

る私とは異なるいろいろな面の私を開示する。それは潜在的自我
せんざいてきじが

、あるいは可能性としての自我像を表してい

る」（河合隼雄（1987）『影の現象学』講談社P108) 
17 ユングの学説に第二人格の存在が述べられている。「異なるものは極端な分裂として生じてくるしかない。

私は私であって私でない。この私でないものが第二人格なのである」（河合俊雄（1998）『ユング――魂の真実性
リアリティー

』

講談社P60） 
18 第2部PP283-287を参照。 
19 第2部PP532-533を参照。 
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六、パネルディスカッション01 

 

〈接続する〉物語 

―『騎士団長殺し』をめぐって― 

北海道大学教授 中村 三春 

 

 『騎士団長殺し』は、「私」が日常世界から異界へと入り込み、そこで苦難の道のりを

通過するとともに、その通過の過程で自らの心の深層を再認識し、そこにあったコンプレ

ックス（心理的な複合）を克服しようとする物語である。雨田、免色、秋川の三家族にま

つわる関係は、このような異界往還の仕組みを提供する。その心理的複合の基底をなすの

は妹コミの喪失であり、その上に妻ユズとの別離や港町の女との行きずりの行為などが積

み重なっている。さらにユズがなぜ「私」の元を離れ、他の男と関係を持ちながら、しか

し離婚せず「私」のところへ戻ってくるのか、それは彼女が彼のそのような心理的複合に

違和感を感じ、しかる後にその克服の方向性を認めたからではないか。このような物語

が、モーツァルト『ドン・ジョヴァンニ』の枠組みと、これまでに村上が書いた数多くの

小説的な資産を総動員して構築された。『１Ｑ８４』がそうであったように、自己引用に

よって小説を構築する手法、セルフ・リライティングの手法を村上は駆使したのである。 

 「メタファー」はこの小説では、何ものかと何ものかを繋ぐ媒介・接続の役割を果たす

ものであった。「私」を取り巻く人物群や場所や出来事は、すべて彼と彼の心の深層とを

繋ぐ「メタファー」であったということができる。その意味では騎士団長の外、「顔な

が」もドンナ・アンナもコミの声もそのような接続の機能を中心とする。その中で騎士団

長だけが「イデア」だというのは、繋ぐだけでなく主導する要素が強いからだろう。清水

良典「自画像と『父』なるもの―村上春樹『騎士団長殺し』論―」（『群像』2017.

5）が、「私」は具彦の思いを息子の政彦に代わって受け継ぎ、具彦の思いの解消として

騎士団長に死を与えたと述べている事柄は、これに従えば、具彦の思いを解消する形で

「私」自身の深層を解放したのだと理解できる。 

 また「二重メタファー」が邪悪な存在とされる理由は、「メタファー」が媒介され可視

化されたものが、再び媒介されて不可視となり、心の深層に巣くうからである。物語は、

「私」を「私」自身の心の深層に繋げ、可視化する接続のために存在している。「メタフ

ァー」の機能が、専ら自分を自分ならざるものに接続すること、つまり〈他人の靴に自分

の足を入れてみる〉こと（『騎士団長殺し』１、p.112、『村上春樹 翻訳（ほとんど）

全仕事』、p.9）であることが理解できる。「私」が具彦の家に住み、屋根裏で絵を発見

し、祠の下の石塚を掘り返したことにより、騎士団長は形体化した。物語は、「私」が自

らを〈他人の靴〉つまり他者の世界に接続することによって成立している。それによって

彼は自分の心の闇に巣くう何ものかを可視化し、明確に認識することができたのである。 
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六、パネルディスカッション02 

 

『騎士団長殺し』の物語としての構造を検討する 

大阪大学教授 金水 敏 

 

論者はこれまで、Campbell (1949)、Vogler (1998) 等を参考にしながら、物語の構造

と登場人物のアーキタイプ（原型）を照らし合わせ、発話スタイルとの関連を探るという

作業を宮崎駿監督のアニメ作品や、村上春樹『海辺のカフカ』に適用して考察を重ねてき

た（金水 2003, 2017, 2018／印刷中, 印刷中）. 

今回、『騎士団長殺し』にこの手法を当てはめ、本作品の特徴、村上春樹の他長編作品

との類似点・相違点について考える材料を提供したい。詳しい検討は当日に譲るが、『騎

士団長殺し』も大枠でこの構造に当てはめてみることができること、いわゆる「壁抜け」

の位置づけに村上作品としての特徴がよく現れていること等について考えたい。 

 

参考文献 

金水 敏 (2003)『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』岩波書店. 

金水 敏 (2017) 「言語―日本語から見たマンガ・アニメ」山田奨治（編）『マンガ・アニ

メで論文・レポートを書く―「好き」を学問にする方法―』ミネルヴァ書房. 

金水 敏（2018／印刷中）「キャラクターとフィクション—宮崎駿監督のアニメ作品，村上春

樹の小説をケーススタディとして—」定延利之（編）『「キャラ」概念の広がりと深まり

に向けて』三省堂. 

金水 敏（印刷中）「第 6 章 アニメキャラクターのことば」田中牧朗（編）『現代の語彙—

男女平等の時代—』シリーズ 日本語の語彙，第7巻，朝倉書店. 

Campbell, Joseph (1949) The Hero with a Thousand Faces, New York: Pantheon Books.

〔倉田真木・斎藤静代・関根光宏 (訳)（2015）『千の顔を持つ英雄 上・下』〔新訳版〕ハ

ヤカワ・ノンフィクション文庫.〕 

Vogler, Christopher (1998) The Writer’s Journey, Michael Wiese Productions, 

Studiocity. 〔岡田 勲・講元 美香(訳)(2002)『神話の法則―ライターズ・ジャーニー』

夢を語る技術〈5〉、ストーリーアーツ&サイエンス研究所.〕 
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六、パネルディスカッション03 

 

パネル・ディスカッション 

上智大学教授 マシュー・ストレッカー 

 

去年の秋学期、うちの大学院のゼミナールで『騎士団長殺し』の講読を行い、全編を通

して読んでもらいましたが、いろいろな感想があって、非常に面白かったですね。学生の

中には、村上文学が好きな人もいれば、嫌いな人もいて、だからこそ、各人の感想はさま

ざまでした。今日はその感想と、村上春樹の長編を読む体験について少し話したいと思い

ます。 

 まず第一に、全員一致で皆が口を揃えて言ったのは、この小説は長過ぎるという意見で

した。それ以外は皆異なる読み方でこの小説についての感想を述べていました。（例えば）

村上文学嫌いの一人で、この小説は 初の３０頁でもう十分だと言う学生もいました。 

 もちろん、私たちのディスカッションでは様々なポイントを取り上げましたが、 も関

心を集め（大いに議論され）たのは、以下の四点に集約されるかと思います。 

 

 「免色さん」の役割 

 小説の舞台 

 「騎士団長」という存在と意味 

 「騎士団殺し」という絵の意味と役割 

 

免色さんに関しては、多くの学生がフィッツジェラルドのギャッツビーを取り上げて、

この小説は『グレート・ギャッツビー』のパロディーとまではいかなくても、免色という

人物像はおそらくギャッツビーに影響されたものではないかという意見が多数でした。免

色は単に「クール」なだけではなく、重要なのは彼の隠れた過去ではないかと考えました。

（ところで、免色のことを特にいい人と思った学生はいませんが、不思議な魅力があるっ

たのは確かです） 

 小説の舞台も盛んに議論されました。例えば、主人公の「私」が雨田具彦の家に居住し

ますが、これは現実の世界なのか、それとも 早「異世界」に入っているのでしょうか。

ある学生の意見によると、短編小説「眠り」と同様にこの主人公も 初から不思議な夢を

見ていて、従って「免色さん」、「秋川マリエ」、雨田具彦などは皆ただの幻想で、絵画の「騎

士団長殺し」もただの幻想ではないかという主張もありました。 

 もちろんこれは騎士団長というキャラクターの存在にも関わることです。私（自身）は

初からこの小説の粗筋をそのまま「現実」として読むことにしましたので、もちろん「騎

士団長」の存在は論点になります。実は、ゼミの中間レポートのテーマは「騎士団長の意

味を説明しなさい」としましたので、色々なアイディア（あるいはイデア）が出されまし
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た。アーティストのインスピレーションからプラトンの「理想」、そして、神からカール・

ユングのアーケタイプ（原型）まで、実に様々な読み方があり、それぞれに意味があるよ

うに感じました。 

 後に、絵画の「騎士団長殺し」の意味についても熱心に話し合われました。もちろん

この絵の根底にある起源は雨田具彦のウィーンでの体験だったかと思いますが、その意味

については読者が自ら考え決めるべきものでしょう。ある学生によるとそれは雨田具彦の

「魂」であり、彼の自己がその絵によって保護されているとのことでした。従って、現在

の雨田具彦（本人）はベッドに横になったままで、物理的には動けないわけです。もう一

つは「歴史」そのものを表しているのではないかという見方です。この読み方では、歴史

の出来事（の一つ）がこの絵に集約されていて、それがメッセージとして「読める人」に

伝えられるのではないかという。 

 一学期の間、このように様々な意見を交換しながら面白く『騎士団長殺し』を大学院生

たちと一緒に読みました。ただし学生たちには、まだ恨まれているかもしれません。 
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六、パネルディスカッション04 

 

メディアに描かれる読みの風景 

専修大学教授 髙橋 龍夫 

 

 2017年2月25日の『騎士団長殺し』刊行から約5ヶ月間で、実に35編以上の書評や

批評が発表された。既に刊行直後には各新聞社が沼野充義や石原千秋、鴻巣友季子など著

名人による書評を掲載したが、3月17日の『朝日新聞』では、具彦のモデルとされる画

家・井上三綱に関する記事も掲載された。3月下旬からは、齋藤環や仲俣暁生、重里徹也

などによる詳細な書評が10本以上、新聞や雑誌に掲載された。4月上旬には村上春樹自

身が各新聞社共同インタビューに応じており、本作に関するモチーフやメッセージについ

て率直な見解が発せられた。しかも4月下旬には、川上未映子のロング・インタビュー1

に春樹が応じ、創作経緯や登場人物、イデアなどについて詳細に言及した。同時期には対

談形式による本作の解読本2も出版され、5月号と7月号の各文芸誌では、著名な評論家な

どによる本格的な評論が出揃い、『騎士団長殺し』をめぐるメディアの活況は刊行後5ヶ

月間ほど続いた。これは『1Q84』に次ぐ7年ぶりの長編刊行に対するメディアの過剰なま

での反応ともいえ、いわば出版社と新聞社、雑誌社などが相互に刊行記念を企画した一大

イベントのような様相を呈したといえる。 

 とはいえ、5月以降の小山鉄郎、椹木野衣、亀井郁夫、杉田俊介、鈴村和成、佐藤優な

ど10数名による各評論はそれぞれ興味深い観点からの論評で読み応えがあった。諸氏が

必ず指摘するのは「村上春樹のベストアルバム」「一種のメタ小説的なモチーフを持って

いる」（清水良典）とする春樹論に還元する視点である。また、「私」という一人称に着目

する論も多く、「数段成熟した男性に見えたし、出来事に正面切って向かっていく覚悟の

ようなもの」（木村朗子）を読み取る論もあった。また、「スバル・フォレスターの男」の

意味については各氏ともに「私」の内部に潜在する悪の象徴を見出しており、私が「メタ

ファーの通路」を潜り抜けるのを<産道>や<再生>と解釈する論も少なくなかった。「私」

が騎士団長を殺すのは「父親殺し」の象徴と解釈する傾向が強く、血縁関係の不明な

「室」を育てることについては新しい家族形態として「血にはこだわらず、前の世代から

何も引き継がない」（山崎ナオコーラ）と評価する論も多い。3・11に対しては「あの日

から起っていた出来事こそ、この小説の作者が本当に描きたかったことだ」（佐々木敦）

に代表されるように、本作における3・11の出来事の重要性は各氏で確認されている。プ

ロローグや第32章の意味を作品全体から検証する観点や、第3部の刊行の可能性の是非

も興味深い論点であった。なお、既に東アジアでは南京大虐殺の記述で波紋を呼んだが、

                         
1 『みみずくは黄昏に飛びたつ―川上未映子訊く／村上春樹語る』（新潮社 2017・4・27） 
2 米光一成・鴻巣友季子『村上春樹『騎士団長殺し』34の謎』（アオシマ書店 2017・4・13 ）、大森望・豊

崎由美『村上春樹「騎士団長殺し」メッタ斬り!』（河出書房新社 2017・4・20） 
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各国語の翻訳が出揃うと、具彦の経験したウィーンにおけるナチスをめぐる歴史的記述は

世界的にも関心の的となろう。英語圏では「二世の縁」への関心も予想される。今後、研

究者による本格的な研究論文3が輩出されるが、多角的な分析や春樹文学としての総体的

評価が期待される。 

  

                         
3 既に浅利文子は「『騎士団長殺し』―イデアとメタファーをめぐって―」（『異文化 論文編』2018・4）で、

イデアとメタファーに関する明晰な分析を行っている。 
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六、パネルディスカッション05 

 

『騎士団長殺し』のパネル 

アメリカ・ボストン大学講師、村上春樹ポーランド語版著名翻訳者 

Anna Zielinska-Elliott 

 

（公開未同意） 
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六、パネルディスカッション06 

 

『騎士団長殺し』をめぐる読み・翻訳の事情 

デンマーク著名村上春樹文学翻訳者 Mette Holm 

 

（本パネル発表は都合により原稿を掲載しない） 
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六、パネルディスカッション07 

 

村上春樹の歌を聴け 

華語繁体版台湾著名村上春樹文学翻訳者 頼 明珠 

 

処女作『風の歌を聴け』で、「鼠」は女の子と奈良に行って、古墳を見た。 

「文章を書くたびに、その夏の午後と古墳を思い出す。┅┅蝉や蛙や蜘蛛や、そして夏草

や風のために何かが書けたらどんなに素敵だろうと思った。」 

東京に帰る日、「僕」はジェイズ・バーに顔を出した。 

「僕の叔父さんは中国で死んだんだ。」 

「そう┅┅。いろんな人間が死んだものね。でもみんな兄弟さ。」┅┅ 

二作目『1973年のピンボール』で、鼠はガールフレンドと霊園でデートをした。「霊園

は鼠の青春にとってもやはり意味深い場所だった。」 

村上春樹の作品に、何故よく雨が降った？ 

何故人はいっぱい死んだ？ 

村上春樹は 初から死について書きたくて、小説を書き始めたように思える。 

『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』で、「私」は公園の中で自分と訣

別する時、ボブ・ディランの『激しい雨』を聞いた。 

（31年後ボブ・ディランはノーベル文学賞を受賞した） 

村上春樹は作品の中で世界中の作家の名作や、名曲などを紹介したり、西洋的ライフス

タイルを英語的文体で書いたりしながら、実は、東洋の死生観や感性を常に持ち続けてい

た、いわゆる「和魂洋装」的な作家と言える。 

そして、彼は作曲のように文章をを書けばいいという独特な文体を確立した。 

『騎士団長殺し』では、ウイーンから帰国した画家雨田具彦は洋画を捨てて、「日本

画」に転向した。彼は日本の古代の人々は自然の中で、調和を重んじて生きる事の素晴ら

しさを再発見して、「古代への回帰」をした。 

『騎士団長殺し』の作品中にも、随所に「和風」が感じられる。明治維新以降、西洋文

化と均衡をとるため、それまでの「水墨画」が新しい「日本画」の名前を付けた。、要す

るに日本文化のアイデンティティを確立するため『和魂洋才』の和魂である。 

「免色」の名前は前作『色彩を持たない多崎作と彼の巡礼の年』のタイトルと

「色即是空
し き そ く ぜ く う

」を連想させる。夜中に聞こえた鈴の音や林の祠の石塚や、上田秋成が書かれ

た『春雨物語』は、東洋の仏教を連想させる。世界中を回って、ヨーロッパやアメリカに

も長く住んでいた作家の「日本回帰」が感じられる。 

後で、「私」は「騎士団長殺し」の絵をまりえに説明した。 

「これは雨田具彦さんが精魂を傾けて描いた絵だ。┅┅彼は自ら血を流し、肉を削るよう

にしてこの絵を描いたんだ。おそらく一生に一度しか書けない種類の絵だ。これは彼が自
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分自身のために、そしてまたもうこの世界にはいない人々のために描いた絵であり、言う

なれば鎮魂のための絵なんだ。流されてきた多くの血を浄めるための作品だ」、「魂を鎮

め、落ち着かせ、傷を癒すための作品だ。」 

この『騎士団長殺し』も、村上春樹は一生に一作しか書けないない鎮魂作であろう。 
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六、パネルディスカッション08 

 

韓国における『騎士団長殺し』の発行及び受容状況 

韓国・東国大学校教授 盧 明姬 

 

 韓国では1990年代から今まで春樹作品の大概は韓国語で翻訳・出版されている。『騎士

団長殺し』も例外ではない。日本の新潮社から『騎士団長殺し』が発行されてから半年も立

たないとき(2017. 7. 12)‘文学ドンネ’という出版社から韓国語翻訳本が発売された。

発売される前から予約制を取ったり、大型書店にはどこもホット・ブックコーナ(ベスト

・セーラ)に飾られていたりして相当の人気が予想された。また、ある文学評論家も“こ

れこそ春樹であるというものがすべて『騎士団長殺し』に溶け込まれている”とかなり良い

評価をしている。こうした好評の中発売されたのだがそれにしては販売部数は期待通りで

はなかったようである。小説販売が全般的に衰えている 近の傾向とも関係しているだろ

うか、『騎士団長殺し』の販売部数は50万部であると出版関係者はいう。春樹の以前の作品

である『1Q84』は200万部の販売を記録しているという。 

 『騎士団長殺し』を読んだ読者達の反応をみるとまず、肯定的な内容には「展開や描写の

ほうがやはり春樹らしい」。「時間が立っても映画をみているように場面が鮮明に残ってい

る。」「『騎士団長殺し』を読み終わったあといろんなことが思いついたがどう表現したらよ

いのか”」等々がある。 

 反面、否定的な内容としては「春樹特有の色彩が薄まってしまった。」「緊張感が落ち、

読みにくかった。」「構成が緻密でない。」「イデアとメタファはいったい何なんだろう。こ

の本が難しい理由である」「夢中になってよめることができなかった」「読んだことは読んだ

のだが何とも言えない感じをうけた。」「急いで作品を終わらせてしまった感じ」等多様で

ある。 

 上に述べたのは春樹作品に常に関心を見せている読者を中心に口頭で調査したものであ

るか、ネットに上がっているものである。それに比べ『1Q84』については「非常にバランス

の取れたしかも完成度の高いもので、春樹作品の頂点を打つもの」のように多くが肯定的

に評価をしているものが多く、否定的な評価は相対的に少ないようである。上のようなこ

とが作家としての春樹にどういう意味を与えるのだろうか。 
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六、パネルディスカッション09 

『騎士団長殺し』はマレーシアではどう読まれているか 

マレーシア・拉曼大学、マレーシア著名村上春樹文学翻訳者 

葉 蕙 

この20年間、マレーシアの中国語圏において、村上春樹の作品が文学愛好者に読み継

がれている。 新の長編『騎士団長殺し』（便宜上、『騎士団長』と略す）についてだ

が、なぜか中年の男性読者から高い評判を受けている。そこで、「この作品は中年男性に

向いている」と結論を下せそうだ。 

その理由を知るため、私はSNSを通してマレーシアの「ハルキスト」たちにインタビュ

ーした。その中から三人の自他認める大ファンの話に絞って、下記の小文をまとめてみ

た。 

まずはエッセイストの蔡興隆氏。彼はこう語った。 

「僕は二十歳から村上春樹の追随者になった。前の作品と比べたら、確かに彼の小説は

後退していると思うが、相変わらず支持し続ける。なぜなら、僕の青春時代の読書版図

は、村上に大きく影響されているからだ。僕は個人的に『騎士団長』に 高の評価を与え

たい。小説では、古典音楽や絵のデッサン、ノウハウなどについて細かく書かれているに

もかかわらず、彼自身の実際的生活経験をこそすべて小説の中に書き込んでいるのではな

いかと感じる。主人公は妻に去られたあと、一人で小田原郊外に借りたアトリエに暮らし

ている。一人で朝ごはんや晩ごはんを作ることを細かく描くこと。なぜ妻が突然彼と離婚

したいと言い出したのかについて考えること。誰も訪ねてこない時、一人でベランダでシ

ングルモルトウィスキーを飲むこと。いずれも心に沁みる描写だ。 

蔡氏は主人公の「僕」が大学時代の親友・雨田政彦と二人で港で買ってきた新鮮な鯛や

生牡蛎を食べたりするシーンも好きだ。（第２部・４２章） 

「（略）今のおれの仕事はほとんどがコンピューター上の作業だから、都心から離れた

ところに住んでいてもとくに不自由はないんだ。便利な世の中だろう？」 

「知らなかった」 

彼は呆れたように私を見た。「今はもう二十一世紀なんだよ。それは知ってたか？」 

「話だけは」と私は言った。（173頁）  

そういった虚無感に満ちた青春時代から「浮生若夢後」といった真面目で誠実な会話、

相手を折伏する意図もなく、淡々としたやりとりが好きだと蔡氏は言った。 

「この小説には、人生の衝突やいいがたい矛盾について、僕らのような中年男性だから

こそ分かる点があるのだ。そして僕らは身を低くして、恭しげにその重みを担うことがで

きるだろう」と真剣に考えているらしい。 
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次は数学教師のフランク・ワン氏の話だが、彼はずばりと作品に登場する性描写を取り

上げて意見を述べた。 

「アジア地域において、マレーシアの華人系男性はもっとも保守的なエスニックだと僕

は思う。社会的な雰囲気のせいだろうが、セックスの話題が禁じられているし、公的に論

じてもいけない。しかし、村上の小説では、性描写がやたらと多い。なのに、彼の描いて

いるセックスには、「愛」という成分は滅多にないし、楽しみもあまりない。その愛の欠

除は、やむ得ないという感じが浸み込んで、「愛さないのではなく、愛せない」、すなわ

ち、愛の力を失ってしまった状態だと言ってもよい。」 

そういう感覚は、ある程度の生理的年齢に達しないと理解できないことである、とフラ

ンク氏は言う。心理的に成熟した男性読者は、必ず主人公の心境に共感できる。その共鳴

感とは、性的吸引によるものではなく、「自分では制御できないなにか」といえよう。例

を挙げれば、『騎士団長』の主人公には妻に裏切られるという受動的なものが窺えるの

だ。40代以上の男性は、生活で多くの「不可知」や「制御不能」なものに翻弄されるの

で、『騎士団長』に共鳴し、代入感が生じるのだろう。 

むしろ、村上はスパケッティを茹でる場面の方が、セックスの場面より「愛」が入り込

むのではないかと思っているらしい。フランク氏は、「村上はわざと性を描き、無機化

（INORGANIC）したがっているのでは」、と述べていた。 

三人目はマレーシアの有名なジャズ・ピアニストの鄭沢相氏である。鄭氏は中学時代か

ら村上春樹に影響を受けたと述べ、ジャズを目指すことになったと言った。 

「村上作品を批判する人はよく「どの作品でも同じだ」という。それは日が西から昇ると

いえるぐらいナンセンスだ。村上は自分の考え方を物語や隠喩を通じて、面倒がらずに描

き続ける作家だ。てきぱきと野菜を切ったり、根気よく運動したり、音楽を聴いたり、本

を読んだりすること。参禅のようなマインドフルネス。真剣に生活しようと細かく教えて

くれるのだ。ささやかなことは一番大事なことである。」 

妻が離婚を要求すること。夜中に鳴る鈴の音。洞窟に入ること。騎士団長のこと。免色

が「僕」に肖像画を頼んでくること。そういった「大きなもの」に関して、「僕」はどう

しようもなく制御できないのだ。だから、流れのままの「フロー」（FLOW）に従うしかな

い。ジャズ音楽もそうである。普段は楽譜や音階、リズム、和音コードなどのようなささ

やかでつまらないことを練習したり基本的な宿題をする。そして本番の演奏の際、僕は制

御できないフローに従っていくしかできない。いつも即興でアンプロンプチュで、予測で

きないリズムや音楽になるのだ。村上はそういうやり方で小説を書く作家なのだ。」 

 他にも女性読者からの感想があるが、時間の関係で、別の機会に譲ることにしたい。 

    （2018年4月２日） 
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七、口頭発表01 

 

紀行文から見た村上春樹の旅先での共鳴 

―『ラオスにいったい何があるというんですか』を中心に― 

東呉大学日本語文学系 賴 錦雀 

 

1.はじめに 

 旅行は人類の一時的な移動過程の一つである。その語源の‛travaillier’は「骨折って

働く」の意を表す古代フランス語で、「苦労して旅をする」が原義である（『ジーニアス英

和大辞典』による）。それに対して、現代の観光の意味は「居住地を離れて他の国や地方を

訪れて風景や風物、史跡などを見て歩く」（『明鏡国語辞典』）ことである。我々にとって、

旅行が如何に大事なものなのか、台湾でも日本でも小学校の遠足、中学、高校の修学旅行

が大事にされていることで分かる。『日本語学』「特集 旅とことば」（2000年9月号）、『國

文學』「旅、鉄道、そしてエッセイ」（2008年4月臨時増刊号）などが編集されたほど、旅

関係の研究課題は少なくない。村上春樹の紀行文を読んで、村上はよく旅をしたものだと

感心するが、もっと感心したのは小説家、翻訳家でありながらよくも紀行文を多くまとめ

て残したことである。本稿の考察対象の『ラオスにいったい何があるというんですか』（以

下『ﾗｵｽ』と略称することもある）は『遠い太鼓』『雨天炎天』『辺境·近境』『やがて悲しき

外国語』『うずまき猫のみつけかた』『シドニー！』に続いて出された紀行文である。 

 旅行の種類は会社や団体の慰安旅行、家族や仲間のレジャーや観光旅行、出張や営業の

ためのビジネス旅行、学会、研究会への出席の旅行などいろいろあるが、台湾交通部観光

局は国際旅行の目的をビジネス、観光、親族訪問、会議、教育、展示会、医療、その他と

いうように分類している。村上春樹の『ﾗｵｽ』における旅行は編集者と撮影者が同行した取

材やグループの同窓会の団体旅行もあるが、書き方としては作者個人の紀行文として見な

されるものである。旅行は多重性を帯びるものであるが、空間的要素と時間的要素はその

主なものである。原（2008）で述べられているように、空間の旅は距離の問題ではなく、

知覚の広がりと深まりの旅であり、時間の旅は速度の問題ではなく、記憶の襞を折りたた

み、押し広げる旅である。旅行先に行って、元の居場所の出来事が思い出され、目の前の

景色や風景が心にあるものと反照することが考えられる。思い出のある再訪の旅行先も新

たしい知覚か旅情か郷愁が起きる可能性がある。旅行先に共鳴するか否かは旅行の善し悪

しに関わるが、そのカギは旅行先における出会いと見聞き、そして、その出会いと見聞き

に対するイメージである。 

 本稿では『ラオスにいったい何があるというんですか』を対象に、（1）写真による視覚

的イメージ （2）文字記述による心的イメージ （3）旅行先の地域特徴 （4）村上春樹

の旅行観 （5）紀行文集の題名と内容の関係、などを考察して、村上春樹の旅行先への共

鳴を明らかにしたいものである。本稿の考察結果が異文化交流能力育成を目標とする日本
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語教育の読解活動の助けになることを庶幾する。 

2.『ラオスにいったい何があるというんですか』の梗概 

 『ﾗｵｽ』に収録された 10 本の紀行文はボストン 1 だけは 1995 年の滞在地に関する作品

であり、あとの 9 本は 21 世紀に入ってからの旅行に関するである。旅行先はアメリカ(4

回）、アイスランド、ギリシャ、フィンランド、ラオス、イタリアと日本であるが、州別か

ら見れば、米州は4回、欧州は4回、アジアは2回ある。村上はアメリカが好きなことが

はっきり分かる。雑誌のための紀行文だったが、そのうち7本は日本航空JALの雑誌“AGORA”

に掲載されたものである。多くは再訪した旅行先である。雑誌の紀行文のためか、食事や

歴史関係についての内容が多い。ポイントで言えば、ボストン1は気持ちいいジョギング、

美しいチャールズ河畔の小径、古い建物、アイスランドは数が少ない人口、読書が好きな

国民、変わった動物、美味しい海鮮料理、数が多い温泉、回数が多い火山の噴火と地震、

美しいオーロラ、二つのポートランドはおいしい食べ物、古い歴史、港町らしい風景、質

が高く数が多いレストラン、個性的な書店と中古のレコード店、ギリシャは懐かしい島、

人懐っこい猫、けたたましいバイクの音、懐かしい温かい記憶、ニューヨークは古い老舗

ジャズ・クラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」、素晴らしい音響、素晴らしいライブ録音、

フィンランドはゆるいサービスの映画監督アキ・カウリスマキのバー、偉い作曲家シベリ

ウスの古い山荘、豊かな深い自然、人気が高いデザイン、ルアンプラバンは鮮やかなオレ

ンジ色の僧侶の身なり、古い仏都、篤い信仰心、巨大なメコン川、おいしい料理、ボスト

ン2は古い歴史、美しくないトイレの話、サイズがちょうどいい規模、アメリカで一番古

い由緒ある野球場、気持ちいい春の日のホエール・ウォッチング、新鮮な魚介料理、イタ

リアはよくない思い出の郵便事情、楽しいローマを出ていく旅、楽しいトスカナ丘陵地帯

のドライブ、日本で味わえない自由さ、白い道、おいしい赤いワインのワイナリー取材、

古い城、優しくたおやかな光景、熊本は橙書店の白い看板猫、夏目漱石の住居の大きな芭

蕉の木、熊本城周りの楽しいジョギング、声が大きい朝の挨拶、世界遺産の古い万田坑、

黒い煙を出す蒸気機関車「ＳＬ人吉」、おいしい鰻重、海の上の廃校の小学校、可愛いく

まモンの陳腐化、などである。 

3.考察 

 「イメージ」とは「想像·思考などによって、心の中に描き出される像。心的表象。心像。

心象。また、ある物事について具体的に与えられる、全体的な感じや印象。」である（『明

鏡国語辞典』）。一体、『ﾗｵｽ』における村上の旅行先に対するイメージは何か、考察してみ

たい。考察に当たり、写真による視覚的イメージと文字記述による心的イメージから、村

上春樹の旅行先への共鳴を考える1。 

 

 

                         
1 旅行先に対するイメージについては金城（2012）、倉澤·他（2013）、張（2009）を参照。 
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3.1写真から見た視覚的イメージ 

 現代は視覚情報過剰の時代である。2013年に台湾の大学初の視覚文化研究所が陽明大学

に成立し、外国語教育においてもビューイングが重視されるようになっている2。ここでは 

写真から『ﾗｵｽ』における視覚的イメージについて考察する。『ﾗｵｽ』の各紀行文の写真の内

容は次のようになる。ボストン1は気持ちいい河沿いの小道と楽しいジョギング、アイス

ランドは名物パフィンの小さい子鳥と広い温泉、ポートランドはおいしい料理、楽しい音

楽と素晴らしいデザイン、ギリシャは懐かしい創作地、人懐っこい猫と懐かしい住居、ニ

ューヨークは古いジャズクラブと楽しいミュージシャンの情報、フィンランドは有名な映

画監督のバー、楽しい休暇に行きそうな港とのんびりした郊外、ラオスは篤い信仰心、お

いしい料理と楽しい読書、ボストン2はアメリカの一番古い球場、トスカナはイタリアの

典型的な風景と歴史があるワイン、熊本は白い猫と夏目漱石のひっそりした書斎、である。

これらの視覚的イメージは言い換えれば、村上の各旅行地への共鳴である。10本の紀行文

のうちの7本は航空会社の雑誌なので旅行先の地域特徴の紹介が重要であるが、作者の関

心物でもあろう。ジョギングができる河畔の小径、『ノルウェイの森』を書き始めた懐か

しいギリシャの風景、書店の関係者と食事した港、村上が好きな猫、日本人の好きな広い

温泉、信仰心が篤い仏都の僧侶の身なり、おいしい料理、フィンランドの名物のパフィン、

有名人物のバー、工房、音楽、風景、お城、読書と夏目漱石の書斎などは写真から見た、

旅行先に対する村上春樹の共鳴である。 

3.2文字記述から見た心的イメージ 

 文字記述から見た場合、「チャールズ河畔の小径」のポイントはマラソンである。「ボス

トン・マラソンのコースの風景には、他の大会には見受けられない、なにかしら特別なも

のが備わっているように思う。」（『ﾗｵｽ』p.18）「僕はこの一年間毎朝健康に走り続け、

そのひとつの結論として、またボストン・マラソンを走ることができたのだ。これはやは

り素晴らしいことではないだろうか。ささやかではあるけれど、ひとつの達成と呼んでも

かまわないんじゃないか。」（『ﾗｵｽ』p.21）と村上春樹は述べている。3年間滞在した生

活の記録に当たるものであろう。 

 「緑の苔と温泉のあるところ」では各節のタイトルで分かるように、面積のに比べて人

口が少ないこと、読書好き、変わった動物、名物のパフイン、おいしい海鮮料理、美しい

風景、広い温泉、一つの魂のあり方のように見えたオーロラは村上がファインランドに共

鳴した物事である。特に、アイスランド語と動物は外からの影響をあまり受けていないの

で独自性を守っている。そして、ほぼ全土に苔が生えている。氷河が多く、雨もよく降り、

白い滝が多いので、神秘的な風景になっているほか、全土に温泉が出ることもアイスラン

ドの地域特徴である。温泉を利用した温水プールが完備しているので水泳の好きな作者に

はありがたいものだと言えよう。日本と同じ火山国なので噴火や地震による被害に対して

                         
2 日本語教育におけるビューイングについて詳しくは門倉（2011）と頼（2018）を参照されたい。 
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共通したメンタリティがあると感じられる。 

 「おいしいものが食べたい」は文字通り、美食都市のオレゴン州ポートランド及びメイ

ン州ポートランドのレストランの質の高いことと数の多いことが重点である。外に、古い

歴史を持つ港湾都市、港町らしい風景、歩くのに好都合の街の規模、個性的な書店と中古

レコード店が揃っていること、優れた教育施設があること、ナイキの本社が入っているこ

と、東のメイン州ポートランドの住民のちょっと風変わりでかなり偏屈な性格、空気がき

れいで食材が新鮮で子供たちを安心して育てられる環境、潤沢な海産物、家具職人の工房

なども取り上げられている。 

 「懐かしい二つの島で」は「ギリシャ危機」が深刻化する前に村上が24年ぶりに再訪し

たギリシャのミコノス島とスペッツェス島の紀行文である。おおよそ四半世紀昔の足跡を

辿ることになるので作者の懐かしい気持ちがいっぱい込められている。ミコノス島は小説

『ノルウェイの森』を書き始めた場所なので「僕の中にはそれなりの思いのようなものが

ある」（『ﾗｵｽ』p.87）と村上は述べている。比較しやすいために、同じ「あまりぱっとし

ない」オフシーズンの時期を選んで島を訪れることにした。交通が昔より便利になったこ

とについて、「いささか淋しいような気がしなくもない。不便さは旅行を面倒なものにす

るが、同時にまたそこにはある種の喜び―まわりくどさがもたらす喜び―も含まれている」

（『ﾗｵｽ』p.88-89）からである。スペッツェス島については、ギリシャの人たちには自分

の家の猫と、野良猫との間の区別というのがあまりないので、猫好きにとっては実に楽園

のような場所であること、親切に昔の家らしいところまで案内してもらったこと、オール

ドポートがまだ十分のんびりした港だし、昼前の散歩に適したところであること、海は変

わりなく美しかったことを評価している。一方、どれだけ歩き回っても昔住んでいた家が

見つからなかったこと（『ﾗｵｽ』ｐ.102参照）、車やバイクの数が思いのほか増えて 

けたたましい音を立てていたことでがっかりしていたようである（『ﾗｵｽ』ｐ.107-9参照）。 

 もしタイムマシーンがあったなら、村上は 1954 年のニューヨークに飛んでそこのジャ

ズ・クラブでクリフォード・ブラウン＝マックス・ローチ五重奏団のライブを心ゆくまで

聴いてみたい、と望んでいる（『ﾗｵｽ』ｐ.115）。ニューヨークのジャズ・クラブを探訪し

た内容だが、特にマックス・ゴードンが1935年に 初のライブを始めた老舗ジャズ・クラ

ブの「ヴィレッジ・ヴァンガード」に行って、オーナーのロレイン・ゴードンさんに会っ

たことがポイントだった。長いあいだ引っ越しもせずにひとつの場所でやっている店、「世

界遺産」みたいなクラブだが、雨は漏るし、配管は壊れるし、消防署は文句をつける、と

いうトラブル続きという状態である。建物は古い、家具調度も決して豪華ではないし、メ

ニューは限られた飲み物だけで、食事もまったく出さないが、音響が素晴らしいので数々

の素晴らしいライブ録音がとられてきた。 

 フィンランドというと頭に浮かぶのは1.アキ・カウリスマキの映画 2.シベリウスの音

楽 3.ムーミン 4ノキアとマリメッコだと村上は述べている（『ﾗｵｽ』p.129）。アキ・カ

ウリスマキは映画監督で、シベリウスは作曲家で、ムーミンはフィンランドの作家トーベ・
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ヤンソンが描いた漫画・小説のキャラクターで、ノキアは携帯電話メーカーで、マリメッ

コはフィンランドのブランドである。「シベリウスとカウリスマキを訪ねて」の主な内容は

カウリスマキ監督兄弟（アキとミカ）の経営する名物バー「カフェ・モスクワ」に行った

こと、村上の作品のフィンランド語翻訳の関係者に会ってフィンランド人の優雅な夏の休

暇の過ごし方を聴いたこと、ハメーンリンナに行って美しい湖の畔の古いお城を見学した

こと、へルシンキが2012年「世界のデザイン首都」に選定されたこと、何人かの工芸家の

工房を訪れて作品を見せてもらったこと、楽しい動物園のことなどが描かれている。 

「大いなるメコン川の畔で」は世界遺産に登録された仏都ラオス·ルアンプラバンの旅行

記である。宗教的な趣のある静かな「古都」ルアンプラバンでは僧侶の鮮やかな身なりと地

元の人の篤い信仰心、深みのある民族音楽、無数の仏像と羅漢像と高名な僧侶の像、多くの

宗教的物語、街角の美しいブーゲンビリアの花が印象的に述べられているが、一番のポイン

トは泥のように濁った水が雄々しく流れるメコン川である。「ルアンプラバンは長い歴史を

通して、メコン川によって育まれ、栄えてきた街なのだ。その長大な川はラオスの国土を縦

に貫いて流れ、土地を肥沃にし、水産物の恵みを与え、交通の大事な手段になる。」（『ﾗｵｽ』

p.157）のである。村上はあそこの匂い、音、肌触り、光と風に共鳴を感じたらしい。 

 「野球と鯨とドーナッツ」は村上がかつて住民の一人として日々の生活を送ったボスト

ンを再訪した時の文章である。アメリカ 古の野球場のこと、ボストン・レッドソックス

の本拠地フェンウェイ球場の近くにあるスポーツ・バーの小便器に置かれているニューヨ

ーク·ヤンキーズのマークの付いた消臭剤から見たボストン住民のニューヨークへの対抗

意識、ジョギングに 高のチャールズ河沿いから見たｖ字型の隊形で飛んでいる雁のこと

は印象的だった。村上から観光客へのおすすめはアメリカ 古の由緒ある野球場のフェン

ウェイの球場とダンキン・ドーナッツとホエール・ウォッチングと新鮮な魚介料理である。 

「白い道と赤いワイン」は村上が1980 年代に住んでいたイタリアを再訪し、ワイナリー

の取材をしたことについて描いたものである。郵便が不便だったなどあまりよくない思い出

もあったが、ローマを出て行くときは何より楽しかったのだった。落ち着いて暮らすのに適

した環境とは言えないところだが、魅力のあるイタリア車でトスカナの丘陵地帯をドライブ

してワインを買い込むのは至福だし、日本にいては味わうことのできない種類の自由さだっ

た（『ﾗｵｽ』pp. 192-193）と村上は述べている。石灰質がたっぷりと含まれた未舗装路「ラ・

ストラーダ・ビアンカ（白い道）と赤いワインがポイントである。カラフルな描写で読者の

心をひくと思われる。 

 2015年の6月の梅雨時に、村上春樹は48年ぶりに、18歳の時に一度行った熊本を再訪

してまとめたのは「漱石からくまモンまで」である。「東京するめクラブ」の同窓会で熊

本に行ったが、白い看板猫がいる「橙書店」での朗読会とトークのこと、夏目漱石の旧居

の見物、熊本城の周りの楽しいジョギング、声が大きい朝の挨拶、世界遺産の万田坑の見

学、蒸気機関車ＳＬ人吉の黒い煙、球磨川のおいしい鰻重、海の上の赤崎小学校、阿蘇見

物、そしてくまモンの陳腐化のことは描かれている。 
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3.3旅行先の地域特徴 

 まとめてみれば、走る、回る、食べる、飲む、そして、古い、美しい、懐かしい、おい

しい、というのは村上の『ﾗｵｽ』のキーワードと言えよう。そして『ﾗｵｽ』の10本の紀行文

においては「水」に関する要素が多く見られる。川、渓流、温泉、海、雨という天然的要

素と共に、ワインが多く登場している。これはワインが作者の関心物である証しだと思わ

れる。紀行文集の題名に出ている「ラオス」は臨海国家ではないが、川、雨、酒類という

要素で「水」に関係している。やはり、神戸出身の村上にとって水は特別なものである。

考えてみれば、紀行文は現地に行きたくなるように、読者に地域特徴を紹介するのが目的

であるが、各旅行地の地域特徴の描写は作者の主観的な考え方によって左右されるのであ

る。 

（表1）『ラオスにいったい何があるというんですか』における「水」的要素 

 紀行文 川 渓流 温泉 海 雨 酒類 

1 チャールズ河畔の小径 ボストン1 ○      

2 緑の苔と温泉のあるところ アイスランド ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 おいしいものが食べたい 

オレゴン州ポートランド メイン州ポートランド 
○   ○  ○ 

4 懐かしいふたつの島で ミコノス島 スペッツェス島    ○ ○ ○ 

5 もしタイムマシーンがあったなら 

ニューヨークのジャズ・クラブ 
    ○  

6 シベリウスとカウリスマキを訪ねて フィンランド    ○ ○  

7 大いなるメコン川の畔で ルアンプラバン（ラオス０ ○    ○ ○ 

8 野球と鯨とドーナッツ ボストン2 ○   ○   

9 白い道と赤いワイン トスカナ（イタリア）      ○ 

10 漱石からくまモンまで 熊本県（日本） ○  ○ ○ ○  

3.4村上春樹の旅行観 

 旅行に出ることは日常生活から離れて、普段の習慣と違った環境に行き、時間を過ごす

ことである。解放された空間と時間にいて、旅人が旅行先の風景や風物、史跡などを見て

歩いて楽しく時間を過ごすが、苦労することも考えられる。その旅先に共鳴を感じられな

ければ旅が幻滅するようになり、旅行の価値は半減するだろうが、もしも旅人がその旅先

に共鳴を感じることができれば、旅行の楽しみや嬉しさは倍増するだろう。村上の旅行は

その紀行文におけるジョギング、料理堪能、ワイン堪能、風景鑑賞、古跡見物、レコード

購入、音楽鑑賞、朗読会、蒸気機関車搭乗、ホエール・ウォッチングなどで分かるように

楽しいものが多い。勿論、不便を感じることもあろう。再訪の旅先は昔の風景や思い出の

人や物事が見つからなかったら満足されないだろう。しかし、「不便さは旅行を面倒なもの

にするが、同時にまたそこにはある種の喜び－まわりくどさがもたらす喜び－も含まれる。」

（『ﾗｵｽ』ｐ.87）、「「旅先で何もかもがうまく行ったら、それは旅行じゃない」という

のが僕の哲学（みたいなもの）である。」（『ﾗｵｽ』ｐ.132）、「旅っていいものです。疲

れることも、がっかりすることもあるけれど、そこには必ず何かがあります。」（『ﾗｵｽ』

「あとがき」）と村上は述べている。あまり満足できない旅行でも旅人にとって収穫がある
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はずである。そして、何度か行ったことのある場所でも、行くたびに驚きが必ずある（『ﾗ

ｵｽ』「あとがき」）。これはつまり村上春樹の旅行観だと思われる。 

3.5紀行文集の題名と内容の関係 

 村上春樹の紀行かエッセイの題名を考えてみれば、『遠い太鼓』は遠い太鼓の音に誘われ

てギリシャ・イタリアへ長い旅に出た滞欧記、『雨天炎天』は厳しい天候の中のギリシャ·

トルコ辺境の紀行、『辺境・近境』はメキシコ、大連、モンゴル、香川、神戸などの旅行記、

『やがて哀しき外国語』はプリンストンでの生活記録、『うずまき猫のみつけかた』は「猫」

という文字が題名に付いているエッセイが6本もあるケンブリッジの滞在記、『シドニー！』

はシドニー·オリンピックの観戦記録であった。では、10 本の紀行文集のうち、在住した

ことがあるアメリカ関係のものは4本、作家会議のために行ったアイスランド、『ノルウェ

イの森』を書き始めたギリシャ、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の舞台の

フィンランド、『ノルウェイの森』が完成したイタリアなどのヨーロッパ関係のものは4本

あるこの紀行文集は何故、アメリカ関係でもなく、ヨーロッパ関係でもない「ラオス」が

題名に付けられたのだろうか。アジア関係の題名にしたいからだろうか。ルアンプラバン

の世界遺産登録 20 周年3のためなのだろうか。はっきり分からないが、村上はラオスへ行

く途中、中継地のハノイで、あるヴェトナム人に「どうしてまたラオスなんかに行くんで

すか？」と不審そうな顔で質問された。「その言外には「ヴェトナムにない、いったい何が

ラオスにあるというんですか？」というニュアンスが読み取れた。」と村上は述べている

（『ﾗｵｽ』ｐ.151）。「旅行先に何があるか前もって分かっていたら、誰もわざわざ手間暇か

けて旅行になんて出ない」というような旅行観によって、心に残ったヴェトナム人の質問

をこの紀行文集の題名にしたかもしれない。 

4.おわりに 

 『ラオスにいったい何があるというんですか』という紀行文集の題名を見た期待に相反

して、ラオスに関する部分がずいぶん短いので少しがっかりした気がした。しかし、長編

小説とは違って、短い時間で一つのエッセイを完読できるので精神的にも時間的にも読み

やすいものである。『ﾗｵｽ』にまとめられた10本の紀行文は、村上の旅行先への共鳴の記録

であり、旅行土産でもある。日本語教育的見地から見れば、読解資料になると思われる。

興味のある学習者はこれらの文章を読んで、旅行先の風景が分かり、旅行者の目線で各旅

行先のことを疑似体験できる。それはフィクション作品とは違ったノンフィクションの紀

行文鑑賞の価値の一つでもある。台湾における日本語人材育成は言語形式や日本語検定試

験に拘り過ぎた結果、文化的素養が足りない嫌いがあるように思われる。紀行文集によっ

て各旅行先の地域特徴を考察することは観光日本語人材育成のプラスになることが考えら

れるので、このような紀行文集の多読をおすすめしたいものである。 

                         
3 ルアンプラバンは 1995 年にユネスコ世界遺産の文化遺産に登録されたが、村上春樹が旅行に行ったのは

2014年であった。 
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 後に、この紀行文集を読まなければ、「太田胃散を世界遺産に」というようなユーモア

のセンスをもつ村上春樹を知らないことになる4。これもこの紀行文集の魅力の一つである。 
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4 村上は「「太田胃散を世界遺産に」という運動はとりあえず個人的にしているんだけど」と述べている（『ﾗ

ｵｽ』ｐ.226）。 
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七、口頭発表02 

 

長編小説の語りにおける村上春樹作品の共鳴 

淡江大学日本語文学科教授 落合由治 

 

1．はじめに 

 村上春樹が小説を書く場合、どのような文章構成を採るかは非常に興味深い問題である。

多くの研究で、村上春樹が夏目漱石の作品との関係を意識して、物語や作品中の描写、設

定などに漱石を記号的に、あるいは構造的に引用していることが指摘されている。1文学的

内容面ばかりではなく、漱石の作品は日本語学や文章構成上から見ても、近世語から区別

される近代語としての日本語が確立したひとつの指標になる業績で、興味深い特徴を持っ

ている。2漱石は、その代表作と言える一連の前期三部作、後期三部作で非常に多様な文章

構成を試みているが、基本的には『三四郎』『それから』『門』『行人』の冒頭部分に見られ

る文章構成である「事件の話をする文章」を言語的により明確に構造化することを模索し

ていたと思われる。3「事件の話をする文章」は、近代小説の発展した芥川龍之介、志賀直

哉などが典型化した文章構成であり、近代以後の小説はそれをどう使いこなすか、あるい

はそれをどう乗り越えるかを常に模索しなければならなかった言語構造上の規則に基づい

ている。4漱石の場合、「事件の話をする文章」を明確化する方向と同時に、それを乗り越

える方向の模索も多様におこなわれていた。三部作以外の『吾輩は猫である』以降の中編、

短編あるいは、後期三部作の『彼岸過迄』『こころ』には、「事件の話をする文章」にその

                         
1 多くの指摘がすでになされているが、一例として、渥見秀夫(1992)「「近代文学」から見た「蛍」の諸相-
1-村上春樹「蛍」と夏目漱石「こころ」」『愛媛国文研究』42p.53-64、佐藤泰正(2001)「村上春樹と漱石 : 
<漱石的主題>を軸として」『日本文学研究』36p.57-66、半田淳子(2002)「20世紀の「時間」意識:夏目漱石
と村上春樹」『専修人文論集』71p.355-372、山根由美恵(2007)「「螢」に見る三角関係の構図--村上春樹の
対漱石意識」『国文学攷』195p.1-12、Rubin Jay,小森陽一,根本治久(2010)「対談 『1Q84』と漱石をつなぐ
もの (特集 村上春樹、世界文学への軌跡--『1Q84』英訳者と、世界デビューの契機を作った功労者が語る
「ムラカミ文学」)」『群像』65-7pp.180-192、森正人(2011)「鏡にうつる他者としての自己:夏目漱石・芥
川龍之介・遠藤周作・村上春樹」『国語国文学研究』46p.46-57,柴田勝二(2012)『村上春樹と夏目漱石 : 二
人の国民作家が描いた<日本>』祥伝社新書等を参照。 
2 近代語は近世語と区別される言語史的概念で、時期区分には諸説があるが明治期から始まる点は共通して
いる。明治書院（2015）『日本語学』23-11明治書院は「近代語研究資料と研究」の特集で、今までの近代
語研究の成果を集約、紹介している。日本語学会では、新しい近代語研究の方向を研究資料の拡大の面から
模索し、日本語学会（2015）「特集：近代語研究の今とこれから」『日本語の研究』11-2を出して、今まで
研究されていなかった資料を近代語研究で取り扱おうとしている。漱石について文学作品としての文章構成
の特徴を捉えようとした研究は、相原和邦（1965）「漱石文学における表現方法:『明暗』の相対把握につい
て」『日本文学』14-5p.369-379、相原和邦（1966）「漱石文学における表現方法(四) : 第三期の視点構造
を中心として」『近代文学試論』1p.12-24、相原和邦（1966）「漱石文学における表現方法--「道草」の相
対把握について」『国文学攷』41p.43-53参照。また、大島憲子（1969）「夏目漱石における後期三部作の
意味」『日本文學』33p.35-47参照。その後、小池清治（1989）『日本語はいかにつくられたか』筑摩書房
第V章は、漱石において現代日本語の基礎になる近代日本語が生み出されたという視点を出し、語彙、文型
（文法）レベルばかりではなく新しい表現対象に合わせて、視点の観点から文章レベルでの変化が生じた可
能性を推測している。また、田島優（2009）『漱石と近代日本語』翰林書房は、江戸語、漢語、翻訳語、書
き言葉と話し言葉の位相、表記法の面から、夏目漱石の小説を資料にして、近代語の特徴を明らかにしよう
としている。 
3 夏目漱石の文章構成については、落合由治(2018)「近代日本語の確立者としての漱石─文章構成の視点か
ら─」范淑文編『漱石と<時代>─没後百年に読み拓く』台大出版中心pp.131-152参照。 
4 「事件の話をする文章」については、永尾章曹（1992）「描写と説明について」『小林芳規博士退官記念
国語学論集』汲古書院参照。 
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他の表現構造を加えることで生まれた非常に多様性に富んだ文章構成が見られる。5一方、

村上春樹の場合は、そのデビュー作『風の歌を聴け』や以降の『1973年のピンボール』『羊

をめぐる冒険』に見られるように、「事件の話をする文章」をいかに乗り越えるかという点

に作家としての表現の原点があると言え、その後も非常に多様性に富んだ模索を続けてい

る。その文章構成は、「事件の話をする文章」を「語り手の思いを述べる文章」で包み込む

額縁構造になっていることが多く、また、「事件の話をする文章」を並べることで、エッセ

イなどに使われてきた「語り手の思いを述べる文章」を構成する手法もよく見られる。6本

発表では、多様な文章構成を複合させることで成り立っている村上春樹の近代小説を超え

る試行を、『騎士団長殺し』を例にして考察していきたい。 

2．村上春樹による漱石の文章構成の応用とその超克 

 初に、漱石と村上春樹の文章構成上の関係について見ていきたい。漱石は、「事件の話

をする文章」に語り手が語る前書きと後書きを加えることで、「事件の話をする文章」が読

者に与える意味に方向性を与える試みを『坊つちやん』でおこなっている。『坊つちやん』

の中で、語り手である「おれ」の松山での教師生活を語る「事件の話をする文章」は「二」

から始まるが、「一」の前書きを加えて、下女の清の「おれ」の行動に対する「あなたは真

まっ直すぐでよいご気性だ」などの評価を加えることで、「おれ」の性格を読者が理解する

方向づけをおこない、「二」以降での教師時代の様々な失敗や挫折への評価を「真まっ直す

ぐでよいご気性」によるものに定位させている。「二」以降だけを読めば、教師としては役

に立たなかった出来事が並んでいる松山での「おれ」への評価が「真まっ直すぐでよいご

気性」となるかどうかは分からない。現代では、「おれ」の行動について社会的職業に適応

できず挫折して定職から離れてしまった若者のライフストーリーとの類似性が指摘されて

いる。7ここから言えることは、「事件の話をする文章」は、それ自体が固有の一定した意

味を持つのではなく、語り手の語りを加えることで初めて読者に意味の方向性が提示され、

読者はそれを手掛かりに、その事件の体験の語りを固有の一定した意味に解釈するという

ことである。 

 ここから見ると、『海辺のカフカ』のように『騎士団長殺し』も作品の 初の部分に前書

きに当たる内容が表1のように冒頭から第6章まで入り、村上春樹の作品の中では語り手

の語りの中に「事件の話をする文章」が包摂される初期の作品に近い構造を持っているこ

とがわかる。 

表1『騎士団長殺し』第一部前半の文章構成 

                         
5 落合由治(2010)「語りにおけるメタ・テクストとテクストとの交響的関連─夏目漱石『坊つちやん』のテ
クスト構成への一考察」『台湾日本語文学報』27pp.149-174参照。 
6 村上春樹の文章構成については、落合由治(2016)「村上春樹作品のテクスト機能の両義性―文章構成と文
法的要素の継承とその発展―」森正人監修『村上春樹における両義性』淡江大學出版中心pp.313-338、落合
由治(2017)「文章における質的単位の秩序について―小説における「語り（ナラティブ）」の視点から―」
沼野充義監修『村上春樹における秩序』淡江大學出版中心pp.279-310参照。 
7 『坊つちやん』の文章構成の詳細は注3参照。心理学から見た「おれ」の教師生活への評価については、
大野木 裕明(2003)「教師『坊っちやん』の就職活動と転職 (フリーター--その心理社会的意味) -- (フリー
ター事始め)」『現代のエスプリ』427pp.19-31等を参照。 
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区切り
番号 

章 
ページ 

時の提示・話題 内容・記号 文章構成 

1. 9－12 プロローグ ＜顔のない男＞との対話／肖像が描けず、
ペンギンのお守りを預かっておくと言われ
る 

▲話し手の思いを述べる
文章（対話） 

2.001 第1章 
13－20 

その年の 5 月から
翌年のはじめ 
 

狭い谷間の入り口近くの山の上に住み、9
ヶ月の間妻と離婚していた時の概要 
8ヶ月に人妻2名と関係していたこと 

▲話し手の思いを述べる
文章（いつもの話、縮約さ
れた話） 

3.002 第1章 
20～27 

美大に通っていた
時代 

西武国分寺線沿線の狭いアパート 
肖像画の仕事を始める 

▲話し手の思いを述べる
文章（いつもの話、縮約さ
れた話） 

4.003 第2章 
27-43 

妻からの離婚の切
り出し 
3 月半ばの日曜日
の午後／4 月に 6
回目の結婚記念日 

妻から離婚を切り出され、プジョー205 で
東京を離れ、東北から北海道まで行き、4月
に東北を通って東京に戻った経緯 
 

◎縮約された事件の話を
する文章 

5.004 43―51 妻との出会い 
30歳になる前 

死んだ妹に目が似ている妻との出会いと、
広尾のマンションで暮らした妻との生活の
想起 

◎縮約された事件の話を
する文章 

6.005 51－53 5月になったころ 宮城の温泉でのプジョー205 の 期／第 1
章の時間に戻る 

◎縮約された事件の話を
する文章 

7.006 第3章 
54-60 

5 月に新しい家に
移った後 

妻へ電話して2日後私物を取りにいき、翌
日、エージェントへの電話 

◎縮約された事件の話を
する文章 

8.007 61-67 小田原の家に移っ
た日 

ステレオの話しと雨田政彦の父の話 ウイ
ーンに留学し、今92歳  

◎縮約された事件の話を
する文章 

9.008 67-68 引っ越しの翌週 
絵画教室と二人の
人妻との不倫  
 

当時の仕事や女性関係の説明と、数ヶ月後
の、雨田具彦「騎士団長殺し」の予告 

◎縮約された事件の話を
する文章 

10.00

9 

第4章 
69-71 

五月も末に近いあ
る晴れた朝 
キャンバスを置く 

雨田画伯のスタジオの不自然さに気づく
（日本画らしくないシンク） 
絵がかけないことに気づく 

◎縮約された事件の話を
する文章 

11.01

0 

72-76 その頃の日常 
人妻との関係 

人妻とのセックスとリサイクルショップ、
36歳になったこと 

▲話し手の思いを述べる
文章（いつもの話、縮約さ
れた話） 

12.01

1 

77-82 ある日図書館で 3
冊の画集を見る 

雨田画伯について知りたくなり図書館で画
集を見て、キュービズムであるが「何かが
欠けている」と感じる。日本画には「彼に
しか描けない何か」があると思う。／履歴
1936 年から 1939 年ヒトラーの時代、1941
年太平洋戦争、雨田具彦の経歴への疑問 

◎縮約された事件の話を
する文章 

13.01

2 

83-85 小田原の家 
向かいの山の家の
風景 

住んでいる小田原の山の景色とこれから出
会う「隣人」の予告 

●話し手の思いを述べる
文章（いつもの話、縮約さ
れた話） 

14.01

3 

85-86 一枚の絵に関する
今後の話の予告 

隣人や絵との出来事の今後の関係 ●話し手の思いを述べる
文章（いつもの話、縮約さ
れた話） 

15.01

4 

第5章 
87-92 

雨田正彦との会話 家に絵がない理由や雨田具彦の経歴 
二人の電話での会話とその中での雨田具彦
の紹介 

◎縮約された事件の話を
する文章 

16.01

5 

92-95 「騎士団長殺し」
発見のいきさつ 

部屋の発見の経緯 
包み紙の発見 

◎縮約された事件の話を
する文章 

17.01 95-103 「騎士団長殺し」 包み紙を開いて見た、絵の情景・登場人物 ◎縮約された事件の話を
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6 の発見と絵の内容 の描写／ドン・ジョバンニの連想／隠され
ていた事への疑問 

する文章 

18.01

7 

103-105 発見後の数週間 ドン・ジョバンニを聞きながら、絵を眺め
る 

◎縮約された事件の話を
する文章 

19.01

8 

第6章 
106-115 

夏の終わりを迎え
た頃 
 

エージェントからの絵の依頼の電話／「騎
士団長殺し」を見ながら考える／絵を引き
受ける電話をかける 

◎縮約された事件の話を
する文章 

20.01

9 

第7章 
116-131 

翌週の火曜日の午
後 

クライアントとの顔合わせで、午後1時免
色の来訪（免色の風貌）／免色との会話（近
くに住んでいる、絵の依頼内容） 

〇事件の話をする文章 

21.02

0 

131-133 クライアントとの
話の決着 

20分ぐらい話して、免色が帰る／依頼の理
由についての疑問／免色についての疑問 

◎縮約された事件の話を
する文章 

22.02

1 

第8章 
134-142 

水曜日の夕方 
 

インターネットで「免色」を探すが、手掛
かりがないので、雨田具彦への電話で免色
について訊ねる／人妻の彼女からの電話で
免色について訊ねる／雨田具彦からの電話
で免色について話す。屋根裏部屋の話しを
する。「Blessing in disguise」と言われる 

〇事件の話をする文章 

23.02

2 

142-146 翌日の一時半 人妻の来訪。セックスに夢中になる／ 
彼女の娘の話／二回目のセックス／免色の
家を二人で見る 

〇事件の話をする文章 

 以下では、今回の作品で文章構成に関わって、特異と思われる点を取り上げてみていき

たい。 

2.1「プロローグ」の多義性による共鳴 

 まず、冒頭の「プロローグ」であるが、全体で見ると登場者の「顔のない男」は第二部

54章で初めて出てくる雨田具彦の療養所から異世界の穴に入り込んで旅を続けた中で、川

の渡し守の役目で登場した人物であり、川を渡す代償に「私」が「ペンギンのフィギュア

ー」を手渡した相手である。また、ここに出ている「ソファ」「ガラスのコーヒー・テーブ

ル」は雨田具彦の家のリビングにあるもので、ここから考えると、「プロローグ」での「顔

のない男」との対話は、まだ小田原に住んでいたときの「穴」を抜けた後の場面で、第63

章の頃から詳しくは書かれていない引っ越す前までの期間での出来事だったと推測される。

作品内での時間では、一番 後に来るはずの出来事が、一番 初に来ていたことになる。

しかし、読者が 初に読むときは、「プロローグ」は全体の予告として読まれるため、ここ

での対話やペンギンのフィギュアーは以降の作品を理解する手掛かりにもなる。また、通

常、小説では 初にある「プロローグ」は 後にある「エピローグ」と対応して作品の額

縁になっているが、『騎士団長殺し』には「エピローグ」はまだなく、額縁構造を変形させ

ていることになる。「プロローグ」は、独立した前書きであるとともに、額縁としての機能

を果たしながら同時に作品の「事件の話をする文章」内部での出来事でもあるという多義

性を帯びることになる。特に、「プロローグ」の出来事が作品で描かれた「事件の話をする

文章」の後の出来事である点で、そこでもまた今後の展開の予告をしていることになり、

作品で描かれた「事件の話をする文章」が完結していないことを示していると言える。整

合的で対称的な構造の近代の額縁構造を、村上春樹は意図的に変形させて多義性を持たせ、
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新しい意味的共鳴を目指したと考えられる。 

2.2「縮約された事件の話をする文章」の機能 

 村上春樹は長編、中編、短編を問わず、しばしば語り手が自己の思いを語り、また過去

を語る内容の前書きを作品の 初に置く手法をよく用いている。デビュー作の『風の歌を

聴け』の場合を例にとると、 初の額縁になる1,2,3節から、当時、「僕」と「鼠」がよく

していた会話が始まり、聴いていた曲が引用として描写される「話し手の思いを述べる文

章」（5,6,10,11,13節）と「僕の回想」を述べる「話し手の思いを述べる文章」(7節)が交

互に交錯し、その中に、その夏の1回限りの事件である、小指のない女とのその夏の朝の

会話とその前日の様子を描いた「事件の話をする文章」（8,9,15 節）とラジオ・ジョッキ

ーとの会話（12,14 節）が入る文章構成になっている。異なる種類の文章構成を組み合わ

せる形で、読者に「事件の話をする文章」への様々な意味付けを提示していると言える。 

表２『風の歌を聴け』の前半部分の文章構成 

節 内容の概要 文章の種類＝「語り」の種類 

1,2 前文：「僕」が小説を書く理由と本文の構成についての
説明 

▲話し手の思いを述べる文章（小説） 

3 鼠とのよくある会話 ●話し手の思いを述べる文章（いつもの話）

4 3年前の春の鼠との出会い ○事件の話をする文章 

5,6 鼠とのよくある会話、ある女との会話 ●話し手の思いを述べる文章（いつもの話）

7 少年時代の回想 ■話し手の思いを述べる文章（回想） 

8,9 小指のない女とのその夏の朝の会話とその前日の様子 ○事件の話をする文章 

10 ある30歳ぐらいの女との会話 ●話し手の思いを述べる文章（いつもの話）

11 よくあるようなラジオ放送の引用 ●話し手の思いを述べる文章（いつもの話）

12 ラジオ・ジョッキーとのその夏の朝の会話 ○事件の話をする文章 

13 歌詞の引用 ●話し手の思いを述べる文章（いつもの話）

14 ラジオ・ジョッキーとの会話の顛末 ○事件の話をする文章 

15 Ｔシャツをもらった翌朝の小指のない女とのレコード
店での会話 

○事件の話をする文章 

 しかし、『騎士団長殺し』は、「事件の話をする文章」の前に、第1章から第6章までの

間で「話し手の思いを述べる文章」と「縮約された事件の話をする文章」が用いられてい

ることが特徴と言える。「縮約された事件の話をする文章」は、ある程度長い時の経過によ

って、その間に起こった経過を述べる「事件の話をする文章」の変形であり、同時に、出

来事を選んで並べている点で「話し手の思いを述べる文章」と言える中間的な性格の文章

構成である。第2章の例で見ると、妻が離婚を切り出した「三月半ばの日曜日の午後」か

らの一連の場面を描いたpp.28-40は「事件の話をする文章」だが、その後のp.40後半か

ら p.53 までは過去の回想などを含む 5 月までの 2 ヶ月間を描いており、以下のように、

非常に大きく時の経過を区切って、その中から描くべき動きを選んでいる。8 

例 1 新潟に着くと、右に折れて海岸沿いを北上し、山形から秋田に入り、青森から北

海道に渡った。高速道路はいっさい使わず、一般道をのんびりと進んだ。（中略）夜

になれば安いビジネスホテルか簡易旅館を見つけてチェックインし、狭いベッドに

横になって眠った。（以下略） （第一部 p.40 下線部は注目点。論者による。以

                         
8 落合由治(2005)「ストーリーの変容―その要約、縮約および集約─」『淡江外語論叢』5pp.177-198参照。 
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下、同様。） 

 特定の時の提示に始まり、時の経過に従って「私」に関する出来事を細く描いている部

分と、大きく時の経過をとって経過を描きながら、その大きな期間にあったことや想起し

たり思考したりしたことを挿入している部分や場合に応じてまた出来事を細かく描いてい

る部分が混じっているのが、第2章から第6章までの文章構成の特徴で、夏目漱石では、

『夢十夜』の第一夜、第七夜や『彼岸過迄』「風呂の後」のような描き方である。漱石以外

の近代作家でも志賀直哉『児を盗む話し』などに見られる。村上春樹は短編でもしばしば

この構成を用いている。9こうした作品の中で描く出来事を、時の経過の刻みを細かくした

り大きくしたり変化させることには、時の経過が短くなったり長くなったりすることで、

ある部分は詳細に、ある部分は概略に描いている対象の密度を変えることで読み手の気分

を変調させる効果があると言える。同時に要素として、時の経過を止めて、回想、風景描

写、いつもの出来事などを語る、話し手の思いを述べる文章などを挿入することができる。

また、この長い「縮約された事件の話をする文章」は、夏目漱石の『坊つちやん』の「一」

の前書きのように、画家で妻から突然の離婚を宣告された「私」という語り手の性格を読

者に定位するために置かれたと思われる。さらに、繰り返し出ている雨田具彦の絵『騎士

団長殺し』に関わる出来事の予告（p.68 終わり、p.86 終わり、pp.104-105 終わり）のた

めと考えられる。そして、この部分と対応する雨田具彦の絵『騎士団長殺し』に関わる出

来事の後日談に当たる第二部第63章、第64章と呼応して全体が額縁として機能している

と言える。この額縁構造の部分にも、村上春樹は近代小説が試みたさまざまな機能を複合

して持たせる共鳴を産み出そうとしたと言える。 

2.3「事件の話をする文章」の特徴 

 『騎士団長殺し』は、第一部第7章から第二部第62章まで、その年の秋に始まり春の初

めに終わる半年あまりの「事件の話をする文章」で書かれている。中には様々な要素が織

りこまれているので、また機会を改めて取り上げてみたいが、成功しているかどうかは別

として、そうした要素はさまざまな隠喩、記号として輻輳して用いられている。その点で

は現代日本の文学作品の 高度の到達点のひとつと言えるであろう。10 

 今回は、その中でひとつの表現要素に注目したい。『騎士団長殺し』は、雨田具彦の描い

た『騎士団長殺し』の絵の発見から始まる「私」に関する出来事と、その過程で描いた四

つの作品が物語の主要なモチーフになっている。その中で、作品中で繰り返し登場するモ

チーフが二つある。一つは、雨田具彦の『騎士団長殺し』とそれに関係した雨田兄弟のエ

ピソード、関係する音楽、そして実体化したイデアである「騎士団長」である。これは第

                         
9 村上春樹における「縮約された事件の話をする文章」については落合由治（2015）「近代から現代への
〈メディウム〉としての表現史─村上春樹の描写表現の機能」森正人監修『村上春樹におけるメディウム20
世紀篇』淡江大學出版中心pp.177-204参照。 
10 紙数が尽きたので詳細は述べないが、隠喩と直喩という言語形式での比喩のほかに、車、小田原という土
地、石室、音楽などの記号、絵画というモチーフや絵画を通じての芸術論、絵画をめぐる歴史的文脈、離婚
や男女関係、311大震災など「事件の話をする文章」を縦糸として、横糸に織りこまれている要素は非常に
多元的複合的で豊かな社会文化的背景への広がりを持っている。 
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二部後半の雨田具彦の療養施設から始まる異世界の潜り抜けに連なる主要モチーフを形成

し、また、「私」の小田原での六ヶ月間で も重要な相手となる免色からの肖像画の依頼と、

そこから始まる四つの自分の創作に照応するモチーフでもあり、同時に免色と出会ってか

ら出現した石室にまつわるモチーフや、やはり繰り返し登場する免色の娘・秋川まりえに

関するモチーフを引き出す契機にもなっている。雨田具彦の描いた『騎士団長殺し』の絵

の発見とそれに連なるモチーフは、『騎士団長殺し』の物語の文脈を作る新しい記号的構造

を引き出す、主旋律と変奏による共鳴を形成している表のモチーフである。 

 もう一つは、「私」の妻ユズに関わる記憶と密接に関係している「白いスバル・フォレス

ターの男」である。『騎士団長殺し』の絵の発見から始まるモチーフの系列がユズとの離別

後の小田原での「私」の経験を構成しているのに対して、「白いスバル・フォレスターの男」

は、小田原での「私」の経験以前の「私」に関わって現れてくるモチーフである。しかも、

その現れ方は錯綜している。「白いスバル・フォレスターの男」だけが他の絵の存在と異な

って、第1部第19章pp.310-323で、ユズと離別後に出かけた東北・北海道の旅の帰り道

に宮城で出会った一人の女との出会いとセックスに関わる想起されたエピソードの中で登

場している。この女性との関係は、 初にユズと離別後に出かけた東北・北海道の旅が語

られた第2章では登場せず、免色の絵が完成してから「私」が初めて想起している。そし

て、「私」は、女と一夜を過ごしたその想起の 後に以下のように男の存在を認識している。 

例 2 （前略）車を駐車スペースに停めようとしたとき、少し先に白いスバル・フォレ

スターを見かけた。（後略） 

 私は店の中に入った。店はやはりがらがらだった。予想したとおり、昨夜と同じ男

がテーブル席で朝食を食べていた。（中略）私がそばを通りかかったとき、男は顔を

上げて私の顔を見た。その目は昨夜見たときよりずっと鋭く、冷たかった。そこには

非難の色さえうかがえた。少なくとも私にはそう感じられた。 

 おまえ
、 、 、

が
、

どこ
、 、

で
、

何
、

を
、

して
、 、

いた
、 、

か
、

おれ
、 、

に
、

は
、

ちゃんと
、 、 、 、

わかって
、 、 、 、

いる
、 、

ぞ
、

、と彼は告げてい

るようだった。（第一部pp.322-323） 

 「私」が宮城での見知らぬ女との一夜を想起した後、この「白いスバル・フォレスター

の男」の絵を私は描こうとして（第20章）、以後、繰り返し、この絵を思い、男について

の想起し、テレビで見かけている。11特に、「おまえ
、 、 、

が
、

どこ
、 、

で
、

何
、

を
、

して
、 、

いた
、 、

か
、

おれ
、 、

に
、

は
、

ちゃんと
、 、 、 、

わかって
、 、 、 、

いる
、 、

ぞ
、

」と「私」が読み取った男の心の声は、p.323以後、p.328,330,358

と繰り返し反復され、第二部でもp.322,376,378,381と繰り返し「私」に響いている。そ

して、作品の終わりの第二部第64章で311大震災の後、小田原の家が火事で焼け、『騎士

団長殺し』と『白いスバル・フォレスターの男』の絵が消失したことで、再び「私」は、

絵を思い、また、テレビで「男」の姿を目撃するようになる。ここから見ると、『騎士団長

                         
11 「白いスバル・フォレスターの男」に関する内容は以下の各頁に出ている。第1部
359,368,386,438,440,530、第二部101,283,284,285,322,444,445,447-448,532,533,534,535。 
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殺し』の絵の発見から始まるモチーフの系列が表になっている物語の帰着点は『白いスバ

ル・フォレスターの男』とそれに関わるユズとむろの「私」の家族の現状にあり、それが

裏のモチーフであり、また、今回の物語を語る「私」が見出した帰着点となっている。こ

のように、常に同じモチーフが物語の隨所に登場し、まったく同じ表現が物語のそれぞれ

の場面の 後で反復されている点が『騎士団長殺し』の第一部第7章から第二部までの一

連の「事件の話をする文章」の大きな特徴である。12「白いスバル・フォレスターの男」に

関わるモチーフは、歌曲のリフレーンのように『騎士団長殺し』の意識に関わる探索のテ

ーマに共鳴していると言えよう。 

3.終わりに 

 以上、村上春樹の新作長編小説『騎士団長殺し』の文章構成について、従来の近代小説

と村上自身の作品の文章構成との関係から考察してきた。今後、第三部が出る可能性も考

えられるが、現時点での文章構成をまとめると以下のようになるであろう。 

図 『騎士団長殺し』の文章構成 

 

 物語の主旋律をなす『騎士団長殺し』の絵に関する「事件の話をする文章」を複数の機

能を持つ額縁構造で包み、主な事件を巡るストーリーの展開を複要素を伴って展開すると

とともに、さらに「私」の意識の流れを象徴する「白いフォレスターの男」のモチーフを

第一部の後半から隨所に挿入することで、「私」の現在につづく問題を提示している。多様

な文章構成と表現要素を輻輳して、「私」の「語り」による統一性をもちながら、多重なス

トーリーラインを内包するように編み上げた高度の言語作品であり、その点ではまさに漱

石などの近代小説を乗り越えようとしてきた村上春樹の言語表現上の技法の集大成になっ

ていると言えよう。  

                         
12 このようなさまざまな出来事がいつも同じ結果になる文章構成である「唯一の帰着点を持つ文章」につい
ては、永尾章曹（1991）「唯一の帰着点を持つ文章について─その文章構成に関する基本的な問題を求め
て」『文教国文学』27pp.13-22を参照。近代以降の韻文によく見られる形式であるが、夏目漱石『夢十
夜』、佐藤春夫『田園の憂鬱』、川端康成『青い海黒い海』などの小説にも見られる。『騎士団長殺し』の
舞台・小田原ゆかりの詩人・北原白秋の作品もこの形式をよく用いている。 

プロローグ

顔のない男

本文

第一部第1章-第二部第62章

エピローグ第二
部第63／64章

前書き

第1章/第
2-6章

発見

事件の話をする文章

第一部第7章-第二部第62章

『騎士団長殺し』の事件

後書き

第二部63／64
章

消滅

私の回想

第1章/第2-6
章

「白いスバル・フォレ
スターの男」

第一部第19章-第二部
第62章

私の現在

第二部63，64
章



 

91 

 

七、口頭発表03 

 

翻訳に現れる「僕」と「鼠」の物語 

―英訳Pinball, 1973― 

山梨県立大学 大村 梓 

 

1.はじめに 

 村上春樹（1949—）の作品は様々な言語に翻訳され、世界中で読まれている。1980 年に

発表された『1973年のピンボール』には、Alfred Birnbaum訳（1985）とTed Goossen訳

（2015）の二つの英訳テキストが存在する。翻訳という行為は、言語を単に変換するとい

う作業だけではなく、文学的伝統の継承や文化をどのように異なる言葉で語るのか、とい

う課題を常に含んでいるためにその過程は想像以上に複雑なものとなる。よってこの二つ

の英訳にも、翻訳家の個性や翻訳された時代の要請、そして読者の理解を得ることが出来

るのか、という点に従った違いが見られる。André Lefevereは翻訳を「rewriting」（書き

直し）と呼び、翻訳文が一つの独立したテキストとなる可能性を示した。その過程で、

Lefevereは言語の違いを理解した上で、翻訳の読者を意識しながら翻訳テキストにどの程

度原作のイメージを投影するのかも重要な点だと示唆したのである1。それでは村上著

『1973年のピンボール』、Birnbaum訳Pinball, 1973、そしてGoossen訳Pinball, 1973

をそれぞれ別のテキストと考えた場合に、これらのテキストは相互にどのような作品世界

を作り出すのだろうか。本作品中に語られる「僕」と「鼠」の物語に焦点を当てながら、

テキストの相互関係を考察していく。 

 まず原作『1973年のピンボール』の作品構成を軸に、「僕」と「鼠」の世界観を明らかに

する。次に英語訳での世界観とどのように共鳴しあっているのか、原作からの世界観の変

化がある場合にはそれがどのような原因によるものなのかを明らかにしていきたい。 

 

2.原作『1973年のピンボール』 

 『1973 年のピンボール』は 1980 年 3 月に『群像』に発表された。この作品は『風の歌

を聴け』（1979）の続編とされるような内容となっている2。語り手である「僕」とその友人

の「鼠」の人物背景もほとんど同一であり、大学生であった彼らのその後の物語が交互に

描かれている。友人であった「僕」と「鼠」は作中の現実で交流をはかることはないが、

二人の物語は並行して語られていく。読者は当然のことながらこの物語の背景に『風の歌

を聴け』を置くだろうし、「僕」と「鼠」は常にお互いを意識しあっているとみなされるだ

                         
1 Lefevere, Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame, 75−83 
2 『1973年のピンボール』に関する研究の多くが、物語の連続性を中心に論じられている。中村＜「風の歌を

聴け」「1973年のピンボ-ル」「羊をめぐる冒険」「ダンス・ダンス・ダンス」4部作の世界--円環の損傷と

回復＞、中山「"遠さ"という言説編成--『1973年のピンボ-ル』論」。 
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ろう。「僕」の物語は「僕」によって語られるのだが、「僕」は物語の現実では「鼠」と接

触しないので、「鼠」の世界観の中での語り手は「僕」とは異なった人格を有しているかの

ように捉えられる。「僕」が実際に知っている「鼠」は過去のものであり、「僕」が現実の

「鼠」と再び接するのは（物語が繋がっていると考えるのであれば）、『羊をめぐる冒険』

（1982）である。 

 「僕」は大学を卒業後、小さな翻訳の会社を友人と始め、それなりに満ち足りた生活を

している。そんな「僕」の日常に見知らぬ双子の姉妹が突然入ってくることにより、奇妙

な様相を呈することになる。「一般的な」二十代男性としての日常を過ごしている「僕」の

生活への説明不可能な双子の登場は、「鼠」の世界に出てくるどちらかと言えば読者が理解

しやすいと考えられる女性登場人物からすると奇妙に映る。つまり、「僕」の日常に非日常

的な女性たちが現れ、（「僕」の生活を「一般的」だとすれば無職で何も生産的なことをし

ていない）非日常的な「鼠」の世界にはまだ共感できる男女関係が描かれている。それぞ

れの世界観の歪さが、二つの世界をある意味等価的にしているといえるのかもしれない。 

 この作品に一貫して存在する「異和感」は「僕」によっても語られている。 

 

  異和感……。 

 そういった異和感を僕はしばしば感じる。断片が混じりあってしまった二種類

のパズルを同時に組み立てているような気分だ。とにかくそんな折にはウィスキ

ーを飲んで寝る。朝起きると状況はもっとひどくなっている。繰り返しだ。3 

 

 それぞれの日常に対する強い異和感が、「僕」と「鼠」の世界を繋げる一つのキーワード

になっている。「鼠」の社会に対する異和感がより切迫したものであるのと比較すると、「僕」

の異和感は客観的で冷静に、そして皮肉まじりに描かれている。 

 

多かれ少なかれ、誰もが自分のシステムに従って生き始めていた。それが僕の

と違いすぎると腹が立つし、似すぎていると悲しくなる。それだけのことだ。4 

 

 「僕」が社会への異和感を感じている理由として、当時の大学生や若者が共通して体験

した事柄（学生運動等）が挙げられるのは明らかである。「鼠」の世界に対する違和感がよ

り個人的な経験（自らの出自）から来ているのに対して、「僕」の世界にはそこまで悲壮感

は見られない。そして「僕」という存在の無個性に「僕」自身も気がついている。 

 

そしてガラス窓に映った僕の顔をじっと眺めてみた。熱のために目が幾らかく

                         
3 村上、『1973年のピンボール』、12 
4 同上、63 
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ぼんでいる。まあいい。午後五時半の髭が顔をうす暗くしている。これもまあ良

かろう。でもそれはまったく僕の顔には見えなかった。通勤電車の向いの席にた

またま座った二十四歳の男の顔だった。僕の顔も僕の心も、誰にとっても意味の

ない亡骸にすぎなかった。僕の心と誰かの心がすれ違う。やあ、と僕は言う。や

あ、と向うも答える。それだけだ。誰も手を上げない。誰も二度と振り返らない。
5 

 

 個性の失われた「僕」が個々の区別がつかない「双子」と一緒に暮らす姿は、非常に滑

稽にも皮肉にも見える。 

 そもそも原文では、物語の構造が 初の段階で第三者の語り手によって紹介される。 

 

これは「僕」の話であるとともに鼠と呼ばれる男の話でもある。その秋、「僕」

たちは七百キロも離れた街に住んでいた。6 

 

 この括弧に閉じられた「僕」という表記が示すのは、明らかに「僕」以外の語り手が本

作品には存在しているということである。それが過去を振り返りながら語る現在の「僕」

なのか、それとも作者村上春樹本人が色濃く影響しているのかはわからない。いずれにし

ても「僕」が単数ではなく、複数の人格によって形成されているように捉えられる。この

構造によってこの作品は理解し難く、不協和音が随所に響いているようにも読み取れる。

そのような面を翻訳によってどれだけ維持することができたのかは疑問である。 

 「鼠」の世界は三人称で語られるが、我々読者が「鼠」の感情に比較的共感しやすい語

り口調となっている。 

 

毎年のことながら、秋から冬にかけての冷ややかな季節を、大学を放り出され

たこの金持ちの青年と孤独な中国人のバーテンは、まるで年老いた夫婦のように

肩を寄せ合って過ごした。7 

 

 それは「僕」の物語がこの社会の一部である「僕」に対する批判をも含めた冷静な客観

性と皮肉によって支配されているのに対して、非常に対照的である。そこにはやはり、「僕」

が自分の物語を語っているのと、「僕」と部分的に重なり合う語り手を通して友人である

「鼠」の世界が語られていることの違いだろう。 

 「僕」と「双子たち」の会話が脈絡もなく、明確な意味も持たないのに対して、「鼠」と

中国人バーテンのジェイの会話は人生の真に迫っている。 

                         
5 同上、79 
6 同上、26 
7 同上、42 
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「ねえ、ジェイ」と鼠はグラスを眺めたまま言った。「俺は二十五年生きてきて、

何ひとつ身につけなかったような気がするんだ」 

ジェイはしばらく何も言わずに、自分の指先を見ていた。それから少し肩をす

ぼめた。 

「あたしは四十五年かけてひとつのことしかわからなかったよ。こういうことさ。

人はどんなことからでも努力さえすれば何かを学べるってね。どんなに月並みで

平凡なことからでも必ず何かを学べる。どんな髭剃りにも哲学はあるってね、ど

こかで読んだよ。実際、そうしなければ誰も生き残ってなんかいけないのさ」8 

 

 以上のように、「僕」と「鼠」の二つの世界観はある種の歪さを持って並行して語られる。

「僕」の世界が一人称で進んでいくのに対して、「鼠」の世界は「僕」と重なり合う何者か

によって語られていく。いくつかの箇所においては、「鼠」そのものが語っているかのよう

に読み取れるところもある。それは主語が欠けても文が成り立つ日本語の特性を存分に活

かしているからとも言えるだろう。次に英訳Pinball, 1973における「僕」と「鼠」、それ

ぞれの世界観を見ていきたい。 

 

3.英語訳Pinball, 1973における「僕」の物語 

 それでは英訳における「僕」と「鼠」の物語を見ていこう。まず「僕」の過去の話が語

られた後に、この作品の本題が始まる。物語の冒頭は、前掲したように次のように始まる。 

 

これは「僕」の話であるとともに鼠と呼ばれる男の話でもある。その秋、「僕」

たちは七百キロも離れた街に住んでいた。 

一九七三年九月、この小説はそこから始まる。それが入口だ。出口があればい

いと思う。もしなければ、文章を書く意味なんて何もない。9 

 

So far, I have been telling this story as my very own, but it is 

also the story of another guy, whom we’ll call the Rat. That autumn, 

the two of us- he and I- were living nearly five hundred miles apart. 

September 1973, that’s where this novel begins. That’s the 

entrance. We’ll just hope there’s an exit. If there isn’t one, there 

wouldn’t be any point in writing anything.10 

 

                         
8 同上、96−97 
9 同上、26 
10 Murakami (trans by Birnbaum), Pinball 1973, 25 
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This story is about “me”, but it’s also about a guy they call “Rat”. 

That autumn the two of us were living four hundred miles apart. 

 My novel begins in September 1973. That’s the entrance. Sure hope 

there’s an exit. Not much point in writing all this if there isn’t.11 

 

Birnbaum 訳は「一九七三年九月、この小説はそこから始まる。」を、「September 1973, 

that’s where this novel begins.」と訳している。一方、Goossen訳は「My novel begins 

in September 1973.」となっている。原文では「僕」がこの小説の書き手である可能性が

暗示されているが、明確ではない。Goossen訳は原文が持っている不明確さを、「My novel」

という言葉で消し去っている。 

 物語の終盤で、「僕」はこのように語る。 

 

テネシー・ウィリアムズがこう書いている。過去と現在についてはこのとおり。

未来については「おそらく」である、と。 

しかし僕たちが歩んできた暗闇を振り返る時、そこにあるものもやはり不確か

な「おそらく」でしかないように思える。僕たちがはっきりと知覚し得るものは

現在という瞬間に過ぎぬわけだが、それとても僕たちの体をただすり抜けていく

だけのことだ。12 

 

 Goossenがこの小説全体を「My novel」と宣言したことから、彼の訳を見ていきたい。 

 

Tennessee Williams once wrote: “So much for the past and present. The 

future is called ‘perhaps,’ which is the only possible thing to call 

the future.” 

Yet when I look back on our dark voyage, I can see it only in 

terms of a nebulous “perhaps.” All we can perceive is this moment we 

call the present, and even this moment is nothing more than what passes 

through us.13 

 

 原文での曖昧な「僕たち」という定義よりも、この「we」がより限定された人々を指す

ようになるだろう。それはつまり「僕たち」は「僕」が実際に接してきた「鼠」や翻訳会

社のパートナーなどであり、一般的な意味での同時代を生きた「僕たち」という言語感覚

は抜け落ちてしまう。それによってこの小説の時代性（物語内で年代が何度も繰り返され、

                         
11 Murakami (trans by Goossen), Pinball 1973, 18 
12 村上、『1973年のピンボール』、181 
13 Murakami (trans by Goossen), Pinball 1973, 130 
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時代の重要性が強調されているのにも関わらず）は消極的に捉えられかねない。 

 

4.英語訳Pinball, 1973における「鼠」の物語 

 それでは原文における主語の不在による語り手の不明確さが、英訳ではどのように扱わ

れているのかを中心に見ていこう。 

 

水曜日、夜の九時にベッドに入り、目が覚めたのは十一時だった。それからは

どうしても眠れなかった。まるで二サイズばかり小さな帽子をかぶったように、

何かが頭のまわりをしめつける。嫌な気分だった。鼠はあきらめてパジャマのま

ま起き上がり、台所で氷水を一息に飲んだ。それから女のことを考える。窓際に

立って灯台の灯りを眺め、暗い突堤を目で辿り、女のアパートのあたりを眺めた。

[後略]14 

 

Wednesday night, nodded off at nine o’clock, only to wake up again at 

eleven, unable to get back to sleep. Something squeezed tight around his 

head, as if he had on a hat two sizes too small. A downright unpleasant 

feeling. Nothing to do but get up. The Rat walked into the kitchen in 

his pajamas, and gulped down a glass of ice water. Then he started to 

think about her. As he stood at the window watching the beacon light, 

his eyes drew back along the jetty until he was looking in the vicinity 

of her apartment. […] 15 

 

On Wednesday, the Rat went to bed at 9 p.m. but woke at 11. He couldn’t 

go back to sleep. Something was squeezing his head, as if he were wearing 

a hat two sizes too small. An awful sensation. Giving up, he went to the 

kitchen in his pajamas and gulped a glass of ice water. The woman was on 

his mind. He stood at his window and looked down at the flashing beacon, 

tracing the black pier back to where her apartment stood. […]16 

 

 Birnbaum 訳では冒頭の一文は主語が明確にされておらず、四行目にようやく「Rat」と

いう単語が出てくる。一方、Goossen訳は一文目から「Rat」と書かれている。語り手の不

明確さを強調するという点においていえば、前者のほうが成功している。 

 後に「鼠」が街を出ることをジェイに切り出す場面を見ていきたい。 

                         
14 村上、『1973年のピンボール』、91 
15 Murakami (trans by Birnbaum), Pinball 1973, 90-91 
16 Murakami (trans by Goossen), Pinball 1973, 66 
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ジェイに街を出る話を切り出すのは辛かった。何故だかわからないがひどく辛

かった。店に三日続けて通い、三日ともうまく切り出せなかった。話そうと試み

るたびに喉がカラカラに乾き、それでビールを飲んだ。そしてそのまま飲みつづ

け、たまらないほどの無力感に支配されていった。どんなにあがいてみたところ

で何処にも行けやしないんだ、と思う。17 

 

It was hard breaking the news to J that he was leaving town. The Rat 

didn’t know why it was so hard. Three days in a row he went to the bar, 

and not once in those three days could he bring himself to broach the 

subject. Each time he’d get up the nerve to tell him, his throat would 

get all dry, and he’d drown it in beer. Weak-willed, he kept on drinking. 

