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午前 8fl寺25分，妻のスリッフ＼最後に残された五卜メートルの砂浜

一一村上春樹『羊をめぐる関険Jにおける〈再喪失〉の詩学

ノト j込 法 i平

京都大学大字｜出 入！日！ 環境伊研究科

千6068叩 l京都di右ー京阪1'flll：二本w11r

要旨付l存協の i'Y•ι をめぐる ii険； I19841のjよlit!こは（]If. 11尖〉のL←アがある 本｛？では。

JJlとl呼ばれる主人公の死んだ親友が。午引i そして闘拡として姿を現し 再び姿を消す またi 五

人公の自殺した，；Q，人が「訴とでもねる女の子J.「rroi立の（・JとしてJJ［れ jjii'{；・は交通宇佐で犯

に後者は突快五人公のもとを去る さらに （！ヰ史尖〉の＂：l••'t は Xi場人物だけなく。物や！！）1

1好にもi自比、される 時，11・の伴Jhl'.j止の（jヰ＇1：どのを 昨，:Ji した海；；•：ιから i'f. ち去ることが。；＇i'存

の（昨夜尖）を去してもいる

「25のi人は？ Jと説かがl'tllilした 「71jと伐

は川った 「II民っているjと灰色伎が：2った

（「ダンス・ダンス ダンスj12 1~，＇） 

この｜日lいを速くに見据えながら論を進めていくこ

とになる 当然，デジタルII寺；Hの「Ill!つの数ψJ
は何を＇.•:"f:I味するのか，という！日jしミを避けては通れ

ないだろう なにしろ村.leは r:r• をめぐる日険j

を全集に収録する際に 以下のような奇妙な修.iE

はじめに を施しているのである，.

「平をめぐる日｜漁」（1982ii')＇＇ の五人公伎は 7月24El . 'Hlii s l時25分（「全1'1°,¥'ld39) ・" 

デジタルII'.¥';n・で時刻を雌認し 日を閉じて｜！民りに

っく 自ti＼＼をi)Uなした裂が共に謀らしたアパート 本文•I•の日付と時刻をおに淡数字で標記する本ffー

から去って行った相］のことである においてこの改訂は切らかに記述の統一位を駁

そのようにして彼女は彼女の何枚かのス

リyブとともに伎の前から永遠にj去を消した

あるものは昔、れ去られあるものはj去を消し

あるものは死ぬそしてそこには悲劇的な嬰

おは'iiiどない

七月二卜11!1El，午前八時二｜五分

｛誌はデジタルlljf;jj-のj射つの数字を確かめて

から日を閉じ。そして｜！民った (38) 

この時！？主はなぜ｜時言｜を兇たのか 本稿では。

なうものである（たとえば数ページ前の「七月

二十山日 午前六時三｜分JIr全作，l',',j28）とい

う協所には修立を加えていない） 著者の不可解

な改訂の目的は 友人公がここでllにした「閲つ

の数字Jを特ltd七することにあるのだろう そこ

には何かが隠されているはずだ

I. 「存在Jする僕とj式の〈喪失〉

本作において. ci＇.人公＇ !J！がI時計を気にするこ

とは珍しくない たとえば。彼は後日！「テーブ

ルの lのデジタルll!i;;1・は現在のl時刻が九ll!i'半であ

ることを示しているjことをfi(l:ii2.L，「その数字
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は31に変わり もう少しあとで 32にJなるのを

じっと眺めたりもする（180). そういった行動の

也、味合いが明らかにされるのが，次に引用する勤

務先での場部である

際はスカイブルーのソファーのよでウイス

キーを的み！ふわふわとしたタンポポの種子

のようにエア・コンデイショナーの気持の良

い風に吹かれながらl 電気時計の!iiを眺めて

いた電気時計を眺めている限り！少なくと

もIU：界は動きつづけていた たいした世界で

はないにしても l とにかく動きつづけてはい

た そして世界が動きつづけていることを認

ぷしている限り。伐は存在していた たいし

た存夜ではないにしても伐は存在していた

人が沼気Ii~＇ill＇の針を通してしか自らの存在を

陥認できないというのは何かしら奇妙なこと

であるように思えた (91 92) 