You keep on floundering, thought the Rat, and never get anywhere.18 

 

The Rat found it nearly impossible to tell J he was leaving town. For 

some reason, the idea was eating him up. Three nights running he went to 

the bar, and all three nights he left without raising the subject. Each 

time he tried to say the words, his throat turned bone dry and he had to 

drink a beer. Then he would have another, and another, until he was 

overcome by an unbearable sense of futility. Damn it, he thought, what 

is the point of struggling like this? Where is it getting me? Nowhere.19 

 

 原文では完全に主語が不在したこの場面であるが、英訳では両方ともに「鼠」がそう考

えたことになっている。日本語の原文では「鼠」が客観的に捉えられたかと思えば、次の

瞬間には「鼠」自身が語っているかのような調子が続く。そして曖昧な語り手としての「僕」

の存在によって、「鼠」がより同情的に語られていると見ることができる。つまり「僕」が

友人である「鼠」の心情をある意味代弁しているとも言えるのだ20。その構造は夏目漱石の

『こころ』において語り手が「先生」の罪について語る構造と部分的に似ていると言える

だろう。そういう意味においては、「僕」と「鼠」の感情が重なり合う部分が英訳ではあま

り見られなくなっている。 

 

                         
17 村上、『1973年のピンボール』、138 
18 Murakami (trans by Birnbaum), Pinball 1973, 137 
19 Murakami (trans by Goossen), Pinball 1973, 100 
20 作品内における「僕」・「僕たち」が誰を代弁しているかの不確定さについて、大井田義彰も指摘している。

大井田「空白・鎮魂・そして再生―村上春樹『1973年のピンボール』論」。 
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5.おわりに 

 以上のように、「僕」と「鼠」の世界観の変容に着目して英訳を考察してきた。原文で効

果的に用いられている語り手の曖昧さは、主語を必要とする英語という特性から、英訳で

はややその影響が減じられている。『風の歌を聴け』から続く物語の連続性や、「僕」と「鼠」

の心情が重なる部分の曖昧さ、つまり語り手が複数の人格によって成り立っていることが

英訳からは読み取りづらくなっているのだ。しかし「誰」が語っているのか、ということ

が英訳では分かりやすくなっていることは確かである。それによって原文が持っていた

1960 年代から 1970 年代にかけての若者一般の声といった時代性は失われている。英訳で

はそれよりもむしろ、「僕」と「鼠」の物語が強調されているのだ。それによって物語の主

題が「僕」・「僕たち」の物語から、「僕」と「鼠」の物語へと変容していると考えられる。 
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七、口頭発表04 

 

村上春樹「アンダーグラウンド」の〈共鳴〉 

―地下鉄サリン事件被害者をめぐる文学― 

広島国際大学非常勤講師  山根 由美恵 

はじめに 

 2018 年１月 25 日、高橋克也被告の無期懲役刑が確定し、オウム真理教に関する一連の

裁判が終結した。1995 年 3 月 20 日に起きた地下鉄サリン事件を契機に行われてきたオウ

ム裁判は23年で1つの決着を迎えたと言える。ただ、教祖麻原彰晃が無罪を主張し、その

後黙秘を続けたこと、キーマンである村井秀夫が刺殺されたことなどにより、オウム真理

教の犯罪は全容解明されてはいない。地下鉄サリン事件は風化しつつあるが、オウム真理

教の後身であるアレフは現在でも新しい信者を獲得し続け、その資金源も 10 億円を超え

ると言う。1なぜ人を救済したいと宗教の門を叩いた信者達が無差別な殺戮集団に変わって

いったのか。なぜオウム真理教の犯罪を知ってもなお、現実世界に戻らず麻原の教義を信

じ続けるのか。そして、新たな信者を獲得し続けている理由は何なのか。オウム真理教の

事件は未だ終わってはいないと言えよう。 

 本発表は、村上春樹「アンダーグラウンド」（1997）を手がかりとして、地下鉄サリン事

件被害者（以下〈サリン被害者〉とする）に関する文学について考察することを目的とす

る。これまで膨大なオウム関連書籍が刊行されてきたが、文学においてはどのような動き

があったのか。村上は「麻原の荒唐無稽な物語を駆逐できるだけのまっとうな力を持つ物

語を、サブカルチャーの領域であれ、メインカルチャーの領域であれ、私たちは果たして

手にしているだろうか」と現代文学の担い手である自らを含めた強い自戒と重い問いを読

者にぶつけている。本発表では、オウム真理教に関わる文学研究の一階梯として、〈サリン

被害者〉をモチーフにした文学を考察したい。結論を先に述べると、村上春樹「アンダー

グラウンド」の〈共鳴〉の姿として、川上弘美「水声」（2014）があり、〈サリン被害者〉

に関する文学の１つの達成が見られるのではないかと考えている。 

 

 一 オウム関連書籍、文学について 

 〈サリン被害者〉に関する文学を分析する上で、まずオウム関連書籍について整理して

おきたい。オウム関連書籍は膨大な数に及ぶが、宗教学者・太田俊寛氏が次の３つのグル

ープに分けている。2（１「教団の内情や事件の経緯をもっとも間近で見ていた、オウムの

元信者達の著作」、２「オウムの実態を外部から記録・観察しようとしたジャーナリストた

ちの著作」、３「オウムの全体像を可能な限り客観的に分析しようとする学問的著作」）本

                         
1 青沼陽一郎「オウム真理教の膨張が止まらない」（『サンデー毎日』2018.2.18）「公安調査庁によると、ア

レフの昨年10月末の時点、現金、預貯金、貸付金をあわせた資産が10億円を超えたというのだ」 
2 大田俊寛『オウム真理教の精神史』（2011・3、春秋社） 
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発表でも太田氏の分類を参考にしつつ、細分化および付け加えを行う。（参考資料） 

 グループAは、当事者の手記：信者（A-1）、被害者（A-2）、関係者（警察・消防・病院

など）（A-3）である。太田氏は対象を信者のみにしていたが、被害者・関係者の手記も重

要であるため、本発表では当事者の手記というカテゴリーを作った。グループAは圧倒的

なリアリティーとともにオウム真理教の異様さの解明と相まって、どの書も読み応えがあ

る。ただ、信者（A-1）に関しては、麻原の三女と四女、上祐の意見が食い違う点、3教団ナ

ンバー２と言われた早川紀代秀が自らのことをそこまで力はなかったと語っている点4な

ど、親族や幹部の発言は冷静に解釈する必要がある。被害者の手記（A-2）は、オウムへの

怒りは当然なのだが、国や行政（東京都）が何もしない事に対する怒りの強さが印象的だ

った。また、サリンの後遺症が会社で認識されず、偏見を持たれたり、解雇されたりした

という厳しい現実の姿を突きつけられる。関係者（A-3）は、どれも日本人の職業倫理の高

さの素晴らしさとともに、縦割り行政の強い弊害があったことが特徴的である（警察・自

衛隊・医療・消防・弁護士（管財人））。現場は皆必死で対応しているのに、情報が行き渡

らないことで被害者が拡大したこと。警察と公安の対立で強制捜査が遅れ、地下鉄サリン

事件が起きてしまったことなど、日本型システムの問題が強く印象づけられる。これらの

書は皆、事件の風化を防ぐため、また今後同じ失敗をしないために書かねばならないとい

う強い意志が特徴であった。 

 グループBは、ジャーナリスト・作家達の著作である。この中で、インタビューや裁判

記録などがその大半を占めるものをB-1、著者の論考が主のものをB-2とした。B-1は、村

上春樹「アンダーグラウンド」「約束された場所で」、降幡賢一の『オウム法廷』シリーズ

（全13巻）、木村晋介『サリンそれぞれの証』等である。降幡氏の『オウム法廷』シリー

ズは、オウム裁判の記録として第一級である。木村氏のインタビューは多方面のインタビ

ュア（消防官、警察官、自衛隊、被害者、刺殺犯、死刑囚の家族、医者、サポートセンタ

ー職員、カウンセラー、弁護士、学者等）が特徴であり、〈サリン被害者〉のケアをする職

員の証言など、なかなか光が当たりにくい人の貴重な証言が多く掲載されている。B-2は、

長期間にわたって調査してきた江川紹子、映画「A」を契機にオウム問題を追い続けている

森達也が代表的である。森氏は2017年も「A4」を発表しており、死刑反対論者としての色

が強くなってきているが、オウムに対しての問題意識を継続させている姿勢は評価されて

良いだろう。 

 グループCは学問的著作である。太田氏はジャーナリストたちの功績と比して、研究者

特に宗教学者の研究（中沢新一・島薗進・島田裕巳）に問題があると論を展開している。

宗教学者の論考の特徴は、オウム真理教の事件で宗教に対するマイナスの意識を持たれた

                         
3 松本麗華『止まった時計 麻原彰晃の三女・アーチャリーの手記』（2015・3、講談社）、松本聡香『私は

なぜ麻原彰晃の娘に産まれてしまったのか 地下鉄サリン事件15年目の告白』（2010・4、徳間書店）、上祐

史浩『オウム事件17年目の告白』（2012・12、扶桑社） 
4 早川紀代秀『私にとってオウムとは何だったのか』（2005・3、ポプラ社） 
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ことへの危機感、宗教学の課題と反省、および二度とこのような事件が起きないようにす

るための問題提起が主である。ただ、根本的に解決できる方法はいまだ見つかってはいな

い。社会学は、宮台真司『終わりなき日常を生きろ』（1995）、大澤真幸『虚構の時代の果

て』（1996）が、サリン事件後の早い段階での出版であり、オウム関係の書籍の中でも多く

の読者を得、影響力もあった。その他、宗教心理学のロバート・J.リフトン『終末と救済

の幻想』（2000）、政治学の大石紘一郎『オウム真理教の政治学』（2008）、精査な調査に基

づく『情報時代のオウム真理教』（2011）、『〈オウム真理教〉を検証する そのウチとソト

との境界線』（2015）がある。 

 後にグループDとして、文学がある。文学の分類は、ノンフィクションに近いもの（D-

1）、オウム真理教がモチーフのもの（D-2）、〈サリン被害者〉がモチーフのもの（D-3）、多

くの事件の１つで取り上げているもの（D-4）、影響を受けたが、直接的に描いていないも

の（D-5）と分けた。D-1は佐木隆三「慟哭 小説・林郁夫裁判」（2004）、馳星周「煉獄の

使徒」（2009）、田口ランディ「逆さに吊された男」（2017）、濱嘉之「カルマ真仙教事件」

（2017）である。Aと同様に、圧倒的なリアリティがあって面白い。ただ、オウム真理教に

関する文学の難しさは、オウム真理教をめぐる世界が尋常ではない上、キャラクターも豊

富なため、下手な文学的想像力では太刀打ちができない。つまりノンフィクションに近け

れば近いほど、面白みを増すのである（「迂闊に意識を向けると危険。この事件は魅力的す

ぎた」田口ランディ）5。その中で「逆さに吊された男」は、「殺人マシーン」と呼ばれた林

泰男との10年に及ぶ交流を基にした小説であり、殆どがリアルな体験と推測されるが、

後にフィクションが付加されている。田口の「誰も、なんにも、わかっていない、という

ことだけがわかった」という言葉は重い。 

 D-2 は、大江健三郎「宙返り」（1999）、新堂冬樹「カリスマ」（2001）、野沢尚「魔笛」

（2002）、村上春樹「1Q84」（2009〜10）、中村文則「教団X」（2014）である。「宙返り」、「カ

リスマ」、「魔笛」については、生駒夏美氏「悪者づくり─オウム真理教事件の物語化を巡

って─」という優れた論考がある。6これに「1Q84」、「教団X」を加えた研究を今後行って

いきたい。 

 D-3は辺見庸「ゆで卵」（1995）、重松清「さつき断景」（2000）、馳星周「9.11倶楽部」

（2008）、川上弘美「水声」（2014）がある。「ゆで卵」はサリン事件に遭遇した男性の事件

後も続くハイテンションな様子を描いた短篇である。性的に過激な描写もあり、実際に遭

遇した辺見庸にしか書けない被害者の模様が話題となった。この作はA-2と非常に近いの

で、今回の対象からは外す。「9.11倶楽部」は、サリン事件で妻子を亡くし、心に傷を負っ

た救急救命士がアングラで生き残る中国人残留孤児を助けるため、犯罪に巻き込まれてゆ

く物語である。この物語は、テロでトラウマを受けた主人公が東京で自分たちがテロを行

                         
5 田口ランディ『逆さに吊された男』（河出書房新社 2017） 
6 生駒夏美「悪者づくり─オウム真理教事件の物語化を巡って─」（『アジア文化研究』2009） 
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う結末であり、テロの負の連鎖となっているために発表者は評価しない。本発表では、重

松清「さつき断景」、川上弘美「水声」を扱うこととする。 

 D-4には、加賀乙彦「雲の都」（５部作 2002〜2012）、奥泉光「東京自叙伝」（2014）、森

村誠一「運命の花びら」（2015）がある。これらは通史的な物語となっており、主人公たち

は転生（のようなもの）して、前世や祖先の影響を受けつつ、人生を送ってゆく物語群で

ある。太平洋戦争における軍部のコントロールの状況がオウム真理教と共通性を持ってい

ることはこれまで多く指摘されている7が、これらの物語でも「歴史は繰り返される」とい

う形で地下鉄サリン事件などが描かれている。 

 D-5 は調査不足で有栖川有栖「幻想運河」（1996）のみである。初版本から 21 年を経て

刊行された文庫版あとがきには「それだけ年月が経過すると、オウム真理教が起こした地

下鉄サリン事件（一九九五年三月）が作品に影を落としていることも読者に伝わりにくく

なっているだろう」と作家自身がその影響を述べている。オランダで合法的に認められた

薬物を介して集まった仲間たちに起きた殺人が日本の猟奇的殺人と関連し合っている物語

である。この猟奇的殺人へ至る心情がオウム真理教から触発されたものと想像できる。 

 以上、D-1からD-5まで分類したが、オウム真理教に関する文学として、D-2、D-3を分

析対象とする。D-1はノンフィクションに近く、D-4は2.26事件や太平洋戦争などと同じ

扱いとなっているため、地下鉄サリン事件としての独自性は薄い。また、作家が間接的な

影響を受けたとあるものは、今回取り扱わない。D-2 と D-3 のうち、本発表では「アンダ

ーグラウンド」と D-3 を扱うこととする。D-2 の分析は「1Q84」の解明と合わせて、今後

の課題としたい。 

 

 二 村上春樹「アンダーグラウンド」の意義─ 

 地下鉄サリン事件被害者の文学を行う上で、村上春樹「アンダーグラウンド」は看過で

きない。「アンダーグラウンド」は、オウム関連書籍においても突出した影響をもたらして

おり、〈サリン被害者〉文学にも強く影響が見られるからである。地下鉄サリン事件実行犯

で自白が認められ唯一死刑を免れた林郁夫は、獄中で複数回「アンダーグラウンド」を読

んで被害者の苦しみを知ったと述べ8、信者や麻原の子女も多く読んでいる。9また、地下鉄

サリン事件被害者の会代表世話人・高橋シズヱ氏は次のように述べている（資料１）。10膨

大なオウム関係の書籍においても殆ど参考文献として「アンダーグラウンド」は挙げられ

ている。村上春樹というネームバリューから他の著者よりも広く読まれた点は否めないが、

                         
7 林郁夫（『オウムと私』文藝春秋、1998）、降幡賢一（『オウム裁判と日本人』平凡社新書2000）、早川紀

代秀・川村邦光（『私に取ってオウムとは何だったのか』ポプラ社、2005）、大石紘一郎（『オウム真理教の

政治学』朔北社、2008）等。 
8 高橋シズヱ氏の手記『ここにいること─地下鉄サリン事件の遺族として』（2008・3、岩波書店）「弁護人の

話では、林被告は村上春樹さんの『アンダーグラウンド』を、くりかえし三回読んだということだった」（P110） 
9 松本麗華『止まった時計 麻原彰晃の三女・アーチャリーの手記』（2015・3、講談社 P285） 
10 高橋シズヱ『ここにいること─地下鉄サリン事件の遺族として』（2008・3、岩波書店） 
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〈サリン被害者〉の声を多くの読者に届けた「アンダーグラウンド」の果たした社会的意

義は計り知れない。 

 村上文学の意義としては、「アンダーグラウンド」は村上春樹のコミットメントへの転換

として捉えられることが多い。コミットメントのみならず、「約束された場所で」において、

「悪」についての意識を述べており（資料２）、その後の文学に影響を与えている事は疑い

ない。「アンダーグラウンド」「約束された場所で」の分析は、村上文学の核となるべきも

のと言えよう。 

 ただ、ここまで〈サリン被害者〉とコミットした村上が、なぜ〈サリン被害者〉をモチ

ーフとした文学を描かなかったのか、という疑問を発表者は持つ。市井の人々にそれぞれ

物語があるという重要な気づきを「アンダーグラウンド」はもたらし、三人称主人公たち

の物語『神の子どもたちはみな踊る』において１つの達成が見られた。しかし、2018年現

在、村上は〈サリン被害者〉の文学を描いてはいない。発表者なりに推測すれば、インタ

ビュー後も高橋シズヱ氏の著書の帯を書き、多くのオウム裁判を傍聴し、オウム真理教・

地下鉄サリン事件に関わり続けている村上にとって、〈サリン被害者〉は触れてはならない

聖域と化しているのかもしれない。それは村上の人間としての良心として評価できるが、

作家としては1つの限界を示す可能性もある。10年間林泰男死刑囚と交流し、それを文学

作品にした田口ランディは「書かねばならない」と決意する。このような作家としての村

上の姿勢については、限界と捉える目を持っておくべきと現在の発表者は考えている。 

 

 三 重松清「さつき断景」─〈傷ついた市民の回復〉物語─ 

 重松清「さつき断景」は、阪神淡路大震災に衝撃を受けた高校生のタカユキ、電車一本

の差で地下鉄サリン事件を免れた会社員ヤマグチさん、娘の結婚式の後、リストラされた

アサダ氏という３人の1995年から2000年までの５月1日の様子が描かれている。管見の

限りでは書評以外の研究が見当たらない（サイニーでは論文が皆無）。〈サリン被害者〉で

はなく、いつもと同じ地下鉄に乗っていたら、サリン事件に遭遇したかもしれないという

人物に設定したことは、発表者は秀逸であると考える。実際の〈サリン被害者〉は6300人

前後と言われているが、サリンに遭遇したかもしれない人物と設定するとその数は膨大に

なり、実際にそのような不安を抱えた人は多かったと推測できる。つまり、事件の被害者

だけではなく、その事件に遭遇する危険性があった人とすることで、物語は自分だった可

能性もあるといった広がりを持つのである。 

 この中、ＰＴＳＤに苦しむヤマグチさんの物語に明確な「アンダーグラウンド」の影響

がある。資料３①「アンダーグラウンド」は実名で登場し、「電車一本の差で難を逃れたヤ

マグチさんにとって、もしかしたらその前日まで同じ電車の同じ車両に乗り合わせていた

かもしれない被害者の声は、近すぎて、遠すぎて、痛すぎる」とリアリティのある心情が

描かれている。 

 物語は、〈サリン被害者〉となりかけたヤマグチさんが自身のＰＴＳＤを数年かけて克服
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してゆく展開が一つの柱である。（資料５）ヤマグチさんのＰＴＳＤの様子は丁寧に描写さ

れており、Ⅰ：ＰＴＳＤが強い時期（1995〜1996）、Ⅱ：他の物事に執着することでサリン

事件を忘れようとする時期（1996〜1997）、Ⅲ：冷静にサリン事件を振り返る時期（1998）、

Ⅳ：日常に戻る時期（1999〜2000）という四段階の過程として描かれている。このように

傷ついた間接的〈サリン被害者〉が前を向く結末は、読者としては安心できる展開である。

ただ、重松清という作家の作品であるということを考えたとき、「さつき断景」は既視感の

ある物語となっている。つまり、心に傷やトラウマを抱えた市井の人びとが様々な体験を

経て、ゆっくりと自分の心を納得させてゆくという物語は重松文学の典型で、先の展開が

読めてしまうのである。そういった意味で、「さつき断景」は〈サリン被害者〉でなくても

よく、他の事件や災害、いじめなど心に傷を負った人物の誰でも交換可能な物語となって

いる。実際、重松清の作品の中でも「さつき断景」はインパクトの薄い作品となっている。 

 また、〈サリン被害者〉、およびオウム真理教関係の被害者たちの手記などによれば、彼

らの抱えるＰＴＳＤは年数が経つ事で軽減する人は少ない。自分でも立ち直りたいと思い

つつ、後遺症や家族を殺された苦しみを継続的に抱えている方が大多数である。その意味

で、ヤマグチさんの辿ったようなＰＴＳＤの回復の過程は、あくまで理想の形であって、

現実はもっと深刻である。「さつき断景」は、ヤマグチさんという間接的な〈サリン被害者〉

を設定した点、ＰＴＳＤの心情のリアルさ、丁寧さが評価できる。しかし、物語全体の展

開が重松の典型である点、数年経てば苦しみから逃れられる展開は疑問を感じ、〈サリン被

害者〉のモチーフを生かし切れていない。 

 

 四 川上弘美「水声」─１つの達成─ 

 川上弘美「水声」は、2014年度の読売文学賞を受賞した作品である。「神様2011」（2011）

等に比べると話題になることは少なく、これも管見の限りでは書評以外の研究が見当たら

ない。物語の重要なテーマは近親相姦（姉と弟）であるが、発表者は「水声」の重要なテ

ーマとしてサリン事件が関わっており、村上が「アンダーグラウンド」において問題提起

した〈サリン被害者〉の物語を重松清とは違う形で展開させたものと考える「水声」も「さ

つき断景」と同じくサリン事件に遭遇しかけた市井の人の物語である。「水声」が「さつき

断景」と異なるのは、事件に衝撃を受け、PTSDとなった主人公のその後の行動が真反対で

あることである。（「水声」の時間軸、人物関係について資料６・７に提示） 

 都と陵が姉弟でありながら、互いを愛するようになるのは、ママ（母親）の存在が影響

している（資料８）。ママは吸引力のある存在で、都も陵もママを愛し、愛されたいと望ん

でいたが（①②③）、ママは愛する人（パパ）の子どもではない都・陵に対し、必要 低限

で接していた（④⑤）。都も陵も十分な愛情を受け取ることができず、空虚さを抱えていた。

愛情の欠乏から、二人は互いだけを見ることになる（⑥）。しかし、姉弟であるため、一線

を越えてはならないと距離を取る日々が続く。二人が関係を持つのは、ママが末期癌にな

り、死期が迫った夏の日である（１９８６年）。その後、二人は罪悪感から、十年間距離を
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取る。サリン事件に遭遇することで陵は都と一緒にいたいと願うようになる。サリン事件

から半月たった頃から電話をかけはじめ、十二月に同居の話をする（資料９①②）。陵は行

動を起こし、先に進めてゆくのに時間がかかる人物として描かれている。 

 半年後に陵が「眠れない」と助けを求めてから（⑥）、二人は一緒の部屋で寝るようにな

る。都は罪悪感からか、ママの夢を見るようになり（「ママの夢を見はじめたのは、陵と一

緒に眠るようになってからである」ｐ55）、夢でママに責められる（③④⑤）。陵はサリン

事件に遭遇し、「もしかするとあの後死んだのかもしれない。それを思うと、頭の中に黒い

煙幕がうっすらと広がってゆくような気持ちになるんだ」といったような死に対する恐怖

（①）と一度犯してしまった過ちとの二つの思いが重なって（⑦）、先に進めない状態にあ

る。二人は肉体関係は持たず、同居人というスタイルで十八年暮らす。 

 54 才になった陵は都に好きだと告げる（⑥）。陵はたった一度の肉体関係の罪悪感を抱

えながらも、サリン事件に遭遇することで「いつか必ず死ぬことがわかってしまったのに、

一人だなんて耐えられない」と考えた。サリン事件は、姉弟が愛しあうことの禁忌という

倫理観よりも、自分自身の愛情を優先するという価値観の変更をもたらす出来事として描

かれている。十八年同居しながらも自らの気持ちを抑えてきた二人が再び肉体関係をもた

らすきっかけになるのも、サリン事件の記憶である。 

 二日前思い出したサリン事件の記憶は、死に向かっている女性を認識しながら、死から

逃げたというものである（⑧）。陵は十八年間サリン事件における死の記憶を封印するほど

サリン事件の衝撃を受けていた。突然もたらされた「死」とそれから逃げた自分を自覚し、

陵はサリン事件の記憶と向き合った。そして、五十代という人生の後半生となり、いつ死

が訪れるかわからない中、愛する人ともう一度肉体関係を持つことを決意する。 

 都と陵は互いを愛しながら、肉体関係を持つまでに 28 年、その後一緒に暮らすまでに

10 年、一緒に暮らしながら、再び肉体関係を持つまでに 18 年かかっている。はじめの肉

体関係は、強い影響力を持っていたママの死期に行われたが、それは二人を影で支配して

いたママの力の弱まりと関係している。その後、二人は罪悪感から十年距離を取るが、サ

リン事件に遭遇し、同居する。サリン事件は禁忌よりも愛を選ばせる価値観の変更をもた

らすが、二人は同居しながらもそれ以上関係を進められない。都はママの夢という形で罪

悪感から逃れられず、陵は禁忌を犯したこととサリン事件の記憶と向き合えないからであ

る。同居後の十八年という時間は、都のママからの支配からの解放（⑨⑩⑪）、陵のサリン

事件の記憶の克服という時間に相当している。 

 数多くある近親相姦の物語の中で、「水声」の独自性として、罪悪感から逃れられない都

と陵の苦しみの長さが挙げられる。都が「いつもわたしと陵は裁かれている。わたしたち

を知るすべての人々に。けれど、真にわたしたちを裁いてくれる者など、ほんとうはどこ

にも存在しない」と吹っ切るのは、56才になってからである。この長い年月は、二人の罪

悪感の重さと比例しており、罪悪感やトラウマからの回復が短時間でできるものではない

ことを重厚に描き出している。それは「さつき断景」では描き切れていなかった苦悩の深
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みの表象となっている。 

 また、〈サリン被害者〉が地震・大規模テロの被災者（被害者）と異なる点は、時間的・

場所的に局地的であったことである。電車が一本異なっていたり、乗った車両が遠かった

場合、被害を受けない。地震では地震が起こった場所の全ての人が被災者となり、被災者

としての連帯が生まれる。また、被害が目に見える形であるので、周りの人もその被害を

想像することができる。しかし、〈サリン被害者〉の場合、無色無臭のガスによって、主と

して神経系の破壊がもたらされる。〈サリン被害者〉は視力の著しい低下や疲れやすいとい

った症状を発症する人が多いが、それは目に見える疾患ではないので、他者に理解されに

くい。陵は目に見えないが、突然死に捉えられそうになった。その恐怖を他者に理解して

もらうのは非常に難しく、サリン事件の記憶と向き合うのに時間がかかった。その意味で、

〈サリン被害者〉というモチーフは「水声」のテーマ（他者に理解されず、長い時間をか

けて罪悪感を克服してゆく姉弟）と呼応している。また、事件で傷ついた人間が回復して

ゆくといった典型的な物語ではなく、近親相姦をより進めるというタブー破りとして扱わ

れる展開も独自性がある。 

 

 おわりに 

 サリンはナチスが開発した、人を殺傷する以外の用途が皆無の純粋化学兵器である。地

下鉄サリン事件で使用されたサリンは、警察の強制捜査を攪乱するために間に合わせで作

られた純度 30 パーセントのものであるが、死者 13 名・負傷者 6300 名もの被害をもたら

した。高純度であった場合、地下鉄サリン事件での死者数は莫大であったと予想される。

このように、殺傷能力が極めて高いサリンは、核よりも安く作られるため貧者の核兵器と

も呼ばれており、現在シリアで使用された可能性がアメリカによって報道されている。サ

リンはこれからも兵器として利用される可能性が高い脅威の一つと言える。 

 日本は兵器でサリンが使用された 初の国である。しかし、〈サリン被害者〉に対して国

や自治体は十分な保証をせず、経済的な窮地に追い込まれた方がいる。更に、目に見えに

くい障害のため周りから理解されることが少なく、逆差別を受けて苦しんでいる方も多い。

東日本大震災後、〈震災後文学〉は多く生まれているが、〈サリン被害者〉の文学は非常に

少ない。その中、川上弘美「水声」は、近親相姦という難しいテーマを扱いながら、〈サリ

ン被害者〉である必然性とともに、他者に理解されず、長い時間をかけて罪悪感を克服し

てゆく姉弟の物語が描かれていた。地下鉄サリン事件が更に風化していくのは事実である

が、〈サリン被害者〉の物語は、リアルタイムの問題として捉えることが可能と考える。そ

れは、シリア問題と連関する現在進行形の脅威としての捉え方であり、その上で 初に被

害を受けた日本という視点に立つものである。その意味で〈サリン被害者〉の物語は可能

性を秘めた問題領域と発表者は考えている。 

＊テキストは『アンダーグラウンド』（講談社、1997）、重松清『さつき断景』（祥伝社文庫、

2004）、川上弘美『水声』（文春文庫、2017）を使用した。 
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七、口頭発表05 

 

村上春樹の歴史認識 

瑞逸大学 趙 柱喜 

 

１．歴史にこだわる作家   

村上春樹はデビューの時から、東アジアと日本の歴史にこだわり続けてきている作家である。特に中国との

関連が多く、初期３部作の『風の歌を聴け』（1979）、『１９７３年のピンボール』（1980）、『羊をめぐる冒険』

(1982)のバーテンのジェイが中国人であり、「中国行きスロウ・ボート」(1980)には３人の中国人とのエピソ

ードが述べられている。『スプートニクの恋人』(1999)には主人公の一人であるミュウが在日韓国人として登

場し、『アフタダーク』(2004)には中国人の娼婦である郭冬莉が、『１Q84』では、「柳屋敷」のセキュリティを

担当しているタマル（田丸健一）が、樺太へ労働者として送られた朝鮮人の息子として登場している。 

作品の主題においても、日本の歴史や戦争の記憶を積極的に取り上げている。『羊をめぐる冒険』では「羊

博士」が近代日本が他民族からの交流から何も学ばなかったと批判をする。『ねじまき鳥クロニクル』

（1994~1995）では１９3９年５月から９月にかけて発生した「ノモンハン事件」を素材に、戦争という巨大な

暴力を作品に導入しはじめた。続いて『海辺のカフカ』(2002)では太平洋戦争中に女性教師の暴力で、記憶喪

失になった「ナカタ」老人と、夫をフィリピン戦闘で亡くした岡持先生がすべてを運命として受け入れて生き

ている様子などを通じて、戦中世代の戦後の孤独で荒廃な生き方を描いた。 

  歴史に関する春樹の関心は益々高くなり、『１Q８４』（2009～2010）では、「南京虐殺」を思わせる「歴史

上の大量虐殺」に言及し、続いて 新作の『騎士団長殺し』（2017）では、もっと具体的に「南京大虐殺」で

犠牲になった中国人が４０万人に至ると書いて、これに関する非難世論が日本のネットを盛り上げた1。これ

は日本にとどまらず韓国と中国へも拡大されたが、日本とは違って、メディアの反応は類例のないほど熱く、

そのほとんどは肯定的なものであった。日本の反応に関して、韓国の「中央日報」とのインタビューで春樹は

次のごとく語っている。 

 

－－今回の小説で南京大虐殺を扱って極右派の攻撃を受けた。  

 

       「歴史で『純粋な白黒』をつける判断はありえないと思う。だが、インターネット社会では『純粋  

な黒か白か』という原理で判断が成り立っているのが常だ。そうなると言葉はカチコチに固まって死 

んでしまう。人は言葉を石のように扱って相手に向かってとにかく投げる。非常に悲しく、危険この 

                         
1 〈村上春樹氏の新刊『騎士団長殺し』の中に、「日本軍は南京で大虐殺をした」という文章があるらしい。

これでまた彼の本は中国でベストセラーになるね。中国は日本の誇る大作家も「南京大虐殺」を認めていると

いうことを世界に広めるためにも、村上氏にノーベル賞を取らせようと応援するかもしれない。（百田尚樹の

ツイート） 

〈村上春樹が「日本軍は捕虜管理能力がなかったから、降伏した敵兵や市民を虐殺した」と 新刊『騎士団

長殺し』で記述しています。フィクションではありますが、このような事実と違う表現を文章に書けば村上信

者がどう受け止めるか誰にでも分かります。本当にこの輩は日本人なのか疑ってしまいます。〉（桜井誠のツ

イート） 
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上ない。小説はそのような断片的な思考と対抗するために存在する。であれば、小説は一種の戦闘力 

を備えなければならない。言葉を生き返らせなければならない。だから必然的に『様式（ｄｅｃｅｎ   

ｃｙ）』と『常識（ｃｏｍｍｏｎ ｓｅｎｓｅ）』が求められる」2 

 

このように春樹が、２０００年以降―勿論その前もあったが―、作品でであれ、メディアでであれ、積極的

に日本の戦争責任を問うている意図は何であろうか。自国の非難世論などにも屈することなく、氏がそのよう

にせざるを得ない理由は何であろうか。本稿はそのような純粋な疑問から出発して、氏の作品に表れている、

個人の記憶と国家の記憶の表象を探った上で、記憶と歴史に関する作家の問題意識を検討してみたい。ただ紙

面の関係上、２０１３年に発表された『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』（以下、『色彩』）にお

いての歴史表象が、以前の作品とは異なっているため、これをテキストとして春樹の歴史認識について分析し

てみたいと思う。 

 

２．個人の記憶、国家の記憶 

『色彩』の内容を簡単に紹介すると、名古屋での高校時代、４人の友達、つまり赤松慶 （アカ）、青海悦夫

（アオ）、白根柚木（シロ）、黒埜恵里（クロ）と「乱れなく調和する共同体」を維持してきた、多崎つくるは、

大学時代のある日突然、 何の理由も告げられずに四人から絶縁を申し渡される。その後、死の淵を一時さ迷

い、漂うように生きてくるが、３６歳になって付き合った年上の恋人、沙羅に促され、あの時なにが起きたの

か探り始めるという話である。 

先行研究で、平野芳信は、「つくる」の大学入学を１９９５年４月とみなし、その年の１月の「阪神淡路大

震災」と、３月に起こった「地下鉄サリン事件」を、「つくる」以外の４人の友達が名古屋を選択した「決定

的な理由」として把握している3。安藤礼二は、春樹が「歴史と記憶が相克し相互浸透する場を、巨大な一つの

物語として」語りつづけていると評し4、柴田勝二は「アジア諸国との関係における柔軟な自立性を日本が確

保することを」描いていると指摘しているなど5、ほとんどが「記憶」と「歴史」に集中している。本発表でも

やはり「記憶」と「歴史」問題は取り上げるが、それを韓国人の立場から論じてみたいと思うのである。 

まず、春樹作品の特徴を見ると、男性主人公が何かを探しに旅に出ていく「seek & find」構造をしており、

結論的に「宝探し」には失敗するが、その中で成長するという、「通過儀礼」として旅が描かれている成長小

説が多い。『羊をめぐる冒険』では「羊」を、『ねじまき鳥クロニクル』では妻を、『海辺のカフカ』では自分

自身を探しに出たといえば、『色彩』では真実を探すための旅程が広げられている。作品の構造からみると、

既存作品とあまり変わらないが、宝を探して帰還するということが、前作との差異であるといえるだろう。ま

                         
2 中央日報（2017．7．18） 「村上春樹氏「セウォル号のような集団的な心の傷、小説で書けなくても挑戦は

しないといけない」 
3 平野芳信（2014．3）「『色彩を持たな多崎つくると、彼の巡礼の年』論」『山口国文学』第37号、pp.2-3 
4 安藤礼二（2013．6）「歴史と記憶、現実と予言 村上春樹「『色彩を持たな多崎つくると、彼の巡礼の年』

について」『新潮』 110(6)、pp.290-293  中央日報（2017．7．18） 「村上春樹氏「セウォル号のような集

団的な心の傷、小説で書けなくても挑戦はしないといけない」 
5 柴田勝二（2013．6）「せめぎあう「記憶」と「歴史」―「『色彩を持たな多崎つくると、彼の巡礼の年』に

ついて」『英語で読む村上春樹』、NHKラジオテキスト、p.154 
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た、春樹の「宝探し」シリーズをみると、共通した流れがある。第一、主人公にある事件が発生し、第二、主

人公にはそれを積極的に解決しようとする意志がないが、第三、それを解決するようにアドバイスするナビゲ

ーター（ほとんどが女性）が登場して、第四、旅に出て、第五、一人で現実に帰還するというパターンが繰り

返されている。 

『色彩』でも、「つくる」が真実探しにでかけるきっかけは、恋人である沙羅―あいにく彼女は旅行会社に

務めている―に促されたためである。彼女に会う前まで「つくる」は、１６年間、自分が友達グループから一

方的に絶交された理由について調べようともせず、そのことを「忘れ去ってしま」おうとだけしていたが、そ

れを沙羅にいうと彼女は次のように忠告する。 

 

「危険なこと」とつくるは言った。「どんな風に？」 

「記憶をどこかにうまく隠せたとしても、深いところにしっかり沈めたとしても、それがもたらした歴史

を消すことはできない」。沙羅は彼の目をまっすぐ見て言った。「それだけは覚えておいた方がいいわ。歴史

は消すことも、作りかえることもできないの。それはあなたという存在を殺すのと同じだから」（p.40） 

 

この会話は、これまでの春樹の歴史発言と脈を同じくしている。日本の侵略の過去はいくら消去しようとし

ても、新たに書き込もうとしても不可能であること、すなわち、『1Q84』」に続く歴史修正主義者や、日本右

翼の歴史歪曲に対する批判のメッセージとして読みとれる。春樹はよく日本とドイツを比較しながら、歴史に

対する日本の責任回避について批判してきた。 

 

 「ドイツ人達とは反対に、われわれは、戦争中に中国人や朝鮮人に対しおこなった残虐行為を認める

ことができないでいる。わが国の政治家たちに憲法改正の動きが、ヨーロッパのあなた方と同様、アジ

アとも共通の文化的基盤をもとに互いに助け合うべきときなのに、われわれの動きを妨げてしまう」6         

 

日本とドイツは歴史認識や戦争責任の面でしばしば比較されている。日本は首相が代わるたびにその認識

にぶれを見せており、今現在は一番混沌しているように思われる。それに比べると、ドイツは一貫して、戦争

の責任が全面的に自国にあると認め、周辺国に謝りつづけている。上で引用した春樹の発言は、ドイツのよう

に周辺国との調和や協力を築いていくため、つまりもっと未来志向的なアジアの発展を図るためには、日本が

過去問題に積極的に取り組むべきであるが、現実はそうなる見込みもなく、そのような現状に対するもどかし

さを吐露しているのだと思う。このような発言からみると、沙羅が「つくる」に友達グループからの強制絶交

という過去の真実を探るようにといっているセリフには、「従軍慰安婦」や「南京大虐殺」など、日本がアジ

ア諸国と葛藤をしている歴史的事実を確認もせずに忘れようとするより、真実が何であるかを確認して、過ち

は過ちとして認め、歴史の前で堂々ととした態度をとれというメッセージが含まれていると思われる。 

                         
6 L'ami Murakami - Livres - Télérama.fr(2006.7.14) （芳川泰久（2010）『村上春樹とムラカミハルキ』

ミネルヴァ書房、p.149から再引用） 



 

110 

 

沙羅に勧められて１６年前の真実を明かすための「巡礼」を始めた「つくる」は、 初、「アカ」と会って、

２０歳であった大学２年生の時、自分が「シロ」をレイプし、「シロ」がその事実を「クロ」に告白、「クロ」

が他の３人に知らせて「乱れなく調和する共同体」から「つくる」を排除することに決めたという話を聞く。

でも「つくる」にはそんな覚えがない。ここで重要なのは、「レイプ」という歴史に関して、「つくる」と他

の４人の記憶が食い違っており、さらに「シロ」を除いた３人の記憶は、一方的に「シロ」の告白に依存して

いることである。３人の中で誰ひとりとして「つくる」に事実確認をしないまま、共同体から追放したことか

ら、名前に色が含まれていなくて、「微妙な疎外感」「きずつき」を感じた「つくる」の 初の予感は当たっ

ているし、大学入学のため名古屋を発った時から、もう共同体は亀裂の兆しを内包していたかもしれなく、そ

のせいで部外者の「つくる」に対する気配りは全然なされていないことが分かる。さらにもっと重要なのは、

「つくる」が巡礼を始めた現在時点で、被害者である（と主張した）「シロ」はすでに殺されてしまい、真実

は永遠に明かすことができないということである。ところが、「つくる」が巡礼をしながら出会った３人の友

達はみんな、「クロ」が「シロ」の肩をもって、「つくる」の追放を強く主張していたので、どうしようもな

かったと、でもその時も今も、「つくる」がそのような人間ではないことを信じているといいながら、「つく

る」の潔白を認めてくれる。 

この場面が示唆するところは何であろうか。小説前半で歴史の真実を探せと、「つくる」を旅立たせた春

樹が、途中で、罪のない男性（日本人）被害者として「つくる」を位置させ、加害者だったかもしれない彼の

ことを、みんなが無実、無罪だとみとめるようにしている。さらに、「シロ」と も親しかった「クロ」さえ、

「シロ」がなぜそのような「妄想」と「操作」をしたのか理解できないといい、「アカ」は「シロ」が「つく

る」に嫉妬したためであると推測し、その大事な歴史の記憶を、一人の女性の嫉妬と恨みに帰結させている。

でも真実のキーをもっている「シロ」を除いて、外部者たちが「レイプの歴史＝レイプの真実＝シロの嘘」と

して断定し、真の被害者だったかもしれない当事者の証言なしで、歪曲された真実―つまり「加害者＝シロ」

対「被害者＝つくる」―が勝利を収めていることは注目する必要がある。これで真実探しゲームは終わり、加

害者の「シロ」は断罪され、犯人も捕まえないまま殺されてテキストからアウトさせられてしまい、春樹作品

の中で、 も憎まれる「女性嫌悪」対象の一人になっている。 

 「暗号性」に戻り、色彩の意味を考えてみよう。その中でも、女性主人公の「シロ」と「クロ」の名前は、

白と黒を意味し、そこにレイプと嘘というキーワードを作品のテーマである記憶と歴史問題と結びつけて考

えてみると、二人は白いチョゴリと黒いチマ（スカート）の朝鮮人慰安婦のアレゴリーであることが分かる。

日韓の歴史問題としてなかなか解決の見通しが立たない従軍慰安婦問題について、春樹は「サバルタン」の立

場から、その声々を代弁しようとしたのであろうか。植民地時代の日本と日本軍（「つくる」）によって犠牲

になったアジア諸国の従軍慰安婦（シロ）の痛みを告発しようとしたのであろうか。 

 初は、加害者である戦時日本軍（「つくる」）の蛮行（レイプ）を告発し、これらの戦時暴力にさらされ

た慰安婦（シロ）の不幸な人生（孤独、歪んだ生）と死（絞殺）について語ろうとしたのであると解釈される。

しかし、結論としては、誰が加害者なのか被害者なのか、真実は永遠に埋もれてしまい、レイプの被害者であ

る「シロ」が嘘で「つくる」を苦境に陥れ、さらにその原因を嫉妬というごく個人的な感情へと帰結させてし

まっていることから、社会的発言に積極的であった春樹の消極的な姿勢と両面性、そして日本社会で、それ以

上の批判を甘受しがたいと思う、作家の危機感さえ感じられる。 
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３．新しい駅を作る「つくる」、新しい歴史を作る「春樹」 

  この作品において重要な手がかりの一つは、作品のタイトルであると思う。「色彩を持たない多崎つくる

と、彼の巡礼の年」で、文章の間に読点が入れてあるが、この「読点（、）」の役割は強調で、タイトルの２

つの文章の中で、ポイントは後半部、つまり「つくる」が巡礼をした「年」にあることを示していると思える。

韓国語翻訳版は「、」を削除して一つの文章にしており、実際は、こちらのほうがより自然なのに、どうして

「、」を入れてまで、文章を分けたかに注目する必要があると思う。 

都甲幸治は、この作品が発表された２０１３年４月を基準に執筆時期を計算し、作品の現在視点を出版前年

度の２０１２年と見て、「つくる」が共同体から排除された１６年前に当たる１９９６年に注目している7。氏

はこの年に従軍慰安婦問題が国連で「クラマスワミ報告」として提出され、日本が国際社会から責任を追及さ

れた年であるため、これが作品に内包された「巡礼の年」だと指摘している。しかし、「つくる」において１

９９６年は、「巡礼の年」というよりは友達グループから追放された「受難の年」に近く、「つくる」の巡礼

は、作品の現在時点、つまり執筆時期である２０１１年から２０１２年で探すのが も妥当ではないかと思う。 

第２章で指摘したように、「シロ」を従軍慰安婦のアレゴリーとみて、韓国と日本の従軍慰安婦問題の歴史

をまとめてみたい。従軍慰安婦問題は、１９８０年代後半からずっと両国の歴史問題として取り上げられてき

て、１９９５年前後には、国連へ拡大されていった。２０１１年１２月１４日には、韓国ソウルの在韓日本大

使館の前に１３歳の慰安婦を表象した「平和の少女像」が建立され、同月１７日、日本を訪問していた当時の

李明博大統領は、日本政府に慰安婦問題の解決を促す演説をする。翌年２０１２年６月１６日、ニューヨーク

のアイゼンハワー公園に慰安婦記念碑が設置され、８月１４日に、李大統領は、慰安婦問題について、日本天

皇の謝罪を要求するに至る。 

  結局、２０１１年から２０１２年にかけての慰安婦問題は、少女像建立と韓国大統領の日本に対する強力

な謝罪要求などで、両国間の葛藤を増幅させて、これに対する日本人の関心も増加するきっかけになった年で

もあることが分かる。そのような意味で、「つくる」が「シロ」との歴史を清算するために、あるいは真実を

明かすために旅立った、その「巡礼の年」には、封印された慰安婦問題の解決を望む、いや、終止符を打とう

とする作家春樹の意志が内包されていると思える。というのは、巡礼の終結と同時に「つくる」（日本）は、

すべての友達（すべての国）から支持され、免罪符を受け、自分の汚名から完全に抜け出し、新しい出発をす

ることになるからである。 

実際の作品のテーマは、ここにほとんど集約されているが、このまま話を終えて発生する問題について春樹

も考えただろう。世界的な作家である春樹が、全世界に公開される作品の中で、戦争の責任を否認するような

ニュアンスで作品を仕上げるのは、危険な冒険であるはずだ。結論として春樹はこれに対する対策として作品

末尾に次のような台詞を追加し、私たちがみんな加害者でもあり、被害者でもあるという同志意識と仲間意識

を誘導することにより、日本の責任を一部認めて、謝罪するジェスチャーを取っている。 

 

                         
7 (座談会) 都甲幸治外(2015) 「世界の中で村上春樹を読む」『世界文学としての村上春樹』、東京外国語大

学出版会、p.184 
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     そのとき彼はようやくすべてを受け入れることができた。魂のいちばん底の部分で多崎つくるは

理解した。人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く結

びついているのだ。痛みと痛みによって、脆さと脆さによって繋がっているのだ。悲痛な叫びを含まない

静けさはなく、血を地面に流さない赦しななく、痛切な喪失を通り抜けない受容はない。それが真の調和

の根底にあるものなのだ。（p.307） 

 

つくるは言った。「僕はこれまでずっと、自分のことを犠牲者だと考えてきた。わけもなく苛酷な目に

あわされたと思い続けてきた。そのせいで心に深い傷をい負い、その傷が僕の人生の本来の流れを損な

ってきたと。正直言って、君たち四人を恨んだこともあった。なぜ僕一人だけがこんなひどい目に合わ

なくちゃならないんだろうと。でも本当はそうじゃなかったのかもしれない。僕は犠牲者であるだけじ

ゃなくて、それと同時に自分でも知らないうちにまわりの人々を傷つけてきたのかもしれない。そして

また返す刃で僕自身を傷つけてきたのかもしれない」(p.318) 

 

初の引用で春樹は、一般的に我々が理想的な人間関係として考える調和を通じた関係より、 むしろ傷と

痛みというネガティブな感情で繋がっているほうが、真の繋がりであり、真の調和であるといって、ネガティ

ブな感情が決して悪いのではないと語っている。要するに、「つくる」と四人の友達が夢見た「乱れなく調和

する共同体」の価値は、高校１年生から大学２年生までの穏やかな時期にあるのではなく、その後、それぞれ

傷と痛みを感じながら生きてくる中で、お互いの傷や痛みを共有している現在こそが、真の調和だと強調して

いるのだ。 

これを個人から集団、特に国家間の問題へと拡大してみると、否定的な感情で繋がっている国家関係（反韓・

反日、あるいは嫌韓・嫌日）は悪いものではない、相手の痛みと傷（戦時暴力・戦時強姦）を理解し合い、そ

れを乗り越えてこそ（慰安婦問題に対する謝罪及び受容）、調和のとれたコミュニティを形成することができ

る（EUのようなアジア国家の連携、連合）のであるという、韓日間の歴史問題の終焉を願う作家の希望のメッ

セージとして解釈される。 

２番目の引用は、巡礼が終わった時点で、「つくる」が「クロ」に話したもので、告白（キリスト教の告解

聖事）に近いセリフである。つまり、自分が被害者（「シロ」の嘘で強姦犯と誤認されてグループから追放さ

れる）であると同時に、加害者（夢の中で何度も「シロ」をレイプしたことなど）であるかもしれないといい、

自分が意識していなかった誤ちまでを認める。ひいては、すべてを受け入れ、「シロを―ユズを―赦すことが

でき」たといいながら、加害者までを許す寛容の姿勢をも見せている。でも、この部分には相当な矛盾が存在

する。というのは、誰が本当の被害者であるかも知らない状況で、真実は「砂に埋もれた都市」のように、「時

間が経てば経つほど砂がますます深くなって」永遠に明かせなくなってしまい、そのうち、「つくる」は被害

者に化して、加害者である「シロ」を許してくれるというふうに、「歴史」が歪曲、反転されているからだ。 

この部分は、さまざまな角度から捉えるべきではあるが、とにかく日本が従軍慰安婦や南京大虐殺のような

暴力の歴史において、意図せず周辺国に傷をつけたことを認めて謝る一方で、自分の罪そのものは無化してし

まっているように思える。更に「つくる」は、自分の名前、つまり「作る」のように新しい駅を作って自分の
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名前を「釘で土台に刻み、命を吹き」込んで、新しく出発するという、つまり新しい歴史が作られているので

ある。 

今まで新しい歴史や歴史の書き換えに対して、春樹はメディアや、作品の中で危惧の念を表してきた。『１

Q84』で、主人公の天吾は「ふかえり」にジョージ・オーウェルの『１９８４』について説明する中で、次の

ようにいう。 

 

    「（略）新しい歴史が作られると、古い歴史はすべて廃棄される。それにあわせて言葉も作り替えら

れ、今ある言葉も意味が変更されていく。歴史はあまりにも頻繁に書き換えられているために、そのうちに

何が真実だか誰にも分からなくなってしまう。  

    （略）」 

「レキシをかきかえる」 

「正しい歴史を奪うことは、人格の一部を奪うのと同じことなんだ。それは犯罪だ」（BOOK1、p.459） 

 

明里千章は、ここで「新しい歴史」を「新しい歴史教科書をつくる会」を始めとする「歴史修正主義者」に

対する批判や抗議だと指摘していて8、表面的にはそのような目的があったかも知れないが、中村三春も指摘

しているように、天吾もやはりふかえりの「空気さなぎ」の書き直しをしていることから、『１Q84』は「歴

史の書き換えとしての物語の支配」9の問題が挙げられる。天吾は「ふかえり」が、そのことを指摘すると、自

分は「便宜的に手をいれるだけ」で「歴史を書き換えるのとはずいぶん話が違う」と弁解する。つまり、天吾

は自分が書き直しをしているという事実についてはっきり意識していながらも、それに対する正当性を述べ

ているのをみると、自分はできて、他人はできないという自己便宜的な視線が感じられる。 

「空気さなぎ」の書き直しをきっかけにして、自分の小説に取り掛かった天吾は次のようにも言っている。 

 

過去を書き換えたところでたしかにそれほどの意味はあるまい、と天吾は実感する。（中略） 天吾がや

らなくてはならないのはおそらく、現在という十字路に立って過去を誠実に見つめ、過去を書き換えるよ

うに未来を書き込んでいくことだ。それよりほかに道はない。（BOOK2, p.97）  

 

この引用で、下線のところを、過去は書き換えができないから仕様がない、でもその代わりにまるで「過去

＝古い歴史」を書き換えるように「未来＝新しい歴史」を書きこんでいく、のように捉えるのは読みすぎなの

か。これを個人に極限して適用してみると、この作品を読む読者の中で、特に過去に傷つけられた経験のある

人たちには、かなりの励ましや慰め、癒しになると思う。しかしその一方で、人を傷つけたり、殺したりした

人には、過去は気にせず、未来が大事だということで、免罪符を与えているとも思われる。なお、このような

論理は、日本の侵略の歴史を否定する右翼政治家たちの主張と脈を同じくしているといえる。 

                         
8 明里千章（2012）「読む 村上春樹『１Q８４』における記憶」、『日本文学』61（11）、p.72 
9 中村三春（２０１０）「村上春樹、『１Q84』論（BOOK1・BOOK2）―歴史の書き換え、物語の毒―」 iichiko(106)、 

日本ベリエールアートセンター、p.66 
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春樹の歴史認識について、小山哲郎は春樹の『１Q84』執筆中に行ったインタビューの中で、「『羊をめぐ

る冒険』あたりから、歴史的なものにものすごく引かれている。現代の社会というのは過去から直接来ている

と思っている」10という春樹の歴史関連の発言を紹介している。これに基づいて氏は、春樹の作品の中で、過

去の歴史が現代を生きる主人公と繋がりをもつ作品群として、『ねじまき鳥クロニクル』や『１Q84』を上げ

ている。過去と現在の繋がりを主題としているのは、他にもたくさんあるが、でもそのほとんどが、歴史を素

材としてはいるが、歴史そのものに対する問題意識は薄く、ただ歴史的事実の羅列に過ぎないと思うのは私だ

けなのか。 

かつて蓮実重彦は『ねじまき鳥クロニクル』をさして、日本の歴史が題材となっていながらも、歴史はまっ

たく存在していないと批判した11。もっと積極的な批判は、『海辺のカフカに』について、小森陽一が論じた

もので、氏は春樹が「歴史的記憶を一旦想起させた上で、ただちに消去して」いき、「読者の記憶の中におけ

る歴史の書き換え」「歴史的記憶を消して空虚」12にしていく方法を使っていると評したが、この方法は、『１

Q84』はもちろん、『色彩』や、『騎士団長殺し』でも有効に使われているといえるだろう。 

 

４．巡礼を終えて 

 

韓日間で長らく懸案となっている従軍慰安婦問題は、２０１５年１２月２８日に、「慰安婦合意」を採択、 

「 終的かつ不可逆的に解決され」たが、２０１７年５月に韓国では文在寅大統領が就任、再合意を要求し、

韓日関係は悪化の一路をたどっている状況である。これを契機として、韓国では、慰安婦に対する関心が前に

も増してもっと高まりつつあり、それと同時に慰安婦小説についての研究も活発になされている。主に古山高

麗雄や田村泰次郎、有馬頼義の作品を中心に行われているが、この作家たちは戦中世代で、慰安婦に関する自

分や他人の経験を小説として昇華させている。 

これらとその方向性は違うものの、日本の過去や歴史にこだわっている村上春樹も、『色彩を持たない多崎

つくると、彼の巡礼の年』で、「シロ」という女性を「従軍慰安婦」のアレゴリーとして登場させている。日

本とアジア諸国間の歴史問題の中で、もっとも先鋭な対立を見せている「従軍慰安婦」問題を作品の題材とし

たという点で、世界作家としての問題意識を高く評価したい。でもこれまで人間の記憶と戦争の歴史を言語化

させる作業をしつづけてきた氏が、この作品で隠蔽している歴史の真実は、「つくる」で表象されている帝国

日本軍にだけ免罪符を与えており、戦争中のレイプを正当なものとして認めているとも思われる。戦争中であ

れ、いつであれ、性的暴力は人間の権利を奪う犯罪であるという認識を、もっとたくさんの人が共鳴できるよ

うに作品を通じて明示的に記すことを期待する。 

                         
10 小山鉄郎(2015.7) 「村上春樹の「歴史認識」」『文學界』69(7)、pp.241-242 
11 蓮実重彦(1996.8.19)「文芸批評」『朝日新聞』 
12 小森陽一(2006)「村上春樹論『海辺のカフカ』を精読する」平凡社新書、p.243 
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七、口頭発表 06 

 

危機的状況と〈共鳴〉 

――村上春樹「恋するザムザ」とプラハの春―― 

北海道大学大学院文学研究科 博士後期課程 平野 葵 

 

1. はじめに 

 

 村上春樹「恋するザムザ」（2013）1は、フランツ・カフカ「変身」（1915）の

「後日譚（のようなもの）」2として書かれた短編小説である。カフカの「変身」

を反転させた設定が目をひくが、複数の相違点が存在する。「変身」は第一次世

界大戦の勃発直前に執筆、大戦中に発表された小説で、カフカ作品は戦争に関

する言及を行わない傾向があるが、「恋するザムザ」では 1968 年のチェコへの

武力介入を想起させる描写が散見される。「恋するザムザ」と「変身」の間に、

時代設定や描写の相違があるのは、言論の自由が蹂躙されるという、村上春樹

『1Q84』（2009、2010）3とその下敷きとなったオーウェル『1984 年』（1949）、及

び現代社会に通ずる危機的状況と、そうした状況下における個人間の恋愛（共

鳴）の可能性を描くためであったと考えられる。「変身」と『1Q84』を参照しつ

つ、村上作品における「恋するザムザ」の位置づけを行う。 

 

2. 「恋するザムザ」と「変身」 

 

 村上春樹「恋するザムザ」（2013）は、フランツ・カフカの小説「変身」（1915）

の「後日譚（のようなもの）」として書かれた短編小説であり、村上が海外の小

説を編訳した短編集『恋しくて――TEN SELECTED LOVE STORIES』に、村上自身

の書き下ろし小説として 後に収録されている。 

 「恋するザムザ」は、主人公ザムザが錠前を修理しにきた背中の曲がった娘に

恋をするという物語である。小説は「目を覚ますと彼はベッドの上でグレゴー

ル・ザムザに変身していた」4という一文から始まるのだが、これはカフカの「変

身」の「ある朝、グレーゴル・ザムザがなにか気がかりな夢から目をさますと、

                         
1 村上春樹「恋するザムザ」（村上春樹編訳『恋しくて――TEN SELECTED LOVE STORIES』中央

公論社、2013 年 9 月、初出・所収）。 
2 村上春樹「「恋するザムザ」解説」（『恋しくて――TEN SELECTED LOVE STORIES』所収）。 
3 村上春樹『1Q84』BOOK 1～3（新潮社、2009 年 5 月、2010 年 4 月）。 
4 村上春樹「恋するザムザ」では「グレゴール」、高橋義孝訳「変身」では「グレーゴル」と

表記されている。 
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自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変っているのを発見した」5という一文と比

較すれば一目瞭然であるように、主人公が人間ならざるものから人間へと変化

するという、いわば「変身」を反転させた設定となっている。また、題名や短編

集のコンセプトからも自明であるが、恋愛小説として位置づけられている点も、

「変身」との大きな相違点であるといえる。更に、村上自身はあとがきにおい

て、「恋するザムザ」を「変身」の「後日譚（のようなもの）」と述べているが、

そこに関連する「変身」との違いとして、「恋するザムザ」はカフカが「変身」

を執筆・発表した 1910 年代よりもあとの時代が舞台となっていることが挙げら

れる。 

 カフカの「変身」は、第一次世界大戦の勃発直前の 1912 年に執筆され、大戦

中である 1915 年発表された。だが、カフカは小説において戦争に関する直接的

な言及を行わない傾向があり、「変身」にもその傾向が見て取れる。一方、村上

の「恋するザムザ」は、「変身」においては物語の地がどこであるか具体的に示

されなかったのとは対照的に、そこがプラハであることが明言されており、加

えて、「戦車」「検問所」「大砲と機関銃」「世界が壊れかけている」等の単語や描

写が頻出する。こうした、「後日譚（のようなもの）」という村上自身の言葉や、

「プラハ」という舞台設定、そして繰り返し用いられる「戦車」という言葉は、

「変身」が書かれた時代よりも後に起きた 1968 年のチェコスロヴァキアへの武

力介入を想起させ、プラハの春（チェコ事件）が「恋するザムザ」という物語の

背景に存在していることが読み取れる。 

 

3. 村上春樹とプラハの春 

 

 なぜ村上は「恋するザムザ」の時代設定を、あえて「後日譚（のようなもの）」

として「変身」の時代よりも後のプラハの春に設定したのか。そのことによって

いったい何が描かれることとなったのか。「恋するザムザ」に先行する長編小説

『1Q84』（2009、2010）には、短いながらプラハの春に関する記述が存在してい

る。村上は「恋するザムザ」『1Q84』を発表する前に、フランツ・カフカ賞の授

賞式のため 2006 年にプラハを訪れているが、その際のインタビューにおいて

『海辺のカフカ』よりも長い小説を準備していることを明かしている6。作品の

発表順や分量から、その小説こそが『1Q84』であったことはほぼ間違いない。村

上がカフカに深い関心を寄せていることは、『海辺のカフカ』と「恋するザムザ」

                         
5 フランツ・カフカ『変身』（高橋義孝訳、新潮文庫、2017 年 6 月）。 
6  「 カ フ カ 賞 授 賞 式 に 参 加 」 、 『 時 事 ド ッ ト コ ム 』 「 作 家 ・ 村 上 春 樹 の 軌 跡 」

https://www.jiji.com/jc/v2?id=murakami-haruki_19 2006 年 10 月 31 日配信、2018 年 4 月

20 日閲覧。 
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という小説の存在が何よりも雄弁に物語っているが、プラハの春（チェコ事件）

もまた村上の意識の中に存在していたことも推察される。 

 「恋するザムザ」の物語の裏で起こっていたチェコ事件とは、1968 年に始ま

るチェコスロヴァキアへの武力介入を指し、ソビエト連邦軍を中心とするワル

シャワ条約五ヵ国軍によって行われた。当時のチェコでは、ドゥプチェク政権

のもと経済改革や検閲廃止など自由化を推し進めており、それはプラハの春と

呼ばれたが、ソ連はそうした自由化政策を快く思わず、ワルシャワ条約五ヵ国

軍の侵攻によりプラハの春は終わりチェコにおける改革は頓挫することとなっ

た。「恋するザムザ」の物語の裏では、強大な第三者の圧倒的な暴力により人間

の自由が脅かされ打ち砕かれるという危機的状況が展開されているのだが、こ

うした危機的状況とそこで進行する男女の恋愛というテーマは、『1Q84』並びに

ジョージ・オーウェル『1984 年』（1949）と共通している。 

 

4. 『1Q84』および『1984 年』との関連 

 

 『1Q84』の下敷きとなったオーウェルの『1984 年』で描かれているのは、ビ

ッグ・ブラザーが率いる党によって人々が完全に監視され、個人の自由が徹底

的に奪われた全体主義的世界である。そこではあらゆる文書が検閲されており、

主人公は真理省記録局に勤め歴史の改竄を行っている。党に疑問を抱く主人公

が、反政府活動に加わる女性と恋に落ちるも、 後は二人とも互いの愛を裏切

り、ビッグ・ブラザーを愛するという結末を迎える。他方、村上の『1Q84』では、

1984 年ではない別の世界（1Q84）に入り込んだ二人の男女が、強大なものと戦

い、あるいは翻弄されながら、恋愛の強度を信じて再会する。彼らは物語の結末

において、自分たちが入り込んでしまった 1984 年でも 1Q84 年でもない別の世

界を生き抜く覚悟を固める。オーウェルの『1984 年』におけるビッグ・ブラザ

ーや文書改竄、歴史改竄は、村上の『1Q84』ではリトル・ピープル、物語のリラ

イトと元の世界から分岐した別の世界といった形でずらされて受け継がれた。

『1Q84』および『1984 年』の男女とは異なり、「恋するザムザ」の二人は完全に

恋愛関係にあるとはいえず、また、彼らは人々を脅かす強大なものに対して無

知であり、作中において抵抗を行うことはない。しかし、あえて武力介入に揺れ

るプラハの街を小説の舞台とすることにより、「恋するザムザ」は既存の名作の

設定を反転させ恋愛小説として書き直した単純なパロディーとすることはでき

なくなっている。そこには、人間の自由が侵害されようとしている危機的状況

下における恋愛と、狂ってしまった、あるいは狂いつつある世界において、恋愛

こそが一つの希望として機能するという『1Q84』のテーマが継承されており、
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『1Q84』の系譜に連なる小説として位置づけることができる。 

5. 危機的状況下における恋愛 

 

 「恋するザムザ」の男女は、恋愛関係へと発展することはないものの、ザムザ

は娘に恋をし、娘もまたザムザに対し共感めいた感情を向ける。カフカの「変

身」や、鳥を警戒する様子から、目覚める前のザムザは虫であったと推測される

が、部屋の状態や壊れた錠前の描写は、「変身」同様、ザムザが虫であるがゆえ

に家族から幽閉されていたことを示唆している。対する娘は、背中が曲がって

いるために嫌がらせをされることがあり、その嫌がらせは他者だけでなく家族

によっても行われていたことが述べられている。ザムザは娘に恋をし、 初は

苛立ち呆れていた娘も、作品の終わりでは彼に対しささやかな優しさを示すと

いう心境の変化を起こす。不遇な境遇の二人が束の間心を触れ合わせるという

設定は、『1Q84』の反復であり、その触れ合いが主人公の希望になるという点も

また、『1Q84』と同様である。そして、そうした物語の舞台が、今まさにワルシ

ャワ条約五ヵ国軍による侵攻を受けているプラハであることは、決して二人の

心の触れ合いと無関係ではない。強大なものによって一方的に暴力を受け、自

由が奪われるという、そのような危機的状況下において、個人間の恋愛という

人と人との心の共鳴が、「壊れかけている」世界を諦めるのではなく、「この世界

は彼の学習を待っている」という希望へとつながる「恋するザムザ」には、『1Q84』

に見受けられた、逆方向を向く看板のタイガーやマザとドウタといった不穏な

反復の予感はなく、ただ純粋な希望が示されている。「恋するザムザ」の序盤に

おいて、人間の姿は無防備なものとしてザムザの目に映ることが物語られ、そ

の人体の無防備さを過剰に補うように戦車や銃で武装する兵士が登場する。し

かし、「恋するザムザ」においては、脆弱性や暴力性によって人間が否定される

ことはなく、恋によって人間であるということが肯定される。それは「変身」の

ザムザが、妹の演奏を聴きたいという人間性によって自身の死を招いてしまっ

たこととは対照的である。 

 

6. 1968 年／1984 年から現在へ 

 

 プラハの春の挫折は、強大な第三者によって人間の自由が暴力的に蹂躙され

たものであり、そこで挫かれた自由とは、オーウェルの『1984 年』の世界にお

いてビッグ・ブラザーと党により奪われていたものに含まれている。ナショナ

リズムに傾きつつある 2010 年代の現代日本において、『1984 年』は遠い昔に書

かれた架空の物語、単なるディストピア文学として素朴に受け止めることは
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早かなわず、いずれ訪れてもおかしくない暗い未来の警告として機能する。村

上の『1Q84』BOOK 1 および BOOK 2 は、2009 年に出版されるなりベストセラー

となり社会現象にまでなったが、その際にオーウェルの『1984 年』も新訳版が

刊行され書店に並び7、『1Q84』をきっかけに手に取った読者も少なくないと考え

られる。そして 2018 年現在、日本社会は行政機関による文書の改竄という前代

未聞の不祥事が発覚し、「書き換え」という言葉が連日のように報道されている。

行政機関による文書改竄は、党に都合の悪い記述を書き換えた真理省記録局を

容易に想起させるものである。それは『1984 年』的世界の到来を予感させる出

来事であり、現在の日本社会はまさに危機的状況に陥りつつあるといわざるを

えない。そういう意味において、村上は時代の空気を敏感に感じ取っていたと

評価することができるであろう。「恋するザムザ」は『1Q84』の流れを汲む小説

であり、そこに描かれたのは、1968 年／1984 年という過去の物語として設定さ

れているにも拘らず 2018 年の現代社会にも十二分に通ずる危機的状況と、そう

した危機的状況下における個人間の共鳴の可能性である。 

 

7. おわりに 

 

 「恋するザムザ」においては、『1Q84』同様、小説という一種のエンターテイ

ンメントであるがゆえに個人間の共鳴は恋愛という形で端的に提示されている。

しかし『1Q84』の結末において新たな世界には不穏さが付与され、主人公が今後

あらゆるものと対峙していくようなニュアンスが含まれていたのに対し、「恋す

るザムザ」では「この世界は彼の学習を待って」いるものとして描かれており、

世界は彼に敵対するもの、または不穏なもの、不吉なものとはされていない。娘

への恋愛感情が彼に世界を肯定させ、そして世界もまた彼の学習を待つという、

希望に満ちた「恋するザムザ」のラストシーンには、危機意識だけでなく世界と

個人への強い肯定感が表れている。現実味を帯びつつあるディストピアの到来

に対抗するための物語として、今まさに村上作品を読み、評価する必要がある

のではないだろうか。 

 

 

 

  

                         
7 ジョージ・オーウェル『一九八四年』新訳版（高橋和久訳、ハヤカワ epi 文庫、2009 年 7 月）。 
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七、口頭発表07 

 

魂の共鳴―村上春樹作品1における〈生き霊〉をめぐって― 

小島 基洋 

 

１． 『海辺のカフカ』の〈生き霊〉 

 

 村上春樹作品の中に、「生き霊」という言葉が用いられるのは、『海辺のカフカ』２３章

のことである。その章は以下のように語られ始める。 

 

 その夜、僕は幽霊を見る。（上・３７５） 

 

少年カフカが甲村図書館の一室で目撃した「幽霊」とは、彼が知る由もない少女時代の佐

伯さんである。 

 

 僕はなにかの気配でふと目を覚まし、その少女の姿を目にする。真夜中なのに

部屋の中は不思議なほど明るい。窓から月の光が射しこんでいるのだ。寝る前に

窓のカーテンを引いておいたはずなのに、今ではそれが大きく開いている。彼女

は月の光の中でくっきりとした輪郭のシルエットとなり、骨のような白さをもっ

た光に洗われている。（上・３７５） 

 

夜中に前触れもなく現れ、月明かりの中に浮かび上がる彼女の幻想的な姿は、「幽霊」のイ

メージと合致する。 

 しかし、厳密に言えば、彼女は「幽霊」ではない。佐伯さんは５０歳過ぎの女性として、

現実に高松市内のマンションで暮らしているからである。彼女を正式に「幽霊」と呼ぶに

は、数日後にせまった佐伯さんの死を待たねばならないのだ。その時間軸の混乱を表すよ

うに、少女が出現した空間が、現実的な時間とは隔てられていることが述べられている。 

 

どれくらいの時間、彼女は僕を――あるいは僕のいる場所を――眺めていたのだ

ろう。時間の決まりがうしなわれてしまっていることに僕は気づく。そこでは時

間は心の必要に応じて引き延ばされたり、淀んだりしている。でもやがて少女は

なんの前触れもなく椅子から立ちあがり、ひっそりとした足どりでドアのほうに

向かう。ドアは開かない。しかし彼女は音もなくその奥に消える。（上・３７７） 

                         
1 村上春樹の引用は以下の書籍から。『海辺のカフカ』上・下（新潮社、2002年）、『ノルウェイの森』（講

談社、1987年）、『1973年のピンボール』（講談社、1980年）、『羊をめぐる冒険』（講談社、1982年）。

引用する際はカッコ内にページ数を記す。 
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翌朝、佐伯さんの「幽霊」を目撃したことで混乱するカフカに、大島はこう述べる。 

 

 大島さんは眼鏡をはずし、ハンカチで拭き、またそれをかける。 

「それは生き霊と呼ばれるものだ。……」（上・３８７） 

 

これが、村上春樹作品の中に、「生き霊」というキーワードが導入された瞬間である。こう

して、〈生き霊〉は「幽霊」と区別されるべきものとして、村上文学の中に明確に位置付け

られたことになる。 

 

 

２． 鼠４部作における「幽霊」の系譜 

 

自殺した恋人のテーマが伏在する初期作品において、実は彼女の「幽霊」が出現するこ

とは珍しくない。 

 

やあ、と僕は言った。･･････いや、言わなかったかもしれない。とにかく僕は彼

女のフィールドのガラス板に手を載せた。ガラスは氷のように冷ややかであり、

僕の手の温もりは白くくもった十本の指のあとをそこに残した。彼女はやっと目

覚めたように僕に微笑む。 

 ずいぶん長く会わなかったような気がするわ、と彼女が言う。僕は考えるふり

をして指を折ってみる。三年ってとこだな。あっという間だよ。  （『1973 年

のピンボール』１８４） 

 

彼女は時にピンボール台として現れ、時に耳に超能力を宿したコール・ガールとして現れ

る。 

 

彼女はソファーの手すりに載せた首をほんの少しだけ曲げて微笑んだ。どこかで

見たことのある笑い方だったが、それが誰だったのかは思い出せなかった。服を

脱いでしまった女の子たちおそろしいくらい共通した部分があって、それが僕を

いつも混乱させてしまうのだ。 

「羊を探しましょう」と彼女は目を閉じたまま言った。（『羊をめぐる冒険』１９

４） 

 

しかし、ピンボール台にしてもキキにしても、それが直子の「幽霊」だと明言することは、

避けられてきた。 

それは、『風の歌を聴け』から『ダンス・ダンス・ダンス』に至る鼠４部作が、「幽霊」
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という超自然的存在を許容しないリアリズム小説であるからではない。 

 

「君はもう死んでるんだろう？」（『羊をめぐる冒険』３７６） 

 

主人公が親友・鼠に投げかけた台詞は、作品内に死後の魂が肉体をとって現れうることを

示している。 

 「幽霊」を一貫して描き続けながらも、「幽霊」という言葉の使用に慎重になっていた村

上が、『海辺のカフカ』で「生き霊」というキーワードを提示したことの意義は考えてみる

必要がある。 

 

 

３． 『ノルウェイの森』における〈生き霊〉 

 

 村上作品の中に、それと名指されることなく、〈生き霊〉が初めて登場しているのは、随

分、初期の頃であるのかもしれない。それは、奇しくも、作者が「１００パーセントのリ

アリズム小説」と呼んだ『ノルウェイの森』の中でのことである。 

 

目を覚ましたとき、僕はまるでその夢のつづきを見ているような気分だった。

部屋の中は月のあかりでほんのりと白く光っていた。僕は反射的に床の上に鳥の

かたちをした金属を探し求めたが、もちろんそんなものはどこにもなかった。直

子が僕のベッドの足元にぽつんと座って、窓の外を見ているだけだった。彼女は

膝をふたつに折って、飢えた孤児のようにその上に顎をのせていた。僕は時間を

調べようと思って枕もとの時計を探したが、それは置いたはずの場所にはなかっ

た。 （『ノルウェイの森』上・２３６－２３７） 

 

阿美寮に宿泊した主人公は、隣の部屋で寝たはずの直子が傍にいることに気づく。その時、

月の光に照らされた彼女が現れた空間は、現実の時間とも隔絶されている。この描写は、

『海辺のカフカ』の佐伯さんの少女の〈生き霊〉の描写と酷似している。 

 その後も、彼女が隣の部屋で寝ている直子の〈生き霊〉であることを示唆する表現が続

く。 

 

 直子はさっきと同じブルーのガウンのようなものを着て、髪の片側を例の蝶の

かたちをしたピンでとめていた。そのせいで彼女のきれいな額がくっきりと月光

に照らされていた。妙だなと僕は思った。彼女は寝る前には髪どめを外していた

のだ。（『ノルウェイの森』上・２３７） 

 

瞳は不自然なくらい澄んでいて、向う側の世界がすけて見えそうなほどだったが、

どれだけ見つめてもその奥に何かをみつけることはできなかった。僕の顔と彼女
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の顔はほんの三十センチくらいしか離れていなかったけれど、彼女は何光年も遠

くにいるように感じられた。（『ノルウェイの森』上・２３７－２３８） 

 

これはなんという完全な肉体なのだろう――と僕は思った。直子はいつの間にこ

んな完全な肉体を持つようになったのだろう？ そしてあの春の夜に僕が抱いた

彼女の肉体はいったいどこに行ってしまったのだろう？（『ノルウェイの森』上・

２３８） 

 

翌朝、僕の前に現れた直子は昨夜のことを記憶していないようだ。 

 

 僕は 初のうち直子はレイコさんの手前何もなかったふりをしているのか、あ

るいは恥ずかしがっているのかとも思ったが、レイコさんがしばらく部屋から姿

を消したときにも彼女の素振りには全く変化がなかったし、その眼はいつもと同

じように澄み切っていた。（『ノルウェイの森』上・２４１） 

 

もしも、直子が記憶を失っているのでも、とぼけているのでもないのだとしたら、昨夜、

主人公の前に現れたのは、現実の彼女ではなかったのだということになる。それを示唆す

るのが、帰京後に僕に緑がかけた言葉である。 

 

あなた幽霊でも見てきたような顔してるわよ（『ノルウェイの森』下３９） 

 

この段階で直子が生きている以上、厳密に言えば、彼女は「幽霊」ではない。だが、緑の

指摘は、主人公が目撃した直子がリアリズムの枠内に収まらないことを示唆する重要な発

言である。あの夜の直子を、もしも正確に名指すのなら、「幽霊」ではなく、「生き霊」と

いう言葉が使われていたはずだ。 

 

 

４． 〈生き霊〉モチーフの展開と明確化 

  

『ノルウェイの森』（１９８７年）で初めて〈生き霊〉を登場させ、『海辺のカフカ』（２

００２年）で、それを「生き霊」と呼ぶまでの１５年間にも、〈生き霊〉のモチーフはさま

ざまに展開される。 

『国境の南、太陽の西』（１９９２年）の島本さんは、加藤典洋の議論によれば、イズミ

の「幽霊」ということになるし2、『ねじまき鳥クロニクル』（１９９４－９５年）で、直子

と同じく、月明かりの中で服を脱ぐ笠原メイは、余瑞云の議論によれば、久美子の「分身」

                         
2 加藤典洋『村上春樹イエローページ２』３章（幻冬舎文庫、2006年） 
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ということになる3。この段階で、イズミも久美子も生きている以上、それは〈生き霊〉と

呼ぶにふさわしいものだと言えるだろう。 

『海辺のカフカ』で、村上春樹が「生き霊」というキーワードを用いるに至る前段階と

して重要なのは、『ねじまき鳥クロニクル』刊行後の１９９５年１１月に行われた河合隼雄

との対話4である。 

 

村上 あの源氏物語の中にある超自然性というのは、現実の一部として存在し

たものなんでしょうかね。 

河合 どういう超自然性ですか？ 

村上 つまり怨霊とか……。 

河合 あんなのはまったく現実だとぼくは思います。 

村上 物語の装置としてではなく、もう完全に現実の一部としてあった？ 

河合 ええ、もう全部あったことだと思いますね。だから、装置として書いた

のではないと思います。 

村上 でも現代のわれわれは、そういうのを装置として書かざるをえないので

すね。 （『村上春樹、河合隼雄に会いに行く』１２４） 

 

『源氏物語』における「怨霊」は、フィクションのための人工的な装置ではなく、現実的

な存在であったとする河合の見解は、『海辺のカフカ』に直接的に反映される。 

 再度、大島が「生き霊」というキーワードを発した瞬間に戻ろう。 

 

「それは〈生き霊〉と呼ばれるものだ。外国のことは知らないけれど、日本では

しばしばそういうものが文学作品に登場する。たとえば、『源氏物語』の世界は生

き霊で満ちている。平安時代には、人はある場合には生きたまま霊になって空間

を移動し、その思いを果たすことができた。……」（上・３８７） 

 

ここでは〈生き霊〉が、『源氏物語』の中だけでなく、平安時代の一般人の観念の中に存在

したことが述べられている。 

 それと同時に、この文章の中で見逃せないのは、「生き霊」という言葉が発せられた直後

に続く「外国のことは知らないけれど」という留保である。博覧強記の大島をしても、〈生

き霊〉に該当するものを海外文化の中に見いだせないのだろう。 

 〈生き霊〉という装置を用いるにあたって、村上にとって障害は二つあったはずだ。

一つは、現代人にとって、それが実感することの難しい存在になっていること、そして、

                         
3 余瑞云「村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』論――クミコの『心』と『身体』の分裂――」（『歴史文化社

会論講座紀要』2018年、71－89頁） 
4 『村上春樹、河合隼雄に会いに行く』（岩波書店、1996年） 
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もう一つは、日本文化の外での普遍性が疑わしいことである。『海辺のカフカ』が出版され

るにあたって、読者の大半が海外にいることを意識した村上は、特に後者に関して懸念し、

「生き霊」という言葉のキーワード化と共に、〈生き霊〉の観念を具体例を携えて紹介した

のだろう。この後に、生き霊となって葵上を呪い殺した六条御息所のエピソードが続く。 

 幾分、説明過多にも思われる〈生き霊〉に関する記述も、『海辺のカフカ』においては不

可欠だったのかもしれない。それが、『海辺のカフカ』という作品の中心をなす装置となっ

たからである。少年カフカは〈生き霊〉となって父を殺し、〈生き霊〉となった母と交わる

ことになるのだ。 

そして、〈生き霊〉という装置は、『海辺のカフカ』に一人の死者を蘇らせたことも見逃

してはならない。主人公が出会った現実の佐伯さんとは、死んでしまった直子の「幽霊」

が、生者の肉体を得て生き返ったものであるからだ。 
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七、口頭発表08 

 

「中国行きのスロウ・ボート」論 

―その共鳴と変化をめぐって― 

立命館大学博士後期課程 李 娟 

 

⒈ はじめに 

「中国行きのスロウ・ボート」は村上春樹 初の短篇小説である。この作品にはヴァー

ジョンが三つある。初出は1980年4月発行「海」に発表された。1983年5月、単行本『中

国行きのスロウ・ボート』（中央公論社）に収録されている。二つ目は「どうせ翻訳される

んだったら、良い機会だから改稿しよう」というようなアメリカ版の翻訳テキストである。

1993年3月「The Threepenny Review」に発表されている。三つ目は「全集収録にあたっ

て中盤以降にかなり手を入れた」ヴァージョンである。1990年9月『村上春樹全作品1979

～1989❸短篇集Ⅰ』（講談社）に収められ、2005年3月『象の消滅』（新潮社）に再録され

ている。 

 先行研究では、この作品について、田中1は「〈僕〉の世界観を表したもの」と解釈され、

山根2は「トラウマを語るという物語化のなされた内なる差別の物語」、「対社会意識の作品

群の出発点」と指摘されている。浅利3は「在日中国人へ向けるまなざしが〈僕〉の自己を

逆照射することで〈僕の中国〉が認識され」と解読されている。「〈僕〉と中国人との関係

は、戦中戦後の日本と中国との関係性のメタファー（暗喩）だろう」4と述べられている。

従って、先行研究の多くは対峙のところに注目される。だが、「僕」と「三人の中国人」と

の間に「似ているところ」、「共通する」ところ、感情の共鳴するところは見落とされてい

る。 

 この作品について、作者は次のように述べている5。 

    もちろん例のソニー・ロリンズの演奏で有名な『オン・ナ・スロウ・ボート・ト

ゥ・チャイナ』からタイトルを取った。僕はこの演奏と曲が大好きだからである。

それ以外にはあまり意味はない。『中国行きのスロウ・ボート』という言葉からどん

な小説が書けるのか、自分でもすごく興味があった。 

 本発表では、全作品6のヴァージョンに着目しつつ、三人の在日中国人はどんな人間・ど

                         
1 田中実「港のない貨物船」（「国文学解釈と鑑賞」一九九〇・一二） 
2 山根由美恵「村上春樹〈中国行きのスロウ・ボート〉論―対社会意識の目覚め―」（「国文 

学攷」二〇〇二・三） 
3 浅利文子「村上春樹の中国『中国行きのスロウ・ボート』という視点から―」（「法政大学リポジトリ」二

〇一〇・四） 
4 村上春樹を読み解く会『短篇で読み解く村上春樹』（マガジンランドランド二〇一七・一） 
5 『村上春樹全作品1979～1989❸短篇集Ⅰ』（講談社 一九九〇・九） 
6 テキストは『村上春樹全作品1979～1989❸短篇集Ⅰ』（講談社 一九九〇・九）による。 
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のような生き方をしているかについて考察してみたい。そして、「僕」らはどんな同質性を

持っているかを明らかにしたい。三人の中国人と邂逅してから、「僕」自身はどのような変

化を起こしていたかを確認したい。 

 

2．作品内の時間と空間について  

 この作品は、村上春樹の神戸での実際の経験を土台として描かれた物語である。 

当時（1980年）、「既に三十歳を超えた一人の男として」の語り手「僕」は三人の中国人

と出会った経緯を回想する物語である。 

「 初の中国人に出会った」のは主人公「僕」の小学生時代（1959 年か 1960 年か「天

気の良い、少しばかり暖かすぎるほどの秋の日曜日」）の話である。彼は「港街の山の手に

ある中国人子弟のための小学校」の監督官である。 

「二人めの中国人」は「大学二年生の春にアルバイト先で知り合った無口な」、「僕と同

じで」十九歳の小柄の女子大学生である。「僕らの仕事場」は東京文京区の「小さな出版社

の暗くて狭い倉庫」である。 

 「三人めの中国人」は「冷やかな十二月の午後」、「青山通りに面したガラス張りの喫茶

店」で出会った「僕」の「高校時代の知り合い」である。彼は中国人に「百科事典」を売

る仕事をしている。その時、「僕」は結婚してから六年で二十八歳である。 

 物語は「中国行きの貨物船に／なんとかあなたを／乗せたいな、船は貸しきり、二人き

り……」という古い「唄」から始める。作者は「貨物船」について、次のように語ってい

る。 

    スロウ・ボートはあくまでスロウ・ボートなのだ。それは人の心の中だけにひっ

そりと存在する、親密な夢の乗り物なのだ。7 

作品の末尾では、中国は「ひとつの仮説であり、ひとつの暫定である。ある意味ではそ

れは中国という言葉によって切り取られた僕自身である」。このように、本稿では、「中国」

は「新しい僕」として捉える。すなわち、「僕」と「新しい僕」との間に何か存在する。「僕」

は出発点で、「親密な夢の乗り物」に乗って、「新しい僕」に到達するではないだろうか。 

 

3．「僕」の記憶の不確かさについて 

 物語の冒頭部分は「 初の中国人に出会ったのはいつのことだったろう？」という疑問

から出発する。そして、「僕」にとって1959年と1960年は「不格好な揃いの服を着た醜い

双子の兄弟」のような存在である。すなわち、主人公にとって幸福感や満足感を覚える記

憶ではなかったと推測できる。区別する手掛かりは「ヨハンソンとパターソンがへヴィー・

ウェイトのチャンピオン・タイトルを争った年」だと述べている。 

「新聞年鑑のスポーツのページ」によって具体的な日付を確認しておきたい。注目した

                         
7 『村上ソングズ』（中央公論新社 二〇一〇・一一） 



 

128 

 

いのは「ヨハンソンとパターソンがへヴィー・ウェイトのチャンピオン・タイトルを争っ

た」試合は二回があることが分かる。 

第一回は1959 年 6月 27 日「ヨハンソン勝つ、パターソンをTKO」という試合である。

この試合について「朝日新聞」8は次のように述べている。 

    世界ヘビー級選手フロイド・パターソン（アメリカ）対挑戦者インゲマル・ヨハ

ンソン（スエーデン）の世界ボクシング・タイトルマッチ十五回戦は二十六日夜当

市のヤンキー・スタジアムで挙行、挑戦者ヨハンソンがチャンピオンを七度も倒し、

早くも三回目2分3秒でレフェリーが試合をストップする番狂わせとなり、結局テ

ク二カル・ノックアウトでヨハンソンが新チャンピオンとなった。アメリカ生まれ

でない選手がヘビー級のタイトルを獲得したのは一九三三、四年のカルネラ（イタ

リア）以来のことである。 

 第二回は1960年6月20日「パターソン王座奪回 世界ヘビー級ボクシングヨハンソン

をKO」9という試合である。結果として、パターソンが再び王座に戻した。つまり、古い新

聞年鑑を繰れれば一九五九年と一九六〇年を見分けることができないである。 

 

4.中国人の監督官について 

 この中で語られる中国人の監督官はどんな人間で、どのような考えをしている人物なの

か。 

   答案用紙を小脇に抱えた監督官が教室に入ってきたのは十五分ばかり後のことだっ

た。監督官は四十歳より上には見えなかったが、左足を床にひきずるように軽いびっ

こをひき、左手で杖をついていた。それは登山口のお土産屋にでも売っていそうな粗

い仕上げの桜材の杖だった。そして彼のびっこのひき方があまりにも自然に見えたの

で、その杖の粗末さだけがいやに目立った。 

 「 初の中国人」は「軽いびっこをひき、左手で杖をついた」「足の悪い」中年教師とし

て形象されている。「びっこのひき方」の「自然」さと「杖」の「粗末さ」という対照から、

中国人の監督官は足が不自由な人でも全力で歩けるような姿が窺える。その結果、「粗い仕

上げの桜材の杖」はただ補助的に使用するものである。彼の服装は「淡い鼠色の背広に白

いシャツ」、「見た次の瞬間には色も柄も忘れてしまいそうほど印象の薄いネクタイ」であ

る。監督官にふさわしく、小さなことにこだわらない格好といえる。しかしながら、「眼鏡

をはずしてハンカチでゆっくりとレンズの両面を拭き、そしてもとに戻した」というシー

ンからまじめな一面も窺える。 

試験会場では、彼は監督官として、席数の確認、注意事項のアナウンス、時間の厳守と

いう一連の動作はマニュアル通りに働いている。注目したいのは、「わたくし」という丁寧

                         
8 東京「朝日新聞」 1959年6月27日 夕刊 P5 
9東京「朝日新聞」1960年6月21日 夕刊 Ｐ7 
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な言い方で、彼自身と受験生の距離を近づけることになった。しかも、受験生の不安をさ

せないためであると同時に、日中関係について、彼自身は「努力さえすれば、わたくした

ちはきっと仲良くなれる」という願望を受験生に伝えようとしている。また、「わたくした

ちはお互いを尊敬しあわねばなりません」ということになる。そして、模擬試験の会場を

借り、子供たちに対して、中国人の教師は「机に落書きしたり、チューインガムを椅子に

くっつけたり、机の中のものにいたずらしてはいけません」というわずかな要求を述べて

いる。 後に、「顔を上げて胸をはること、誇りを持つこと」という自信を持ってことに励

むことを覚えている。「二十年も昔の試験の結果なんて、今ではすっかり忘れてしまった」

が、「小学生たちの姿」、「中国人教師」の言葉だけははっきりと覚えている。言い換えれば、

模擬試験はそのままで終わったが、「僕」はそれらの言葉の影響を受けたことがわかる。 

 

5．中国人の女子大学生について 

 「僕」は彼女を「逆まわりの山手線に乗せてしまった」、そして「彼女の電話番号を控え

た紙マッチまで捨ててしまった」という致命的な過ちを犯した。まず、彼女の人物像を明

らかにしたい。 

    中国人とはいっても、彼女は日本で生まれ、中国にも香港にも台湾にも一度行っ

たことはなく、通った小学校は日本の小学校で、中国人小学校ではなかった。中国

語は殆どできなかったが、英語は得意だった。 

 中国人の女子大学生は「少し無口すぎるし、神経質なところもある」が、「まとも」な人

間として設定されている。彼女は「熱心に」働いている。その「熱心さ」は「奇妙な切迫

感」があるので、「僕」以外に誰もが彼女とうまが合わない。しかも、彼女の「熱心さ」は

「もう少し人間存在の根本に近い種類のもの」として描き出されている。 

 「僕」の過ちに対して、彼女は「あなたが本当に間違えたんだとしても、それはあなた

が実は心の底でそう望んでいたからよ」と語っている。傷ついた彼女は「そもそもここは

私の居るべき場所じゃないのよ。ここは私のための場所じゃないのよ」と言った。 

 それに対して、「僕」は小学校時代の野球の試合で、ゴール・ポストに激突し脳震盪を起

こした。そのとき、傷ついた「僕」は「大丈夫、埃さえ払えばまだ食べられる」という言

葉を言った。 

 このように、彼女は心の中に傷口を抱いているし、「僕」は心の中に傷口を抱いている。

その傷口は同質のものを「彼女」と「僕」抱いていることになる。しかしながら、この同

質さに気づいたのは「既に三十歳を超えた」とき、「もう一度外野飛球を追いながらバスケ

ットボールのゴール・ポストに全速力でぶつかり、もう一度グローヴを枕に葡萄棚の下で

目を覚ましたとしたら、僕は今度はいったいどんな言葉を口にするのだろう？あるいは僕

はこう言うかもしれない。ここは僕のための場所でもないんだ、と」。すなわち、彼女の心

の中の痛みと「僕」の脳震盪を起こした体の痛みと同質的なもの・共感である。「僕」は彼
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女の気持を理解してから、同じような言葉で自分の気持を表している。 

  

6．百科事典のセールスマンについて 

「三人めの中国人」は「僕」の高校時代の知り合いである。彼はどのような生き方をし

ているか。 

年の頃は僕と同じくらい、仕立ての良いネイビー・ブルーのブレザー・コートに、

色のあったレジメンタル・タイトルというきちんとした格好だった。でも何もかも

がちょっとずつ擦り減っているような感じを受けた。服が古くなっているとか、く

たびれているとか、そういうのではない。ただ単に擦り減っているのだ。顔立ちも

それに似ていた。 

彼は表情が乏しく、「擦り減っているような」感じの「百科事典のセールスマン」として

形象されている。彼は昔のことをはっきり覚えている。四歳の男の子がおり、胃が悪くて、

「コーヒーも煙草もとめられてるんだ」。しかしながら、「僕が煙草をくわえると、彼がす

ぐライターで火をつけてくれた」。「すごく自然な手つき」である。仕事は在日中国人向け

に百科事典を売ることである。「あまり油を売ってもいられないんだ。他にいろいろと売ら

なくちゃいけないものがある」と述べたように、セールスマンとしての生活のストレスが

読み取れる。しかも、彼は不安を持っている。これから「中国人専門の損害保険」、「墓石

のセールス」のような仕事から、彼の無力感が窺える。 

それに対して、高校時代の彼について、次のように述べている。 

  でも僕が覚えている限りでは、彼は百科事典のセールスマンをやっているようなタ

イプの男ではなかった。育ちも悪くはなかったし、成績だってたしか僕より上のはず

だった。女の子にも人気のあった方だと思う。（中略） 

  一度誰かの家の台所のテーブルに座って、一緒にビールを飲みながら音楽の話をし

たことがあるような気がした。 

青春時代の彼の趣味は「音楽」と読書であるが、現在は「百科事典」（生活のストレス）

に変わってしまった。 

 一方、「僕」は「六年のあいだに三匹の猫を埋葬した。幾つかの希望を焼き 

捨て、幾つかの苦しみを分厚いセーターにくるんで土に埋めた」。「ちょっとした商売」で、

「借金を抱えていて、やっと返しはじめたばかりだ」。「僕」と彼の生き方を対照しながら

描き出されている。「僕」の記憶は不確かさだといっても、「僕」も昔の「天気から、温度

から、匂いまで」を覚えている。「僕」の生活と彼の生活とはあるところが一致している。 

 

7.「僕」の変化について 

 この物語に作者のどのような意図が匿されているか。筆を休まず創作の原動力について、
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村上は次のように述べている10。 

    旅行の目的は（ほとんど）すべての場合―パラドクシカルな言い方ではあるけれ

ど―出発点に戻ってくることにあります。小説を書くのもそれと同じで、たとえど

れだけ遠いところに行っても、深い場所に行っても、書き終えたときにはもとの出

発点に戻ってこなくてはならない。それが我々の 終的な到達点です。しかし我々

が戻ってきた出発点は、我々が出て行ったときの出発点ではない。風景は同じ、人々

の顔ぶれも同じ、そこに置かれているものも同じわけです。しかし何かが大きく違

ってしまっている。そのことを我々は発見するわけです。その違いを確認すること

もまた、旅をすることの目的の一つです。 

三人の中国人との邂逅を回想してから、「僕」自身はどのような変化を起こしていたか。

まず、「僕」は自身について、次のように述べている。 

    僕にもときどき自分という人間がよくわからなくなることがある。自分が何をど

う考えて、何を求めているか、そういうことがわからなくなるんだ。それから自分

がどういう力を持っていて、その力をどういう風に使っていけばいいのか、それも

わからない。そういうことをひとつひとつ細かく考えだすと、ときどき本当に怖く

なる。怖くなると、自分のことしか考えられなくなる。そしてそういうときには、

僕はすごく身勝手な人間になる。そうしようとも思わないのに、他人を傷つけたり

もする。だから僕には自分が立派な人間だとはとても言えない。 

 「僕」は「僕という一人の人間の存在と、僕という一人の人間が辿らねばならぬ道」に

ついて深く考え直す。そして、「僕」は自身の「弱さ」と「未知」を確認した。「欲望と諦

めと苛立ちと興奮」の都会には「無数の選択肢があり、無数の可能性があった。しかしそ

れは無数であると同時にゼロだった。僕らはそのすべてを手に取りながら、それでいて僕

らの手にするものはゼロだった」。言い換えれば、都会に暮らしている現代人は責任、義務、

環境、制限で不自由に生きている。結果として、「僕」は「何処にも行けるし、何処にも行

けない」。自由について、村上春樹は次のように言及している。 

書くときは常に「自分を自由にしたい」という気持ちがあります。我々が自由に

なるのは簡単ではありません。社会のさまざまな局面でさまざまな責任や義務を負

い、これはしなければならない、あれは許されないといった細かい制限を受けてい

ます。けれど一方、もし望めば、思考という領域の中では自由を得ることができま

す。たとえ身体は自由でなくても、心は自由になることができる。自由であるとい

うのがどういうことであるかを、ありありと描くこともできます。それは僕にとっ

ても読者にとっても、役に立つ体験なのです11。 

 「僕」は「何処にも行ける」というのは「心の自由」、「思考の自由」といえる。 

                         
10 「心を飾らない人」（聞き手・林少華）『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー

集1997～2009』（文藝春秋、2010．9） 
11 『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997～2009』（文藝春秋、2010．9） 
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「何処にも行けない」というのは時間、空間の制限である。このように、村上春樹はこう

いう考え・体験を作品化し、読者に伝えようと考える。 

 

8．終わりに 

中国人監督官の言葉について、当時、小学校時代の「僕」は「沈黙」、「真っ赤になりな

がら慌てて首を振った」、「口を開くことすらできなかった」という一連の反応から、「僕」

は理解できないふりをしている。しかしながら、二十年を経て、「顔を上げて胸をはること、

誇りを持つこと」は「僕」の生活に浸透している。このように、「三十歳を超えた」「僕」

は「喪失と崩壊」に遭っても、「忠実な外野球手としてのささやかな誇りをトランクの底に

つめ（中略）中国行きのスロウ・ボートを待とう」というように、「僕」の心の支えとして

役割している。 

 大学時代の「僕」は無意識的に彼女を「逆まわりの山手線に乗せてしまった」ので、傷

ついた彼女は「そもそもここは私の居るべき場所じゃないのよ」と言った。19 歳の「僕」

は「彼女の言う場所がこの日本という国を指すのか、それとも暗黒の宇宙をまわりつづけ

るこの岩塊を指すのか、僕はわからなかった」。現在の「僕」は想像によって、自分は野球

試合で傷ついたら、「僕のための場所でもないんだ」というように言う。そういう意味合い

において、「僕」と彼女は同質性の傷口を持っている。言い換えれば、それは「僕」らの心

の中の共通・共鳴のものといえる。 

 昔のことについて、「僕」の記憶の不確かさに対して、高校時代の知り合いは「不安にな

るくらい記憶が鮮明なんだ」。しかしながら、その原因は同じで、すなわち、二人とも潜在

的に「昔のことを忘れたがっている」。当時は理解不可能、過ち、相反という形で表れる三

人の中国人との出会いには同質のものが存在する。結果として、「僕」と「新しい僕」との

間の違いを確認した。このように、「友よ、中国はあまりに遠い」は距離的な遠さだけでは

なく、時間の距離ではないだろうか。 
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七、口頭発表09 

 

村上春樹『風の歌を聴け』における語りの空白 

―シンパシーを引き起こす「翻訳」の痕跡― 

銘傳大学応用日本語学科 王 佑心 

 

1.はじめに 

 村上春樹の処女作『風の歌を聴け1』（初出：『群像』1979年6月号）は、前田愛の指摘に

よれば、「それぞれ異質な40の断片から構成されている 『風の歌を聴け』のテクストは、

たとえば、不連続な時間がモザイク状に継ぎ合わされているテレビの番組を視聴するよう

に読みすすめるのがもっとも自然な読み方なのかもしれない2」という、断絶と連続の方法

の作る構成スタイルが読者世代の感性に同調している著作なのだが、「断片」やら「不連続」

やら「彼ら（主人公の「僕」「鼠」「小指のない女の子」 引用者注）の経験が互いに相手を

交換しても成立する同質性を有しているということ」に注目した平野芳信が次のように「相

互に欠落した物語を補完しあうという性格をもつ。（中略）一見それは、三者三様の恋愛を

描くことで、この時代の青春の姿を浮き彫りにしているかのようでありながら、そうでは

ない。むしろそれは共通性を装った不毛性の暗喩なのである。3」と分析した。読者は欲求

や快感を極限まで感知・体験する青春・自我の装置を理解すると同時に、そこに生まれた

不毛=空洞化という事態の異様さにも深く感じられたはずである。 

さらに岡野進が「本来描かれるべきテーマは描かれることがなく、空白のまま残される

が、にもかかわらず/それゆえに空白は強い磁場を持ち、この磁場を中心として作品の言葉

が組織しなおされる。つまり、小説の言葉は空白を指示する暗号となる。妙な喩えになる

が、村上は中心が空白の、ドーナツのような作品を書こうとしたといっていい。そしてこ

の空白に私たちがふれるとき、私たちの中に生まれる感情が喪失感にほかならない。4」と

指摘している通り、1978年29歳になった主人公「僕」は、過去の人や出来事―友人の「鼠」、

左手の小指のない「彼女」、そしてそれまでに「僕」と関係を持った女の子たち―を回想し、

それについて語ることで、時に自分を偽り、時に閉塞感と失望感に苛まれ、そこから目を

背けながらも、 終的には過去に折り合いをつけ、空洞化されつつ現実世界にも向き合っ

ていく。その過程とそれを表現する語りがいかにもリアリティをもって読者に訴えかけ、

                         
1 本論文ではテクストは『風の歌を聴け』（講談社文庫、2004）を使用し、本文からの引用はすべてこの版か

らであり、ページ数は引用に続けて括弧に入れて示す。 
2 前田愛（1985）「僕と鼠の記号論-2進法的世界としての「風の歌を聴け」」『国文学 解釈と教材の研究』

30(3)、学燈社、p.100。 
3 平野芳信（1991）「凪の風景、あるいはもう一つの物語:『風の歌を聴け』論」『日本文芸論集』23・24、

p.163。 
4 岡野進（2011）「MURAKAMI HARUKI RELOADED II:形式化の試み-村上春樹における換喩の位置」『言語文化

論究』26、九州大学大学院言語文化研究院、p.109。 
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そこから喪失感や崩壊など強い「共感（シンパシー）」を生み出してきたのであろうと考え

られる。 

 「共感（シンパシー）」の物語を描くための媒介として、登場人物の行為や心情の追体験

に行き着いたのと同じく、「もっとも効率の悪い読書」と呼ぶ村上春樹の「翻訳」体験およ

び考えは創作活動と同じ程度に不可欠であると筆者が考える。「翻訳」という作業に意味を

与えるのは、テクストや作家に対する共感であり、「どれだけうまく自然に有効に相手のな

かに入っていけるか、相手の考えるのと同じように考え、相手の感じるのと同じように感

じられるか5」が重要な問題であると村上春樹は語っている。実は村上が『風の歌を聴け』

の草稿段階で、作品内容を一度英語に翻訳して、また日本語に翻訳し戻す作業をしたとよ

く言われる6が、作家村上春樹の登場を、「日本語（母国語）で書かれてきた小説というも

のを、もう一度、「他の人との対話」として可能な＜言葉＞の表現、伝達として、＜始める

＞ことであり、そのことの新鮮さであった。7」と評した富岡幸一郎の論に興味深い。『風

の歌を聴け』の冒頭―「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在し

ないようにね。」（p.7）―、及び「正直に語ることはひどくむずかしい。僕が正直になろう

とすればするほど、正確な言葉は闇の奥深くへと沈みこんでいく。」（p.8）といった「完璧

な文章」「正直に語ること」「正確な言葉」をいかに理解すべきだろうか。「「他の人との対

話」として可能な＜言葉＞の表現」を目指した作家村上春樹の出発は如何なるものだった

のだろうか。 

                         
5 村上春樹・柴田元幸（2000）『翻訳夜話』文春新書。 
6 村上春樹は『風の歌を聴け』の書き出しをうまく書けないでいたごろ、そこでタイプライターを取り出し、

出だしを英語で書いてみたが、するとすんなりと書くことができたのだという有名なエピソードを「小説家に

なった頃」の中で書き綴った。 

「僕は小さいとぎからずっと、日本生まれの日本人 として日本語を使って生きてきたので、僕というシ ス

テムの中には日本語のいろんな言葉やいろんな表 現が、コンテンツとしてぎっしり詰まっています。（中略）

ところが外国語で文章を書こうとすると、言葉や表現が限られるぶん、そういうことがありません。そして僕

がそのときに発見したのは、たとえ言葉や表現の数が限られていても、それを効果的に組み合わせることがで

きれば、そのコンビネーションの持って行き方によって感情表現・意思表現はけっこううまくできるものなの

だということでした。要するに「何もむずかしい言葉を並べなくてもいいんだ」「人を感心させるような美し

い表現をしなくてもいいんだ」ということです。（中略）とにかくそういう外国語で書く効果の面白さを「発

見」し、自分なりに文章を書くリズムを身につけると、僕は英文タイプライターをまた押し入れに戻し、もう

一度原稿用紙と万年筆を引っ張り出しました。 そして机に向かって、英語で書き上げた一章ぶんくらいの文

章を、日本語に「翻訳」していきました。翻訳といっても、がちがちの直訳ではなく、どちらかといえば自由

な「移植」に近いものです。するとそこには必然的に、新しい日本語の文体が浮かび上がってきます。それは

僕自身の独自の文体でもあります。僕が自分の手で見つけた文体です。そのときに「なるほどね、こういう風

に日本語を書けばいいんだ」と思いました。まさに目から鱗が落ちる、というところです。」（村上春樹（2015）

「小説家になった頃」『職業としての小説家』、スイッチ・パブリッシング、p.47） 

 また、映画監督大森一樹（大森一樹監督による1981年制作の映画『風の歌を聴け』。小林薫、 巻上公一、

真行寺君枝、室井滋、他出演。）によれば、「『風の歌を聴け』自体もともと映画的な小説ですからね。（中

略）あの会話は字幕言語なんじゃないでしょうか。外国映画の字幕がセリフになったという感じ。」（大森一

樹（1989）「完成した小説・これから完成する映画」『ユリイカ臨時増刊号―総特集 村上春樹の世界』第21

巻第8号、青土社、p.55。）という指摘があった。 
7 富岡幸一郎（2000）「＜象＞を語る言葉」『ユリイカ3月臨時増刊号―総特集 村上春樹を読む』第32巻第

4号、青土社、p.86。 
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ここに至って一つ言えるのは、作家村上春樹のなかで行われる「共感（シンパシー）」を

核とされる「翻訳」作業は、テクストの意味や情報内容を理解させるために存在するので

はなく、日本語と英語、両言語と漠然とした類似や置き換えを目指す伝達でも、媒介する

ことでもないことである。ここで「翻訳」を「生き延びた生命8」と見做されてきたベンヤ

ミンの翻訳論―「翻訳も原作の意味に自らを似せるのではなく、むしろ慈しむようにして

個々の点に至るまで、寄り添うようにして原作の意味の仕方を自らの言語において形成し

なければならない。これによってこの二つの言語が、かけらが器の断片であるのと同じく、

大いなる言語の断片であることが分かるようになるのだ。9」―を想起したい。「そこには

必然的に、新しい日本語の文体が浮かび上がってきます。それは僕自身の独自の文体でも

あります。僕が自分の手で見つけた文体です。」と村上春樹が言っているように、実際『風

の歌を聴け』には、日本語的感性に根差した英語表現が如何に再び「新しい日本語の文体」

に変換されたのか、そして果たして読者の抱く日本のイメージに合致（共感）できたのか、

また他者・アメリカの発見へと引き継がれることになれるか。さらに「僕」の<日常>を「翻

訳」という方法で新たに物語るという試みを如何に進行するか、という『風の歌を聴け』

研究の新しい課題に対しての示唆がたくさんあると考えられる。 

 

２.「翻訳」がもたらした異化効果について 

『風の歌を聴け』には、主語を明示した諸々の文や、効果的で魅力的な誇張表現（例え

ば「25メートル・プール一杯分ばかりのビールを飲み干し」や「ひどく暑い夜だった。半

熟卵ができるほどの暑さだ」など）、つまり日本語としてよりむしろ英語として自然に響く

ような身振りや比喩表現などが多く、あまり日本的とは言えないスタイルが主体となって

いる。確かに「『風の歌を聴け』に限っても、ビーチ・ボーイズの『カリフォルニア・ガー

ルズ』といったポップ・ミュージックに始まって、アメリカの映画や、テレビ番組、アメ

リカの巡洋艦が入港すると街中に溢れる MP と水兵たち、山の手のホテルのプールで日光

浴を楽しむアメリカ人観光客、主人公が入り浸っている『ジェイズ・バー』、そこで飲むコ

ーラやギムレットなど、さまざまな場面でアメリカとつながっています。10」と渡辺利雄が

述べているように、『風の歌を聴け』の特徴―アメリカの商品や固有名詞が作中に氾濫して

いるところ―を、彼のアメリカ文学翻訳者としての影響と考えることもできるが、前節で

述べてきたように、母語である日本語で書いた作家としての処女作品に、例えば異国的な

雰囲気を持たせるための、村上春樹という作家の意識的操作とする考えもあり得るだろう。

このような英語との独自の関係、それに対する独特な感覚こそ、彼の重要な立脚点がある

                         
8三ツ木道夫編訳（2008）「ヴァルター・ベンヤミン「翻訳者の課題（一九二三年）」」『思想としての翻訳』

白水社、p.190。Walter Benjamin. Gesammelte Schriften (STW),Bd.VI-1,S.9-21。このエッセイはベンヤミ

ンによる訳書『パリの風景』（1923）の序文として掲載された。 
9 同上、p.201。 
10 渡辺利雄（2014）『アメリカ文学に触発された日本の小説』研究社。 
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ように思われる。 

だとするならば、村上文学に特徴的な翻訳しやすさという性格は、日地谷＝キルシュネ

ライト イルメラが指摘しているように、「作家自身によるプリ＝トランスレーション11に

よって」つまり、「文学作品の創作において、日本人にとっては当然なじみの深い自国の文

化に特有の細部を、意識的に避ける、あるいは逆に、日本ではごく当たり前のそうした要

素をわざわざ説明することで、そのテクストを国際的な読者層にもっとなじみやすくする

という試みを、日本語作家もおこなっている12」とも考えられる。 

 

２.１ 

次の三例を見てみよう。「日本」という背景を 小限に抑えるテクスト『風の歌を聴け』

の作風から伺えるように、多くの日本読者に共通する普遍的な言葉、生活、文化が婉曲的

に抑圧されていると思われる。 

三人目の叔父は手品師になって、全国の温泉地を巡っている。（p.10 下線部は引用者

による、以下同。） 

「生きるためには考え続けなくちゃならない。明日の天気のことから、風呂の栓のサ

イズまでね。」（p.17） 

  僕はプール通いですっかり赤く焼けた顔を、カーマイン・ローションで冷やしている

中だった。10回ベルをやりすごしてから僕はあきらめて顔の上に市松模様に綺麗に並

べたカット綿を払い落し、椅子から立ち上がって受話器を取った。（p.85） 

村上春樹は一見「手品/温泉」「天気/風呂の栓のサイズ」「市松模様」を「感じ」や「気

分」に置き、日本文化的言及や生活に特有の細部の説明を意識的に避けるまま、日本語母

語の読者をそこに置き去りにしてしまうように見えたが、彼の「プリ=トランスレーション」

作業を通した『風の歌を聴け』を読む外国の読者がこのような表現を見てならば、すぐそ

こに日本的な趣といった要素を発見し、興味を持ちはじめ、そして「日本」に共感（シン

パシー）を持つようになっていくということも十分に考えられるのではなかろうか。 

そして何より村上春樹の場合、まるで映画の英語字幕を読みながら画面の動きと日本語

の音を耳にするときのように、読者の理解その奥にはさらなる日本語の「翻訳」が流れて

いる、そのような状況をイメージしながら創作し、そして次第に作家自分のスタイルにな

っているのではなかろうか。次の二例を見てみよう。 

                         
11日地谷＝キルシュネライト イルメラの説明によれば、「「プリ＝トランスレーション」という用語は、アラ

ブ文学の西洋語への翻訳を論じるにあたって使われるものである。（中略）アラブ語で書く作家たちは、アラ

ブ人の間では当然のように共有されている文化的知識や情報を、「西洋」の読者のために説明しておく必要性

を感じしているというのだ(Dallal1998)。（中略）そこで使われる意味での「プリ＝トランスレーション」は、

日本文学においても起こり得るという点に留意してみよう。」（日地谷＝キルシュネライト イルメラ（2011）

著・湊圭史訳「「世界文学」に応ずる日本文学―プリ＝トランスレーションなどの戦術について」『トランス

レーション・スタディーズ』（佐藤＝ロスベアグ・ナナ編）、みすず書房、pp.121-122。） 
12 同上、p.123。  
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「なぜ本なんて読む？」 

「なぜビールなんて飲む？」僕は酢漬けの鰺と野菜サラダを一口ずつ交互に食べながら、

鼠の方も見ずにそう訊き返した。（中略）僕は鰺の 後の一切れをビールと一緒に飲みこ

んでから皿を片付け、傍に置いた読みかけの「感情教育」を手に取ってパラパラとペー

ジを繰った。（p.22） 

 

「親父の靴さ。家訓なんだよ。子供はすべからく父親の靴を磨くべしってね。 

「何故？」 

「さあね。きっと靴が何かの象徴だと思ってるのさ。とにかくね、親父は毎晩判で押し

たみたいに8時に家に帰ってくる。僕は靴を磨いて、それからいつもビールを飲みに飛

んで出るんだ。」（p.79） 

以上に示したように、英語に訳されたかのような日本語を 小限にし、言葉で説明すべ

き部分（日本人の生活スタイルと家父長としての父親の威厳）を全部省略するが、それだ

けに言葉にならない共感感情（シンパシー）が感じられる「新しい日本語の文体」という

ものになるのではなかろうか。 

 

２.２ 

２.１とは逆に、生活の日常をわざわざと説明する例もいくつかある。 

僕は本を読むのをあきらめ、ジェイに頼んでポータブル・テレビをカウンターに出し

てもらい、ビールを飲みながら野球中継を眺めることにした。大した試合だった。（中略）

投手交代の間に6本のコマーシャルが入った。ビールと生命保険とビタミン剤と航空会

社とポテト・チップと生理用ナプキンのコマーシャルだった。（p.47、下線は引用者によ

る） 

沼野充義が指摘しているように、「洒落た小道具のように巧みに配置されている事物の

多くはアメリカ的なものであり、日本の伝統的・土着的な要素を意図的に排除したところ

に村上春樹の世界が成り立っていることは明らかだろう13」が、「こう考えた時はっきりす

るのは、村上春樹が小説の中で使っているカタカナの小道具は、日本の事物の体系の中に

置かれて始めてしかるべく機能するものだということである。その意味で村上春樹の＜非

日本性＞とは、＜日本的なるもの＞を前提としたとき初めて意味を持つものだということ

である。14」。さらにいうと、メディア（コマーシャル）による場面の設定は全体として標

準化、規格化されたものばかりでありながらも、消費社会の読者向けの都会小説の新たな

一冊として『風の歌を聴け』の新味（異文化が持つ異質性を前に出すべき）を読むことが

期待できると考えられる。 

                         
13 沼野充義（1989）「ドーナツ、ビール、スパゲッティ―村上春樹と日本をめぐる三章」『ユリイカ臨時増刊

号―総特集 村上春樹の世界』第21巻第8号、青土社、p.155。 
14 同上。 
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３.「翻訳」されない物語の「空白」 

次に興味深いいくつかの例文がある。 

二人目の相手は地下鉄の新宿駅であったヒッピーの女の子だった。（中略）それは新宿

で も激しいデモが吹き荒れた夜で、電車もバスも何もかもが完全に止まっていた。

（p.75） 

 

僕は機動隊員に叩き折られた前歯の痕を見せた。 

「復讐したい？」 

「まさか。」と僕は言った。（中略） 

「僕は僕だし、それにもうみんな終わったことさ。だいいち機動隊員なんてみんな同

じような顔しているからとてもみつけだせやしないよ。」 

「じゃ、意味なんてないじゃない？」 

「意味？」 

「歯まで折られた意味よ。」 

「ないさ。」と僕は言った。                （pp.90-91） 

 

「前歯」が「機動隊員に叩き折られた」ほど「 も激しいデモ」について語る「僕」と

「小指のない女の子」の対話の設定は、実は見せかけとその奥に潜む真実という対比に依

拠しており、作家村上春樹は「僕」の見事に抑圧された語りの奥には、決して翻訳＝言語

化されない感情が存在していることを巧妙に仄めかしていると考えられる。次の例文をみ

てみよう。 

晴れわかった空を、何機かのジェット機が凍りついたような白い飛行機雲を残して飛

び去るのが見えた。 

「子供の頃はもっと沢山の飛行機が飛んでいたような気がするね。」鼠が空を見上げ

てそう言った。「殆どはアメリカ軍の飛行機だったけどね。プロペラの双胴のやつさ。覚

えているかい。」（中略） 

「そう、アイゼンハワーの頃さ。港に巡洋艦が入ると、街中MPと水兵だらけになって

ね。MPは見たことあるかい？」 

「うん。」 

「いろんなものがなくなっていくね。もちろん兵隊なんて好きなわけじゃないんだけ

どね……。」 

僕は肯いた。                      （p.115） 

「鼠」の質問に「うん。」や「僕は肯いた。」と表現しているものの、それが一体どんな

態度だったのかということを「僕」は一切語っていない。「僕」の心の中を英語という別の

言語へと移し替えることは不可能であり、言葉にする過程でも失われてしまうのであろう。
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重要なのは、『風の歌を聴け』にはこのような「空白」が確かに存在しており、それは伝達

＝翻訳不可能なものであることを明確に示してくれるということである。 

 「空白」が何も語られない沈黙であり、だからこそそれぞれ異なる背景を持った読者一

人一人である限り、村上春樹の作品がたった一つの正しい読み方＝正確な「翻訳」に収斂

されることはないと考えられる。まさにその語られない＝翻訳されない「空白」を設定す

ることで読者の注意を喚起し、決して答えられない「空白」は読者一人一人の作品に対し

ての共感（シンパシー）によって創造的な解釈＝翻訳がなされるのを待っているのではな

いか。 

  風が彼に向かってそう囁いた。 

「私のことは気にしなくていい。ただの風さ。もし君がそう呼びたければ火星人と呼

んでもいい。悪い響きじゃないよ。もっとも、言葉なんて私には意味はないがね。」 

「でも、しゃべってる。」 

「私が？しゃべってるのは君さ。私は君の心にヒントを与えているだけだよ。」       

（p.126） 

 

４.おわりに  

村上春樹は作品ごとに独自の戦略15で創作言語・文体としての日本語、あるいは英語を深

化させてきた。処女作『風の歌を聴け』は仄めかしや暗示や空白が多く、語り手の「僕」

がすべてを打ち明けていないという印象を読者に抱かせるが、主人公たちそれぞれの特徴

的な語りや、決して語られることのない「空白」は、読みの均質化に対抗できると村上春

樹が実行してきた「翻訳」の意味と可能性を表していると考えられる。村上文学に特徴的

な語りのトーンと内容の不明さは、一見すると「理解しやすい」語りの奥には、主人公た

ちの身体的・精神的な混乱が隠されているという可能性を提示し、読者に自分で真実を見

つけようと挑みかかるのであろう。 

読めば読むほど、『風の歌を聴け』が英語をはじめ多言語に訳される様々な読みの可能性

を常に読者に想起させ、文学作品自体が含みもっている「翻訳」の次元を意識させること

により「プリ=トランスレーション」と考えられる実例を数多く我々に提供してくれたと思

う。作品を国際レベルの読者層にもっと馴染みやすくする（共感しやすくなるよう）とい

う試みを、村上春樹が処女作『風の歌を聴け』からも意識的に行っていたといえよう。こ

のように「翻訳」（「プリ＝トランスレーション」）という新たな視野を通して、作家村上春

樹の出発においての自我挑戦と、今後成熟への道程が新たに読み取れたと考えられる。 

                         
15日地谷＝キルシュネライト イルメラが指摘しているように、「現代日本文学におけるプリ＝トランスレーシ

ョンを、想定される国際的規格において理解されやすいよう自作品を”編集する”多少なりとも意識的に選

択された行為と見なすならば、それはある作品を、単一文化内には収まりきらない広範文学シーンと折り合わ

せるために用いられる、数多くの戦略のうちの一つに過ぎなくなるということである。」（日地谷＝キルシュ

ネライト イルメラ（2011）著・湊圭史訳「「世界文学」に応ずる日本文学―プリ＝トランスレーションなど

の戦術について」『トランスレーション・スタディーズ』（佐藤＝ロスベアグ・ナナ編）、みすず書房、p.125。） 
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【テクスト】 

村上春樹『風の歌を聴け』 (新潮文庫、2005年) 

【主な参考文献】 

岡野進（2011）「MURAKAMI HARUKI RELOADED II:形式化の試み-村上春樹における換喩の位

置」『言語文化論究』26、九州大学大学院言語文化研究院。 

沼野充義（1989）「ドーナツ、ビール、スパゲッティ―村上春樹と日本をめぐる三章」『ユ

リイカ臨時増刊号―総特集 村上春樹の世界』第21巻第8号、青土社。 

日地谷＝キルシュネライト イルメラ（2011）・湊圭史訳「「世界文学」に応ずる日本文学

―プリ＝トランスレーションなどの戦術について」『トランスレーション・スタディー

ズ』（佐藤＝ロスベアグ・ナナ編）、みすず書房。 

平野芳信（1991）「凪の風景、あるいはもう一つの物語:『風の歌を聴け』論」『日本文芸論

集』23・24。 

前田愛（1985）「僕と鼠の記号論-2進法的世界としての「風の歌を聴け」」『国文学 解釈と

教材の研究』30(3)、学燈社。 
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七、口頭発表10 

 

村上春樹世界における共鳴 

―空間表象をめぐって― 

北海道大学大学院文学研究科博士一年 袁 嘉孜 

 

一、はじめに 

 前田愛1によれば、〈登場人物が見ている／見た事物や景色の描写〉は、テクストの「内

空間」を構成する言語記号である。この〈登場人物が見ている／見た事物や景色の描写〉

に提起され、「現実のある都市」における「特定の場所をめぐる情報や風景のイメージ」が

「内空間」を構成する素材である。そのため、本発表は、〈「鼠」三部作〉、『世界の終りと

ハードボイルド・ワンダーランド』、『海辺のカフカ』、『１Ｑ８４』の登場人物たちに着眼

し、それらの登場人物の移動を通してテクスト空間が如何に構築されるかについて再考す

る。空間論の視点から出発し、それが如何にこの時代の中で共鳴を起こすのかについて明

らかにする。 

 

二、テクスト空間の様相 

 前田愛2は『都市空間のなかの文学』において、森鴎外の『舞姫』は「遠近法の視角が作

中人物の内面に導入され、日本の近代小説ではさいしょの試み」として評価している。『舞

姫』（一八九〇年）において、国費を受け、森鴎外の渡航先であるベルリンの都市空間に投

影されたのは、主人公の豊太郎の自我の構造そのものであると述べた。豊太郎が心を奪わ

れたウンテル・デン・リンデンは軍国主義を誇示する外的空間であったが、彼が迎えとら

れるのは踊り子エリスの愛が待ち受けているクロステル外の屋根裏部屋という内的空間で

ある。エリスとの肉体関係は、その境界を指し示す記号として機能する。豊太郎の行動圏

の拡大とエリスの生活世界の縮小が加速されて行く物語後半の展開は、異邦人の豊太郎が

再び外的空間に帰還しいていく構図を一層くっきりと浮き上がらせたのである。言い換え

れば、主人公の豊太郎の自我が大まかに個人的と政治的という二つの面に分けられる。二

つの面の互角が、テクストの中の都市空間の中で、物語の展開に連れて内（個人的）と外

（政治的）のコントラストによって共鳴を起こしていると考えられる。 

 多和田葉子とロバート・キャンベルは雑誌「新潮」二〇一八年四月号において、「『半他

人』たちの都市と文学」という題目をめぐって、 近の文学作品や多和田葉子の小説に現

れるテクスト空間について、次のように述べている。 

 

                         
1 前田愛『都市空間のなかの文学』、一九八二年一二月、筑摩書房、一三頁 
2 同前掲、二六一〜三〇五頁 
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キャンペル 近の文学作品には、教室であったり、グラウンドであったり、トラッ

クが何台も走っている郊外の幹線道路の橋の下であったりというような“白い”空間

がよくあります。ディテールに入り、そこから敷衍していくようなことが少ない気が

するんですね。白い透明な中に人々は自分の状況に不安を募らせ、関わり、離散する。 

 でも、多和田さんの小説に現れるのはディテールです。看板、外国語、隣の席のち

ょっと声のいがらっぽい中年女性の声というようなもの。 

多和田 コラージュみたいな方法なんです。断片の集まりを滑らかにミックスするの

ではなく、個々の材質をそのまま残す感じです。 

（多和田葉子・ロバート・キャンベル「『半他人』たちの都市と文学」『新潮』二

〇一八年四月号、二〇一八年三月） 

 

 キャンペルによれば、 近の文学作品において、テクスト空間にはディテールが少ない

という共通点がある。それに対して、多和田葉子はテクスト空間において、「コラージュみ

たいな方法」を通して「個々の材質をそのまま残す」。「個々のディテールを切り取って」

「一つの面に並べて貼」り、「異質なものたちが同じ平面で隣り合わせ」るのある。昔のも

のと現代のものが共存する都市空間のようにコラージュとして現れるとともに、「ネット

による平板化時代のただ中で接触面のない無数のミクロの集まりみたいな感じも」3すると

示した。本発表の目的は、前田が示した主人公の自我を反映する『舞姫』におけるテクス

ト空間や多和田葉子のコラージュ的な空間に対して、村上春樹の小説には、どのようなテ

クスト空間の様相を示しているかということを明らかにすることである。 

 

三、村上春樹世界における空間の様相 

（一）〈「鼠」三部作〉：両立する空間 

 〈「鼠」三部作〉では、「僕」と登場人物との「別れ」は、常に、〈今・ここ〉という〈空

間〉から〈ここではない〉〈もうひとつの空間〉へ向っていくということで、交通機関に乗

って移動することを通して、二つの空間の距離を示したことで表すのある。 

 

 東京に帰る日の夕方、僕はスーツ・ケースを抱えたままジェイズ・バーに顔を出し

た。〔…〕 

「今夜バスで帰るよ」 

〔…〕 

「あんたが居なくなると寂しいよ。猿のコンビも解消だね」ジェイはカウンターの上

にかかった版画を指してそう言った。「鼠もきっと寂しがる」 

（村上春樹「風の歌を聴け」『村上春樹全作品１９７９～１９８９①』、一九九〇年

                         
3 多和田葉子・ロバート・キャンベル「『半他人』たちの都市と文学」『新潮』２０１８年４月号、八九頁 
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五月、講談社、一一五頁） 

 

 『風の歌を聴け』において「僕」はジェイズ・バーがある〈今・ここ〉という空間から、

東京という〈今・ここ〉ではない〈もうひとつの空間〉へ向かって行くということになる。

ジェイズ・バーがある「この街」である〈今・ここ〉という既知の空間と、これから向か

って行く〈今・ここ〉ではない〈もうひとつ〉の空間である東京いわゆる未知の空間との

間には、バスという交通機関とバスが走る通路によって繋がっているようになる。未知の

空間は、テクストの中で具体的に描かれていない。〈「鼠」三部作〉は基本的にはこのよう

な既知の空間と未知の空間という両立する空間の構成である。両立する二つの空間の間に、

交通機関と通路によって繋がっている。このような連続性は、〈「鼠」三部作〉において「僕」

の遍歴物語が基調となり、その後の村上春樹の長編小説の祖形となる。 

 

（二）『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』：三つの入れ子構造の空間 

 『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のには、「世界の終り」世界と、「ハ

ードボイルド・ワンダーランド」世界という二つの空間が両立する。その中には三種類の

入れ子構造が含まれている。 

 

① 「ハードボイルド・ワンダーランド」世界が「僕」の脳内世界である「世界の終り」世

界を内包する二重構造。 

② 「ハードボイルド・ワンダーランド」世界の〈地上空間〉がパブリックスペースと部屋

を内包する三重構造。 

③ 「ハードボイルド・ワンダーランド」世界が、博士のオフィス、研究室、さらに地下に

潜んでいる〈やみくろたちの聖域〉、塔などを含める〈地下空間〉を内包する五重構造

ということにある。その中で、「私」の身体が実は〈境界〉そのものであると明らかに

されたのである。 

 

 つまり、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は〈境界〉についての物語と

言わなければならない。それにもかかわらず、 終章で、影がたまりに飛び込んだ結末か

ら見れば、「世界の終り」世界と「ハードボイルド・ワンダーランド」世界との二つの世界

の間には地下水の流れ、つまり水という媒介によって繋がっていることがほのめかされて

いると考えられる。 

 

（三）『海辺のカフカ』：同心円状構造の空間 

村上春樹の小説は、『海辺のカフカ』に至って両立する空間という構図が一貫している。
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東京と高松、生の世界と死の世界。このような『海辺のカフカ』に対して、河合隼雄4は「境

界体験を物語る―村上春樹『海辺のカフカ』を読む」において、子どもと大人、善と悪、

生と死など「二つの世界の境目というものが、すごくうまく書いてある」と評価している。

ところが、あえて言えば、境目ではなく、周縁についてうまく書いてあると主張したい。 

『海辺のカフカ』では、田村カフカは、「佐伯さん」のために「あちら側の世界」に入ろ

うとしているところで、「僕は蝶になって世界の周縁をひらひらと飛んでいる。」5と述べて

いた。「世界」とは、〈生の世界〉だと考えらる。「周縁」の外側とは、「あちら側の世界」

いわゆる死のトポスである。『海辺のカフカ』では生と死を対立項としてではなく、「世界」

と世界の「周縁の外側」という連続的な空間を通して成立させたうえで、死は生の「周縁」

にあるとして捉え、中心から周縁へと連続的に広がる同心円状構造の空間が描かれている。 

 

（四）『１Ｑ８４』：唯一に限定される空間 

 『１Ｑ８４』は、ＢＯＯＫ１、ＢＯＯＫ２が青豆の章と天吾の章、ＢＯＯＫ３がさらに

牛河の章が加わって構成されるのである。青豆と天吾はそれぞれ違う形で〈リトル・ピー

プル的システム〉の力に巻き込まれて同じ「違う世界」にいながらそれぞれの「内空間」

を広がせる中で、離れ離れで物語の結尾までなかなか会うことができなかった。一見、二

人は異なる空間青豆の章と天吾の章において反復して提起される「本栖湖事件」によって、

青豆と天吾とは同一世界を共有しているということを示唆する。ここで「本栖湖事件」は、

一種の言語記号として、二人の主人公の記憶や思考、まなざしによって構成する『１Ｑ８

４』の二つの「内空間」を交差させる機能をする。そして、リトル・ピープルや宗教法人

「さきがけ」、「空気さなぎ」、「二つの月」などの言語記号の提起と反復によって青豆の章

と天吾の章におけるそれぞれの「内空間」がやがて一つになった結果、二人の再会をもた

らすのである。 

 『１Ｑ８４』におけるダイナミズムが「書き換えの原理」にあると考えられる。「書き換

えの原理」を基に、『１Ｑ８４』の中の空間は、時間性の原理に従って、元の「１９８４年」

世界から「１Ｑ８４年」世界、さらに第三の世界へは切り換えの形で青豆と天吾の認識に

よって広がり、名前が異なっても本質が同じという、唯一に限定されているように表され

ている。 

 

四、村上春樹における空間表象の継承と変容 

 まとめて言えば、従来の空間論のように、村上春樹小説のなかには一見、構造主義的に

内と外の対置が著しい一方、その内実には、内と外の間に境界のようなものが隔たってい

                         
4 河合隼雄「境界体験を物語る―村上春樹『海辺のカフカ』を読む」『新潮』九九巻一二号、二〇〇二年一二

月、新潮社、二三四頁 
5 村上春樹『海辺のカフカ（下）』、二〇〇二年一〇月、新潮社、三三六頁 
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るが、実は繋がりのようなものによって接続されている。例えば、〈「鼠」三部作〉では通

路や交通機関、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は「たまり」と地下水な

ど、水という装置によって二つの世界の繋がりをほのめかしている。『海辺のカフカ』に至

って、一見二つの空間は中心から周縁へと連続的に広がる同心円状構造となっており、『１

Ｑ８４』では唯一の世界が限定されているというように、初期の作品から空間の連続性が

だんだん顕著になってくる。その中で、物語内容の展開には「別れる」から「一緒にいる」

へと変容してくる。 

〈「鼠」三部作〉では「鼠」と「僕」は互いに相手が欠けている部分と主張したい。鼠と

僕がコンビに組めば、ひとつの円となり、ひとつの完璧な世界を二人で成り立たせる。と

ころが、前田愛6が「僕と鼠の記号論―二進法的世界としての『風の歌を聴け』」で指摘し

たように、「『僕』にとって語るべき内面の所在にとらわれている鼠や小指のない女は、か

けがえのない自分の影として見えてくる」。また、「彼らは「僕」が切りすてた、あるいは

切りすてようとしているもう一人の自分そのものなのだ。」ということである。シェル・シ

ルヴァスタイン『ぼくを探しに』という絵本では、一部を欠けている円の「ぼく」がいる。

その欠けている部分を探しに旅に出た。欠けている部分とぴったりな欠片を見つけて、二

人が合体したが、「ぼく」は、やがて欠片と分かれることにした。「鼠」と「僕」はこのよ

うな「ぼく」と「欠片」のように、相互補完的な関係でありながら、相互排他的な作用に

よって分かれることになる。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』における

「僕」と「影」は、〈「鼠」三部作〉における「鼠」と「僕」のように、相互補完的な関係

でありながら、相互排他的な作用によって、分かれるという必然性によって動かされてい

るのである。 

 

 たまりがすっぽりと僕の影を呑みこんでしまったあとも、僕は長いあいだその水面

を見つめていた。水面には波紋ひとつ残らなかった。水は獣の目のように青く、そし

てひっそりとしていた。影を失ってしまうと、自分が宇宙の辺土に一人で残されたよ

うに感じられた。僕はもうどこにも行けず、どこにも戻れなかった。そこは世界の終

りで、世界の終りはどこにも通じてはいないのだ。そこで世界は終息し、静かにとど

まっているのだ。 

 僕はたまりに背を向けて、雪の中を西の丘に向けて歩きはじめた。西の丘の向う側

には街があり、川が流れ、図書館の中では彼女と手風琴が僕を待っているはずだった。 

（村上春樹『村上春樹全作品１９７９～１９８９④世界の終りとハードボイルド・

ワンダーランド』講談社、一九九〇年一一月、五九〇～五九一頁） 

 

                         
6 前田愛「僕と鼠の記号論―二進法的世界としての『風の歌を聴け』」（『国文学 解釈と教材の研究』第三〇

巻第三号、一九八五年三月） 
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 『海辺のカフカ』でも田村カフカという主人公が全ての登場人物たちと別れるところで

結末を迎えるのであるのだが、東京行きのバスの中でカラスと呼ばれる少年に「目が覚め

た時、君は新しい世界の一部になっている」7と言われた。つまり、人と別れて、ひとりぼ

っちになって、離脱のもののまた世界、いわゆる同心円構造の空間に含まれるのである。

『海辺のカフカ』に至って、構造主義的な両立する空間も設けていながら、空間的な連続

性を特徴的に捉えられる。その中で、子どもと大人、善と悪、生と死一見境目がよりはっ

きりとしているが、片方の不在によって図式が変動し、死は「生」の一部として、〈生の世

界〉という空間の も外側の周縁を占めていると考えられ、田村カフカは「世界でいちば

んタフな少年」として、「子ども」という概念の外側の周縁におり、中間的な「新しい世界」

に含まれているのである。 

『１Ｑ８４』において、ふかえりは「リトル・ピープル」が持っていないものを見つけ

出し、それを利用して〈リトル・ピープル的システム〉の原理を継承しながら変形させる

ことで、「新たな「声を聞く」システム」を作り上げ。新たな「声を聞く」システムはまさ

に小説『空気さなぎ』と同じように「書き換えの原理」を通して生まれたものだと考えら

れる。「新たな「声を聞く」システム」は青豆（マザ）、子ども（パシヴァ）、天吾（レシヴ

ァ）によって構成されるのである。中村三春によれば、「新たな「声を聞く」システム」は、

二人を再会させた心の結びつき以外にはないそうである。『１Ｑ８４』は一見、恋愛物語だ

からか、黒古一夫8によって村上はデタッチメントからコミットメントへの転換を迷走して

いると強く批判されていると思われるが、あえて言えば、『１Ｑ８４』は単なる恋愛物語で

はないと考えられる。 

 

「私には愛があります」と青豆はきっぱりと言った。〔…〕「非力で矮小な肉体と、翳

りのない絶対的な愛———」と彼は静かな声で言った。そして少し間をおいた。「どうや

らあなたは宗教を必要としないみたいだ」「必要としないかもしれません」「何故なら、

あなたのそういうあり方自体が、言うなれば宗教そのものだからだよ」 

（村上春樹『１Ｑ８４』ＢＯＯＫ２、二〇〇九年五月、新潮社、二三五〜二三六頁） 

  

 このような青豆とさきがけのリーダーとの対話において愛を信じている青豆のあり方自

体が宗教そのものだというように、愛はすなわち宗教というような意味反転を通して、『１

Ｑ８４』において、組織、システムのようなものの可能性について語られていると考えら

れる。「新たな〈声を聴く〉システム」は、ふかえりの主宰によって、悪なるものリトル・

                         
7 村上春樹『海辺のカフカ（下）』、二〇〇二年一〇月、新潮社、四二九頁 
8 黒古一夫『村上春樹批判』、二〇一五年四月、アーツアンドクラフツ、九二頁 
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ピープルから害を受けないように作り上げられ、善なるものだと考えられるのだが、やが

て〈リトル・ピープル的システム〉のように崩壊され、代替される可能性が示唆されてい

る。マモルによる牛河の死を通して、システムというものが立ち上がれば、それ自体が自

ら動きだすものとして示されている。個として善なるものかもしれないが、複数の個を結

びつけてシステムになったら必ずしも善なるものではなくなり、極端な場合、いつも対抗

している悪なるものになるのも可能だということが示されている。 

村上春樹の作品では、常に個人がシステムと対峙する構図が窺われる。ところが、『１Ｑ

８４』に至って、やがて個人によるシステムへの抵抗ではなくなる。『１Ｑ８４』では個人

によって崩壊されたり作り上げられたりするシステムのあり方と、システムの一員として

の個人のあり方も窺われることに至った。唯一限定される一つの空間において、『１Ｑ８４』

は恋愛という個人的な主題から宗教、暴力、善悪など大きな主題へと広がり、個人的な問

題と社会的な問題との類似性を前面化して、合わせ鏡のように無限に相対化し、置換する

可能性が提示されている。 

 

五、結び 

 現代というポストモダンの時代に、昔から伝承してきた様々な観念によって拘束されて

いながら離脱しようとして、その中から混沌さや曖昧さが生まれてきた。村上春樹世界の

中で、一貫して一見両立する空間という構図が著しい一方、〈「鼠」三部作〉から『１Ｑ８

４』へ至って、それらの間の連続性が強くなる傾向がうかがわれる。村上春樹世界によく

見られる個人とシステム、生と死、善と悪など対置する観念がやがて表裏一体のように捉

えられている。このような村上春樹世界における空間の継承と変容を一つの力場として、

そこには従来の観念と新しい観念の拮抗が現れている。それが故に、世界中の読者に共鳴

を起こしたのではないかと考えられる。 

 

参考文献（年代順） 

前田愛『都市空間のなかの文学』、一九八二年一二月、筑摩書房 

前田愛「僕と鼠の記号論―二進法的世界としての『風の歌を聴け』」（『国文学 解釈と教材

の研究』第三〇巻第三号、一九八五年三月） 

村上春樹『村上春樹全作品 １９７９～１９８９① 風の歌を聴け・１９７３年のピンボ

ール』、一九九〇年五月、講談社 

村上春樹『村上春樹全作品 １９７９～１９８９④ 世界の終りとハードボイルド・ワン

ダーランド』、一九九〇年一一月、講談社 

村上春樹『海辺のカフカ（上）』、『海辺のカフカ（下）』、二〇〇二年一〇月、新潮社 
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二〇〇二年一二月、新潮社 
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村上春樹『１Ｑ８４』ＢＯＯＫ３、二〇一〇年四月、新潮社 

黒古一夫『村上春樹批判』、二〇一五年四月、アーツアンドクラフツ 

多和田葉子・ロバート・キャンベル「『半他人』たちの都市と文学」（『新潮』二〇一八

年四月号、二〇一八年三月） 
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七、口頭発表11 

『騎士団長殺し』における絵画への「共鳴」 

--小田原滞在中に創作した4枚の絵を中心に-- 

淡江大学教授 曾 秋桂 

1.はじめに 

 村上春樹の『騎士団長殺し』1(第 1 部、第 2 部、2017.2 新潮社)は、肖像画家を主人公

に、第一人称の語り手「私」が妻と「二度の結婚生活」(第 1 部 P14)までの過去を振り返

って語った物語である。その過去とは、2011年5月連休明の「今」の時点から、一部の回

想を除いて、2007年3月半ばに到るまでの4年間の出来事2だったと判明した。 

「肖像画を専門とする画家」(第1部P25)の「私」は、「もう二度と営業用の肖像画は描

くまいと自ら誓っ」(第1部P108下線部分は論者による。以下同様)て、「妻に去られたこ

とを契機として、もう一度人生の新しいスタートを切ろうという気持ちになった」(第1部

P108)が、妻に離別されて残った「生々しい傷跡」(第 1 部 P275)の「痛みを忘れるための

方法は、(中略)勿論絵を描くことだ」(第1部P275)と述べている。一見自己撞着のようだ

が、離婚を契機に、「自分のための絵画を描く」(第1部P27)ことを考えるようになったの

である。離婚後、小田原滞在中に創作した「免色の肖像画」、「白いスバル・フォレスター

の男の肖像画」、「雑木林の中の穴の絵」、「秋川まりえの肖像画」の4枚がその成果である。 

したがって、本発表では、この小田原滞在中に創作した4枚の絵の創作プロセスを明ら

かにすることにより、その意図、共鳴する所以を究明することを目的とする。 

2.「共鳴」の定義について 

 『日本語大辞典』では、「人の考えや態度などに同感すること。sympathy」3とあり、「共

感」も挙げられている。同辞典で「共感」の項目を調べたところ、「考えや感情に親しみを

もって、相手と同じように感じること。sympathy」4とある。作品中、「私」が「自分が共感

を抱けそうな要素を、クライアントの中にひとつでも多く見いだすように努めた」(第1部

P25)ことに触れ、「クライアントに対して、少しなりとも親愛の情を持つ」(第1部P25)と

言った作画態度を参考に、「私」の言った「共感」を敷衍し、「考えや感情に親しみをもっ

て、相手と同じように感じること、響きあうこと」を「共鳴」と定義することにする。 

3.小田原滞在中に創作した4枚の絵の考察――その1 

 小田原滞在中に創作した4枚の絵については、「私」に言わせれば、「その四枚の絵はパ

ズルのピースとして組み合わされ、全体としてある物語を語り始めているように思えた。

(中略)ひとつの物語を記録している」(第 2 部 P169)のである。以下、完成順に論述する。 

                         
1 本文の引用は、このテキストによるものである。 
2 曾秋桂は、「「女のいない男たち」の延長線として読む『騎士団長殺し』の「魅惑」―東日本大震災への
思いを馳せて―」沼野充義監修・曾秋桂編集(2018)『村上春樹研究叢書村上春樹における魅惑』第五輯
TC005淡江大学出版中心で、推定された作中時間の論説を参照されたい。 
3 梅棹忠夫代表監修(1990・初1989)『カラー版日本語大辞典』講談社P504 
4 梅棹忠夫代表監修(1990・初1989)『カラー版日本語大辞典』講談社P495 



 

151 

 

3.1免色の肖像画――自分の声に導かれて、肖像画のタブーを打破 

 免色の肖像画の依頼が入り、今までと違った「実物の人間をモデルに絵を描く」(第1部

P23)手法を採って、引き受けることにした。作画の途中、自分の坐ったスツールから「五

十センチ」(第1部P277)ほど動かされた所で免色の画を見つめ、「不在する共通性」(第1

部P278)に困惑したところ、誰かが「かんたんなことじゃないかね」(第1部P278)と言っ

た言葉が聞こえてきた。その時、「自分の声が聞こえるのかもしれない。それは私の心が意

識下で発した声だったのかもしれない」(第 1 部 P279)と認める一方、「たとえ意識下であ

ろうがそんな変なしゃべり方はしない」(第1部P279)とも否定した。しかし、作品中「か

まうもかまわないもあらないよな」(第1部P350)のような「奇妙なしゃべり方をする」(第

1部P349)人物は、「騎士団長」に限られる。確かにその時、裏の祠の穴から拾った鈴を部

屋の「スタジオに置くことにした」(第 1 部 P256)。だが、その鈴が呼び出す「騎士団長」

(第1部P347)との初対面は、その後のことであった。したがって、ここで「私」が変なし

ゃべり方をした可能性が高い5と認められよう。また、「私」以外に「誰もいなかった」(第

1部P279)家に、「メンシキさんにあって、ここにないものをみつければいいんじゃないの

か」(第1部P279)との言葉が、「一音一音が明瞭に聞こえる」(第1部P279)。その声は間

違いなく、「私」が発したものだと思われよう。 

このように、自分で言った言葉に導かれて、免色の「白髪」(第1部P281)に気づき、そ

れを絵に描きこんだ「私」は、「免色渉という存在を絵画的に画面に浮かび上がらせること

に成功している」6(第1部P281)。その創作プロセスについては、「おそらく私自身だ。私

が意識に椅子を動かして私自身に示唆を与えたのだ。持って回った不思議なやり方で、表

層意識と深層意識とを自在に交錯させ」(第1部P282)と、納得のいくように説明を試みた。

免色がその完成した絵を見たところ、「実に見事だ。(中略)これこそ、私の求めていた絵で

す」(第 1 部 P298)と評価した。「その人物のネガティブな側面だけ描かないように(中略)

できるだけ見栄え良く描くことを心がけ」(第1部P296)る今までの肖像絵を書くタブーを

打破した結果、まさに免色が言った通り、描く方と描かれた方の「お互いの一部を交換し

合うということ」(第1部P150)に成功した。その後、「近親感」(第1部P434)より高次元

な「連帯感」(第1部P434)に高まり、免色に「共鳴」するようになったのである。 

周りの人7からも賞賛を得た免色の肖像画は、創作時間を普段の「二週間」(第1部P24)

よりも早めて、10日間ぐらい8で完成した。 

                         
5 普段初対面の免色や騎士団長には「です・ます」体と丁寧に応答しているが、「私」が自身自分に向かっ
て、「とても簡単なことじゃない、と私は自分に向かって言った」(第2部P211)とくだけた言い方をしたこ
とがあるからである。 
6 免色の書斎に飾ったその画については、「私」自身が「まるで免色そのものがそこに入り込んでしまった
ようにさえ見えた」(第1部P391)。 
7 エージェントが言った「肖像画という領域を超えた作品だし、それでいて肖像画としての説得力を具えて
います」(第1部P427)。またまりえとその叔母がその絵を見て「深く感心していました」(第2部P129)。 
8 「火曜日」(第1部P116)に免色が初めて来て、その週の「金曜日の午後一時半」(第1部P147)、翌週の火
曜日「午後一時ぴったり」(第1部P194、原文第10章、11章の脈絡から火曜日と推定できた)、「自分から
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3.2白いスバル・フォレスターの男の肖像9――隠蔽された「私」の性的願望の顕現 

2 枚目の絵の人物の白いスバル・フォレスターの男10が作品中一番、「私」によく触れら

れている人物であり、無言のうち、語りかけてくる「おまえがどこで何をしていたかおれ

にはちゃんとわかっているぞ」の言葉が作品中で執拗に繰り返されている11。白いスバル・

フォレスターの男の肖像を6日間 の短い間12完成したことからも「私」がより意欲的にそ

の男の肖像作画に臨んだと分かる。だが、せっかく「誰のためにでもなく、(中略)自分自

身のために」(第1部P330)描いたこの「白いスバル・フォレスターの男の肖像画」は「騎

士団長殺し」と一緒に火事のために、「失われること」(第2部P535)になったのである。 

3.2.1性欲と関連して 

白いスバル・フォレスターの男に関しては2点ほど注意を促したい。一つは宮城県の港

町でセックスした女性の後、初登場したことである。もう一つは、白いスバル・フォレス

ターの男と女の初登場が、人妻のガールフレンドの「セックスのあとの短い午睡」(第1部

P323)の間に「私」に思い出されたことである。いずれもセックスと関係している。 

さて、「私」が宮城県の港町で出会った男女のことだが、「岩手県との県境に近いあたり」

(第 1 部 P310)のファミリー・レストランで夕食を取っている間に「一人の若い女」(第 1

部P310)が断りなく向かいの席に坐り、「私」と会話をしている途中、白いスバル・フォレ

スターの男が店に入ってきた。その後、その女性は「私」と二人で店を出て、車でラブホ

テルに入ったが、翌朝いなくなってしまった。こういった「一部始終」(第1部P323)を体

験した後、「白いスバル・フォレスターに乗っていた中年男が、果たして彼女を追っていた

のか、彼女がその男から逃れようとしていたのか」(第1部P323)と勝手に想像するように

なった。また、翌朝朝食のため、例のファミリー・レストランに入り、既にそこにいる白

いスバル・フォレスターに見られた「私」はその顔に「非難の色さえうかがえた」(第1部

P323)。と同時に再び「おまえがどこで何をしていたかおれにはちゃんとわかっているぞ」

(第1部P323)と無言のうち、語りかけられ一夜の情事を見抜かれたように捉えている。 

3.2.2信用できない語り手の一面と手の入込んだ性的語り 

例の女性との性交について、「私」は「その長い旅行のあいだ、ただ一度だけ生身の女性

と性交したことがある」(第 1 部 P309)と言い、「その長い旅行(あるいは放浪)のあいだに

                         
家の外に出て免色を迎えた」(第1部P284、第16章P268「明日の十一時にお目にかかりましょう」による推
定)とあるように火曜日から翌週の金曜日までの10日間ほどかかって免色の肖像画が出来たのである。 
9 浅利文子は、「『騎士団長殺し』―物語世界の新たな魅惑―」野充義監修・曾秋桂編集(2018)『村上春樹
研究叢書村上春樹における魅惑』第五輯TC005淡江大学出版中心では、白いスバル・フォレスターの男を
「私」の影として捉えている。 
10 「中年の長身の男、(中略)黒い革のジャンパーを着て、ゴルフメーカーのロゴが入った黒いキャップをか
ぶっていた。(中略)髪は短く刈り込まれ、白髪が混じっていた。痩せて、まんべんなく日焼けしていた。額
には波打つような深い皺が寄っていた」(第1部P314-315)として初登場して以来、第2部P533まで続いて
いる。 
11 その言葉が第1部P323、P328、P330、P358、P364と第2部P322、P376、P378、P381に出ている。 
12 「日曜日の朝」(第1部329)に白いスバル・フォレスターの男の肖像にとりかかって、原文の第20章から
27章に至って、その週の金曜日にやって来たガールフレンドが帰った後、「白いスバル・フォレスターの男
の肖像の、描きかけの肖像画を眺めた」(第1部440)、「その絵は未完成なままで完成していて」(第1部
441)とあるように、完成は同じく週の日曜日から金曜日までの6日間だと分かった。 
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持った、唯一の性的な体験」(第1部P320)と語っている。そうすると物語が始まったとこ

ろで宣言した「妻と別れその谷間に住んでいる八ヶ月ほどのあいだに、私は二人の女性と

肉体の関係を持った」(第1部P17)13は修正すべきであろう。というのは、肉体関係を持っ

たのは上述の例の女性を入れて、3 名になるからである。だが、わざわざ強調された「生

身の女性」、「唯一の性的な体験」の裏をさらに探ってみると、その「生身の女性」ではな

く、「私」の妻を青森で見た「淫靡な夢」(第2部P189)で「レイプした」(第2部P190)と

いう記述が「唯一の性的な体験」の説を覆すことになり、4 名の女性と交わることになっ

たのである。ここでは信用できない語り手の一面と手の入込んだ性的語りの2点に、まず

気づかされよう。以下、それを隠蔽した真意を解明しよう。 

3.2.3周縁と深化を兼ねた暴力の重層的構造 

 「白いスバル・フォレスターの男の肖像」が「未完成なままで完成していた」(第 1 部

P441)時、例の女性とセックスしている 中、「彼女が真剣に殴打されることを真剣に求め

ていた。彼女が必要としているのは本物の痛み」(第1部P442)と、バスロープで「首を少

し絞めてくれない」(第1部P442)という願いが「私」に思い出されている。と共に、この

一夜の情事を「この男(白いスバル・フォレスターの男・論者注)は知っていたのだ」(第1

部 P443)と「私」が感づいた。要するに例の女性が性的暴力に走る傾向にあり、彼女との

情事を白いスバル・フォレスターの男に総て見届けられていると言えよう。 

 その後、例の性的暴力に走った女性を思い出す度、暴力の話題と係わっている。例えば、

政彦と軍隊のような暴力的なシステムに触れた時14にも、騎士団長を殺す場面にも、再度南

京大虐殺に触れると共に、「宮城県のラブホテルで女の首を絞めたときのことを思いだし

た。(中略)。一瞬見いだしたのは、これまで覚えたこともないような深い怒りの感情」(第

2部P322)であった。このように、例の女性の登場はいずれも暴力と関わり、性的暴力、騎

士団長殺し、さらに虐殺の国家暴力へと広まっていったように繋がっている。周縁へ広ま

っていく以外、性的暴力を基礎にした暴力の性質を深めていく重層的構造も見られよう。 

3.2.4性的暴力へと深まっていく重層的構造――「私」の持つ憤怒と念願 

性的暴力へと深化していく重層的構造を一重剥がすと、性的暴力へと繋がった「私」の

持つ憤怒と念願の二面性が分かった。 

3.2.4.1不倫した妻へ迸り出る憤怒 

妻から手紙を受け取ったその夜、「私」は「長く暗い夢」(第1部P503-504)を見ていた。    

「長く暗い夢」に例の性的暴力に走る女性と白いスバル・フォレスターの男がまた出てき

た。その夢の中では、人物の置き換えが行われている。「私」が「白いスバル・フォレスタ

ーの男」に、例の女性が「妻」に、彼女と一夜を共にした「私」が妻の不倫相手に、とい

                         
13 この行動を取った「私」に言わせれば、「私が人妻たちと関係を持つようになったのも、そんな時期のこ
とだった。私は多分精神的な突破口のようなものを求めていたのだと思う」(第1部P71-72)のことである。 
14 「性行為の 中に私にバスローブの紐を手渡し、これで思い切り首を絞めてくれと言った若い女」(第2
部P101) 
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うように置き換えられた。夢の中で、白いスバル・フォレスターの男である「私」が「妻

を追い詰め、その白く細い首をバスロープの紐で絞めた。(中略)これまで経験したことの

ない激しい怒りが、私の心と身体を支配していた」(第1部P503)。また、その夢から覚め

た時、首を締める「ふりだけでは終らない要因は、私自身の中にあった」(第1部P504)と

も「私」が気づいた。嘗て例の若い女に「首を絞めてくれ」と頼まれた時に「私の中にも

ともとそういう暴力的な傾向はない」(第1部P442)と否定したが、ここでは実は「私」も

性的暴力性を持っていることが分かる。ただし、小田原滞在中、人妻と出来た性的関係に

は性的暴力の傾向は見られないことから考えると、「私」の性的暴力は、あくまでも妻に向

けたものと言える。こうして「長く暗い夢」での人物の置き換えにより、性的暴力の構造

を通して、不倫をした妻に口には出せなかった憤怒が迸り出るようになったのである。 

3.2.4.2妻への愛の念願 

憤怒を持つ反面、不倫した妻への愛の念願も込められている。それは友人の政彦に妻の

「妊娠七ヶ月」(第 2 部 P187)のことを知らされて、初めて思い出した「四月十九日」(第

2部P189)に見た「淫靡な夢」(第2部P189)から判明した。 

 夢では、広尾のマンションの部屋で眠り続けている妻と「ずいぶん久しぶりの性交」(第

2部P189)し、「射精は激しく、幾度も幾度も繰り返された」(第2部P189)。夢から覚めた

「私」は「実際に射精していることに気づいた」(第2部P191)。と同時に「ちょうどその

時期に、ユズは受胎したことになる。勿論ピンポイントで受胎日を特定することはできな

い。しかしその頃といってもおかしくはないはずだ」(第 2 部 P193)と推測した。そして、

「そんな生々しい出来事がただの夢として終わっしまうわけはない――それが私の抱いた

実感だった。その夢はきっと何かに結びついているはずだ。それは現実に何かしらの影響

を及ぼしているはずだ」(第2部P194)と、連続に発した「はず」からは伏線めいたものが

感じられよう。いわば、妻が産んだ「室」が自分の子だということへの暗示なのである。 

 この可能性を立証する前に、性的暴力を語る際に、語り手がよく目を眩ませるような語

り方を取っていることに注意を促したい。例えば、語られた順番については、例の女性と

の情事が先で、「淫靡な夢」(第2部P189)がその後である。しかし、「四月も後半にさしか

かった頃」(第 1 部 P43)、寒い北海道をあとに「青森から岩手、岩手から宮城へと太平洋

の海岸沿いに進んだ。(中略)そのあいだ私はやはり妻のことを考え続けていた」(第 1 部

P43)という語りを根拠に見ると、「私」は青森から岩手へ、そうして岩手から宮城へという

順路を辿り、東京へ戻った。ここから、宮城で起きた例の女性との情事は青森で妻をレイ

プしたことより後に起きたことのはずである。そうすると、宮城でバスロープで「首を少

し絞めてくれない」(第 1 部 P442)と例の女性に頼まれた時に、「私の中にもともとそうい

う暴力的な傾向はない」(第1部P442)」と言い張ったことは、明らかに嘘である。という

のは、先立って「淫靡な夢」の中で妻との性交をレイプだと認めた以上、暴力的傾向がな

いとは言えないからである。その性的暴力を意図的に隠蔽している姿勢は明確である。 
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 また、語り手が隠蔽した「淫靡な夢」(第2部P189)を語る契機は、政彦に妻の妊娠七ヶ

月を知らされた時である。政彦の話によると、「私」が「家を出て行く半年くらい前」(第

2部P177)、「去年の九月くらいのことだが、(中略)ふたり(妻と不倫相手のこと・論者注)

は時をおかず恋人の関係になった」(第2部P178)という。また、「私」が「三月半ば」(第

1部P28)に家を出て、「私」が「生物学的にいえば、可能性はゼロだよ。八ヶ月前にはぼく

はもう家を出ている」(第2部P179) 。政彦と「私」の語りの両方を合わせると、妻が妊

娠した子供の親は「私」以外の男のはずである。しかし、家を出た後、初めて会った妻が

不倫した相手が「その子供の父親だという確信」(第2部P523)を持っていないこと、また

不倫した相手の子供の受妊について、「もしそういうことがあったら、女の人にはなんとな

くわかるものなの」(第 2 部 P524)と否定した言葉、そして不倫した相手に「子供の親権」

(第2部P526)を与えないことの3点から見ると、妻が妊娠している子は不倫した相手の子

供ではなさそうである。とすれば、「私」が妻に言った「ひょっとしたらこのぼくが、君の

産もうとしている子供の潜在的な父親であるかもしれない。そういう気がするんだ。ぼく

の思いが遠く離れたところから君を妊娠させたのかしもしれない。一つの観念として、特

別の通路をつたって」(第2部P527)ということの可能性がますます高まってくる。 

今までの流れを再度整理するが、政彦に知らされた時点15は「私」が3月初めに家を出て

既に8ヶ月となり、妻が妊娠して7ヶ月となった。逆算すると、妻は4月に妊娠したはず

である。妊娠した子が不倫した相手の子でなかったら、家を出た「私」が「四月十九日」

(第2部P189)に見た「淫靡な夢」16(第2部P189)を通して妻に受妊させたことの可能性が

考えられよう。前述の連発した「はず」を合わせて再度読むと、4月に「私は青森の山中に

いて、彼女は(おそらく)東京の都心にいた」(第 2 部 P194)にもかかわらず、「私」が「淫

靡な夢」を通して妻に受妊させたことの可能性しか残されていない。そこには、離婚しよ

うと言った妻を受妊させる17ことにより妻を繋ぎ止めようとした愛の念願があると言える。 

3.2.5白いスバル・フォレスターに乗った男の肖像画イコール「私」の自画像 

政彦に「白いスバル・フォレスターに乗った男」の下絵を見せたところ、「この男は――

男だよな、――何かを怒っているだろう?何を非難しているのだろう?」(第1部P336)と政

彦が漏らした感想に続き、「ここには深い怒りと悲しみがある。でも彼はそれを吐き出すこ

とができない。怒りが身体の内側で渦まいている」(第1部P336)と政彦が見ている。下絵

にある「怒り」と「非難」は、かつて白いスバル・フォレスターの男に見られた「非難」

(第1部P323)の表情であり、また「長く暗い夢」(第1部P503-504)でも「私」に置き換え

                         
15 翌日の月曜日に続く「秋のなかば」(第2部P69)からの一週間後のその週の土曜日にやってきた政彦が妻
の妊娠を「私」に知らせた。それは11月の末と推定される。一方、4月に妊娠した妻が今が七ヶ月になると
すると、今とは11月のはずで、時間的には一致している。 
16 この夢は妻からすると、「夢魔」、「邪悪な存在」(第2部P199)、「私自身の性的な分身である夢魔」
(第2部P201)。また、これに関する語りからも、信用できない語り手の一面が伺える。第2部P199では、
妻に同じ夢を見たかと確かめたかったが、第1部P55では、「彼女の夢の中に出てきた私のことを、私は別
に知りたいと思わなかった」。 
17 物語の終盤には、「私はもう一つの別の世界でユズを受胎させたのだ」(第2部P540)と説明している。 
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られ、表わした「激しい怒り」である。このように「白いスバル・フォレスターの男」の

怒り、非難の心情を共有した「私」が画いた「白いスバル・フォレスターの男」の下絵を

見ると、政彦はすぐに「ようやくおまえは自分の絵を描き始めた。自分のスタイルらしき

ものを見出すようになった」(第1部P339)と言ってくれたのである。心情を共有し、それ

に共鳴しないと、肖像画を以って自分のスタイルらしきものの確立には縁遠いであろう。 

また、「白いスバル・フォレスターの男」の肖像画を「未完成なままで完成していた」(第

1部P339)ことにし、「過去の記憶から起して描こうとしていたその人物は――そこに提示

されていたる今の自分の暗黙の姿に、既に充足していてるようだった」(第 1 部 P441)。

「私」と怒り、非難の心情を共有するだけではなく、共鳴もした白いスバル・フォレスタ

ーの男の肖像画を描いた「私」は、正に自画像を仕上げたと言えよう。後に、「地底の国を

横断し、狭くて真っ暗な横穴を抜けて、この現実の世界」(第2部P445)に戻ってきた「私」

が再び「白いスバル・フォレスターの男」の肖像画を見た時に、その肖像画に「自分自身

の投影を見ているだけなのかもしれない」(第 2 部 P445)と述べた。ここからも、「白いス

バル・フォレスターの男」の肖像画が「私」の自画像であることを裏付けることが出来る。 

「白いスバル・フォレスターの男」が「私」の影だという説18もあろうが、綿密に分析し

た結果、語り手が自分の持つ性欲、妻に限って発露した性的暴力を隠蔽した姿勢、重層的

構造の究明による「私」の持つ憤怒と念願、自画像が一つに繋がっていると分かった。 

4.小田原滞在中、創作した4枚の絵の考察――その2 

4.1「雑木林の中の穴」の絵---高揚した性欲の表れ 

 「風景画」(第2部P107)の「雑木林の中の穴」の絵は、まりえの肖像の作画中、同時に

手掛けたものであり、19日間かけて完成された19が、救出の礼に免色に贈られた20。 

「何か無性に描きたかった」(第2部P71)と描き始めたその絵は、「私はさっき見てきた

ばかりのその光景を頭に再現し、(中略)穴のまわりの地面を描き、(中略)穴を隠すように

覆っていたススキの茂みは重機のキャタピラに踏みつぶされ、倒れ伏していた」(第 2 部

P71-72)と描いているうちに、「雑木林の中の穴と一体化していくような奇妙な感覚に再び

襲われた。その穴は確かに自らが描かれることを求めているようだった。(中略)それが女

性の性器を連想させることに気づいた。キャタピラに踏みつぶされたススキの茂みは陰毛

そっくりに見える」(第 2 部 P72)。この点については、「私」自身が「フロイト的解釈だ」

(第2部P72)とし、「この地面に開かれたくらい穴は、作者の無意識の領域から浮かび上が

ってきた記憶と欲望の表象として機能しているように見受けられる」(第 2 部 P72)と考え

ているタイミングに、登場してきた人妻と性交することにより、女性の性器を連想し高揚

                         
18 浅利文子(2018)「『騎士団長殺し』―物語世界の新たな魅惑―」野充義監修・曾秋桂編集『村上春樹研究
叢書村上春樹における魅惑』第五輯TC005淡江大学出版中心を参照されたい。 
19 まりえが2回目に来た日曜日の翌日月曜日(第2部P67)から始め、さらに2回目の日曜日の翌週の金曜日
(第2部P218)に完成したため、合わせて19日間となる。 
20 「『雑木林の中の穴』を自分で簡単に額装し、免色に贈呈した。(中略)彼がその絵をとても気に入ったよ
うだった」(第2部P518) 
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した性欲を解消してくれた。そして「雑木林の中の穴」の絵の完成を「ある時点でその絵

を完成し、もうそれ以上私の絵筆を受け入れなくなった。まるで性的にすっかり満ち足り

てしまった女性のように。」(第 2 部 P218)と「私」が、女性が性的欲望が満たされたこと

に比喩した所から見れば、描き始めた時に触れた女性の性器、陰毛、欲望の表象と軌を一

つに性欲とかかわっている。作画態度については、表に「これという意味もなければ目的

もない。ただの気まぐれのようなものだ」(第 2 部 P219)と言ったが、裏には「気まぐれ」

の源が性欲にあることは確かである。ここで、再び信用できない語り手の一面が見られる。 

4.2秋川まりえの肖像――妹により目覚めた性欲から未来への祈願 

「秋川まりえの肖像」は、未完成のまま「三枚のデッサン」(第 1 部 P496)、「十三歳の

まりえの肖像をひとつのかたちとして残せたことを(中略)嬉しく思い」(第2部P521)、ま

りえに贈りものにした。作画中、「私の中で秋川まりえの姿と、妹のコミの姿とが一つに入

り混じっていく感覚がある。(中略)少女たちの魂は奥深い場所――響き合い、結びついて

しまったようだった」(第 1 部 P496)と述べたが、妹だけではなく、「妻(ユズ)の姿が混じ

り込んでいるようだった。(中略)私は人生の途上で自分が失ってしまった大切な女性たち

の像を秋川まりえという少女の内側に求めていた」(第 2 部 P200)。妻、妹21、まりえの三

者を意識的に関係付けている「私」は、女性の胸が気になり22、まりえとよく「胸」を話題

に出している23。妹の死も、「その膨らみ始めたばかりの乳房はもうそれ以上膨らむことを

やめていた」(第 1 部 P166)と表現し、家族のいない時、妹の部屋に入り、「ベットに腰を

下ろし、スケッチブックに彼女の絵を描き続けた」(第1部P169)。妹との関係を「こんな

に親密な兄と妹の関係」(第 1 部 P430)と認めている。このように、近親相姦の願望24まで

行かなくても、15歳の少年「私」は13歳の妹を異性と見ていた可能性は大いにあろう。 

5. おわりに──「私」にとっての『ヰタ・セクスアリス』 

「私」の小田原滞在中に創作した4枚の絵を総合的に考察した結果は以下に纏められる。

「免色の肖像画」により肖像画のタブーを打破した「私」は、それを突破口に内心に潜ん

だ性欲と向き合うことが出来た。『騎士団長殺し』は、不信なる語り手と手の入込んだ性的

語りを意図的に使っても、性欲を共通項に露にした「白いスバル・フォレスターの男の肖

像画」、「雑木林の中の穴の絵」、「秋川まりえの肖像画」をパズルとして組み合わされ、響

きあい、共鳴する少年時代からの「私」にとっての『ヰタ・セクスアリス』だと言えよう。

                         
21 「私」から見た妻と妹との関係は、第1部P44、P430で記述されている。 
22 この記述が関係を持つ一人の女性(第1部P18)、妹(第1部P166、483)、ガールフレンド(第1部P173、第
2部P74)、秋川笙子(第2部P9、10、74、436)に見られる。 
23 まりえ失踪後始めて「私」にその経緯を説明した時だが、それに関係なく、「乳房がほんの少しだけ盛り
上がっていることに気づいた」(第1部P459)が特異であり、第1部P482、483第2部P436、451、459、
520、536にも見られる。  
24 それは「他人に見えないように、私自身の秘密の信号その奥にこっそり描き込むこと」(第2部P201)と匂
わせた箇所から読み取れよう。 
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七、口頭発表12 

 

『トニー滝谷』に於けるアウトサイダーの行方 

―時代との共鳴と拒否― 

復旦大学外文学院 鄒 波 

 

1. はじめに 

2005年に、村上春樹の短編小説「トニー滝谷」は市川準監督により映画化された。イッ

セー尾形と宮沢りえ主演であり、坂本龍一が音楽を担当した。宮沢りえが主人公の妻と助

手を一人で演じる印象的な設定で、1958年に公開されたアルフレッド・ヒッチコック監督

の『めまい』（Vertigo）を想起させる作品である。 

「トニー滝谷」は 初に『文藝春秋』1990年6月号に掲載された。『村上春樹全作品1979

－1989⑧ 短編集III』（講談社、1991年7月）に収録された時、大幅に改稿され、ローング・

ヴァージョンとなっている。1996年11月に、短編小説集『レキシントンの幽霊』（文藝春秋）

に収録された。のちに英訳され、2002年4月15日号The New Yorkerに載せられた。 

語りや内容の面から見ると、「トニー滝谷」はリアリズム風の作品である。作品は時間の

順でトニー滝谷親子2人の人生を描き、第2次世界大戦から戦後にかけての上海や東京な

どの地理環境が舞台となっている。作品は「トニー滝谷の本当の名前は、本当にトニー滝

谷だった」から始まり、3つの時代における個人史を描きだしている。 

初に登場するのはトニー滝谷の父親、滝谷省三郎である。彼は日中戦争勃発前後、上

海に渡り、ジャズ演奏者として活躍した。中国で敗戦を迎えたのち、投獄され、釈放され

た。戦後、滝谷省三郎はジャズ・バンドを結成して、米軍基地めぐった。昭和22年に結婚

し、翌年に息子が誕生したが、後に妻とは死別した。しょっちゅう演奏旅行に出掛けてい

た滝谷省三郎は息子の面倒をほとんど見ず、独りよがりの人生を送った。昭和23年に生ま

れたトニー滝谷はアメリカ軍少佐トニーの名前を付けられた。妙な名前のせいで閉じこも

りがちな少年時代を送り、安保紛争のなかで青春時代を送った。美術大学を卒業した後、

トニー滝谷はイラスト作家として平穏な生活を送っていた。洋服にこだわる女性と結婚し

たが、妻となった女性は交通事故に遭い、死んでしまった。その後、トニー滝谷は妻と同

じ身長の女性を募集しようと思っていたが、結局諦念してしまった。 

作品に村上春樹のよく扱っているいくつかのテーマが出ている。例えば、日中戦争に対

する個人的な歴史記憶、そして、常に不在である父親という村上春樹には馴染み深い主題

である。また、この作品で顕在化された名前とアイデンティティの問題、さらには時代背

景として描き出された1960年代末の大学紛争、及びその渦中で疎外感を味わう主人公は、

『ノルウェイの森』などの初期作品を想起させる。主人公の妻が洋服にこだわる描写から

は、消費社会と自我の問題も提起されている。それゆえ、「トニー滝谷」は村上春樹のほか



 

159 

 

の作品と間テクスト性を持っているといっても過言ではない。 

徐忍宇は「共同体から離れた個人を描こうとした初期作品が固有名の不在という形で現

れたように、個人から共同体へ移行しつつあった時期に書かれた「トニー滝谷」に歴史に

ついての意識的な配慮が現れる」1と論じている。山根由美恵は「天涯孤独の身」や「ひと

りぼっち」などのキーワードに着目し、「喪失からくる孤独の物語」の特徴を認め、さらに

ジェンダーの視点から「妻の抱えている孤独を内閉し、彼女の叫びが封じ込められている」
2と指摘している。 

「トニー滝谷」は時代の変遷と共に生きる個人の存在を描く作品である。日中戦争、太

平洋戦争から安保紛争へ、さらに高度成長期を経て、消費社会への変遷において、省三郎

とトニー滝谷という親子2人、そしてトニーの妻が登場し、それぞれの時代に共鳴し、他

方で拒否する姿勢を示している。本稿では先行研究で指摘された「名前」や「孤独」など

のキーワードをめぐる問題点も含めて、作品に描かれた時代の変遷を考察し、共同体や消

費社会のシステムを拒絶する「アウトサイダー」の存在を分析することにしたい。それに

よって現代人が背負っている歴史的記憶や、時代に対する共鳴などの課題を解明したい。 

 

2. 音楽・アウトサイダー、戦争と戦後の時代 

2.1 戦争の地政学とジャズ音楽の象徴性 

 登場人物の省三郎とトニーは村上春樹が描いたアウトサイダーの系譜に属している。河

上徹太郎の定義によると、アウトサイダーは「インサイダーの反対語、つまり常識社会の

枠外にある人間の謂で、アウト・ロウ、疎外された者、異教徒、異邦人、これ等のわれわ

れにお馴染の文壇用語はすべて字義的に一応妥当するのである。」3アウトサイダーはシス

テムの存在を意識しながら、権力の中心から離れる人間たちである。 

ところで、システムから疎外されたのと自己疎外という、2 つのパターンが見られる。

それゆえ「トニー滝谷」には、主人公と主人公の父親という2人のアウトサイダーが描か

れているのである。まず父親の方を見てみよう。村上春樹は主人公を描く前に、父親であ

る滝谷省三郎を登場させている。 

 

しかし太平洋戦争の始まる四年ばかり前に、女の絡んだ面倒を起こして東京を離れ

なくはならなくなり、どうせ離れるならということで楽器ひとつ持って中国にわたっ

た。（中略）当時の上海という街が提供する技巧的なあでやかさの方が彼の性格にはよ

                         
1 徐忍宇（2007）「名前からの逃避：「固有名」のアレゴリーとして読む「トニー滝谷」」『九大日文』第10

号p.64 
2 山根由美恵（2012）「絶対的孤独の物語―村上春樹「トニー滝谷」「氷男」におけるジェンダー意識―」『近代

文学試論』第50号p.19 
3 河上徹太郎（1959）『日本のアウトサイダー』中央公論社 
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くあっていたようだった。4（p.227）  

 

 太平洋戦争の始まる4年前というのは1937年のことで、日中戦争が勃発する時期に当た

る。柄谷行人がかつて昭和と戦後体制の終わりという「終焉」をめぐって、大江健三郎と

村上春樹の文学を論じたことがある。「村上春樹の情報論的世界認識あるいは〈歴史の終わ

り〉の認識は、右の意味でも〈現実性〉からの逃亡であり、ロマン派的な拒絶である。」5柄

谷行人が指摘した村上春樹の「歴史の終わり」という認識はむしろ「歴史」という巨大な

システムを常に意識しながら、それに対して無関心の姿勢を保ち、個人の生を続けようと

するスタンスであろう。逃亡と拒絶は一見して権力の中心から離れて、周辺6に生きること

である。しかし注意すべきは省三郎のアウトサイダーのイメージはジャズ音楽と「上海」

という地政学的な記号によって造型されている。 

近代日本知識人の上海に関する遊記7や小説8には、上海の管弦楽団、ジャズクラブ、ダン

スホールの楽団などがしばしば描かれている。榎本泰子が指摘したように、1879年にアマ

チュアの西洋人の演奏者たちによって、上海交響楽団が誕生した。また1922年に、マリオ・

パーチが指揮者を担当した上海工部局交響楽団が成立した。これらは上海初めての本格的

な交響楽団であった。多くの音楽家が上海に集まった原因について榎本泰子は、「1917年に

帝政ロシアが倒れてから、多くの貴族やユダヤ人が社会主義政権下の祖国を逃れ、極東へ

向かった」9からであると分析している。太平洋戦争の前に、近衛秀麿、山田耕筰も楽団の

客員指揮者として上海にやって来て、指揮をしたことがある。そして1942年に、楽団は日

本側に引き取られ、名前は「上海交響楽団」に変更され、服部良一が一時期指揮を担当し

た。 

本格的な交響楽団のほかに、ダンスホール、ナイトクラブ、高級レストラン、ホテルの

ラウンジではワルツなどのダンス音楽、流行曲、ジャズなどが演奏された。ジャズは20世

紀の初めごろに、アメリカの黒人の民俗音楽と白人のヨーロッパ音楽との融合によって誕

生した音楽であり、オフ・ビートのリズムから生じるスイング感と即興演奏などを特徴と

している。「1920年代の終わりごろから1930年代にかけて、上海は間違いなく東洋のシャズ

の都である。」10正統な音楽とされるクラシック音楽、とりわけ交響曲とは対照的であるが、

ジャズは自由で、中心から離れた「アウトサイダー」的な性格を有していたともいえよう。 

                         
4 引用は村上春樹（1991）『村上春樹全作品1979－1989⑧ 短編集III』講談社による。 
5 柄谷行人（1995）『終焉をめぐって』講談社学術文庫 
6 「中心」、「周辺」の術語及び定義は柄谷行人（2014）『帝国の構造 中心・周辺・亜周辺』青土社による。 
7 芥川龍之介（1977）「支那遊記」『芥川龍之介全集』岩波書店、村松梢風（1924）『魔都』小西書店など。 
8 阿部知二（1974）「緑衣」『阿部知二全集』河出書房新社、武田泰淳（1979）「上海の蛍」『武田泰淳全集』

（18）筑摩書房など。 
9 榎本泰子（1998）『楽人の都・上海』研文出版p.83 
10 “By the late 1920s and 1930s Shanghai had a firm reputation as the ‘Asian jazz mecca’.”E. 