ここで主人公は「沼気11'.f.:n・の針」の動きを凝悦す

る 刊の経i品を見つめることによってI 自らの

「存在」を確認すること一一これは単に彼の気ま

ぐれな思いつきではなく 他の笠場人物にまで彩

特が及ぶ行動原型I!なのである

たとえば，不作にはJj'lとH乎ばれる伐の親友が主主

場する 伐がj舌場所を突きIIニめた段階で慨に自殺

していた鼠はこんなことを討fる

i孔は笑った 「まったく不思議なもんさ

だって三十年にわたる人生の最後のJI＜後に

やったことがl時計のねじを巻くことなんだぜ

」（377)

そしてmは自らその時計を止める

H寺計がブLI時半の鐙をすjった

「l時計を止めていいかな？ Jとi乳が訊ねた

「うるさいんだJ
「もちろんいいよ 君のl時計だよ」

fJlは立ちヒがってお｜時言｜の扇iを｜掛け，振り

子を止めた あらゆる音とあらゆる時間が地

表から姿を消した (378-79) 

あとは「ー冬かけて消えていく」（383-84）だけ

だと述べた鼠はl 「ド1寺fillの!iifーを閉めるように」

(387). ドアを閉じて伐のj)tjから水久に姿を消す

｜時計カヲリjいていることが「存在jの託であるとす

れば i時計がiiニまることで，その「存在jは（喪

失〉に｜向かう J］は自殺する直前にH守討のねじを

巻いたことによって！親友である倹に（韓国益とし

てであれ）直接会って百ljれを告げることができた

のであり 時討を止めることによって，自らの

「存在jを（政失〉させるのである

H寺市がrlニまる一一一村Jはl時にそれを1Eのメタ

ファーとしてとらえる 『ヰ4 をめぐる¥!ill没jのI!]

年後に設かれたエッセイ「ささやかな時計の死」

の＂i＂にも，その独特の思考の跡を辿ることができ

る 本エッセーの＇＇ i＇で十jょは．止まった電池時計

の「死には仰かしら冷たく震いものがある」と述

べ！あるデジタル時計が午前二II寺1－五分に止まっ

ていることに気づいたi:ifjの感慨をこう記している

それをプレゼントしてくれた女友迷がつい絞近亡

くなっていたのである

そういえばあの子も犯んじゃってもうい

ないんだなとふと目、った その時計はまるで

生の余献にとどめをさすかのように，ぷつん

とlとまっていたのだ げはいほーリ 128ドj

一度目は死ぬことによって。二度l'Iは時討を止め

ることによって 人は完全に死者となる一一こ

の感党は村上ならではのものだろう 八時二←｜五

分を表示したデジタルI時計の背後にも，あるいは

主人公がかつて吹った死者が潜んでいるのかもし

れない

['J'o をめぐる臼｜決J は（型~＇りをめぐる物計iだ

主人公であるこ十九段の｛誌は，安を失い，引j)rを

失い， i在、人も友人も失うことになる ここでl あ

らすじをi'lr:N2.しておこう 発端は， f皮のもとに；羽

友鼠から一枚の写真が送られてきたことにある

北海道の牧場を3写したその＇.！fl＇！；には－~J［の特殊な

羊が写りこんでいた その'J'；は人IHJの体内に入り

込んで，織力を掌握L. I止界を3圧倒から支配する

のである 現在の宿主である布製の： c物が死にか

けている中＇ ~＂の次なるターゲットは｛去の親友・
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鼠に定められていた 逃げ出した羊を探し出すこ