Taylor Atkins, Jammin’ on the Jazz Frontier: The Japanese Jazz Community in Interwar Shanghai, 

Japanese Studies, Vol. 19, No, 1, 1999 
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省三郎は植民地の上海に渡り、敗戦まで気楽に過ごした。しかし、近代上海は戦争と「ま

ったく関係のない」場所ではない。「上海事変」だけでなく、太平洋戦争の開戦と同時に、

1941年12月8日に、日本軍は英米の軍艦を攻撃し、公共租界を占領した。省三郎は「外地」

という周辺にいて、中心で行われている戦争とは無関係であったが、にもかかわらず、周

辺に存在する権力の中心にアクセスし得るポジションを有していた。 

 

そのようなわけで、日中戦争から真珠湾攻撃、そして原爆投下へと到る戦乱激動の

時代を彼は上海のナイトクラブで気楽にトロンボーンを吹いて過ごした。戦争は彼と

はまったく関係のないところで行われていた。要するに、滝谷省三郎は歴史に対する

意志とか省察とかいったようなものをまったくといっていいほど持ち合わせない人間

だったのだ。好きにトロンボーンが吹けて、まずまずの食事が一日三度食べられて、

女が何人かまわりにいれば、それ以上はとくに何も望まなかった。（pp.227-228） 

 

 戦争中の省三郎は「陸軍の高官や、中国人の金持ち連中や、その他様々な正体不明の方

法で戦争から莫大な利益を吸い上げている羽振りのいい連中と親しくつきあった。」11彼は

戦争中の日本を離れ、日本の軍事勢力の傘下で陽気に過ごした。一見して、彼は自由な生

命力を誇るジャズと旺盛な欲望をもって権力機構を否認しているが、植民地という、いわ

ば虚構としての「国家」あるいは共同体のシステムに守られているにもかかわらず、イン

サイダーの義務を無視し、アウトサイダーの自由を楽しんでいる人間であろう。 

 

2.2 戦後の地政学とジャズ音楽の象徴性 

敗戦後、省三郎は投獄され、銃殺される危険から逃れ、帰国した。「他にできそうな仕事

もなかったので、彼は昔の知り合いに声をかけて小さなジャズ・バンドを結成し、米軍基

地めぐりを始めた。そしてそこで持ち前の人あたりの良さを生かして、ジャズの好きなア

メリカ軍の少佐と友達同然の仲になった。」12戦後の日本は1952年までGHQに占領されてい

た。1949年に横浜市内で撮られた米軍基地のフェンスには英語と日本語で表記される看板

が掲げられていた。「立入禁止区域 此処は米駐軍の施設です関係者以外は立入禁止違反

すると日本の法律で罰せられます」。つまり、主権国家の権力を失った日本においては、米

軍基地は周辺的な場所であると同時に、ある意味では頑固な「中心」でもある。進駐軍の

時代、省三郎はジャズ・バントを結成し、米軍基地をめぐった。その行為は上海に渡り、

周辺にある「中心」に接近するのと一致しており、「アウトサイダー」の両義性を見せてい

る。 

そして、戦時中「敵性音楽」と見なされ、取り締まり政策を受けたジャズは転機を迎え

                         
11 村上春樹（1991）『村上春樹全作品1979－1989⑧ 短編集III』講談社p.228 
12 村上春樹（1991）『村上春樹全作品1979－1989⑧ 短編集III』講談社p.230 
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た。ジャズは民主主義的な音楽として広く浸透していき、「戦後初期のころ、多く日本人フ

ァンがスウィグ（つまり、「ジャズ」）を聴きなじんだのは、進駐軍放送のラジオ番組から

だった」。13それに対して、米軍基地のクラブやキャバレーなどでは本格的な生演奏が行わ

れている。東谷護の調査によると、進駐軍兵士が一番多い横浜には、進駐軍クラブや進駐

軍専用のキャバレーの数は、30弱14であった。 

敗戦初期、滝谷省三郎が演奏する対象は進駐軍の兵士たちであった。占領期の終結に伴

って、進駐軍兵士の数もだいぶ減り、進駐軍クラブも減った。時代が安保紛争、経済高度

成長期を経ても、省三郎は昔ながらの演奏をしつづけていた。トニー滝谷が37歳のとき、

結婚する相手を見つけて、彼女を連れて父親の演奏を聴きに行った。 

 

二人は一度滝谷省三郎の演奏を聴きにいった。（中略）しかししばらく演奏を聴いて

いるうちに、まるで細いパイプに静かにしかし確実にごみが溜まっていくみたいに、

その音楽の中の何かが彼を息苦しくさせ、居心地悪くさせた。その音楽はトニー滝谷

が記憶しているかつての父親の音楽とは少し違っているように感じられたのだ。もち

ろんそれはずっと昔の話しだし、それに所詮子供の耳だった。でも彼にはその違いが

重要なことであるように思えた。ほんの僅かな違いかもしれない。でもそれは大事な

ことなのだ。彼はステージに上っていって父親の腕を掴み、いったい何が違うんだい、

お父さん、と問いかけてみたかった。（p.234） 

 

1948年生まれたトニー滝谷が父親の演奏を聴いたのは1985年のことである。高度成長期

を経た日本は消費社会に入り、戦争中と戦後初期の中心と周辺の関係性はなくなり、権力

機構というシステムの力は不可視と化してしまった。省三郎が持っていた中心と周辺にお

けるシステムの力学を巧みに利用して生きる能力は有効でなくなり、周辺にいながら中心

に接近しつつあるアウトサイダーの両義性も消えてしまうのである。それゆえに、トニー

滝谷の耳に父親の演奏は違うように聞こえ、もともとシステムを意識しながらアウトサイ

ダーとして乱世を生きる活力は消失してしまったと考えられる。 

 

3. 消費社会におけるアウトサイダーの可能性 

3.1 消費社会の生産者としてのイラスト作家 

トニー滝谷は1948年、連合軍に占領された東京に生まれた。滝谷省三郎と親しく付き合

っていたアメリカ軍少佐は、自分のファースト・ネームをその子につけるように薦めた。

省三郎は「これからはしばらくアメリカの時代が続くだろうし、息子にアメリカ風の名前

を付けておくのも何かと便利であるかもしれない。」15と思った。日本という国家に背を向

                         
13 マイク・モラスキー（2005）『戦後日本のジャズ文化 映画・文学・アングラ』青土社pp.34-35 
14 東谷護（2005）『進駐軍クラブから歌謡曲へ』みすず書房p.99 
15 村上春樹（1991）『村上春樹全作品1979－1989⑧ 短編集III』講談社p.232 
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けて生きてきた省三郎は、個人の存在を進駐軍の権力に頼るだけでなく、アメリカ風の命

名によって息子に日本人の共同体から離れることを期待したのである。 

作品の中では、トニー滝谷は名前のせいで混血児とからかわれ、閉じこもりがちの人間

になってしまった。名前とアイデンティティとの関連性について、先行研究によってすで

に指摘されている。ここで注意したいのは、まず安保紛争に関する描写である。『ノルウェ

イの森』や『1973年のピンボール』、『鏡』などの作品と共通しているテーマとして、主人

公は学生運動に対して、無関心の立場を取っている。 

 

そんなわけで彼が高校を出て美術大学に入り、（中略）それは青年たちが権威や体制

に対して切実に暴力的に反抗していた時代であったから、彼の描く極めて実際的な絵

を評価するような人間は周囲にほとんど存在しなかった。（p.233） 

 

『ノルウェイの森』などの作品に描かれた体制に反抗した時代に生きるアウトサイダー

と違って、アメリカ人と日本人の混血児と勘違いされたトニー滝谷にとって、日米安全保

障条約改定反対の闘争に巻き込まれると、名前自体が利用される恐れもある。紛争に対し

てアウトサイダーの立場を取ることは、体制やイニシアチブに対する明確な認識から生じ

た結果というより、個人の存在を大切にするだけなのであろう。 

 

複雑な機械や建築物を彼ほど克明に描ける人間は誰一人としていなかったからだ。

（中略）クラスメートたちはその無思想性を批判した。しかしトニー滝谷にはクラス

メートたちの描く「思想性のある」絵のどこに価値があるのかさっぱり理解できなか

った。彼の目から見れば、それらはただ未熟で醜く、不正確なだけだった。（p.233） 

 

村上春樹はトニー滝谷のことを自閉症患者のように描いている。オリヴァー・サックス

の実験によれば、「細部の正確さ」16は自閉症患者の絵画の一つの特徴である。トニー滝谷

の絵画は、すべての思想性を排除し、体制反対の時代においては無視されていたが、思想

性の必要性のなくなった消費社会になってから、量産できる消費品として歓迎された。 

 

自動車雑誌の表紙の絵から、広告のイラストまで、彼はメカニズムに関する仕事な

ら何でも引き受けた。仕事をするのは楽しかったし、良い金にもなった（p.234） 

 

トニー滝谷の即物的な絵画は、安保紛争の時代ではアウトサイダーのように扱われたが、

消費社会になってから、消費される対象となり、思想性に飽きた読者に歓迎された。この

時期、トニー滝谷は原稿を担当するアシスタントに出会った。 

                         
16 オリヴァー・サックス（2009）『妻を帽子とまちがえた男』早川書房p.389 
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3.2 洋服と消費社会のシステム 

洋服好きなアシスタントはトニー滝谷より15歳下で、1970年に生まれたのである。彼女

は戦争の経験はともなく、安保紛争の記憶も薄い世代である。経済高度成長期に幼少年期

を過ごし、生活の裕福さを楽しみながら、消費社会のシステムに囚われた人物像である。 

「われわれは日常生活の全面的な組織化、均質化としての消費の中心にいる」17とボード

リヤールが指摘している。消費社会の生産者であるトニー滝谷と消費社会の記号である洋

服にこだわる妻にとって、拮抗できるシステムは見えなくなっている。トニー滝谷の妻は

近代の歴史と切断して現代を生きる人間である。「洋服を目の前にすると、彼女はまったく

と言っていいくらい抑制がきかなくなってしまった。一瞬にして顔つきが変わり、声まで

変わってしまった。」18 

 

ミラノとパリでは、彼女は朝から晩まで憑かれたようにブティックを回っていた。

二人はどこも見物しなかった。ドゥオーモにも、ルーブルにも行かなかった。彼はそ

の旅行に関しては洋服屋の記憶しかない。ヴァレンティノ、ミッソーニ、サン・ロー

ラン、ジヴァンシー、フェラガモ、アルマーニ、セルッティー 、ジャン・フランコ・

フェレ……（p.239） 

 

 作品にさまざまな西洋の消費社会の記号が現れてくる。消費社会において、西洋が中心

を占めており、東洋は周辺化された。省三郎の上海からトニー滝谷の東京へ、さらにトニ

ーの妻のミラノ、パリへと、時代は戦争中、戦後から消費社会に移り、顕在されたシステ

ムは消滅してしまい、人間を支配し、異化させるものは変容してきた。ニール・ポストマ

ンが指摘するように、「文化の精神を萎えさせるには二つの方法がある。一つはオーウェル

式で、文化は牢獄になる。もう一つはハクスリー式で、文化は茶番劇になる。」19消費社会

においては、洋服にこだわることは、消費社会のシステムに支配され、体制の束縛から逃

れられない宿命を示している。 

 

4. 消費社会におけるアウトサイダーの可能性 

トニー滝谷の妻は洋服の誘惑に抵抗してみたが、辛い日々を過ごし、「空気の少ない惑星

の上を歩いているような気分だった。」20そして、彼女は返品した洋服をずっと気にしたせ

                         
17 ジャン・ボードリヤール（1995）『消費社会の神話と構造』今村仁司、塚原史訳、紀伊国屋書店p.19 
18 村上春樹（1991）『村上春樹全作品1979－1989⑧ 短編集III』講談社p.239 
19 “There are two ways by which the spirit of a culture may be shriveled. In the first—the 

Orwellian—culture becomes a prison. In the second—the Huxleyan—culture becomes a burlesque.” Neil 

Postman, Amusing Ourselves to Death. 
20 村上春樹（1991）『村上春樹全作品1979－1989⑧ 短編集III』講談社p.240 
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いで交通事故に遭って亡くなった。トニー滝谷は孤独に耐えられず、妻と同じ身長、同じ

体格の女性を募集した。主人公が妻の分身を求め、孤独を癒すというテーマは浮き上がる

にもかかわらず、彼は一度応募に来た女性の「家に電話をかけて、この仕事の話は忘れて

欲しいと言」21って、「古着屋を呼んで、妻の残していた服を全部引き取らせた。」22また、

二年後に、父親の省三郎も亡くなり、山ほどのレコードを残した。小説は、妻の洋服も父

親のレコードの売却で完結した。 

トニー滝谷の行為は消費社会のシステムを認識し、拒否しているのだろうか、作品で提

起された未解決の問題である。3つの時代を生きる2つの世代の体験を考察することによっ

て、戦争中から消費社会にかけて語られるシステムとの共鳴と拒否は、これからの時代に

も問いかけられる大切な課題だと考えられる。 
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七、口頭発表13 

 

偶然の共鳴 

―『ノルウェイの森』と『万葉集』― 

中國文化大學 齋藤 正志 

 

１．偶然の共鳴 

 村上春樹の短篇集『神の子どもたちはみな踊る』の扉にはドストエフスキーの『悪霊』

とジャン＝リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』からの引用があり、特に後者では、「〈ラ

ジオのニュース〉米軍も多大の戦死者を出しましたが、ヴェトコン側も一一五人戦死しま

した。／（改行）女「無名って恐ろしいわね」（以下略）1」という言葉が引用され、先行研

究に拠れば「この短篇集で読者がまず読み解かなくてはならないのは［略］表扉でこれみ

よがしに告げられる無名性の問題」で「小説の中に現れる固有名詞は［略］苗字と同様恣

意的なのか、あるいは名前のように意図があるのか」と問われ、「小説における登場人物の

名に恣意性はありえない」として「名前に物語が付着しているように、そこに恣意的では

ないものを注入する物語へのこだわりを、名前へのこだわりを通して表明2」した作品が巻

末の「蜂蜜パイ」であった。このように既に先行研究でも指摘されていた点を踏まえて、

卑見を公表したことがある3。その際は、人名、地名、曲名などの「呼称表現」が「どれほ

どの意味生成」に関与しているか、と考え、短篇集『女のいない男たち』の巻頭の「ドラ

イブ・マイ・カー」と、前掲の「蜂蜜パイ」とに、個人としては別人であろうが、人物造

型に類似性を持つ「高槻」という人名が同じように使われていることの持つ意味を述べた。

その傍証として、『女のいない男たち』の創作主体「村上春樹」が「まえがき」で「『ドラ

イブ・マイ・カー』は実際の地名について、地元の方から苦情が寄せられ、それを受けて

別の名前に差し替え」て「小説の本質とはそれほど関係のない箇所なので、テクニカルな

処理によって問題がまずは円満に解消してよかった4」と述べているのにも関わらず、「ド

ライブ・マイ・カー」の「渡利みさき」の出身地を「北海道」以外にしなかった理由は、

「蜂蜜パイ」作中の創作童話の舞台が北海道（である可能性がある）ゆえに、共通する人

名を使った「ドライブ・マイ・カー」のほうも北海道にしたかったから、なのではあるま

いか、という卑見を述べた。もちろん「蜂蜜パイ」作中の創作童話が北海道かどうか、と

いうことは旧稿筆者の推測だが、鮭漁が得意な熊という設定から想定すれば北海道という

可能性は否定できない、ということで、村上春樹文学には、呼称表現に拠る意味生成が認

                         
1 村上春樹（2002,2004：p.5）、『神の子どもたちはみな踊る』、新潮社。ただし、頁数は明記されていない。 
2 風丸良彦（2007,2008：pp.165－174）、「13 ブラジャーをはずす女 『蜂蜜パイ』」、『村上春樹短篇再

読』、みすず書房。 
3 齋藤正志（2016：pp.275－281）、「村上春樹文学における〈秩序形成〉のための「人物呼称」―「蜂蜜パイ」

を起点として―」、曾秋桂編、『2016年第5回村上春樹国際シンポジウム予稿集』、致良出版社。 
4 村上春樹（2014：p.12）、「まえがき」、『女のいない男たち』、文藝春秋。 
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められる、と結論したわけである。 

 さて、旧稿では、特定の地域呼称の共通性を創作主体が意識したという可能性を論じた

わけだが、こうした共通性の発見を、本稿では、〈偶然の共鳴（“accidental sympathy”5）〉

と呼びたい。この例には、例えば、オイディプス・コンプレックス的なテーマに拠る彫刻

家の殺人事件を語る点で村上春樹（2002）『海辺のカフカ』と連城三紀彦（1986）『青き犠牲
いけにえ

』

とに〈偶然の共鳴〉が認められ、あるいは、人物設定（川奈天吾と石神哲哉）だけかもし

れないが、村上春樹（2009）『１Ｑ８４ BOOK１』と東野圭吾（2005）『容疑者Ｘの献身』に

も〈偶然の共鳴〉が認められる。ただし、今回の発表では、以上は指摘だけに留め、詳細

は論じない。 

 

２．問題の設定 

 さて、1979 年の『風の歌を聴け』の第 19 章では、一人称の語り手である「僕」が「21

歳」であり、「これまでに三人の女の子と寝た」と語られ、「 初の女の子は高校のクラス

メート」であり、「二人目の相手は地下鉄の新宿駅であったヒッピーの女の子」であり、そ

して「三人目の相手は大学の図書館で知り合った仏文科の女子学生」だったが、この「三

人目の相手」は「翌年の春休みにテニス・コートの脇にあるみすぼらしい雑木林の中で首

を吊って死んだ。彼女の死体は新学期が始まるまで誰にも気づかれず、まるまる二週間風

に吹かれてぶら下がっていた。今では日が暮れると誰もその林には近づかない6」と語られ

ている。この「三人目の相手」について、作中には第21章、第23章、第26章、第39章

に語られ、第26章の章末には「何故彼女が死んだのかは誰にもわからない。彼女自身にも

わかっていたのかどうかさえ怪しいものだ、と僕は思う7」と語られている。ただし、明言

されていないが、おそらく第34章の「僕のガールフレンド」は「三人目の相手」だろうと

思われるので、作中で「三人目の相手」については、合計6章で語られていることになる。 

 この女性の死因は縊死である。若い女性の縊死についての具体的な記述に 2004 年初出

の「赤い名刺」という推理小説の短篇作品があり、これは「Ｌ県警本部刑事部捜査第一課

検視担当」の「調査官」を主人公とする連作短篇集の巻頭作品である。その作中で「ロー

プ」が「首」を絞めつけた途端に「眼球のすべてを晒し、歯と歯茎を剥き出し、捩れた舌

がそれだけ別の生き物であるかのように迫り出して蠢いた。そうして蛙の鳴き声に似たも

のを一つ、胸だか腹だかの深いところから発した」と語られ、さらに「鼻孔から血の混じ

った鼻汁が垂れ、上唇に向かって筋を引いた。まもなく痙攣が始まった。下腹部が収縮し、

ワンピースの淡い黄色がそのまま染みだしでもしたかのような液体が、するすると太股を

                         
5 なお、“synchronicity”と訳したほうが適切かもしれないが、第 7 回村上春樹国際シンポジウムのテーマ

を鑑み、現行のままとしたい。なお、卑見では“synchronicity”は村上春樹の短篇「納屋を焼く」の中で語

られる「モラリティー」の「同時存在」と関係するだろうと思われるが、本稿では触れない。 
6 村上春樹（1982,1988：pp.72－75）、『風の歌を聴け』、講談社。 
7 村上春樹（1982,1988：p.99）、『風の歌を聴け』、講談社。 
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伝った。それは膝頭を避けるようにしてふくらはぎに回り込み、フローリングの床に溜ま

りをつくって臭気を上げた」とも叙述される「若い女の首吊り死体」が冒頭に出てくる8。

ただし、この死体は、「若い女」本人の意思による縊死ではないが、その点は本稿とは無関

係なので、これ以上は言及しない。 

 また、自殺として縊死した女性については、1987年に発表された村上春樹の長篇『ノル

ウェイの森』で「直子」が「自分でちゃんとロープまで用意してもってきて」おり、その

ロープを使って、「寮」の「まわりの林」で決行したようである9。この場合、ようである、

と述べるのは、その縊死した死体の様子が全く描写されていないからであるが、直子の自

殺の動機は、彼女の幼馴染で恋人だった「キズキ」の排ガス自殺を契機とする鬱病的心身

状態に起因するように思われるので、必ずしも動機が不明というわけではなく、明白に縊

死の動機が不明だったのは『風の歌を聴け』の「僕」の「三人目の相手」である。 

 そこで本稿で解明を目指す問題とは、何故、「直子」や「三人目の相手」が縊死という死

に方を選んだのか、という理由の解明である。というのは、もちろん2004年初出の「赤い

名刺」を創作主体の村上春樹が参照した可能性は皆無なのだが、縊死による死体が前述の

描写のように、どちらかと言えば醜悪な状態になるのにもかかわらず、「直子」や「三人目

の相手」が縊死を選ぶのは若い女性の死に方として望ましくない、と本稿筆者には思われ

るからである。もちろん死後の自らの状況まで考慮に入れて自殺するとは限らないが、こ

の2作品において、21歳の若い女性が縊死する理由は奈辺にあるのか？ということで、そ

れが『万葉集』での縊死する女性との関係であり、古典和歌と現代小説の〈偶然の共鳴〉

ということになる。 

 

３．譲渡と競争 

ところで、2014 年初出の村上春樹の短篇「イエスタデイ10」は、同年刊行の短篇集『女

のいない男たち』の第2篇目として収録されている。作中で「木樽明義」という二浪中の

男は、一人称の語り手で当時「早稲田大学文学部の二年生」だった「谷村」の「早稲田の

正門近くの喫茶店」でのアルバイトの同僚だった。二人は「どちらも二十歳で、誕生日も

一週間しか違わな」いという縁があった。或る日、木樽は、谷村に木樽の幼馴染11で「彼女」

である「栗谷えりか」との交際を勧める。木樽は、えりかとの恋愛関係の維持に対する迷

いがあり、既に大学生である彼女に自分の知らぬ男との関係が生じるのを恐れる一方で、

自分と彼女の関係がありふれた恋人同士になってしまうのも不安に思い、その結果として

谷村に対して「どうせ他の男とつきあうんやったら、相手がおまえの方がええやないか。

                         
8 横山秀夫（2007：pp.9－10）、「赤い名刺」、『臨場』、光文社。 
9 村上春樹（2004,2006：p.275）、『ノルウェイの森（下）』、講談社。 
10 村上春樹（2014：pp.67－116）、「イエスタデイ」、『女のいない男たち』、文藝春秋。 
11 「同じ地元の小学校から、同じ中学校と高校に進んだ」ので「これまでの人生のほとんどを一緒に過ごして

きたみたいな」ものだから「自然に男女のカップルみたいになって」きた関係である（村上2014：p.81）。 
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おまえのことやったら、おれもよう知ってるしな。それにおまえから彼女の近況を聞くこ

ともできる（村上 2014：p.83）」と言い出す。この時点で木樽とえりかが性的関係を持っ

ていなかったことを谷村は木樽から聞き出しているが、これは以前に谷村が木樽から別れ

た恋人との関係を尋ねられ、谷村もまた別れたばかりの恋人と性的関係を持たなかったこ

とを答えたためのささやかな意趣返しのような意図での言動に過ぎなかった、と考えられ

る。そこで三人で会った際に、木樽は、えりかに谷村と交際することを「ここらでちょっ

と異なった視点みたいなものを取り入れていく」ための「文化交流」として提案し、えり

かは了承する。ただし、この時の木樽とえりかの会話に、「他にもう誰かつきおうてる男で

もいるのんか？」という木樽の発言があり、これが16年後の谷村とえりかの再会の際に生

きてくる。要するに、木樽が谷村とえりかの交際を提案した背景には、えりかをめぐる第

三の男の存在が揺曳していることを木樽は「勘の良い男（村上2014：p.111）」として察し

ていたのである。その第三の男については、えりかが谷村との「文化交流」デートの際に

「同じテニスの同好会の一年先輩」だと伝えており、前述のように16年後の再会の時、そ

の先輩と彼女が性的関係を持ったのが谷村との文化交流デートの後だった、と語られてい

る。このように「イエスタデイ」は谷村と木樽とえりかと、えりかのもう一人の男との関

係を語り、えりかを中心にすれば、三人の男をめぐる女の話だったことになる。この場合、

木樽の意図は、えりかを第三の男に奪われるくらいなら、谷村に譲りたかった、というこ

とになるのだろう、と考えられる。 

ところで、前述の呼称表現に拠る意味生成によって想起されることは、この「木樽」に

は「きたる」というルビが振られており12、その呼称が『ノルウェイの森』の「キズキ」と

いう呼称を連想させることであるが、僅か一字の共通性に過ぎないことも確かである。『ノ

ルウェイの森』では、高校二年生の春に親友のキズキが作中の一人称の語り手「ワタナベ・

トオル」にキズキの幼馴染で恋人の「直子」を紹介し、三人で過ごす時間を経て、「キズキ」

は排ガスで自殺した。 

木樽とえりかは小中高と同じ学校だったが、木樽が大学受験に失敗し浪人したのに対し

て、えりかは現役で上智大学仏文科に入学した。一方のキズキと直子は「殆んど生まれ落

ちた時からの13」幼馴染だったが、直子はミッション系の女子高校生で、歯科医の父を持つ

キズキはワタナベと同じ高校に通っていた。前者は友人に恋人を譲渡しようとしたかのよ

うな言動を取り、後者は友人に恋人を残して自ら世を去った。一見すると、「イエスタデイ」

と『ノルウェイの森』は、全く異なる人間関係を形成しているように思われるかもしれな

い。しかし、両者がともに恋人を友人に譲渡するような話なのだと考えるならば、両者に

は〈偶然の共鳴〉が起きていることになるのではあるまいか。 

 

                         
12 村上春樹（2014：67）、「イエスタデイ」、文藝春秋。 
13 村上春樹（2004,2006：p.47）、『ノルウェイの森（上）』、講談社。 
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４．古典と現代 

 さて、古典文学には、複数の男性に求婚されて悩み抜いた挙句に自死を選ぶ女性たちが

登場する。特に現存 古の私撰集である『万葉集』の第16巻「有由縁雑歌（有由縁幷雑歌）
14」の巻頭は、「二壮士誂娘子遂嫌適壮士入林中死時各陳心緒作歌二首」で3808～3809番歌

であり、その次は「三男娉一女娘子嘆息沈没水底時不勝哀傷各陳心作歌三首15」で 3810～

3812 番歌である。本稿では、それぞれの題詞だけに注目する。3808～3809 番歌の題詞は

「昔者有娘子字曰桜児也、于時有二壮士共誂此娘而捐生挌競貪死相敵、於是娘子歔欷曰、

従古来今未聞未見一女之身往適二門矣、方今壮士之意有難和平、不如妾死相害永息、尓乃

尋入林中懸樹経死、其両壮士不敢哀慟血泣漣襟、各陳心緒作歌二首」で、後続の3810～3812

番歌の題詞は「或曰、昔有三男同娉一女也、娘子嘆息曰、一女之身易滅如露三雄之忠難平

如石、遂乃仿徨池上沈没水底、於時其壮士等不勝哀頽之至、各陳所心作歌三首娘子字曰縵

児也」である。3808～3809番歌の桜児は二人の男性から求婚され、男性同士が命を賭けて

争っているのに、どちらかを選び切れず、「尋入林中懸樹経死」と縊死し、3810～3812 番

歌の縵児は三人の男性から求婚され、やはりどの男にも決し切れず、「遂乃仿徨池上沈没水

底」と入水した。 

第 16 巻巻頭歌の題詞では二人の男性との関係ゆえに女性が縊死し、後続歌の題詞では

三人の男性との関係ゆえに一人の女性が入水した。この女性たちは、それぞれ直子であり、

えりかであるのではないだろうか？もちろん後者は自死を選ぶことはなく、前者でワタナ

ベが求愛したのはキズキの死後ということになっているが、ここに〈偶然の共鳴〉を看取

することはできないであろうか。 

そして、この〈偶然の共鳴〉を認めるとすれば、縊死の動機が不明だった『風の歌を聴

け』の「僕」の「三人目の相手」も同様に、「僕」の知らない第二の男の姿が揺曳していた

ために死を選んだのであり、さらに、もう一人の自裁動機が不明だったキズキもまた、直

子にワタナベ以外の第三の男の姿が揺曳していたために排ガス自殺を選んだのではないだ

ろうか、それは延いてはワタナベの知らない第三の男と死んだキズキとワタナベという三

人の男性の姿が揺曳する中で直子もまた縊死したのかもしれない。このように共鳴する古

典和歌と村上春樹文学との暗示引用関係を看取することによって、自裁動機不明の空白を

充填することができる、のではないだろうか。 

                         
14 高木市之助・五味智英・大野晋（1962,1965：p.118）日本古典文学大系7 、『萬葉集 四』、岩波書店では

「由縁ある雑歌」として「由縁ある雑の歌という意味」とする説を取り、小島憲之・木下正俊・佐竹昭広

（1975,1978：p.107）、『萬葉集 四』、日本古典文学全集5、小学館は、「有由縁并せて雑歌」として「い

われのある歌（前半）と雑歌（後半）、の意」とする説を取り、佐竹昭広・山田英雄・工藤力男・大谷雅夫・

山崎福之（2003：p.3、p.11）、『萬葉集 四』、新日本古典文学大系4、岩波書店は、「有由縁と雑歌（「有

由縁 雑歌を并せたり」）」として「歌が作られた事情を述べる文章を伴うものの意味」と「くさぐさの歌の

意」とする説、すなわち「長文の題詞や左注をもつ諸歌」と「簡単な題詞しか持たない歌」を意味する説を取

る。 
15 「新編国歌大観」編集委員会（1984：p.140）、「万葉集」、『新編国歌大観第二巻私撰集編歌集』、角川

書店。 
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つまり、「イエスタデイ」という補助線を引くことで『ノルウェイの森』の中に譲渡を装

った競争の構図を看取し、その上で『万葉集』での二種の自死との関係において、『風の歌

を聴け』で自死した「僕」の「三人目の相手」、『ノルウェイの森』のキズキ、直子、それ

ぞれの自死の可能性として、複数の異性の姿が揺曳することで自死が引き起こされたもの

と考えることで〈偶然の共鳴〉を指摘した次第である。 
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七、口頭発表14 

 

『騎士団長殺し』論 

―20世紀の歴史を継承する21世紀の物語― 

専修大学 髙橋 龍夫 

 

⒈ 翻訳される『騎士団長殺し』－世界の読者に向けてー 

（1）はじめに 

 村上春樹の 新作『騎士団長殺し』は、2017年2月24日に日本で出版された。その後、

7月12日に韓国語訳1が、12月 1日にはオランダ語訳（第1部）2が、12月 12日には台湾

で中国語（繁体字版）訳3が、そして2018年1月22日にはドイツ語訳（第1部）4が、さら

に 3 月 10 日には中国で中国語訳5が、それぞれ発売された。世界中で期待される英訳は、

Amazon.co.uk によると、2018 年 11 月 13 日に出版される予定である6。英訳が出版される

と、GoodreadesやLibrary Thingなど世界規模のブック・コミュニティーサイトでも愛読

者たちによって盛んにレビューが書かれることになるだろう。 

 本発表では、『騎士団長殺し』のテーマについて考察するために、特に、人物、舞台、時

代設定や様々な出来事に込められた暗示性に着目したい。『騎士団長殺し』の時代設定は

2007、8年頃と推測されるが、各場面で20世紀の戦争にかかわる事象が潜在している。『騎

士団長殺し』は21世紀の日本の物語でありながら、もう一方では20世紀の世界的な負の

遺産を読者に記憶として語り伝えようとする物語でもある。主人公の精神的な変化をトレ

ースしつつ、設定上の暗示性を読み解くことを通して、春樹の 新作における創作意識に

迫ってみたい。 

（2）一人称の呼称と過去の作品の集大成 

 春樹の小説の主人公はしばしば一人称で登場するが、その多くは「僕」という呼称を用

いていた。しかし、『騎士団長殺し』では、36 歳の肖像画家で語り手でもある主人公は、

「私」という呼称を用いている。日本語の男性の一人称において、「僕」はプライベートな

イメージを、「私」はパブリックなイメージを読者に与える。本作で春樹が敢えて「私」と

いう一人称を用いたのは、主人公の個人的な体験や記憶を、世界中の不特定多数の読者に

共有してほしいという春樹の強い願いが込められているためではないだろうか。20世紀の

悲惨な歴史に直面した雨田具彦が＜騎士団長殺し＞という画に込めた記憶と意志とを世界

                         
1 『기사단장 죽이기 1,2』번역가 홍은주（文学동네 2017・7・12） 
2 De moord op Commendatore Luk Elbrich ;Fennema, Van Haute (Translator) ,Atlas Contact( 2017・12・

1 第２部は2018・1・11） 
3 『刺殺騎士團長』頼明珠訳（時事文化出版 2017・12・12） 
4 Die Ermordung des Commendatore ; Ursula Gräfe (Translator),Dumont (2018・1・22 第2部は4・16) 
5 『暗殺騎士団』林少華訳（上海訳文出版社 2018・3・10）。既に2月5日から予約販売が開始されていた。 
6 Killing Commendatore ; Ted Goossen and Philip Gabriel (Translator),Harvill Secker (2018・11・13) 
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の人々に語り伝える役割として、主人公にはパブリックなイメージの「私」という一人称

を用いることが必要不可欠だったと思われる。 

 ちなみに、既に広く指摘されているように、『騎士団長殺し』は、春樹の過去の作品を連

想させる場面や会話などが散見される。長編小説だけでなく比較的有名な短編小説のエッ

センスも挿入されている。春樹の愛読者であれば、各章で彼の過去の作品を連想させる場

面に出会うことができる。これは、春樹による読者へのファンサービスとも考えられよう。

しかし、それ以上に、69歳になった春樹にとっても『騎士団長殺し』は、作家としてのデ

ビュー以来40年を経た創作の足跡の集大成を書こうとする意識が働いていたと思われる。

事実、この作品の主人公は画家という創作者であり、創作者の心境やフィクションの意味

について自己言及する場面が多々見受けられる。『騎士団長殺し』は、創作の意義、創作者

のあるべき態度、想像力の重要性など、21世紀におけるフィクションの役割を読者に語り

伝えようとするメタ・フィクションでもあるといえる。 

 

⒉ 遍在する歴史的事象 

（1）私の放浪とフクシマ、アンシュルス 

 『騎士団長殺し』におけるフィクションの役割として特筆すべきなのは、作品に遍在す

る歴史的事象の多さである。冒頭のほうで、妻から離婚を突きつけられ傷ついた「私」は、

東京のマンションを出て、携帯電話も捨てて、プジョー205 で早春に放浪するが、東北地

方の太平洋沿岸を南下した5月上旬に、福島県いわき市の手前でとうとう車は動かなくな

った。この地域は、後に東日本大震災による福島原子力発電所の事故で放射能に汚染され

る。春樹は敢えてフクシマで車を故障させることで、作品の結末で起る東日本大震災に際

し、改めて「私」がフクシマを憂慮する場面の布石としている。 

 一方、妻による離婚の話に「私」が衝撃を受けたのは3月中旬の日曜日であるが、雨田

具彦がウィーンに留学した時期のアンシュルス（Anschluss＝1938 年にヒトラーがオース

トリアを合併する出来事）も3月13日の日曜日であった。「私」は、アンシュルスからち

ょうど 70 年後の同じ 3 月中旬の日曜日に放浪の旅に出て孤独や苦境に追いやられる。し

かし、その結果、具彦の絵に出会うことができた。アンシュルスから70年後に始まる「私」

の様々な体験は、具彦が70年前に体験したアンシュルス以後のウィーンの出来事を21世

紀の現代に改めてトレースする役割を担っている。読者自身も、「私」の9ヶ月を追体験す

ることで、70 年前の第二次世界大戦時の出来事―1938 年以降の中欧におけるナチスの動

向と東アジアにおける日本の軍事的な動向―をパワレルワールドとして追体験する仕組み

となっている。以後、各登場人物に関する出来事や体験が20世紀の歴史的な出来事を暗示

する設定をいくつか指摘してみたい。 

（2）小田原の山荘で暮らす「私」 

 「私」が9ヶ月間住んだ小田原の家は、インターネットも通じない自然に囲まれた山の
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上にあり、屋根裏には木菟が住みついていた。妻と離別し、肖像画の仕事も辞めた彼は、

しばらくの間、誰とも会わず、絵も描かず、空虚な無の状態にあった。しかし、そうした

空っぽで孤独な立場にあったからこそ、雨田具彦の絵に心惹かれ、彼の体験した第二次世

界大戦中の苦境を想像し、彼の心境に共鳴することができたのだといえる。 

 「私」は屋根裏の木菟に導かれて具彦の絵を発見するが、小田原の郊外の山中には、1918

年から1926年まで日本の代表的な近代の詩人、北原白秋（1885－1942）が「木菟の家」と

命名したアトリエに住んでいた。白秋も、「私」と同様に様々な苦悩を背負って小田原に転

居しており、その間、「私」と同じ36歳の時に妻から離縁され、約9ヶ月間、この「木菟

の家」で独身生活を送る。その後、「私」と同じく失意から再生へと向かっている。春樹は、

小田原で9ヶ月間、孤独に暮らす「私」の設定において、白秋をモデルにしたと思われる。 

 ちなみに、白秋が小田原に転居してきた 1918 年は、第一次世界大戦の終結する年であ

る。第一次世界大戦の契機は、オーストリアがセルビアに宣戦布告したことにあった。と

すれば、本作におけるオーストリア・ウィーンの舞台設定7は、20世紀の2つの世界戦争に

関連する場所を示唆していよう。しかも、具彦の絵のベースとなるオペラ『ドン・ジョバ

ンニ』（1787）を作曲したモーツァルトも、周知のようにウィーンで活躍した音楽家である。

加えて、アンシュルスを実行したヒトラー自身も、オーストリア（ブラウナウ）出身であ

った。 

（3）雨田具彦のモデル 

雨田具彦は、戦前はキュービズムの作風で洋画家を目指し 1938 年にウィーンに留学す

るが、戦後は日本画家として活躍する設定である。 

 小田原の郊外には、井上三綱（1899－1981）という実在する日本画家が住んでいた。既

に新聞やインターネットでも具彦のモデルとして話題になっている8が、イサム・ノグチと

も交流のあった三綱は、1952 年 12月より小田原の山中のアトリエに在住9し 1981年に82

歳で亡くなっている。三綱は、第二次世界大戦前は洋画家を志しながら、1949年には日本

の古代壁画に惹かれ独自の古代憧憬の画風によって日本画家へと転身している。代表作＜

武人たち＞（制作年未生）や＜古事記＞（1945）などを参照すると、その作風は＜騎士団

長殺し＞を連想させる。雨田具彦も 1950 年代半ばに小田原の山荘に転居し、日本画家に

転身した設定となっており、三綱が具彦のモデルであることはほぼ間違いない。しかも、

具彦は熊本生まれの設定だが、「私」のモデルと想定される北原白秋も熊本生まれであった。

また、白秋は福岡で育つが、三綱もその福岡出身である。 

 つまり、「私」のモデルとなった詩人の北原白秋と、雨田具彦のモデルとなった日本画家

                         
7 椹木野衣は、「暗殺と 森

フォレスト

 村上春樹『騎士団長殺し』を透視する」（『新潮』2017・5）において、日本

にとって「ウィーンは「美術」のふるさと」だったからだと指摘している。 
8 「ハルキ新作 沸く小田原」（『朝日新聞（夕刊）』2017・3・17）の記事では、井上三綱との関連が取り上

げられている。 
9 住所は、小田原市入生田437。（『生誕100年記念 井上三綱展』1998・4 平塚市美術館） 
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の井上三綱は同郷であり、かつそれぞれ小田原の郊外のアトリエに住んだ点で共通してい

る。春樹は小田原在住の芸術家たちをモデルとして『騎士団長殺し』を創作したのである
10。 

（4）小田原の意味と石室の発見 

 だが、春樹が小田原を舞台に選んだ理由は、他にもあると思われる。『騎士団長殺し』に

は、山荘の敷地から掘り起こされた用途不明の石室と、その中に置かれた不思議な鈴が登

場する。山荘にいる「私」は、9月の深夜1時40分過ぎから2時半頃まで、誰もいないは

ずの石室から鳴る鈴の音を聞くようになる。 

 実は、小田原には第二次世界大戦に関連する特異な出来事があった。1945 年 8 月 15 日

に日本は降伏して終戦を迎えるが、まさにその日の午前1時から2時半頃にかけて、小田

原は空襲をうけている。停戦となったこの夜、アメリカ軍は日本から撤退するために、戦

闘機に残っていた無用の爆弾を太平洋沿岸の小田原市に投下していった。これは計画的な

空爆ではなかったため、アメリカ軍の軍事記録にも残されていない。小田原の市民グルー

プによる住民の聞き取り調査によって、1990 年代になってやっと、8 月 15 日の未明にお

ける空襲の事実が証明されるようになった11。つまり、小田原は、事実上、第二次世界大戦

における 後の空爆の地だったのである。石室から鈴の音が鳴る時間帯は、ちょうど小田

原の空爆の時間と合致している。「私」は9月になってから鈴の音を耳にするが、日本が正

式に降伏文書に調印したのも9月2日であった。春樹は、第二次世界大戦においてあまり

知られていない 後の空爆地、小田原を舞台に選び、空爆の時間帯に鈴の音を鳴らすこと

で、戦争における市民の無言の訴えを代弁しつつ、被害者への鎮魂の意を込めたと思われ

る。 

 そうだとすれば、山荘の敷地で発見された深さ2メートル、直径2メートルの円形の謎

の石室は、日本の古代遺跡のイメージだけでなく、第二次世界大戦中に日本中で造られた

防空壕もイメージできるのではないだろうか。石室のサイズは、日本の軍部が国民に強要

したタテ型の防空壕のサイズとちょうど合致している12。「私」が山荘の屋根裏で第二次世

界大戦を寓意する具彦の絵を発見した後に鈴の音を聴くようになったのは、まさに第二次

世界大戦下のウィーンにおける戦渦と、小田原における日本の 終空爆の被害とをリンク

させる意図があったと思われる。 

 このように、ウィーンと小田原という舞台設定には、20世紀の二大悲劇、第一次世界戦

と第二次世界大戦の記憶が重層的に塗り込められているのである。 

（5）免色という存在 

 一方、「私」の芸術家としての精神的なダイナミズムに関わる人物が、免色渉である。免

色はＩＴ関係の株取引などで暮らしているが、過去には、冤罪で東京拘置所に435日拘留

                         
10 ちなみに、村上春樹の自宅は神奈川県中郡大磯町にあり、小田原市とは約20㎞しか離れていない。 
11 井上弘『小田原空襲』（2002・2 夢工房）による。 
12 『防空壕構築指導要領』（内務省内大日本防空協会 1940・12）などを参照。 
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された後、無罪で釈放された経験があるという設定になっている。この免色の過去の体験

にも、実は20世紀の記憶が刻み込まれている。免色が拘留された435日という期間は、ト

レブリンカ強制収容所（Treblinka extermination camp）が稼働した期間とほぼ合致して

いる。『騎士団長殺し』第 1 部の 終章、第 36 章はサムエル・ヴィレンベルク（Samuel 

Willenberg）著『トレブリンカの叛乱』（Revolt in Treblinka）13の本文の引用だけで構成

されている。引用部分は、トレブリンカ強制収容所に拘留されたユダヤ人画家が、ナチス

の兵士の肖像画を強制的に描かせられることを嘆く場面である。ポーランド北東部に建設

されたトレブリンカ強制収容所は1942年7月に開始され、43年10月に 後の虐殺が行わ

れており、その稼働期間は約430日前後であった。免色も身に覚えのない容疑で拘留され

ており、立場としてはユダヤ人の強制収容と同様である。しかも、免色はその拘留期間に

スペイン語とトルコ語と中国語を学んでいる。周知のとおり、スペイン、トルコ、中国の

3 ヶ国は、第二次世界大戦中、おおむね中立を宣言するか、参戦国から被害を被った国々

であった。だとすれば、免色は第二次世界大戦時のユダヤ人を始めとする被害者の立場を

代弁する暗示的存在といえるだろう。 

（6）ピカソと具彦 

その3ヶ国のうちスペインには、ナチスが無差別攻撃として 初に空爆をした都市、ゲ

ルニカがある。パブロ・ピカソがその事態を批判して1937年に＜ゲルニカ＞（Guernica）

という作品を描き、20世紀を象徴する絵と評価されたことは有名である。第二次世界大戦

において、 初に空爆されたのがスペインのゲルニカであり、 後に空爆されたのが日本

の小田原であった。その小田原で、具彦はアンシュルス以後のナチスを批判する＜騎士団

長殺し＞を描いた。しかも、具彦はオーストリア留学まではキュービズムを実践し、キュ

ービズムの画家・ピカソと共通する作風であった。春樹は、ピカソの＜ゲルニカ＞に匹敵

する作品として具彦の＜騎士団長殺し＞を設定したと思われる。 

 一方で、具彦の弟、継彦は日本の軍隊に招集され、強制的に中国の南京大虐殺に関わら

ざるを得なかった。帰国後に継彦は熊本の実家の屋根裏で自殺する。弟の死をウィーンで

知った具彦は、学生による反ナチ運動「カンデラ」（Candela）に参加し、ナチスに抵抗す

る。したがって、具彦の絵の中でドン・ジョバンニが騎士団長を刺殺しようとする意志は、

たんにヒトラーを頂点とするナチス高官への抵抗だけではない。日本軍の中国侵略への抵

抗でもあり、それは日本の軍部への批判、ひいては 高責任者である天皇への批判意識に

も繫がってくる。具彦の絵は日本古代を舞台とした寓話だが、古代から歴史的に継承され

た天皇制への批判も潜在しているといえよう。（だとすれば、＜騎士団長殺し＞が山荘の屋

根裏に隠されていた理由もこの点にあるといえるかも知れない。） 

（7）アイヒマンと「白いスバル・フォレスターの男」 

                         
13 First published in Hebrew as: Mered be-Treblinka, Israel Ministry of Defense, Tl Aviv, 1986. 日
本語訳では、近藤康子訳『トレブリンカ叛乱』（みすず書房 2015・7）がある。 
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しかし、春樹は、本作において、ナチスや日本軍など、戦争加害者に対する一方的な批

判に終始しているのではない。具彦が「カンデラ」に参加した1938年9月頃は、ウィーン

ではアドルフ・アイヒマン（Adolf Otto Eichmann）が「 も幸福で も成功した時期」14

として活躍していた。アンシュルス後の1938年3月にウィーンに派遣された彼は、9月ま

でにオーストリアからユダヤ人を5万人も追放し、ナチス親衛隊内部でユダヤ人移住の「マ

イスター」と評価された。アイヒマンについては、春樹も「納屋を焼く」15や『海辺のカフ

カ』などの作品で引用している。したがって、具彦の絵の中の騎士団長のモデルは、ヒト

ラーはもとより、アイヒマンも連想することが可能であろう。 

だが、アイヒマンに関しては、周知のように、アイヒマンの裁判を傍聴したハンナ・ア

ーレントの『イェルサレムのアイヒマン』16によって、人間全般に潜む「悪の凡庸さ」（”the 

Banality of Evil”） が指摘されている。映画『ハンナ・アーレント』17においても同じ

く「悪の凡庸さ」に焦点が当てられていた。放浪中の「私」は東北地方で「白いスバル・

フォレスターの男」と接触するが、「私」はその男に「私」自身の内部に潜む闇の部分、不

安や怒り、憎悪や暴力性といった大衆的な負の部分を見出している。そのため「私」は、

自己の暗部を投影した＜白いスバル・フォレスターの男＞という絵も描くことになる。 

つまり、「私」は独りで暮らす9ヶ月の間に、自身にもアイヒマンと共通する「悪の凡庸

さ」が潜んでいることを自覚するのである。その自覚こそが、第2部の後半、地下のイメ

ージの世界において、「私」を自己の暗部の弱さと苦闘させることになる。 

（8）「私」と妻の柚 

 作品の結末で、自己の暗部との格闘を終えた「私」は柚と再会し、父親の特定できない

女の子を室と名付け、室を育てながら新たな人生を歩んでいく。その契機となるのは、東

北・北海道と放浪していた時期の4月19日、「私」が青森の山中で別れた柚と夢の中で性

交をしたことに起因しており、実際、10ヶ月後に柚は女の子を産むこととなった。柚と室

とともに生きることになる「私」の再起の契機は、この4月19日の夢の出来事に潜んでい

たのである。 

 4月19日も、実は戦争の記憶と結びついている。第二次世界大戦中、1943年の4月から

5月にかけてユダヤ人レジスタンスたちは一連のワルシャワ・ゲットー蜂起（Warsaw Ghetto 

Uprising）を起こした。その中で唯一、ナチスに対する武装蜂起が成功した日が4月19日

なのである。この日は、長らく強制収容所に送られていたユダヤ人にとって、抵抗の成果

と勝利の喜びを得て、再生への希望の光を感じた一日なのであった。春樹は、この記念す

                         
14 ハンナ・アーレント『イェルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』大久保和郎訳（みすず書房 

1969・9）より引用。 
15 これについては、拙稿「村上春樹「納屋を焼く」論―80年代繁栄に潜む光と影―」（『専修国文』2018・3）

にて、作品に引用されるアイヒマンの意味について論じた。 
16 原典は、Arendt, Hannah：Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil ; The Viking 
Press, 1963, 1965. 
17 Hannah Arendt; directed by Margarethe von Trotta, 2012(Germany, Luxembourg, France) 
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べき 4 月 19 日を 21 世紀にも継承し、「私」の再生への可能性の日として設定したと思わ

れる。 

 

⒊ 『騎士団長殺し』のテーマ考 

（1）メタファーとしての通路 

 『騎士団長殺し』には、第1部から、「イデア」と自称する騎士団長というトリック・ス

ターが登場し「私」を導いていくが、ここでの「イデア」とは、人間の認識、思念、価値

観など、実質的に世界を形成する集合的意識としてのイデオロギーのような表象といえる。

一方、第2部では「メタファー」が浮上するが、メタファーはイデアに比べて個別的で自

由度の高い表象である。想像力や信じる力、希望や可能性などを創造的に表現しうる高次

のイメージ活動といえる。 

 第2部の後半で、絵の中の騎士団長を擬似的に殺した「私」は、「メタファー通路」を通

り抜ける。彼は地下の闇の世界で深層心理や無意識と対峙しつつ、ドンナ・アンナや妹の

小径など信頼する人々に支えられ、あたかも胎盤から産道を自力で通り抜けるようにして

再生する。彼はこのイメージ世界で、想像力によって時間や空間を超越し、無から有を生

み出す精神的な試練を受ける。それは、彼が20世紀の負の記憶の語り部として資格を得る

ための自己浄化のプロセスである。と同時に、春樹が自身の創作営為の奥義を読者に開示

しているともいえる。「メタファー通路」は、21 世紀におけるフィクションの担い手の役

割と存在意義とを実践的に表象しているのである。 

（2）室の存在と＜震災前文学＞ 

これまで村上春樹の小説には小さな子どもはわずかにしか登場しなかった。しかし、「メ

タファー通路」を通り抜けて再生した「私」は、生物学的な父親の是非を超えて、愛情に

よって結ばれる妻と子どもの室との暮らしを選択する。ここには、遺伝や血族、封建的な

家族制度や父権主義といったファシズムにも結びついた20世紀的なパラダイムではなく、

信頼と愛情に支えられた新たな家族像が示されていよう。世界が激動の時代を迎えている

21世紀の今日においてこそ、結末に提示された信頼と愛情とが人間存在の根幹に関わる重

要なファクターであることを再認識させるのである。 

春樹は、こうした「私」の苦闘の物語を東日本大震災以前に据えた。それは、東日本大

震災より以前に起った 20 世紀の世界的な負の記憶を忘却することなく確実に読者と共有

した上で、日本に未曾有の惨禍をもたらした東日本震災後をどのように生きるかを示唆し

ようとしたためだと思われる。日本では＜震災後文学＞という用語が広まっているが、『騎

士団長殺し』は、大震災を受け止めつつも、私たち自身が20世紀の歴史に対峙しそれらを

精査してから震災後に臨むことを示唆する＜震災前文学＞といえよう。 

（3）おわりに－『騎士団長殺し』のメインテーマ－ 

春樹は、作品の中で仮想の絵を設定し、その絵をめぐる物語の中で改めて20世紀の課題
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に取り組もうとした。フィクションの中にもうひとつのフィクションの世界を設定し、「悪

の凡庸さ」を自覚しつつ 20 世紀の戦争の歴史に具体的に迫りながら、21 世紀の新たな生

き方を示唆しようとした。加えて、春樹自身の創作観もメタ・フィクションとして伝えて

いる。この物語は、可能性としての歴史を描くことで、21世紀に広がる復古主義や歴史修

正主義に対する、文学者としてのアクチュアルな提言18ともいえる。 

『騎士団長殺し』は21世紀の物語でありながら20世紀の記憶がモニュメントのように

様々な事象に刻み込まれている作品である。20 世紀の惨禍に対する禍根の絵を設定して、

21 世紀にその記憶を継承しつつ次世代が信頼と愛情に結ばれる新しい生き方へと再生し

ていくこと、そのためのイマジネーションをフィクションによって示すこと、これが『騎

士団長殺し』のメインテーマだといえるのである。 

  

                         
18 実際、村上春樹は、インタビュー「新作『騎士団長殺し』 震災、再生への転換」（『毎日新聞』2017・4・

2）において、物語によって「（歴史修正主義的な動きとは）闘っていかなくてはいけない」と述べている。 
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七、口頭発表15 

 

音楽を奏でる者たち 

―『ノルウェイの森』における「共鳴」― 

広島大学大学院博士課程前期 阿部 翔太 

はじめに 

 ポップスやジャズ、クラシックなど、村上文学に登場する音楽は、時に物語を突き動か

すキーファクターとして重要な位置を占めている。それはたとえば、作品タイトルにしば

しば様々な楽曲名が使われていることからも明らかなように、単に作品の舞台となる時代

の文化的なアイコン、あるいは登場人物たち（や村上春樹）の「アメリカ趣味」といった

もの以上の意味を有している。 

 太田鈴子氏は、村上作品における音楽を、「デタッチメントであろうとする主人公に、外

部とのコミットメントをうながす。喪失感に傷つく心をうるおし、つながりたいという一

歩をふみ出させる存在」1であると、まとまった定義づけをおこなっている。この他、村上

作品における音楽については、「きわめて個人的な儀式を立ち上げるための触媒」2、「異界

への前触れを示すもの」3、「非在の他者を呼び出すパスワード」4、「記憶の再生力」5とい

った機能が指摘されている。無論、音楽の機能と、それが物語や登場人物に及ぼす作用の

具体的な因果関係は個々の作品によって異なるわけだが、ここで、音楽の描かれ方に注目

してみると、特異な作品がある。村上文学を代表する作品『ノルウェイの森』（1987）6であ

る。 

 『ノルウェイの森』において特筆すべき点は、登場人物たち自身が、演奏者として音楽

を奏でていることである。このことは、『ノルウェイの森』における音楽が、前述した先行

論において指摘されたものとは異なった機能をも有していることを明示している。すなわ

ち、『ノルウェイの森』における音楽は、ある特定の人物に作用するものであるか、物語の

動因としての機能を有しているのみならず、登場人物たちの心情を代弁し、あるいは登場

人物同士の関係性に、なにかしら決定的な意味を付与するものとして存在しているといえ

るのである。 

 本稿では、『ノルウェイの森』における音楽、とりわけ登場人物たち自身が音楽を奏でる

点に注目することによって、その音楽が果たして物語にどのような作用を及ぼしているの

                         
1 太田鈴子「村上春樹作品における音楽―『風の歌を聴け』から『ダンス・ダンス・ダンス』まで―」（『学

苑』第865号、2012・2）37頁。 
2 栗原裕一郎、大谷能生、鈴木淳史、大和田俊之、藤井勉『村上春樹を音楽で読み解く』「第1章 村上春樹

と「ジャズ」」（日本文芸社、2010・10）33頁。 
3 注2。「第2章 村上春樹と「クラシック」」56頁。 
4 今井清人「村上春樹の音楽―鼠三部作を中心に」（『専修総合科学研究』第20号、2012・10）28頁。 
5 今井清人「村上春樹の音楽Ⅱ―『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と『ノルウェイの森』を

中心に」（『専修総合科学研究』第21号、2013・10）6頁。 
6 本稿では、『ノルウェイの森』（上・下、講談社、1987・9）を使用する。 
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かについて検討していきたい。 

 

1 『ノルウェイの森』における音楽 

 『ノルウェイの森』においてまずなによりも重要な音楽は、作品のタイトルになってい

る、ビートルズの楽曲「Norwegian Wood」（以下「NW」と略記）であろう。物語冒頭、37歳

の〈ワタナベ〉は、飛行機の中でBGMとして流れる「NW」を耳にし、激しい混乱とともに

18年前の、「一九六九年の秋」の風景を思い浮かべる。それは、当時〈ワタナベ〉が恋をし

ていた〈直子〉との心象風景であり、これを契機として〈ワタナベ〉は手記を綴り始める。

このように「NW」は物語を起動させると同時に、物語終盤において自殺した〈直子〉の鎮

魂歌としての役割を担っている。 

 加えて、「NW」は〈直子〉の孤独な心を表象している。 

 

  「この曲を聴くと私ときどきすごく哀しくなることがあるの。どうしてだかはわから

ないけど、自分が深い森の中で迷っているような気になるの」と直子はいった。 

  「一人ぼっちで寒くて、そして暗くって、誰も助けに来てくれなくて。だから私がリ

クエストしない限り、彼女はこの曲を弾かないの」 

（上・224.225頁） 

 

 『ノルウェイの森』における「NW」は、〈ワタナベ〉に激しい混乱をもたらすものであり、

〈直子〉にとっては寂しさを助長するものである。物語における音楽は、「喪失感に傷つく

心をうるお」すだけでなく、時にこうしたある種の暴力性を帯びながら、登場人物たちの

感情を揺さぶり続けている。 

 また、物語のラストシーンについて村上は、「 後のシーンはビートルズの好きな人なら

わかると思うけど、『エリナ・リグビー』と『ノーホエア・マン』ですね。」7と述べている。

この二曲は、〈ワタナベ〉と〈レイコ〉による〈直子〉の葬式の場面で、〈レイコ〉のギタ

ーによって演奏されており、『エリナ・リグビー』の「All the lonely people/Where do 

they all come from?/All the lonely people/Where do they all belong?」、そして『ノ

ーホエア・マン』の「Nowhere man」のリフレインは、「僕はどこでもない場所のまん中か

ら緑を呼びつづけていた。」という 後の一文へと反響していく。このように、『ノルウェ

イの森』の物語の底流には、ビートルズの音楽がある。8 

 無論、『ノルウェイの森』に登場するのはビートルズの音楽だけではない。今井清人氏は、

ビートルズ「NW」に関して、「『ノルウェイの森』において重要度が も高いとされてきた」

と述べつつも、「ビートルズの演奏」としては登場せず「阿美寮と直子の音楽葬でのレイコ

                         
7 「村上春樹ロング・インタヴュー」（『Par avion』1988・4）24頁。 
8 この他、たとえば物語の後半、〈ワタナベ〉は〈直子〉と〈緑〉に対してしきりに手紙を送っている。この

〈ワタナベ〉の姿からは、ビートルズの「All My Loving」が想起される。 
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さんのギター演奏」でのみ登場することに疑問を投げかけ、「実際に「僕」がターンテーブ

ルにのせる」二つのアルバム―〈ワタナベ〉が〈直子〉に手紙を書きながら繰り返し聴い

ているマイルス・デイヴィス『カインド・オブ・ブルー』（第八章）と、〈直子〉の誕生日

（第三章）といった重要な場面で流れるビル・エヴァンス『ワルツ・フォー・デビー』の

関連性を重視し、「自分のもとから去っていった者の帰還を望んだ者、その帰還はかりそめ

のものであることを知る者、相手の将来の破滅を心配する者、そのような者の眼差しを「僕」

にこのアルバムを繰り返し聴かせることで確認している」と、物語に登場する具体的な音

楽に託された意味を読み取っている。9 

 しかし、ここで繰り返し述べておきたいのは、後述するように「聴く」だけでなく「奏

でる」という行為を伴う一般的な音楽の機能に注目したとき、登場人物たち自身が、実際

に楽器を演奏することの意味は極めて重要であるということである。 

 

2 奏でる／聴く―コミットメントとしての音楽 

 『ノルウェイの森』における音楽が、いわば登場人物たちの心情の換喩的な機能を有し

ていること、そして、物語と音楽の密接な関係を、主にビートルズを例にとり確認してき

た。本節では、『ノルウェイの森』における音楽が、登場人物たちによって奏でられている

ことの意味を明確にするため、『ノルウェイの森』における音楽の機能を確認する。 

一般的に、音楽とはいかなる機能を有しているのか。A・P・メリアムは音楽の重要な機

能として、①情緒表現②審美的享受③娯楽④伝達⑤象徴表現⑥肉体的反応を起こす機能⑦

社会規範への適合の強化⑧社会制度と宗教儀礼を成立させる機能⑨文化の存続と安定化に

寄与する機能⑩社会統一に貢献する機能を挙げている10。とりわけ注目したいのは、①情緒

表現や⑤象徴表現といった内面（心情）の発露としての機能、そして⑤伝達手段としての

機能である。というのも、音楽がそのような機能を有しているということは、『ノルウェイ

の森』において、登場人物たち自身が音楽を奏で、そしてそれを聴くことの重要性を明ら

かにしてくれるように思われるからである。 

 このことは、音楽という行為が自明のこととしている「聴く」という行為に着目するこ 

とでより明確になるだろう。フランスの美学者ミケル・デュフレンヌは、「聴く」とい 

うことを以下のように定義している。 

 

聞くとはいかなることであろうか。それは、音を出すものを内在化することである。

音楽が耳によって内在化されるからこそ、われわれは音楽を内面性の表現と見なし、

同時にそれを外在化するような文字による表現をいつまでも警戒しようとする。11 

                         
9 注5。 
10 A・P・メリアム『音楽人類学』「第11章 用途と機能」（藤井知昭・鈴木道子訳、音楽之友社、1980・6）

271-276頁。 
11 ミケル・デュフレンヌ『眼と耳』「聞こえるもの」（棧優訳、みすず書房、1995・8）111頁。 
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 以上のことから、音楽とは、奏でる者の内面性の発露であり、それゆえ、聴く者は、奏 

でる者の内面を内在化する契機を持ち得るといえよう。従って、音楽を奏でるという行為 

は、自身の内面を他者に曝け出す可能性を帯びることになる。そしてその時、他者とのコ 

ミットメント―「共鳴」が要請されるだろう。 

とするならば、音楽が登場人物たち自身によって奏でられる音楽は、「外部とのコミット

メントをうながす」ものではなく、まさに他者とのコミットメントの一形態であるといえ

よう。 

 ここで強調しておきたいのは、そのような音楽のあり方に注目した時、『ノルウェイの 

森』では、他者と「共鳴」するだけではなく、「共鳴」し得ない事態をも描かれているとい 

うことである。次節以降ではその問題を、音楽を奏でるという点に主眼を置き、具体的な 

作品の分析を通して明らかにしていく。 

 

3 「共鳴」する／しない二人―〈直子〉と〈緑〉をめぐって 

まず注目したいのは、〈ワタナベ〉が阿美寮で〈レイコ〉と初めて会った際に交わした 

以下の会話である。 

 

  「あなた楽器って少なくともこの何年かいじったことないでしょう？」と彼女はまず

初にいった。 

  「ええ」と僕はびっくりして答えた。 

  「手を見るとわかるのよ」と彼女は笑って言った。 

（中略） 

  「楽器何かできる？」 

  「いや、できませんね」と僕は答えた。 

  「それは残念ねえ、何かできると楽しかったのに」 

  そうですね、と僕は言った。どうして楽器の話ばかり出てくるのかさっぱりわけがわ

からなかった。 

（上・171,172頁） 

 

 「どうして楽器の話ばかり出てくるのかさっぱりわけがわからなかった」という〈ワタ 

ナベ〉の疑問に対する解答は、 後まで明らかにされることはない。〈レイコ〉がギター 

を弾くことを趣味としていることを考慮すれば、「それは残念ねえ、何かできると楽しか 

ったのに」という彼女の言葉と合わせて、〈ワタナベ〉もなにか楽器ができれば一緒に演 

奏して楽しむことができる、という単純な意味を読み取ることも可能であろう。しかし、 

この何気ない会話は、物語において非常に重要な布石となっていることに注意しておきた 

い。なぜなら、この〈ワタナベ〉の言葉に、その後辿っていく〈直子〉と〈緑〉二人との 
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関係の結末が決定づけられているからである。すなわち、〈ワタナベ〉の好意が〈直子〉 

ではなく〈緑〉へ指向していく結末である。 

 『ノルウェイの森』において、〈緑〉が〈直子〉以上の存在として捉えられてこなかっ 

た従来の読みに異を唱えた山根由美恵氏は、〈直子〉が抱えた〈キズキ〉への罪悪感と、 

〈ワタナベ〉が抱えた〈直子〉の死に対する罪悪感（加害性）をもとに、〈ワタナベ〉が 

綴る手記を「「僕」が本当は「緑」を愛していたと告白した物語」として、本作品が 

「「緑」へのメッセージ性を強く内包しているテクストであると位置付け」ている12。〈ワ 

タナベ〉の手記が果たして〈緑〉へ指向されたものであるかについてはさらなる検討の余 

地があろうが、本稿でも、〈緑〉が〈ワタナベ〉にとって〈直子〉以上の存在となり得て 

いることを、音楽に注目することによって明らかにしていく。 

「楽器」ができないと〈レイコ〉に語った〈ワタナベ〉であったが、物語の後半に至っ 

て、〈ワタナベ〉はギターを演奏し始める。 

 

  たいしたギターではなかったけれど、一応正確な音は出るようになった。考えてみれ

ばギターを手にしたのなんて高校以来だった。僕は縁側に座って、昔練習したドリフ

ターズの「アップ・オン・ザ・ルーフ」を思いだしながらゆっくりと弾いてみた。不

思議にまだちゃんと大体のコードを覚えていた。 

（下・172,173頁） 

 

 上記の引用は、物語の後半（〈直子〉が自殺をするおよそ五ヶ月前）、退寮した〈ワタナ

ベ〉が、「吉祥寺の郊外」でみつけた下宿先の庭掃除をしたお礼に家主から借りたギターを

演奏する場面である。先述した、〈ワタナベ〉と〈レイコ〉の初めての会話シーンの布石は、

この場面につながっている。ここで明らかになるのは、〈ワタナベ〉の二つの嘘である。そ

れは第一に、楽器が「できない」という嘘。そして第二に、すでに心は〈緑〉に向かって

いながら、〈直子〉に対してともに生きようと語りかけるという嘘である。 

音楽を奏で始める〈ワタナベ〉は、退寮し引っ越した理由が、〈直子〉とともに暮らすた

めであることを、彼女への手紙に綴っている。 

 

  僕としては結論を急がせるつもりはないのですが、春という季節は何かを新しく始め

るには都合の良い季節だし、もし我々が四月から一緒に住むことができるとしたら、

それがいちばん良いんじゃないかなという気がします。 

（下・168頁） 

 

                         
12 山根由美恵「「緑」への手記―『ノルウェイの森』―」（『村上春樹〈物語〉の認識システム』若草書房、

2007・6）134頁。 
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〈ワタナベ〉の姿は一見すると、〈直子〉とともに生きていくことを決意しているように

もみえる。しかし、ここで〈ワタナベ〉がギターで演奏する曲「アップ・オン・ザ・ルー

フ」に注目するとどうだろうか。「アップ・オン・ザ・ルーフ」は、1950年代から60年代

にかけて活躍し、一時はリードシンガーとしてベン・E・キングが所属していたことで有名

なアメリカの黒人コーラス・グループ、ザ・ドリフターズが1962年に発表した曲である。

その歌詞の一部を以下に引用する。 

 

  When this old world starts getting me down 

  And people are just too much for me to face 

  I climb way up to the top of the stairs 

  And all my cares just drift right into space 

  On the roof, it’s peaceful as can be 

  And there the world below can’t bother me 

  Let me tell you now 

（中略） 

  Right smack dab in the middle of town 

  I’ve found a paradise that’s trouble proof (up on the roof) 

  And if this world starts getting you down 

  There’s room enough for two 

  Up on the roof (up on the roof) 

 

 歌の大意としては、「鬱屈とした世界を抜け出して、パラダイスのように素敵なこの屋上

で君と一緒に」といったところだろうか。まさに、他者とのコミットメントを求める姿勢

が見て取れる。 

ここで結論を先取りしておけば、この時〈ワタナベ〉がともに生きていこうと決意して

いたのは、すでに〈直子〉ではなく〈緑〉であった。それは、「アップ・オン・ザ・ルーフ」

＝「屋根の上」というタイトルから想起される二つの屋上の場面から読み解くことができ

る。 

一つ目の屋上の場面は、〈ワタナベ〉が〈突撃隊〉からもらった螢を、寮の屋上から夜空

へ放つ場面である。 

 

  螢が消えてしまったあとでも、その光の軌跡は僕の中に長く留まっていた。目を閉じ

たぶ厚い闇の中を、そのささやかな淡い光は、まるで行き場を失った魂のように、い

つまでもいつまでもさまよいつづけていた。 

  僕はそんな闇の中に何度も手をのばしてみた。指には何も触れなかった。その小さな
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光はいつも僕の指のほんの少し先にあった。 

（上・86頁、傍線引用者） 

 「魂」に喩えられる螢の淡く小さな光は、〈直子〉を暗示しており、引用部傍線からもわ

かるように、〈ワタナベ〉が〈直子〉と結ばれることはない物語の結末が、さらにいえば、

〈直子〉の 終的な死をもこの場面で暗示されている。とするならば、この場面が想起さ

れる場合の「アップ・オン・ザ・ルーフ」の意味合いは、〈直子〉の鎮魂歌といえるのでは

ないだろうか。事実、〈ワタナベ〉は〈レイコ〉とおこなった〈直子〉の葬式の場面におい

ても「アップ・オン・ザ・ルーフ」を演奏している。 

 対して、二つ目の屋上の場面は、〈ワタナベ〉が初めて〈緑〉の家を訪れた際に、近所で

起きた火事見物をする場面である。「昔フォーク・グループやってたの」という〈緑〉は、

ギターを演奏し、「知っている唄をひととおり唄ってしまうと、今度は自分で作詞・作曲し

た」『何もない』という「不思議な唄」を唄い、その後二人は初めて口づけを交わす。〈緑〉

と出会う前の〈ワタナベ〉は、〈直子〉の誕生日に初めて体を重ねたのちに、突如彼女が姿

を消したため、空虚な日々を送っていた（「体の中の何かが欠落して、そのあとを埋めるも

のもないまま、それは純粋な空洞として放置されていた。体は不自然に軽く、音はうつろ

に響いた」（上・77 頁））がゆえに、『何もない』という〈緑〉の唄（彼女の心）に、強く

「共鳴」したのだろう。また、のちに〈緑〉が、「これが生まれて 初の男の子とのキスだ

ったとしたら何て素敵なんだろうって。もし私が人生の順番を組みかえることができたと

したら、あれをファースト・キスにするわね、絶対。」（下・41,42頁）と〈ワタナベ〉に語

っているように、〈緑〉との屋上での場面は、その後惹かれ合っていく二人の関係を暗示す

る重要な場面である。 

すなわち、〈ワタナベ〉が演奏する「アップ・オン・ザ・ルーフ」には、〈直子〉の鎮魂

と〈緑〉への指向という二つの意味が付与されているといえ、〈ワタナベ〉の虚偽性が暴き

出されることとなる。楽器ができないと嘘をつき、自身の内面を〈直子〉へさらけ出さな

かった〈ワタナベ〉が奏ではじめた音楽は、〈緑〉と呼応しているのである。 

 

4 「フーガ」―〈レイコ〉の音楽 

 物語を通して、 も音楽を奏でるのは〈レイコ〉である。 後に、〈レイコ〉がギターで

奏でる音楽をみていく。 

 〈レイコ〉がギターで弾く音楽については、前述したように、作品のタイトルであり、

物語において重要な曲である「NW」が重視されるが、ここでは、物語を通して〈レイコ〉

が演奏しているバッハの「フーガ」に注目したい。「フーガ」は、物語において〈レイコ〉

が初めて演奏する曲であり、かつ、 後（〈ワタナベ〉との〈直子〉の葬式）に演奏する曲

でもある。一般に「フーガ」とは、「ひとつの主題（ときには2つあるいは3つの主題、こ

の場合には二重フーガあるいは三重フーガと呼ぶ）が、各声部あるいは各楽器に定期的な
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規律的な模倣反復を行いつつ、特定な調的法則を守って成る楽曲」13を指す。酒井英行氏は、

「『ノルウェイの森』には、「移調された同形」のパターン（場面）が実に多様に反復され

ているのである。『ノルウェイの森』は、まさに、「フーガ」の形式によって書かれた作品」
14であると指摘している。 

 『ノルウェイの森』では、「死」という主題が模倣反復して描かれる。〈キズキ〉、〈ハツ

ミ〉、〈緑の父〉、〈直子の姉〉、〈直子〉。そして、〈キズキ〉の死によって〈ワタナベ〉が認

識した命題―「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。」（上・46頁）

―を想起するならば、『ノルウェイの森』では「死」と「生」の二重フーガが奏でられてい

るといえるだろう。 

〈ワタナベ〉については、「何らかのかたちで「精神」病んだ人々の「聞き手」としての

み登場している」15といったことが指摘されている。しかし、〈ワタナベ〉は「死」と「生」

の主題が奏でる様々な旋律を聴くことを経て、音楽を奏ではじめる。それゆえ、彼が奏で

はじめた音楽は、「死」の主題としての〈直子〉、「生」の主題としての〈緑〉という両義的

な意味を孕んでいた。 

物語の構造を暗示する〈レイコ〉の音楽は、物語を支える存在として、その底部で鳴り

響いている。 

 

おわりに 

 『ノルウェイの森』は、登場人物たちが音楽を聴くだけではなく、自分たち自身で演奏

していることが大きな特徴として挙げられる。このことは、とりわけ初期の村上文学が「デ

タッチメント」といった言葉で捉えられてきたことを考慮すると、極めで重要な意味を持

つのではないだろうか。彼らが、音楽を演奏する姿からは、自身の内面を他者へと曝け出

そうとすること、すなわち他者とのコミットメント、「共鳴」することを求める姿がみてと

れるのである。 

文章を書く際に、音楽の方法論を小説に取り入れていると語る村上は、その具体例とし

て「リズムの重要性、インプロヴィゼーションの楽しさ、聴衆とのあいだに共振性を確立

することの大切さ」16を挙げている。音楽的要素が村上文学にいかに取り入れられているか

をみていくうえで、『ノルウェイの森』は恰好の作品であるといえよう。 

 本稿では、〈ワタナベ〉と〈直子〉、〈緑〉の関係性を中心に論じてきたが、音楽に注目す 

るならば、〈レイコ〉と〈レズビアンの少女〉や、「フーガ」の形式をとるという物語全体 

の語りや構造の問題についても考察の余地が残されている。今後の課題としたい。 

                         
13 『新音楽辞典 楽語』（音楽之友社、1977・3）494頁。 
14 酒井英行「村上春樹・『ノルウェイの森』論（Ⅱ）」（『人文論集』54巻、2003・7）47頁。 
15 桜井哲夫「閉ざされた殻から姿をあらわして……―『ノルウェイの森』とベストセラーの構造」（『ユリイ

カ』1989・6）185頁。 
16 「小説家にとって必要なものは個別の意見ではなく、その意見がしっかり拠って立つことのできる、個人的

作話システムなのです」『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集1997-2009』（文

藝春秋、2010・9）372.373頁。 
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七、口頭発表16 

 

『ノルウェイの森』における共鳴 

筑波大学大学院 野田 晃生 

 

1. はじめに 

 

本論文において取り上げる『ノルウェイの森』は、1987年(講談社)発表の長編である。

『ノルウェイの森』について、村上春樹は目指したものの第一として、「徹底したリアリズ

ムの文体で書くこと」1をあげている。 

『ノルウェイの森』という作品の特徴、テーマを見ると、精神疾患・精神障がいと考え

られる症状が描かれている、という点が一つに挙げられる。直子、レイコさん、キズキと

いった、医学的に診断をつけるならば精神疾患・精神障がいとされるであろう登場人物が

見られる。 

ここで、『ノルウェイの森』がどのように読まれているか、について考える。『ノルウェ

イの森』についての先行研究・評価を見ると、障がい当事者の視点から見た研究では、一

つには以下のように書かれている。 

 

これが「障がい者」を扱った作品だという印象をまったく持たなかった僕は慌てて読

み返してみたというのが実情だ。そしていくら読み返しても「障がい者」が見当たら

ず、困惑のなかでこの稿をまとめている。2 

  

 確かに、『ノルウェイの森』という作品においては、「精神障がい」という言葉は登場し

ない。療養施設である阿美寮は登場する。そこは、精神疾患・精神障がいの療養施設であ

る描写が見られ、また、担当医も存在している。確かに、障がい当事者から見ると、障が

いを描いたとされる小説としては一風変わった作品、ということになるかもしれない。 

 また、精神障がいという視点から考えると、精神科医である岩波明による先行研究では、

以下のように書かれている。 

   

  多くの国々で幅広い読者を持つこの小説が描いているのは、「美しい狂気」である。あ

るいは、実在はしない、フィクションの中にだけ存在している「ロマンチックな精神

                         
注 
1 村上春樹「『自作を語る』100パーセント・リアリズムへの挑戦」『村上春樹全作品1979～1989⑥ ノルウ

ェイの森』付記、講談社、1991年3月、Ⅶ頁 
2 堀沢繁治「『ノルウェイの森』重度脳性マヒ者の目から」花田春兆編『日本文学のなかの障がい者像―近・

現代篇』2002年3月、278頁 
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病」と言い換えてもよいかもしれない。3 

 

 岩波明の言葉によるならば、『ノルウェイの森』は、精神障がい・疾患を描いたという点

においてはリアリズムが感じられない小説、ということになってしまう。 

 また、女性表象という点から見るならば、上野・小倉・富岡らによる『男流文学論』4(1992

年)において、『ノルウェイの森』における 

しかし、これだけを見ると、『ノルウェイの森』という作品は、障がい者表象ができてお

らず、女性表象もできていない、何も評価できる点がない作品ということになってしまい、

『ノルウェイの森』が村上春樹の作品の中で も部数が多い作品であるということが説明

できなくなってしまう。 

本論文では、ワタナベと直子、ワタナベとレイコさんといった登場人物同士の共鳴を考

えることによって、『ノルウェイの森』という作品を読み解く。 

また、それに、精神医学という視点(直子・レイコさん・キズキ・直子の姉といった、精

神疾患をかかえると見られる人物が、『ノルウェイの森』には多く登場する)を加えること

によって、『ノルウェイの森』作品全体を読み解くことを目指す。 

 

2.『ノルウェイの森』における精神障がい・精神疾患表象について 

 

『ノルウェイの森』の大きなテーマの一つとして、精神疾患・精神障がいがある。この

視点において、本論文では『ノルウェイの森』の登場人物の中から、直子とレイコさんに

ついて論じる。 

その前に、村上春樹作品における障がい者表象について考えると、『ねじまき鳥クロニ

クル』における加納クレタ、『1Q84』におけるふかえり等、どこかシャーマニズム的に描か

れた登場人物が多いことに気づかされる。 

 話を『ノルウェイの森』に戻す。他の村上春樹作品では、その障がい者表象はどこかシ

ャーマニズム的なものであったが、リアリズムであることを目指した『ノルウェイの森』

においてはどうか、本論文においては、登場人物の中から、直子とレイコさんについて見

る。 

 まず、直子とレイコさんの症状・診断名はどのようなものとなるか、について考えたい。

先行研究を見ると、先述した岩波の研究では、直子の症状について、「統合失調症と考えら

れる精神疾患を発症した」5とされている。 

 そのことを踏まえた上で、直子の症状を見る。直子を見ると、ワタナベと愛を語り合っ

                         
3 岩波明『精神科医が読み解く名作の中の病』新潮社、2013年2月、13頁 
4 本論文においては、上野千鶴子・小倉千加子・富岡多惠子『男流文学論』ちくま文庫1997年9月、277-339

頁を参照にした。 
5 岩波明『精神科医が読み解く名作の中の病』13頁 
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ている 中に泣き出したり、混乱する様子が描かれている。直子の場合、直子の症状に医

学的診断名をつけるならば、現在の呼び名を用いるならば、統合失調症解体型6であろうか。 

 統合失調症の症状は、浮き沈みを繰り返すが、悪い時期と比較的良い時期を繰り返すこ

とも言われている。 

付け加えて、キズキの症状について論じる。キズキは、自殺を企図していたが、作中に

おけるキズキは、自殺の前日にワタナベとビリヤードをしている。精神疾患を抱える場合、

病状が も悪い状態の時には自殺をしてしまう率は低い(自殺する力も湧いてこないため)。

むしろ、危険であるとされるのは、やや回復しつつある時期であるとされる。キズキの場

合、ビリヤードができる程に回復していた。現実の精神医学を見ると、回復しつつある状

態にある精神疾患患者に、特に注意すべきであるということが論じられている。 

また、そのことを踏まえて直子を見ると、直子は症状の悪化と回復期を行き来していた。

その過程において、自殺に至ってしまった、ということができるのではないだろうか。 

 

3.『ノルウェイの森』における共鳴 

 

ここで、『ノルウェイの森』という作品における共鳴について考える。「共鳴」という言

葉には、様々な意味・定義があるが、本論文においては、「心の共鳴」を中心に考えたい。 

まず、ワタナベと直子の共鳴についてである。ワタナベは直子に対して想いを抱いてい

た。 

ワタナベと直子の会話を見ると、 

  

 「ねえ、どうしてあなたそういう人たちばかり好きになるの?と直子は言った。「私た

ちみんなどこかでねじまがって、よじれて、うまく泳げなくて、どんどん沈んでいく

人間なのよ。私もキズキ君もレイコさんも。みんなそうよ。どうしてもっとまともな

人を好きにならないの?」 

  「それは僕にはそう思えないからだよ」僕は少し考えてからそう答えた。「君やキズキ

やレイコさんがねじまがってるとはどうしても思えないんだ。ねじまがっていると僕

が感じる連中はみんな元気に外を歩きまわってるよ」7 

  

 となっている。自らが傷ついた存在である直子と、ワタナベは通じ合っていた。そして、

ワタナベは直子のことを(完全にではないとはすれ)理解しようとしていたのではないだろ

うか。 

 もう一つ、ワタナベとレイコさんの会話について見る。直子の病状・症状について、二

                         
6 統合失調症には、解体型の他に、妄想が多く見られる妄想型等がある。 
7 村上春樹『村上春樹全作品1979～1989⑥ ノルウェイの森』206頁 
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人は、 

   

  「いちばん大事なことはね、焦らないことよ」とレイコさんは僕に言った。「これが私

のもうひとつの忠告ね。焦らないこと。物事が手に負えないくらい入りくんで辛味あ

っていても絶望的な気持になったり、短期を起こして無理にひっぱたりしちゃ駄目な

のよ。時間をかけてやるつもりで、ひとつひとつゆっくりとほぐしていかなきゃいけ

ないのよ。できる?」 

  「やってみます」8 

  

 直子の統合失調症は、現代医学という点から見ると、完治することはできない(症状が和

らいだ状態は、「寛解」とされる)。また、統合失調症は、長期にわたってその症状と向か

い合わなければならない。そのことも含めてのレイコさんの言葉である。 

 ワタナベと直子の関係について見ると、 終的には直子の自殺という悲劇的な結末を迎

えた。ただ、ワタナベと直子の間には、直子の病気も含めて、ある種の共鳴があったとい

うことができるのではないだろうか。 

 直子のワタナベに対する台詞を見ると、 

   

  しかし、何はともあれ、私は自分があなたに対して公正ではなかったと思います。そ

してそれでずいぶんあなたをひきずりまわしたり、傷つけたりしたんだろうと思いま

す。でもそのことで、私だって自分自身をひきずりまわして、自分自身を傷つけてき

たのです。言いわけするわけでもないし、自己弁護するわけでもないけれど、本当に

そうなのです。もし私があなたの中に何かの傷を残したとしたら、それはあなただけ

の傷ではなくて、私の傷でもあるのです。だからそのことで私を恨んだりしないで下

さい。私はあなたが考えているよりずっと不完全な人間です。だからこそ私はあなた

に憎まれたくないのです。あなたに憎まれたりすると私は本当にバラバラになってし

まいます。私はあなたのように自分の殻にすっと入って何かをやりすごすということ

ができないのです。あなたが本当はどうなのか知らないけれど、私にはなんとなくそ

う見えちゃうことがあるのです。だから時々あなたのことがすごくうらやましくなる

し、あなたを必要以上にひきずりまわすことになったのもあるいはそのせいかもしれ

ません。9 

  

 これを見ると、直子はワタナベに対して、自らの一種の心の傷も含めた想いを打ち明け

ていた、と見ることができるだろう。 

                         
8 村上春樹『村上春樹全作品1979～1989⑥ ノルウェイの森』170頁 
9 村上春樹『村上春樹全作品1979～1989⑥ ノルウェイの森』127頁 
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 ここで、一つ注意しておきたいことは、ワタナベと直子の関係は、決して「共依存」で

はない、ということである。共依存とは、お互いの存在に、依存し、自己のアイデンティ

ティを保てなくなってしまう状態のことである。たとえば、ギャンブル依存症やアルコー

ル依存症の恋人・パートナーに対して、「この人は、自分がいないと駄目、自分もこの人が

いないと駄目」という気持ちに陥ってしまうものである。 

 ワタナベと直子の関係を見ると、どちらも「この人は自分がいないと駄目」という状態

にはなってはいなかった。そのことの理由として、様々なものから距離を置こうとするワ

タナベの性格、周囲にいたレイコさんの存在等、様々な要因は考えられるが、ワタナベと

直子の関係は共依存ではなかった、ということはここに指摘する。 

 ワタナベと直子の関係は、共依存ではなく、二人の間には、「心の共鳴」があった、とす

ることができるのではないだろうか。作中を見ると、ワタナベと直子は内面にまで踏み込

んだ場面が多く見られることからも、深いところに入った関係であった、言える。 

 そのことを考えていた上で、直子について見ると、物語冒頭、三十七歳になっていたワ

タナベは、以下のように思いを書いている。 

   

  そして直子に関する記憶が僕の中で薄らいでいけばいくほど、僕はより深く彼女を 

理解することができるようになったと思う。何故彼女が僕に向って「私を忘れないで」

と頼んだのか、その理由も今の僕にはわかる。もちろん直子は知っていたのだ。僕の

中で彼女に関する記憶がいつか薄らいでいくであろうということを。だからこそ彼女

は僕に向って訴えかけなけねばならなかったのだ。「私のことをいつまでも忘れない

で。私が存在していたことを覚えていて」と。 

   そう考えると僕はたまらなく哀しい。何故なら直子は僕のことを愛してさえいなか

ったからだ。10 

  

 となっている。視点を変えると、このことは直子側から見ると、二人の関係は共依存で

はなかったということが明らかになる。直子について見ると、キズキというワタナベ以外

の男性についての記憶もあった。もちろん、キズキは自殺しているため、直子の心に大き

な傷を遺したであろう。直子は、ワタナベ一人を男性の全てとする世界に生きていたわけ

ではなかった。 

 ここで、もう一つ、直子とキズキに取り残された形になった、ワタナベの心について考

察する。ワタナベの心は傷ついたか、と言う視点から見ると、自らに近い人間の自死を遭

遇したワタナベの心は間違いなく傷ついているであろう。 

 では、ワタナベはトラウマ11によって傷つき、それによって立ち直れない程にまで心にダ

                         
10 村上春樹『村上春樹全作品1979～1989⑥ ノルウェイの森』18頁 
11 トラウマという概念は、近年においてはあまりに簡単にその言葉が用いられる傾向がある。そのことについ

ては、他の論文において述べる。 
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メージを受けており、そのことをずっと引きずっているか、ということについて見ると、

ワタナベの心はある程度までは回復した、ということが言えるのではないだろうか。 

 『ノルウェイの森』の冒頭、三十七歳のワタナベは、以下のようにかつての記憶に思い

をはせている。 

   

  僕は顔を上げて北海の上空に浮かんだ暗い雲を眺め、自分がこれまでの人生の過程 

で失ってきた多くのもののことを考えた。失われた時間、死にあるいは去って行った

人々、もう戻ることのない想い。12 

  

 これは、ワタナベ自身が自らの過去に思いをはせたものであるが、ここから分かること

は、ワタナベ自身はかつてのことを心に刻んでいるが、立ち直れない程のの状態にはなっ

てはいない、ということである。 

 全てのかつて自分の周りにいた人々・起こった出来事と向き合い、三十七歳のワタナベ

は存在している、とすることができるのではないだろうか。 

 

 4.おわりに 

 

 本論文では、主人公であるワタナベの他に、直子、レイコさん、キズキといった登場人

物の精神障がい、精神疾患に加えて、共鳴について見てきた。 

 本論文において見てきたように、確かに障がいという点から見ると、 初に先行研究を

見たように、専門家や当事者からの視点からすると、村上春樹の描写は不十分なものであ

ったかもしれない。また、女性表象という点においても、先に見てきたように、批判を受

けるものであるかもしれない。 

 本論文においては、 後になってしまうが、『ノルウェイの森』を肯定的にとらえようと

した先行研究について述べる。精神科医である岡本直は、『ノルウェイの森』をレイコを中

心に読み解き、彼女について以下のように書かれている。 

   

  僕に語るレイコの態度は、長い療養生活の後、自己の精神の病あるいは障がいを受 容

し、そして人生の心理や教訓を獲得した人間として、死の世界に導かれる直子と生命

感あふれる緑の間で苦悩する僕に生きる指針を与えてくれる。直子の自殺後、レイコ

は直子の洋服を贈与されたことで、死んだ直子の分身として施設から僕の住む外の世

界へとやってくる。そして「強くなりなさい、もっと成長して大人になりなさい」と

僕の成長への脱皮を支持する存在となる。その後、レイコ自身も、外の世界へ復帰し

                         
12 村上春樹『村上春樹全作品1979～1989⑥ ノルウェイの森』8頁 
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ようとする。13 

 