とをl到のdl織から依頼された王人公は。日本を辞

め。新しい恋人と共に北海道に波る しかし1 二

人が立の別；:Eにたどり稲くと。恋人は唐突にj長を

消し。瓦年ぶりに再会した氏は その体内にネを

lW りこんだまま l 自殺を図ったことを街1=11る

伎はこ卜九歳で！そしてあと六ヶ月で伐の

ニト代は慕をはjじようとしていた 何もない。

まるで何もない卜年lllJだ

故村jに和Jがあったのか，今ではもう忘れて

しまった しかしそこにはたしかに何かカず

あったのだ 結局のところ全ては尖われてし

まった 尖われるべくして尖われたのだ そ

れ以外に？すべてを手欣す以外に，ぼくにと

んなやりょうがあっただろうつ

少なくとも伐は生き成った (122) 

たとえi 多くの大切なものを（波うた〉したのだと

しても，自らは「存在」しなくてはならない

「あなたのことは今でも好きょ」（33）一一一そう詩

い残して姿がいなくなった則一人取り残された

「安に家 ill された夫が食ji]:の 11•1 いのお~f子に彼女

のスリップを何ヶJ'Jもかけておく話J(34）だと

いう

スリァプ一枚くらい残していってくれても

よさそうなものなのにとは旬、ったが。それは

もちろん彼女の｜問題であって。伐がとやかく

言うことではなかった あるいは彼女が

諮問したように，そもそもの始めから彼女は

存右しなかったのだと思い込む他ない そし

て彼女の存在しないところに 彼女のスリソ

プも存在しないのだ (35) 

伎は（'J'~失〉した裂を換時；的に（T'l：品りさせる方

法として！彼たが身につけていたスワップにしば

らく旬、いをめぐらす

王人公がその（同州〉を府｛った女性は。離婚し

た司さだけではない かつての恋人である「説とで

もむる女の子jと呼ばれる女性一一彼女にも名

前が与えられていない一一ーもその…人に数えら

れるだろう 去が家をIllていった日のn制見伐は

交通事故で兆んだ彼女の葬儀に参列していた 彼

伐がデジタル11~；；； 1－に［ii］けた視線は＇ （喪尖〉した 交のH卜絡が胤＜ Ji); fffiから始まる をめぐる日

者へのお1魂の儀礼であると！日j同に，自分自身が

「存夜」しがLけていく事へのな志を公していたの

かもしれない 日をINJじた忠人公の傍らで， II寺：刊

は新たなi時刻を刻々 と表示し＂＂けるのである

2. f;fi：とでも絞る女の子の（波うと〉

をめぐる引陪uはく政失〉をめぐる物,mで
あると ll•J 11'.f Iこ。（j!｝仏｝〉をめぐる物総でもある

五年111rに識にも行き先を告げることなく ii'iえたrn

は一一一幽認として（「設はもう死んでるんだ

ろ？ J (376）），あるいはこの Iii：の訟ならぬ「羊

男jとして（「ここに来たmFの羊男はJけだったん

だろうフJ(384））一一一伎の前に姿を現す wの

視点からFよれば＇ （波失〉した鼠が m：十日りした

ことになる

:t人公は（喪失〉した元裂にも その（刊帰）

の可能性を探っている 彼は裂が出て行った日の

':vl＇あるアメリカ小説を思い出すのだがそれは

険jの第一市Ii，彼女と共に過ごした一九七O年

の懐かしい記憶に伎やされる 先f'iLあらすじを

述べる際に「刊とでもおる女の子」の存在：に触れ

なかったのは 第二平以降の物訴段｜到に彼女が直

接的な｜羽係をもたないからなのだが もしも＇Ji.ii~

死した彼女が以降の市に日ljの形をとって'0:NJ；して

いるのなら 訴はりljである 「Nii：とでも年三る交の

子Jは主人公の新恋人でユある「耳Jの女の子とし

て (.jヰ品りしている こう読めるのだとすれ

ば jネをめぐる日倹jが「Hli：とでも絞る女の子」

の死から訴 IJ起こされることに何ら不思訟はな
し、，，

主人公が魅力rnな「；EFJを持つ女性にめぐり会

うのは，「郊とでも終る女の子」が死んだ'f¥1Flの

ことである彼kが「設とでもねる女の子Jの

Ciヰ帰〉した存在として造？隠されていることは，

そのi似少なタイミングだけでなく たとえばI そ

の特殊な職業構成にもH店示されているのかもしれ

ない



4 ,J、五i1' i!fc 

彼女は二十一段で，ほっそりとした索敵な

体と魔力的なほどに完騒な形をした一対の耳

を持っていた 彼女は小さな出版社のアルハ

イトの校正係であり．耳専門の広告モデルで

あり！日1の良い内］齢、だけで構成されたささや

かなクラフに脱するコール ガールでもあっ

た（43)

伐の述懐によると，「維とでもj反る女の子jはか

つて．「一日＇i＂ロック！喫茶の椅子に座って 本

のベージを繰りながらコ ヒ 代と姐・1＞£代。いを

払ってくれる相手が現れるのを待ちl そして大抵

はその相手と寝たJ( 18）という 「ある時には大

江健三郎であり l あるI時には『ギンズパーグ詩

集jであったJ( 15）という彼女の読書家ぶりは！

日常的に文字を追い続ける出版社の「校lE係」に

つながり，「識とでも終るJなどと陰口を1111かれ

たその奔放な性生活は彼女を「コール・ガールJ
へと変貌させる ！日］！越は〈同焔〉した彼女がなぜ

「:rrWl"Jの広告モデルjとなったかである その

ヒントは彼女と伐のある日のデートに見仰せるだ

ろう 一九七O年卜一月二卜五El，水llii!llのこと

である

我々は林を抜けて ICUのキャンパスまで

歩き？いつものようにラウンジに日Eってホッ

トドッグをかじった Lf後の二時で，ラウン

ジのテレピには三島由紀夫の凌が何皮も何！止

もくりかえし映し出されていた ヴォリュー

ムが1攻防したせいで！音声は好iど聞き取れな

かったが，どちらにしても我々にとってはど

うでもいいことだった 一人の学生が綿

子に乗ってヴォリュームのつまみをしばらく

いじっていたが，あきらめて椅子から降りる

とどこかに消えた

「君が欲しいな」と伐は言った

「いいわよ」と彼女は言って微笑んだ

(20-21) 

このII弘子レピ間関は。市ヶ谷のl目屯地でiii（説を

する三島由紀夫の姿を繰り返し映し，＇ l＼している

しかし「ヴォリュームが放l怨したせいでJ音声

が属かない そんな場開である 爾聞にi映ること，

そしてl 音声が欠落すること一一このエピソー

ドが内包する二つの要素が！「日II：とでも終る女の

子」を「JifJ （音声を感知する探官）の「モデル」

（カメラの被写体）として（再帰〉させたのでは

ないだろうか

謎めいた「耳Jの女の子の疋体が読者に一一一

主人公を素通りしてω一一 l川i'{Hに告げられてい

るのは。彼女が「ピクニツクjという単olfを発し

た！跨｜市である 「ここに来るたびに1 本当のピク

ニックに来たような気がするのよ」一一ーかつて

「殺とでも絞る女の子」は ICUのキャンパスを散

歩する伐とのデートを「水lll/l日のピクニツクj

( 17）と呼んでいたのだ その八年後，「:crJの女

の子は伐と抱き合いながら，！店突にこんな感想を

溺らす

「なんだか，まるでピクニックに来てるみ

たい とても気J・:rちいいわ」

「ピクニソク？ J 

「そうよJ
伐はiilij千を＇i'r1l1にまわして。彼女をしっか

りと仰いたそして唇で傾のj)iJ髪を払い も

う一皮耳にくちづけをした

彼女はソファーの手すりに殺せた誌をほん

の少しだけ1111げて微笑んだ どこかで見たこ

とのある笑い方だったがl それが識だったの

かは目、い出せなかった ！！日をII見いでしまった

女の子たちにはおそろしいくらい共通した部

分があって白それが伐をいつも混乱させてし

まうのだ

「三~£を探しましょう」と彼1立は cl を閉じた

まま言った (194) 