 レイコさんという存在を見ると、『ノルウェイの森』という作品における他の登場人物と

は少し異なった趣をもっている。死へと向かってしまった直子・キズキとは違い、生へと

向かっている。また、レイコさんは 後に直子の喪失感をかかえていたワタナベを生の世

界に送り出している。この時、ワタナベがレイコさんに対して感じたことも、共鳴の一つ

であると言えるだろう。 

 ここで見た岡本の先行研究においては、「村上春樹の物語は、失意と自閉の時代に、人間

同士の理解、他人や社会との接触とは如何なるものかを提示している」14 

 後に、『ノルウェイの森』という作品をどのように読むべきか、ということについて述

べたい。村上は、自身で 

 

  帯のコピーに「一〇〇パーセントの恋愛小説」という言葉を入れてもらったのは、 こ

ういう小説を出すことに対する言うなれば僕のエクスキューズであった。僕が言いた

かったのは簡単に言えば「これはラディカルでもシックでもインテレクチュアルでも

ポストモダンでも実験小説でもないただの普通のリアリズム小説であります。だから

そのつもりで読んでくださいね」ということである。でも本の帯にまさかそんなこと

は書けないから、一生懸命知恵をしぼって「恋愛小説」という言葉を持ってきたので

ある。だから『ノルウェイの森』が恋愛小説という観点から評論されることに対して

は、自ら招いたことであるとはいえ、僕は正直に言って今でも非常にとまどっている。

何故ならこの『ノルウェイの森』は正確な意味で恋愛小説とは言えないからだ。15 

  (中略) 

  この小説はあえて定義づけるなら、成長小説という方が近いだろうと僕は思っている。
16 

 

 ヒロインである直子が精神疾患・精神障がいをかかえていた、という点の他から考える

と、『ノルウェイの森』は恋愛小説であると言えるだろう(その恋愛には、ワタナベと緑、

キズキと直子の恋愛も含まれる)。 

 また、成長小説という視点から見るとどうであろうか。主人公であるワタナベは、キズ

                         
13 岡本直「文学に見る障がい者像 村上春樹著『ノルウェイの森』『ノーマライゼーション』教宣文化社、2002

年9月、(http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n254/n254_07.html#D07 2018年4月26日

閲覧) 
14 同上 
15 村上春樹「『自作を語る』100パーセント・リアリズムへの挑戦」『村上春樹全作品1979～1989⑥ ノルウ

ェイの森』付記、Ⅷ頁 
16 村上春樹「『自作を語る』100パーセント・リアリズムへの挑戦」『村上春樹全作品1979～1989⑥ ノルウ

ェイの森』付記、Ⅸ頁 
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キと直子という自分に近い人間の死を体験している。その死を乗り越えたワタナベ(その

乗り越えるきっかけを作ったのは、先述したようにレイコさんであろう)の視点から見る

と、この作品は成長小説であろう。 

 共鳴という点について見ると、ワタナベと直子、ワタナベと緑、ワタナベとレイコさん、

直子とキズキといった観点において、この作品においては共鳴が見られた。それは、心の

共鳴等、様々な姿での共鳴が見られた。 

 後に、村上春樹『ノルウェイの森』と読者との共鳴について考えたい。主人公のワタ

ナベについて考えると、多くの村上春樹作品と同じように、読者はワタナベの気持ちに思

い入れをすることはあっても、共感を感じることはあまりできないのではないだろうか。

それは、ワタナベには確固たるポリシーがない、どことなく浮世離れしている、という点

からである。 

 『ノルウェイの森』という作品は、2018年現在において、村上春樹の作品の中で も部

数が多く、また、メディアミックスとして映画化される(トライ・アン・ユン監督、2010年)

等、いまだに多くの注目を集める作品である。これらの点や、当事者からの批判、女性表

象についての批判を見るだけによって、『ノルウェイの森』という作品の評価を一面的に決

めることはできないであろう。 

本論文においては、「共鳴」という視点において『ノルウェイの森』の一つの解釈を示し

たが、今後も新たに、『ノルウェイの森』という作品の解釈・研究が進むことを祈りつつ、

この論文の 後としたい。 
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七、口頭発表17 

 

『羊をめぐる冒険』における喪失の共鳴 

－母と成熟の拒否をめぐって－ 

京都大学人間・環境学研究科博士後期課程一年 三宅 香帆 

 

はじめに 

 

「で、午後に女が一人出てった」 

「それも見てたんだね？」 

「見てたんじゃなくて、おいらが追い帰したんだ」 

「追い帰した？」 

「うん、台所のドアから顔を出して、あんた帰った方がいいって言ったんだ」（『羊を

めぐる冒険（下）』p150）1 

 

 『羊をめぐる冒険』においては、様々な人間が「僕」の前から姿を消す。中でも「耳の

女の子」は唐突に物語から姿を消す。従来研究2において、なぜ彼女はこのように不自然に

退場するのかという点が疑問視されてきた3。 

 本稿はこの問いについて、「台所」に注目する。 

 耳の女の子が 後に姿を消した場所は「台所」である。本稿はこの「台所」を「母」の

象徴と捉え、耳の女の子が物語から突然消えた理由を「耳の女の子が母になってしまった

から」であると考える。 

 

１．妻の喪失 

 

 誰かが台所に立った時、その人物は物語から退場し、主人公は彼/彼女を喪失する。――

『羊をめぐる冒険』という物語はこのような法則に支えられている。 

 例えば主人公の妻が離婚について話をするために部屋へ戻ってきた際、彼女は「台所」

のテーブルに伏せる。 

 

                         
1 村上春樹『羊をめぐる冒険（下）』（1985年、講談社文庫）。下線部は筆者による。以下、『羊をめぐる冒

険（上）』『羊をめぐる冒険（下）』について「上」「下」と表記する。 
2 これについて加藤典洋氏（『村上春樹 イエローページⅠ』1996年、荒地出版社）は「不器用な失踪」「不

自然きわまりない消え方」と述べている。 
3 小島基洋「午前 8 時 25 分,妻のスリップ, 後に残された五十メートルの砂浜 : 村上春樹『羊をめぐる冒

険』における〈再・喪失〉の詩学」（『人間・環境学』24号、2015年）は「〈再・喪失〉する法則性」によ

る引力が、耳の女の子をストーリーの自然な展開から外れて喪失させたのだと説明している。 
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  彼女は台所のテーブルにうつぶせになっていた。（上p29） 

 

 妻が出て行った後、僕は「妻のスリップ」について想いを馳せる。この際、スリップは

「台所」の椅子に掛けられた状態で想起される。 

 

 それから僕は妻のスリップいついてもう一度考えてみた。しかし僕にはもう彼女が

スリップを持っていたかどうかさえ思い出せなかった。スリップが台所の椅子にかけ

られたぼんやりとした実体のない風景だけが、僕の頭の隅にこびりついていた。（上

p78） 

 

 無人の椅子をぼんやり眺めているうちに、昔読んだアメリカの小説を思い出した。

妻に家出された夫が、食堂の向いの椅子に彼女のスリップを何ヵ月もかけておく話だ

った。（上p39） 

 

 実はこの食堂/台所のスリップを思い浮かべる前に、僕は「台所」に行き、誰もいない椅

子を見て、「自分が小さな子供」であるという錯覚を覚える。 

 

そして台所に行って残りのコーヒーをあたためなおした。テーブルの向い側にはもう

誰も座ってはいなかった。誰も座ってはいない椅子をじっと眺めていると、自分が小

さな子供で、キリコの絵に出てきそうな不思議な見知らぬ街に一人で残されたような

気がした。（上p39） 

 

 単なる小さな子供ではなく「一人で残された」子供というのは、親から置き去りにされ

た子供、つまり「親を失った」子供として捉えられる。ここで妻に去られた僕は、親がい

ない子供と自分を重ねたうえで、食堂/台所の椅子にスリップを掛ける話を思い出す。小島

基洋氏4はスリップを「妻」の幻想とするが、上の場面を見ると、「台所に掛けられたスリ

ップ」は妻の幻想であると同時に、「母」の幻想である、と解釈できるのではないか。 

 というのも、僕は子供を欲しがっていない。父になることを拒否し、同時に妻が母にな

ることも望んでいないことが作中の発言から分かる。 

 

「子供欲しかった？」 

「いや」と僕は言った。「子供なんて欲しくないよ」 

「私はずいぶん迷ったのよ。でもこうなるんなら、それでよかったのね。それとも子

                         
4 前掲小島論文は「〈喪失〉した妻を換喩的に〈再帰〉させる方法として、彼女が身につけていたスリップに

しばらく想いをめぐらす」と説明する。 
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供がいたらこうならなかったと思う？」 

「子供がいても離婚する夫婦はいっぱいいるよ」 

「そうね」と彼女は言って僕のライターをしばらくいじっていた。「あなたのことは今

でも好きよ。でも、きっとそういう問題でもないのね。それは自分でもよくわかって

いるのよ」（上p37.38） 

 

「本当のことを言えば、あなたと別れたくないわ」としばらくあとで彼女は言った。 

「じゃあ別れなきゃいいさ」と僕は言った。 

「でも、あなたと一緒にいてももうどこにも行けないのよ」（上p42.43） 

 

 妻は「あなたと一緒にいても、これ以上成熟してゆくことはできない」――つまり父に

なることを拒否する僕と一緒にいても、自分は母になることができないと考えている5。 

 これに対して、僕が耳の女の子にスリップのことを訊ねる場面がある。 

 

「ねえ、君はスリップを着ないのかい？」と僕はこれという意味もなくガール・フレ

ンドに訊ねてみた。 

 彼女は僕の肩から顔を上げて、ぼんやりとした目で僕を見た。 

「持ってないわ」 

「うん」と僕は言った。 

「でも、もしあなたがその方がもっとうまくいくっていうんなら……」 

「いや、違うんだ」と僕はあわてて言った。「そういうつもりで言ったわけじゃないん

だよ」 

「でも、本当に遠慮しなくてもいいのよ。私は仕事上そういうのには結構なれてるし、

ちっとも恥かしくなんかないのよ」 

「何もいらないんだ」と僕は言った。「君と君の耳だけで本当に十分なんだ。それ以上

は何もいらない」 

 彼女はつまらなそうに首を振って僕の肩に顔を伏せた。（上p79） 

 

 「スリップを着てもいい」と暗に言う耳の女の子に対し、僕は「それ以上は何もいらな

い」と返す。スリップが母の幻想であるとすると、僕は彼女に「母にならなくていい」こ

とを告げている。「それ以上は何もいらない」という発言は「子供はいらない」という意味

だろう。ここでスリップを着せないことで、彼女を母にすることを避け、僕は彼女を喪失

                         
5 この発言をした日、家に来た彼女は彼のためにサラダを作っていた。サラダを作った場所は台所であろう。

このサラダについて「トマトといんげんは影のよいに冷やりとしていた。そして味がない。クラッカーにもコ

ーヒーにも味はなかった。（上p33）」と「味がない」ことを述べるが、僕は妻が「台所」に立って作った料

理を僕は受け入れることができなかった、つまり妻が母として作った料理を拒否したのである。 
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させなくて済んでいる。 

 これまで見てきたように、『羊をめぐる冒険』における「台所」には、「母」のイメージ

が重なっている。これが本稿の主張である。 

 

２．耳の女の子の喪失 

 

僕はレジのわきにある電話ボックスに入り、立派な耳のガール・フレンドに電話をか

けてみた。彼女は彼女の部屋にも僕の部屋にもいなかった。ただどこかに食事に出て

いるのだろう。彼女は絶対に家の中では食事をしないのだ。（上p221） 

 

 耳の女の子は、家の中で食事をしない。つまり彼女はほとんど台所に近づかない。例え

ば、彼女がやかんで湯を沸かす場面では、「隣の部屋」に移動する。これは無意識に台所に

いることを拒否するためと考えられる。 

 

「コーヒーでも飲まない？」 

「いいね」と僕は言った。 

 彼女はビールの空缶とグラスを下げ、やかんで湯を沸かした。湯が沸くまでのあい

だ彼女は隣りの部屋でカセット・テープを聴いていた。（上p230） 

 

 そして二人が鼠の家へ向かった際、彼女は「台所」から現れる。 

 

しばらくたってからぱちんという小さな音がして電灯が点き、台所から彼女が現われ

た。（下p131） 

 

 冒頭でも述べた通り彼女は「台所」に消え、そのまま物語から退場する。この際なぜ台

所へ消えたかと言うと、家で食事をしないはずの彼女が「クリーム・シチュー」を作った

からである。 

 

僕はソファーから立ちあがってフロア・スタンドのスイッチを点け、台所に行って冷

たい水をグラスに二杯飲んだ。ガス台の上にはクリーム・シチューの入った鍋がのっ

ていた。鍋にはまだ微かな温もりが残っていた。灰皿にはガール・フレンドの吸った

はっか
、 、 、

煙草の吸殻が二本押しつぶされたような形で立っていた。 

 僕は本能的に彼女が既にこの家を去ってしまったことを感じとった。彼女はもうこ

こにはいないのだ。（下p138） 
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 物語から退場する前に彼女は「眠りなさい」と僕に毛布をかけ、台所に立ってクリーム

シチューを作る。これはまさしく「母」の振る舞いである。 

 

「眠りなさい。そのあいだに食事の用意をしておくから」 

 彼女は二階から毛布を持ってきて、僕にかけてくれた。そして石油ストーブを用意

し、僕の唇に煙草をはさんで火をつけてくれた。 

「元気を出して。きっとうまくいくわよ」 

「ありがとう」と僕は言った。 

 そして彼女は台所に消えた。 

 一人になると体が急に重くなったようだった。（下p135） 

 

 しかし彼女はこの後、物語から退場することになる。ここから「母」になってしまった

がために彼女は喪失されたのだということが分かる6。 

 

「彼女は大丈夫だよ。元気だよ」と鼠は言った。「ただ彼女はもう君をひきつけること

はないだろうね。可哀そうだとは思うけれどね」 

「何故？」 

「消えたんだよ。彼女の中で何かが消えてしまったんだ」 

 僕は黙り込んだ。 

「君の気持はわかるよ」と鼠は続けた。「でもそれは遅かれ早かれいつかは消えるはず

のものだったんだ。俺や君や、それからいろんな女の子たちの中で何かが消えていっ

たようにね」（下p207） 

 

 鼠は「俺や君や、それからいろんな女の子たちの中で何かが消えていった」と、成熟す

るとともに消失してしまうものに言及する。つまり、母になることを受け入れた彼女が「何

か」を消失してしまい、僕の前に姿を現すことはないのだ、ということであろう。 

 「父」になること、つまり成熟を拒否する男たちのそばで、「母」になることを受け入れ

た女たちは喪失されなくてはならない。『羊をめぐる冒険』という物語には、そのような法

則が共鳴しあっている7。 

 

３．鼠の喪失 

 

                         
6耳の女の子が消えた後、僕は誰もいない台所に一人で立ち、多くの料理をつくる。それは「母のいない子供」

の姿と重なる。 
7 物語の冒頭、「二十五まで生きるの」「そして死ぬの」（上p23）と言い、二十六歳で死ぬ女の子が登場す

る。この台詞にも「母になる年齢になったら死ぬ」という物語の法則が見える。 
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「子供は作らないの？」とジェイが戻ってきて訊ねた。「もうそろそろ作ってもいい年

だろう？」 

「欲しくないんだ」 

「そう？」 

「だって僕みたいな子供が産まれたら、きっとどうしていいかわかんないと思うよ」

（上p156） 

 

 上のように述べる僕は、子供を欲しがっていない。父になること、成熟を拒否している

人物である。そして鼠もまた、放浪生活を続けている様子から、社会的な責任を負うこと

を拒否する人物であることが分かる。鼠は僕に対して以下のように言う。 

 

「俺は俺の弱さが好きなんだよ。苦しさやつらさも好きだ。夏の光や風の匂いや蝉の

声や、そんなものが好きなんだ。どうしようもなく好きなんだ。君と飲むビールや…

…」鼠はそこで言葉を呑みこんだ。「わからないよ」（下p204） 

 

 鼠は「弱さ」の象徴として「君と飲むビール」が挙げる。そして僕は「鼠」という呼び

名について以下のように言う。 

 

「なんて呼んだんですか？」 

「名前で呼んだわ。誰だってそうするんじゃない？」 

 言われてみればそのとおりだ。鼠
、

というのはあだ名にしても子供っぽすぎる。（上

p175） 

 

 ここから鼠という名には「子供」であることという意味が含まれていることが分かる。

つまり僕と鼠は、「弱さ」や「子供」であることといったことを共有している。それは妻が

「彼はなんていうか……十分に非現実的だったわ」（上 p175）と述べるように、現実で時

間を経てゆくものではないのだろう。 

 しかし鼠は首を吊る。場所は「台所」である。 

 

「台所のはり
、 、

で首を吊ったんだ」と鼠は言った。（下p197） 

 

「簡単に言うと、俺は羊を呑み込んだまま死んだんだ」と鼠は言った。「羊がぐっすり

と寝込むのを待ってから台所のはり
、 、

にロープを結んで首を吊ったんだ。奴には逃げ出

す暇もなかった」（下p199） 
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 前章で見た「台所」が「母」の象徴であるとすれば、村上は鼠を「台所」という「母」

の胎内で自死させることで、永遠に成熟しない鼠のイメージを成立させている。羊を拒否

し弱さを抱えたまま自死する鼠は、成熟を永遠に拒否する少年であり8、「母」の胎内に永

遠に引きこもることを選択する。 

 「羊は彼を利用して強大な権力機構を作りあげた」「先生が死んだあとに君を利用してそ

の権力機構を引き継ぐことになっていたんだね」（下p203）と言われる羊は、「父」の象徴

として解釈することもできる。鼠は父の持ち物である家（「うまく感情表現できないまま年

老いてしまった巨大な生き物のように見えた」（下p127））へやって来て、その家を爆破す

るよう僕に頼む。つまり鼠は「羊」と一体になること＝父になることを拒否し、父の持ち

物である家の「台所」＝母の胎内で死ぬ。そのような行為として、鼠の自死は捉えること

ができる。 

 鼠と別れた後、僕が時計のコードを接続して鼠の家を爆破する。これは母の幻想を爆破

することで、僕が鼠と異なった「まとも（下p225）」に現実を送り、母の胎内に引きこもら

ずに成熟せざるを得ない状況になるからだろう9。 

 

おわりに 

 

 本稿では『羊をめぐる冒険』において、父になることを拒否する男たちと、その周りで

母になることを受け入れると喪失される女たちの姿を、「台所」10を基点として見てきた。 

 鼠と耳の女の子を失った僕は、ひとりでジェイのバーを訪ねる。ジェイはこの作品にお

いて、例外的に「台所」に立ちながら喪失されない人物であり、僕と鼠を受け入れる役割

を果たす。つまり、ジェイは彼らの「喪失されない母」として機能している。 

 鼠の家から帰ってきた僕は、バーの共同経営者になることを申し出る。 

 

「どうだろう。そのぶんで僕と鼠をここの共同経営者にしてくれないかな？ 配当も

                         
8 内田樹「村上春樹文学の系譜と構造」（『村上春樹における秩序』2017年、淡江大学出版）は「鼠」のこと

を「主人公の分身、アルターエゴです。このアルターエゴの特徴は、弱さ、無垢、邪悪なものに対する無防備、

それらの複合的な効果としての不思議な魅力」であり、「主人公が「今のような自分」になるために切り捨て

てきたもの」として説明し、『羊をめぐる冒険』は「本質的にはおのれ自身の穏やかで満ち足りた少年期と訣

別し、成熟への階椴を登り始めた「元少年」たちの悔いと喪失感を癒すための自分自身との訣別の物語」であ

ると述べる。 
9 今井清人（「『羊をめぐる冒険』ミメーシスされる＜物語＞」（今井清人『村上春樹―OFFの感覚』1990年、

国研出版））は『羊をめぐる冒険』を「不在の母殺し」の物語として読む。本稿の主張と同様に今井氏は鼠の

家を「母」として見ており、『羊をめぐる冒険』に「母」の影を見ている。また今井氏は「鯨の切り離された

ペニス」に共感を覚える描写に、僕の成熟拒否が見られると指摘しており、重要な先行研究である。 
10村上春樹はほとんど自身の母親について言及しないが、「ちらし寿司」について綴ったエッセイにおいて「前

日に母親が桶の中に炊きたての寿司ご飯を入れて広げて、扇風機をかけて冷ましているのを見るのは心愉し

いものだった」（村上春樹『村上ラヂオ』2001年、新潮文庫p126）と言う。ここからも村上文学における料

理と母親、ひいては台所と母親の連関が見られる。 
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利子もいらない。ただ名前だけでいいんだ」 

「でもそれじゃ悪いよ」 

「いいさ、そのかわり僕と鼠に何か困ったことが起きたらその時はここに迎え入れて

ほしいんだ」 

「これまでだってずっとそうして来たじゃないか」 

 僕はビールのグラスを持ったまま、じっとジェイの顔を見た。「知ってるよ。でもそ

うしたいんだ」 

 ジェイは笑ってエプロンのポケットに小切手をつっこんだ。「あんたがはじめて酔

払った時のことをまだ覚えてるよ。あれは何年前だっけね？」 

「十三年前」 

「もうそんなになるんだね」 

 ジェイは珍しく三十分も昔話をした。ぱらぱらと客が入ってきたところで僕は腰を

上げた。 

「まだ来たばかりじゃないか」とジェイは言った。 

「しつけの良い子は長居をしないんだよ」と僕は言った。（下p227）11 

 

 しつけの良い子は長居をしないというのは、母のいる場所でずっと子供のままいること

はできない、という意味だろう。しかし僕は「何か困ったことが起きたらその時はここに

迎え入れてほしい」とも述べる。ここには、母のもとから離れつつも、母のもとへ帰って

きたい、という願望が見える。 

 村上春樹作品における成熟をめぐる問題は『羊をめぐる冒険』以降も続くが、その予感

は既に『羊をめぐる冒険』の場面に内包されていたと言えるだろう。 

 

  

                         
11 この時点1978年の「十三年前」は1965年である。『羊をめぐる冒険』は1969年から始まるため物語には

関係ないように思えるが、1965年時点で作者・村上春樹の実年齢は16歳であり、高校生である。『村上ラヂ

オ』（村上春樹、新潮社）では「恋をするのに 良の年齢は16歳から21歳」と述べている。とすると、16歳

で僕が初めて「酔っ払った」のは、本当に飲酒したというより、女の子と付き合った、更に深読みすれば『ノ

ルウェイの森』に登場する直子と「恋をした」年齢ではないだろうか。妄想めいた憶測に過ぎないが、ここに

言及しておく。 
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七、口頭発表18 

 

〈見せかけ〉の世界との交錯 

――『１Q84』『騎士団長殺し』における認知症の表象 

専修大学 米村 みゆき 

１. はじめに 

歴史的叙述を引用しつつフィクションを織り込む擬史的想像力に、村上春樹の魅力を捉

える先行研究があるが、本発表では、『１Ｑ８４』（2009～2010年）『騎士団長殺し』（2017

年）における認知症の表象が、小説世界の〈謎〉を効果的に展開するギミックである点に

着目し、考察を試みたい。史実/擬史を凌駕するかたちで現実をより現実らしく描く手法、

小説ゆえにこそ現実をよりリアリスティックに描くことが可能である方法について考察す

るとき、小説における認知症の表象は、日本近現代文学の中で一つの系譜を辿ることがで

き、一方で、症例として使われてきた。 

『１Ｑ８４』では、パラレル的世界が展開され、実在とされる1984年と1Q84年の歴史

が交錯する一方で、天吾の父は認知症となり、天吾の出生の〈謎〉が解明されようとする。

『騎士団長殺し』では、ナチス高官暗殺未遂事件や南京大虐殺の歴史的事実を持ち込むこ

とで事実性を担保する一方で、高名な画家・雨田具彦の未発表の絵画「騎士団長殺し」の

〈謎〉が物語の牽引力として設定され、「騎士団長殺し」の“絵解き”の様相を呈してゆく。

そして両者とも〈謎〉の創出は、天吾の父および雨田具彦が認知症を患い、本人の内面が

不可視とされる設定が重用なポイントとなっている。 

日本の近現代小説における認知症表象の文脈では、認知症患者による記憶障害や被害妄

想がもたらす介護者側の葛藤、騙される患者に対する読者側からの同情など、患者の内面

が不可視である点によって多くのドラマが生れてきた。村上春樹の小説においては、むし

ろ、小説世界のギミックとして作品世界と通底する点に特徴があるようだ。本発表では、

村上春樹の認知症の表象が、小説内でどのような位相にあり、ギミックとして有効性を発

揮しているのかをみてゆくことを主な目的とする。 

結論を先取りすれば、両小説で描かれた認知症は、いずれも、通常の感覚では共感しにく

い不可思議な現象、通常では「妄想」と片付けられるような事柄が、語りの「強度」によ

って担保させられつつも、真実への追求の手段となっている様相が見て取れる。 

２、認知症患者の他者化――日本近現代文学における認知症 

日本の近現代文学には、様々な認知症患者の風景が描かれてきた。その代表的なものを

あげるなら、「職業婦人」の嫁が舅を介護する有吉佐和子『恍惚の人』（1972年）、男性主人

公が実父を介護する佐江衆一『黄落』（1995年）、母親の介護をエッセイで綴る落合恵子『母

に歌う子守唄』（2004 年）、「在宅介護」でありながら、娘が兄の家に通って母親の介護を

する東野圭吾『赤い指』（2006年）などである。どこで、どのような立場から、認知症患者
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と接するのか、そこでどのような葛藤がみえるのかということをこれらの文学作品は描い

てきた。代表的な小説として有 佐和子『恍惚の人』について紹介しよう。この小説は、

「初老」にさしかかった昭子・信利という夫婦が、八十代の父親（信利の父親）を介護す

る話である。当時においては「老人性痴呆」「老人介護」という先見的な問題を描いたこと

で世評を博し、二百万部を超える空前のベストセラーとなった。この売れ行きによって、

版元の新潮社では新設の社屋である通称「恍惚ビル」が建ったほどであった。ベストセラ

ーの二百万部という数字は、ふだんは小説を読まない人々も、この小説を手にとったこと

を示している。そして『恍惚の人』は、小説の中の話にとどまらず、当時の社会、具体的

に言えば高齢者福祉行政へも影響を与えてゆく。有吉佐和子は『恍惚の人』の印税の一億

円を老人ホームに寄付したのだが、八千万円の税金がかけられた。その話題はマスコミで

取り上げられ、政府は社会福祉施設に対する寄付を免税にする方針を採ることになる。ま

た、小説家・井上ひさしが回想しているように、シルバーシートの設置、都営バスの老人

無料パスの交付なども、この小説が巻き起こした世論の風圧に後押しされたことだった。

すなわち、『恍惚の人』は、現実社会を切り開く小説でもあった。 

小説で「老人性痴呆」（現在の認知症）が、どのような小説装置として扱われているかを

見てゆくとき、それは「老いへの不安」を演出するためであることがわかる。「老人性痴呆

症」を患った茂造は昭子・茂利夫婦の実父・義父であるが「おじいさん」「おとうさん」等

の親族呼称ではなく、語り手の視点による「茂造」ですらなくなっている場面がみえる。

昭子の義母が急死した場面である。 

 

夫婦は互いに眼を外らし、見ぬようにしながら、まだ生きている老いた男を見た」（二） 

 

語りは、自分が何者であるかもわからなくなってゆく茂造を、夫婦にとって見知らぬ男

として語り、他者化を含んだ眼差しを向けている。1 

認知症を描いた小説が、なんらかの小説装置となって作用する事例は、小説がフィクシ

ョンであるがゆえに少なくはない。しかし、村上春樹の両小説では、物語を強く牽引擦る

要素となっているようだ。まずは、『１Ｑ８４』からみてゆきたい。 

３、『１Ｑ８４』の天吾の父 

「お父さまはまだ六十代です。老衰するような年齢ではありません。それに基本的には

健康な方です。認知症以外には、これという持病も見受けられません（後略）」（BOOK２、

第22章） 

 

昏睡状態におちいった父親の症状について医師が説明している場面である。 

天吾は自分が語りかける言葉が父親に届いているのか医師に尋ねるが、医師はわからな

                         
1 米村みゆき・佐々木亜紀子『〈介護小説〉の風景 増補版』（2015年、森話社） 
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いと答える。父親は「昏睡状態」にあり、呼びかけても身体的な反応はない。しかし、深

い昏睡状態にあっても、まわりの話し声が聞こえる人もおり、内容もある程度理解できる

ことがあると医師は説明する。天吾は父親の意識の有無について、次のように再び確認す

る。 

 

「でも見た目ではその違いはわからないのですね」 

  「わかりません」（BOOK２、第24章） 

 

見た目＝「見せかけ」ではわからない事柄が認知症の表象として『１Ｑ８４』に取り上

げられていることは注目してよいのではないか。 

 天吾の父は、NHK の集金人をしながら男手で天吾を育て上げた人物である。天吾が小学

生のときNHKの集金の同伴を拒否して以来、二人の間には「冷ややかな空気」が流れてい

る。ある時期から天吾は父親のもとにほとんど寄りつかなくなった。父親はNHKを退職し

た後、「認知症患者のケアを専門にする」千倉の療養所に入った。そして、天吾は、二年ぶ

りに父親を訪ねようとする。 

 

 おれはこれから千葉県の海辺の町まで、認知症の父親に会いに行こうとしている。彼

は息子のことを覚えているかもしれないし、覚えていないかもしれない。この前に会っ

たときだって、その記憶力はかなりおぼつかないものだった。今はおそらく更に悪化し

ているだろう。認知症には進行はあっても、回復はない。そう言われている。前にしか

進まない歯車のようなものだ。それは天吾が認知症について持っている数少ない知識の

ひとつだった。（BOOK２、第８章） 

 

 父親との面会場面では、語りによって父親＝認知症患者への他者化が生じている。 

 

 その窓際の椅子に座っている老人が自分の父親だとは、天吾にはすぐにはわからなかっ

た。彼はひとまわり小さくなっていた。（中略）大きなとがった耳は、今ではより大きく、

まるでコウモリの翼のように見えた。（中略）唇の両端がだらんと垂れて、今にそこからよ

だれがこぼれてきそうに見える。（中略）窓際にじっと座った父親の姿は天吾に、ヴァン・

ゴッホの晩年の自画像を思い出させた。 

 その男は彼が部屋に入っていっても、一度ちらりと視線をこちらに向けただけで、あと

は外の風景を眺め続けていた。離れたところから見ると、人間というよりは、ネズミやリ

スの類に近い生き物のように見えた。あまり清潔とは言えないが、それなりにしたたかな

知恵を具えた生き物だ。しかしそれは間違いなく天吾の父親だった。あるいは父親の残骸

とでも言うべきものだった。（同上） 
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 天吾の父親は、天吾のことが誰なのかわからない。息子であることを思い出せないでい

る。「父親」から「その男」と呼称が変化するのは、父親の相貌が変化したことも起因して

いるだろうが、父親が自分を判断できない、自分にとって見知らぬ存在になっている理由

が大きいだろう。前述の『恍惚の人』でみえた認知症患者の他者化と同じ表現である。し

かし、他者化以上に、上の引用が手酷い表現となっているのは、「肉親」の情というものが

見受けられないことだろう。『１Ｑ８４』のおいて、認知症の表象は、記憶障害等の「病」

のみに限定しない。次の箇所を見てみたい。 

 

「私には息子はおらない」と父親はあっさりと言った。 

「あなたには息子はいない」と天吾は機械的に反復した。 

父親は肯いた。（同上） 

 

このやりとりを通じて、天吾は次のように感じる。 

 

この男はおそらく今、真実を語っているのだ、と天吾は感じた。その記憶は破壊され意

識は混濁の中にあるかもしれない。しかし彼が口にしているのはたぶん真実だ。天吾には

それが直感的に理解できた。（同上） 

 

そして、この機会を逃したら、父親の認知症が進み真実を知ることができないのだと考

える。そのため、天吾は子供の頃からずっと口にできなかった質問の口火を切ることにな

る。「あなたはつまり、僕の生物学的な意味での父親ではないということですね？ 僕のあ

いだには血のつながりがないということですね」。しかし父親は、天吾の質問には答えずち

ぐはぐな受け答えをするのみで、父親が自分の質問の趣旨を理解できたかどうかもわから

ない。しかし、天吾はさらに質問を続け、一つの判断をする。 

 

「母親は、僕が小さな頃に、病死したのではないのですね」（中略）母親はあなたのも

の を去っていった。あなたを捨て、僕をあとに残して。おそらくはほかの男と一緒に。

違いますか？」 

父親は肯いた。「電波を盗むのはよくないことだ。好きなことをして、そのまま逃げ

おおせるものではない」 

この男にはこちらの質問の趣旨はちゃんとわかっている。ただそれについて正面から

話したくないだけだ。天吾はそう感じた。（同上） 

 

ここで注意を向けたいのは、これが天吾の語り、すなわち天吾の「解釈」に過ぎないも
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のとして提示されているのであって、父親は真に天吾の質問の意味を理解していない可能

性も同時に示されていることである。しかし、天吾は、父親にむかって、さらに訴える。

自分が父親に憎しみを抱き続けてきたこと、父親が「実の父親」でないと考えたこと、自

分の出生について真実を話してくれれば、これ以上父親を憎む必要がないと。すると、父

親の中に「変化」が現われたようにみえる。 

 

父親は何も言わず、相変らず表情のない目で天吾を眺めていた。しかしその空っぽの

ツバメの巣の奥に、きわめて微小な何かがきらりと光ったような気がした。（同上） 

 

この父親の反応は、天吾が個人的に感じた（「気がした」）という語りのうちにあって、

「真実」はわからない。だが、天吾は父親について「この男は空っぽの残骸なんかじゃな

い。ただの空き家でもない。頑強な狭い魂と陰鬱な記憶を抱え」「今はまだ空白と記憶がせ

めぎあっている」と判断する。そして、病室を立ち去るときに再び、父親に話かける。し

かし、父親は反応がない。 

 

父親の表情は変化を見せなかった。自分の言うことを相手が理解しているのかどうか、

そもそも聞こえているのかどうか、天吾にはわからなかった。（BOOK2、第10章） 

 

一方、退室するため、 後に病室を振り返ったときには、父親の目から一筋の涙がこぼ

れていた。そのため、天吾は「父親はおそらく、わずかに残された感情のすべての力を振

り絞ってその涙を流したのだ」と判断する。しかし、繰り返せば、父親が意識を持ち、そ

れゆえなんらかの反応をしたという想定は、あくまで天吾の想定でしかなく「直感的に感

じた」「気がした」「そう感じた」「おそらく」という語りの中でしか表現できないものとし

てある。 

 その後、父親は昏睡状態となり、天吾と言葉を交わすことは不可能になる。ただし、そ

の「昏睡状態」は医学的には病因が説明のつかないものとして表れている。すなわち、『１

Ｑ８４』における認知症の症状は、単なる病気のイメージに留まらず、『１Ｑ８４』の小説

のギミックと密接に結びつくものとなってゆく点が着目されるのだ。具体的な場面を見て

ゆきたい。 

天吾は、昏睡状態で死期が近い父親のため、休暇をとって千倉に滞在し付き添いをする。

そして、眠り続ける父親の姿を見ながら、その頭蓋骨の内側では「余人の目には映らない」

光景や記憶に囲まれているかもしれないと考える。さらには、天吾のアパートに滞在する

深田絵里子のもとを、父親がNHKの集金人として訪れているのではないかと推測する。天

吾は意識のない父親に向かって語りかける。 
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 「あなたの肉体はここで昏睡している。（中略）でもそれはひとつの見せかけ
、、、、

に過ぎ

ないんじゃないか。ひょっとしてあなたの意識は本当に失われてはいないんじゃないか。

あなたはここで肉体を昏睡させたまま、意識だけをどこかよそに移して生きているんじ

ゃないか。僕はずっとそういう気配を感じ続けてきた。あくまでなんとなくではあるけ

れど。」 

（中略） 

「突飛な想像だということはよくわかっている。こんなことを誰かに言っても、妄想

と思われるのがおちだ。でも僕はそう想像しないわけにはいかない。」 

           （中略） 

「そういう文脈で話を進めていけば、あなたが意識を肉体から分離しどこか別の世界

に映して、そこで自由に動き回っているとしても、とくに不思議はない。（中略）、僕に

は奇妙なちょっとした手応えがある。あなたがそれを実際におこなっているんじゃない
、、、、、、、、、、、、、、、

か
、
という手応えが。たとえば高円寺の僕のアパートに行ってドアをノックしている。わ

かるよね？ NHKの集金人だと言ってドアをしつこく叩き、脅し文句を大声で叫ぶんだ。

（後略）」 

「僕が求めるのはただひとつ、もうドアをノックしないでほしいということだ。」

（BOOK３ 第12章） 

 

 『１Ｑ８４』では、深田絵里子のほか、マンションに「潜伏」している青豆も、天吾を

監視している牛河も、それぞれ「肉体から分離」した父親の訪問（NHKの集金）を受けてい

るように描かれる。そしてどちらも、実在するNHKの集金人はいないと語られる。その一

方、天吾がいくら枕元で父親に話しかけても、父親は途切れることのない昏睡状態のまま

だ。しかし、天吾はこのように考える。 

 

  父親は何も言わず、身じろぎひとつせず、じっと目を閉じていた。いつもと同じよう

に。しかしそこには何かを考慮しているような気配があった。（中略）父親が出し抜け

に目を開け、身体を起こすのではないかという気がした。（後略）。（同上） 

 

その後、意識は戻らないまま父親は息を引き取るのであるが、その死にも〈謎〉が含ま

れる。意識のない父親が自分でナースコールを押して自分の死を看護師に伝えたのではな

いか、それ以外にコールを押す人物がいないのだと。医師から語られる父の死因も、父親

はただ「認知症」であるだけで健康体であったが、あるときなぜか昏睡に陥り意識が戻ら

ないままの死を迎えたというものだった。改めて確認するまでもなく、青豆のマンション

を訪れた NHK の集金人は、NHK を騙ったほかの人物の可能性も残るし、牛河のケースも単

なる思い違いの可能性はある。しかしながら、『１Ｑ８４』において、父親の認知症に対す
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る天吾の「直感」は、『１Ｑ８４』のもう一人の主人公・青豆の「直感」と相似形をなすも

のである。 

 リーダーを殺害し、マンションの一室に潜伏する青豆は、「同志」である老婦人、ボディ

ーガードのタマルに「妊娠する心当たりがまったくない」にも関らず妊娠した可能性につ

いて伝える。老婦人と青豆とのやりとりである。 

 

老婦人は慎重に言葉を選ぶ。「私は前々から、あなたを冷静で、論理的な考え方をす

る人だと思ってきました」 

「少なくともそうありたいと私も考えています」と青豆は言う。 

「にもかかわらず、性交渉抜きで受胎したとあなたは考えている」 

「そういう可能性がある
、、、、、、、、、、

と考えています。正確に言えば」と青豆は言う。「もちろん

そんな可能性を思いめぐらすこと自体、筋の通らないことかもしれませんが」（BOOK３、

第８章） 

 

青豆は自分の妊娠についてただ「可能性がある」と答えるのみ。タマルにも「俺には謎

かけのように聞こえるが」としか返答のしようのない事柄である。しかしながら、妊娠検

査薬により、青豆による妊娠の推測は正しかったことがわかると、青豆の頭には「出し抜

けに」ひとつの考えが浮かぶ。 

 

 胎内にいるのはあるいは天吾の子供かもしれない。 

（中略） 

 おそろしく突飛な考えだ。まったく理屈が通っていない。どれだけ言葉を尽して説明

しても、たぶん世界中の誰ひとり納得させられないだろう。（BOOK３、第11章） 

 

 その後「もし本当に天吾の子供だったら」という考えは、青豆の中で次第にひとつの「事

実」となってゆく。しかし、「第三者を説得できるだけの論理性」はないままだ。 

父親の認知症の表象は、天吾によって「見せかけ」と語られる。「突飛な想像」「妄想」

と言われようとも、認知症は「見せかけ」で、意識はあるのだ、それが「真実」だと思い

こむ。青豆の妊娠の事実も同じく論理性はない。そもそも、『１Ｑ８４』という小説自体、

冒頭はこのように始まる。 

 

見せかけにだまされないように（BOOK１、第１章） 

 

高速道路でタクシーの運転手は「見かけにだまされないよう。現実というのは常にひと

つきりです」という啓示を青豆に伝える。すなわち、『１Ｑ８４』における認知症の表象は
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『１Ｑ８４』の「見せかけ」の世界と密接な関連があることがわかる。ここでは超越的な

語りによって、物語が推進されている事実についても言及すべきだが、紙幅の都合上割愛

し、『騎士団長殺し』の認知症の表象に進みたい。 

４、雨田具彦と認知症――『騎士団長殺し』 

「頭は避けがたく混沌に向かっている」と、主人公の友人は、自分の父親・雨田具彦の

ことを語る。雨田具彦は有名な日本画家だが、天吾の父親と同様、認知症で高齢者養護施

設に入所している。記憶が失われ、息子の顔も思い出せない。その点も天吾の父と同様の

設定である。そして、天吾の父親と同じく、「意識を肉体から分離して」動き回っているよ

うに描かれる。雨田具彦は、ある夜、主人公が滞在する別荘にやってくるのだ。 

 

それが実物の肉体をそなえた雨田具彦であるわけはなかった。実物の雨田具彦は伊豆

高原の高齢者養護施設に入っている。認知症がかなり進行しており、今はほとんど寝たき

りの状態になっている。ここまで一人で自力でやって来られるわけがない。（41） 

 

 語り手は、自分が目にしている雨田具彦を「生霊」と呼ぶべきかもしれない、と述べ、

そこに「意識の放射」があったと説明する。『１Ｑ８４』では、父親の意識は天吾による「気

がする」「可能性がある」という曖昧さの中で提示されたが、『騎士団長殺し』では、主人

公の判断は確信に近いもの、雨田具彦は高齢者施設の病室からそのまま抜け出してきたよ

うに描出される。認知症の雨田具彦に「意識」があるとの推測は、『１Ｑ８４』と同じく、

息子によって語られる。「なんだか不思議なものだね。過去の記憶はほとんど消えてしまっ

ても、意志の力みたいなものはまだちゃんとそこに留まっているんだ。それは見ていれば

わかる。」（37）と。 

したがって、『騎士団長殺し』では、認知症の表象を小説のギミックとして使いつつも、

「直感」や「見せかけ」については、『１Ｑ８４』よりも後退しているといえるだろう。そ

して『１Ｑ８４』と異なるのは、雨田具彦の場合は、死期が近づいたときに、病室で意識

を取り戻し「二十代の青年」に戻ろうとしている点である。次は雨田具彦の病室で、主人

公と騎士団長と雨田具彦が居合わせる場面である。 

 

私は席を立って、騎士団長の座っている椅子の方に歩いて行った。そして彼の抜いた

剣を手に取った。何が正しいことなのか、何が正しくないことなのか、その判断が私に

はもうつかなくなっていた。空間と時間を欠いた世界では、前後や上下の感覚さえ存在

しないのだ。私という人間がもう私ではなくなってしまったような感覚がそこにはあっ

た。私と私自身とが乖離しているのだ（51） 

 

 認知症の症状では、記憶障害、見当識障害が生じるといわれる。「時間」「場所」「人物」

に関する認知に障害をきたすものである。2 『騎士団長殺し』では、病室で絵画「騎士団

長殺し」の場面が再現される。雨田具彦にもたらされた世界は、彼の二十代の世界の再現

であるかもしれない。病室で、主人公が巻き込まれてゆく「空間と時間を欠いた世界」は、

いうまでもなく認知症の表象と分ちがたく結び付き、繰り広げられた小説世界だろう。 

                         
2 小澤勲『認知症とは何か』（2005年、岩波書店） 
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七、口頭発表19 

 

The Spatial Narrative in Norwegian Wood: 

Sexuality, Body and Mutual Sympathy of Subjectivity 
University of Jyväskylä, Hsu Che-Wei 

 

Abstract 

In Norwegian Wood, Murakami creates a variety of sex scenes among main characters. This 

paper will explore the intertwined relationship between sex and body on the basis of Foucault’s 

comparative concepts of “heterotopia” and “utopia”. The primary focus of the discussion is the way 

in which space is transformed in Murakami’s writing, which shows the boundaries and limitations of 

life and death. For people in this book, the temporal escape and resistance of institutional system point 

out the inevitable suppression within closed space which subtly implies the possibility of heterotopias. 

Through the performance of the sexuality and body, subjects construct themselves within the space of 

heterotopias. This paper draws on the spatial narrative to elaborate the unavoidable fate of subjects and 

the infinite inquiry about life.  

Key Words: Norwegian Wood, heterotopia, utopia, sexuality, body, subject 

 

Introduction 

The Norwegian Wood1is a realistic love story with “I” as the narrative subject. It mainly depicts 

the love of life and death between Watanabe (I), Naoko and Naoko’s dead boyfriend Kizuki. According 

to recent research, the discussion of spatial narratives mostly focuses on the sole implication of specific 

place or interpretation of forbidden space and place.2 This essay will delve into the transformation of 

space in connection with subjects, exploring the antagonistic relationship of binary spaces in life and 

death in Murakami’s writing. From the comparative concepts of “heterotopias” and “utopia” proposed 

by Foucault,3 this paper attempts to explore how the main character build self-awareness and construct 

subjectivity in Norwegian Wood. The independent and close relationships between sexuality and body 

transform the existence of subjects in imaginary space. 

This paper will be divided into two dimensions. First, in Norwegian Wood, there are several plot 

arrangements in institutional places, such as school, hospital, and sanatorium and so on. Inquiring into 

meanings connected to these places, the following questions are explored: How does the image of the 

                         
1 Haruki Murakami, Norwegian Wood, trans. Jay Rubin (London: Vintage, 2003). 
2 Matthew Carl Strecher, The Forbidden worlds of Haruki Murakami. (Minneapolis, London: University 

of  

Minnesota Press, 2014). 
3 Michel Foucault, “Of other spaces,” trans Jay Miskowiec, Diacritics 16, no. 1 (1986). 
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closed space tie in with discipline and suppression? What is the subtle connection between heterotopias 

and specific places? Second, what kind of meanings related to sexuality and body are tied into 

heterotopias? Following the ideas of closed place, the spatial relationship between heterotopias, utopia 

and the real world will be explored. 

 

Closed space of different places: The implications of Heterotopia 

The 1960s were not only special period for Japan, but various forms of resistance were also 

taking place around the world. The Norwegian Wood describes young people’s loss and loneliness in 

the face of the disintegration of the old system after World War II. The emergence of postmodern 

culture had impacted the old values, but the uniqueness of individuals finally submerged in the highly 

developed industrial society. Baik has asserted that “Norwegian Wood is a metaphor for the 1960s 

where time has stopped.”4 Murakami announced the end of the old era with death. He elaborated the 

restraints of disciplined spaces through the narration of “I”. For example, the following two paragraphs 

may appear to be irrelevant, but clearly demonstrate that the body is confined to a specific space. 

 

In contrast to Sir Nakano, “Uniform” was short, pudgy and pasty-faced. This creepy 

couple would raise the banner of the Rising Sun every morning at six. When I first entered 

the dormitory, the sheer novelty of the event would often prompt me to get up early to 

observe this patriotic ritual. … The two would appear in the quadrangle at almost the 

exact moment the radio beeped the six o’clock signal.5 

 

Naoko talked about her daily routine in the place, speaking in short but crystal clear 

phrases. Wake up at six in the morning. Breakfast in the flat. Clean out the aviary. Then 

usually farm work. She took care of the vegetables. Before or after lunch, she would have 

either an hour-long session with her doctor or a group discussion. In the afternoon she 

could choose from among courses that might interest her, outside work, or sports. She had 

taken several courses: French, knitting, piano, ancient history.6 

 

There are two subtle implications for above text. First, “I” watched the meticulous flag-raising 

ceremony in the dormitory from the perspective of the bystander. This ceremony seemed to be a revolt 

against the disciplinary system, but it was difficult to stay out of the picture in reality. Murakami 

                         
4 Jiwoon Baik, “Murakami Haruki and the Historic Memory of East Asia,” Inter-Asia Cultural Studies 

11, no 1 

(2010): 68.  
5 Murakami, Norwegian Wood, 13–14. 
6 Murakami, Norwegian Wood, 165. 
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cleverly arranged an unusual character— “Storm Trooper” to strengthen the metaphor of the dormitory 

as a place to discipline the body. He wrote that “He was up at six each morning with the strains of 

‘May Our Lord’s Reign’. Which is to say that that ostentatious flag-raising ritual was not entirely 

useless.”7 The Storm Trooper did radio calisthenics every morning and he regularly followed every 

movement for ten years. In the book, Storm Trooper says that “I can’t leave anything out. I’ve been 

doing the same thing every day for ten years, and once I start I do the whole routine unconsciously. If 

I left something, I wouldn’t be able to do any of it.”8 This regular schedule deeply interfered with the 

sleep time of “I”, but, for the harmony of group life, “there was nothing more for me to say. What 

could I have said? ”9 Although individuals feel ridiculous for the operation of systems, they cannot 

escape from these microscopic controls.  

Second, from the perspective of “I”, Naoko clearly stated the daily schedule in the sanitarium. 

“Ami Hostel” is a place isolated from the outside world in the mountain which represents a free style 

of treatment. Outside people (in the normal world) must seek permission to communicate with inside 

people. However, “Each person is completely free to leave this place, but once you’ve left you can’t 

come back.”10Patients must follow professional instructions, otherwise they would not be left in a 

space isolated from the outside world. Naoko’s body is obviously confined to the closed space which 

means the inevitable psychological trauma cannot be cured by restraining her body autonomy. 

Confusion, resistance and irregularity seem perfectly inlaid with a well-organized place, but actually 

they create a space between reality and illusion, which contains the initiatives to transform the existing 

order.  

Whether it is a dormitory, a sanatorium or a well, the places evoked by Murakami can be referred 

to as “heterotopias” proposed by Foucault. By contrasting the relation between utopia and heterotopia, 

Foucault defines the concept of contradictory space which are linked with all places in our culture: 

 

Utopias are sites with no place. They are sites that have a general relation of direct or 

inverted analogy with the real space of Society. … They are also, probably in every culture, 

in every civilization, real places, … Places of this kind are outside of all places…Because 

these places are absolutely different from all the sites that they reflect and speak about, I 

shall call them, by way of contrast to utopias, heterotopias.11 

 

According to Foucault, heterotopias are real places which exist in the real space of our society. 

                         
7 Murakami, Norwegian Wood, 18. 
8 Murakami, Norwegian Wood, 20. 
9 Murakami, Norwegian Wood, 20. 
10 Murakami, Norwegian Wood, 132–133. 
11 Foucault, “Of other spaces,” 24. 
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However, these places are outside the sites which we recognize. In other words, heterotopias can be 

seen as specific space between utopia and the real world. Furthermore, Foucault uses the mirror as a 

metaphor to interpret the characteristics of heterotopias:  

 

The mirror functions as a heterotopia in this respect: it makes this place that I occupy at 

the moment when I look at myself in the glass at once absolutely real, connected with all 

the space that surrounds it, and absolutely unreal, since in order to be perceived it has to 

pass through this virtual point which is over there.12  

 

The mirror itself is the utopia. The images are unreal which visualize individuals in a mirror. However, 

individuals are real when they occupy the places that connect with the space of mirror. Through the 

characteristics of heterotopias, the subject gazes and reflects the self of reproduction and the self of 

reality. From this point of view, heterotopias have the nature of interfering, flipping or contrasting 

disciplinary places, like the conflicts between “I” and “Storm Trooper” in the dorms; the distinctions 

between Naoko and outside people in Ami Hostel. However, if we define heterotopias as the fields 

against mainstream cultures and values, we cannot but limit ourselves to the interpretations of the 

binary space.13 Heterotopia should emphasize a paradoxical phenomenon. In the book, Murakami 

describes a large number of details of sexual, physical and sensory experiences that allows us to have 

a glimpse of the nature of coexistence between reality and illusion in heterotopias. Heterotopias does 

not refer to the real places (or places in literature) in this paper but reflect the fantasy space of life and 

death. 

 

The Transformation of heterotopias and utopia: Sexuality, body and death 

In Norwegian Wood, death implies the end of time and the existence of life:  

 

Death was not the opposite of life. It was already here, within my being, it had always 

been here, and no struggle would permit me to forget that. When it took the 17-year-old 

Kizuki that night in May, death took me as well.14  

 

The concepts of death and life are no longer the opposite ends of the pole, but mutually inclusive forms. 

Death is the most primitive and original space. It is the silent utopia. Accordingly, sadness, loneliness 

or pain are part of life. When living persons constantly seek for the existence of a utopia, the existence 

of the body in the place or space is insignificant. From this context, the concept of sexuality expands 

                         
12 Foucault, “Of other spaces,” 24. 
13 Peter Johnson, “The geographies of heterotopia,” Geography Compass 7, no. 11 (2013). 
14 Murakami, Norwegian Wood, 30–31. 



 

216 

 

the boundaries between body, life and death.  

In The Forbidden worlds of Haruki Murakami, Strecher suggested that Naoko’s only sexual 

intercourse, on her 20th birthday, expose a tendency to transform spiritual power sexually.15After this 

night, Naoko's mind collapsed completely and she was sent to the sanitarium. For this intercourse, “I” 

said that “Her cry was the saddest sound of orgasm I had ever heard.”16 Murakami did not interpret 

the reason why Naoko could not have sex with Kizuki (here refers to the sexual intercourse). If the 

relationship between Naoko and Kizuki represents the ideal of platonic love, it cannot explain the 

kisses, caresses and orgasms between them. Therefore, a possible explanation is that Murakami would 

like to create a space in the process of sexual intercourse which is regard as heterotopia. If Kizuki's 

death is a manifestation of utopia, the intercourse between Naoko and Watanabe is the illusory space 

between utopia and the real world. Naoko described her only sexual intercourse in the following way: 

 

I knew it would never happen again. I knew this was something that would come to me 

once, and leave, and never come back. This would be a once-in-a-life time thing. I had 

never felt anything like it before, and I’ve never felt anything like it since.17  

 

I just don’t want anybody going inside me again. I just don’t want to be violated like that 

again—by anybody.18 

 

From this perspective, to some extent, the intercourse between Naoko and Watanabe reflected the 

death of Kizuki. In other words, the death of Kizuki led to the only intercourse of Naoko. This 

heterotopia was filled with confusion, pain and sadness, but it was where the reconstruction of self. 

Thus, Murakami carefully described the physical changes of Naoko: 

Naked now, and still kneeling by the bed, she looked at me. Bathed in the soft light of the 

moon, Naoko’s body had the heartbreaking lustre of newborn flesh.19 

 

What perfect flesh! I though. When had Naoko come to possess such a perfect body? What 

had happened to the body I held in my arms that night last spring?20 

 

After the intercourse at that night, Naoko’s body was described as “newborn” and “perfect”. The body 

of the past was no longer there. Prior to sexual intercourse, Naoko’s body was private and personal; 

                         
15 Strecher, The Forbidden worlds of Haruki Murakami, 86. 
16 Murakami, Norwegian Wood, 51. 
17 Murakami, Norwegian Wood, 374. 
18 Murakami, Norwegian Wood, 374. 
19 Murakami, Norwegian Wood, 173. 
20 Murakami, Norwegian Wood, 173. 
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however, the process of sexual intercourse made her body become public and shared. The “newborn” 

of Naoko’s flesh meant that Naoko’s body is shared with Watanabe. Therefore, the sexual intercourse 

encourages the body to transform. However, the utopia in Norwegian Wood is a utopia that erases the 

body. The body as a symbol of life is inseparable from the real world. Since Naoko's body could no 

longer metaphor a state of utopia, her life inevitably stepped into death. 

 

Utopian body and life 

Overall, the storyline of Norwegian Wood begins with the death of Kizuki; and ends with the 

death of Naoko. Murakami Haruki wrote Kizuki’s incident at the beginning of the story and explained 

the process of death in details. However, he lightly described that “Kizuki had left no suicide note, and 

had no motive that anyone could think of ”.21 Similarly, there was no direct explanation of Naoko’s 

suicide. Through the book, readers can only be informed by Reiko who was a patient in the nursing 

home that “That girl had everything worked out for herself. ”22 Thus, in Norwegian Wood, the death 

events were serious and normal in everyday life. In other words, death as one of the narrative axes of 

this book, Murakami intentionally faded the darkness of death, but described the dilemma of life 

caused by the death. 

For “I” in the book, death implies contemplate understandings of life and love. Kizuki’s death 

revealed the concept of compatibility between “life” and “death.” The death of Naoko conveyed the 

sadness of loss: “By living our lives, we nurture death. …What I learned from Naoko’s death was this: 

no truth can cure the sadness we feel from losing a loved one.”23  However, the book clearly shows 

that Naoko has never loved “I”, whereas Kizuki and Naoko were undoubtedly in love.24 From the 

happening of sexual intercourse between “I” and Naoko, we can suggest that Murakami differentiates 

the relationship between body and sex compared to general perception. The meanings of the body will 

be visible under the catalysis of sex. However, according to Foucault, there is a mutual relationship 

between love and body in terms of sex: 

 

Love also, like the mirror and like death—it appeases the utopia of your body, it hushes 

it, it claims it, it encloses it as if in a box. … we love so much to make love, it is because, 

in love, the body is here.25  

 

Kizuki and Naoko's love does not involve the factor of sex. The unilateral love of “I” thus reinforces 

                         
21 Murakami, Norwegian Wood, 29. 
22 Murakami, Norwegian Wood, 372. 
23 Murakami, Norwegian Wood, 360. 
24 Murakami, Norwegian Wood, 10. 
25  Michel Foucault, “Utopian Body,” in Sensorium: Embodied Experience, Technology, and 

Contemporary Art, ed. Caroline A. Jones (London: MIT Press, 2006), 233. 
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the absence of body and the presence of death from sexual experiences between Kizuki and Naoko. 

To a large extent, the connection between Watanabe and Naoko resulted from the death of Kizuki. 

Thus, Watanabe was hovering between the space of life and death that leads to two results. On the one 

hand, “I” strived to help Naoko escape the shadow of death. On the other hand, the image of Kizuki 

remained vividly in their memory. Hence, Naoko's death made “I” realized once again that their 

relationship “were bound together at the border between life and death. It was like that for us from the 

start.”26 But does this mean that “I” will be trapped in the dark zone of life and death at all time? 

Murakami profoundly wrote the scene of sexual intercourse between “I” and Reiko, which presented 

a heterotopia leading to life and rebelling against death. In the book, as a friend of Naoko, Reiko left 

the sanitarium because she could not stand the fact that Naoko was no longer there. Although Naoko 

did not mention the reason for suicide, she left behind a memo pad saying “Please give all my clothes 

to Reiko.”27 Reiko also said that “We were the same size.”28 At the end of the book, Reiko more or 

less was the incarnation of Naoko. She wore Naoko's clothes to have a reunion with Watanabe. 

However, Naoko's body indeed did not exist in the space of the world. Therefore, Murakami seems to 

write an unexpected intercourse between “I” and Reiko, but in fact metaphorically Watanabe accepted 

Naoko's death. He wrote that “Reiko and I sought out each other’s bodies as if it were the most natural 

thing in the world for us to do. I removed her blouse and trousers, and then her underwear.”29 The 

bare body of Reiko completely eliminated the residual image of Naoko at that time. Additionally, 

compared to Naoko's perfect body, Reiko's body was full of wrinkles. This defective body was a body 

that existed in the real space. Therefore, the intercourse between Watanabe and Reiko would be not 

only a heterotopia which was linked with the space of life, but also a ritual that breaks the cyclical 

predicament between life and death. As noted above, Norwegian Wood constructs compatible and 

contradictory relationships between the body and sex. Toward the end of the story, the mutual 

sympathy of subjects indicates the unavoidable fate in different spaces: Naoko continuously pursues 

the solace of utopia towards “death”; Watanabe ultimately confirms the genuine “life” in the real world. 

 

Conclusion 

In Norwegian Wood, the closed institutions/places imply the young generation’s repression and 

loneliness in the face of the impact of new ideological trends. Death stops the imagination of time and 

space. However, this book repeatedly emphasizes the mutual relationship of compatibility and 

configuration between death and life. It can thus be seen that Murakami constructs a unique spatial 

narrative through the extensive description of sexuality, revealing the loss and rebirth of individuals 

                         
26 Murakami, Norwegian Wood, 379. 
27 Murakami, Norwegian Wood, 370. 
28 Murakami, Norwegian Wood, 370. 
29 Murakami, Norwegian Wood, 382. 
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between the intervals of past and present. From the concept of heterotopia, the construction of sex and 

body in different spaces is clearly visible. In addition, the mutual sympathy between subjects can be 

seen as reflecting the predicament of existence. Therefore, the creation of sex scenes is a heterotopia 

that is different from utopia and the real world that heralds the ultimate pursuit of life and death. 
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七、口頭発表20 

“It Is My Turn to Weave Dreams for Others”:  

Hajime’s Sympathy, Nostalgia, and Existential Transformation  

in South of the Border, West of the Sun 

National Taipei University of Technology Sheng-yen Yu 

 

 Like most of Haruki Murakami’s oeuvre, South of the Border, West of the Sun seems to have 
hitherto received scanty attention from international literary critics. Among scholarly articles available 
to me, I would like to single out the one entitled “Magical Realism and the Search for Identity in the 
Fiction of Murakami Haruki,” in which Matthew C. Strecher suggests that the novel uses “the general 
structure of the popular romance” (282). Strecher is right in pointing out that there exists “a kind of 
innate understanding that apparently emerged between the protagonist and Shimamoto during their 
childhood” (282). Yet “the internal emotional bond he knew with Shimamoto is missing and must 
somehow be recreated” (282). Unsurprisingly, Shimamoto suddenly appears in the novel to “help the 
protagonist (partially) to satisfy his desire” (282). But then, Strecher observes,  

she can only be a nostalgic image emerging to stand in for the original Shimamoto of his 
childhood. No major transformations from darkness to light are necessary in this case, since 
Murakami need only have her grow up into a woman. However, perhaps feeling the need 
for some differentiation between the original and the image, Murakami portrays the 
childhood Shimamoto as having a clubbed foot, which has since been cured in the grown 
character. (282-283) 

I agree with Strecher that the adult Shimamoto is “a nostalgic image emerging to stand in for the 
original Shimamoto of his childhood” (282-283). But I want to argue that there exist more differences 
between the childhood Shimamoto and the adult Shimamoto than has been suggested. Specifically, 
the adult Shimamoto is psychologically and emotionally much more complex than the childhood 
original because she must have suffered from the limitations of her lame leg during her growth from 
childhood into adulthood.  
 Another critic Kazuhiro Yokoo reads South of the Border, West of the Sun as “a kind of romantic 
ghost story” because after Shimamoto has made love to Hajime at his villa in Hakone, she vanishes 
without leaving behind a trace (Strecher 284). Yokoo contends that Shimamoto is undoubtedly “an 
apparition from another world, rather than from the real world” (Yokoo 23, qtd. in Strecher 283). 
Strecher agrees with Yokoo to the extent that “[t]o externalize Shimamoto as a ghost does at least 
acknowledge the presence of the paranormal in Murakami literature” (284). However, “such a reading 
does little to shed light on Murakami’s raison d’être as a writer” (284).  
 Still another critic Satoshi Mukai argues that South of the Border, West of the Sun is “too fixated 
on its central theme of loss” (Strecher 284; see Mukai 303). On Mukai’s opinion, Strecher comments 
that “[t]his is certainly true, but it would be an overstatement to suggest that Murakami breaks no 
ground in Kokkyō no minami, taiyō no nishi. Rather, several important developments in Murakami’s 
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exploration of identity occur here” (Strecher 284).1 As Stretcher observes, “First, the notion of the 
‘black box,’ the objectified core identity of the individual, reemerges for the first time since Sekai no 
owari to hādo-boirudo wandārando. In this case, however, the ‘black box’ is not a matter of science 
fiction, but a real, organic thing that represents the inner self” (284). Specifically, Strecher adds, Hajime 
“tells Shimamoto that he has long been aware that ‘something’ has been missing from inside of him, 
and that only she can restore this. He seeks a similar ‘something’ from his girlfriend Izumi in high 
school and feels almost as if he can reach inside of her and touch it” (285).  

The second important development shown in South of the Border, West of the Sun is “the 
protagonist’s newly developed determination to reach out and understand the core identities of those 
around him” (Strecher 285). Strecher claims that “[t]his is an extraordinary thing for Murakami, whose 
characters have always been so absorbed in themselves and their own problems that critics are united 
in dubbing them jiheiteki, a medical term meaning ‘autistic’ but in this case perhaps better expressed 
with the idiom ‘self-centered’ ” (285). Strecher suggests that the protagonist of the novel exhibits “a 
sign of change” in that unlike the loners of many of Murakami’s other works, Hajime is “passionately 
concerned with making contact with another” (286). However, Strecher points out that 

while one is tempted to see something altruistic in this shift in the protagonist’s attention, 
from himself to another, the fact remains that seeking connectivity with the identities of 
others is still, finally, an expedient for the protagonist to discover himself, for in seeking out 
“Shimamoto” or, in Nejimakidori kuronikuru, his wife Kumiko, the hero still seeks an Other 
who will reaffirm his existence as well. (Strecher 286). 

Regarding Strecher’s statements about the new developments in Murakami’s characterization of 
his protagonist in South of the Border, West of the Sun, I agree with him on the first development to the 
extent that Hajime does cherish something special in Shimamoto. It is something he cannot dispense 
with once he has relished its pleasure; moreover, it is something he cannot find in anybody else. Hence, 
his disappointment in his adolescent girlfriend Izumi and his wife Yukiko. 

With regard to the second development, I would beg to disagree with Strecher that Hajime 
exhibits a “newly developed determination to reach out and understand the core identities of those 
around him” (285). Hajime does date several girls and women after he has drifted away from 
Shimamoto. However, instead of exploring their core identities, he wishes either to find something 
familiar from those girls and women or merely to satisfy his physical desire.  
 If this is really the case, then what is South of the Border, West of the Sun about? While Strecher 
reads the novel as a popular romance, Yokoo interprets it as a ghost story, and Mukai sees it as a novel 
about loss, I want to suggest an alternative reading that it is a bildungsroman. In this paper, I 
demonstrate that the novel presents the development of its protagonist from an egocentric child to an 
altruistic adult. Eventually he will transform from a self-absorbed person into a decent human being 
who can sympathize with those closest to him and is capable of weaving dreams for others.  

I. Hajime and Shimamoto as only children 
As an only child, Hajime develops “an inferiority complex” because the term only child connotes 

a social stigma that depresses him for multiple reasons in postwar Japanese society. First, the label 
                         
1 For details on “important developments in Murakami’s exploration of identity,” see Matthew C. 
Strecher, “Magical Realism and the Search for Identity in the Fiction of Murakami Haruki,” in Journal 
of Japanese Studies 25.2 (1999): 284-286.  
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points to his seeming abnormality for having no sibling (4). Secondly, it subjects him to the prevalent 
social prejudice that only children are invariably spoiled, vulnerable, and egocentric (5). Worst of all, 
it mortifies him for having incarnated all these negative qualities. 
 Given his singularity as an only child, it is not surprising that Hajime is attracted to Shimamoto 
after she has transferred to his school because this is the first time either of them has met another only 
child (7). With their encounter, their mutual sympathy becomes a tenacious bond between them 
regardless of the vicissitudes of life that first bring them together and then separate them for twenty-
five years.  

Hajime is compelled to sympathize with Shimamoto partly because she caught polio soon after 
she was born and cannot but drag her left leg when walking. Although she is composed, tough, cheerful, 
and kind, Hajime perceives in her “a terrible load of psychological baggage to struggle with” (5). 

Hajime and Shimamoto spend much time together. Through their talks, they discover their likes 
and dislikes. Among the things that contribute to securing the bond of their friendship, the fifteen 
records of her father’s LP collection are paramount. They would play Nat King Cole and Bing Crosby 
records so many times that Hajime can remember every single note of the music. With their shared 
memories of the English lyrics of Nat King Cole’s “Pretend,” Hajime and Shimamoto are gradually 
attracted and attached to each other.  

Moreover, Hajime and Shimamoto’s mutual attraction is sustained further by a distinct, inclusive, 
and compelling tactile appeal derived from their somatic contact. As Hajime recalls his visionary 
sensation of Shimamoto’s hand, 

We held hands just once. . . . Our hands were clasped together for ten seconds at most, but 
to me it felt more like thirty minutes. When she let go of my hand, I was suddenly lost. . . . 
The feel of her hand has never left me. . . . . It was merely the small, warm hand of a twelve-
year-old girl, yet those fingers and that palm were like a display case crammed full of 
everything I wanted to know—and everything I had to know. By taking my hand, she 
showed me what these things were. That within the real world a place like this existed. (14) 

Hajime’s breathtaking feel of Shimamoto’s hand and his vague vision of the paradisiacal scene firmly 
establish the twelve-year-old Shimamoto as a haunting object of his desire.  

II. Hajime as an adolescent 
 Hajime and Shimamoto separate sometime after he moves into another town. Although they then 
gradually drift apart, the bond between them remain intact. Addicted to books and music, he ascribes 
his interests in reading and music to Shimamoto’s beneficial influence.  
 When in high school, he has a girlfriend called Izumi. He kisses her on their third date. Though 
ecstatic when embracing her at home during his mother’s absence, he is agitated and confused: “Why 
her? . . . What do I know about her anyway? . . . If it had been Shimamoto, there would be no confusion. 
Each of us, with no words spoken, would totally accept the other” (21). However, despite the unique 
place of Shimamoto in his thought, he continues to satisfy his physical desire through Izumi. 

At seventeen, Hajime is constantly tempted to pursue “a vague dream” and “a burning, unfulfilled 
desire” (35). For him, the appeal of women lies in what he abstractly defines as “magnetism” (37). As 
he observes, “I was always attracted not by some quantifiable, external beauty, but by something deep 
down, something absolute” (36-37). To be attracted to “something absolute” and indulged in sexual 
pleasure are, however, two inclinations coexisting in Hajime. At seventeen, he sleeps passionately for 
two months with a twenty-year-old college sophomore who happens to be Izumi’s closest cousin, 
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although they never think of becoming long-term lovers. Yet he has no compunction about his sexual 
misdemeanor because he cannot envision an enduring relationship with Izumi, either.  

Later, reflecting on the damage he has done to Izumi, Hajime realizes that, driven by an 
involuntary and irresistible passion, he could “become completely self-centred, even cruel” (42). For 
the first time in his life, he feels “a fierce self-hatred well[ing] up in [him]” (41). Though he thinks of 
inventing a new self after he goes to college in Tokyo, he is constantly afflicted with self-doubt: “The 
mistakes I’d committed—maybe they were part of my very make-up, an inescapable part of my being” 
(42). 

III. Hajime as an adult 
Hajime is a typical loner in Murakami literature. Although during his college years, he 

participates in some political demonstrations, he feels uncomfortable if required to assault the police 
and show solidarity with other student protestors. Even when he works as an editor of school textbooks, 
he never tries to associate with his colleagues “on a personal level” (45). During the twelve years after 
he has entered college and before he turns thirty, he feels very lonely and misses Shimamoto and Izumi. 
As he reminisces, “I withdrew into myself. I ate alone, took walks alone, went swimming alone and 
went to concerts and the cinema alone. . . . I often thought of Shimamoto and of Izumi, and wondered 
where they were now, what they were doing. . . . I would have given anything to see them, to talk to 
them, even for an hour” (45). He goes out with a girl with a bad leg two years after he has worked as 
an editor of school textbooks. He enjoys being with her because he feels “something close to nostalgia 
well up in [him]” (48). However, nothing in her would entice him. As a result, while talking to the 
lame girl, he is thinking of Shimamoto. 

IV. Hajime’s nostalgia for Shimamoto 
 Hajime’s nostalgia for Shimamoto is articulated most distinctly during his chance encounter with 
a “woman with a lame leg” (50). A self-appointed detective eager to discover the identity of the 
mysterious woman walking in Shibuya, he follows her “like someone possessed” (53). It is unclear 
what has happened to Shimamoto during the past fifteen years since she separated from him at twelve. 
Based on his description of the middle-aged man who has responded to her call and arrived at the café 
to stop Hajime from following her, she might be the mistress of the rich man. The middle-aged man 
threatens to deal with Hajime if he says anything about her. In order to prevent things from getting out 
of hand, the man gives Hajime an envelope and urges him to “forget about following her” (56). After 
the man has left, Hajime finds in the envelope ten ten-thousand-yen notes, a sum of money presumably 
intended to prevent the spread of a scandal. (57).  

V. Hajime and Yukiko 
 Hajime and Yukiko meet on a rainy day. He is fascinated by something in her face that is “meant 
for [him] alone” (59). Besides, when he embraces her, he can feel the long lost excitement reawakened 
in him. He marries Yukiko at thirty for a vicarious experience of the long lost excitement. As Hajime 
reveals, “Holding Yukiko, I felt a nostalgic, long-gone thrill race through me” (59).  
 Yukiko’s father is “the president of a medium-sized construction company” (59). With his 
financial aid, Hajime opens two jazz bars in Aoyama within two years. As he turns thirty-six, he 
purchases a four-bedroomed apartment and a BMW 320 and becomes the father of two girls. 
Regardless of the success of his bars, he is unwilling to expand his business by opening more bars. 
Rather, he takes his father-in-law’s advice and puts all of his “extra money into stocks and property” 
(62). Although he invests in accordance with his father-in-law’s directions and makes much money in 
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a short time, he is wary of the profit-making system his father-in-law has established for investment. 
He realizes that without the help of his father-in-law, he would still be a poor textbook editor. However, 
when following his father-in-law’s instructions for investment, he feels uncomfortable for betraying 
the ethical ideals of the late 1960s and early 1970s and become a despicable opportunist capitalist.  
 Hajime resents his father-in-law’s unethical investment. One morning, his father-in-law calls 
Yukiko to urge her and Hajime to invest as much as they could on a hot stock. Because Hajime is 
absent, Yukiko obeys her father’s instructions and invests eight million yen on the stock without 
consulting her husband. Her father has meant to return Hajime’s favor of lending him his name to start 
a fake company, but, despite her explanation, Hajime becomes furious for not having been consulted 
in advance.  

However, hidden behind the façade of his self-righteousness is his clandestine passion for 
Shimamoto. Having lectured to Yukiko on the fault of inside trading and stock manipulation, Hajime 
reflects on his own hypocrisy: “What I said was all right. But the person who said it was all wrong. I’d 
lied to Yukiko, sneaking around behind her back. I was the last person who should take the moral high 
ground” (142). His interior monologue reveals his ethical consciousness. Regardless of the 
inconsistency between his self-righteousness and illicit desire, his remorseful self-reflection helps 
establish a clear moral vision in the novel and foreshadows his ultimate existential transformation. 

VI. The reunion of Hajime and Shimamoto 
To publicize his jazz bars, Hajime allows his name and photo to appear in a magazine article. The 

enormous publicity the feature article has generated attracts many of his old acquaintances to see him 
in the Robin’s Nest (72). The most unexpected visitor is Shimamoto after they have lost contact for a 
quarter of a century. She looks beautiful, stylish, and relaxed. While curious about his life, she reveals 
little about herself, though she brings up their chance encounter eight years earlier and explains that 
she called a man to deal with him because she was terrified. While she refuses to disclose the man’s 
identity, she inquires about Hajime’s marital status. Regardless of the difference between them, they 
quickly restore their friendship.  
 Though an owner of two jazz clubs, Hajime does not think of himself as a businessman. He can 
imagine all kinds of scenarios that help his clubs become popular (91). Having learned that he has led 
a creative life, Shimamoto envies him for his creativity. She regrets that she has never worked in her 
life, although she never needs to work for money. As she tells him, “I’m always alone, reading books. 
And any thoughts that happen to occur to me have to do with spending money, not making it” (93). 
He sympathizes with her and consoles her that she has created things like feelings that would stay with 
him forever (93).  
 If the feelings of sympathy and nostalgia she has created in him do stay with him for ever, they 
are like a double-edged sword. On the one hand, he could become more humane and understanding if 
he is capable of sympathy for those who are close to him. On the other hand, driven by nostalgia, he 
would continue to pursue a mirage and thus go astray from the right path essential to the preservation 
of his existential value. Thus as she requests him to do her a favor and accompany her to a river in 
order to send the ashes of her baby back to nature, he does not have the heart to reject her. Should he 
be content with living with “a balled-up mass of unfulfilled desires” or rather betray Yukiko’s trust and 
get involved in complex emotional and even sexual entanglements with Shimamoto (83)?  

Unable to resist the temptation of his desire for Shimamoto, Hajime deviates again from the 
righteous path of becoming a decent man. Perversely, he betrays his own moral and ethical principle 
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for business and makes up an excuse to travel with Shimamoto to a river in Ishikawa one Sunday 
morning. When they arrive at Ishikawa, Hajime pensively laments his marital status, “if only we could 
have walked this way when we were teenagers, or even in our twenties, how wonderful that would 
have been!” (101).  

VII. Yukiko’s question and Hajime’s answer  
After Yukiko perceives what has happened to her husband, she practices self-restraint in reaction 

to his infidelity. While she sympathizes with him because she knows that she is not enough for him, 
she asks him whether he wants to leave her. Although he cannot forget Shimamoto, he is compunctious 
about his infidelity. Thus, confronted with Yukiko’s simple question, he finds it difficult to answer it. 
For on the one hand, he is still obsessed with “lingering images of Shimamoto” and “every detail of 
her body” (174); on the other hand, he is uncertain whether he is qualified to make the decision and 
deserves his wife’s forgiveness. Provisionally, he decides to be alone, but this decision would lead him 
to a life of emptiness. Nevertheless, thinking that he must live up to his responsibilities, he eventually 
decides not to leave Yukiko.  

VIII. The uncanny disappearance of the envelope 
 While Shimamoto’s disappearance is understandable, the disappearance of the envelope keeping 
one hundred thousand yen is uncanny. Hajime remembers that he left the envelope together with “other 
valuables” in a locked drawer in the desk of his office and that he has never touched it except for 
checking whether it was there sometimes (175). But one morning, when he decides to look for the 
envelope after Shimamoto has disappeared, it is no longer there. While the mysterious event could be 
dismissed as another magic element that trademarks Murakami’s novels, it might just as well suggest 
that because of his suffering for Shimamoto’s vanishment, Hajime has unconsciously and incidentally 
discarded the envelope sometime after he has returned from Hakone back to his office in Aoyama.  

The uncanny event, moreover, implies a philosophical attitude toward nostalgia that would 
facilitate Hajime’s existential transformation and redemption in the novel. Specifically, the reality of 
the envelope depends on Shimamoto’s existence as “an alternate reality” (176). That is, Hajime’s 
“memory and sensations” about the envelope require Shimamoto’s existence as “another reality to 
relativize” it (176). Similarly, his “memory and sensations” about Shimamoto require “a third reality 
to serve as its grounding” (176), which could have been the Nat King Cole record she meant to give 
Hajime as a present. As such, the envelope, Shimamoto, and the record might function like, what 
Hajime calls, “an endless tape loop” that revives his memories of all aspects of her body, had the 
envelope still existed while he is in his office lamenting her vanishment (167). Now, if Hajime’s theory 
of memory and sensations is valid, then the sudden vanishment of Shimamoto, the Nat King Cole 
record, and the envelope as a whole is sure to foreshadow the eventual breaking of the spell of his 
tantalizing nostalgia for her.  

IX. Hajime’s chance encounter with Izumi 
 One Wednesday afternoon, Hajime sees Izumi by chance, who is in a taxi that stops before him. 
He finds her staring at him when the taxi stops at the red light. He recalls an old friend’s comment on 
her that “Children are afraid of her” (177), a comment he could not understand when he first heard it. 
After this chance encounter, however, he realizes what it means. Izumi’s face is “utterly expressionless” 
and devoid of any feeling; it is “silent and dead” (178). When he sees the face, he is so “dumbfounded” 
and “speechless” that he can barely support his body (178). Deeply remorseful, he is “hit by a sudden 
wave of nausea” (178). Confronted face-to-face with a mute but accusatory gaze emanating from 
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Izumi’s “infinite blank face” (178), he realizes that there is no escaping his guilty conscience wherever 
he goes. 
 Paradoxically, this epiphany derived from the chance encounter has a powerful effect of 
purgation on Hajime. Previously, from the sudden and enigmatic disappearance of the envelope a 
middle-aged man gave him many years before, Hajime had experienced a “cut-off sensation” that 
foreshadows his liberation from the sensual nostalgia for Shimamoto (176). Now, with his 
confrontation with Izumi’s penetrating gaze that exposes the horrendous consequence of his adolescent 
egocentrism, he feels a qualm that will conduce to his existential transformation. Like a snake having 
shed “an empty shell” (179), Hajime finally purges his soul of the sin and relieves himself of the 
despair caused by Shimamoto’s sudden disappearance. These changes in him facilitate his hopeful 
reconciliation with Yukiko and his promising self-fashioning as a decent human being.  

X. Hajime’s existential transformation 
 Near the end of the novel, when Yukiko and Hajime engage in a heart-to-heart talk about their 
marriage, he realizes that he has hurt many people and himself. Though deeply hurt, Yukiko does not 
blame her husband for his infidelity. Rather, she tries to make him understand that he is not the only 
one who has lost something in life. If he had not been so obsessed with the void in his life, he would 
have noticed that she has sacrificed something for their marriage. As she says, “ ‘I used to have dreams 
too, you know. But somewhere along the line they disappeared. Before I met you. . . . I crushed them 
and threw them away. . . . Still, something is chasing me. I wake up in the middle of the night, covered 
in sweat. I’m being chased by what I threw [pages 184-185] away. You think you’re the only one 
being chased, but you’re wrong. You’re not the only one who’s thrown away something, who’s lost 
something’ ” (184-185). If Hajime did not learn that his wife has also sacrificed something in her life, 
Hajime would continue to lament his irrecoverable loss of Shimamoto.  

Indeed, Yukiko’s words about her sacrifice may have catalyzed Hajime’s transformation. As he 
tells her, “ ‘I’d like to start a new life beginning tomorrow’ ” (185). Later, after she returns to the 
bedroom, he is lying on the sofa thinking, “I had no more illusions. The feel of Shimamoto’s breasts, 
her voice, the scent of her skin—all had faded. Izumi’s expressionless face floated across my mind. . . . 
I closed my eyes and thought of Yukiko. Again and again I thought over what she had said. Eyes 
closed, I listened to the movements within my body. I might very well be changing. And I had to 
change” (185). Moreover, as he muses: “No more visions can help me, weaving special dreams just 
for me. As far as the eye can see, the void is simply that—a void. I’ve been in that void before and 
forced myself to adjust. And now, finally, I end up where I began, and I’d better get used to it. No one 
will weave dreams for me—it is my turn to weave dreams for others” (185-186). Earlier, he never 
thought of adjusting himself to the lack in his life. Preoccupied with his own desire for self-fulfillment, 
he has never grown into a mature adult. Indeed, his salvation from the sin and the guilt he has 
committed begins with his understanding that his life would be meaningless unless he could start 
weaving dreams for others. With these thoughts, Hajime manages to prepare himself for an existential 
transformation: “I was in the midst of becoming something new. Standing in front of the mirror, I 
could see the changes in my body. . . . I was about to be clothed in a new self, about to step into a place 
where I’d never been” (186). 