伐を「羊をめぐる冒険jへと導き＇ inηl、感で次々

とヒントを与え続ける「耳Jの女の子の実体は

かつての恋人「誰とでも寝る女の子」が〈科婦〉

した超自然的な何かなのだろうわ

しかしながら イ可とも奇妙なことに 「冒険」

を主導していた「耳jの女の子はl クライマック

スの直前で何も告げずに僕の1)1Jから姿を消す J] 



付lイトi跡？芋をめくるil険jにおける（1r1c 1自失〉の誠学 ) 

の別，＋i:ーにようやくたどり若いたその日の午後のこ

とである 後になってl 鼠が彼女を追い返したの

だと白状するが！その理由は釈然としない

「うん 俺としては内紛だけのパーティー

のつもりだったんだそこにあの子が入り込

んできた 俺たちはあの子を巻き込むべき

じゃなかったんだ 討も知っているようにあ

の子は索前らしい能力を持っている いろん

なものを引き為1止る能力さ でもここには来

るべきじゃなかった ここは彼女の能力を遥

かに越えた場所なんだ」

「f止女はどうなったんだ？ J
「彼女はχ丈夫だよ 元気だよJとJj'(は

言った 「ただ彼女はもうおをひきつけるこ

とはないだろうね可哀そうだとは思うけど

ねJ(385) 

主は「能力を遥かに超えたJj｝；／可」だという不同か

な罰禁で彼交が消えたl'l!fliを説明するが。伐がそ

れにおlして何らコメントをしないこと均三示II立する

ように， i全な説明とはなりえていない ご都合

主義的ともとれるこの股｜別について加藤~I！洋は

「わたし迷はシラけ。本からllHを離しそうにもな

るJと述べてすらいる＂

をめぐる＇iii険jを支配する誇学とは。 (jヰ

品りしたおーをくrri: 喪失〉するiH!IJ・l1°ということ

になるのかもしれない この時の村上はI ストー

リーの自然な展開を紺おできなくなるほとずの強力

な磁力に引っ張られていたのではないかすなわ

ち 「耳jの女の子を本行からは主失〉させよう

とする抗えない力だ五＇がそうであったように

この小説では目玉ったおは昨びうとわれていく述命に

ある もしも 「散とでもねる女の子」が「耳J
の女の子として（jlf品りしたのだとすれば彼女

が伐のHliから符び姿を消すことは＇ JJ'lとIHIじく

(jヰ喪失〉にあたる

初期の村 iーを拘束していた〈同.~~！ と〉の詩学

は やはり彼の個人的な体験の中にも見て取るこ

とカミできる 「ネをめぐる日倹jの六年後に執筆

されたあるエ yセイで彼はこんなエピソードを紛

介する 村上が三十歳の時 麻布のレストランで

1:1：事ji[l[ilJと食引をしていたl時のこと 彼はその：I•

のひとりの女性が「胸がいたくなるくらいJ・g・の

ガール・フレンドに似ていることに気づく

食iJj.が終わって！デザートが／／＼てI コー

ヒーになった i:IJJT.の訴もだいたい終わった

もうこのさき彼女と会うこともなさそうだっ

た とくにもう一度会いたいとは思わなかっ

た どれだけ似ていても。言うまでもなく彼

女と伐の昔のガール フレンドは別の人間！な

のだそれはただの疑似体微であり 幻想な

のだ彼女と一緒に食事できたことはなかな

か楽しかったけれと それはそれだ何度も

何i主も繰り返すことではない それはふとす

れちがって消えてしまうはずのものだった

伐にはそれがわかつていた 伐は三三十に

なつていたし それくらいの逃型i!はもうわき

まえていた でもそれと ITIJ附にこのまま終わ

らせてしまいたくないとも！且つた 「ねえ

あなたはjJ＼古当品

なんです本当にぴつく I）するくらし、jとfJ'i、

は品後にそう ttつてみた fヨわないわけには

いかなかつたのだがでも］＇＂；＇うべきではな

かつた 言つたとたんに口i＼も芯1つたことを後

liiiした

彼女はにっこりと笑った とても索隊な笑

い方だった完結した笑い方だった そして

こう言った 「労の1Jってよくそういう百い

方をするのね iiU浪た浅い方だと.＇J＼うけれ

どjまるで何かの峡翻の台詞みたいに彼女は

そう言ったのだ

そうじゃないんだ。これは湖部た震い方な

んかじゃない。伐はMも討をi:i;J！こうとして

いるわけじゃない＇ 1'¥は本当にあの子にそっ

くりだったんだよ！と伐は言いたかった で

もさわなかった （［はいほーは 23-25)