XI. Coda 
 Finally, I would like to emphasize that one may read South of the Border, West of the Sun as a 
bildungsroman. Hajime appears in the beginning of the novel as a lonely but sympathetic single child. 
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In his adolescence and adulthood, he becomes egocentric and nostalgic. Even after he marries Yukiko 
and has two daughters, he is constantly concerned with the void in his life stemming from his loss of 
contact with Shimamoto. As an adult, he prioritizes the restoration of his childhood pleasure and the 
pursuit of his sensual jouissance over the fulfilment of his marital duties. However, after he has hurt 
the feelings of those people who are close to him, he ends up being remorseful for the damage he has 
done to others. Through his confrontation with Izumi’s face that carries the stigma of his own 
inhumanity, he realizes that he is accountable for her emotional depletion and death-like existence. 
With Yukiko’s revelation of her sacrifice, he learns that he has never adequately performed his role as 
husband and father. Above all, through the involuntary purgation of his sins, Hajime manages to turn 
over a new leaf at the end of the novel. With his wife’s reassuring love and patience and, more 
importantly, with his epiphany on how to adequately perform his role as husband and father, the novel 
ends with a triumph of the humanistic values that are sure to be inspiring to all readers.  
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七、口頭発表21 

 

村上春樹作品における共鳴―ハツミ、ユズを中心に 

日本大学 山﨑 眞紀子 

 

はじめに 

 

 共鳴とは、音楽用語では特定の周波数の音だけがよく振動することである。共振現象の

一種で、特に空気の共振を「共鳴」という。また、一つの発音体のエネルギーをほかの発

音体が主要吸収して共に鳴り出す現象とも定義される。音楽用語のみならず、人間が生き

ているこの時空間において「共鳴」をキーワードにして、これまで生きてきた時間を振り

返ってみると、この言葉は非常に重要なことを私たちに示唆してくれることに気がつく。

一人一人が持っている個人の力、それを発揮するときにほかの個人のエネルギーとぶつか

り合って鳴る音は、美しいメロディーが生まれ、一人では決して奏でられない豊かな音色

が誕生することも多いだろう。 

私たちは日常生活で無意識ながらも、不協和音を避け、美しさと豊かさを求めて自分の

持っている力を出す場所や人を選んでいるのではないだろうか。村上春樹の小説を読むと、

その選別が的確であり、格別に自分と合う人を希求し、出会い、関係を結ぶ嗅覚があるよ

うに感じられる。そうした人との出会いは、多かれ少なかれ人々の願望にあるものであり、

その願望を満たしてくれるから、私たちは村上春樹の作品を読み続けているのではないか。 

村上春樹の描く主人公たちは、みな孤独の中を生きている。だからこそときに孤独を和

らげるために分かり合える人を求め、考えや感覚を同じくする人と会話することを喜びと

感じ、その思いが深まればさらに多くの時間を共に過ごすことを求め肉体を交わす。これ

らの想い、感情の流れが丹念に描かれている彼独特の作品世界に深く共感する読者は多い

はずだ。彼の作品の魅力は、社会や家族という集団の中で反目してもがき苦しむ物語、も

しくはもがき苦しんだ後にその集団に調和していく人間の成長譚などにあるのではなく、

徹底的に孤独を見極め、冷徹に一個人の生き方を追い求めていくハードボイルド的な主人

公が、時に心の奥底から分かり合える人間を求めていく、ある種の悲哀感の描出にある。

そうした村上春樹作品を「共鳴」「共振」というテーマで作品を読み直すことは、新たな村

上春樹研究の第一歩を踏み出すことになると思われる。 

本発表では、『ノルウェイの森』に登場するハツミ、 新作『騎士団長殺し』で本来希求

していた自らが描くべき絵を描く契機をつくった「私」の妻・ユズに焦点を当てて、村上

春樹作品における「共鳴」「共振」の意味を考察し、彼らにその現象をもたらす女性がどの

ように描かれているのかを論じる。 
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第一章 ハツミが揺らすワタナベの心 

 

 『ノルウェイの森』（1987年）は37歳になった「僕」（ワタナベトオル）が、18歳から

20歳の学生時代に起きたことを回想する物語である。大学生になって親元から離れて寮生

活を始め、やがて恋人・直子の病気が回復したら一緒に暮らそうと考えて借りた武蔵野の

借家で一人暮らしを始めた20歳の僕、結局は直子の死によって共棲は実現できず、直子を

忘れないために書き始めるという設定がとられている小説である。ワタナベにはもう一人、

忘れられない追悼すべき女性がいた。それは寮生活の先輩だった永沢の恋人であったハツ

ミである。本作品の魅力は、ハツミの存在にあると言っても過言ではないくらいに、彼女

は重要な役割を占めている。その魅力とは、本作品の中で彼女だけがまっすぐに「確信を

持って誰かを愛する」（下巻P125 ）能力を持っていることにある。 

ハツミはワタネベの寮生活の先輩で、エリートの永沢さんの恋人として初めて登場する

が、以下に引用する場面から、まずは彼女の魅力を考えてみよう。 

 

 永沢さんには大学に入ったときからつきあっているちゃんとした恋人がいた。ハツミさ

んという彼と同じ歳の人で、僕も何度か顔をあわせたことがあるが、とても感じの良い女

性だった。はっと人目を引くような美人ではないし、どちらかというと平凡といってもい

い外見だったからどうして永沢さんのような男がこの程度の女と、と 初は思うのだけれ

ど、少し話をすると誰もが彼女に好感を持たないわけにはいかなかった。彼女はそういう

タイプの女性だった。穏やかで、理知的で、ユーモアがあって、いつも素晴らしく上品な

服を着ていた。僕は彼女が大好きだったし、自分にもしこんな恋人がいたら他のつまらな

い女となんか寝たりしないだろうと思った。 

（中略）  

 彼女は永沢さんがしょっちゅうほかの女の子と寝てまわっていることはだいたいは知っ

ていたが、そのことで彼に文句を言ったことは一度もなかった。彼女は永沢さんのことを

真剣に愛していたが、それでいて彼に何ひとつ押しつけなかった。 

「俺にはもったいない女だよ」と永沢さんは言った。そのとおりだと僕も思った。 

（上巻P65～66） 

 

 この引用文からは、彼女の独特の魅力はうまく伝わってこない。この時はまだワタナベ

自身がハツミの魅力の源をつかめていなかったからだ。永沢とハツミが喧嘩をして、ワタ

ナベが彼女を送っていくことになった際に二人きりで乗ったタクシーの中で、並んでシー

トに座って肉体が近づいたときに、身体の波動のようなものを感じ取れる位置関係にあっ

た際に彼は「永沢さんがどうして彼女を特別な相手として選んだのかわかるような気がし

た」と気が付く。それは「彼女が僕の僕の心の中に引きおこすこの感情の震え」（下巻P115 ）



 

230 

 

であり、さらに12～13年後にその「感情の震え」が何であるのかを、ニュー・メキシコ州

のサンタ・フェで奇蹟のように美しい、果汁を頭から浴びたような赤い夕陽を浴びた時に

不意に理解する（この場面は『ねじまき鳥クロニクル』第一部に登場する間宮中尉が蒙古

の深い井戸の中で神の恩寵と感じる太陽の光に繋がって行くと思われる）。 

 

それは充たされることのなかった、そしてこれからも永遠に充たされることのないであ

ろう少年期の憧憬のようなものであったのだ。僕はそのような焼けつけんばかりの無垢な

憧れをずっと昔、どこかに置き忘れてしまって、そんなものがかつて自分の中に存在した

ことすら長いあいだ思い出さずにいたのだ。ハツミさんがそれを揺り動かしたのは僕の中

に長いあいだ眠っていた〈僕自身の一部〉であったのだ。そしてそれに気づいたとき、僕

は殆ど泣き出してしまいそうな悲しみを覚えた。彼女は本当に本当に特別な女性だったの

だ。（下巻P116） 

 

 成長するにつけ自分が自分であり続けていくことの難しさに直面し、スポイルされてい

く年月の中で「永遠に充たされることのないであろう少年期の憧憬」を〈僕自身の一部〉

として心の奥底に眠らせている「僕」にとって、それをそっと呼び起こさせてくれる存在

は、確かに特別な存在であろう。さらにハツミがいかにワタナベにとって特別な存在だっ

たのかは、彼女と共にビリヤードをする以下に詳述する場面の描写からも伺える。 

ワタナベの親友・キズキは、17歳の時にワタナベとビリヤードを共にした夜に自死して

いる。ビリヤードはワタナベにとってつらい記憶をよみがえらせるもののはずだが、ハツ

ミにビリヤード場に誘われて1ゲーム終えるまでキズキとのことを思い出さなかった。思

い出したきっかけは、ペプシコーラの自販機を見た時である。いつもコーラ代を賭けてキ

ズキとはゲームを行っていたからだ。キズキのことを忘れてしまった呵責を、ワタナベは

直子にあてて書いた手紙の中で「僕とキズキが十六と十七の年に共有したもののある部分

はすでに消滅しちゃったし、それはどのように嘆いたところで二度と戻ってこないのだ」

と記して、自分を納得させている。かつては共有していた時間や想いが、消えてしまって

今はない。消えてしまったことにたいする無力感やどうしようもない不可抗力感をワタナ

ベは直子に伝えるが、消えてしまうということは無に帰することとは厳密な意味では異な

るだろう。ここで短編作品『象の消滅』（1985年）を思い出してもいい。象と飼育係は消え

てしまっても、消えてしまったものは確かにいま目の前にはないが、町には彼らが存在し

た記憶は残り、何らかの形で町に作用を及ぼしている。少なくとも語り手の「僕」の中に

おいて、像と飼育係の消滅は僕自身の何かと直結する形で大きな問題として捉えられてい

るのだ。 

繰り返すようだが、忘れることは無くなることではない。たとえて言えば箱に入れて蓋

をして心の奥底に沈めておくようなものである。普段は浮上しないが、何らかの作用によ
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って、時にその蓋が開かれる。ハツミさんと二人でビリヤードを行う場面は、そういう意

味で作品中でも重要なシーンである。ビリヤードを通して記憶の蓋が開き、キズキの死と

いう傷の痛みがよみがえる。心の傷は見えないものであるが、比喩表現を使ってワタナベ

がアルバイト先で受けた指先の傷に置き換えて可視化させ、ワタナベの傷の回復をハツミ

が為したこともここでは表されているのだ。 

ワタナベはハツミとビリヤードをしたことで、アルバイト先でケガをした指の傷が痛み

だしてしまった。ハツミはワタナベの指の傷口が開いてしまったのではないかと心配し、

手当てをするために自宅に誘う。ボランティア活動をしていたというハツミは、鮮やかな

手つきでワタナベの包帯をほどいて傷を確認して、消毒して新しい包帯を巻きなおす。こ

の場面は、二年五か月封印していたキズキに自死されてしまったワタナベの傷へのケアを

ハツミさんはしてくれたと比喩的に解釈できる。また、ハツミの魅力の一つであると記さ

れた「素晴らしく上品な服を着ていた」ことから富裕な家の生まれであることは容易に想

像がつくが、ビリヤードを通して祖父が遊び人で戦前にニューヨークに遊学していたこと

なども語られ、彼女の豊かな家庭環境が永沢の育ったバックグラウンドと類似し、ハツミ

がなぜ永沢に共鳴し惹かれかの理由もここで明かされている。 

ハツミは、永沢から「俺にはもったいない女だよ」といわれているが、永沢をまっすぐ

に愛し、それでいて受け入れられることなく死んでいく。彼女は、『世界の終りとハードボ

イルド・ワンダーランド』（1985 年）で描かれた自我を押し付けられて、その残滓の重み

で死んでいく一角獣を思わせる。彼女は、永沢がドイツに去って二年後に別な男性と結婚

し、その二年後に自死する。前述したように、人を愛するとはどういうことかわからない

永沢やワタナベやとは対照的に、何の交換条件も出さず自分を押し付けないで人を愛する

ことができるハツミの存在は作品中でも異彩を放つものだ。 

自分が何を求めて生きてきたのか、それは言葉にはできない抽象的なものなのだろうが、

日常生活の中で忘れてしまっているそうした自分自身の一部を揺り動かし、自分自身を損

なわないように導く女性は、確かに「特別な女性」であろう。次章では、ハツミさんの変

奏としての女性、『騎士団長殺し』のユズについて考えて行こう。 

 

第二章 『騎士団長殺し』における共鳴―芸術の力を引き出す鈴の音 

 

村上春樹の作品には「妻」が重要な役割を果たしているものが多い。たとえば長編小説

『ねじまき鳥クロニクル』（1994年～1995年）において、「妻」が果たす役割は、「私」(主

人公)を今ここにいる世界から異なる世界へと導く存在であった。だが、この作品では導か

れるまでの過程であって、その後の「僕」の世界そのものは描かれないできた。同じく結

婚生活６年目を迎えた男性を主人公に据えた 新の長編小説『騎士団長殺し』（2017 年）

では、〈離婚〉を契機として、今ここにいる世界から異なる世界へと導かれた、その後が描
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かれている。第一章で述べた「僕自身の一部」を忘れてしまった芸術家が、妻から離婚さ

れることによって、自分を取り戻す過程と、その後が丹念に描出されているのである。 

 

私はただ様々な事情に流されるままに、いつの間にか自分のための絵画を描くことをや

めてしまった。結婚して、生活の安定を考慮しなくてはならなかったことが、そのひとつ

のきっかけとなったわけだが、そればかりではない。実際にはその前から既に私は「自分

のための絵画」を描くことにそれほど強い意欲を抱けなくなってしまっていたのだと思う。

私は結婚生活をその口実にしていただけかもしれない。わたしはもう若者とは言えない年

齢になっていたし、何かが―胸の中に燃えていた炎のようなものが―私の中から失われつ

つあるようだ。その熱で身体を温める感触を私は次第に忘れつつあった。 

 そんな自分自身に対して、どこかで私は見切りをつけるべきだったのだろう。何かしら

の手を打つべきだったのだろう。しかし私はそれを先送りにし続けていた。そして私より

先に見切りをつけたのは妻の方だった。わたしはそのとき三十六歳になっていた。(第1部

P26) 

 

 この引用文からは、すでに芸術への情熱が失われ、それを自覚しつつも自分ではどうす

る術も持たなかった中年期の入り口に立ち始めた「私」の姿が彷彿とされる。自分ではど

うすることも出来なくなってしまった事態に風穴を開ける役割を果たしたのが、妻・ユズ

である。結婚六年目、突然妻から離婚を切り出されたその日から「私」は家を出て、赤い

プジョー205 ハッチバックに乗って旅に出る。関越道～新潟～海岸沿いを走り山形から秋

田県に入り、青森から北海道に渡る4月後半の差し掛かったころ、北海道を後にして内地

に渡り、青森から岩手、岩手から宮城へ太平洋の海岸沿いに進み、5 月になったころ宮城

県と岩手県の県境近い山の中にひなびた湯治場を見つけ長逗留し、宿でスケッチブックを

ひろげ庭の花や草木を描き、頼まれた人々の顔をスケッチした。一人になってこうした長

い時間を経て、「久しぶりに腰を据えて自分自身のための絵を描きたかった」（1部P52）気

持ちにたどり着く。 

 「私」にとっては、予測しなかった妻からの離婚話、それは青天の霹靂のようなもので

「わたし」をひどく傷つけた。だが、一方で東北での一人旅によってそれまでの桎梏から

解放され、「自分自身のための絵を描きたくなった」気持ちがよみがえる。とすれば、荒療

治的ではあるが妻がすでに芸術家としての情熱を失われ始めていた「わたし」に、それを

取り戻させる役割を果たしたことになる。 

東北の旅から戻り、自分自身のために描く絵に腰を据えてとりかかるため、友人・雨田

政彦が所収している小田原の山荘を借りキャンバスに向かう。だが、自分を取り戻すには

それまでの日常を切り離し、事ある風景に独り身を置く一人旅の時空間だけでなく、もう

一つの何かが必要だったようだ。それが、午前2時少し前に聞こえ出す鈴の音によって引
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き出される。 

作中にも述べられているように、このエピソードは上田秋成の『二世の縁』を彷彿とさ

せる。『二世の縁』は、極限的な禁欲をなし、人智を超えた修行をなした僧が石室の中に入

ってミイラになるまで修行をし続け、そこまでの修業を重ねていた僧であるのに掘り起こ

されてこの世に生還してみれば、俗世では性欲、食欲の強い凡俗な人間へと変わり、それ

までの苦行僧の姿など及びもつかないような凡人として生きながらえた話であるが、この

エピソードが本作に挿入されていることの意味を考察してみると、人間において極端にあ

る一つの局面に傾けた生活をし続ければ、もう片方の局面が押しつぶされ隠れてしまうが、

それは時が来れば逆転し、発現してくるという、アンデルセンの『影』を思わせる人間の

普遍的に持つ性質を表していると思われる。 

ユングによれば影とは自分の認めたくない自分の一部だと言う。が、そうした負の面の

みならず、自分の果たすべき何かを達成するために押し殺さなければならなかったものを

石室に入れて封印したとするならば、時機を待ってそれを開放し、その中に眠っている自

分自身の1部を自分の中に取り入れなければ、「自分自身のための絵」は描けないだろう。 

雨田の山荘で午前二時なる鈴の音は「私」に共鳴し、それまで幽閉してきた「私」を開

かせる。雨田政彦の父であり、いまは「私」が借り受けている山荘で絵を描き続けた高名

な画家・雨田具彦が描いた『騎士団長殺し』の絵を屋根裏から取りだし、胸から血を流す

というこれまで受けてきた心の傷をその絵によって可視化し、離婚後に一人で周った東北

での旅先で一夜を共にした女からは、乞われたからとはいえ女の首を絞めるという暴力性

を自分の中から引きづりだし、「私」の奥底に眠るそうした傷や狂気や暴力性を自覚させる

契機となるものであった。そして旅先で夢の中で交わった妻（この日に妻が受胎したこと

を「私」は感じて、娘・室の父となることを決める）のエピソードは、本当に望んでいる

性の相手が誰なのかを気づかせ、喪われていた「僕自身の一部」をよみがえらせるもので

あった。このように考えると石室に眠っていた鈴を掘り起こすことは、「わたし」にとって

自分のための絵を描くために必要不可欠のものであったのだ。 

鈴は主人公の魂を揺り動かし、これまで迷路の中に入り込んでいた自らが描きたかった

絵にたどり着く導きの象徴である。その場面は意外と早く、すでに第一部で免色が彼の肖

像画を見て感想を述べる場面で語られている。 

 

「しかし、どのようにして、あなたはこの絵を発見することが出来たのですか？」免色

は私に尋ねた。 

「発見した？」 

「もちろんこの絵を描いたのはあなたです。言うまでもなく、あなたが自分の力で創造

したものだ。しかしそれと同時に、ある意味ではあなたはこの絵を発見した
、、、、

のです。つま

りあなた自身の内部に埋もれていたこのイメージを、あなたは見つけ出し、引きずり出し
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たのです。発掘した
、、、、

と言ってもいいかもしれない。そうは思いませんか？」 

そう言われればそうかもしれない、と私は思った。もちろん私は自分の手を動かし、自

分の意志に従ってこの絵を描いた。絵具を選んだのも私なら、絵筆やナイフや指を使って

その色をキャンバスに塗ったのも私だ。しかし見方を変えれば、私は免色というモデルを

触媒にして、自分の中にもともと埋もれていたものを探り当て、掘り起こしただけなのか

もしれない。ちょうど祠の裏手にあった石の塚を重機でどかせ、格子の重い蓋を持ち上げ、

あの奇妙な石室の口を開いたのと同じように。そして私の周辺でそのような二つの相似し

た作業が並行して進行していたことに、私は因縁のようなものを見ないわけにはいかなか

った。ここにあるものごとの展開はすべて、免色という人物の登場と、あの真夜中の鈴の

音と共に開始されたようにも思えた。 

免色は言った。「それは言うなれば深い海底で生じる地震のようなものです。目には見え

ない世界で、日の光の届かない世界で、つまり内なる無意識の領域で大きな変動が起こり

ます。それが地上に伝わって連鎖反応を起こし、結果的に我々の目に見える形をとります。

私は芸術家ではありませんが、そのようなプロセスの原理はおおよそ理解できます。ビジ

ネス上の優れたアイデアもだいたいそれと似たような階段を経て生まれてくるからです。

卓越したアイデアとは多くの場合、暗闇の中から根拠もなく現れてくる思念のことです」

（第1部p299～300） 

 

鈴の音色に導かれて、石室を開け、無意識化に眠っている本来の自分を取り戻すことが

できたことがここでは語られている。 

ところで、「私」に芸術家としての魂を呼び起こさせる媒介者となった妻は、「私」にと

って特別な席を与えられている存在としれ描かれている。「私」は離婚した後も「昔からぼ

くには、女性に対して一貫して求めているものが何かしらあるんだ。そしてユズはそれ
、、

を

持っていた」と強調する。以下は雨田政彦との会話である。 

 

「ほかの女性にはそれが見当たらない？」私は首を振った。「まだ今のところは」 

「気の毒だ」と雨田は言った。「ちなみに、おまえは女性に対していったいどんなものを求

めているのだろう？」 

「うまく言葉にはできない。でもそれはぼくが人生の途中でなぜか見失って、そのあと長

く探し続けていたものであるはずだ。人はみんなそうやって誰かを愛するようになるもの

じゃないのか？」(2部P181 ) 

 

この「私」の言葉は前章のハツミに思いを馳せながら彼女が揺り動かせてくれた「少年

期の憧憬」、「僕自身の一部」と同意の言葉といえるであろう。この思いは「ふと気がつく

と私は免色という人物に対して、他の人にはこれまで感じたことのない近しい思いを抱く
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ようになっていた。親近感、いや連帯感とさえ呼んでもいいかもしれない。我々はある意

味では似たもの同士なのかもしれない――そう思った。私たちは自分が手にしているもの

ではなく、またこれから手にしようとしているものでもなく、むしろ失ってきたもの、今
、

は手にしていない
、、、、、、、、

ものによって前に動かされているのだ。」（第1部P433 ～434）によって

も補完されるてもいる。 

 このようにして見てくると、村上春樹作品にとって常に希求されているのは、「少年期の

憧憬」であるようだ。そもそも妻ユズは、「私」が15歳の時に12歳で亡くなった「私」の

妹の径（こみち）の目の動きや輝きとそっくりだったために好きになった。ユズは妹と同

じく「私」より３歳年下である。妹が亡くなった直後の「私」は、心の目に映る妹の姿を

スケッチをする。「技術的には未熟であっても、それは妹の魂を私の魂が呼び起こそうとし

ていた真摯な作業であったことが理解できる。それらを見ていると、知らないうちに涙が

溢れてくる。そのあとは私はずいぶんたくさんの絵を描いた。でも私自身に涙を流させる

絵を描いたことは、それ以来一度もない。」と語り、妹・コミが第一章で引用した「少年期

の憧憬」にあたる存在だったことが伺える。「私」の中心にあるコミの存在は、妻へと投影

され、それを「私」自身も「私と妻とのあいだの問題は、私が死んだ妹の代役を無意識の

うちにユズに求めたことにあったのかもしれない。」(1部P432 ～433)と自覚している。 

 

終わりに 

 

 このように見てくると、村上春樹作品における共鳴、共振は、『ノルウェイの森』で描か

れたハツミが揺り動かした「少年期の憧れ」「僕自身の一部」を取り戻すものとして描かれ

ていることがわかる。そして主人公たちが追い求めているのは、これから来る未来の時間

ではなく、これまでの時間の中に意味を見出し、自分を探ろうとしている姿が見られる。

『騎士団長殺し』では「私」は、非常に「近しい思い」を免色に抱き、「ある意味では似た

者同士」と考えるが、その根拠を「私たちは自分たちが手にしているものではなく、また

これから手にしようとしているものでもなく、むしろ失ってきたもの、今は手にしていな
、、、、、、、、

い
、
ものによって前に動かされているのだ。」(第1部P433～434)と語っている。 

 前に進むのは、未知なる未来への道かと思ってしまうが、村上春樹の作品では、過去に

置き去りにされたもともと持っている自分自身へ向けて遡及的に進むことが、むしろ新た

なる道を切り開くものとして提示されている。その媒介となるものが人との共鳴、共振な

のである。 
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七、口頭発表22 

 
村上春樹『騎士団長殺し』における従順さ 
――物語（シナリオ）を書くということ―― 

長岡工業高等専門学校准教授 堀口 真利子 

             

１、はじめに――穴に選ばれし者とそうでない者 

 村上春樹が繰り返し書いてきた物語の基本構造にある、「喪われたもの」を探して「再生」

への旅に出るという筋書きは、『騎士団長殺し』（2017）においても同様に書かれている。

穴や壁が登場し、そこを通過することで向こう側の世界へ行き、そこでの体験を経て「再

生」へと至る流れは、これまで多くの先行研究で論じられてきたように、主人公にとって

の通過儀礼として意味づけられてきた。 

『騎士団長殺し』（2017 第1部・第2部、以降①・②と記す）における先行研究におい

ても、今回の主題を「喪失と自己回復」1や、「妻との関係の再生の物語」「画家としての自

己の再生」2としており、従来の村上作品の物語構造をなぞっているという読みにおいて、

私も同じ考えを持っている。ただし、今回は、妻との「結婚生活をいったん解消し」、そし

て「もう一度結婚生活をやり直すことになった」、「二度の結婚生活（言うなれば前期と後

期）」の間の９ヶ月間を「私」が記憶を辿りながら書き記したという結末が、 初から読者

に示される構成であり、この点においては従来の村上作品にはない。妻のユズが正式に離

婚届を提出していなかったことにより、法律的に言えば「何ごともなくずっと夫婦のまま」

（p523・②）であったということになる。 

「室」を含めて家族を再生させたことを「私」が、「元の鞘に収まった（p14・①）」と表

現しているように、まさに刀を抜き「騎士団長」を殺すことで「父」となり、家族が「再

生」される。『騎士団長殺し』のタイトルにもあるように、このことが大きなテーマになっ

ているともいえる。 

 

「諸君が殺すのはあたしではない。諸君は今ここで邪悪なる父を殺すのだ。 

邪悪なる父を殺し、その血を大地に吸わせるのだ」（②p322） 

 

「騎士団長殺し」という一枚の絵には、それを描いた雨田政彦の秘められた記憶が込め

られている。その「ある種の暴力性」＝「邪悪なる父」を「私」は息子（雨田政彦）の刀

で断ち切る。その後まもなく雨田具彦は昏睡状態に入り、やがて死去する。そして、「私」

                         
1 文藝春秋BOOK倶楽部 鼎談書評(40)[村上春樹『騎士団長殺し 第1部・第2部』文芸春秋 95(5)、394-401、

2017.5 
2 三上治 慈立亭読書録(30)『騎士団長殺し』(上・下)村上春樹をどう読むのか（『出版人・広告人』出版人、

94-97、2017.4） 
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の 3日間の試練（穴をくぐりぬける）が始まる。「騎士団長」が言うように、これは「再生

のための死」なのであり、「私」が言うように「象徴的な行為」である。つまり「父殺し」

をし、「私」は「父」になるという構成になっているとひとまず言うことができるだろう。

しかし、『騎士団長殺し』は、これまでの村上春樹が描いてきたような「善」と「悪」の闘

いという構図とは違った様相を呈しているように思われる。  

これまでの『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（1985）のやみくろ、『ね

じまき鳥クロニクル』（1994）の綿谷ノボル、『１Q84』（2009、10）のリトルピープルなど

とは違い、「私」が「善」の側で「悪」と戦うというはっきりした構図が描かれてはいない

ように思われるのだ。 

『騎士団長殺し』のなかで、「父」という可能性を持った免色渉、その名において、すで

に「善」「悪」という「色」分けから「免」がれていることが示しているように。しかしな

がら、この「善」「悪」の色分けがなされない代わりに、免色は、初めから選別されている。

それは、これまでにも村上作品に登場してきたお決まりの「穴」に、選ばれし者とそうで

ない者という点においてである。 

 

あの穴はひょっとして相手を選ぶのかもしれない、と私はふと思った。あ  

の穴から出てきた騎士団長は私のもとにやってきた。彼は寄宿地として私を選んだ。

秋川まりえもまたあの穴に選ばれたのかもしれない。しかし免色は選ばれなかった―

―何らかの理由によって。（p251・②） 

 

自ら積極的に梯子を使って雑木林の穴の底に降りていくのは、「私」ではなく免色の方で

ある。だが、穴の底で意識を集中し、石の壁を抜け出ようと試みるもののうまくいかない

のである。「壁抜け」は、例えば、『ねじまき鳥クロニクル』（1994）の大事な部分であった。

堅い石の壁を抜けて、今いる場所から別の空間に行くことができるという視線を獲得でき

るかどうか、その逆にノモンハンの暴力の風が壁を通過してくるという意識の獲得。こう

した隔てられているように見える世界も実は隔てられていないことに意識を向ける「壁抜

け」が重要なテーマとして提示されていた。 

主人公である「僕」の「壁抜け」は、作者・村上自身が「実際にその壁を抜けたことの

アナロジー」になっているとインタビューで答えているのであるが3、『騎士団長殺し』の

免色には、何らかの理由により「壁抜け」できない人物として設定されている。したがっ

て、主人公にはなり得ない人物なのである。 

免色は、かつて「拘置所の独房」にいるときからこの試みに失敗している。雑木林の穴

の底においても「堅牢な石の壁に囲まれた逃げ場所を持たない空間」として、「拘置所の独

房」のイメージから逃れられない。 

                         
3 『考える人 特集 村上春樹ロング・インタビュー』新潮社、2010、p.26 
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村上が設定した穴に選ばれし者とそうでない者との境界は何であろうか。そのことにつ

いて考えてみたい。この境界線に、『騎士団長殺し』の隠されたもう一つのテーマをみるこ

とができるように思う。 

 

２、「交流」すること――代価という価値観 

 穴に選ばれし者として、秋川まりえもまた「私」の側に置かれている。まりえも免色も

肖像画のモデルとなるわけだが、ここでも描かれる側の姿勢としてモデルに相応しいかそ

うでないかという違いがある。それは、書く側の「私」との間に「交流」があるかどうか

である。 

 まりえは、モデルとして「わたしはなにかを差し出し、わたしはなにかを受け取る」（p116・

②）として、「私」との間に「交流」が生じている。まりえとの「交流」のなかで、「私」

はかつて妹とのあいだに生じた「確かな生命の交流」を感じることができる。それは、「私」

が求めていたものであり、まりえを媒介に自分のなかにある記憶を呼び起こすことに成功

しているのである。 

一方、免色もまた、肖像画の書き手とモデルとの間に「お互いの一部を交換し合う」と

いう行為があるとして、まりえと同様の考えを述べる。だが、実際モデルをつとめたのち、

「ときどき魂をかすめ取られているような気がした」と感想を述べている。「免色というモ

デルを触媒にして、自分の中にもともと埋もれていたものを探り当て、掘り起こした」、つ

まり、創作行為を通じて免色との「交流」をはかった結果、肖像画は「絵の具の塊をその

まま画面にぶっつけたひとつの『形象』」（p298・①）となる。このことが意味しているよ

うに、「私」との間に「交流」はなかったと言えるであろう。 

免色の言葉を振り返ってみれば、肖像画を書く際、「私は私の何かを差し出し、あなたは

あなたの何かを差し出す。もちろんそれが大事なものである必要はありません。簡単なも

の、しるしみたいなものでいいんです」（①p150）と語っている。しかし、「魂をかすめ取

られている」という感覚には、差し出すものの価値に相応しい代価を必要としているかの

ようにも聞こえる。それは、川の渡し守である「顔のない男」の「代価」という考え方と

同一の価値観として考えられる。「顔のない男」は、向こう岸にいるまりえに会うための渡

し賃として「私」に肖像画を描くことを約束し、その交換条件として、まりえがお守りと

して大切にしていたペンギンの人形を差し渡すことになる。まりえとの間で交わされてい

た「交流」と免色との価値観の相違がここに見られる。 

「顔のない男」はプロローグにも登場する。時間軸としては、現在に も近い出来事で

ある。「私にはまもらなくてはならない何人かの人たちがいる」（p11・①）のだが、「ただ

の無」をどうしても描くことができず、ペンギンのお守りは取り戻せない。守るべき人た

ちを守るための代価としての絵画を差し出せずに今もなお、このような「交流」ができな

いままでいるのである。「私」は、「自分のための絵画」のみを描き続けることはできない
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のかもしれない。結局のところ、職業画家として「生活のための絵画」を描かざるを得な

い。そのことが、守るべき家族を持つ画家としての使命なのかもしれない。 

思い起こせば、免色の肖像画を描く仕事を引き受けたのも、提示されたまとまった報酬

の金額に心惹かれたことも理由の一つであった。代価として何かを差し出し、何かを与え

なければならない、という心の交流や生命の交流とは違った交換という名の「交流」を、

「私」は一方では引き受けざるを得ない。 

 

3、「共感」のずれ――記録者としての「私」 

以上に述べてきたように、「私」と免色、「私」とまりえの各々の「交流」が意味するも

のの違いは大きい。だが一方で、「私」は免色と酒を交わしながら会話をし、彼を頼ってい

るともいえる。深夜に聞こえる鈴の音の鳴る場所を突き止めた際も、一緒に行動している。

しかし、この会話で特に気になるのは「私」と免色との「共感」のずれである。二人の年

齢差も影響しているとはいえ、互いの会話において「私」は免色に「共感」しているよう

に見えながら、その時々で理解できない感情を抱いている。「私」は、自分の記憶を頼りに

して、その都度、免色の言葉に当てはめ、理解しようとしている。 

例えば、免色が 13 歳の思春期のまりえに対して「奇異な感情」に襲われたことを打ち

明けたとき、「私」は「思春期に初めて特定の女の子を好きになったとき、ぼくもそれに似

た気持ちを抱いたような気がします」（P131－132・②）と彼の「奇異な感情」を意味づけ

ている。しかし、免色が「いくぶんの苦みを含んだ微笑み」を浮かべたことが明かしてい

るように、その解釈には「私」の幼稚さが露呈しているに過ぎない。だから、免色は、す

ぐさま自分が遺伝子を次の誰かに引き渡すだけの「便宜的な、過度的な存在に過ぎない」

「ただの土塊のようなもの」だという説明を加えている。「まだ人生を始めたばかりのよう

な」気がするという「私」の感覚は、正しいのかもしれない。 

こうした「私」の既視感は、しかし、「私」がのちに経験する感覚でもあるということに

注意したい。この時の免色の感情は、のちにユズの妊娠を雨田政彦から聞くことで襲われ

る、「私という人間が意味を持たない存在である」ように「私」が感じることで初めて現実

のものとして理解されるものなのである。 

免色は布石を打つ、その意味において「私」より先を行く者である。だから、その時々

の感覚がずらされていく。「私」は、免色に「共感」しているようで、その感覚に追いつい

てはいないのだ。その時々の免色の感覚や発言の意味を理解するには時間が必要なのだ。

別の言い方をすれば、可能性として示唆される「私」にとっての未然の出来事（非現実）

は、免色によってあらかじめ提示され、それらは免色によって現実のものになっている。

「私」は「時間を味方につけなくてはならない」のである。 

「私」が足を踏み入れる「メタファー通路」では、免色の「脈略を欠いた唐突な」「無意

識の教示」に〈従順〉であることが自らの意思決定となり、それにつれて関連性が生じ、
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世界がひらける。「ちなみに私は左利きです。右か左かどちらかを選べと言われたら、いつ

も左をとるようにしています」という免色の発言を、「私」は「そのときよく理解できなか

った」（p350・②）のである。免色が先行する言葉を思い起こすことで、非現実的なものを

現実のものとして捉えることができるのだ。記憶と自己の優れた直観に〈従順〉であるこ

とが、「私」の原動力になっている。「すべてを計算してことを進めている」免色が「私」

の先を行く者であるとすれば、免色の言動を含めて過去の記憶を常に辿り、現実世界に当

てはめていく者が「私」である。 

「私」は妹を亡くしており、免色は愛する女性を亡くしている。妹を亡くしたことによ

って人生を変えるほどの深い傷を負うことになり、免色もまた愛する女性（秋川まりえの

母親）を亡くしたことに深い心の傷を負っている。「私」の境遇は、「免色の語ってくれた

話によく似ている」（p193・②）のである。まりえの肖像画を壁にかけ、「そこにある可能

性について思いを巡らせること」について、免色が「揺らぎの余地のある可能性を選択」

すると言ったとき、「私」は「不自然なこと」と思う。この時、騎士団長が「〈その返答は

先延ばしにしろ〉」というように、ここでも「私」の疑問符は「先延ばし」されるのだ。「私」

もまた、ユズが産んだ「室」に対し、真実（DNA検査）を避け、「揺らぎの余地のある可能

性」、つまり、自分が「室」の「潜在的な父親」であると信じることを選択している。 

情報ビジネスの世界の住人として設定されている免色は、何か自分が手に入れたいもの

があれば、周到に準備し、注意深く行動し、大方の場合、それを手に入れてきた。自分で

は「芸術という普遍的な形態に移し替えることができない」（p267・①）直観を「独自のシ

ステムに従って数値化する」ことで成功を収めてきたのだ。谷間を隔てた山頂に住む隣人

の免色から肖像画の依頼を受け、免色の娘かもしれないまりえが自分の教える絵画教室に

通い、まりえの肖像画を依頼されるという流れ。免色のあらかじめ計算されたシナリオと

いうレールに「私」は乗せられているかのようである。しかし、「私」はそこで与えられた

仕事を引き受けることで自らの物語（シナリオ）を作っていくことになる。 

 

  私は曲がりなりにも絵を描くことを長く職業としてきたものとして、身につけた技術

を駆使し、そこにある風景をキャンパスの上にできる限り忠実に再現した。描くとい

うよりはむしろ記録した
、、、、

のだ。（p220・②） 

 

「私」は「穴」に選ばれし者というだけではない。記憶を再生させる「記録者に選ばれ

た」者として特殊な能力も与えられているのである。そのことに「私」は自覚的である。

アーティストであること、その条件として「直観」としか呼びようのない種類のメッセー

ジに対する〈従順さ〉が必要なのだ。その〈従順さ〉こそが、「私」の物語（シナリオ）と

いう再生への道を切り開いている。 
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４、物語（シナリオ）をつくること 

肖像画家としての「私」には、穴に選ばれし者の他に、「記録者としての役割」（p169・

②）も与えられている。「私」が「有効な武器」にしているのは、豊かな「視覚的記憶能力」

であり、クライアントに対し、少しでも「共感」を抱けそうな要素を見いだすことである。 

初に依頼された免色の肖像画に続き、『白いスバル・フォレスターの男』、そして『秋

川まりえの肖像』と『雑木林の中の穴』の2枚の絵を並行して描くなかで、「4枚の絵はパ

ズルのピースとして組み合わされ、全体としてある物語を語り始めている」。政彦がそれを

「私」が「新しい自分の方向」を掴みつつあるのだとして評価している。『雑木林の中の穴』

の絵が完成したのち、まりえは暫くのあいだ行方不明となり、「何かが始まりそうな予感」

は的中する。 

「ここにあるものは、すべてがみたいなもの」（p371）というこの不確実な世界におい

て、今知り得ることをもとに、いくつかの可能性を物語にする。いくつかの未来における

可能性を予測する表現方法は、まさに物語（シナリオ）である。人間がアクター（役者）

として筋書きの中に入り、シナリオの中で行為、行動していくこと。具彦が描いた「騎士

団長殺し」の絵のなかのアクターが動き出し、現実の「私」によって物語が再生されてい

るように。「騎士団長殺し」はまさに人物関係が描かれ、そこに物語を生じさせている。免

色によって、穴が開けられ、非現実的な世界から騎士団長を現実に引き出すという、ここ

にもまた免色によって不可解な物事は現実のものになる。 

画家としての具彦が転向する前、青年時代に描いていた一連の洋画は、「私」が学生時代

に描いていた「抽象画」を思い出させるキュービズムの影響を受けた「貪欲にフォルムそ

のものを追究する」姿勢であった。抽象絵画が「主題のない芸術」と呼ばれるものだった

とすれば、転向のあと、具彦は主題のある風景や人々の日常といった独自の世界を描き、

固有のスタイルを獲得している。 

ところで、物語（シナリオ）によって苦痛を強いられた過去の記憶を持つ人物が免色で

あるということに私たちは気づかされる。かつて免色は、書き直し不可となった官僚シス

テムのシナリオを生きることになり、インサイダー取引きと脱税によって社会から追放さ

れている。物語（シナリオ）から も遠く離れた場所、物事を「数値化する」情報ビジネ

スの世界の住人に、免色が設定されている理由がここにある。そして、数値化することを

も得意とする免色が、まりえの「生物学的父親」であるかのDND検査――数値化される

データ――を避け、数値化されない関係性のもとに、まりえへの思いを永続させようとし

ていることは皮肉である。自分では「芸術という普遍的な形態に移し替えることができな

い」（p267・①）直観を、「私」に依頼することで、免色は、他者の核心に触れることなく、

「私」がまりえの肖像画を描くことで受け取った彼女の一部（主題）を、つまり、「私」を

通して物語化された絵画を鑑賞することで、その「物語」を消費しているに過ぎない。「こ

の目で見たものしか信用しない人間」（p144・②）と「目に見えることだけが現実とは限ら
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ない」（p304・①）という鑑賞者と創作者の違いがここにはある。 

双眼鏡を通してまりえを眺めることしかできない空虚さが、多額の金によって支払われ

た立派な、そして一人暮らしには大きすぎる屋敷そのものにも表れている。 

優れた「鑑賞力」を持つ免色は、まりえの「物語」をただ見るだけの存在にすぎない。

「私」は現実に生き、その記憶、その痕跡をこの世界に繋ぎとめようとし、免色は、自分

で物語を作ることができない代わりに、「私」が紡ぎ出した、可能性を想定する、既にある

「物語」（シナリオ）を消費していく人物なのだ。 

 

５、おわりに――「信じること」と「愛する」ということ 

 『騎士団長殺し』のラストは、免色が、まりえの「生物学的父親」として生きていくこ

とと合わせて、「私」が「室」の「潜在的な父親」となって、家族を再生させるところまで

である。そこに至るまでに、「私」や免色の自我を揺るがせながらも、「自分のスタイル」

を決定させ、それに基づく原動力を与えているのは、女性たちであるということに気が付

く。もともと「胸の中に燃えていた炎のようなもの」が失われつつある自分に、見切りを

つけることなく先送りにし続けていた「私」より「先に見切りをつけたのは妻」（①p27）

であった。 

免色は、亡くなった彼女からの書簡によって、彼女が結婚して七ヵ月後に生んだ女の子

はまず間違いなく自分とのあいだに宿った子どもなのだと「考えざるを得ないような状況

に追い込まれ」（p217・①）る。「自分をコントロールする力が強い」免色が、亡き彼女の

言葉によって、いわばコントロールされている。「私」もまた、ユズが妊娠しているという

伝言を政彦から受け取ることで、リアルな性夢、あまりに生々しい感触を伴う記憶を辿り、

「私は本当にあの広尾のマンションを訪れ、本当にユズと性交したのだ」（p192・②）と、

可能性を事実として意味づけするようになる。彼女たちの言葉に彼らが〈従順〉であるこ

とにより、非現実的なできごとは、現実のこととして認識されていくのである。可能性を

示唆した言葉を、彼女たちは送り届けていると言えるし、それが使命であるかのように彼

らに伝えたがっている4。 

 

私は騎士団長や、ドンナ・アンナや、顔ながの姿を、そのまま目の前に鮮   

やかに浮かび上がらせることができる。手を伸ばせば彼らに触れることが 

できそうなくらい具体的に、ありありと。（中略） 

私はおそらく彼らと共に、これからの人生を生きていくことだろう。そしてむろは、

その私の小さな娘は、彼らから私に手渡された贈りものなのだ。恩寵のひとつのかた

                         
4 『１Q84』BOOK3（2009）のラストにおいても、青豆は自分のお腹に宿した子どもが天吾の子であることを伝

え、共に「心から信じる」ことを確認しあっている。「論理では説明できない出来事」も「小さなものを護る」

ために立ち止まることなく、それを受け入れている。この「信じること」と愛することは、『騎士団長殺し』

のラストに繋がるテーマでもある。 
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ちとして。そんな気がしてならない。 

「騎士団長はほんとうにいたんだよ」と私はそばでぐっすり眠っているむろに向かっ

て話しかけた。「きみはそれを信じた方がいい」（p541・②） 

 

自明性なるものを崩そうとする意志を生きる人が、愛を享受し、恋愛や芸術の営みを通

じて、その人独自の世界形式を獲得することができるのだ。 

「ひとつの仮説」として「室」の「潜在的な父親」になること。「この世界には確かなこと

なんて何ひとつないかもしれない」が「少なくとも何かを信じることはできる」（p528・②）

のだ。たった一つのイデアではなく、「私」は多くのメタファーを信じ「彼らと共に、これ

からの人生を生きていく」ことを選択するのだ。「騎士団長はほんとうにいたんだよ」「き

みはそれを信じた方がいい」という忠告は、そうした幾つもの可能性を物語（シナリオ）

にしていく父としての「私」の役割なのである。 
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七、口頭発表23 

 

『海辺のカフカ』における〈暴力〉と〈癒し〉 

―カフカ・プラトン・漱石との〈共鳴〉にふれて― 

ノートルダム清心女子大学博士前期課程 大岡 愛梨沙 

 

はじめに 

 村上春樹『海辺のカフカ』の先行研究は、大きく分けて二つの傾向がある。一つ目は、

エディプス・コンプレックスに関する指摘(1)で、二つ目は戦争に関する指摘(2)である。

しかし、発表者は『海辺のカフカ』に描かれている〈暴力〉とは戦争とはかけ離れた個人

的な傷であり、その個人的な傷に対する〈癒し〉が描かれていると推測した。そのため、

本文から〈暴力〉と〈癒し〉を再考察することを目的とする。また、その際に作中で、三

つの〈共鳴〉に注目する。一つ目は、フランツ・カフカの『流刑地にて』の〈共鳴〉を見

出す。二つ目は、作中に登場するプラトンの『饗宴』との〈共鳴〉を考察する。そして三

つ目は、作中に登場する夏目漱石『坑夫』の主人公と、カフカ少年の〈共鳴〉について考

察する。そして、 終的に、『海辺のカフカ』に描かれる〈暴力〉と〈癒し〉を明らかに

した上で、〈暴力〉と〈癒し〉の関係から『海辺のカフカ』に託されたテーマについての

分析をする。 

 なお、本文からの引用は『海辺のカフカ（上）』（新潮社 二〇〇二年九月）、『海辺のカ

フカ（下）』（新潮社 二〇〇二年九月）によるものとする。 

 

1．田村カフカの父・『流刑地にて』・アイヒマンとの〈共鳴〉について 

本章では、以下の四点について考察する。 

  ①『流刑地にて』における処刑機械について 

  ②アイヒマンと処刑機械について 

  ③田村カフカの父と処刑機械について 

④カフカ少年と処刑機械について 

 作中で、機械的に人間を殺していく存在としてフランツ・カフカの『流刑地にて』(3)

に登場する「処刑機械」が挙げられている。『流刑地にて』では、「処刑機械」は次のよう

に描かれている。 

 

「つまり、いまごらんになったとおりです。《まぐわ》が書きはじめる。囚人の背

中に 初の文字を刻みおわると、綿つきの《ベッド》が動いて囚人を横向きにする。

すると《まぐわ》が、そこにまた文字を刻む。では刻み混まれた傷口はどうなるの

か。綿には特殊加工がほどこされておりましてね、ギュッとおさえつける即座に血が
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とまるのです。血がとまるのです。血がとまれば、その上からさらにまた文字を刻み

こめるというものでして、ほら、ここです、《まぐわ》のふちをごらんください。ギ

ザギザがついておりますね、囚人のからだを反転させる際、これでもって傷口に貼り

ついた綿をとり除き、穴の中へ落とすのです。だから《まぐわ》はすみやかに動きつ

づけるわけでして、そのようにして十二時間のあいだ、だんだん深々と抉りこんで文

字を刻みつけるのです。はじめの六時間は、囚人は痛がってはおりますが、とにかく

まだしっかりしています。それから二時間したら口のフェルトをとり去ります。その

ころにはもうわめく力もないのです。（後略）」                       

（六九・七〇頁） 

 

アイヒマンによる大量虐殺は、『流刑地にて』における「処刑機械」に例えられてい

る。アイヒマンにとって、他者を傷つける行為は「処刑機械」のように機械的な作業とし

ておこなわれ、罪の意識は無い。アイヒマンが他者を傷付ける行為は、次の一文に見られ

るように、他者の痛みに対する「想像力」の欠如によって起こるとされている。 

 

「すべては想像力の問題なのだ。僕らの責任は想像力の中から始まる。イェーツが

書いている。In dreams begin the responsibilities――まさにそのとおり。逆に言

えば、想像力のないところに責任は生じないのかもしれない。このアイヒマンの例に

見られるように」       

（第１５章二二七頁 一一～一三行目） 

 

この「処刑機械」や、アイヒマンが無自覚で他者を傷付ける行為が作中における〈暴

力〉であると捉えられる。『流刑地にて』における処刑機械は、感情のない機械であるた

め、大量の人間を傷つけてもそこに責任が生じない。アイヒマンも同様に他者の痛みを想

像せずに、機械的に人を殺していったため、『流刑地にて』の処刑機械的な要素を持って

いるといえる。このことから、処刑機械とは、人間に置き換えることが可能であり、他者

の痛みに鈍感で無自覚的に〈暴力〉をふるってしまう人間を指しているといえる。カフカ

少年の父親もアイヒマンと同様に「処刑機械」的に、カフカ少年を傷付けているが、その

ことに気がついていない。父親の発言は次の引用に見られるように、カフカ少年の心に

「呪い」として刻まれ、カフカ少年は傷ついているため、〈暴力〉であると考えられる。 

 

僕は言う。「予言というよりは、呪いに近いのかもしれないな。父は何度も何度

も、それを繰りかえし僕に聞かせた。まるで僕の意識に鑿でその一字一字を刻みこむ

みたいにね」    （第２１章三四七頁 一四～一五行目） 

しかし、このような無自覚に人を傷つける〈暴力〉が、必ずしも一方的なものではな
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い。カフカ少年が父親の遺伝子を受け継いでいることを認識している箇所を示す。 

｢そして僕はその遺伝子を半分受け継いでいる。母が僕を置いて出ていったのも、

そのせいかもしれない。不吉な源泉から生まれたものとして、汚れたもの、損なわれ

たものとして僕を切り捨てたんじゃないのかな｣                    

（第２１章 三五〇頁九～一一行目） 

 

『流刑地にて』の処刑機械は、鑿で人間の身体にその罪を刻みつけるという仕組みに

なっているため、カフカ少年の父親も、アイヒマンと同様に処刑機械的に無自覚に他者を

傷つける存在として描かれていると考えられる。このことから、今までカフカ少年にとっ

ての処刑機械は父親だけだったが、自身も処刑機械的な面があり、無自覚的に他者を傷つ

ける要素が自身の中にも存在することを知ったのだと考えられる。そのため、カフカ少年

は、常にその〈暴力〉の被害者として位置するのではなく、カフカ少年自身も、加害者に

なる要素を潜在的に持っていると考えられる。そのため、『海辺のカフカ』における〈暴

力〉とは、物理的に他者を攻撃することで視覚的に把握できるものではなく、加害者は無

自覚であるが、傷を受けた被害者だけが覚えているような精神的な苦痛を指しているとい

える。 

また、〈暴力〉のあり方についての大島さんの発言を示す。 

 

「差別されるのがどういうことなのか、それがどれくらい深く人を傷つけるのか、

それは差別された人間にしかわからない。痛みというのは個別的なもので、そのあと

には個別的な傷口が残る。だから公平さや公正さを求めるという点では、僕だって誰

にもひけをとらないと思う。ただね、僕がそれよりも更にうんざりさせられるのは、

想像力を欠いた人々だ。Ｔ・Ｓ・エリオットの言う〈うつろな人間たち〉だ。その想

像力の欠如した部分を、うつろな部分を、無感覚な藁くずで埋めて塞いでいるくせ

に、自分ではそのことに気づかないで表を歩きまわっている人間だ。そしてその無感

覚さを、空疎な言葉を並べて、他人に無理に押しつけようとする人間だ。つまり早い

話、さっきの二人組のような人間のことだよ」 

（第１９章 三一三頁一～八行目） 

 

このことから、〈暴力〉とは、「個別的」な「痛み」を伴うもので、傷付けられた被害

者にしか、その「痛み」を感じることは出来ないといえる。この〈暴力〉は、他者の「痛

み」を想像することが出来ない人によって起こされるものであると考えられる。 

 

2．プラトンの『饗宴』との〈共鳴〉について 

本章では、以下の点について述べる。 
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  ①『饗宴』で描かれる人間について 

  ②「恋」と「円」の不完全さについて 

 まず、プラトンの『饗宴』(4)からの引用を挙げる。以下の通りである。 

 

そこで本来の姿が二つに断ち切られたので、皆それぞれ自分の半身を求めていっし

ょになった。そして互いに相手をかい抱きまつわり合って一心同体になろうと熱望

し、お互いから離れては何一つしようという気がないから、餓えのためや総じて生活

に必要なことを何もしないでいるために死んでいった。そしてどれか一方の半身が死

に他方が残されると、残された者はまた別の者を探してまつわりついた。（中略） 

そんなわけで、このような大昔から、相互への恋（エロース）は人々の植え付けら

れているのであって、それは人間を昔の本然の姿へと結合するものであり、二つの半

身を一体にして人間本来の姿を癒し回復させようと企てるものである。            

（五〇～五一頁） 

 

カフカ少年は佐伯さんに「恋」をする。しかし、『饗宴』の本文から、「恋」とは他者

を求めてはいるが、補完が不可能な行為であることが分かる。また、大島さんの発言か

ら、「恋」とは他者を求めているようだが、実は「ひとり」でおこなっているものであ

り、個人の精神的な充足に留まる行為である事が分かる。 

 

「君が感じている気持ちは僕にもよくわかる」と大島さんは言う。「にもかか わ

らず、それはやはり君が自分で考えて、自分で判断しなくてはならないことだ。誰も

君のかわりに考えてあげることはできない。恋をするというのは要するにそういうこ

となんだ、田村カフカくん。息をのむような素晴らしい思いをするのも君ひとりな

ら、深い闇の中で行き惑うのも君ひとりだ。君は自分の身体と心でそれに耐えなくて

はならない」 

          （第３７章 二一六頁一一～一五行目） 

 

このことから、「恋」とは、他者とのつながりを求めているようでありながら、実際は

個々の中での独りよがりな補完であり、心から他者と繋がることができて満たされた状態

ではないと考えられる。そのため、「恋」は他者との補完を成立させるものではないとい

える。「円」は他者との補完を果たし、お互いの精神的な不足を満たすものとして描かれ

る。その一文を以下に示す。 

 

すべてはその円の内側で完結していました。しかしもちろんそんなことはいつまで

も続きません。私たちは大人になり、時代は移ろうとしていました。円はあちこちで



 

248 

 

ほころびて、外のものが楽園の内側に入り込み、内側のものが外に出ていこうとして

いました。当然のことです。   

（第４２章 二九一頁一～四行目） 

 

「円」とは、「恋」以上に他者との距離が近く、外界が遮断されるほど密度の高い関係

であると推測される。「恋」はひとりでおこなう行為であるのに対して、「円」は自身と自

身の求めている他者だけで作られる閉鎖的な空間であり、補完が完成されているといえ

る。しかし、外界の影響によって「ほころび」が生じることから、その補完も一瞬は成功

しても、外界を遮断しきれずにすぐに崩れてしまう不完全さがあるといえる。このことか

ら、「円」もまた不完全であり、「ほころび」が生じるため、他者との補完による精神的な

充足は不可能であるといえる。 

 

3．夏目漱石『坑夫』とカフカ少年の〈共鳴〉について 

 本章では、夏目漱石『坑夫』(5)とカフカ少年のたどる道筋を比較する。『坑夫』のあら

すじは以下の通りである。 

 

恋愛に関わるらしいある「込み入つた事情があつて」家を飛びだして来た青年が主

人公である。松原沿いの街道を歩いているとき、長蔵というポン引きに声をかけら

れ、坑夫にならないかとさそわれる。死さえ考えていた青年はそれを承諾し鉱山につ

れて来られる。飯場頭の原さんは青年を見て、「教育なんか受けたものは、どうした

つて勤まりつ子
ママ

ありませんよ」という。青年は帰る所がないと言って雇ってもらう

が、坑夫たちの下等さと食事の粗末さに早速閉口する。坑内で出会った坑夫の安さん

からも堕落するだけだから帰れという懇切な忠告を受け、「有難い誨
おしへ

」と感ずる

が、忠告通り東京へ帰ろうとはしなかった。しかし、健康診断で気管支炎と診断され

た青年は、結局坑夫としては採用されず、飯場で帳付けをすることになった。 

 

『坑夫』の主人公は、炭坑という異界に入り、未知との遭遇を果たす。『海辺のカフ

カ』のカフカ少年も、佐伯さんの核である「森の中」へ入ることで、「迷宮」という異界

へ足を踏み入れ、初めて深層部分での他者との接触をおこなう。『坑夫』の主人公は、異

界に行ったが、自分の苦悩に対しての答えを見つけられなかった。しかし、カフカ少年

は、他者の核という異界で、自身が生きるために必要な答えを見つけて出てきた。異界に

入り、そこから出てきたという両者の結末に表面上の違いはないが、カフカ少年は精神的

な成長を遂げている。そのため、外見に違いはなくとも内面の変化があることに差がある

といえる。『海辺のカフカ』は意図的に『坑夫』と同じ構造を取り、『坑夫』のテーマを踏

まえながら、『坑夫』が描ききれなかったテーマを描こうと試みがなされた作品であると

考えられる。 
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4．「メタファー」としての「迷宮」について 

 本章では、他者との関わり合いの中で、他者の精神的な核に入っていくことについて考

察をおこなう。 

カフカ少年は大島さんから自分たちの生きている世界と隣り合わせの「迷宮」が存在

することを知らされる。大島さんの発言を示す。 

 

「迷宮という概念を 初につくりだしたのは、今わかっているかぎりでは、古代メ

ソポタミアの人々だ。彼らは動物の腸を――あるいはおそらく時には人間の腸を――

引きずりだして、そのかたちで運命を占った。そしてその複雑なかたちを賞賛した。

だから迷宮のかたちの基本は腸なんだ。つまり迷宮というものの原理は君自身の内側

にある。そしてそれは君の外側にある迷宮性と呼応している」 

「メタファー」と僕は言う。 

「そうだ。相互メタファー。君の外にあるものは、君の内にあるものの投影であ

り、君の内にあるものは、君の外にあるものの投影だ。だからしばしば君は、君の外

にある迷宮に足を踏み入れることによって、君自身の内にセットされた迷宮に足を踏

み入れることになる。それは多くの場合とても危険なことだ」 

（第３７章 二一八頁一七～二一九頁八行目） 

 

カフカ少年はこの場面で、「迷宮」とは生き物の腸のかたちが原型であることを知る。

このことから、カフカ少年がこの場面の後に森へと足を踏み入れる行為は、人間の深層部

である「迷宮」に入っていくことであると考えられる。また大島さんは「君の外にあるも

のは、君の内にあるものの投影であり、君の内にあるものは、君の外にあるものの投影

だ。だからしばしば君は、君の外にある迷宮に足を踏み入れることによって、君自身の内

にセットされた迷宮に足を踏み入れることになる」と述べている。 

このことから、カフカ少年が森の中に入る行為には、他者の深層部に入って他者を知

ることで自己理解をし、自身の抱える問題に対しての答えを解決するという意味があると

考えられる。カフカ少年は他者との表面上でのかかわりでは補完が不可能であると気付い

たため、佐伯さんの精神的な核である「森の中」へと入っていくことで、他者との精神的

なふれあいを行い、完全な補完を目指す。 

しかし、他者との完全な補完を果たすことは、外界から遮断された二人だけの空間で

生き続けることであると気付く。人間は、完全な補完を果たして精神の充足を得ても、外

界とのつながりを全て遮断して濾過された空間にとどまり続けると現実世界で生きること

が不可能であると気が付き、「森」を出たのだと考えられる。 
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5．〈暴力〉と〈癒し〉の関係から読み解く『海辺のカフカ』に託されたテーマについて 

以上の四章をふまえた上で、本章では、以下の二点について考察する。 

①カフカ少年に与えられた傷とその意味 

  ②カフカ少年が手に入れた「強」さと「成長」について 

 カフカ少年の抱える精神的な傷について、大島さんが次のような発言をする。 

 

「いいかい、田村カフカくん、君が今感じていることは、多くのギリシャ悲劇のモ

チーフになっていることでもあるんだ。人が運命を選ぶのではなく、運命が人を選

ぶ。それがギリシャ悲劇の根本にある世界観だ。そしてその悲劇性は――アリストテ

レスが定義していることだけれど――皮肉なことに当事者の欠点によってというより

は、むしろ美点を梃子にしてもたらされる。僕の言っていることはわかるかい？人は

その欠点によってではなく、その美質によってより大きな悲劇の中にひきずりこまれ

ていく。ソフォクレスの『オイディプス王』が顕著な例だ。オイディプス王の場合、

怠惰とか愚鈍さによってではなく、その勇敢さと正直さによってまさに彼の悲劇はも

たらされる。そこに不可避的にアイロニーが生まれる」 

「しかし救いはない」 

「場合によっては」と大島さんは言う、「場合によっては、救いがないということ

もある。しかしながらアイロニーが人を深め、大きくする。それより高い次元の救い

への入り口になる。そこに普遍的な希望を見いだすこともできる。（後略）」 

（第２１章 三四三頁一〇～三四四頁三行目） 

 

カフカ少年は父の言葉に傷つき、母に捨てられた過去に傷つく。しかし、自身が父か

ら受けた「呪い」は決して欠点ではなく、その悲劇に立ち向かうことで「自らを深め広げ

る」ことが出来る長所なのだと知らされる。また、カフカ少年は自身の傷だけではなく、

無意識とはいえ他者を傷付けてしまったことによって自身の罪深さにも気付く。『海辺の

カフカ』において、他者との補完が重要なキーワードであるが、他者との完全な補完が成

立することとは、現実世界で生きる自身が消滅することと同義である。そのため、カフカ

少年は現実世界で生き続けるための「戦い」をおこなう。その結果導き出された答えは、

自身を傷付けた他者を許すことと、他者を傷付けることを生きるために必要な行為として

受け入れることであった。また、完全な補完を目指すのではなく、ほころびとしての精神

的な不完全さを受け入れることであった。 

大島さんの兄は、「森」から出た後のカフカ少年に、サーフィンを例に次のような発言

をする。 

 

彼は言う、「ハワイにトイレット・ボウルと呼ばれるスポットがある。そこでは引
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き波を寄せ波がぶつかって大きな渦ができているんだ。便器の水の渦みたいにぐるぐ

るとまわっている。だから、ワイプアウトしていったん波に引きこまれると、なかな

か浮きあがってこられない。波の具合しだいでは、ひょっとしたらそのまま二度と浮

かびあがれないかもしれない。でもとにかく君は海の底で、波にもまれながらじっと

していなくちゃならないんだ。あわててじたばたしたところでなんともならない。か

えって体力を消耗するだけだ。実際にそういう目にあってみると、こんなにおっかな

いことはちょっとほかにないね。でもそういう恐怖をいったん乗りこえないことに

は、一人前のサーファーにはなれない。死と二人きりで向かいあって、知りあって、

それを乗りこえていくんだ。その渦の底で君はいろんなことを考える。ある意味では

死と友達になり、腹をわって話をすることになる」 

           （第４９章 四一四頁一七～四一五頁八行目） 

 

カフカ少年は、サーフィンにおける、「自然の力に逆らわない」ことを生きる上で実践

し、〈暴力〉の絶えない世界で「波にもまれながらも」、他者の核に入ったことで「死と二

人きりで向かいあ」う体験をしたのだと考えられる。そのため、カフカ少年は、戦いによ

って強くなり、生きる上で必要な許しの力と、流れに逆らわない力を手に入れたといえ

る。そして強さを手に入れたことで、この後の場面で大島さんによって「成長した」と評

価されたのだと考察される。 

 

おわりに 

以上のことから、『海辺のカフカ』に描かれる〈暴力〉とは、個人と個人のかかわりの

中で無意識的に他者を傷付けてしまうことを指しており、人間が生きて他者と関わる上で

は避けることの出来ない行為である。そして、その〈暴力〉に対しての〈癒し〉とは、

〈暴力〉の発生する外界を受け入れて許す強さを指していると結論づけた。 

 

(1) 横山博｢村上春樹『海辺のカフカ』における近親相姦と解離｣ 

『甲南大学紀要 文学編』第一三二号（二〇〇四年） 

(2) 小森陽一『村上春樹論―『海辺のカフカ』を精読する―』（平凡社 二〇〇六年） 

(3) フランツ・カフカ『流刑地にて』（『カフカ短編集』岩波書店 一九八七年） 

(4) プラトン『饗宴』（『プラトン全集５』岩波書店 一九七四年） 

(5) 江藤淳『朝日小事典 夏目漱石』（朝日新聞社 一九七七年） 
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七、口頭発表24 

 

村上作品における性的マイノリティについての意識  

―『スプートニクの恋人』を中心に― 

淡江大学副教授 王 嘉臨 

一、 はじめに 

 性的マイノリティについて、村上春樹は川上未映子のインタビューで次のように述べて

いる。 

 

   リアリティというのは、特徴的なものというよりは、総合的なものです。そしてま  

たリアリティというのは、どんどん推移していくものです。「これはこうだ」と簡単に

固定して決めつけられるものじゃない。そういう意味合いにおいて、ジェンダーとい

うものに対して、僕はすごく興味があるんです。ゲイについても、レズビアンについ

ても、性同一性障害についても。そういう具合にジェンダーには、その中間的なジェ

ンダーを含んだグラデーションがあります。それが状況によって自在に入れ替わって

いく。僕の中にも女性的なファクターがあります。どの男性の中にだってそれはある

と思うだけど、そういうファクターをフルに活用することによって、小説は活性化す

ると僕は思っています1。 

 

 村上はここで男／女二分の狭間にあった様々な人々への関心を示している。そして、村

上の作品を通観すると、性的マイノリティや規範からはずれるとみなされる性的関係が頻

繁に作中に登場している。一九八七に出版された『ノルウェイの森』から、二〇一四年に

発表された短編集『女のいない男たち』にいたるまで、性的マイノリティが一つの問題軸

として村上作品に取り上げられている2。特に女性同性愛については、かなり興味深い描か

                         
1 川上未映子（2017）『みみずくは黄昏に飛びたつ』新潮社P30 
2 黒岩裕市は『ゲイの可視化を読む―現代文学に描かれる＜性の多様性＞？―』（2016 晃洋書房）で村上作

品における性的マイノリティの系譜について、以下のように整理している。 

  『ノルウェイの森』（一九八七年）では、レイコさんという登場人物が語る話のなかに、彼女を破滅へと

導いた「筋金入りのレズビアン」[村上、二〇〇四a、二〇頁]の少女が出てくる。『スプートニクの恋人』

（一九九九年）では、すみれと彼女が恋に落ちたミュウという女性との関係が綴られる。『海辺のカフカ』

（二〇〇二年）には、「身体の仕組みこそ女性だけど、僕の意識は完全に男性」である大島さんというキ

ャラクターが登場する。大島さんは「性的嗜好でいえば、僕は男が好きです。つまり女性でありながら、

ゲイです」[村上、二〇〇五、三七九、三八〇頁]と自分自身を説明する。ベストセラーとなった『1Ｑ84』

（二〇〇九～一〇年）でも、青豆とあゆみという二人の女性登場人物の間での性的な行為について言及さ

れ、「レズビアンの傾向みたいなの」はないという青豆とあゆみはそのことを「レズビアンの真似みたい

なこと」や「レズの真似ごと」などと呼ぶ[村上、二〇一二a、九七、九八頁]。この作品にはタマルとい

う「メジャー・リーグ級のゲイ」[村上、二〇一二b、一九九頁]も登場する。ゲイ男性については、この

タマルだけではなく、『ダンス・ダンス・ダンス』（一九八八年）の「ゲイの書生」[村上、二〇〇四b、

七二頁]や『国境の南、太陽の西』（一九九二年）のゲイである「若いハンサムなバーテンダー」[村上、

一九九五、一四二頁]、二〇一四年に出版された短篇集『女のいない男たち』に「独立器官」の「顔立ち
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れ方をしていることに気付かされる。例えば、渡辺みえこは村上作品でのレズビアン表象

について、次のように述べている。 

 

玲子は六〇年代末当時のレズビアンに対する類型的表象を語っている。当時のレズ

ビアンたちは女性差別と同性愛差別を負って孤立のうちに断罪を内面化していた。

そのようなものの抗いの表現として、玲子の語りの中での「あの子」は、レズビア

ンの性行為によって幸せな異性愛家庭を破壊し、魔の力を示している。レズビアン

たちの歴史的な負の経験を玲子は「あの子」から一気に受け取った。一九六〇年代

末の日本でレズビアンは、常に負の表象にさらされ、一方向的であり当事者の方か

らの語りは閉ざされていた3。 

 

確かに『ノルウェイの森』では、レズビアンが既存の男女のジェンダーや性愛の秩序を

撹乱するものとして提示されていることはあらためて指摘するまでもない。しかし、注意

すべきはその前提となっているようなマイノリティとしてのレズビアン、女性同性愛のあ

り方が、村上のこれ以降の作品において変容していく点である。例えば、一九九九年に発

表された『スプートニクの恋人』で「すみれ」がミュウに対する自分の性欲を語るとき、

「もしそれが性欲じゃないと言うなら、わたしの血管を流れているのはトマト・ジュース

よ（P296）」と「血」という概念を媒介とし「性欲」を説明している。それによって、女性

同性愛の欲望への違和感が維持され、承認されているのである。つまり、女性同性愛の欲

望は不可視なために批判、排除の対象となるのではなく、一つの身体経験として捉えるこ

とができるだろう。本稿はこうした女性同性愛表象の変容に着目し、『スプートニクの恋人』

を中心にして村上作品における性的マイノリティの問題を考察していきたい。 

 

二、レズビアンの身体 

 『スプートニクの恋人』は、次の一節から始まる。 

 

   ２２歳の春にすみれは生まれて初めて恋に落ちた。広大な平原をまっすぐ突き進む

竜巻のような激しい恋だった。（中略）恋に落ちた相手はすみれより１７歳年上で、結

婚していた。さらにつけ加えるなら、女性だった。それがすべてのものごとが始まっ

た場所であり、（ほとんど）すべてのものごとが終わった場所だった(P239)。 

 

                         
はなかなかハンサム」[村上、二〇一四、一四九頁]である後藤青年など、魅力的な脇役としていくつかの

作品に登場している。また、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』（二〇一三）には、主人公

つくるの同級生であったアカという登場人物が「女性に対して、うまく欲望を持つことができない。まっ

たく持てないわけじゃないが、それよりは男との方がうまくいく」[村上、二〇一三、二〇五頁]と語る一

節がある。 
3 渡辺みえこ（2009）『語り得ぬもの：村上春樹の女性表象』御茶の水書房P70 
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物語は、すみれが従妹の披露宴で十七歳年上の在日韓国人二世の女性ミュウと出会い、

「広大な平原をまっすぐ突き進む竜巻のような激しい恋」をすることから始まる。これま

で男性に恋愛感情を抱き、「性欲というものがよく理解できない（P246）」すみれは何故突

如ミュウという女性に性欲を感じたのか自分自身にも分からず、ミュウへの思いやエロテ

ィックな関心が「美しく洗練された年上の女性に対する憧れ（P273）」なのか「それはただ

の「憧れ」とはちょっと違うもの（P273）」なのか戸惑う。 

堀江有里は「レズビアンは、「女」であり、「同性愛者」であるという属性が交差すると

ころに存在する。異性愛主義と男性中心主義という二つの規範が横たわる社会において、

その身体は、ときに好奇のまなざしにさらされ、スティグマを付与されてきた。また同時

に、「存在しないもの」として認識の埒外に置かれてきた」4と述べ、異性愛主義が浸透し

た社会の中で女性の同性愛的欲望が認知されにくいという社会的事実のため不可視化ない

しは差別されている、と指摘している。では、『スプートニクの恋人』では女性の同性愛的

欲望はどのように表象されているのか。 

ミュウへの思いをめぐって、「すみれ」が「ぼく」と次のようなやり取りをする場面があ

る。 

    

ぼくは言った、「ミュウにたいして君が感じているのが性欲であることは間違いな

いんだね？」 

「１００パーセント間違いないと思う」とすみれは言った。「彼女の前に出ると、そ

の耳の中の骨がからからと音を立てるの。薄い貝殻でできた風鈴みたいに。そしてわ

たしは強く彼女に抱きしめられたいと望む。すべてをまかせてしまいたいと思う。も

しそれが性欲じゃないと言うなら、わたしの血管を流れているのはトマト・ジュース

よ（Ｐ295～296）。 

 

すみれはミュウに対する動かしがたい感覚、「性欲」を「その耳の中の骨がからからと音

を立てるの。薄い貝殻でできた風鈴みたいに」「もしそれが性欲じゃないと言うなら、わた

しの血管を流れているのはトマト・ジュースよ」と動かしがたい感覚の事象や「血」とい

う概念を媒介とし、「性欲」を説明している。いわば、動かしがたい感覚の事象との並列に

よって、不可解な性欲、女性同性愛の欲望が維持され、承認されている。一方、「血」の比

喩を用いて「性欲」を説明するという「血」と「性欲」の換喩性からは、「血」と「性欲」

との関連性がうかがえ、「性欲」への完全な受動性の恐怖感もほのめかされている。実際、

これ以降のすみれとミュウの物語は、このような流動する性をめぐる巨大で抵抗できない

力の表象によって展開されていく。 

                         
4 堀江有里（2008）「引き裂かれる自己／切り裂かれる身体―レズビアンへのまなざしをめぐって」金井淑子

編『身体とアイデンティティ・トラブル―ジェンダー／セックスの二元論を超えて』明石書店P299 
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わたしはやはりこの人に恋をしているのだ、すみれはそう確信した。間違いない（氷

はあくまで冷たく、バラはあくまで赤い）。そしてこの恋はわたしをどこかに運び去ろ

うとしている。しかしその強い流れから身を引くことはもはやできそうにない。わた

しには選択肢というものがひと切れも与えられていないからだ。わたしが運ばれてい

くところは、これまで一度も目にしたこともないような特別な世界であるかもしれな

い。それはあるいは危険な場所かもしれない。そこに潜んでいるものたちがわたしを

深く、致命的に傷つけることになるかもしれない（P263～264）。 

 

すみれはこれまでに感じたことのない女性に対する「恋」「性欲」に興味を感じつつ、畏

怖も感じている。注目すべきはここで自身の性欲が「しかしその強い流れから身を引くこ

とはもはやできそうにない」「目の前にある流れのままに身をまかせる（P264）」とある「流

れ」という言葉に言い換えられている点である。それは換言すれば、「流れ」に言い換えら

れ、並置され得ることによって、「性欲」は維持が可能となる、ということを意味しよう。 

前述したように、レズビアン、女性同性愛の欲望は不可視であるため、批判の対象ある

いは抑圧の対象となってきた。『スプートニクの恋人』においては、「文章１」「文章２」、

またすみれの言葉を通して、これまで存在の不可視化とされ、排除されてきた女性同性愛

者の生を自己呈示することが可能となる。さらに、女性同性愛の欲望は、「流れ」と並置さ

れることによって、その違和感が維持され、承認されているのである。以上のように、レ

ズビアンの身体を描き出した『スプートニクの恋人』では、レズビアンの身体への違和感

を維持する可能性が示唆されている。 

 

三、『スプートニクの恋人』の到達点 

 ミュウに対する自分の性欲を「流れ」と意味づけるすみれは、ミュウとのヨーロッパ旅

行を「長い運命のとりあえずの帰結（P190）」と規定している。そして、ギリシャですみれ

はミュウの十四年前に体験した観覧車事件を聞いた後、若くして死んだ自分の実母の夢を

見る。その夢については、「文章１」で次のように記されている。 

 

   この夢を見たあとで、わたしはひとつ重大な決心をした。わたしのそれなりに勤勉

なつるはしの先はようやく強固な岩塊を叩く、こつん。わたしはミュウに、わたしが

何を求めているかをはっきりと示そうと思う。このような宙ぶらりんな状態をいつま

でも続けていくことはできない。どこかの気弱な床屋のように裏庭にしけた穴を掘っ

て、「わたしはミュウを愛している！」とこっそり打ち明けているわけにはいかないの

だ。そんなことを続けていたら、わたしは間断なく失われていくことだろう。すべて

の夜明けとすべての夕暮れが、わたしをひとかけらひとかけら奪っていくことだろう。
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そしてそのうちわたしという存在は流れに削り尽くされ、「なんにもなし」になってし

まうことだろう（P395～396）。 

 

ここでは「母の夢」とミュウへの愛とが併記されている。加藤典洋は人物間の関連性に

着目し、「ミュウというのは、ギリシャ語で M のことです。M といえば、マザー、メール、

ムウテル、ママ。Pが父につながる頭文字であるように、母につながる頭文字です」と、ミ

ュウが母と重なる存在であると述べ、「僕の推定が正しく、あの言葉（―すみれが 後にミ

ュウに囁いた言葉）が「お母さん」なら、 後、すみれはいわば母なるものに拒絶されて

いることになります」5と指摘している6。 

だが、ここで注意しておきたいのは、この「文章１」において喚起されたことはミュウ

＝象徴的な母といった単一的な枠組にとどまらず、「そしてそのうちわたしという存在は

流れに削り尽くされ、「なんにもなし」になってしまうことだろう」、「わたしは既にあまり

に多くの大事なものを明け渡してきた。わたしはこれ以上、彼らに何も与えたくない

（P206）」とある自己の主体性であったという点である。夢の中ですみれは二歳のときに死

んだ実の母に会っている。しかし、それは、自分が写真で教えられていたのとは別人だっ

た。本物の母親は「美しく、若々しかった（P393）」。夢の中で彼女は「お母さん」と叫ん

だが、その声と同時に、母は「穴の奥にひきずり込まれ」、消えてしまう。夢の中で母の夢

の細部が羅列されながら、「母親はまるで巨大な真空に向こう側から引っ張られるみたい

に。穴の奥にひきずり込まれていった（P393）」、「母親の姿は穴の奥の暗闇に引き込まれて、

消えてしまった（P394）」と執拗に語られ、母の喪失は統御できない力による出来事を象徴

するものとなる。それによって、「すみれは大きな声で、通り過ぎていく飛行士たちに向か

って、自分をここから助け出してくれるように頼んだ。しかし飛行士たちは彼女の方に顔

を向けようとはしなかった（P394）」と泣き寝入りしかできず、「失われる」と表されるよ

うに一方的な犠牲を強いられているのである。 

ルネ・ジラールは社会を作り上げる暴力として、社会の無秩序状態、すなわち無数の個

人に分散した暴力を一点に集中させ、一人の犠牲者をスケープゴート＝身代わりの山羊に

仕立て上げることで集団の暴力は分散されるとし、これを「創造的暴力」とした7。『スプ

ートニクの恋人』では、統御できない「流れ」はまさにこの「創造的暴力」として機能し

たと考えられる。「流れ」に対して襲いかかる暴力の認識によって、すみれはこれまで犠牲

に甘んじていた自分を「気弱」とし、「そんなことを続けていたら、わたしは間断なく失わ

                         
5 加藤典洋（2005）「行く者と行かれる者の連帯―村上春樹『スプートニクの恋人』」今井清人編『村上春樹

スタディーズ２０００－２００４』若草書房P137～138 
6 また、近藤裕子は「このリッチの理論を借りるなら、すみれのレズビアンも、父親（あるいは父権制）によ

ってあらかじめ損なわれていた母性との原初的関係回復の働きとして説明できるのではないか」とミュウを

追い求めることの必然性を指摘した。（近藤裕子（2008）「すみれへ／すみれから―父権とレズビアニズム」

柘植光彦編『国文解釈と鑑賞別冊 村上春樹：テーマ・装置・キャラクター』至文堂P219） 
7 ルネ・ジラール（1982）『暴力と聖なるもの』法政大学出版局P293 
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れていくことだろう」としている。このことが「わたしはミュウに、わたしが何を求めて

いるかをはっきりと示そうと思う。このような宙ぶらりんな状態をいつまでも続けていく

ことはできない」という決意にもつながっていく。 

このように、自分の世界の内部に暴力の対象を作り出し、暴力に抗することで、自らの

主体性が形成されていく。それにより、「わたしはミュウを抱き、彼女に抱かれたいと思う。

わたしは既にあまりに多くの大事なものを明け渡してきた。わたしはこれ以上、彼らに何

も与えたくない。今からでもまだ遅くはない（P206）」と犠牲者に甘んじず、自分の性的指

向に同一化し、ミュウに告白することに踏み切ったのである。一方、「もしミュウがわたし

を受け入れなかったらどうする？（P206）の言葉の背後には、ミュウへの告白が二人の関

係の破綻を招くという不安もうかがえる。 

黒岩裕市は現代文学における男性同性愛と女性同性愛表象の不対称性を指摘し、次のよ

うに述べている。 

 

「『ざらざら』収録作品では、一人称の語り手で登場人物である女性が不意にほかの女

性に「好き」という感情やエロティックな関心を抱いたとして、そのキャラクターが

「レズビアン」と名乗る／呼ばれることなく、その関係性はやがては終わるものとし

て表象される傾向にある。その点で、「おかま」や「ゲイ」と名乗る／呼ばれる修三と

は対照的である。（中略）だが同時に、あくまでもその関係性が終わることが前提にな

っているという点では、ヘテロセクシズムを維持する側面があることも否めない8。 

 

では、この作品の場合はどうだろうか。また、これはどのような位置に辿り着いたのか。

この問題を考えるには、以下のすみれとミュウとの性交をめぐる叙述が有効である。 

 

   「わたしには同性愛の経験はなかったし、自分にそういう傾向があると考えたこと

もなかった。でももしすみれが真剣に求めているのなら、わたしはそれにこたえても

かまわないと思ったのよ。少なくとも嫌悪感みたいなものはなかった。すみれとなら、

ということだけれど。だからすみれの指がわたしの身体を撫でまわしたり、彼女の舌

がわたしの口の中に入ってきたときにも抵抗はしなかった。不思議な気持ちはしたけ

れど、それに慣れようと思った。だからわたしはなされるがままになっていたの。わ

たしはすみれのことが好きだったし、彼女がそれで幸福になれるのなら、なにをされ

てもかまわないと思っていた。 

でもいくらそう思っても、わたしの身体はわたしの心とはべつのところにいた。わ

かるでしょう？すみれに自分の身体をそんな風に大事に触れてもらえること自体は、

ある部分ではうれしくさえあったの。でもわたしの心がどれだけそう感じても、わた

                         
8 同前掲黒岩裕市『ゲイの可視化を読む―現代文学に描かれる＜性の多様性＞？―』P86～87 
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しの身体は彼女を拒否していた。それはすみれを受け入れようとはしなかった。わた

しの身体の中で興奮しているのは心臓と頭だけで、あとの部分は石のかたまりのよう

にかたく乾いていた。悲しいけれど、どうしようもないことだったのよ。もちろんす

みれにもそれはわかった。すみれの身体は熱く火照って、柔らかく湿っていた。でも

わたしはそれにこたえてあげられなかった（P366～367）。 

 

すみれによって施される激しくそして切ない愛撫。しかし、女性間の性愛は新しい性関

係を切り開くのではなく、「でもわたしの心がどれだけそう感じても、わたしの身体は彼女

を拒否していた。それはすみれを受け入れようとはしなかった。私の身体の中で興奮して

いるのは心臓と頭だけで、あとの部分は石のかたまりのようにかたく乾いていた（P170）」

とミュウに身体的快感を起こさず、苦痛の体験となっている。男ばかりでなく女を相手に

しても、ミュウは性的反応を感じない。そして、「もしなにかわたしにできることがあるの

なら、それをしてあげると言った。つまりわたしの指とか、口とかで、ということ。でも

彼女の求めているのはそういうことではなかったし、それはわたしにもわかっていた

（P368）」というミュウの言葉の背後には、性器中心主義的性愛観という考え方がうかがえ

る。つまり、非性器的な官能は性の快感に匹敵できず、性愛から区別され、差異化されて

いるのである。このように、『スプートニクの恋人』においては、女性同士の性交を取り上

げることによって、性愛をめぐる性器中心主義的性愛観という大きな偏向を照らし出し、

新たな問題を生み出していく。 

 

四、終わりに 

女性同士の関係性が特定のアイデンティティではなく、「流れ」として位置付け、および

表象されている点は、セジウィックの整理に従えば、マイノリティの見解ではなく、普遍

化の見解であると考えられる9。そしてこうした『スプートニクの恋人』での女性同性愛表

象には、同時代性のセクシャル・マイノリティのあり方が反映されていると言えよう。 

堀川修平は１９８０年代後半から９０年にかけて、「“セクシュアル・マイノリティは「普

通」である”というイメージを広く認知させるために、対国家、対報道／マスメディアに

向けた運動がなされていった」と指摘した10。こうした運動によってマジョリティ／マイ

ノリティという「境界線」が引き直されている。実際、文壇でもセクシャルマイノリティ

を題材にした作品が発表され、またセクシャルマイノリティ当事者の書き手が活躍してい

るように11、マジョリティ／マイノリティをめぐる新たな地平が切り拓かれ、性の多様性

                         
9 イヴ・コゾフスキー・セジウィック（1999）『クローゼットの認識論―セクシュアリティの２０世紀』青土

社P127 
10 堀川修平（2017）「セクシュアル・マイノリティに引かれる「境界線」」『総合人間学』第11号P58 
11 例えば、「夏の約束」で第一二二回芥川賞（2000年）を受賞した藤野千夜は性同一性障害の男性で、『白い

薔薇の淵まで』で第一四回山本周五郎賞（2001年）を受賞した中山可穂はレズビアンである。また、小説『魔

女の息子』で第四〇回文藝賞（2003年）を受賞した伏見憲明はゲイである。 
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が主張されている。 

『スプートニクの恋人』では「文章１」「文章２」、またすみれの言葉を通して、これまで

存在を不可視化され、排除されてきた女性同性愛者の生を自己呈示することが可能となる。

そこでは、固定したものではなく、個々人のもつ諸要素とともに交差する女性同性愛者の

生が、描き出され、提示されていく。このようなあり方は、一九九〇年代以降顕在化しは

じめる性の多様性が肯定され、セクシャルマイノリティの自己定義権が主張される同時代

性12に呼応していると言える。そして、この作品で重要なのは、女性同愛者の性交を取り上

げることによって、性愛をめぐる性器中心主義的性愛観という大きな偏向を照らし出して

いるという点である。この小説で提起された性愛をめぐる性器中心主義的性愛観の限界性

の問題は、のちの『１Q８４』に変奏され、引き継がれていく。『スプートニクの恋人』は

その意味で、村上作品における性的マイノリティについての意識を考察する時、示唆的な

作品と言えよう。 
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『村上春樹全作品１９９０～２０００②』2003 年、講談社 
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七、口頭発表25 

 
村上春樹『海辺のカフカ』における日本古典文学との共鳴 

――『源氏物語』と『雨月物語』―― 
九州女子大学 荻原 桂子 

 

はじめに 

『海辺のカフカ』は 2002 年 9 月、新潮社から刊行された村上春樹の１０作品目の長編

小説である。題名から示唆されるフランツ・カフカとの思想的影響1およびギリシア神話の

エディプス王の物語を伏線に敷き、日本古典文学との共鳴を全面に取り込んだ緻密な細工

が至るところに張り巡らされた意欲作といえる。 

 本論では、作品に明示して登場させた『源氏物語』と『雨月物語』を中心に、日本古典

文学との共鳴について明らかにする。 

 

１．『源氏物語』との共鳴 

 

 アメリカ陸軍情報部（MIS）報告書で、東京帝国大学医学部精神医学教室教授塚山重則

に対するインタビューで、「日本の昔話に出てきますが、魂が肉体を一時的に離れて、千里

の道のりを越えてどこか遠くに行き、そこで大事な用事をすませて、それからまた元の肉

体に戻ってくる」という〈幽体離脱〉（上・137 頁）が登場する。 

 

  『源氏物語』にも「生き霊」がよく出てきますが、それに近いものかもしれません。

死んだ人の魂が肉体を出るというだけでなく、生きている人にも―思いさへ強ければ

ということですが――それと同じことができるのです。あるいは日本には魂について

のそういう考え方が、古代から土着的に自然なものとして根付いていたのかもしれま

せんね。しかしそんなものを、科学的に立証することはまったく不可能です。（上・137-

138 頁） 

 

 〈幽体離脱〉のトリガーは血液である。中田少年の意識が戻るのは、「採血した血液がシ

ーツの上に散る」（上・139 頁）という逆トリガーである。中田少年を含む 16 人の児童が

お椀山で意識不明になった事件は、28 年後担任岡村節子によって真相が明かされる。児童

が意識を失ったのは、岡村による中田少年への暴力と「血に染まった手拭い」（上・209 頁）

であった。岡村節子の無意識の闇の部分に起因した暴力と血液が引き金となって児童の意

                         
1 カフカは大島さんに名前の由来であるカフカについて聞かれ「『城』と『審判』と『変身』と、それから不

思議な処刑機械の出てくる話」（上・118頁）と答えている。 
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識不明を引き起こしたのである。 

「夢の中で責任が始まる」（上・431 頁）というイェーツの詩を諳んじ、カフカは「僕は

夢をとおして父を殺したかもしれない。特別な夢の回路みたいなのをとおって、父を殺し

にいったのかもしれない」（同）と不安を吐露するのである。そして、その夜にカフカは幽

霊を見るのである。 

  

  「それは〈生き霊〉と呼ばれるものだ。外国のことは知らないけれど、日本ではしば

しばそういうものが文学作品に登場する。たとえば『源氏物語』の世界は生き霊で満

ちている。平安時代には、少なくとも平安時代の人々の心的世界にあっては、人はあ

る場合には生きたまま霊になって空間を移動し、その思いを果たすことができた。（上・

474-475 頁） 

 

 現実の存在ではない15歳の佐伯さんの〈幽霊〉に心惹かれたカフカは、幽霊 

の実体について大島さんに尋ねるのである。大島さんは〈生き霊〉について「た 

とえば光源氏の愛人であった六条御息所は、正妻の葵上に対する激しい嫉妬に 

苛まれ、悪霊となって彼女に取り憑いた。夜な夜な葵上の寝所を襲い、ついには取り殺し

てしまった。葵上は源氏の子をみごもっていて、そのニュースが六条御息所の憎しみのス

イッチをオンにしたんだね。光源氏は僧侶を集め、祈祷をして悪霊を追い払おうとしたが、

その怨念はあまりにも強く、それに対抗することはなにをもってしても不可能だった」（同）

と説明する。 

 

   しかしこの話のもっとも興味深い点は、六条御息所は自分が生き霊になっているこ

とにまったく気がついていないというところにある。悪夢に苛まれて目を覚ますと、

長い黒髪に覚えのない護摩の匂いが染みついているので、彼女はわけがわからず混乱

する。それは葵上のための祈祷に使われている護摩の匂いだった。彼女は自分でも知

らないあいだに、空間を超えて、深層意識のトンネルをくぐって、葵上の寝所に通っ

ていたんだ。これは『源氏物語』の中ではもっとも不気味でスリリングな場面のひと

つだ。（上・475 頁） 

 

物語的なレベルにおいては〈生き霊〉は現実と非現実の境界で実在するのである。 

ただ、21 世紀における科学的実証主義においては存在を証明することは難しい。 

 

  「紫式部の生きていた時代にあっては、生き霊というのは怪奇現象であると同時に、

すぐそこにあるごく自然な心の状態だった。そのふたつの種類の闇をべつべつに分け

て考えることは、当時の人々にはたぶん不可能だったろうね。しかし僕らの今いる世
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界はそうではなくなってしまった。外の世界の闇はすっかり消えてしまったけれど、

心の闇はほとんどそのまま残っている。僕らが自我や意識と名づけているものは、氷

山と同じように、その大部分を闇の領域に沈めている。そのような乖離が、ある場合

には僕らの中に深い矛盾と混乱を生みだすことになる」（上・476 頁） 

 

大島さんの説く「心の闇」は、『海辺のカフカ』の重要なモチーフとなっている。村上春樹

は「日本にこだわって書いていますね」というインタビューに対して「離れよう離れよう

と思いながら離れられない部分ということに興味がある。それは何かといえば、やっぱり

日本における一種独特な前近代性みたいなものじゃないかなあ。ただそこに僕は決して回

帰したわけじゃなくて、 初からそれには惹かれているんです」2と答えている。『海辺の

カフカ』における『源氏物語』との共鳴は、日本の前近代性への共鳴であるといえる。 

 

２．『雨月物語』との共鳴 

 村上春樹は「個人的に『雨月物語』という本が昔から好きだったんです」3と語っている。

「『雨月物語』は子ども向けにリライトされたものを小学生のときに読みましたね。それで

興味をもって、原典を読んだのはいつだったかな。高校の教科書には載ってないから、き

っと自分で読んだんでしょうね。『平家物語』はよく覚えてないけど、そういう物語文学は

昔から好きだった。」4とも語っている。〈生き霊〉のトリガーは、ネガティブな感情の発露

でしかないのかというカフカの質問に対して、大島さんは日本古典文学の『雨月物語』5か

ら「菊花の約」を引き合いに出す。 

 

   二人は遠く離れた場所に住み、別の主君に仕えている。菊の花の咲くころにあなた

のところのなにがあってもうかがいます、とひとりの侍が言う。それでは用意をして

あなたを待っていましょう、ともうひとりが言う。しかし友を訪れることになってい

た侍は藩のトラブルに巻きこまれ、監禁の身になってしまう。外に出ることが許され

ない。手紙を送ることも許されない。やがて夏が終わり、秋が深まり、菊の花が咲く

季節がやってくる。このままでは友と交わした約束を果たすことができない。侍にと

って約束はなによりも大事なことだ。信義は命よりも大切なものだ。その侍は腹を切

り、魂となって千里の道を走り、友の家を訪れる。そして菊の花の前で心ゆくまで語

り合って、そのまま地表から消えてしまう。（上・478 頁） 

 
                         
2 村上春樹(2003)「『海辺のカフカ』を語る」『文学界』文藝春秋p.38 
3 村上春樹(2003)「『海辺のカフカ』を語る」『文学界』文藝春秋p.14 
4 村上春樹(2010)「村上春樹ロングインタビュー」『考える人』新潮社p.53 
5 大島さんは「『雨月物語』は上田秋成が江戸時代後期に書いた作品だが、時代は戦国時代に設定されている。

上田秋成はそういう意味でいくぶんレトロ的というか、懐古的な傾向を持った人なんだ。」（上・478頁）と

説明する。 
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大島さんは「生きたまま霊になることを可能にするのは、僕の知る限りでは、やはり悪

しき心だ。ネガティブな想いだ」と結論づける。また、カーネル・サンダーズは自分につ

いて「私にはキャラクターなんてものはない。感情もない。『我今仮に化をあらはして話る

といへども、神にあらず仏にあらず、もと非情の物なれば人と異なる慮あり』」（下・119 頁）

と『雨月物語』の中の一節を持ち出す。村上春樹は、「プラグマティックなユーモアと呪術

的なもの、そういうものの組み合わせ、バランスの取り方が面白い」6と『雨月物語』の魅

力について語っている。村上春樹は「現実と非現実が『雨月』の中でぴたりと接していて、

その接点を超えることに人はそれほどの違和感を持たない。これは日本人の一種のメンタ

リティーの中に元来入っていることじゃないかと思う」7と述べている。現実と非現実の境

界、現世と黄泉の世界の辺獄、魂の呼応に『海辺のカフカ』における『雨月物語』との共

鳴がみられる。 

 

３．「生き霊」という無意識の闇の部分 

  カフカは、5 月 18 日（月）の家出から、19 日（火）の 15 歳の誕生日をへて、5 月 28

日（木）夕刻には東京中野区野方の父親殺害を 6 月 2 日（火）に知ることになり、事件当

時は高松市にいたにもかかわらず意識を失っていたことやシャツに付着した身に覚えのな

い血痕から自分が殺したのではないかと怯え、「お前はいつかその手で父親を殺し、いつか

母親と交わることになる」（上・426 頁）「僕には 6 歳年上姉もいるんだけど、その姉とも

いつか交わることになるだろう」（上・427 頁）という父の予言を大島さんに告げる。6 月

5 日（金）カフカが母かもしれないと思っている佐伯さんと交わることになる。15 歳の佐

伯さんの〈生き霊〉に恋をしたカフカは、「生き霊であれ幻であれ、彼女を目にしたいと思

う」（下・276 頁）ようになる。さらに、警察の追跡を避けるため再び森の中を訪れたカフ

カは、6 月 9 日（火）姉かもしれないと想像していたさくらさんと夢の中で交わってしま

う。 

 

  君はすでに父なるものを殺した。すでに母なるものを犯した。そしてこうして姉なる

ものの中に入っている。（下・311 頁） 

 

カフカの無意識の闇の部分で、父の予言は一つずつ確実に実現されるのである。呪いが実

行される中で、カフカは森の中の通路を進み続ける。そこから、「どうして彼女は僕を愛し

てくれなかったのだろう。僕には母に愛されるだけの資格がなかったのだろうか？」（下・

373 頁）という愛の原光景が立ち上がってくる。森の中心部に向かい、二人の兵隊に導か

れて、森の中の集落にたどり着いたカフカは、佐伯さんから「私は遠い昔、捨ててはなら

                         
6 村上春樹(2003)「『海辺のカフカ』を語る」『文学界』文藝春秋p.12 
7 村上春樹(2003)「『海辺のカフカ』を語る」『文学界』文藝春秋p.13 
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ないものを捨てたの」（下・470 頁）という言葉を聞き出すことができた。 

 