このエッセイの主題を一言でまとめれば，（j!f・

T~失〉ということになるだろう 村 tが首.r:n.; 
をして けっこう怒くないところまでいったのだ

けれどなんだかんだでJ（喪失〉したかつての

恋人が「顔もそっくりだしみ間気もそっくり
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だし笑い方までそっくりJな女性として（持

苅りする村上は「ただの疑似体験であり！幻

怨Jであることを理解し，「それはそれjであり

「ふとすれ迷って消えてしまうはず」であること

を「わかってjおり！「それくらいの送迎はわき

まえていたj にもかかわらずそのセリフを

「言わないわけにはいかjないt 彼は！何らかの

力に抗えずに！結果として盗人を（再ー主g~）す

る方1i•J に自ら踏み出すのだ

＝品の恋人にそっくりな女ttiこ出会った（そして

7ラれた） i'摂~ミを話るこのエ y セイには，立タトな

ことに「l'i春とII千ばれる心的状況の終わりについ

て」というタイトルが付けられている

もちろんll'lとはかつてその女の子のことが好

きだった でもそれはi正に終わったことだっ

た だからつまり伐がずっと穴引に守ってき

たのは，正確に1'＼＇えば彼女ではなく，彼女の

記悩だったのだ 彼女に付随した伐のある秘

の心的状況だったのだ ある時期のある状況

にしか与えることのできないI あるNiの心的

状況一一一それが実にあっけなく消え去って

しまったのだ彼女とのそのX<i.い会話によっ

て，一瞬にして

そしてそれが消え去ってしまったのと向I時

にI おそらく背容とでもいう名でH子ばれるべ

き i~i'！＼ とした心的状J兄もまた終わってしまっ

た 伐はそれを認識することができた ｛主は

それまでとは迷う世界に立っていた （？はい

ほー！』 26-27),, 

；主人をくfl｝喪失〉することと「）＇）＇春」の「終わ

りjがなぜ結びっくのか。それは最後まで；品川！的

にはJ)II列されていない しかし このこっカ沖j上

の中で分かちwtく結びついていることは知ってお

いてよいだろう ド（＇－をめぐる自険jにおいても

恋人の（再喪失〉と「官脊Jの f終わりjが問

時議行的に起こっているからである

3_ 最後に残された五トメートルの

砂浜の〈喪失〉

「i'i春J fif:をめぐる冒険Jはこの言葉を一

度も使うことなく その「終わりJを絶妙に描き

出した作品である 学生時代の恋人がく再帰）し

た「耳」の女の子は 同時に伐に（符焔〉した背

春でもあった フランス料理1;t；で彼女が初めてそ

の「耳」を見せた時のことである

「どう？」

伐Ii.患を森み，呆然と彼女を眺めた にlは

からからに乾いて，体のどこからも声はでて

こなかった l~I いしっくいの壁がー｜除波打っ

たように思えた 店内の話し戸や食品1の11Hl.

合う ；r,－がぼんやりとした淡い雲のようなもの

に姿を変え そしてまたもとに反った 波の

託がI！［］こえ 似かしいタ暮れの匂いが感じら

れた しかしそれらは何もかもほんの何百

分の一秒かのあいだに伐が感じたもののほん

の一部にすぎなかった

「すごいよ」と伐はしぼり l引すように言っ

た 「同じ人lillじャないみたいだ」

「その巡りよ」と彼女は言った (60) 

「問じ人｜閉じゃないみたいだj一一圧倒的な体験

の中で（絶妙な多義伎をもった）！創出を何とか絞

り出した主人公が。その内陸1で首~li化に成功した

のは！「波の音」と「懐かしいタ諮れの匂い」と

いう二つのモチ 7である しかし これらが必

ずしも「背春」を一義的に想起させるイメージだ

というわけではない

浜辺の風:fitは，主人公の極めて個人的な青森の

モチーフなのだろう まずは処女作り成のlfl＇.をl聴

けjから，こんな場聞を思い出しておいてもよい

「ねえ， j（~たち二人でチームを輩l まない

か？きっと何もかもヒ手くいくぜ」

「手始めに何をするフJ
「ビールを飲もう j

僕たちは近くの自動l!R売機で（日ピールを＇I三
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ダースばかり l'iって海まで歩き 砂浜に収＇I忌

んでそれを全音｜；飲んでしまうと t虹を眺めた

素l情らしく良い夫宝しだった

「i屯のことはjj'（って呼んでくれ」と彼が

言った （：風の：止をl~liけj 25) 

古支持ll：の街で i八段のi交は五に/J＇，会う 司jけ方に

目；Lっ払って本を暴走させ。氏の愛11.:7イア y トを

火耐えさせたiif後に二人が向かったのが，がいて行

けるEi蹴にあった砂浜である

しかし ｜一年後の今 ？ネをめぐる日険jの

伎はこの砂wを（~＇~失〉している たとえば彼は

はIi＇とでもねる女の子 jの葬儀から帰宅したi:ifl)j',

こんな感慨をもらす

iiif. か

伐はJヰび！！.＇きはじめる 海のことはもう忘

れよう そんなものはとっくの誌に消えてし

まったのだ (26) 

海の（喪失〉一一これはJJl{Eのf師、暮らす東京

と生まれ育った街の浜辺との空間](19な附たりを表

しているわけではない 彼の故郷の海は，実際に

（波失〉してしまっていたのだ fもう海はありま

せんよ」（141）一一伐はi封に帰省した析に。］止

の品ーの恋人にliiJかつてこう百う 「でも！今でも

Iii¥＇々 波の告が llHこえるような気がするのJ( 142) 
一一こう答える彼女は。民が｛可もさ？わずに街を

離れて以米 :11)1'ものIii！.彼のことを忘れられず

にいる 「存在Jしないはずの「淡の］7,・Jは彼女

にとっては終わった rw存」の残響なのである

海を〈喪失〉するというのはどういうことなの

か浜辺に立ち寄った伎が日にしたのは（政失〉

した海とわずかに残存した砂浜の光公である

1しくなった木片がれちあげられていた 海の

匂いがした コンデリートの仙波堤には釘や

スプレイ ペンキで；！l'かれた昔な古ずらの落品十

きが残されていた 正十メートルぶんだけ残

されたなつかしい海岸線だった しかしそれ

は刊さ←｜メートルもある；r：，いコンクリートの

墜にしっかりはさみ込まれていた そして後

はその狭い海をはさんだまま何キロも彼方に

までまっすぐに判1びていた そしてそこには

向同日二宅の併れが：It.ち；＼fi，んでいた ι停は双｜

メートル分だけを残して 従全に｛1'1之されて

いた ( 130) 

ここで村 tは；毎辺のti＜予を非常にI埠!.Iこ抗’号して

いるのだがI 説話がその光妖を 1Ev・(i；に思い浮かべ

ることは容易ではない ここで拙かれているもの

はあまりに特殊なのである にもかかわらず村

上がこのようななllilをl'F1W1の舞台として選んだの

は それが5ミ在する戸嵐川河口のmu;tでユあり f主

11!1人の古和と深く関わるJJ)Ji吋だからだろう 村 I:

の故郷であるJ古屋が尖際に11u,1rの埋め立てD)1：を

始めたのは一九六九J1: [)!ftの歌を聴けJでfflと

i去が浜辺を訪れたこ！J'.f去のことである ？平をめ

ぐる日目むの併合が設定された七八年には工引が

完了して三年が経過していたことになる＂＂ この

ll!Jに係変わりした戸』IK!iJ（の風!itの中でum-Phi! 