  「私がなによりも愛していたものを。私はそれがいつかうしなわれてしまうことを恐

れたの。だから自分の手でそれを捨てないわけにはいかなかった。  奪いとられたり、

なにかの拍子に消えてしまったりするくらいなら、捨ててしまったほうがいいと思った。

もちろんそこには薄れることのない怒りの 感情もあった。でもそれはまちがったこと

だった。それは決して捨ててはならないものだった」（下・470 頁） 

   

佐伯さんの左腕から滴る血液を受け入れることで、カフカ自身が森の中では「生き霊」

（下・472 頁）のように立ちすくむ。佐伯さんの「もとの場所に戻って、そして生きつづ

けなさい」（同）「それでもあなたは戻らなくちゃいけないのよ」「私がそれを求めているの

よ。あなたがそこにいることを」（下・476-477 頁）という言葉に、父の呪縛は解けるので

ある。無意識の闇の部分を潜って、再び現実の中で生き続けろという母の言葉に促されて、

カフカは再生することができたのである。「絵を見なさい」「私がそうしたのと同じように、

いつも絵を見るのよ」（下・472-473 頁）という言葉を遺して佐伯さんは消えていく。森の

入り口で待っていた二人の兵隊に案内されて、再び森を抜け大島さんのキャビンに戻るの

である。 

 

おわりに 

 物語の原理である損なわれた人間の回復の可能性を探究し続けてきた村上春樹の作品の

なかで、『海辺のカフカ』は一つの成果であるといえる。『世界の終りとハードボイルド・

ワンダーランド』の続編8ともいわれる本作品で、「世界の終り」である森から帰還する主

人公カフカを描くことができたことは物語作者である村上春樹の達成であるといえる。前

作である『スプートニクの恋人』ですみれの帰還をほのめかし筆を擱いた村上春樹は、

『海辺のカフカ』で人間の潜在意識を具現化するなかでカフカ少年の帰還を実現したとい

える。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』から始まった迷宮めぐりは、こ

こにきて現実の情景よりも強いリアリティーを持って描き出され、脱出に成功するのであ

る。『海辺のカフカ』で父を殺すというテーマについて、村上春樹は「現実的な父親とい

うより、一種のシステム、組織みたいなものに対する抗力を確立することは、大事な意味

をもつことだった」9と述べている。 

 『海辺のカフカ』での悪との対峙は、血生臭いシーンを繰り返し丹念に描き出すこと

で、読者に暴力の本質を剔ってみせる。「力の源泉」（上・350頁）とは「善とか悪とかと

いう峻別を超えたもの」（同）であると大島さんはいう。田村浩一殺害の新聞記事によれ

                         
8 村上春樹(2003)「『海辺のカフカ』を語る」「僕は、もともとこの小説は『世界の終り』の続編として書こ

うと思って企画したものなんです」と語っている。『文学界』文藝春秋p.12 
9 村上春樹(2010)「村上春樹ロングインタビュー」『考える人』新潮社p.61 
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ばカフカの父は「彫刻界の新しい波として話題を呼んだ」（上・415頁）作品を発表して

いる。 

 

テーマは一貫して、人間の潜在意識を具象化するというもので、既成概念を超えた新

しい独自の彫刻のスタイルは、世界的に高い評価を得た。迷宮という形態の持つ美と

感応性を自由奔放な想像力で追求した大がかりな『迷宮』シリーズが、作品としては

一般的にもっともよく知られている。 

 

 世間的には「世界的に知られる彫刻家」であった田村浩一は、「父は自分のまわりにい

る人間をすべて汚して、損なっていた」「父はそういう意味では、とくべつななにかと結

びついていたんじゃないかと思うんだ」（上・429頁）と「生物学的」息子であるカフカ

に評される。現実世界に帰還したカフカの今後向かうところは、善悪を超えた人間の潜在

意識を具象化したデモーニッシュな「力の源泉」と対峙することである。村上春樹は、

「僕がこの先小説の中で書いていきたいと思うのは、やはり悪についてですね。悪という

もののかたちやあり方を、いろんな角度から書いていきたい」10と述べ、さらに「ささや

かなネガティブの集積の上に巨大な悪がある」11とも述べている。次作『１Ｑ８４』にお

いて暴力の本質を剔り、悪との対峙、すなわち人間を損なう無意識の闇の部分の形象化に

挑むのである。日本古典文学のなかでも、日本人に人気の高い物語文学である『源氏物

語』と『雨月物語』は、『海辺のカフカ』の中で人間の無意識の闇の部分を形象化するの

に重要な役割をはたし、〈生き霊〉〈魂の呼応〉という小説テーマとして展開しており、単

なる引用やパロディの域をを超えた理解と継承があるといえる。 

   

テキスト 

村上春樹『海辺のカフカ』上・下 新潮文庫2005年3月 

 

  

                         
10 村上春樹（2003）「村上春樹、『海辺のカフカ』について語る」『少年カフカ』新潮社p.34 
11 村上春樹（2003）「村上春樹、『海辺のカフカ』について語る」『少年カフカ』新潮社p.35 
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七、口頭発表26 

 

『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』論 

――「巡礼者」としての多崎つくる 

専修大学大学院文学研究科日本語日本文学専攻修士課程三年 飯干 大嵩 

 

（公開未同意）  
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七、口頭発表27 

 

『神の子どもたちはみな踊る』試論――主人公たちの共鳴の有り方 

台湾大学 范 淑文 

  1. はじめに        

以下の語源の解釈を参考にしながら、シンパシーの意味を改めて把握していきたい。 

シンパシーの英語の意味. 「共感、共鳴」が主な意味となる日本語と違い、英語のシ

ンパシー（sympathy）は「同情」が主な意味となります。主に悪い状況にある人に対

し同情する場合に使われ、同情の他に「思いやり、あわれみ、同情心、悔やみ」など

の意味もあります。 「シンパシー（sympathy）」の語源はギリシア語の「syn (共に）」、

「pathos (苦しみ）」という単語から来ています。1     

 以上のように、英語やその語源であるギリシア語に従えば、「共に」「苦し」むことが本

来の意味であり、つまり、相手の苦しみを理解し、一緒に分かち合ってあげるという、一

種の「思いやり」「同情」などの心もちとされている。しかも、その分かち合うのはいずれ

もマイナス的な状況に陥っている場合が想定される。一方、日本語に訳されると、「共感、

共鳴」という表現が当てられ、必ずしもマイナス的とは限らなくなり、楽しみや美など芸

術的なジャンルのプラス的な状況への応えも有り得るのである。とは言うものの、「または

調和の関係同調・共鳴・共感・同感・意気投合・以心伝心他の人と気持ち（特に悲しみま

たは苦悩）を分かち合うこと」2と強調されている点からでは、この共に分かち合う気持ち

はマイナス的な状況及びそれへの対応の方が一般的な捉え方と思われる。 

 1995年に関西では淡路神戸大震災が起こった。そのダメージの恐ろしさは贅言するまで

もなく、それらへの様々な形による共鳴が現在まで続いている。世界的な作家である村上

春樹もそれに関心を示し、創作上にも反映している。『神の子どもたちはみな踊る』（以

下は『神の子どもたち』と略称する）という短編集がそれである。「UFOが釧路に降りる」、

「アイロンのある風景」、「神の子どもたちはみな踊る」、「タイランド」、「かえるく

ん、東京を救う」の五篇は1999年8月より『新潮』に連載されたが、 後の「蜂蜜パイ」

が書き下ろしで、後から付け加えられたうえで、2000 年 2 月に単行本として刊行された。 

 「『地震』によって生じた表象の危機を巡る連作」であり、「非常に緊密で秀逸な感動

的作品」3だという丹生谷貴志の絶賛があると思えば、もう一方では「天災の、自然の他者

性は一切棄却されて、すべて内面化されている」4という、福田和也からの酷評もあるよう

に、この短編集の評価は様々である。 

                         
1 https://mayonez.jp/topic/1020591 2018.0423閲覧 
2 https://thesaurus.weblio.jp/content/シンパシー 2018.0423閲覧 
3丹生谷貴志「壜の中のメッセージ」『文藝』2000.5 
4柄谷行人との対談で下した批評である。「現代批評の核」『新潮』2004.8 



 

275 

 

福田和也の「天災の、自然の他者性は一切棄却されて」という指摘を否定するつもりは

ないが、小稿では、共鳴という視座より『神の子どもたち』の読み解きを図り、それぞれ

の短編に何らかの形で震災や震災で蒙ったダメージが織り込まれたことが即ち作者なりの

共鳴と見なしたい。しかし、第五編の「かえるくん、東京を救う」を除き、いずれの短編

も自然災害の問題に真正面から取り組んでおらず、この自然災害がもたらした大惨事への

共鳴としては気持ち程度触れることで止まっているとしか言い様がない。とはいえ、地震

という自然の暴力的なもの（あくまでも人間的な立場からの発言であろう）やそこから生

じた不安や恐怖などの心理への共鳴は如何なるものであったのか。ここではストーリーの

深層に何らかの形で織り込まれた問題点に注目したい。 

加藤典洋は、阪神淡路大震災及び、ほぼ二ヶ月後に東京で起きたオウム真理教による地

下鉄サリン事件の関連性も考察の射程に入れて、「単行本刊行時のタイトル「神の子ども

たちはみな踊る」は、こちらの共通枠としての、オウムと地下鉄サリン事件の存在を暗示

している。」と、短編集全体の構成を読み取り、更に「登場人物における親との関係、と

りわけ父との関係をめぐる、新しい主題の系譜がここに登場している」5と、各短編のあい

だに通底しているもう一つの主題を見出している。しかし宗教の面からみれば第六作の「蜂

蜜パイ」にはそれが欠乏しており、「父との関係をめぐる」問題になると、例えば第一作

の「UFO が釧路に降りる」は殆んど言及されていない。よって、短編集全体というスケー

ルにこだわらず、とりあえず、短編作品間で相通じる主題を見出すことを試みてみる。 

 

2.地震に通底する「暴力」の影 

 六篇の短編のうち、まず、「UFOが釧路に降りる」の「小村は自分が圧倒的な暴力の瀬戸

際に立っていることに思い当たった。」（P44）、「アイロンのある風景」に語られている

「死の瀬戸際にいる男の心臓の鼓動や、恐怖や希望や絶望を、自分自身のことのように切

実に感じとることができた。」（P52、53）、及び「タイランド」に語られている「彼女は

自分がゆるやかに死に向かっていることを認識した。」（P142）「彼女は一人の男を三十

年間にわたって憎み続けた。」（P143）という主人公の心境、などの描写に気を取られず

にはいられない。いずれもぎりぎりの境地に立たされた表現が用いられている点ばかりか、

暴力、恐怖、及び憎しみなどが関わっているのは意味深い。 

2.1「UFOが釧路に降りる」  

淡路神戸大震災、その生々しい報道でショックを受けた主人公小村の妻の様子や、そこ

から実家に帰った妻から突き付けられた離婚、そして、離婚をさせられた小村が同僚佐々

木に依頼された軽い箱を釧路に運び、そこで佐々木の妹や妹の友人であるシマオさんとの

間で起きた一連の不思議なこと、というのが「UFOが釧路に降りる」の粗筋である。 

                         
5加藤典洋『村上春樹 イエローページ PART2』2005.5、荒地出版社、P109 
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離婚させられた小村は二週間の有給休暇が取れた時、同僚の佐々木に 10 センチの立方

体の箱を釧路に運ぶように頼まれるが、その代わりにチケットやホテルなどを手配してく

れるということになった。釧路に着いた小村には幾つか不思議なことが起きた。それはつ

ぎの二点にまとめられる。（１）実際に釧路の空港についた時の小村は、例の箱をトラン

クに仕舞、約束通りに手に持っていなかったにもかかわらず、佐々木の妹ケイコと彼女の

友人であるシマオさんに、さも面識があるかのように迷わずに声をかけられた。（２）広々

としたラブホテルでは、佐々木ケイコは翌日の案内のスケジュールを確認した後、すぐ離

れたが、シマオさんは帰ろうとする様子がないどころか、お風呂に入った。小村はその後

お風呂から上がったシマオさんと「結合することを何度か試みて、どうしてもうまくいか

なかった」（P40）。 

（１）についてであるが、会う目印としての10センチの立方体の箱を手に持つようにと

言われたが、それを忘れたか手に持っていなかったにも構わず、二人の女性は前から小村

を知っていたように待ち受けていたのだ。つまりストーリーの展開としては、離婚させら

れた小村が釧路に行って二人の女性に案内されることは必然なこととされている。釧路に

行く媒介とも思われるその箱は、「乱暴に扱われても困るんで、郵便や宅急便では送りた

くない」と依頼主である佐々木に注意されたが、「手応えはなく、音もしなかった」ほど

軽いものであった。そして釧路のホテルで例の箱の中身について、シマオさんから次のよ

うな暗示的な答えが伝えられた。 

「小村さんの中身が、その箱の中に入っていたからよ。小村さんはそのことを知らずに、

ここまで運んできて、自分の手で佐々木さんに渡しちゃったのよ。だからもう小村さ

んの中身は戻ってこない」（P43、44） 

 己の「中身」が他人に渡り、「戻ってこない」小村とは、つまり魂が抜けた、抜け殻同

然の存在そのものであろう。そのゆえでもあろうか、シマオさんと「結合することを何度

か試みて、どうしてもうまくいかなかった」というのである。余談であるが、この一言で

淡々と性行為を語るのは村上文学においては異例である。更に、シマオさんが彼氏と山登

りをしている途中、熊を避けるために鈴を鳴らしながらセックスした話を聞かされたあと、

小村は「少し笑った」、「考えてみたら、笑ったのはずいぶん久しぶりだった」と気づい

た。何時から笑わなくなったかははっきりとは語られていないが、離婚してほしい気持ち

を妻から伝えられてきた時からという可能性は高い。釧路に向かう飛行機の中で、手にし

た新聞に書かれている地震関係の記事が頭に入らず、妻のことが気になり、「どうしてあ

れほど真剣に、朝から晩まで、寝食を忘れてテレビで地震の報道を追っていたのだろう？

彼女はそこにいったい何を見ていたのだろう？」（P22、23）という疑問に囚われてばかり

いたのである。妻から一方的に離婚を突き付けられたその衝撃がそれ程までに大きかった

のである。 
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 おまけに、佐々木ケイコとシマオさんとの三人の会話の一節であるが、つぎのように不

自然な会話が交わされている。 

「奥さんがつい 近亡くなられたと、兄に聞いたんですが」と佐々木ケイコは神妙な

顔をして言った。（P23）（下線部引用者、以下同） 

「いや、離婚しただけです。僕の知る限りでは元気に生きています」 

「変だわ。そんな大事なことを聞き間違えるはずはないんだけど」（P24）（中略） 

「奥さんはいつ出ていったの？」 

「地震の五日あとだから、もう二週間以上になるな」 

「地震と何か関係があるの？」 

小村は首を振った。「たぶんないと思う」（P30） 

兄の同僚とはいえ、佐々木ケイコが初対面の小村に「奥さんがつい 近亡くなられた」

という話題を持ち出したのは唐突であり、その設定や描写は不自然であり、互いの認知も

かなり食い違っている。死という厳粛な話題にもかかわらず、「佐々木ケイコは神妙な顔

をして」、「そんな大事なことを聞き間違えるはずはないんだけど」と言い張っている一

方で、小村自身は「僕の知る限りでは元気に生きています」と、自分の情報に自信を持っ

ている。妻の家出後の消息については、佐々木ケイコの情報が正しければ、小村はそこま

で妻に関することをしっかりと把握することも出来ていないことになる。話を進めて、妻

が家出をした原因を明らかにしてみよう。 

 問題は、あなたが私に何も与えてくれないことです、と妻は書いていた。もっとはっ

きり言えば、あなたの中に私に与えるべきものが何ひとつないことです。（中略）あ

なたとの生活は、空気のかたまりと一緒に暮らしているみたいでした。（P16、17） 

妻が家出をしたときに残した手紙の一部である。小村はいくらその結婚生活に満足して

いても、上掲の内容からでは妻にとっては、夫である小村は殆んど意味のない存在である

ことは明らかである。にもかかわらず、そのことを小村は全く自覚していなかった。 

そのような苦悶に長年耐えてきた妻は、テレビで繰り返し報道されている地震による町

の破壊や切断された鉄道や高速道路の生々しい風景などの画面から眼が離れられなかった。

その破壊に夫との生活から受けた苦痛――その苦痛から受けた自分へのダメージ――を重

ねて眺めながらその共通性を感じた挙げ句、夫との離婚に踏み切ったのであろう。 

 一方、なぜ妻が五日間もテレビから離れずじっと見ていたか、何を見ていたのか、全く

理解できなかった夫である小村は離婚させられたあと、釧路へ行き、そこで同僚の妹佐々

木ケイコ及びその友人のシマオさんとの話を媒介にして、小村には妻や自分のことを考え

るようになった姿勢が見えてきた。飛行機に乗っている時に手にした新聞は地震の関連記

事一色であり、ホテルのテレビをつけたら、東京と変わらず「ニュースの地震特集」「傾

いたビル、崩れた道路、涙を流す老女、混乱とやり場のない怒り。」という映像が繰り返
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されている。更に、シマオさんと「結合」がうまくいかなかった原因について、口先では

「奥さんのことを考えていた」ことに帰したが、その次の描写に注目したい。 

  実を言えば、小村の頭の中にあったのは地震の光景だった。それがスライドの映写会

みたいに、ひとつ浮んでは、ひとつ消えていく。ひとつ浮んでは、ひとつ消えていく。

高速道路、炎、煙、瓦礫の山、道路のひび。彼はその無音のイメージの連続をどうし

ても断ち切ることができなかった。（P40） 

 妻が見詰め続けていた地震の風景そのままの映像が小村の頭に再現、否、ずっとしっか 

りと埋め込まれていたかもしれない。更に何回も試した結果「結合」出来ず、シマオさん 

の身体から離れた時に、「一瞬のことだけれど、小村は自分が圧倒的な暴力の瀬戸際に立 

っていることに思い当たった。」（P44）という表現を合せて考えてみれば、妻・夫である 

小村それぞれの心理の変化及びその因果関係は以下のように捉えられよう。 

夫婦生活から苦痛を受けていた妻6は、地震の破壊の映像を通して自分の内面の「ダメー 

ジ」が見えたのである。一方、それまで地震の報道に無関心だったように描かれていた小

村は、離婚を一つのきっかけに、釧路で佐々木ケイコとシマオさんという二人の女性を媒

介にして、妻の心境に近づいてみようとする姿勢が見え始めた。しかし、妻が残していっ

た手紙にある「あなたとの生活は、空気のかたまりと一緒に暮らしているみたいでした。」

という長年共同生活をしてきた妻からの冷酷な批評や「小村さんの中身が、その箱の中に

入っていたからよ。」「もう小村さんの中身は戻ってこない」（P43、44）――抜け殻のよ

うな存在――というシマオさんからの厳しい宣告に未曾有の衝撃が地震の破壊と重なり、

小村は「圧倒的な暴力の瀬戸際に立っていることに思い当たった。」のである。それぞれ

受けた衝撃の内質は異なるだろうが、小村の妻も小村も地震の災害を通して、心の深層で

受けた「暴力」を見詰める姿勢を構えたが、小村の方は意識し始めた段階にとどまり、そ

れに向き合うまではまだ時間がかかるだろう。 

2.2「アイロンのある風景」 

家で父親との「不愉快」やそれにつながる不登校及び人間関係の行き詰まりで家出をし

た順子はその後啓介という男と同棲し、そのアパートの近所のコンビニで独り暮らしをし

ている三宅さんという画家とも知り合った。浜辺で流れてきた流木を集めて焚火をする「趣

味」を持っている三宅さんは焚き火の条件が満たした時、順子を誘い、そこで焚き火を起

こし、その時間を一緒に過ごしながら生と死について語る、というのが「アイロンのある

風景」のストーリーである。 

                         
6小村の妻と同じように結婚生活の中で苦痛や「暴力」の影のようなものに耐え続け、その臨界点を越えた際、

何らかの形でその場を離れたりする例がほかにもある。例えば、佐々木ケイコが語った美容師の奧さんの話し

はその一つの例である。「夜中に町外れを一人で車を運転してたら、野原の真ん中に大きな UFO が降りてき

た」（P31）のを見たと言い、一週間後家出をしたまま、二度と戻ってこなかったという話である。 
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2.1 で考察した「暴力」という主題につなげることを図り、ここでは焚き火のストーリ

ーにおける位置づけに焦点を据えながら、三宅さんと順子の心理状態を考察していく。 

三宅さんに焚き火に誘われる度に、季節も時間も問わず、順子は直ちに海辺に赴く。三

宅が事前に丹念に積み上げた流木に慎重に火を起こし、二人でじっくりと眺めているうち、 

順子は「いつものようにジャック・ロンドンの『たき火』のことを思った。」7 「アラ

スカ奥地の雪の中で、一人で旅をする男が火をおこそうとする話」（P52）だと内容につい

て語っている。高校一年生の時に順子が書いた感想文の一節に注目したい。 

死の瀬戸際にいる男の心臓の鼓動や、恐怖や希望（P52）や絶望を、自分自身のことの

ように切実に感じとることができた。でもその物語の中で、何よりも重要だったのは、

基本的
・ ・ ・

には
・ ・

その男が死を求めているという事実だった。（中略）この旅人はほんとう

は死を求めている。それが自分にはふさわしい結末だと知
・

っている
・ ・ ・ ・

。それにもかかわ

らず、彼は全力を尽くして闘わなくてはならない。生き残ることを目的として、圧倒

的なるものを相手に闘わなくてはならないのだ。（P53） 

川崎賢子と川本三郎の「二人の春樹」と題した対談で川崎賢子は、「何よりも重要だっ

たのは、基本的
・ ・ ・

には
・ ・

その男が死を求めているという事実だった、というところでそのよう

な「根元の矛盾性」を了解してしまう少女のジャック・ロンドン理解。」8（傍点原文、以

下同）と語っている。原文の真意はどうであろうかはともかくとして、川崎氏の指摘のと

おり、主人公順子のジャック・ロンドンの理解は大切である。「男が死を求めているとい

う事実だった」という理解のほか、「それにもかかわらず、彼は全力を尽くして闘わなく

てはならない。生き残ることを目的として、圧倒的なるものを相手に闘わなくてはならな

いのだ。」を見落としてはならない。そして、「死を求めている」という捉え方への共鳴

のように、「私ってからっぽなんだよ」（P74）「ほんとに何もないんだよ」「きれいにか

らっぽなんだ」（P75）と苦悩の心境を吐露した順子に「今から俺と一緒に死ぬか？」と三

宅さんが一種の「死への誘い」をしてみた。頷いた順子は三宅さんの腕に抱かれたまま「深

い眠りに落ちた。」というところで物語が終わっている。以上のポイントを次に整理して

みる。 

                         
7『たき火』のタイトルについて、「火を起こす, 火を熾す, 火を焚きつける, 焚き火, 焚火」などの邦訳が

挙げられるが、「アイロンのある風景」に『たき火』と表記されているのは、恐らく村上春樹自ら訳したもの

と推測できるだろう。www1.bbiq.jp/kareha/trans/html/to_build_a_fire.html 2018.5.2閲覧 
8 『ユリイカ』第32巻第4号（通観429号）3月臨時増刊号 総特集＝村上春樹』2000.3.25、青土社、P40 
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（儀式のような）焚火→ ジャック・ロンドンの『たき火』の連想→ 『たき火』の主人

公が「死を求めている」という主題の提起→ 順子・三宅さんが不快や苦悩を語り、二人

で「死」に向かう約束→ 順子が三宅さんの腕に抱かれたまま「深い眠りに落ちた」 

 となると、ジャック・ロンドンの『たき火』に描かれている死に向かう男の話の示唆で、 

順子と三宅さん二人で一つの儀式を行うように焚火を起こし、「死」に向かうのである。

『たき火』の主人公は子供たちのキャンプ地に向かうまでは人間の耐えられる限界を超え

た寒いところを通過しているなか、火を起こそうと繰り返していたが、結局寒い地で死ん

でしまう。一方、順子たちはそれとは逆順に進んでいく。焚火の暖かみ及び三宅さんの腕

の温かみの中で「深い眠りに落ちた」。焚火が消えたら、「いやでも目は覚める」と語ら

れているが、順子は目が覚めるかどうかは誰もわからない。 肝心なのは、『たき火』で

は、「死を求めている」とはいえ、「生き残ることを目的として、圧倒的なるものを相手

に闘わなくてはならないのだ。」という主人公の戦う姿が主題となっている。それに対し

て、「アイロンのある風景」においては、「死」に向かうとは言いながら、苦闘する姿の

描写ははっきりしない。次の焚火の描写に注目してみよう。 

炎の広がり方が柔らかくてやさしいのだ。熟練した愛撫のように、決して急がないし

荒々しくもない。炎は人の心を温めるためにそこにある。（中略）本当の家族という

のはきっとこういうものなのだろうと順子は思った。（P57） 

 焚火の炎は「熟練した愛撫のように」という表現で擬人化されているのみならず、「あ

らゆるものを黙々と受け入れ」ると順子は見ている。それゆえに三宅さんに誘われるたび

に、季節や時間を問わず、直ちに海辺へ向かうのであろう。そして も意味深いのは「本

当の家族というのは」そのような炎みたいなものであろうと順子が感じている。 

 神戸出身で子供が二人いる三宅さんは、神戸の地震で被害を被ったかと聞かれた時、「さ

あ、ようわからん。俺な、あっちとはもう関係ないねん。昔のことや」（P55）と冷たく答

えた。神戸の家で何があったかは言明されていないが、質素な生活ぶりや繰り返される死

んでいく夢、また「すごい力で冷蔵庫の中に」「死人の手」が自分を「引っぱり込」もう

とする夢などからでは、三宅さんは大きな「暴力」を受け、恐怖を感じていたことは推測

できよう。それも家族と何ら関係がないとは言い切れない。一方、順子の場合は「生理が

始まり、陰毛がはえ、胸がふくらみだしてから」、子供のころ仲が良かった父親が「それ

までとはちがった奇妙な視線で彼女のことを見るようになった」（P58）とはっきり、不快、

恐怖感がはっきりと語られている。おまけに、高校に入っては成績が悪くなったことで学

校に行くのは「苦痛以外の何ものでもなかった。」（P59）と回想している。勉強に集中で

きなかったのは父親からの不快感や不安とは無関係とも限らない。それほど強烈な反応だ

ったため、その父親から受けた苦痛は一種の「暴力」と捉えてもよかろう。そのためであ

ろうか、40 歳ほどにもなる三宅さんに「愛情」を求めようとする姿勢がみえたのである。 
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「このように村上春樹の文学世界は、生と死の世界が近い、この世と霊魂の世界が近い。」
9という小山鉄郎の指摘のように、「アイロンのある風景」も一見は生と死を描いている作

品のように見えるが、「熟練した愛撫のように」「あらゆるものを黙々と受け入れ」る「本

当の家族」のような炎への描写を考え合わせれば、家で「暴力」を受けて恐怖や不安を感

じた順子が他所で家族愛を求めようとする、もう一つの主題を見出すことができた。 

 

3．結び 

 以上、「UFOが釧路に降りる」と「アイロンのある風景」を考察してきた結果、以下のよ

うに結論をまとめてみる。 

（1）「暴力」の影に生きる人々 

淡路神戸大震災のつながり以外に、主人公が耐えてきた「暴力」、そこからの不安、恐 

怖が臨界点を超えた際、主人公がその環境を離れ、別のところで生きる場を求めようとす

るという点で両作品が共通していることは明らかであろう。 

「UFOが釧路に降りる」では、妻が夫婦生活から受けていた苦痛――地下にたまってい 

たガスの漲り――そこで地震の破壊の映像を妻は自分の深層にある苦痛を重ねて見詰めた

あげく家出が、離婚という「噴火」に進み――「暴力」の原点から逃れること――に踏み

切った。つまり、地震のメカニズムが用いられたのである。一方、小村の方はその離婚か

ら自己を見つめはじめ、そこから一種の「暴力」を感じたのである。 

 「アイロンのある風景」の場合は、ジャック・ロンドンの『たき火』の生と死のテーマ

や焚火を起こすという儀式みたいなプロセスを通して、主人公順子は記憶を思い起こし、

変質した父親の「目つき」から受けた一種の「暴力」からの「ダメージ」により、その場

から逃げようとするまで追い詰められたことがうかがえよう。 

地震の破壊力への共鳴として「UFOが釧路に降りる」にも「アイロンのある風景」にも 

「暴力」が再現されているのであろう。 

（2）家族問題を考える主人公 

「UFOが釧路に降りる」では、夫婦生活が満足しているように見えていたが、地震の生々

しい報道を通して、夫婦間に潜んでいた問題が浮き彫りになり、家族はどうであるべきか、

という問題を妻が考えられるようになり、妻から突き付けられた離婚をきっかけに小村も

家族とは何だったかを考える姿勢を要請されたのである。 

「アイロンのある風景」になると、父親からの「暴力」から脱出した少女順子は、焚火

を一つの象徴として新たな家族像を描いてみたことを読み取ることができた。 

「アイランド」にも以上の問題が見られるが、紙幅の関係で次の機会に譲っていく。 
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七、口頭発表28 

 
『1Q84』と死海文書の連関から辿る共鳴の誕生 

編集者・著述家 星野 智之 

 

Ⅰ＿“雨の貯水池”の指標が示すもの 

 村上春樹の作品には、“指標(index)”ともいうべきものが数多くちりばめられている。こ

こで指標というのは、いわば二つの異なる世界を結ぶ目印であって、例えば「直子」とい

う指標によって、読者は“僕と鼠三部作”の世界と『ノルウェイの森』の世界が陸続きで

あることを理解する。あるいは「(四国の)高松[1]」という指標によって『ねじまき鳥クロニ

クル』と『海辺のカフカ』が地下深くで繋がっていることを予感する。そうした視点で 2017

年に刊行された『騎士団長殺し』を見てみると、終幕近くで主人公が漏らすこんな独白が、

ある特別な意味を持って立ち上がってくるような感覚を覚える。 

 

  彼らのことを思うとき、私は貯水池の広い水面に降りしきる雨を眺めているときのよ

うな、どこまでもひっそりとした気持ちになることができる。私の心の中で、その雨

が降り止むことはない。(『騎士団長殺し』第２部・P540) 

 

 その感覚とは、いわば既視感である。つまりこの雨の貯水池という風景から、多くの読

者はごく自然に一つの作品を思い出すことになるはずなのだ。 

 

  雨は休みなく貯水池の上に降り注いでいた。雨はひどく静かに降っていた。新聞紙を

細かく引き裂いて厚いカーペットの上にまいたほどの音しかしなかった。クロード・

ルルーシュの映画でよく降っている雨だ。(『１９７３年のピンボール』・P114) 

 

 1980 年に出版された村上春樹の長編第２作『１９７３年のピンボール』の一節だ。おそ

らく『騎士団長殺し』における「貯水池」の比喩は、ここに水源がある。作品中にはこの

表現につながるような記述は見当たらず、唐突に放り込まれたような印象を与える雨の貯

水池の風景は、約40年前の作品との相似を示す指標としてここに置かれているのだろう。 

 ここで『１９７３年のピンボール』を振り返ってみると、雨の貯水池は“死”や“葬送”

につながるものとして現れた。主人公の僕は双子とともに死に瀕した配電盤を葬るために

友人のフォルクス・ワーゲンを借りて貯水池に向かい、カントの『純粋理性批判』の一節

を祈りの文句に代用して、配電盤を貯水池へと放り投げる。つまり貯水池とは墓地、死者

が眠る場所である。そしてその意味するところは『騎士団長殺し』にも引き継がれている。

「彼らのことを思うとき」というときの「彼ら」は騎士団長に代表される、この物語の中
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で失われていった者たちを指しているわけで、そうした同一性の反復によって雨の貯水池

の比喩が二つの作品を重ね合わせる目印の役割を果たしていることが推察できる。 

 ただそうして重ね合わされたこの二つの作品だが、それぞれの作品で描かれる世界は、

実は対照的といってもいいほどに様相を異にしている。その対立軸となっているのが、つ

まりシンパシーの問題である。まず『１９７３年のピンボール』を見てみよう。主人公は

自己と他者との連繋に関して、こんな宣言を行っている。 

 

「殆ど誰とも友だちになんかなれない。」 

 それが僕の一九七〇年代におけるライフ・スタイルであった。ドストエフスキーが

予言し、僕が固めた。(『１９７３年のピンボール』・P44) 

 

 村上春樹は自らの初期作品に通底する姿勢を、1996 年刊行の『村上春樹、河合隼雄に会

いにいく』の中で“デタッチメント”と表現したが、まさにそれを も直接的に表現した

一節だ。だからこの作品において主人公は、雨の貯水池での配電盤の葬儀を共にした双子

とさえ、何ものも分かち合うことなくただ別れている。これに対し『騎士団長殺し』では、

主人公は雨の貯水池の風景を思い浮かべながら「騎士団長はほんとうにいたんだよ」「きみ

はそれを信じたほうがいい」と、自らの傍で安らかに眠る子に語りかける。そう、ここで

は確かに『１９７３年のピンボール』の世界には存在していなかったものがたち現れてい

る。それは自分の体験や感情を伝達し、共有する対象だ。シンパシーを注ぐ存在である。 

 実際には、騎士団長が「ほんとうにいた」などと断言できる根拠を主人公は持っていな

い。物語の冒頭付近で主人公は「この時期のできごとを思い返すとき(中略)、ものごとの軽

重や遠近や繋がり具合が往々にして揺らぎ、不確かなものになってしまう」(『騎士団長殺

し』第１部・P15)と断っており、つまりその後に語られることがすべて不確かであること

を自認している。しかしそれでもなお主人公は「信じたほうがいい」と迷いなく口にする。

「なぜなら私には信じる力が具わっているからだ。どのように狭くて暗い場所に入れられ

ても、どのように荒ぶる曠野に身を置かれても、どこかに私を導いてくれるものがいると

信じることができるからだ」(『騎士団長殺し』第２部・P540)と。 

 村上春樹はここでシンパシーの本質について語っている。それは共に信じることである。

それが事実であるか否か、それはロジカルであるか否か。そういった近代合理主義的な尺

度を超えて、信じること、それを分かち合うこと。それこそがシンパシーと呼び得るもの

なのだと。そしてこの視点は『１９７３年のピンボール』には確実に存在していなかった。

村上春樹自身、『騎士団長殺し』刊行後のインタビューにおいて「人が人を信じる力。これ

は以前の結末には出てこなかった」(読売新聞・2017 年 4 月 2 日付)とも述べている。 

 つまり『１９７３年のピンボール』中の比喩を用いれば、この二つの作品は“入口”と

“出口”[2]のようなものであり、そして雨の貯水池とは二つの作品がそうした対応する“口”
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であることの指標といえる。キャリアの入口にある『１９７３年のピンボール』と現在時

点での出口である『騎士団長殺し』は、ある地点を折り返し点として鏡像のような位置関

係にあり、そんな対称を明示するために置かれたのが雨の貯水池という指標なのである。 

 そしてここで問題にすべきは、ではその折り返し点とはどこであったかということだ。

入口においては携えていなかったシンパシーというテーマを、小説家は出口においては確

かに持っている。デビューからおよそ 40 年の中のどの地点において、小説家はその視点

を獲得したのか。その地点が特定できれば、村上春樹におけるシンパシーのエッセンスを

理解することにも大きく貢献するはずだからだ。 

 

Ⅱ＿『１Ｑ８４』のタイトルの起源 

 ここで注目されるのが、2009 年に発表された『１Ｑ８４』である。なぜ、この作品が村

上春樹における共感や共鳴を考えるうえで重要視されるのか？ それはまず、このタイト

ルに重要なキーが秘められていると見られるからである。 

 この『１Ｑ８４』というタイトルは、一般的には 1948 年に執筆されたジョージ・オー

ウェルの小説『１９８４年』から想を得たものと受け取られている。事実、作中では『１

９８４年』がたびたび言及されており、また作品全体を貫く中心的なモチーフとして登場

する「リトル・ピープル」が『１９８４年』の世界を支配する存在である「ビッグ・ブラ

ザー」との対比によって名付けられたものであることも示されている[3]。 

 しかしそれを前提としながら、それでもこの『１Ｑ８４』というタイトルの由来をジョ

ージ・オーウェルの小説だけに求めるのは、やはり一面的であろうとも思う。それではあ

まりにストレートにすぎる。確かに「納屋を焼く」(1983 年発表)のように海外作品のタイ

トルをそのまま翻訳、転用したタイトルの短編も存在はするが、『１Ｑ８４』ほどの長大な

作品世界にあってはそれを下支えする哲学が絶対に必要であり、単なる借り物のタイトル

ではその哲学の重さとのバランスが取れない。そう考えたとき、このタイトルを発想する

うえでより直接的な影響を与えたのではないかと思える存在がクローズアップされてくる。 

 それは死海文書、あるいは死海写本と呼ばれる一群の古文書だ。 

 死海文書は 1946 年(または 47 年)に現地の遊牧民によってベツレヘム近郊の洞窟から偶

然発見されたとされるユダヤ教の経典である。紀元前 250 年から紀元 70 年の間に、クム

ラン教団と呼ばれるユダヤ教の(エッセネ派と見られる)一派の手によって成立したものと

考えられており、主としてヘブライ語で書かれた旧約聖書(「正典」のほかに「外典」ある

いは「偽典」と呼ばれる文書を含む)写本とクムラン教団の規則や儀式などをまとめた宗教

文書から成る。これら写本の存在自体は遊牧民による発見から間をおかず世界に知られる

ことになったが、国際社会がこの写本が発見された正確な場所にたどり着いたのは、中東

戦争の国際休戦監視部隊に属していたベルギー人将校がその洞窟を発見した 1949 年。以

後、1958 年までの間に、特定の教派によらない国際的な委員会によるクムラン教団の遺跡
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の調査が行われ、古文書を収めた洞窟が次々に発見される。第２次中東戦争が勃発し、当

該地域がイスラエルの勢力下に入ったことでこの現地調査は中絶の憂き目を見るのだが、

調査期間中にベツレヘム周辺の 11 の洞窟から古文書が発見されている。 

 ここで注目すべきは、この調査・研究における文書の整理方法である。洞窟は発見され

た順にナンバリングされ、洞窟を示すアルファベットの Q をつけて１Q から 11Q と呼ば

れる。そしてそれぞれの洞窟から発見された文書は、例えばそれが出エジプト記であれば

“エクソドス”を表す Exod という整理記号が振られる。第１洞窟から出土した出エジプ

ト記であれば、それは「１QExod」と整理されるわけだ。そして同時に断片的な文書には

整理番号がナンバリングされるのである。だから例えば、第１洞窟から発見された 35 番

目の断片は「1Q35」と称される。ちなみに「1QExod」の別名は「1Q2」である。 

『１Ｑ８４』というタイトルの原点は、実はここにこそあるのではあるまいか。第１洞窟

から発見された断片は72片なので実際の死海文書には1Q72までしか存在しないのだが、

この死海文書の整理番号と『１９８４年』という小説が結びつくことによって、『１Ｑ８４』

という作品タイトルが案出されたのではないか。 

 むろん、そう考える根拠は数字とアルファベットの配列の相似だけではない。『１Ｑ８４』

において、青豆の両親はエホバの証人をモデルにしたと思われる宗教団体に属しているが、

エホバの証人とはヤハウェの神、つまり旧約聖書の神を信仰する集団である。また主人公

に与えられた天吾という名も、どこか宗教的な色彩を帯びているように感じられる。天に

あるヤハウェの神との類似性を示すからだ。神の子であるイエスのように直接の性交なし

に受胎した子の父親であるという設定も、「あなたは何ものでもない」(『１Ｑ８４』BOOK2

•P174)、「あんたの母親は空白と交わってあんたを産んだ」(同•P183)という父親の言葉も、

この類似性を補強する。さらに、「タカシマ塾」「さきがけ」「あけぼの」あるいは「柳屋敷」

内のセーフハウスなど、この作品には多くの集団生活を営むコミューンが登場するが、そ

れらがクムラン教団のような宗教集団を想起させることも看過できない[4]。 

『１Ｑ８４』の作品内世界から視点を移しても、死海文書と村上春樹作品には実は接点が

多い。死海文書を発見したとされるムハンマド・エッ・ディーブという名の遊牧民は羊飼

いであり、死海文書のほとんどは羊皮紙に書かれていた[5]。つまり死海文書は“羊”と“洞

窟”という村上作品に頻出する二つのメタファーの交点に存在しているのである。また死

海文書の 初の断片「１Q１」に関しても興味深い点がある。この「1Q1」は創世記の写本

であり“ジェネシス”を表すGen を付した「1QGen」という整理記号があてられているの

だが、『ダンス・ダンス・ダンス』においては、主人公が札幌のホテルで出会った少女・ユ

キのT シャツに、このジェネシスの文字が刻印されている。 

 

 ジェネシス−−−−また下らないバンドの名前だ。 

 でも彼女がそのネーム入りのシャツを着ていると、それはひどく象徴的な言葉であ
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るように思えてきた。起源。(『ダンス・ダンス・ダンス』上巻・P67) 

 

 このゴシック体で表記された「起源」という単語はこの後も何度も繰り返され、作者が

これを一つのキーワードとして捉えていることが示される[6]。ここにも村上春樹の興味が

向いている方向と旧約聖書、あるいは死海文書との交錯[7]を垣間見ることができる。 

 

Ⅲ＿「善き物語」と洞窟の関連 

『１Ｑ８４』という小説の出現は、作者の村上春樹によって予告されていたと言っていい。 

 

  いつかもっとずっと先に、この仕事で得たものが、僕自身の遺跡として(あるいは)出

てくるかもしれません。でもそれはほんとうに先のことです。僕はこの本の取材をと

おして、人生を大きく変えられてしまった人々の姿を数多く見てきました。(中略)僕

はその人たちの身に起こったことを、そんなにかんたんに自分の『材料』にしてしま

いたくないのです。たとえ生のかたちでないにせよ。僕にとっての小説というのは、

そういうものではないような気がするのです。(『夢のサーフシティー』CD-ROM

版)  

 

 これは『アンダーグランド』の刊行直後、「村上朝日堂ホームページ」に寄せられた地下

鉄サリン事件をモチーフとした小説を書く可能性に関する読者からの問いかけに村上春樹

が送った返答だが、ここで語られている「いつかずっと先に」「出てくるかもしれ」ない小

説こそ、『１Ｑ８４』であることは疑い得ない。村上春樹自身、発刊直後のインタビューで

この作品について「オウム裁判が出発点」(読売新聞•2009年６月16日付)と明言している。

村上春樹は『アンダーグラウンド』の中で、オウム真理教とは教組•麻原彰晃の「個人的欠

損を(中略)ひとつの閉鎖回路の中に閉じこめた」「その瓶に<宗教>というラベルを貼り付け

た」(『アンダーグラウンド』・P699)ものであると考察しているが、であるなら「さきがけ」

によって子宮を破壊され、生の継承の可能性を閉ざされてしまった少女「つばさ」とは、

本来は自由であるべきなのに「閉鎖」されてしまった「回路」の象徴だろう。 

 

完全に囲われた場所に人を誘い込んで、その中で徹底的に洗脳して、そのあげくに不

特定多数を殺させる。あそこで機能しているのは、 悪の形を取った邪悪な物語です。

そういう回路が閉鎖された悪意の物語ではなく、もっと広い開放的な物語を作家はつ

くっていかなくちゃいけない。囲い込んで何かを搾り取るようなものじゃなくて、お

互いを受け入れ、与え合うような状況を世界に向けて提示し、提案していかなくちゃ

いけない。僕は『アンダーグラウンド』の取材をしていて、とても強くそう思いまし

た。肌身に浸みてそう思った。(『みみずくは黄昏に飛びたつ』・P336) 
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 昨年刊行された川上未映子との対話集での村上春樹のこの発言は、『１Ｑ８４』が書かれ

た契機を考える上で非常に重要だ。作家としての使命感ともいうべき動機から生まれたこ

の作品は、閉鎖された回路の中で醸成される物語を乗り越えて編み上げられる新しい物語、

「物語を浄化するための別の物語」(『アンダーグラウンド』•P691)である必要があった。

そしてそれは「お互いを受け入れ、与え合うような」物語であることもまた必要とされた。

つまり共感の物語としてである。『１Ｑ８４』において自分なりの方法で回路が閉鎖された

集団と対峙し、克服しようと図る二人の主人公・天吾と青豆の関係は、この概念を体現し

たものにほかならない。「誰とも友だちになんかなれない」という諦念を導く共感の不在の

物語ではなく、「信じたほうがいい」と語りかける共感の希求の物語へ。その転回点となっ

たのは『アンダーグラウンド』と『約束された場所で』という双子のノンフィクションか

ら生まれた『１Ｑ８４』という小説であったことが、この発言で明示されているのだ。 

 さらにこの対話集では注目される発言が続く。「広い開放的な物語」が「回路が閉鎖され

た悪意の物語」に対峙でき得ると考えられる根拠を示した、次の言葉がそれだ。 

 

    そういう物語の「善性」の根拠は何かというと、要するに歴史の重みなんです。もう

何万年も前から人が洞窟の中で語り継いできた物語、神話、そういうものが僕らの  

中にいまだに継続してあるわけです。それが「善き物語」の土壌であり、基盤であり、

健全な重みになっている。僕らはそれを信用しなくちゃいけない。それは長い長い時

間を耐えうる強さと重みを持った物語です。それははるか昔の洞窟の中にまでしっか

り繋がっています。(『みみずくは黄昏に飛びたつ』・P337) 

 

 まさにここにこそ、『１Ｑ８４』という作品タイトルの意味は見出されなければならない。

共感の物語とは、「遥か昔の洞窟」まで繋がる必要があった。だからこの小説は、遥か昔に

洞窟に置かれ、そしてそこで長い時間を生き続けた死海文書と同じタイトルを冠される必

要があったのだ。それが「善き物語」であることを担保するために。 

 さらに『１Ｑ８４』の物語それ自体にも、よりダイレクトに作品と死海文書のつながり

を想起させる場面が登場する。それも物語の中の 大のクライマックスとして。 

 

 稲妻のない落雷が窓の外でひときわ激しく轟いた。雨がばらばらと窓に当たった。

そのとき彼らは太古の洞窟にいた。暗く湿った、天井の低い洞窟だ。暗い獣たちと精

霊がその入り口を囲んでいた。(『１Ｑ８４』BOOK2•P292) 

 

 青豆が「さきがけ」のリーダーを暗殺する場面であるが、この瞬間の描写は作品が「太

古の洞窟」に連なっていることを直截に主張しているではないか。さらにこの場面とまっ
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たく同じ時間に天吾が置かれていた状況については、以下のように記述されている。 

 

 雷鳴は更に激しさを増していた。今では雨も降り始めていた。雨は怒りに狂ったみ

たいに横殴りに窓ガラスを叩き続けている。空気はべっとりとして、世界が暗い終末

に向けてひたひたと近づいているような気配が感じられた。ノアの洪水が起こったと

きも、あるいはこういう感じだったのかもしれない。(『１Ｑ８４』BOOK2•P295) 

 

 もちろんノアの洪水とは、旧約聖書の創世記(ジェネシス)に描かれた物語である。その

旧約聖書の 古の写本としてクムランの洞窟に眠っていたのが、死海文書なのである。 

 こうして見てくれば、『１Ｑ８４』というタイトルは「人が洞窟の中で語り継いできた物

語」を象徴するものとして捉えられる必要が絶対にある。そう捉えて初めてこの作品は、

作家が「お互いを受け入れ、与え合う」世界の構築へと踏み出した地点を示す里程標とし

ての姿を現すのだ。 

 

Ⅳ＿『１Ｑ８４』から『騎士団長殺し』へ 

 付け加えるなら、この『１Ｑ８４』の世界と も直線的に結びついている作品が、『騎士

団長殺し』である。『騎士団長殺し』においては、例えば戦時下の軍国主義というシステム

が生成・抽出した悪が物語の源流に位置している点が『ねじまき鳥クロニクル』との類似

を示すなど、音楽に喩えれば過去のさまざまな作品の主題や動機が変奏曲のように繰り返

されるわけだが、その中にあっても『１Ｑ８４』とのつながりは極めて色濃い。それを象

徴するのが、主人公の妻・ユズが出産した子の名前「むろ」ではないか。 

 このやや奇妙な名に関しては「娘の名前は『室』といった。ユズがその名前をつけた。

彼女は出産予定日の少し前に、夢の中でその名前を目にした」(『騎士団長殺し』第２部・

P531)と触れられているが、「室」とはむろん、主人公が暮らす雨田具彦邸の裏にある石室、

つまり洞窟につながる。主人公はこの女児を夭逝した妹と重ね合わせているが、妹の名前

「コミ」が巫女を逆転させたものであることも、このつながりを補強する。巫女の原型と

される天鈿女命とは石室の前で踊りを踊ることで世界に光を回復させた存在だ。ここで、

冒頭で引用した『騎士団長殺し』の一節に戻り、これに続く部分を読み進めてみよう。 

 

   私はおそらく彼らと共に、これからの人生を生きていくことだろう。そしてむろは、

その私の小さな娘は、彼らから私に手渡された贈りものなのだ。恩寵のひとつのかた

ちとして。(『騎士団長殺し』第２部・P540) 

 

 ここでいう「彼ら」を代表する騎士団長は、その石室、つまり洞窟を通って出現した。

さらに言えば、騎士団長は自らを「イデア」と名乗る。もちろんイデアは “洞窟の比喩”
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を通じて洞窟と深く結びついている。つまり「彼ら」は「善性」の根拠となる「はるか昔

の洞窟」に属する存在なのであり、だからこそ彼らから手渡された「むろ」を主人公は「恩

寵」と感じることができるのである。 

 同じ遠隔受胎の指標が用いられている以上、そんな「むろ」と天吾と青豆の子は同一の

存在に違いない。そして『１Ｑ８４』の終幕では胎児の存在を意識しながら青豆は「今は

その微笑みを信じよう。それが大事なことだ」(『１Ｑ８４』BOOK3・P602)と考える。こ

の独白は『騎士団長殺し』終幕での主人公の「信じたほうがいい」という言葉と明確に共

鳴する。さらに謎解きめいた考察を加えるなら、この二作には“雷”という共通のモチー

フが出現する。先に引用した『１Ｑ８４』のクライマックス場面では雷が重要な働きを持

っていた。それは青豆と天吾それぞれのシーンのどちらにおいても、雷が神話性を表す符

牒になっていたということである。雷によって青豆は太古の洞窟にいる自分を意識し、天

吾は創世記に想いを馳せた。一方、そんな“雷”を分解してみれば、そこに現れるのが“雨

田”。つまり雨田具彦とは、飛鳥時代に画題を採ったその作品に加え、自らの名をもって『騎

士団長殺し』の世界と神話の世界との結びつきを示す存在となっているのだ。 

 もう一つ、雨田継彦という存在の問題もある。ピアニストを目指しながら召集されて大

陸に渡り、南京事件に巻き込まれたこの男性は、明らかにオウム信者を原型にしている。

『約束された場所で』のあとがきで村上春樹は「唐突なたとえだけれど、現代におけるオ

ウム真理教団という存在は、戦前の『満州国』の存在に似ているかもしれない」(『約束さ

れた場所で』•P262)と語っているが、この喩えを敷衍すれば満州国の建国を画策した日本

の軍部が引き起こした南京での虐殺は地下鉄サリン事件に符合する。つまり、ここでもオ

ウムを題材とする『１Ｑ８４』と『騎士団長殺し』との重なりが示されることになる。 

 こうして、この二作の間に村上春樹は何重にもリフレインを張り巡らせている。そして

それによって、二つの物語が同じ洞窟に起源を持つ「善き物語」、共感を希求する物語であ

ることを強く刻印しているのである。その意味では『騎士団長殺し』とは村上春樹にとっ

て、洞窟から発見されたもう一つの物語、“1Q85”と呼ぶべき物語なのかもしれない。 

 
[1]:『ねじまき鳥クロニクル』においては失踪中の妻•クミコから主人公に届いた手紙の消印が高松らしく、
また路地の奥の井戸がある家に住んでいた一家が高松で一家心中をしている。『海辺のカフカ』ではカフカは
高松の甲村記念図書館に辿り着く。また『騎士団長殺し』では免色のルーツが香川にあると語られる。 [2]:
「入口があって出口がある。大抵のものはそんな風にできている。郵便ポスト、電気掃除機、動物園、ソース
さし。もちろんそうでないものもある。例えば鼠取り」(『１９７３年のピンボール』•P14) [3]:「この現実
の世界にもうビッグ・ブラザーの出てくる幕はないんだよ。そのかわりに、このリトル・ピープルなるものが
登場してきた。なかなか興味深い言葉の対比だと思わないか？」(『１Ｑ８４』BOOK1•P422)  [4]:この点に
関して『死海文書のすべて』(ジェームズ•C•ヴァンダーカム著／青土社•2009 年)の訳者である秦剛平氏は同
書の訳者あとがきの中で「この集団(注•クムラン教団のこと)にこいつらのサリン工場のひとつでももたせて
やれば、二〇〇〇年前のオウムじゃなかろうか、と想像したりしていた」と、その類似性に言及している。 
[5]:『１９８４年』の中に「日を追って、いや、一分刻みに過去は現在に改められて行った。(中略)あらゆる
歴史はいくらでも書き直しのきく羊皮紙であった」(新庄哲夫訳)という記述がある。 [6]:ジェネシスという
語に注目した評論に『村上春樹•戦記』(鈴村和成著／彩流社•2009年)所収の「『１Ｑ８４』のジェネシス」が
ある。 [7]:『１Ｑ８４』には「彼は生まれつきのリーダーだった。イスラエル人を率いるモーゼのように」
(『１Ｑ８４』BOOK1・P224)という記述もある。 ※参考とした書籍・文献に関しては、この脚註内に書名等
を明記した。また文中で行った村上春樹の作品からの引用はそれぞれの単行本初版を底本とした。   
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七、口頭発表29 

 

テクストに共鳴 -----『騎士団長殺し』 

ボストン大学 Anna Zielinska-Elliott 

	

 イタリアの有名な言葉に「traduttore traditore」というのがあります。これは「翻訳

者は裏切り者だ」という意味です。つまり、翻訳は原文を忠実に伝えることはできないと

いうことです。翻訳はいつも作家を裏切って、テクストを裏切ってしまいます。確かに実

際のところ、翻訳家がいくら忠実になろうと努力しても、どうしてもテクストを裏切るこ

とがあるのです。 

 今年の学会の「共鳴」というテーマを初めて聴いた時に、今回は村上春樹の小説の内容

を分析したり、解釈したりするよりは、ポーランド語の翻訳家として翻訳の過程で村上の

原文に共鳴したり、したくてもできなかったりすることについて話させていただくことに

しました。 

 翻訳家として、作家とテクストに共鳴するというのは、原文が日本の読者に与える印

象、呼び起こす感情に、できるだけ近い印象をポーランドの読者に与え、また近い感情を

呼び起こすように訳すことだと思います。 

 ただ日本語とポーランド語がとても異なった言葉なので、どうしてもテクストと作家を

裏切ることになってしまうことがとても多いです。 

 一番の問題は文法的な制限、語彙の違い、文化の違いだと思います。ではまず翻訳に関

わる二つの言語の構造的な違いを短く説明させていただきます。 

 

１）文法 （性と数） 

 ポーランド語には名詞の性が三つもあって、男性、女性と中性までありますが、日本語

にはそういうものがありません。それで翻訳をするとき問題が生じることがよくありま

す。例えば、日本語で「教師」という名詞を使った時、それは男性の教師か女性の教師

か、特定しなくてもいいですが、ポーランドではどちらかに決めなければなりません。村

上の	「沈黙」（１９９１）という短編で主人公がこう言うところがあります。「期末試

験の英語のテストで一番を取りました。試験で一番を取ったことなんて僕は初めてでし

た。」そのあとこんな文があります。	

	

でもみんなびっくりしました。教師も驚いたみたいでした。	

（「レキシントンの幽霊」、６１）	
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 ここでポーランド語に訳すとき女の先生か男の先生かどっちかを選ばなければいけませ

ん。でも一体どうやって決めればいいのでしょう	。その場合、主人公と大体同い歳の

四、五人の日本人の知り合いにアンケートみたいな形で「高校の英語の先生は男だったの

か、女だったのか」と聞きます。その結果によって決めます。そんなに勝手に決めつける

のは作家を裏切ることだとも思われるかもしれません。もちろん村上春樹にお聞きすると

いう手もありますが、そういう疑問が実に頻繁に出るので、毎回	聞くわけには行きませ

んし、聞くのは、もっと話の筋にとって大事なことだけに限るようにしています。	

 性の関係で問題になるのは例えば猫の名前です。そういうことは今まで二回あったと思

います。一回目は『羊をめぐる冒険』に出てくるイワシと名付けられる猫です。年取った

雄猫で、歯がほとんど抜けていて、よくおならをします。しかしポーランド語のイワシに

あたる単語は「sardynka」で、女性名詞です。それを聞くと、とても小さくて、なんとな

く軽いものイメージが頭に浮かんできます。それはその猫の名前にはあまりふさわしくな

かったので、イワシと大体同じ大きさの男性名詞の魚、ユーロピアンスプラッとにしまし

た （ポーランド語の「Szprot」)。それはしようがない裏切りの例です。	

 『ねじまき鳥クロニクル』にも猫が出てきます。 初は「綿谷昇」と呼ばれていました

が、後に「さわら」と改名されます。ポーランド語に「さわら」に当たる単語はあまりな

いのですが、さわらは鯖の近親種なので、「makrela」にしようと思いました。それも女

性名詞ですが、sardynka		のように軽い感じがしないし、「ワレサ」のような女性名詞の

形をした名字もポーランド語にありますので、それはまあ面白い名前になると思いまし

た。しかし出版社の方はそれが気に入らなかったらしく、編集者は私に黙って勝手に男性

名詞の「Łosoś」に変えてしまいました。	「Łosoś」は「鮭」なので、大きさも、雰囲気

もさわらとだいぶ違いますから、大変な裏切りになってしまいました。	 	

	

２）数	

ポーランド語には他のヨーロッパの言語と同じように、単数と複数がありますが、日

本語ではよく単数か複数か名詞の数を特定しなくてもいいのです。それも翻訳でよく問題

になります。そういうケースは描写によく出てくるのです。たとえばある部屋にベッドが

あって、枕元に小さなテーブルがあって、その上に「本が置いてあります」と書いてあり

ます。それは一冊の本か二冊以上の本かポーランド語でははっきりする必要があります。

日本語はそんな必要がないのです。その時にも日本人の友達に聞きますが、一冊だという

人もいれば、二冊以上だという人もいます。でも 初にいつも聞かれるのは「どうしてそ

んなことが気になるの？」。	

 『騎士団長殺し』でもその問題によくぶつかります。たとえばこういう文があります。	

	

免色はこめかみを指で軽く押さえ、微笑んだ。（『騎士団長殺し』、上 297)	
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これは両方のこめかみを両手の指で押さえたのか、片方なのかわかりません。これについ

ても二、三人の友達に聞いたら、それぞれ違うことを想像して、その動作を見せてくれま

した。その時翻訳家は一体どうすればいいのでしょうか。	

次の例も	『騎士団長殺し』からの例です。まず一つ説明しておかなくてはいけないこ

とがあります。翻訳家のことを も注意深い、用心深い読者だと言われますが、私はこの

小説の翻訳ではテクストにより共鳴しようと思って、はじめて読むことと訳すことを同時

に進行させることに決めました。ですから前もって読んでおかないで一行というか一文ず

つ読みながら翻訳していきました。とても面白いプロセスでしたが、 初に正しいと思っ

た単語がやっぱり違うとわかったりして	、前の部分を直さなくてはならないことが多か

ったです。確かにちょっと手間がかかりましたが、次のページに何が起こるかわからない

という新鮮さがとても楽しかったです。数に関係する問題ももちろんたくさん出てきまし

た。	

 一つは鈴のことでした。主人公は夜中に鈴の音で起こされます。鈴と言ったら、私は普

通の一個の鈴を想像して、ずっと単数で訳していましたが、続きを読むと、それは昔僧侶

がお経を読むときに使っていた鈴で、小さい鈴がぶどうの房みたいにたくさんついてい

て、木の取っ手がついているものだとわかりました。	

 それが分かったら、前のすべての鈴という名詞とそれに関する動詞と形容詞を複数に変

えなければいけませんでした。そして自分の頭の中で想像したその鈴の	りんりんという	

風鈴みたいな音もからジングルベルのソリのしゃんしゃんという音に変えなければいけま

せんでした。	 	

	

	 ３）語彙	

 翻訳において語彙に関わる問題はもちろん	たくさん出てきます。その一つは、日本語

の単語に該当する単語がポーランドにないことです。あってもあまり使われてない場合も

あります。木とか魚とか花の名前で、そのようなことが多いです。例えば『ノルウェイの

森』に「じゅんさい」という野菜が出てきますが。それはポーランドで全然野菜としては

知られていないものです。そういうときは幾つかのやり方が考えられます。一つは、ジュ

ンサイをイタリックで書き、「ジュンサイという野菜」みたいに訳すことです。もう一つ

は、ジュンサイを削って、「野菜」だけにする。	前者は foreignization（「異化」） の

例で、後者は domestication（「同化」）の例です。	ラテン語の名前を使うこともできま

すが、私はとても目立つから、あまりいい解決だと思いません。	

 あと翻訳家がよくぶつかる問題は、	言葉遊びと漢字に色々な意味と読み方があること

です。例を一つ挙げると、『騎士団長殺し』	の下巻で主人公は「あちらの世界」に行き

ます。その世界にはほとんど色がありません。主人公は長いこと歩いて、川にたどり着き

ます。その川を渡るために	船に乗った「渡し守」に代価として「お守り」を渡します。
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ところで「こちらの世界」で「免色渉」というキャラクターが出てきます。初めて主人公

に会った時に免色は「		川を渉るのわたるです」と言います。（『騎士団長殺し』、下１

５５）。これは翻訳家にとって涙が出る問題です。なぜかというと、いくら頑張ってもそ

の「守り」、「お守り」、「渉」、「渉る」、「渡し守」、「川を渡る」と（川を渉る）

という微妙なところの面白さを漢字のない言語で表現するのはとても難しいからです。う

まくいけば違う言葉遊びを作って騙すことも時々できますが、この場合は無理です。翻訳

家にできるのは注をたくさんつけるか、作家を完全に裏切ることだけです。 

 

４）ことわざなど 

 『騎士団長殺し』では村上はたくさんのことわざとと慣用句を使っていますが、日本の

ことわざと英語のことわざが、両方入っています。ことわざによって翻訳家のやり方が違

ってきます。ごく稀に、日本語でも、ヨーロッパの言語でも同じものが使われていること

があります。例えば「晴天の霹靂」です。（『騎士団長殺し、下１６』。それはポーラン

ド語にも英語にも全く同じ形で存在します。1	 	

 時には、	村上春樹は英語のことわざを日本語に訳して使います。例えば Blessing	in	

disguise	(偽装した祝福)です。（「騎士団長殺し、上１４２」 その英語の語句に日本語の

説明もついているので、 この場合は翻訳家がとても忠実でいられるわけです。英語をそ

のままにすることによって、村上の有名な「バター臭さ」が保存できます。そしてポーラ

ンド語の説明もつけられます。ただ、英訳の場合は、こういう時に残念ながらバターが英

語に溶けてしまって、臭くなくなります。2 

  それに似たような例がもう一つあります。 第１８章のタイトルは「好奇心が殺すのは

猫だけじゃない」となっていますが、それも英語の Curiosity killed the catから来

ています。そのタイトルをそのまま訳せば、バター臭さが残ります。ちなみに、ポーラン

ド語のことわざで、「好奇心は地獄への第一歩」という意味のことわざがありますので、

なんとなく意味がわかります。そして、英語を知る人ぞ知る。 

 	ことわざの関係で一番翻訳家を悩ませるケースは、日本語のことわざが出てきて、そ

の内容が話の内容と関係しているケースです。そういう場合にそのことわざを勝手にポー

ランド語のそれに当たる ことわざに置き換えることは不可能です。『騎士団長殺し』に

                         
1  A bolt from the blue /Grom z jasnego nieba.  
2 英語の翻訳家のJay Rubin  が その問題についてこう言います：”I think it’s safe to say that Murakami’

s style has a “buttery” [batākusai ]foreign quality, thanks to the influence of English. I said 

before that it was easy to translate (as compared with somebody like Akutagawa), but once you get 

it into English, that special “foreign” smell just vanishes. In other words, the very thing that 

makes it fresh in Japanese is gone when you translate it “back” into English, and there’s no 

way around that.” (Lai Ming Chu, “Translating Cunshang Chunshu, ” p. 148). 
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は「ミイラ取りがミイラになる」ということわざが出てきます。「騎士団長殺し、上１４

２」	小説の筋にミイラの話も出ますので、そのことわざは非常にそれに合って います

が、ポーランド語のそれに当たることわざには「ミイラ」という単語はありません。です

から、また日本語のことわざをそのまま訳して、注をつけるか、「日本語で言われている

ように、ミイラ取りがミイラになる」というあまりエレガントじゃないやり方しかないで

す。英語の翻訳家はどうする	でしょう。3 

	 	

5） 表記 

 日本語には漢字とひらがなとカタカナがあるので、それをうまく使って、意味をもうち

ょっと深かめることができますが、ローマ字を使う言語への翻訳になると、それを伝える

のが難しいです。	

 村上春樹は『海辺のカフカ』のナカタさんとか『１Q８４』のふかえりの特殊な話し方

とか4	、読字障害とか失読症をカタカナなどを使って見せることができましたが、それを

訳すとなると、翻訳家は本当に悩みます。『騎士団長殺し』の場合は特殊な名字の免色さ

んのことを「面識さん」とか「メンシキさん」ということがありますが、その違いは翻訳

では表せなくなってしまいます。また作家を裏切りますね。次の二つの例ではそれが明ら

かになります。	

	

1.	

	 	 	 	 	 	「メンシキです。よろしく」と男は明瞭な声で名乗った。講演会の 初に、講演者	

  がマイクのテストを兼ねて挨拶をするような口調だった。	

「こちらこそ」と私は言った。「メンシキさん？」	

「免税店の免に、色合いの色を書きます」	

「免色さん」私は頭の中で二つの字を並べてみた。なんとなく不思議な字の組み合

わせだ。	

「色を免れる」と男は言った。「あまりない名前です」	

（『騎士団長殺し』、上１１８））	

	
                         
3 英語の一番意味の近いことわざはこれでしょう：Many go out for wool and come home shorn. ポーランド

語の場合はこの三つがありますが、それぞれは微妙に意味が違います。Kto pod kim dołki kopie, sam w nie 

wpada.（穴を掘る人は穴に落ちる）、 Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. （刀で戦う者は刀で殺される）

Nosił wilka razy kilka, ponieśli i wilka（獲物をさんざん獲った狼も、獲物になって殺された）。 

4 Zielinska-Elliott, Anna and Mette Holm, “Two Moons over Europe: Translating Haruki Murakami’s 

1Q84”. The AALITRA Review issue #7 (http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/ALLITRA/index).  

November 2013を参考。 
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2.	

「でメンシキさんのことだけど」と彼女はグラスをテーブルの上に置いて言っ 	

た。	

「免色さんのこと？」	

「メンシキさんについて新しい情報」と彼女は言った。	

（『騎士団長殺し、上、３２４』）	

	

二つ目の例ではどうして主人公に彼女がカタカナを使っていることがわかるのでしょ

うか。前に自分でどの漢字を使うかを説明したのに。ここも悲しいことにテクストと共鳴

できないところです。	

	

６）敬語と方言	

 敬語と方言が	も、翻訳家が困ることが多いです。ます・です調とだ・である調をポー

ランド語で区別するのは簡単ですが、女言葉、敬語と謙譲語のいろいろなレーベルになる

と、せっかくの微妙な違いが表せなくなることもあります。それに『騎士団長殺し』の騎

士団長が使う言葉もちょっと訳しにくいです。相手を『諸君』と呼んだり、『あらない』

みたいな形を使ったり、「あたし」と言ったりしながらも、わりと普通の現代の日本語を

使っています。それを翻訳で忠実に見せるのは難しいです。昔、ポーランドでは一人の相

手に向かって丁寧に話す時	に	複数形を使うという習慣がありました。それはちょうど

「諸君」を使っている騎士団長の話し方に合っていますし、それを使うことにしました

が、でもそうするだけでは騎士団長独特の特徴が出てきませんので、もうちょっと幾つか

の口癖を付け加えてみました。	 	

 方言もまた大きな問題になります。普通、翻訳研究では方言は訳さない方がいいと思わ

れていますが、どうしても二人のキャカラクターの違いを見せたいときには、方言をしゃ

べっているキャラクターに特別な口癖をつくるのは一つの手です。幸い『騎士団長殺し』

ではそういう問題にぶつかりませんでした。	

	

７）色々と調べなければいけないこと	

 村上春樹はよく世界の文化 （文学、音楽、歴史など）に触れます。そのおかげで、た

くさんの読者が村上を読んで初めて知ったということが多いようです。5 翻訳家ももち

ろん読者と同じ立場です。『騎士団長殺し』の場合は特に調べなくてはいけないごことが

たくさんあった	と思います。その一つは	「入定」のことでした。僧侶が昔、土の中に掘

られた穴に入り、そこで何も食べずに、お経を読みながら死ぬまでいて、ミイラになると

                         
5  例えば、村上が勧めたから、『カラマーゾフの兄弟』を読んだ人が多いようです。（『スメルジャコフ対

織田信長家臣団』、１６５−１８０） 
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いうことです。	それを正しく訳すにはいろいろな仏教についての参考資料を見なければ

いけませんでした。仏教の専門家に相談することも必要でした。それは作家とテクストに

共鳴しようと思って	いながら、ポーランド語の読者の中で、仏教に詳しい方をも裏切ら

ないようにしていたからです。	

 そのミイラの話が出てから、前述の免色さんは上田秋成の「二世の縁」という短編につ

いて話し、主人公の「私」にそれを読ませます。そして上田秋成の文書からの引用文も出

て、そのあと現代語訳が付いています。	

	

    さても仏のをしへは、あだあだしき事のみぞかし。かく土の下に入りて鉦打ちな   	

   らす事、凡百余年なるべし。何のしるしもなくて、骨のみ留りしは、あさましき有 	

   様也。                   （『騎士団長殺し』、上２３４）	

	

 ポーランド語の読者にその江戸時代の言葉を味わわせるために同じ時代の	ポーランド

語にするのは一番いいですが、それはなかなか大変なタスクです。幸い友達がポーランド

の文語に当たる言語の研究者を知っていたので、その方に頼んで、私が現代ポーランド語

に訳した文を昔のポーランド語に訳していただきました。	

 『騎士団長殺し』にはあとシューベルトとかリヒャルト・シュトラウスについての情報

とかスペインのアルマダの話が出てきます。翻訳家が浅学だったら（全てのことについて

詳しい翻訳家はまずいませんが）、かなり調べる事が多いです。自分も勉強になりますの

で、とても楽しいことです。	

 ただ、	ポーランドの読者の中にはいつもきちんと本を読んで、小さな間違いを見つけ

る読者がいます。そういう読者は間違いは翻訳家のミスだ思って、すぐ出版社に連絡しま

す。時々作家も間違えたりしますが、それに気づいた翻訳家が、読者からの手紙が来ない

ように、注をつけるのが安全です。	

	

終わりに	

 これまでご紹介した具体的な例でわかるように、翻訳家はテクストに忠実でいようと思

っても、言語の構造と語彙と、文化の違いのせいで時々作家とテクストを裏切ったりしな

ければならないことがありますが、一歩下がって、ちょっと離れたところからテクストを

全体としてみると、やっぱり一番大事なところはその翻訳家のすべての努力の結果、翻訳

が読者に与える印象、呼び起こす感情が、原文が与える印象	にどれだけ近いかというこ

とです。言い換えれば、作家の独特な「声」が外国語でも聞こえてくるかどうかというこ

とです。つまり私が日本語で読む村上春樹と、ポーランド語の読者が読む村上春樹が大体

同じ人かどうか。	
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 村上春樹もそれに賛成するのでしょう。「翻訳すること、されること」というエッセイ

の中で、村上春樹がこう書いています。	

	

すらすらとよどみなく読めて、それで楽しめたのなら、その翻訳は翻訳としての

義務を十全に果たしていることになるだろう‐‐‐‐‐‐‐‐‐	 	というのが僕の原著者として

の基本的なスタンスである。僕の考える物語、設定する物語というのは、つまり

そういうものなのだから。	
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七、口頭発表30 

 

共鳴する村上春樹文学 

―シャーマニズムとハンガリー民話の世界― 

広島大学職員 DALMI Katalin 

 

 はじめに 

 国際的ベストセラー作家になり得た村上春樹の謎を解こうとし、これまで数多くの論文

が執筆されてきた。その中でも、村上春樹の人気の理由を「物語」という論点から説明し

ているものが多い。例えば、村上春樹と世界で 4億部以上の出版実績を誇る『ハリー・ポ

ッター』シリーズの作者であるＪ・Ｋ・ローリングを比較したマシュー・Ｃ・ストレッカ

ー1は、両者の作品には文化の束縛から解放された「神話的な」要素を見出し、それが文化

的背景とは無関係に、世界中の多く読者の共感を得たと述べている。なお、氏は村上春樹

の文学においては、西洋神話と東洋神話の要素から成る「混合した神話」（”hybrid mythology”）

を見出し、下界を巡る村上の物語と古代ギリシャの「オルフェウス物語」や『古事記』の

「イザナギ物語」との類似性を指摘している2。また、内田康3は村上春樹の物語を古代ギリ

シャの神話と比較し、村上春樹の作品を女をめぐる「オルフェウス型」（もしくは「イザ

ナギ型」）物語の他に、「怪物退治」の「テーセウス型」や「「僕」を「冒険」に立たせ

た」「イアソン型」物語に分類しており、村上春樹文学における神話性について詳細な分

析を行っている。 

 本稿では、神話的な要素が多く混在している作品『海辺のカフカ』（新潮社、2002 年）

を中心に、村上春樹の物語とハンガリー民話の世界の共鳴について考察する。2006年にハ

ンガリー語に翻訳された『海辺のカフカ』は、ハンガリーで も人気が高い村上作品の一

つであり、フランク・ギャラティの戯曲『海辺のカフカ』は 2018 年現在も上演されてい

る。 

 

 1．西洋と東洋の境界線に立っているハンガリー民話について 

 「ハンガリーの民話は東洋と西洋の両文化が微妙に触れ合い複合する境界線に生まれた。

その優れた語り手であり聴き手である農民層の意識を反映し、虐げられた者の社会的な渇

                         
1 Matthew C. Strecher, “Haruki Murakami and the Chamber of Secrets” in Matthew C. Strecher and 

Paul L. Thomas (Eds.), Haruki Murakami: Challenging Authors, Sense Publishers, 2016. pp.31-46. 
2 Matthew C. Strecher, The Forbidden Worlds of Haruki Murakami, Chapter 3 „Gods and Oracles, Fate 
and Mythology”, University Of Minnesota Press, 2014. pp.117-158. 
3 内田泰『村上春樹論―神話と物語の構造』（瑞蘭國際、2016）p.177. 
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望、正義と復讐の願望が色彩豊かなことばでドラマチックに表現されている。」これは『オ

ルトゥタイ  ハンガリー民話集』4の日本語版の表紙に書かれた紹介文であるが、この文章

は基本的に村上春樹の文学にも当てはまるだろう。本論ではとりわけ「東洋と西洋の両文

化が微妙に触れ合い複合する境界線に生まれた」ハンガリー民話の世界と村上春樹の物語

との共鳴に重点を置き、『海辺のカフカ』について論じる。 

 ハンガリーの民俗学者オルトゥタイ・ジュラは、「わが民族は現国土に到着するまで、

中央アジア、カフカズ地方、イランの文化的影響をも受け、古スラヴ、ビザンツの文化と

も関係を持ったこと」によって、ハンガリーの「民話は東洋と西洋の民話世界の境界に立

っており、色彩に富み、内容豊かである」と論じ、「たった一つの民話にも百を超える文

化の流れが見出されるのもそのためである」5と指摘した。ハンガリー人は元来、中央アジ

アからウラル山脈を渡って 9世紀に現地にたどり着いた遊牧民族であったというのは、ハ

ンガリー人の起源に関する伝統的な見解である。なお、農民層を中心に発展してきた口承

文学や伝統芸能においては、遊牧時代の文化、そして中央アジアのシャーマニズムの影響

を反映した民間信仰の要素が指摘されてきた。本稿では、「ネオ・シャーマニズム」とい

う概念を踏まえ、世界往還というモチーフと魂に対する認識を中心に論を展開する。 

 

 2．「ネオ・シャーマニズム」と文学 

 シャーマニズムとは本来、中央アジアやネイティブ・アメリカなどの「未開」や「伝統

的な」部族社会における、シャーマンと呼ばれる人物を媒介に、神霊や精霊などとの交流

を中心にした宗教形態のことである。ところが、近年は「ネオ・シャーマニズム」という

運動によって、小説家や詩人、または様々なアーティストや作品などにもシャーマニズム

の要素が見出され、拡大された意味で使われるようになってきたのである6。佐藤英喜7は

例えば、宮崎駿のアニメ『風の谷のナウシカ』やホラー映画『エクソシスト』においても

シャーマニズムの面影を指摘している。氏によれば、これまでの研究においては二種類の

シャーマンが区別されてきたと言う。一つは「自らの魂を身体から分類させて天上界、ま

たは地下界の神霊や精霊、祖霊のもとに訪れ、それらから秘密の言葉や知識を得てくる

〈脱魂型
だつこんがた

〉（エクスタシー型）」であり、「もう一つは自らの身体のなかに精霊や神霊を

招き寄せることでお告げや予言、または病気治療を行う〈憑依型
ひょういがた

〉（ポゼション型）」で

ある。氏はナウシカを〈脱魂型〉、『エクソシスト』のリーガンを〈憑依型〉シャーマン

と見做している。 

                         
4 オルトゥタイ・ジュラ（原編）・徳永 康元（ほか編訳）『オルトゥタイ ハンガリー民話集』（岩波文庫、

1996） 
5 同上、pp.406-407. 
6岡部隆志・斎藤英喜・津田博幸・武田比呂男『［ 叢書・〈知〉の森 1］シャーマニズムの文化学―日本文化

の隠れた水脈』［改訂版］（森話者、2009）を参照。 
7佐藤英喜「シャーマニズムとは何か――エリアーデからネオ・シャーマニズムへ」（前掲『シャーマニズムの

文化学』）p.15. 
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 現実と無意識の領域の間を行き来するという、一種の精神的なプロセスを中心に描かれ

てきた村上春樹の文学を「ネオ・シャーマニズム」の文脈で解釈することも可能であろう。

例えば柘植光彦8は「未開・原始・粗野などのイメージがつきまとう」シャーマンという言

葉の代わりに媒介者を意味する「メディウム」という表現を使用しているが、村上春樹の

文学は「前進国の大都市の文学でありながら、そこに描かれる精神世界においては、あら

ゆる国の人々の集合的無意識につながる原初の感覚にあふれている」と説明している。続

いては、その一例として、主人公カフカのシャーマニックな体験について論じてみたい。 

 

 3．『天までとどく木』と『海辺のカフカ』の共鳴 ―世界樹と異界往還 

 3.1. ハンガリー民話における「天までとどく木」のモチーフについて 

 ハンガリーでは例えば、『天までとどく木』という、次のような民話がある。「昔、昔、

七つの国を七回超えたその向こうに」妻を亡くした王様とその娘が住んでいた。ある日、

王の娘が庭園を散歩すると強い風が吹き、王女が木の上に吹き飛ばされてしまった。多く

の勇士たちがその木を登ることを試みるが、全員落ちてしまう。そこに豚飼いの少年が現

れ、飼っている豚たちの知恵を借りて木のてっぺんまで登っていくことに成功する。木の

上には下界と同じような世界が広がっており、王女が 24頭の竜の妻になっている。少年は

竜を退治し、王女をこの世に連れて帰る。 

 オルトゥタイ9によれば、「天までとどく木のモチーフは、ハンガリー民話のもっとも古

い要素の一つ」であり、「主人公の木登りは、ウラル・アルタイ諸民族のシャーマニズム

の儀礼と関連づけるのが常である」という。なお、この「天までとどく木」という図柄は、

シャーマン（ハンガリーのシャーマンは táltos〈タールトシュ〉と呼ばれている）の太鼓に

描かれており、「ハンガリー農民の道具類にも多く見られる」と氏が指摘している。「天

までとどく木」というのは、多くの宗教に登場する「世界の中心」にある「世界の柱」（axis 

mundi）、或いは「世界樹」の一種だ考えられる。エリアーデ10によれば、「聖体示現が地

平の突破をもたらした所では、同時に上（神界）あるいは下（下界、死者の世界）へ向か

う〈入口〉が成立して」おり、「三つの宇宙平面――地、天及び下界――は互いに交流す

る」という。また、ここでは「一つの宇宙領域から他の宇宙領域への移行」が可能となっ

ており、「天との交流は柱（宇宙の柱、universalis columna）、梯子（ヤコブの梯子）、山、

樹、蔓等、様々な形象によって表現」されているのである。ハンガリーの「天までとどく

木」の特徴は、その枝の間に太陽と月が置かれており、木の上にこの世と同様な世界が７

つ広がっていることである。木の枝に死者の魂と思われる霊鳥トゥルル（Turul）が住んで

                         
8柘植光彦「メディウム（巫者・霊媒）としての村上春樹――世界的であることの意味」（『国文学解釈と鑑

賞』別冊「村上春樹 テーマ・装置・キャラクター」、至文堂、2008・1）pp.87-88. 

なお、村上春樹文学における「メディウム」について、小森陽一・曾秋桂編『村上春樹におけるメディウム20

世紀篇』及び『村上春樹におけるメディウム21世紀篇』（淡江大學出版中心、 2015）を参照。 
9前掲 『オルトゥタイ ハンガリー民話集』p.336. 
10 ミルチャ・エリアーデ（風間敏夫訳）『聖と俗』（法政大学出版、1969）p.29. 
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おり、霊鳥とこの世の間を媒介することがシャーマンの役割であると言われる。また、霊

鳥そのものがシャーマンの身体から離脱した魂であるという解説も存在する。従って、民

話『天までとどく木』における主人公の木登りは、脱魂型シャーマンの異界往還と呼応し

ており、王女を木の上の世界からこの世に連れ戻すこととは、王女の魂を霊界から救うこ

とを意味していると解釈できる。 

 

 3.2. 『海辺のカフカ』における「世界樹」 

 物語の初頭で家出の準備をしている主人公のカフカは「四国はなぜか僕が向かうべき土

地であるように思えた」11と語り、後に夜行バスに乗って東京から高松へ向かう。彼と同様

に、偶数章の主人公のナカタさんもまた、理由がよく分からないまま高松に向かって行く。

『海辺のカフカ』における「四国」は、「世界の境め」や「リンボ」という言葉で語られ

ており、「この世の果てに広がる異界」12として登場する。本作品においては、登場人物た

ちを強く引き寄せている、「世界の境め」である四国はつまり、エリアーデの言う「世界

の中心」だと言える。そして、〈生き霊〉などが登場し、魂が自由に彷徨う高松は、この

世と異界（霊界）が接触している中間的場所である。従って、〈高い木〉を想起させる「高

松」という舞台は、「世界の中心」に置かれた「世界の柱」、つまり異界との交流を可能

とする一種の「世界樹」として機能しているとも言えるだろう。 

 高松にたどり着いたカフカは、異界の存在に次第に目覚め、それと交流するようになる。

この形而上的な旅においてカフカを案内し、サポートするのは、甲村記念図書館の秘書で

ある大島さんである。カフカは高松で意識を消失し、意識不明の状態で父を殺したかもし

れないと疑いを持つようになると、大島さんに高知の山の中にある小屋に連れて行かれる。

この時点でカフカは実際に上に登り、森に表象されている異界により接近するようになる。

なお、ここで「高知」が登場するのも偶然ではないだろう。なぜならば、「高知」は〈高

い知恵〉を想起させる言葉であり、村上春樹が好む言葉遊びの一例だと考えられるからで

ある。 

 土佐市研究家の広谷喜十郎によれば、現在高知となっている地域は洪水に襲われること

が多く、町づくりが困難であったため、本来の「河中」（こうち）という名称が 17世紀に

「高智」、その後「高知」と表記されるようになったという。そして、改名が依頼された

竹林寺の空鏡和尚には「五台山から見て西にあるこの地を西方浄土になぞらえ、築城や町

づくりに、文殊様の高い知恵を借りたいとの強い思いがあったよう」であり、知恵をつか

さどる「文殊菩薩加護の土地」という意味を持つ「高智」という名称を選んだと氏は述べ

ている13。 

                         
11 本文からの引用は村上春樹『海辺のカフカ 上・下』（新潮社、2002）に拠った。 
12須波敏子「『海辺のカフカ』の佐伯さん」『国文学解釈と鑑賞』別冊「村上春樹テーマ・装置・キャラクタ

ー」（2008・1）p.222. 
13広谷喜十郎『高知市歴史散歩―300 高智山四百年』（高知市広報『あかるいまち』2009・9） 
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 高知の山の中にある山小屋は、高松にある甲村記念図書館の延長線に置かれており、「父
、

を殺し
、、、

、母と姉と交わる
、、、、、、、

」（傍点原文のまま）という父の予言からの解放を求めているカ

フカにとって不可欠な知識が用意されている場所である。「大島さんの本棚には数百とい

う数の本が詰まっている。フィクションはほんのわずかしか見あたらないし、それもよく

知られた古典作品にかぎられている。大部分は哲学、社会学、歴史、心理学、地理、自然

科学、経済――そういった種類の本だ。」と本文にあるように、山小屋は多くの知識を得

られる特別な空間である。ここでカフカは「アドルフ・アイヒマンの裁判について書かれ

た本」の中に「僕らの責任は想像力から始まる」という、イェーツを引用した大島さんの

メモを発見し、「夢の中で行われたことに対して君は責任を負わなくてはならない」こと

を悟り、カフカの意識において夢と現実、この世と異界の境界線が抹消されていく。 

 そして、山小屋で 3日間を過ごすと、カフカにある変化が起こる。それは、「鳥のさえ

ずり、様々な虫の声、小川のせせらぎ、樹木の葉が風に揺れる音、なにものかが小屋の屋

根を歩いている足音、雨降り。そしてときどき耳に届く、説明のつかない、言葉では表現

することもできない音…」を聴きとれるようになることである。この「説明のつかない、

言葉では表現することのできない音」はおそらく異界（森の中核）から聞こえてくる音で

あり、これまで「そんな大事なことをずっと見逃し、聞き逃して生きてきた」カフカは、

「森に対しても、 初ほどには恐怖を感じないようになっている」ことに気づく。要する

に、カフカは高知の山の中にある小屋で異界の存在を意識するようになり、それに次第に

接近していると解釈ができる。4 日目の昼前にカフカを高松に連れて帰るために山小屋に

やってきた大島さんは、「僕らは君を迎えることにした。君は甲村記念図書館の一員にな

る。君にはたぶんその資格がある。（中略）もう少し正確に表現するなら、君はこれから

図書館の一部になるんだ。」と言い、カフカと一緒に高松に下りて行く。 

 要するに、カフカにとって山小屋で過ごしたこの 3日間はシャーマンの通過儀礼を想起

させる儀式のようなものであり、それを乗り越えることによって彼は、過去と現在、この

世と霊界・異界が混在している甲村記念図書館という異界の一部になる資格を得たのだ。

なお、「天までとどく木」とのアナロジーで考えれば、高松から高知の山を登り、そこに

ある山小屋で異界の存在を意識するようになるという展開は、異界まで届く木を登りきる

初の試みだったと解釈できる。 

 

 4．『地獄のかま焚き』と『海辺のカフカ』―「魂」に対する認識の共鳴 

 4.1. ハンガリー民話に見られる幽体離脱現象について 

   『海辺のカフカ』における複式夢幻能の影響を指摘した浅利文子は、「眠りという深層

意義の入り口を意味するものが、「巨大な橋」＝「橋掛り」と同義の、現実世界と異界と

                         
https://www.city.kochi.kochi.jp/akarui/rekishi/re0909.htmより（ 終検査日2018.4.30.） 
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の境界として印象づけられている」14と述べた通り、本作品における眠りは異界に導く通

路として機能しており、肉体と魂の分離を可能とする意識状態として描かれている。同様

な展開は、例えば『地獄のかま焚き』というハンガリー民話においても見られる。 

 『地獄のかま焚き』は、兵役を終えた軽騎士が故郷に帰る途中で眠りに落ちてしまい、

目が覚めると森の中に移動している場面から始まる。軽騎士は森で出会った森番にかまど

の火を焚き続ける仕事を与えられる。軽騎士は馬車に乗って薪を集めに出かけると、人間

と同じ魂を持った馬に話しかけられ、森番はかまで魂を焼く悪魔であることを知る。それ

を知った軽騎士は悪魔の仕掛けた罠を乗り越えることに成功し、多くの魂を救ってこの世

に戻ってくる。目が覚めると、大勢の魂を救ったため、神様が三つの願いをかなえてくれ

ると軽騎士が知らされる。それは魂の祝福、お金がなくならない財布と、木や石も含め、

地上にある全てのものと話ができるようになることであった。 

 悪魔と神様が登場するこの民話においてキリスト教の影響も指摘できる一方で、魂をめ

ぐる認識においてはキリスト教とは異なった考え方が見られる。ハンガリーの民間信仰に

おいては二種類の魂が区別されてきた。一つは生命機能として捉えられる「息の魂」であ

り、もう一つは人の性格に現れる「影の魂」である。後者は重病や意識消失、または夢を

見ている状態では肉体から離れてまたそこに戻ることができるのに対し、前者は肉体から

離れてしまうと人が死んでしまうと考えられてきた15。そして、魂に対するこのような認

識は、アルタイ系諸民族のシャーマニズムと共通していると思われる。シャーマニズム研

究の代表者の一人であるウノ・ハルヴァは、「人であれ動物であれ、およそ息をするすべ

てのものに見られる生命現象を、テュルク系諸民族は《いき》（中略）と呼んでいる」と

指摘し、それを「人間が《いき》を吐き尽くしてしまうより以前に、その住みかを立ち去

ってしまっている」《魂》と区別していると述べており、「眠っているか、あるいはそれ

に近い状態のときに、肉体から離れた《魂》は人間の意識をそなえた我を代表しているの

で、意識の抜けた肉体の外で、知覚し、意識し、感じることのできる独立した存在」16とし

て認識されていることを指摘した。『地獄のかま焚き』には、肉体から離脱した魂による

異界往還という、シャーマニズムに通底する体験が描かれており、異界からこの世に戻っ

てきた軽騎士は、地上の全てのものの魂と交流できるシャーマンのような存在に変貌する。 

 

 4.2. 『海辺のカフカ』における幽体離脱とシャーマニズムの共鳴 

 『海辺のカフカ』では幽体離脱という体験は『源氏物語』の「生き霊」現象に喩えられ、

「平安時代の人々の心的世界」と結びつけて語られる。「生き霊」として実際に登場する

のは佐伯さんのみであるが、子供の時に昏睡状態に陥って影の半分を失くしたナカタさん、

                         
14浅利文子「『海辺のカフカ』責任と救済―複式夢幻能の影響」（『異文化』第17号、2016・4、p.330.） 
15 Attila Paládi-Kovács ed. "Magyar Folklór Nyolc Kötetben - 7. Népszokás, Néphit, Népi vallásosság" , 

Akadémiai Kiadó, 1990.（『ハンガリー民俗学』第7部「伝統・民間信仰・民族宗教」）pp.583-593. 
16 ウノ・ハルヴァ（田中克彦訳）『シャマニズム1: アルタイ系諸民族の世界像』（平凡社、2013）p.262. 
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そして彼を媒介に意識不明な状態で父親を殺害したと思われるカフカもまた、〈脱魂型〉

シャーマンと同様な体験をする。なお、彼らは異界往還によって特別な才能を得るという

展開もシャーマニズムに通底しており、『地獄のかま焚き』と共鳴していると言える。ナ

カタさんは猫語を話せるようになり、佐伯さんは不思議なコードを二つ見つけ、多くの人

の心をとらえるピアノ曲『海辺のカフカ』を作曲する。ところが、ナカタさんと佐伯さん

の場合は、肉体から離れた魂が無事に肉体に戻ることが出来なかったため、彼らは影の半

分を失くしてしまう。ここでいう「影」はつまり、ハンガリー民話に見られる「影の魂」

と呼応しており、異界に迷い込んでしまった魂だと解釈できる。彼らは肉体から離脱した

ままの魂と再び一つになるために死を迎えなかればならなかった。 

 森という異界に迷い込んだカフカも影を失いつつあるが、彼は 終的に森からこの世に

戻り、魂を失うことなくこの世（東京）に目覚めることができたのではないかと物語の

後の場面から推察される。カフカの旅をシャーマンの「木登り」、つまり異界往還と同様

な体験と見做すならば、カフカが異界からこの世に持って帰る特別な才能についても触れ

なかればならない。カフカが旅に出たのはそもそも、「父を殺し
、、、、

、母と姉と交わる
、、、、、、、

」（傍

点原文のまま）という、父親から受けた予言の実現を防ぐためだったが、彼は 終的にそ

れを実現させることを選ぶ。異界で母らしきかつ恋人的な存在である佐伯さんの血を舐め

ることによってカフカは、想像力を活かして自分の宿命を変え、この世で生きるための生

命力を得る。従って、彼が異界からこの世に持って帰ったのは、現実を見る新たな視点に

他ならない。 

 

 まとめ 

 村上春樹の文学について大塚英志17は「この作家が「ジャンク」的なイメージの断片を構

成することで小説を書いてきた」と述べ、「それはたいていの読者が「ジャンク」の一つ

か二つの出典に思い当たる程度には徹底していた」と指摘した通り、村上春樹の物語は何

と共鳴しているのかという問題は、読者の既存の読書体験、或いはその文化的背景によっ

て異なってくる。 

 本稿では、「ネオ・シャーマニズム」の概念を踏まえ、『海辺のカフカ』とハンガリー

の民話の世界の共鳴についてシャーマンの「木登り体験」、及び魂に対する意識の類似性

を中心に論じてきたが、このような解釈もまた、大塚のこの指摘を裏付ける読み方に過ぎ

ない。『海辺のカフカ』は、ソポクレスのオイディプス王の物語、そして紫式部の『源氏

物語』や上田秋成の『雨月物語』を下敷きに書かれた作品であると同時に、ハンガリーの

民話との比較を通して見えてきたように、そこには例えばシャーマニズムに通底する要素

も含まれている。村上春樹の物語は「ジャンク」（或いは普遍的と言っても良い）である

からこそ、多くの読者に響いているというのは、疑いの余地がないほど明白なことである。	

                         
17 大塚英志『物語論で読む村上春樹と宮崎駿―構造しかない日本』（角川書店、2009）p.37. 
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七、口頭発表31 

 

「独立器官」と『騎士団長殺し』―ホロコーストとの響き合い― 

愛知教育大学 奥田 浩司                     

１ 

ジョルジュ・ディディ＝ユベルマンは、アウシュヴィッツについて次のように述べてい

る。 

 

知るためには自分で想像しなければならない。１９４４年夏のアウシュビッツの地獄が、どのようなも

のであったのかを想像してみなければならない。1 

（Pour savoir il faut s’imaginer. Nous devons tenter d’imaginer ce que fut l’enfer 

d’Auschwitz en eté 1944.）2 

 

この言葉は、ユベルマンの“images malgré tout”の冒頭に置かれている。ユベルマン

は、アウシュヴィッツの「地獄」について、「知るため」（pour savoir）には、「我々」は

「想像」（imaginer）「しなければならない」と語る。 

ユベルマンは、ゾンダーコマンド（sonderkommando）の遺した不鮮明な４枚の写真から、

アウシュヴィッツで起こった悲惨な出来事を「想像」しなければならないと語る。ユベル

マンによれば、断片的な写真からアウシュヴィッツを「想像」することが、アウシュヴィ

ッツについて「知るため」に必要なことなのである。 

村上春樹の「独立器官」にはアウシュヴィッツにかかわる話が、『騎士団長殺し』にはト

レブリンカの挿話が、断片的に書き込まれている。トレブリンカやアウシュビッツのよう

な強制収容所において行われた、ナチス・ドイツによる大量虐殺はホロコーストと呼ばれ

ているが、「独立器官」と『騎士団長殺し』におけるホロコーストの挿話は、ユベルマンの

いう「想像力」の問題を提起しているのではないだろうか。以下、ユベルマンの「想像力」

の問題を視野に入れて、議論を進めていきたい。 

２ 

村上春樹の『騎士団長殺し』は、『第１部 顕れるイデア編』（新潮社）『第２部 遷ろう

メタファー編』という２部構成で、２０１７年２月に新潮社から刊行された。村上春樹は、

                         
1 ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン『イメージ、それでもなお』（2016年、平凡社） 
2 GEORGES DIDI-HUBERMAN “images malgré tout ”（2003年、Les EDITION DE MINUIT） 
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刊行後のインタビューで「新作にはナチスのオーストリア併合に際した暗殺計画も出てく

るが、正しい人殺しなどあるのか」と質問されて、次のように答えている。 

 

僕にもわからない。歴史のとらえ方は非常に難しい。昔、アルジェリアの独立戦争を描いた映画『アルジ

ェの戦い』で、フランス兵に爆薬を仕掛けたのは反植民地運動の英雄的行為と喝采されたのに、今ならテ

ロだ。歴史とは国にとっての集団的記憶であり、戦後生まれだから僕には責任がないとは思わない。物語

の形で問い続ける。3 

 

 村上春樹の指摘を補足しつつ言い直せば、次のようになるであろう。 

「歴史」とは過去の「記憶」であり、「過去」をどのように「記憶」するのかによって、

「歴史」の「とらえ方」は変わる。また「記憶」とは現在から振り返った過去のことであ

り、現在の私たちの思考が過去の「とらえ方」に深く影響する。例えば、アルジェリアの

独立戦争を描いた『アルジェの戦い』では「英雄的行為」とされたものが、現在の私たち

にとっては「テロ」としてとらえられることになる。アルジェリアの独立戦争は、時代に

よって「英雄的行為」と「テロ」という二つの相異なる「歴史」となる。だから、現在を

生きる私たちが「歴史」をどのようにとらえるのか、という事が問題になる。このような

「歴史」をめぐる問題について、村上春樹は「物語の形」で問い続けると述べる。 

では『騎士団長殺し』という物語に、どのような「歴史」との響き合いを見いだすこと

ができるのであろうか。『騎士団長殺し』第２部の冒頭4では、「私」とまりえとの間に以下

のような会話が交わされている。 

  

 「正しい人殺しというものはあるの？」 

 私はそれについて考えた。「わからないな。何が正しいか正しくないかというのは、基準の選び方で違って

くるからね。たとえば死刑を、社会的に正しい人殺しだと考える人は世間にたくさんいる」 

 あるいは暗殺を
、、、、、、、

、と私は思った。 

 まりえは少し間を置いてから言った。「でもこの絵は、ひとが殺されかけて、たくさんの血が流されている

のに、ヒトを暗い気持ちにさせない。この絵はわたしをどこか別のところに連れていこうとしている。正し

いとか正しくないとか、そういうキジュンとは違う場所に」 

 

                         
3 『読売新聞』2017年4月2日付 
4 第３３章「目に見えないものと同じくらい、目に見えるものが好きだ」 



 

307 

 

 何が正義なのか「わからない」という認識は、先のインタビュー記事を想起させる。し

かしここで注目されるのは、「正しいとか正しくないとか、そういうキジュン」とは「違う

場所」が示唆されている事である。この物語において、「歴史」とのかかわりから問われて

いるのは、「違う場所」にたどり着くことではないだろうか。 

３ 

『騎士団長殺し』の表紙には帯がついており、そこには次のようなキャッチコピーが記

されている。 

 

1994―95  The Wind-Up Bird Chronicle 

2002    Kafka on the Shore 

2009―2010 1Q84 

そしてさらに旋回する村上春樹の小説世界 

 

 キャッチコピーに示唆されているのは、『ねじまき鳥クロニクル』から何かが始まり、

「さらに旋回」したのが『騎士団長殺し』であると言うことである。『ねじまき鳥クロニク

ル』では、それまでの小説とは異なり、ノモンハン事件、満州など、戦争に関係する日本

の歴史が大きく取り上げられている。『ねじまき鳥クロニクル』から歴史への「旋回」が始

まっているのではないだろうか。 

では「さらに旋回する」とは、いったい何を意味しているのであろうか。先のインタヴ

ュー記事にあったように、『騎士団長殺し』ではナチスドイツが物語において重要な位置づ

けを与えられている。その も象徴的なものが、『第一部 顕れるイデア編』の 終章5に

配された、サムエル・ヴィレンベルク『トレブリンカの反乱』6の一節である。 

『騎士団長殺し』は、『第一部 顕れるイデア編』『第二部 遷ろうメタファー編』の二分

冊の形態で出版されており、物語世界は、第一部と第二部の間で区切られている。物語世

界の間に境目があることは、副題が「イデア編」「メタファー編」と異なっていることにも

明らかである。その境界の、第一部と第二部の結節点となっている場所に置かれているの

が第３２章の「彼の専門的技能は大いに重宝された」であリ、この章は全文が『トレブリ

ンカの反乱』の第１９章「巡察」からの引用となっている。「巡察」には、「イデア編」か

ら「メタファー編」へと変容する物語の、言わば橋渡しをする役割が与えられているので

                         
5 第３２章「彼の専門的技能は大いに重宝された」 
6 みすず書房、2015年 
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あり、それだけ重要なものとなっている。 

『トレブリンカの反乱』は、トレブリンカ絶滅収容所の数少ない生き残りの一人が、収

容所の状況とそこで起こった反乱について、後に記録したものである。この一節が引用さ

れることになったのは、ドイツ兵の肖像画を描く囚人の話であり、『騎士団長殺し』の語り

手が肖像画家であることと重なっているからであろう。しかし「巡察」の 後の一節に目

を向けると、絶滅収容所を取りまいていた状況の問題が浮かび上がってくる。 

 

私は不意に言葉をはさんでしまった。「収容所周辺のポーランドの村人たちが何の反応もしめさないの

が分からない。村人たちは腐敗している屍体が掘り出され焼かれて灰となっていく臭いをきっと知ってい

る。収容所の周囲、数十キロに広がる煙を見ているに違いないのだ。ここで何が起こっているかポーラン

ド人が気づかないで、全世界に警告を発しないのか。ポーランドの地下組織はどこにいるのか。（略）アー

リア地区にいたときに地下組織の新聞にはドイツ人の犯罪が記載されていた。それでもユダヤ人に対する

罪に触れているものは何もなかった。新聞は地下組織、収容所、誘拐、投獄について書いていても、ポー

ランド人についてだけだ。ポーランド人にとってユダヤ人は存在しないのだ」 

友人たちはみんなそうだと頷いた。世界は収容所で起こっているどんなことに対しても行動しないと知

れば、われわれは希望を持てないし絶望したままなのだ。 

 

「世界」の無関心が、囚人たちを「絶望」の淵に追い込んでいるのである。『トレブリン

カの反乱』の「巡礼」が意味しているのは、ホロコーストへの「世界」の無関心であり、

それが『騎士団長殺し』において重要な役割を与えられているのである。   

ホロコーストへの「世界」の無関心という点で、『騎士団長殺し』と通底している小説と

して、「独立器官」をあげることができる。次節では、「独立器官」について考察していき

たい。 

４ 

「独立器官」は、2014年に出版された短編集『女のいない男たち』7に収録されている。

『騎士団長殺し』が出版される３年前のことである。 

この小説は、渡会というエリート医師の恋愛をめぐる物語である。渡会医師は、独身主

義者で恋愛を楽しんでいたが、思いがけず既婚女性と深い恋に落ちてしまった。しかし渡

会医師は、愛していた女性に嘘をつかれ、自ら死を選び取ることになる。渡会医師は、食

                         
7 文藝春秋 



 

309 

 

べることを拒み、餓死してしまう。 

「独立器官」には、『騎士団長殺し』との関係性をうかがわせる一節がある。『騎士団長

殺し』の第１４章「しかしここまで奇妙な出来事は初めてだ」では、「石の下」から鈴の音

が聞こえてくる不思議な現象について、上田秋成「二世の縁」と同じ現象であるする。そ

して、「二世の縁」では「鉦」を鳴らしていたのが、「永遠の悟りを開くために自ら死を選

び」「埋葬」された僧であるとして次のように語られている。 

 

掘り出されたミイラはからからに干からびているものの、まるで執念のように手だけを動かし鉦を打っ

ている。恐ろしいまでの生命力がその身体を、ほとんど自動的に動かしているのだ。おそらくその僧は念

仏を唱え、鉦を叩きながら入定して行ったのだろう。主人公はそのミイラに服を着せかけ、唇に水をふく

ませてやる。そうするうちに薄い粥を食べるようになり、次第に肉もついてくる。 後には、普通の人と

変わらない見かけにまで回復する。しかしそこには「悟りを開いた僧」の気配はまったく見当たらない。

知性も知識もなく、高潔さのかけらも見当たらない。 

 

「念仏を唱え」て「入定」したはずの高僧が、ミイラから蘇り、欲望にまみれた存在と

なるという筋書きである。ここに暗示されているのは、とうてい悟ることのできない人間

の在り方である。 

「独立器官」にも、ほぼ同じ内容の叙述がある。後藤という渡会医師の秘書は、食事を

拒んでやせ衰えていく渡会医師の姿について、次のように語っている。 

 

なんと言えばいいのでしょうか。こんな表現は不適当かもしれませんが、先生はもう生きている人のよ

うには見えませんでした。本当は地中に埋められ、断食をしたままミイラになっていなくてはならないは

ずの人が、煩悩を振り払えず、ミイラになりきれずに地上に這い出してきた、そんな感じでした。 

 

後藤の発言から読み取ることができるのは、女性への未練を立ちきれず、「煩悩」に煩わ

されている渡会医師の姿である。このような渡会医師のあり方は、『騎士団長殺し』におけ

る、免色の死んだ恋人への執着心と重なるところがあるのではないだろうか。 

「独立器官」と『騎士団長殺し』には、執着心を抱え、それに言わば支配されるように

して生きる人間の姿という共通性を見いだすことができる。この点に着目しつつ、ここか

らは「独立器官」の語りの問題に焦点をあて、考察を加えていきたい。 

この物語は、小説家である「僕」が渡会医師の死について語るという、やや複雑な構造
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となっている。さらに物語を複雑にしているのは、「僕」が知っているのは生前の健康な渡

会医師あり、病み衰えて死んでいく渡会医師の姿については、秘書の後藤から聞いた話に

なっていることである。つまり渡会の死の真相については、「僕」が生前の渡会医師と交わ

した会話と、後藤の話から推測するしかないのである。 

「僕」は、この物語の冒頭で次のように語っている。 

 

僕が渡会という人物について当初知り得たことを、ここでひとおおり記述しておきたい。その大半は僕が

彼自身の口から直接聞いたことだが、彼の親しくしている―そして信頼するに足る―人々から集めた話も

部分的に混じっている。あるいは僕が観察した彼の日頃の言動から、「きっとこういうことだろう」と個人

的に推測したことも多少含まれている。ちょうど事実と事実との隙間を埋める柔らかなパテのようなかた

ちで。つまり僕が言いたいのは、まったく純粋な客観的事実だけでこのポートレイトが出来上がっている

わけではないいうことだ。だから読者諸氏が、ここに述べられたことを裁判の証拠品みたいなかたちで、

あるいは商取引のための裏付け資料として（それがどのような商取引なのか見当もつかないが）使用され

ることは、筆者としてはお勧めしかねる。 

 

「僕」は、物語の冒頭で「事実」であることを述べつつ、客観性について留保している。

不思議なのは、短編小説にしては異例とも言える長文によって、このような「読者」への

メッセージを書き記す必要性がどこにあるのかと言う点である。「読者」は、この小説が「事

実」であるのかどうか、ということに関心があるわけではないであろう。「読者」は、渡会

というエリート医師の死をめぐる物語を読んでいるのであり、その限りで客観性は問題に

ならない。 

では「僕」の「事実」への拘りには、どのような意味があるのであろうか。その鍵は、

「推測」が「事実と事実との隙間を埋める」ようにして「含まれ」ている点にある。この

物語の中心にあるのは渡会医師の死であり、それは「事実」である。しかし渡会医師自身

は死の要因については何も語っていないのであり、「推測」するしかない。渡会医師の死の

要因について「推測」しているのは、「僕」であり、後藤である。だとすればこの短編小説

は、渡会医師の死について「推測」している物語であると言うことになる。このことが、

この物語の冒頭で入念に語られているのである。 

５ 

物語において、渡会医師の死が、どのように語られているのか見ていきたい。後藤は、

渡会医師の置かれていた状況について次のように語る。 
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彼女には第三の男がいました。細かいいきさつはわかりませんが、どうやら年下の男のようです。あくまで

個人的な意見ですが、あまり褒められた種類の男ではないだろうという気配があります。その男と駆け落ち

するように、彼女は家を出ていったのです。渡会先生はいわば便利な、踏み石的な存在に過ぎなかったみた

いですね。そして都合よく利用されたようです。 

 

後藤の話が明らかにしているのは、渡会医師が愛した女性は「第三の男」と恋愛関係に

あり、その男と暮らすために渡会医師を利用したことである。そして、後藤は「自分が体

よく利用されていたという事実は、先生には相当に厳しい打撃であったようです」と語る。

後藤の話から浮き上がってくるのは、不誠実な女性の振る舞いに苦しむ渡会医師の姿であ

る。さらに、後藤は渡会医師の死について次のように語る。 

 

医学的に言えば、直接の死因は心不全です。心臓が血液を送り出す力を失ってしまったのです。でも僕に言

わせれば、それは恋する心がもたらした死です。文字通りの恋煩い
、、、

です。 

 

後藤は、渡会医師の死を「恋煩い」によるものと語る。このような後藤の話がある以上、

渡会医師の死の要因は、愛する女性に裏切られたことにあると言うことになる。 

しかし、後藤の話を詳細に検討してみると、渡会医師は「ただじっと黙って、表情を欠

いた大きな目で僕の顔を見つめているだけ」であり、自らの苦悩については何も語ってい

ないことがわかる。後藤は、渡会の置かれている状況から、「恋煩い」であると「推測」し

ているに過ぎない。事実、後藤は「その女性との間に、何か深刻なことが起こったようで

した。そしてそのせいで、先生は生きる意志をなくしてしまわれたようです」とあるよう

に、「ようでした」「ようです」という「推測」として語っている。 

実は、渡会医師の死の要因については、別の可能性が示唆されている。渡会医師は、女

性との恋愛について次のように語る。 

 

でもそういう関係を続けてきて、次第に彼女のことを深く愛するようになり、後戻りができないようにな

ってきて、それで 近よく考えるようになったんです。私とはいったいなにものなの
、、、、、、、、、、、、、

だろうと
、、、、

。 

 

渡会医師は、「私とはいったいなにものなのだろう」という疑問を持つに至ったと語る。

だが「私とはいったいなにものなのだろうと」という問いは、恋愛とは結びつかない。理

由を尋ねる「僕」に、渡会医師は、次のように答える。 
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そう考えるようになったのは、ナチの強制収容所についての本を少し前に読んだせいもあると思います。

そこに戦争中にアウシュヴィッツに送られた内科医の話が出てきました。 

 

渡会医師は、「私とはいったいなにものか」と考えるようになったのは、アウシュヴィッ

ツに関する本を読んだことによると語る。さらに渡会医師は、「私はそこではっと思ったん

です。この医師の辿った恐ろしい運命は、場所と時代さえ違えば、そのまま私の運命であ

ったのかもしれないのだと」と語る。渡会医師は、自分がアウシュヴィッツの囚人になっ

たことを想像するのであり、それが自分の存在価値を疑う要因になっている。 

しかし「僕」は、渡会医師の死をアウシュヴィッツとの関わりから語ることはしない。

「僕」はもっぱら恋愛によるものと「推測」するのであり、渡会医師がアウシュヴィッツ

について想像したことは、断片的な挿話として語られているに過ぎない。 

 

ユベルマンは、アウシュヴィッツについて知るためには、断片的な写真から「想像」す

ることが必要であると語った。「僕」が渡会医師の死をアウシュヴィッツから語ることがで

きないのは、「僕」がアウシュヴィッツから遠く離れていることを意味している。だとすれ

ば「独立器官」は、アウシュヴィッツへの「世界」の無関心を想起させる物語として捉え

ることができるのではないだろうか。 

だがその一方で、「僕」の「推測」には、渡会医師の死とアウシュヴィッツとのかかわり

を示唆する跡が残されている。その点に着目すれば、「僕」には、失恋とは「違う場所」か

ら渡会医師の死について語る可能性が開かれていたと考えることができる。 

発表では、「独立器官」に焦点を当て、ホロコーストについて「想像」することと物語の

関係性について議論を深めていきたい。 

 

参考文献 

ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン（2016）『イメージ、それでもなお』、橋本一径訳、 

 平凡社 

村上春樹(2017)『騎士団長殺し 第一部 顕れるイデア編』、新潮社 

村上春樹(2017)『騎士団長殺し 第二部 遷ろうメタファー編』、新潮社 

村上春樹（2014）『女のいない男たち』、文藝春秋 

サムエル・ヴィレンベルク（2015）『トレブリンカの反乱』、近藤康子訳、みすず書房
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七、口頭発表32 

 
『騎士団長殺し』 

―「山上の家」における魂と魂の共振― 
法政大学大学院国際文化研究科兼任講師 浅利 文子 

 

１． はじめに 

本論では、村上春樹の 新長編『騎士団長殺し』1における主人公「私」と雨田具彦の魂

と魂の共振――深層意識のレベルにおける共感的交流――について、二つの点から考察を

試みたい。第一点は、「私」と雨田具彦、二人の魂の共振が複式夢幻能2を彷彿とさせる点、

第二点は、村上春樹が2009年2月イェルサレム賞受賞スピーチ"Always on the side of 

the egg"3で触れた、村上の父の戦争体験の記憶継承をめぐる問題である。   

作中で「私」は、意識の明瞭な状態の雨田具彦と一度も対面していない。しかし、雨田

具彦が長年画作に打ち込んだ家に住み、屋根裏という異空間で世に知られぬ傑作「騎士団

長殺し」を発見したことをきっかけに、雨田具彦の魂に触れる体験を重ねる。そして、息

子・政彦も知り得なかった画伯の生涯の秘密の核心に迫り、戦争時代の苦悩から生み出さ

れた芸術の精髄を受け継ぐ決心をするに至る。こうした物語の展開を可能にしたのは、「私」

と雨田具彦二人の魂が、複式夢幻能さながら意識下において共振し、共感的交流を果たし

た結果と言えよう。 

本論の第一点は、村上春樹の長編作品の物語構造に、第二点は、村上文学の原点に深く

関わる問題である。 新長編『騎士団長殺し』において、この二点が相互に深く関連し、

ほとんど切り離せないものとして表現されているところに、村上春樹がまず一人の人とし

て、そして芸術家として追求している生き方を読み取りたい。 

 

２． 「山上の家」という境界領域で出会う二人の魂 

妻と離別することになった主人公「私」が、東北・北海道各地を放浪した約５カ月間後、

ようやく身を落ち着けたのは、小田原市郊外の「山上の家」であった。「私」が妻のもとに

戻るまでの約９ヶ月を過ごすこの「山上の家」は、1950年代の半ばに高名な日本画家・雨

田具彦が周囲の山地を含む広い敷地とともに購入し、半世紀にわたって画作に打ち込んで

きた場所である。 

                         
1村上春樹（2017）『騎士団長殺し』新潮社 
2現実の人物をシテとし、現実的な時間経過に沿って展開する現在能に対し、シテが神や霊、草木の精などで、

過去を回想する形をとるものを夢幻能と言う。夢幻能は、前後二場に分かれるものが多く、それらは複式夢幻

能と呼ばれるが、シテが当初から霊的存在として登場するものは、単式夢幻能と呼んで区別する。本論では、

引用部分以外、夢幻能の典型という意味合いから、複式夢幻能という語を用いている。 
3村上春樹（2009）Jerusalem Prize acceptance speech "Always on the side of the egg"  
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作者は、第 1 部第 1 章の冒頭で、この家が「狭い谷間の入り口近くの山の上」にあり、

海から吹き上げる「南西の風」のせいで、「夏には」「ひっきりなしに雨が降」る「谷の奥

の方」と、「だいたい晴れてい」る「ちょうどその境界線あたりに建って」いるとし、「山

上の家」が気象変化の境界線上に位置することをまず紹介している。それは、山上他界を

連想させる「山上の家」が現実世界と異界の境界領域に位置することを示唆している。こ

の文のすぐ後に、「まわりの山には低く切れ切れに雲がかかった。風が吹くとそんな雲の切

れ端が、過去から迷い込んできた魂のように、失われた記憶を求めてふらふらと山肌を漂
ただよ

った」とあるのも、――「過去から迷い込んできた魂」がイデア4を、「失われた記憶」が名

画「騎士団長殺し」を暗示しているようで――雨田具彦が過去の記憶を封じ込めた畢生の

傑作「騎士団長殺し」を「私」が発見することを契機に新たな物語世界が始まる伏線とな

っている。 

妻を他の男に奪われ、居場所も失った「私」が、あてどない放浪の末、辿り着いたこの

「山上の家」は、トポス5――存在根拠としての場所――を失った人間が行き着く、言わば

＜どこにもない場所＞である。すべての意味が無化してしまうゼロ地点である。実際、『騎

士団長殺し』の主舞台「山上の家」の周辺に住んでいるのは、免色渉、秋川まりえ、秋川

笙子、秋川良
よ し

信
の ぶ

等、「私」同様に人生の途上でかけがえのない存在を失い、あるいはトポス

を失い、心のやり場を喪失した人々ばかりである。 

論者は従来、村上春樹の物語世界は、境界領域から立ち上がって来ると考えている6。境

界領域とは、自身や親しい者の死に直面したり、病気や事故や天災等に遭遇したりして、

従来身に着けてきた価値観や生き方を見失い、他との関係性において成り立っていた自己

が根底から覆される危機的状況に直面した時に経験される内的世界である。 

こうした境界領域に逢着した旅人が、一見偶然と見える必然によって、この世に思いを

                         
4第２部50章p.305で、伊豆高原にある高級養護施設の雨田具彦の部屋に現れたイデア・騎士団長は、「とに

かくあたしを求めたのは雨田具彦氏だ。そしてあたしは、諸君の役に立ちたいと思えばこそ、ここにいる」と

言い、その後で、「あたしは諸君にいささかの恩義がある。諸君ら（「私」と雨田具彦）があたしを地下の場

所から出してくれた。そうしてあたしは再びイデアとして、この世にはばかり出ることができた」（傍線部論

者）と言って、雨田具彦がメディアを求めた結果として、「私」がメディアを「地下の場所」から解放するこ

とになったと説明している。なお、「諸君ら」という言い回しはp.304にもあり、そこでは「私」と政彦を指

している。村上春樹は、川上未映子によるインタビュー集『みみずくは黄昏に飛びたつ』（2017新潮社）p.160

で、『騎士団長殺し』に登場するイデアについて、「呪
まじな

い師的な役割を持つ王様」「巫女的存在」に「近いも

のかもしれないと僕は思う」、「彼（騎士団長）は古代の無意識の世界からやって来たのではないかと僕は想

像します。意識以前の世界から。（括弧内論者）」と述べている。『騎士団長殺し』においてイデアとメタフ

ァーの二語が多様な意味を持つことについては、拙著（2018）「『騎士団長殺し』―イデアとメタファーをめ

ぐって―」『異文化』19論文編法政大学国際文化学部に詳述した。 
5 政治学者・中島岳志は、トポスとは「人間が人間でいられる領域」、「実存と深いレベルで結合」した「存

在論的な基盤」としての地域や空間を意味すると発言している。（中島岳志 島薗進（2016）『愛国と信仰の

構造―全体主義はよみがえるのか』集英社ｐ.164） 
6 拙著（2013）『村上春樹物語の力』翰林書房第一章６「境界領域から立ち上がる物語」に詳述。 
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遺して死んだ者の霊魂に出会い、その悲哀や怨念や苦悩に接し、慰撫と鎮魂を果たすドラ

マ形式として数百年にわたる伝統を保ってきたのが、世阿弥の創始した複式夢幻能である。

村上春樹自身、意識しているかどうか明らかではないが、村上作品――特に主人公が異界

往還を果たす内的ドラマを描く長編小説――には、死者の魂との交流や鎮魂を描く複式夢

幻能の世界を彷彿とさせる要素が数多く見受けられる。たとえば、『羊をめぐる冒険』7に

おける「僕」と「鼠」の死霊との対話や、『海辺のカフカ』8におけるカフカ少年と佐伯の死

霊との交流などの場面は、その典型である9。 

『羊をめぐる冒険』について、内田樹はその劇的構成において、森正人は鎮魂という主

題において、複式夢幻能に通じる要素を持つことを指摘している。内田樹は、「村上春樹は

その小説の 初から 後まで、死者が欠性的な仕方で生者の生き方を支配することについ

て、ただそれだけを書き続けてきた」ことが「彼の文学の世界性を担保している」と断じ、

『羊をめぐる冒険』は、「正しい葬礼を受けていない死者が服喪者の任に当たるべき生者の

もとを繰り返し訪れるという話型」であり、「複式夢幻能と同一の劇的構成」を持つ「『冬

ソナ』と酷似した説話構成を持つ」と認めている10。森正人は、『羊をめぐる冒険』は、「複

式夢幻能もその一種であるところの浦島型異境訪問譚として分析する視点が有効」である

として、能『井筒』の展開と照らし合わせ、「妄執にとらわれている死者の霊魂を慰め、救

済を図るのが夢幻能であるとすれば」「『羊をめぐる冒険』の主題が」複式夢幻能と同じく

「鎮魂にあることは明瞭すぎるほど明瞭である」11としている。 

ワキ方の能楽師・安田登は、「能の物語は、旅人であるワキが幽霊であるシテと出会う物

語だ」とし12、『能―650 年続いた仕掛けとは』13では、「現代の小説家では、ご本人が意識

されているかどうかは分かりませんが、梨木香歩さんや村上春樹さんの作品にも能を感じ

ます。お二人の小説には、日常生活のすぐ近くにある異界への扉から出てくる人物が、ワ

キとしての主人公と交流する物語が多く、それは世阿弥が完成させた夢幻能の物語構造に

とても近いものです」14と述べている。 

世阿弥が完成した複式夢幻能においては、この世に思いを遺して死んだ者［シテ］が往

                         
7『群像』1982年8月号掲載、村上春樹（1982）『羊をめぐる冒険』講談社 
8 村上春樹（2002）『海辺のカフカ』新潮社 
9 拙著（2016）「『海辺のカフカ』責任と救済―複式夢幻能の影響」『異文化』17法政大学国際文化学部に詳

述。 
10内田樹（2010）「『冬のソナタ』と『羊をめぐる冒険』の説話論的構造」『もういちど村上春樹にご用心』

アルテスパブリッシングpp.101～110 
11森正人（2015）『2015年度第４回村上春樹国際シンポジウム国際会議予稿集』淡江大学村上春樹研究センタ

ー 
12安田登（2006）『ワキから見る能世界』生活人新書ＮＨＫ出版p.46安田登（2011）『異界を旅する能―ワキ

という存在』ちくま文庫p.55 
13安田登（2017）『能―650年続いた仕掛けとは』新潮選書 
14上掲書p.61 
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生し切れず、その魂が境界領域と見なされる古来の歌枕や名所旧跡等に留まっており、た

まさか通りかかった旅人［ワキ］の前に、女性や老人など仮の姿をとって現れ［前
ま え

ジテ］、

その地にまつわる伝説や自らの身の上をあたかも他人事のように語る。ここまでが前場
ま え ば

で、

前
ま え

ジテは退場し中入りとなる。後場
の ち ば

で装束を替えて改めて登場するのが、本来の死者の霊

など[後
の ち

ジテ]で、もともと何のゆかりもない旅人［ワキ］に、死にきれない悲痛な思いや

恨みを訴えて舞う。これを聞いた（多くの場合）諸国一見の旅僧［ワキ］は、死者の霊魂

が無事往生することを祈念し鎮魂の業を果たす、というのが複式夢幻能の典型的展開であ

る。霊的な存在が現れたのがワキの夢の中だったという設定から、夢幻能という名称が付

けられたとも言われている。 

世阿弥の複式夢幻能の代表作とされる『井筒』が『伊勢物語』から題材を得ているよう

に、『葵上』や『夕顔』は『源氏物語』に、『清経』『敦盛』『鵺』『頼政』等は『平家物語』

に基づいている。これらの曲目が今日も度々上演され、多くの鑑賞者を得ていることは、

『伊勢物語』『源氏物語』『平家物語』などの古典が、すでにこの世を去った人々の悲痛な

運命を描く物語として、現代人にも広く享受されている証と言える。また、複式夢幻能が

過去の人々の癒し難い記憶を魂から魂へ引き継ぎ、集合的記憶として共有し、後世に継承

する物語の形式として優れた普遍性を示している点にも刮目を禁じ得ない。 

さて、『騎士団長殺し』を複式夢幻能に擬えると、数カ月の放浪の末「山上の家」という

境界領域に逢着した旅人「私」がワキ、この地に言い知れぬ思いを遺しつつ今まさに逝こ

うとしている雨田具彦をシテと見ることができよう15。複式夢幻能のシテとワキは、偶然の

出会いにより心の深層レベルで親密な交流を体験することになるのだが、『騎士団長殺し』

で「私」の魂と雨田具彦の魂が共振することが可能になったのは、両人とも、自己を支え

る価値観が無に帰すほどの深刻な挫折を経験し、トポスを失って境界領域に逢着し、画家

として生きる道を再構築しようと苦闘する経験が共通していたからだろう。 

特に注目されるのは、二人の苦悩が芸術家としての苦悩ではなく、一人の人間としての

生き方から生じている点である。「私」の苦悩は、妻に恋人ができ、突然別れ話を持ち出さ

れたこと、雨田具彦の苦悩は、ドイツによるオーストリア併合（アンシュルス）の約半年

後（1938年の秋の初め頃）に起きたナチ高官殺害未遂事件に連座しながら、彼一人だけが

日本に強制送還されるという形で助命されたこと、さらに1939年に帰国した後、南京に出

征していた弟・継彦の自殺を知ったという戦争時代の経験から発している。 

それでは、二人はどのようにして、その苦難を生き抜こうとしただろうか。雨田具彦は、

帰国後洋画の技法を捨て、戦後は日本画家として画壇に再デビューを果たした。そして、

「口ではもはや語ることのできないものごと」となった戦争体験のトラウマを「ある時点

                         
15雨田具彦は『海辺のカフカ』の佐伯同様、長年世間に出ず「山上の家」という境界領域で隠棲同然の生活を

続けてきた上、すでに死を目前に意識も朦朧として、この世をあの世から見る視点を獲得しようとしている。

また、雨田具彦の魂の核心を表現した絵画「騎士団長殺し」を前ジテと見なし、「生き霊」となって「山上の

家」に現れた雨田具彦や伊豆高原の高級養護施設で対面する雨田具彦を後ジテと見ても良いかもしれない。 
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で」「寓意として絵の形に」した。それが世に知られぬ傑作「騎士団長殺し」である。一方、

偶然「騎士団長殺し」を発見した「私」は、免色やイデア・騎士団長に助けられながら、

地下世界を往還する体験を経て、「騎士団長殺し」に込められた寓意を自らに通ずる物語と

して体得する。すなわち、今まで意識することのなかった内心――12歳で死んだ妹・小径

の面影を求めるあまり、妻・柚のことを少しも理解していなかったこと、どこまでもつき

まとう「白いスバル・フォレスターの男」とは、「私」の内なるシステムの象徴であったこ

と、生活のために描きたい絵を描くのを諦め肖像画家の仕事をしているつもりで、実は、

画家として生きる意欲を失いつつあったこと――を悟り、妻ともう一度正面から向き合お

うと決心し、システムに抗う一画家として雨田具彦の遺志を継ごうと決意するに至る。「私」

は、雨田具彦の「生きた魂から純粋に抽出された」寓意から、戦争時代に負ったトラウマ

の実相を「生きた」物語として受けとめ、それを自らの人生の日々の中に活かしてゆこう

と決意したのである。 

「私」は、第2部59章で、秋川まりえに次のように語っている。「騎士団長殺し」とは、

「邪悪なる父を殺す」という（雨田具彦が）「実際には成し遂げることができなかったこと」

を「絵の中でかたちを変えて」「偽装的に実現させた」作品である。また、「自分（雨田具

彦）自身のために、そしてまたもうこの世界にはいない人々のために」「流されてきた多く

の血を浄
き よ

めるため」「鎮魂のための絵」として描かれた作品でもある。この絵が「山上の家」

の屋根裏に隠されていたのは、「世間のつまらない批評や賞賛」や「経済的報酬は彼（雨田

具彦）にとってはまったく意味を持たない」ばかりでなく、「むしろあってはならないもの

だった」からだ。（括弧内論者） 

こうした言葉から、「騎士団長殺し」が公にされないまま、「人が心を隠してしまうため

の場所」である屋根裏に隠されていたからこそ、作者自身の「魂を鎮め、落ち着かせ、傷

を癒す」ことができたのだと分かる。雨田具彦は戦後も表舞台には姿を現さず、「山上の家」

という境界領域に「ほとんど世捨て人みたいに」引きこもって画作を続け、「ある時点で」

危機に瀕した自己を持ち直すために「騎士団長殺し」を制作した。（あるいは、「騎士団長

殺し」を制作することで、危機に瀕していた自己を徐々に持ち直そうとした）そして、こ

の絵を身近に秘蔵することによって、かつて彼と共に生き「もうこの世界にはいない人々」

――ウィーンに残して来た恋人や反ナチ地下抵抗組織<カンデラ>の同志たち、復員後に自

殺して果てた弟・継彦など、戦争時代にシステムの犠牲となり非業の死を遂げた無数の人々

――に、彼らの「流されてきた多くの血を浄
き よ

めるための」「鎮魂」の祈りを捧げ続けていた

のである。 

「山上の家」という境界領域で、人生の挫折のただ中にあった「私」が一幅の絵画「騎

士団長殺し」を介して雨田具彦と偶然の出会いを果たした結果、二人の魂は徐々に慰撫さ

れ、救済に導かれて行った。それは、「騎士団長殺し」に込められた寓意によって、物語の

力が惹起された結果であった16。雨田具彦は、「騎士団長殺し」に言葉にできない、言葉に

                         
16「『騎士団長殺し』に込められた寓意によって、物語の力が惹起された」という点については、拙著（2018）

『騎士団長殺し』―物語世界の新たな魅惑―『村上春樹研究叢書』第５輯2018年6月に詳述した。 
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ならない寓意を込めたことによって、「私」は、その寓意から起動された物語世界を体験し

たことによって、救済に導かれて行ったのである。 

 

３． 「想像力の中に閉じ込められた記憶」を受け継ぐ 

 雨田具彦が戦後も表舞台に出ず、半世紀にわたって「山上の家」で制作し続けたのは、

屋根裏に「騎士団長殺し」を隠してあるこの家が、自らのトラウマを癒し、死者に祈りを

捧げるのに 良の場所となったからだろう。雨田具彦のこうした身の処し方から想起され

るのは、村上春樹が2009年2月に、イェルサレム賞受賞スピーチ"Always on the side of 

the egg"の一節で触れた、自身の父をめぐる記憶である。 

村上がこのスピーチで、自分は一作家として、システム（堅固な壁）の前では全く無力

な個（脆弱な卵）の側に立つと明言したことは、すでに広く知られている。「壁と卵」と呼

ばれるこのスピーチで、村上は「小説家の仕事とは、一人ひとりの魂がみな、かけがえの

ないものであることを明らかにし続けることだと信じています」17と述べ、それに続けて、

亡父について次のように語った。 

 

私の父は昨年九十歳で亡くなりました。父は元教師ですでに引退していましたが、

ときに僧侶の仕事をしていました。父は京都の大学院にいたとき召集されて中国戦線

に送られました。戦後生まれの私は、父が毎朝食事の前に自宅の小さな仏壇の前で長

く深甚な祈りを捧げるのをいつも目にしていました。それで私はあるとき、父になぜ

お祈りをするのかと尋ねました。父は戦場で亡くなった人々のために祈っているのだ

と答えました。 

父は、敵も味方もなく、亡くなったすべての人のために祈っているのだと教えてく

れました。仏壇の前に正座して祈っている父の背中をじっと見つめていると、死の影

が父の回りにつきまとっているような気がしました。 

戦争の記憶とともに父は亡くなりました。ですから、私には父の記憶を知ることは

できません。けれども、父の身の回りに潜んでいた死の影は私の記憶の中に残ってい

ます。それは、私が父から受け継いだ数少ないもののうちの一つであり、もっとも大

切なもののうちの一つなのです。18（論者試訳） 

                         
17I fully believe it is the novelist's job to keep trying to clarify the uniqueness of each 

individual soul by writing stories（Haruki Murakami's Jerusalem Prize acceptance speech "Always on 

the side of the egg" Mainichi Japan March 3,2009） 
18My father passed away last year at the age of ninety. He was a retired teacher and a part-time 

Buddhist priest. When he was in graduate school in Kyoto, he was drafted into the army and sent to 

fight in China. As a child born after the war, I used to see him every morning before breakfast 

offering up a long, deep-felt prayer at the small Buddhist altar in our house. One time I asked 

him why he did this. He told me he was praying for the people who died on the battlefield. He was 

praying for all the people, he said, who died, both ally and enemy alike. Staring at his back as 
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 村上が自分から進んで家族について公の場で語るのは、非常に珍しいことである。しか

しここで、村上が亡父の思い出に触れねばならなかったのは、毎朝仏壇19の前で祈る父の姿

を見ていた村上は、父の過酷な戦争体験とトラウマの深刻さを身近なものとして感受し、

少年時代から、父の苦悩に暗黙のうちに共鳴していたからなのだろう。現在も村上は、父

の背後に浮遊していた死者の霊を慰め、父の魂を鎮めようと祈念しつつ日々小説を書き継

いでいるのではないだろうか。そうだとすれば、父が毎朝自宅の小さな仏壇の前で長く深

甚な祈りを捧げていた情景とは、作家・村上春樹を生んだ原風景と言えよう。 

1996年に村上春樹にインタビューしたイアン・ブルマによれば、村上春樹の父・村上千

秋氏は、生前、中国における戦争体験について、一人息子の春樹にほとんど話をしなかっ

たという20。しかし作家となった現在も、村上はむしろ、父と互いの「心の傷」21によって

こそつながっているのではないだろうか。村上は、このインタビューで、自分の血の中に

父の経験が入り込んでいると考え、「そういう遺伝があり得ると僕は信じている」と述べて

いる。そして、父の戦争体験について事実を知るよりも、「想像力の中に閉じ込められた記

憶がどんな結果を生み出すのか、それだけにしか興味がない」と述べた村上は、現在、作

家として、父から遺伝として受け継いだ「想像力の中に閉じ込められた記憶」をもとに幾

多の小説を書き継いでいる。 

こう考えると、家族にすら語れないトラウマを抱えたまま、帰国後の60年余りを第一線

の日本画家として生き抜いた雨田具彦の孤高の姿を描いた『騎士団長殺し』は、村上が亡

父に捧げるオマージュであることが判明する。戦後（1949年）生まれの村上春樹の文学の

根底に、絶えず死のイメージや癒し難い喪失感がつきまとい、失われた生の本源を求めて

過去に向かって遡及する物語が繰り返される、その原点には、一兵士として戦争を経験し、

戦後を生き抜いた村上春樹の父が生涯背負い通した、言い知れぬ苦悩が存在していたので

ある。 

 

                         
he knelt at the altar, I seemed to feel the shadow of death hovering around him./My father died, 

and with him he took his memories, memories I can never know. But the presence of death that lurked 

about him remains in my own memory. It is one of the few things I carry on from him, and ... one 

of the most important.（Haruki Murakami's Jerusalem Prize acceptance speech "Always on the side of 

the egg" Mainichi Japan March 3,2009） 
19比較宗教学者・町田宗鳳は、宗教学ではお墓や仏壇も「あの世とこの世のつなぎ目としてのヒエロファニー

です」と述べている（町田宗鳳(2016)『死者は生きている―「見えざるもの」と私たちの幸福』筑摩書房p.159）

ことから、仏壇も境界領域を意味していることが分かる。 
20「村上春樹 日本人になるということ」イアン・ブルマ石井信平訳(1998)『イアン・ブルマの日本探訪』ティ

ビーエス・ブリタニカP.92 
21「父親に中国のことをもっと聞かないのか、と私は尋ねた。「聞きたくなかった」と彼は言った。「父にと

っても心の傷であるに違いない。だから僕にとっても心の傷なのだ」（「村上春樹 日本人になるということ」

前掲書P.93） 
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七、口頭発表33 

 

村上春樹『騎士団長殺し』における地震と人間との間 

淡江大学日本語文学科 葉 夌 

 

一、はじめに 

地震に関連する村上春樹の作品と言えば、阪神淡路大震災をモチーフとする『神の子ど

もたちはみな踊る』（2000年・新潮社）が挙げられる。「故郷について書くのはとてもむ

ずかしい。傷を負った故郷について書くのは、もっとむずかしい」22と述べられているよう

に、阪神淡路大震災の二ヶ月後に起きた、村上春樹に多大な影響を与えたと言われる地下

鉄サリン事件を記録する『アンダーグラウンド』（1997年・講談社）と『約束された場所

で』（1998年・文藝春秋）という二冊のノンフィクションに対して、阪神淡路大震災への

思いは『神の子どもたちはみな踊る』という短編小説集に集約されている。 

両事件の共通点として、村上春樹は「そのような執拗なまでの『地下性』は、僕にはた

だの偶然の一致とは思えなかった」23と説明し、自然の災害であれ、人為的な事件であれ、

目に見えない「地下」に潜む力がもたらす被害にどう対処するか、『神の子どもたちはみ

な踊る』を通して、彼自身を含め、問いかけをし続けている。こうして、1995年1月に村

上春樹の故郷・神戸に壊滅的な打撃を与えた阪神淡路大震災は、村上春樹に自分と故郷と

の繋がりを省みる契機になる一方、1995年3月に東京で起きた地下鉄サリン事件と連結さ

れ上梓された『神の子どもたちはみな踊る』という作品を通して、「地下」に潜む力に対

する思考を喚起する力を持っていると考えられる。 

一方、 新作である『騎士団長殺し』（2017年・新潮社）において、東日本大震災を連

想される場面が見られる。日本の代表作家の一人として、東日本大震災及び原発について

のコメントを求められてきた村上春樹は、東日本大震災発生6年、後日談という形でよう

やくそれを作品に盛り込むようになった。 

また、『騎士団長殺し』の創作経緯についてのインタビュー集『みみずくは黄昏に飛び

たつ』で、村上春樹は以下のように述べている。 

 

バブルの崩壊があって、それから神戸の地震があって、3・11 があって、原発の問

題があった。それらの試練を通して、僕は、日本がもっと洗練された国家になって行

くんだろうと思っていたわけ。でも今は明らかにそれとは正反対の方向に行ってしま

っている。24 

 

                         
22 村上春樹（2000）『辺境・近境』新潮文庫 P.269 
23 村上春樹（2003）『村上春樹全作品1990〜2000③』講談社 P.270 
24 川上未映子訊く／村上春樹語る（2017）『みみずくは黄昏に飛びたつ』新潮社 P.62 



 

322 

 

村上春樹は、バブルの崩壊、神戸の地震、3・11、原発の問題を日本が受けた試練と看做

している。そして、そういった試練を受けて洗練された国になるはずの日本は、予想と正

反対の方向に向かいつつあると言われている。このように、村上春樹は東日本大震災を阪

神淡路大震災と同じように日本を新たなステップに導ける試練と位置付けることが分か

る。 

自然の力がもたらす人間社会の破壊に対する対応について、1995年の阪神淡路大震災を

経験した日本は、2011年の東日本大震災で再び要求されている。上記の引用文から分かる

ように、村上春樹から見ると、日本の対応はまだ十分なものとは言えない。こうして、再

び地震の話が持ち込まれた『騎士団長殺し』において、東日本大震災はどういう存在であ

ろうか。そして、同じく地震を語る『神の子どもたちはみな踊る』との関連性は認められ

るのか。本稿では、地震と人間との間をテーマにして、『騎士団長殺し』で表れる、地震

の後における人間の生き方を究めよう。 

 

二、地震に対する言及 

作品の冒頭に「その年の五月から翌年の初めにかけて、私は狭い谷間の入り口近くの山

の上に住んでいた」（第1部 P.13）とあるように、『騎士団長殺し』は語り手の「私」

が過去の出来事を回想するという形式の物語である。しかし、物語の主軸である「その年

の五月から翌年の初めにかけて」の出来事に対する語りが一段落ついたら、話は唐突に下

記のような後日談に変わる。 

 

私が妻のもとに戻り、再び生活を共にするようになってから数年後、三月十一日に

東日本一帯に大きな地震が起こった。私はテレビの前に座り、岩手県から宮城県にか

けての海外沿いの町が次々に壊滅して行く様子を目にしていた。（第2部 P.529） 

 

「東日本大震災」という固有名詞が使われなくれても、「三月十一日」、「岩手県から

宮城県にかけて」などのキーワードから、これは東日本大震災の様子を語る箇所だと分か

る。そして、「私」が東日本大震災に関心を払う理由について、「そこは私がかつて古い

プジョー205に乗って、あてもなく旅をしてまわった地域だった」（第2部 P.529）と書

かれている。「その年」の五月に山の上に住むようになる前、「一ヶ月半以上」（第1部 

P.51）東北・北海道の旅を続く。その旅について「私」は次のように説明する。 

 

それらの地域を旅してまわっていたとき、私は決して幸福ではなかった。どこまで

も孤独で、切ない割り切れない思いを身のうちに抱えていた。（中略）そしてそれ

はそのとき私が考えていたよりは、ずっと大事な意味を持つことだったのかもしれ

ない。（第2部 P.530） 



 

323 

 

「その年」の「三月半ばの日曜日の午後」（第1部 P.28）、急に妻に別れの話を持ち

出される「私」は一ヶ月半ぐらい孤独の旅を始める。「私」が言う「大事な意味」は、作

品の 終章で言及される、東北の旅に出会う「白いスバル・フォレスターの男」、「不思

議な一夜を共にした痩せた女」以外、「東北の町から町へと一人で移動しているあいだに、

夢をつたって、眠っているユズと交わったのだ。私は彼女の夢の中に忍び込み、その結果

彼女は受胎し、九ヶ月と少し後に出産したのだ」（第2部 P.539）という出来事だと考え

られる。 

不思議な受胎で生まれたのは「私」の娘・「むろ」である。「私は保育園に子供を迎え

に行った」（第2部 P.531）と語られるように、保育園に通うむろの年齢は明記されてい

ない。それだけではなくて、物語の主題である「その年」は年代も明白に記されていない。

「その年」に起こる出来事について、「翌日は月曜日だった。目が覚めたとき、ディジタ

ル時計は6:35を表示していた」（第1部 P.356）とあるように、曜日、時刻まで語るこ

とに対して、「その年」の年代だけは語られていない。それは如何なる不自然な語り方だ

と察せられよう。唯一年代が判明できるのは、2011年に起きた東日本大震災なのである。

そして、「その年」が特定できる手がかりは、秋川まりえという登場人物に対する言及で

ある。作品の 終章で、以下のようにまりえの年齢は触れられる。 

 

東北の地震の二ヶ月後に、私がかつて住んでいた小田原の家が火事で焼け落ちた。

（中略）彼女はそのときもう高校の二年生かそれくらいになっていた。（第 2 部 

P.533-536） 

 

東北の地震の二ヶ月後、つまり「2011年5月」に高校二年生になるまりえは、「その年」

に「秋川まりえは小柄で無口な十三歳の少女だった。（中略）中学生である彼女は 年長

だった」（第1部 P.413）と語られている。こうして、彼女が「13歳・中学一年生」の一

年間は、2007年4月〜2008年3月の間だと推定されよう。そして、「私」がまりえに会う

のは、「その年の五月」に小田原の家に住むようになってからのことである。したがって、

「その年」は「2007年」だと考えられる。 

以上のように、作品の 後で東日本大震災に対する言及は、作中に散見する東北の旅に

呼応するほか、物語の年代を特定する働きも看做される。「私」の語りの特徴の一つとし

て、時間に対して細かくまで記録するところである。それにもかかわらず、「その年」と

語るのは、意図的に物語の発生年代を曖昧にするのではなかろうか。こうして、東日本大

震災に対する言及は、作品の 終章で「私」が一ヶ月半の東北・北海道の旅を前景にする

一方、物語の主軸である「その年」の年代を「2007年」と判断する基準になっている。 
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三、地震の光景 

前節で考察した通り、東日本大震災は物語の年代や登場人物の年齢を推定する手がかり

だと分かる。本節では、むろの年齢に対する推考をしたうえ、『騎士団長殺し』における

地震の光景を分析してみる。 

「私」の妻・ユズの妊娠について、「彼女は妊娠七ヶ月くらいになっている。今から七

ヶ月前というと、だいたい四月の後半になる。（中略）四月後半といえば、北海道から青

森に渡った頃だ」（第2部 P.187）とあるように、むろは受胎が「2007年4月後半」で、

生まれたのが「九ヶ月と少し後」の「2008年2月」だと推定されよう。こうして、東日本

大震災発生の2011年3月に保育園に通うむろは、3歳前後だと思われる。 

東日本大震災が起きた後、「何をすることもできず、言葉を失ったまま、私はテレビの

画面を何日もただ眺めていた」（第2部 P.529）と語る「私」が見る地震は下記のような

光景である。 

 

幹線道路はずたずたに寸断されていたし、町や村は孤立していた。電気もガスも水

道も、ライフラインは根こそぎ破壊、失われてしまっていた。そして南側の福島県で

は（私が死んだプジョーを残してきたあたりだ・原文のまま）、海岸沿いのいくつか

の原子力発電所がメルトダウン状態に陥っていた。（第2部 P.530） 

 

東北の旅に「大事な意味」を持つ「私」が地震の光景を見て感じる衝撃は言うまでもな

い。ライフラインが破壊され人間の住める地域となくなったというよくある地震後の様子

だけではなくて、津波による原子力発電所まで壊滅的な打撃を受けた光景も映される。こ

ういった光景はむろの目にすると、「私」の反応は下記のようなものである。 

 

むろは家に帰ると、私と一緒にテレビのニュースを見た。私は津波の押し寄せてく

る光景を彼女にできるだけ見せないようにした。幼い子供にはあまりに刺激が強すぎ

るからだ。津波の映像が映ると、私はすぐに手を伸ばして娘の両目を塞いだ。（中略）

「きみは見ない方がいい。まだ早すぎる」（と私がむろに言う・筆者注）（第2部 P.532） 

 

3 歳のむろに津波が押し寄せてくる光景を見せないため、「私」は手で彼女の両目を塞

ぐまでする。それは現実問題を直視しないという現実逃避という行為だと解釈しても差し

支えないが、それは「私」がはっきりした原因を持つ結果である。その原因として「私」

は次のように語る。 

 

彼女には津波や地震というような出来事も理解できなかったし、死というものの持

つ意味も理解できなかった。でもとにかく私は彼女の目を手でしっかりと塞いで、津



 

325 

 

波の映像を見せないようにした。何かを理解することと、何かを見ることとは、また

べつのことなのだ。（第2部 P.532） 

 

以上は、津波や地震は3歳のむろに理解不能な出来事であり、地震を理解するに津波の

光景を映すニュースを見るとは別問題だと「私」が語る箇所である。まして、地震の被害

による死はニュースを見るだけで正確に理解できるものではない。こうして、ニュースに

映る地震の光景はただ地震がもたらした物理的な破壊にすぎて、地震の本質を理解するこ

とに役に立たないものだと考えられる。 

そして、『騎士団長殺し』において、もう一箇所地震は言及される場面がある。それは

免色の肖像画に関するところである。 

 

深い海底で生じる地震のようなものです。目には見えない世界で、日の光の届かな

い世界で、つまり内なる無意識の領域で大きな変動が起こります。それが地上に伝わ

って連鎖反応を起こし、結果的に我々の目に見える形をとります。（第1部 P.300） 

 

上記の引用は、「私」に描いてもらう肖像画に自分の本質が見えると感じる免色の台詞

である。ここの「地震」は東日本大震災と関係なく、単に比喩として使われる言葉である。

津波にならないと、深海で生じる地震に潜む力は目に見えないものである。それは、肖像

画で表現されないと、無意識の領域に存在する自分の本質は目に見えないものと喩えるも

のである。この比喩を東日本大震災と連結し敷衍して言えば、津波による破壊がないと、

原子力発電所の緊急時の不充分は気づかれないものだと言えよう。換言すれば、津波は日

本における原子力使用の不備を露呈させるものである。 

3 歳のむろに地震のニュースを見せないのは、地震の本質に対する認識を妨げるためで

ある。原子力に対する認識もそれと同じようなもので、津波で破壊された原子力発電所が

メルトダウン状態になったのを見たら、原子力の使用をマイナス的に思うしかないのであ

る。さらに、居住不能な状態になるのは原子力のせいだと、負の連鎖につながるものであ

る。しかしながら、原子力発電というのはただ自然に存在する元素を利用する行為であり、

必ずしも「負」の営みとは限らない。 

以上のような、実際に存在する東日本大震災と免色が使う比喩としての地震という二種

類の地震に対する言及の相互関係を考慮しながら分析すると、『騎士団長殺し』における

地震は日本のシステムの不備を露わにするものだと考えられる。そして、「私」がむろに

ニュースに映る津波の光景を見せないのは、次世代に原子力の利用に対する真の理解を求

めるためだと解釈されよう。原子力の利用において、システムの不備を改善するのは勿論、

負の連鎖を断ち切って物事の本質を伝えるのも次世代への責任の一部である。 
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四、地震の後 

本節では、阪神淡路大震災をモチーフにした『神の子どもたちはみな踊る』に収録され

ている「蜂蜜パイ」と『騎士団長殺し』における「地震の後」を分析する。 

「蜂蜜パイ」においては、主人公の淳平は「なるべくニュースは見ないことだね（中略）

テレビそのものもしばらくはつけない方がいい。今はどこのチャンネルでも地震の映像が

出てくるから」（P.167）と言って、「4歳の女の子」（P.166）である沙羅に地震の映像を

見せないほうがいいと沙羅の母・小夜子にアドバイスをする場面がある。その理由は、沙

羅が「地震男」の暴力的な夢を見るのが「神戸の地震のニュースを見すぎたせい」（P.166）

だと淳平が思うからである。 

「蜂蜜パイ」における「神戸の地震のニュース」は「崩壊した市街地と立ちのぼる黒煙

が映し出されていた。まるで爆撃のあとのようだ」（P.189）と語られている。そういった

光景が4歳の沙羅に理解不能なものだとしても、彼女の心に受けた衝撃は無意識に溜まる。

結果として、無意識の領域に保存される衝撃は「地震男」という夢で表現される。こうし

て、地震がもたらした神戸の壊滅的な光景を見る沙羅は地震の意味を理解できず、ただそ

の暴力性を心に飲み込むと考えられる。次世代に暴力的な「負の連鎖」を断ち切るため、

淳平は沙羅に地震の光景を見せないことを勧めるのではないか。淳平が感じる次世代への

責任は『騎士団長殺し』と一致すると言えよう。 

そして、「蜂蜜パイ」に「沙羅は高槻を『パパ』と呼び、淳平を『ジュンちゃん』と呼

んだ。四人は奇妙な擬似家族を作り上げた」（P.184-185）という箇所があるように、沙羅

の「名付け親」（P.182）ある淳平は沙羅の「擬似家族」の一員である。さらに、沙羅の両

親が離婚したあと、淳平は彼の大学時代以来の親友である沙羅の実父・高槻の代わりに沙

羅親子の面倒を見る。そして、また地震男の夢を見たという沙羅の話を聞いた後、「すぐ

に結婚を申し込もう。淳平はそう心を決めた。もう迷いはない。これ以上一刻も無駄には

できない」（P.200）とあるように、「擬似家族」を離脱し本当の家族を作る淳平の決心が

分かる。これは「次世代への責任」を感じる淳平の成長だと考えられる。 

一方、「四十歳になるまでに、なんとか画家として自分固有の作品世界を確保しなくて

はならない」（第1部 P.76）と語る「私」は、東日本大震災のあと自分の絵画について

下記のように説明する。 

 

地震のニュースを見るかたわら、私は日々生活のために「営業用」の肖像画を書き

続けた。何を考えることもなく、キャンバスに向かって半ば自動的に手を動かし続け

た。それが私の求めていた生活だった。（中略）それもまた私の必要としているもの

だった。私には養うべき家族がいるのだ。（第2部 P.533） 
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40歳になるまでに自分の絵画のスタイルを確立しようとする「私」は、結果として肖像

画を描いて生計を立てるままである。「私はそのとき36歳になっていた」（第1部 P.27）

と語られるように、2007年に36歳だった「私」は、2011年の時点で40歳だと思われる。

一見して、物語の 後になっても「私」は何の成長もなく、物語の 初と何にも変わって

いない。しかし、「私」のむろへの対応から分かるように、「私」は次世代への責任を背

負う存在と成長している。そして、「私」はむろとの親子関係について下記のように語る

一節がある。 

 

むろが誰の子供なのか、私にはまだわからない。正式にDNAを調べればわかること

なのだろうが、私はそのような検査の結果を知りたいとは思わなかった。（中略）む

ろは法的には正式に私の子供だったし、私はその小さな娘をとても深く愛していた。

（第2部 P.539） 

 

戸籍上むろの父親は「私」とされているが、むろ受胎の2007年四月に「私」は東北の旅

をするところである。ユズの夢に忍び込んで受胎させると解釈する「私」は、「彼女の生

物学的な父親がたとえ誰であっても、誰でなくても、私にはどうでもいいことだった」（第

2部 P.539）と語るように、自分がむろの「生物学的」な父親であることが低いと認識す

る。 

以上のように、両作に共通するのは、血縁の繋がりによる家族関係より、河合隼雄が「そ

れは西洋における『名付け親』という習慣にも認められる。そのような精神的な親子関係

は、生物学的なものにまさる深いつながりを示すことがある」25と示唆しているように、親

子関係における「精神的」な側面のほうが重要視されている。要するに、生物学的な父親

でなくても、「私」、淳平は父親の「代理」を超えて「精神的な父親」として存在するわ

けである。 

家族構成は「生物学的」な血縁の繋がりよりも、「精神的」な部分が重要だと地震に関

わる両作品に繰り返し提示される。これは震災後、肉親を失われて、自分だけ残されると

思う人々へのメッセージとでも読み取れる。『神の子どもたちはみな踊る』に収録された

六つの短編において、新しい出会い、新しい付き合い、新しい家族に対する描写が散見さ

れる。それは決して過去を捨てるのではなくて、過去の全てを受け入れながら、新しい一

歩を踏み出すことを指すと考えられる26。さらに言えば、新しい世代へ繋がる発端だとも言

えよう。『神の子どもたちはみな踊る』、『騎士団長殺し』における地震をめぐる場面を

                         
25 河合俊雄（2017）「『騎士団長殺し』における絵画の鎮魂とリアリティ」『新潮』2017 年 7 月号、新潮社 

P.262 
26 葉夌（2014）「村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』論ー「暴力性」と「地下性」についてー」『熊本大

学社会文化研究』第12号、熊本大学 P.238では、『神の子どもたちはみな踊る』における地震の「暴力性」

は新生の始まりを促す一面を持ち合わせっていると論じられている。 
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整理してみると、成長した主人公は家族・次世代への責任を体現している。それは恰も地

震から生き延びる人々が果たすべき責任でもあるのではないか。 

 

五、おわりに 

本稿では、『騎士団長殺し』で語られる東日本大震災に注目して、地震と人間との相互

関係を分析した。まず、東日本大震災を手がかりとして、『騎士団長殺し』の登場人物で

ある「私」やむろの年齢が推定された。2011 年に 40 歳になった「私」は「自分固有の作

品世界」を確保しなくても、3 歳のむろに「次世代への責任」を果たせる存在になってい

る。そして、免色が使う地震の比喩と連結して、『騎士団長殺し』における原子力の使用

への態度が分かる。「次世代への責任」の一部として、原子力の本質的に対する理解が必

要とされている。地震、津波に破壊された地域の悲惨さだけ見るのが地震、津波への理解

に役に立たないと同じように、原子力の使用を本質的に考えないと村上春樹が言う「洗練」

は到底達成されないものであろう。 

そして、地震をモチーフにした『神の子どもたちはみな踊る』と比較し分析すると、村

上春樹の作品に描かれる「地震の後」は明白にされている。「負の連鎖」を断ち切るのは

生き残される人々が背負わなければならない責任だと考えられる。地震がもたらした負の

要素を理解したうえ、それを受け入れながら、血縁での繋がりを超えて次世代に地震の本

質を伝えるまでの成長は要請されている。 

『騎士団長殺し』における東日本大震災、『神の子どもたちはみな踊る』と『騎士団長

殺し』における地震の後を考察した結果として、「次世代への責任」という共通点が見出

された。今後の課題として、地震のあと次世代への責任を背負うことをなり遂げる「私」

の成長を促す要素について究めよう。 

 

テキスト（年代順） 

1. 村上春樹（2000）『神の子どもたちはみな踊る』新潮社 

2. 村上春樹（2017）『騎士団長殺し 第1部 顕れるイデア編』新潮社 

3. 村上春樹（2017）『騎士団長殺し 第2部 遷ろうメタファー編』新潮社 

参考文献（年代順） 

1. 村上春樹（2000）『辺境・近境』新潮文庫 

2. 村上春樹（2003）『村上春樹全作品1990〜2000③』講談社 

3. 葉夌（2014）「村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』論ー「暴力性」と「地下

性」についてー」『熊本大学社会文化研究』第12号、熊本大学 

4. 河合俊雄（2017）「『騎士団長殺し』における絵画の鎮魂とリアリティ」『新潮』

2017年7月号、新潮社 

5. 川上未映子訊く／村上春樹語る（2017）『みみずくは黄昏に飛びたつ』新潮社



 

329 

 

八、講演者・発表者のプロフィール 

 

八、講演者・発表者のプロフィール 

（セッション順・敬称略） 

（一）基調講演  

中村 三春 北海道大学教授 

金水 敏 大阪大学教授 

Matthew  Strecher 上智大学教授 

  

（二）ポスター発表  

王 薇婷 広島大学博士 

童 曼禎 淡江大学修士課程 

 盧 亞屏 淡江大学修士課程 

 陳 琬渝 台湾大学修士課程 

  

（三）パネルディスカッション  

中村 三春 北海道大学教授 

金水 敏 大阪大学教授 

Matthew  Strecher 上智大学教授 

 髙橋 龍夫 専修大学教授 

 Anna Zielinska-Elliott 
アメリカ・ボストン大学上級講師、村上春樹ポーラ

ンド語版著名翻訳者 

 Mette Holm デンマーク著名村上春樹文学翻訳者 

 賴  明珠 華語繁体版台湾著名村上春樹文学翻訳者 

盧  明姫 韓国・東国大学校教授 

葉  蕙 マレーシア著名村上春樹文学翻訳者 

  

（四）口頭発表  

賴 錦雀 東呉大学教授 

落合 由治 淡江大学教授 

大村 梓 山梨県立大学講師 

山根 由美恵 広島国際大学非常勤講師 

趙 柱喜 瑞逸大学兼任教授 

平野 葵 北海道大学博士後期課程3年 

小島 基洋 京都大学准教授 
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李 娟 立命館大学博士後期課程 

王 佑心 銘伝大学副教授 

袁 嘉孜 北海道大学修士課程二年 

曾  秋桂 淡江大学教授 

鄒  波 復旦大学副教授 

齋藤 正志 中国文化大学副教授 

髙橋 龍夫 専修大学教授 

阿部  翔太 広島大学博士課程前期 

野田 晃生 筑波大学大学院 

三宅 香帆 京都大学博士課程後期 

米村 みゆき 専修大学教授 

許 哲瑋 University of Jyväskylä Master’s Student 

余 盛延 台北科技大学教授 

山﨑 眞紀子 日本大学教授 

堀口 真利子 長岡工業高等専門学校 

大岡 愛梨沙 ノートルダム清心大学修士課程一年生 

王 嘉臨 淡江大学副教授 

荻原  桂子 九州女子大学教授 

飯干 大嵩 専修大学大学院修士二年 

范 淑文 台湾大学教授 

星野 智之 (株)青い星通信社專職作家 

Anna Zielinska-Elliott ボストン大学上級講師 

Dalmi  Katalin 広島大学職員 

奥田 浩司 愛知教育大学准教授 

浅利  文子 法政大学兼任講師 

葉 夌 淡江大学助理教授 

 

 

 

  



 

331 

 

九、司会・司会兼コメンテーターのプロフィール 

 

九、司会・司会兼コメンテーターのプロフィール 
（セッション順・敬称略） 

  

賴 振南 
輔仁大学教授兼外国語学部学部長・台湾日本語文学会理

事長 

賴 錦雀 東呉大学教授・台湾日本語教育学会理事 

落合 由治 淡江大学教授兼村上春樹研究センター副主任 

楊 琇媚 南台科技大学副教授 

Anna Zielinska-Elliott ボストン大学上級講師 

曾 秋桂 
淡江大学教授兼日本語学科主任、村上春樹研究センター

主任、台湾日本語教育学会理事長 

盧  明姫 韓国東国大学校教授 

王 佑心 銘伝大学副教授 

内田  康 淡江大学副教授 

髙橋 龍夫 専修大学教授 

邱 若山 静宜大学教授兼センター長 

范 淑文 台湾大学教授 

黄  翠娥 輔仁大学教授 

周 玉慧 中央研究員研究員兼副所長 

鄒 波 復旦大学副教授 

小澤 自然 淡江大学副教授 

齋藤 正志 中国文化大学副教授 

賴 雲莊 東呉大学副教授 

黄  如萍 高雄餐旅大学副教授 

米村 みゆき 専修大学教授 

小林 由紀 東呉大学兼任助理教授 

廖  秀娟 元智大學副教授 

李 偉煌 靜宜大学副教授兼主任 
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十、準備委員 
十、準備委員会 

（按姓氏筆劃順序‧省略敬稱） 

執 行 長  曽  秋桂（淡江大学教授兼系主任・村上春樹研究センター長） 
 
副執行長 落合  由治（淡江大学教授・副村上春樹研究センター長） 
 
委 員   山下  文（淡江大学助理教授） 

中村  香苗（淡江大学助理教授） 
小林  由紀(東呉大学助理教授) 
王  美玲（淡江大学副教授） 

     王  天保（淡江大学助理教授） 
王  憶雲（淡江大学助理教授） 
王  嘉臨（淡江大学副教授） 
王 佑心（銘伝大学副教授) 
內田  康（淡江大学副教授） 
江  雯薰（淡江大学副教授） 
李  文茹（淡江大学副教授） 
林  寄雯（淡江大学副教授） 
河村  裕之（淡江大学講師） 
施  信余（淡江大学副教授） 
周  躍原（淡江大学講師） 
孫  寅華（淡江大学非常勤副教授） 
馬  耀輝（淡江大学副教授） 
徐  佩伶（淡江大学副教授） 
張  瓊玲（淡江大学副教授） 
葉  夌（淡江大学助理教授) 
許 均瑞（銘伝大学副教授) 
堀越  和男（淡江大学副教授） 
富田  哲（淡江大学副教授） 
彭  春陽（淡江大学副教授） 

     楊 琇媚（南台科技大学副教授) 
     董  荘敬（文藻外国語大学副教授) 

黄 如萍（高雄餐旅大学副教授) 
廖  育卿（淡江大学副教授） 

     劉  長輝（淡江大学副教授） 
鍾  慈馨（淡江大学講師） 
闕  百華（淡江大学副教授） 
顧  錦芬（淡江大学副教授） 
賴  雲莊（東呉大学副教授) 
賴  鈺菁（淡江大学助理教授） 
羅  曉勤（銘伝大学副教授) 
菊島  和紀（淡江大学助理教授） 
蔡  欣吟（淡江大学助理教授） 

     楊 琇媚（南台科技大学副教授) 
     董  荘敬（文藻外国語大学副教授) 

黄 如萍（高雄餐旅大学副教授) 
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十一、スタッフ 

十一、スタッフ 

 

(一)執行委員長       曾秋桂 

 

(二)副執行委員長     落合由治 

 

(三)広報接待係       落合由治  王嘉臨  內田康  葉夌  羅曉勤 

                     楊琇媚 黃如萍 董荘敬  頼雲荘 王佑心 

           許均瑞 小林由紀 

 

(四)道案内係         李明翰  郭軒宇  鄭惟哲  莊秉承  韓季螢 

                     戴利安  賴建承 

 

(五)受付係         內田康  童曼禎  陳易湘  陳信宏  林芷儀 

                     朱禮聖  涂芳寧  洪子勛  郭孟潔 

 

(六)総務係         湯之上良直  王嘉臨  林芷儀  李偉銘 

 

(七) 設備・議事係    斎藤郁哉 葛宗威  鈴木隆弘  李祖耀 

                     邱以瑞  陳柏翔  陳奕良 李翊綸 

                     李浚瑋 

 

(八)飲食係         郭孟潔  徐杰 葛宗威  伍耿逸  李志真   

                     施惠娜  葉欣妮 

 

(九)撮影係          根田文平  葛宗威  蔡孟騏 游易暉 
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淡江大學村上春樹研究中心    北海道大學大學院文學研究科映像・表現文化論講座 

「2019 年第 8 屆村上春樹國際學術研討會」 
徵稿啟事（徵稿結束） 

 
1. 宗    旨：為促進世界知名村上春樹相關研究之全球化學術交流及精闢研究成果分享，期以語學、

文學、教育學、文化人類學、社會學、翻譯學等角度來宏觀「村上春樹學」的意義。淡

江大學成立的台灣第一所「村上春樹研究中心」（2014 年 8 月），繼續肩負定期舉辦 1

年 1 度「村上春樹國際學術研討會」的任務。 

2. 主    題：村上春樹文學中的「移動」( Movement) 

   (日文題目：村上春樹文学における「移動」( Movement) 

3. 發表內容：撰寫上述主題或相關主題之未發表①學術論文②教學�研究報告為限，嚴禁一稿多投，

每人以一篇為限。 

4. 主辦單位：淡江大學村上春樹研究中心 北海道大學大學院文學研究科映像・表現文化論講座 

         (北海道大學大學院文學研究科映像・表現文化論講座將改組，預定更名為 

         北海道大學大學院文學院表現文化論講座映像・現代文化論研究室) 

5. 地    點：北海道大學札幌校區 

6. 時    間：2019 年 7 月某個周六、日（暫定，將於 2019 年 2 月正式決定後公布） 

7. 使用語言：中、英文、日文皆可（日文尤佳） 

8. 發表時間：①口頭發表  20 分鐘，討論 10 分鐘   

            ②海報發表  依規定時間、場所內展示。展示期間，發表者務必在場。 

            以上兩項發表內容，將依序編列頁碼，收錄於當天之大會會議論文集當中。兩者學術具

有等同價值。大會之後將從中募集論文，經過嚴格審查後刊載於《村上春樹研究叢書》。 

9. 報名方式：報名發表時請自 http://www.harukistudy.tku.edu.tw/downs/archive.php?class=101(淡江大學

村上春樹研究中心下載專區)下載報名表，填寫完成報名表後請於 2018 年 8 月 26 日

(週日)前寄至本研究中心：陳易湘助理 centrino067@gmail.com。 

10. 審稿辦法：發表摘要經籌備委員會審查之後，決定接受發表篇數以及發表者人數。 

11. 發表接受通知：評審結果於 2018 年 9 月 24 日(週一)前寄出。 

12. 發表全文截稿：2019 年 4 月 30 日(週二)。逾期者將視同放棄參加。 

13. 不論接受與否，所有投稿發表資料恕不奉還。 

14. 詢 問 處：淡江大學村上春樹研究中心辦公室 

   電話：+886+2-2621-5656 分機 2958(曾主任)、3590(陳易湘助理) 

   郵件：centrino067@gmail.com(陳易湘助理) 中文 日文 英文皆可 
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淡江大学村上春樹研究センター   北海道大学大学院文学研究科映像・表現文化論講座 

「2019年第8回村上春樹国際学術研討会」発表者募集 

お知らせ（募集は終了しました） 

1.アジェンダ:国境と民族を越えて受容されている日本の作家・村上春樹に関連した研究のグローバル

な学術交流と研究成果を図り、語学、文学、教育学、文化人類学、社会学、経営学、翻訳学、心理学、

比較文学、比較文化、文芸学などの様々な視野で「村上春樹学」の意義を捉えるために、淡江大学で

は、台湾初の「村上春樹研究センター」（2014年8月）を設立し、定期的に1年に1度「村上春樹国

際学術研討会」を開催することにいたしました。 

2. 主  題 :村上春樹文学における「移動」( Movement) 

3. 募集内容 :各自の専門領域の角度から上述の主題あるいは相関主題の未発表の①学術論文②教育・

研究報告。発表は一人一篇とします。二重投稿や既発表の再投稿はご遠慮ください。 

4. 主催者：淡江大学村上春樹研究センター  北海道大学大学院文学研究科映像・表現文化論講座 

(北海道大学大学院文学研究科映像・表現文化論講座は、改組により、北海道大学大学院文学院表現文化

論講座映像・現代文化論研究室と改称される予定。) 

5. 場 所：北海道大学札幌キャンパス  

6. 時  間：2019年7月の土・日曜日2日間を予定（正式日程は2019年2月頃に決定） 

7. 使用語言：中国語、英語、日本語の使用可能（通訳を準備 基本的には日本語を共通語 

とする。） 

8. 発表時間：①口頭発表 20分鐘、討論10分鐘 

②ポスター発表 規定時間に場所で展示。展示時間に発表者は会場で質疑。 

以上の発表内容は、種類ごとに登録順番に編集し、大会当日の会議論文集に收録します。2種類の

学術的価値は同等です。大会後、再度論文を募集審査し、『村上春樹研究叢書』に掲載する論文を選

定いたします。 

9.応募方法：応募時には「村上春樹研究センター（http://www.harukistudy.tku.edu.tw/main.php）」の

大会案内サイトの該当ページから申込用紙をダウンロードし、ご記入の上、2018年8月26日(日曜

日)までに、村上春樹研究センター：陳易湘助理 centrino067@gmail.com へ電子メールでお申し込

みください。 

10. 審査方法：発表要旨について準備委員会で審査後、受け入れる発表の本数と発表者の人数を決定。 

11. 発表受諾通知：審査結果は2018年9月24日(月曜日)前に通知。 

12. 発表論文全文締め切り：2019年4月30日(火曜日)。締め切りを過ぎたものは棄権とします。 

13. 発表の採否に関わらず、応募資料は返却いたしませんが、個人情報は必ず厳格に保護いたします。 

14. 問い合わせ：淡江大学村上春樹研究センター事務局 

電話 +886+2-2621-5656内線2958(曾先生)、内線3590(陳易湘助理) 

メール：centrino067@gmail.com(陳易湘助理) 中国語 日本語 英語 可 
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『村上春樹研究叢書』第 6 輯刊登論文徵稿 
2018 年 5 月 21 日編集委員会通過 

 

1. 主  旨：符合本輯叢書設定「村上春樹中之共鳴」主題之論文，廣泛徵求在建構「村上

春樹學」上，從不同專攻領域提出具有敢突破舊思維、建設性、創新觀點的學術研究論

文。 

2. 投稿資格：僅限於參加「2018 年第 7 屆村上春樹國際學術研討會」之發表者、演講者、

圓桌會議與談人。 

3. 題  目：論文題目或論文内容需與大會主題「村上春樹中之共鳴」相關。論文大標題或

副標題須標示出與「村上春樹」有關連，並呈現出「共鳴」的字眼。 

4. 使用言語：限定日文、英文撰寫。盡可能為求刊物的整體性的美觀，請盡量選擇用日文

撰寫。 

5. 截稿日期：2018 年 10 月 31 日(必達) 

6. 審查制度與審查費用：為了提升學界對本叢書之信賴度，特別設置了嚴謹的論文審查制

度。投稿者須自行負擔論文審查費，台幣 2000 圓或日幣 8000 元。邀請國內外兩位該領

域專家學者進行論文審查。若須送第三位專家學者審查時，將由本中心負擔第三人審查

費用 1000 元。獲審查推薦刊登的論文，始能刊載於本輯叢書之上。 

7. 注意要項：本叢書為主題專書，為提升專書的品質與整體性，凡與「村上春樹中之共

鳴」主題不符者，或於該論文內文中未明確定義「共鳴」或闡述太過籠統者。將於初審

階段以不符本叢書的出刊主旨而與予退稿。敬請見諒。 

8. 稿件送達方式：恕無法以郵局寄送或電子郵件傳送方式受理。請於期限內將投稿論文上

傳至本村上春樹研究中心網頁      http://www.harukistudy.tku.edu.tw/main.php 

審查費用請另以現金掛號於期限內寄達。欲由日本寄出審查費者，詳情請洽詢落合由

治。 

9. 稿費支付原則：獲推薦刊登的論文者，將不支付稿費，而改以贈送該叢書 3 冊致謝。 

10. 撰寫格式：請參考叢書撰寫範例(如附件資料)。為求達到符合學術論文撰寫的高標準，

將此項列為初審階段評審的標準之一。 

11. 交付著作權同意書：獲推薦刊登的論文者，請於期限內交付「著作權同意書」一式。 

12. 出刊日期：『村上春樹研究叢書』第 6 輯預定於 2019 年 5 月出刊。 

13. 審查費郵寄地址以及詢問處 

 郵寄地址 

 251 台灣 新北市淡水區英專路 151 號 淡江大學村上春樹研究中心 

    電子郵件詢問窗口 

    落合由治老師(日本語)  098194@mail.tku.edu.tw 

王嘉臨老師(中国語)   137176@mail.tku.edu.tw 

電話詢問窗口 

+886-2-2621-5656 内線 3590(童助理) 2492(王老師) 
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『村上春樹研究叢書』第 6 輯掲載論文募集 

2018 年 5 月 21 日編集委員会通過 

1. 募集主旨：本叢書の設定した「村上春樹における共鳴」に符合する論文で、幅広い視野と領域から

「村上春樹学」を形成していく上で、従来の研究領域や枠に囚われない斬新さのあるユニークな視

点の論文や意欲的、建設的な研究を募集しております。 

2. 投稿資格：「2018年第7回村上春樹国際シンポジウム」の発表者および講演者・パネラーに限りま

す。 

3. テーマ：論文テーマないし論文の内容は、必ず「村上春樹における共鳴」との関連を必要としま

す。論文のメインテーマかサブテーマに必ず「村上春樹」との関係を示し、また「共鳴」の語を入

れてください。 

4. 使用言語：日本語、英語に限定します。できれば、出版物の見やすさの関係で日本語を使用してく

ださい。 

5. 締め切り：2019年10月31日(必着厳守)とします。 

6. 査読制度と査読費用：叢書の学術的信頼性を高めるために厳格な審査制度を設けました。投稿者に

は査読費用として台湾元NT$2000または日本円8000円をご負担いただきます。当センターで査読

委員会を設け、国内外の該当領域の専門研究者2名に依頼し論文査読を行います。審査の結果によ

り、第三審になった場合はセンターで費用1000元を負担いたします。論文査読を通った論文だけ

を叢書に掲載します。 

7. 注意事項：論文の主旨が今回のテーマ「村上春樹における共鳴」にそぐわない、または意味が明確

に提起されていなかったり、あまりにも一般的すぎる等の場合は、初審の段階で査読をお断りする

場合もございます。さらに、査読の結果、不掲載の結果が出る場合もございます。村上春樹研究の

学術的信頼性を高めていくためにご協力をお願いいたします。 

8. 原稿送付方法：郵便、メールなどの送付は受理しません。村上春樹研究センターホームページに期

限内にアップロードしてください。村上春樹研究センターホームページは下記の通りです。  

http://www.harukistudy.tku.edu.tw/main.php 

また査読費用は別に書留で当センター宛にお送りください。日本からのご送金はメールで落合まで

ご相談ください。 

9. 執筆料：叢書に論文が掲載された場合も執筆料は支給いたしませんが、代わりに3冊の叢書を贈呈

いたします。 

10. 投稿書式：必ず参考に添付したMSワードの書式設定と注意をご覧ください。本叢書を学術論文の

書式に従ってより高度の内容に高めていく上でも、この点は初審段階での基本的審査基準となりま

す。 

11. 著作権同意書提出：論文査読を通った投稿者には、「著作権同意書」を提出していただきます。 

12. 刊行予定：『村上春樹研究叢書』第6輯は2019年5月に出版する予定です。 

13. 査読費送付先及びお問い合わせ先 

審査費用送付先 

251 台湾 新北市淡水區英專路151號 淡江大學 村上春樹研究中心 

お問い合わせ先 

落合由治先生(日本語)  098194@mail.tku.edu.tw 

王嘉臨先生(中国語)   137176@mail.tku.edu.tw 

+886-2-2621-5656内線3590(童助理) 2492(王先生)  
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『村上春樹研究』叢書投稿書式見本 

①日本語、英語、のいずれかの言語を選んでご投稿ください 

②Windows版MS-Word2010、2013以降のdocx形式でお送りください。MS-Word2003 以前

の doc 形式、MS-WORD2007 の docx 形式は書式が乱れますので受け付けません。ま

た、Mac 版Word も書式が完全に乱れます。Windows 版に変換してお送り下さい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

(A)日本語の投稿者 
(一)書式設定   余白：上 2.5cm、下 2.5cm、左 2.5cm、右 2.5cm、40 字 x36 行 

 横書き（縦書き不可） 

標題（MS Mincho、14 ポイント、中央揃え、ボールド） 

副題（MS Mincho、14 ポイント、中央揃え、ボールド） 
所属、姓名（MS Mincho、12 ポイント、中央揃え） 

（注）副題は ─副題─（一文字分で前後に）で表示してください。──（二文字分）は使

用しません。 

(二)節の見出し（MS Mincho、12 ポイント、ボールド）１．～、２.～・・・のように番

号付け。小節は 1.1～、1.2～・・・。 

(三)本文（MS Mincho、12 ポイント) 

(四)脚注（MS Mincho、10)ポイント 

(五)全文 15 頁（本文及び参考文献と資料を含む全体、越えるものは認めません） 

（六）小説等のテキスト本文の引用：引用箇所が分かるようにページまたは節を（ ）で

表示してください。本文中に引用する場合は、「 」で括るようにしてください。段落での

引用は、前後を１行空けて２字右寄せでインデントしてください。 

（六）参考文献を本文注または脚注で必ず表示してください 

①引用したり要約したりした文献には、基本的に脚注に文献とページが分かるように明示

してください。 

②-1本文注：本文注を使う場合は、（論者（発表年）ページ）の形式で表示し、必ず論文

末の参考文獻一覧に原著書誌を表記してください。 

～本文～（落合博光（2014）p.105）。 

②-1脚注での文献表示の基本書式：論文の場合、出版国に関わらず 

論者（発表年）「論文名」『掲載雑誌名』号数出版組織ページ 

落合博光（2014）「村上春樹の文章論─「鏡」を中心に」『台湾村上春樹研究』1-1村上春

樹学会p.101（複数ページの場合はpp.101-110） 

②-2 脚注での文献表示の基本書式：図書や図書收録論文の場合、出版国に関わらず 

論者（発行年）「論文名」図書編集者・論者『掲載図書名』出版組織ページ 
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落合博光（2012）「村上春樹の文体論─「鏡」を中心に」村上春樹研究センター編『台湾村

上春樹学』淡江大学出版p.58（複数ページの場合はpp.58-60） 

③文献一覧：脚注の場合も、論文の終わりに主要参考文献を必ず入れてください。また、

本文注の場合は本文注で使用した文献を必ず参考文献一覧に表示してください。 

（七）参考文献の書式の注意 

（注１）副題は副題の前に ─ を入れて表示。副題の後には入れない。「：」は使わな

い。 

（注２）各書誌データには「、」や「空白」等を入れずに、全部を続けてください。 

 

(B)用英文撰稿者 

Submission Requirements: Preferred Editorial Style: MLA 

(MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th ed.)  

http://www.mlahandbook.org/fragment/public_index;jsessionid=A8206F55711E5EDD10A878F3F

CED0997 

 

(一)格式設定     邊界：上 2.5cm、下 2.5cm、左 2.5cm、右 2.5cm、單行間距 

標題（Times New Roman, 14、置中、粗體） 

副題（Times New Roman, 14、置中、粗體） 
所屬、姓名（Times New Roman, 12、置中） 

(二)小標（Times New Roman , 12、粗體） 

 

(三)內文（Times New Roman, 12) 

 

(四)隨頁註（Times New Roman, 10) 

 

(五)全文 15 頁（含本文以及參考書目與資料） 

 

 (六)使用英文論文格式，使用於隨頁註之參考文獻，務必明示於論文末之參考文獻一覽表。 
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淡江大学村上春樹研究センター・日本語学科 
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