II iのi可liにだけ海品ι総がiiiな形で残ったのだ（惚｜

I). 

〈喪失〉をかろうじて逃れた浜辺から尖｜奈の

「ilJiの古Jを開くためには。小説の批終1iを待た

ねはおならない 「；Dj'Jの女の子を尖った伐がすべ

ての訂険を終え，故郷の街にTヰび:11：ち：汀ったl時の

ことである i主はJJ'lとの思い出のパーに「日険j

で獲得した報償金の小切手を波し 最後に浜辺に

向かう 小説；芋をめぐる日i喰jのM：終1訪問を0I 

i主は途中にあった ii＇＼）［~で鉛ビールを二本 月jしよう

民って紙袋に入れてもらい？それを i→げてf毎

まで歩いた 川は小さな入江のような！ある

いは半分担！め立てられたilli河のような海にほ

いでいた それは側五←｜メートルばかりに切

り取られた皆の海WkiRの名残りだった 砂浜

は甘ながらの砂浜だった小さな波があり．

伎はIllに沿って河口まで歩き， iiH廷に残さ

れた五寸メートルの砂浜に腰を下ろし。二時

llili立いた そんなに泣いたのは生まれてはじ

めてだった 二時開設いてやっと立ち tるこ

とができた とこに行けばいいのかはわから
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iきlI 「故後に残された五十メートルの砂浜J(2014'1'8 
IJ 26 Ell i彩）

なかったけれと。とにかく僕は立ち上り ズ

ボンについた紺｜かい砂を払った

Elはすっかり暮れていて，歩き始めると背

中に小さな波の沓が聞こえた (405) 

伐が版っていた砂浜には「；J:j"jの女の子がl喚起し

た「懐かしいタおれの匂いjが広がっていたはず

だ しかし 二時間泣いた後で「Elはすっかりお

れJ，伐は立ち去ろうとする 「小さな波の古jが

llrlこえてくるのはこのi砕［Ii]である ここで伎は

（同州〉したii~の残響を＇1'-'f中に！盛じるのだ

「 あんたたちの［It代は -J 

「もう終わったんだね？」

「ある芯味ではね」とジェイは言った

「l:fJ;はi手わった し曲、しメロテ’イーはまだ

！鳴り響いている」（128) 

残された浜辺からほど近いジェイス パーでl 伐

は服ヶ月前にこんな台詞を口にした 小説の最後

で「波の音Jを背中にIJflいた主人公は 本人のレ

トリックに従えば，歌の終わったメロデイーの最

後の残響をrmいたのだろう 三十歳の誕生日を目

前に控えた主人公＂＇のもとに〈符焔〉し T1fび

（喪失〉していく「波のす」をl もしも別の言紫

で置き換えるのなら，「ず片手」という言葉のほか

にはない

村上の！蕊'.l:t の中で， Iii~」とれザ春j が？官接に

燃がっていることは1 『羊をめぐる冒険jのiltr'" 

に発表された「五月の海岸線Jロ｝という短縮から

も窺い知れる 三十一様の語り手は！結燥式のj~

待状をもって街に帰省をする 一i二年前には街に

残った恋人が自分の帰郷を待ち緩んでいたことを

思い出しながら

海の匂いがする 微かな海の匂いだ

もちろん，本当に海の匂いがするはずはな

い ふとそんな気がしただけのことだ

｛先はネクタイを布f;めなおしl *'J捌からア

タッシェーケースをJf！（り。列車を降りる そ

して本物の海の香りを胸に吸い込む 反射的

に幾つかの電話番号が伐の顕に浮かぶ一九

六八年の少女たち ！そんな数字をも

う一度組べかえてみるだけで彼女たちに巡り

会えそうな気がする ( rカンガル一日午IJl
!08-09) 

符り手が~~I？；＼に自にすることになる iiiJはi盟め立て

られて「：Ii:1－メートルばかりの悩の小さな海岸

ij;;1」（『カンガル一日和J119）を残すのみだ し

かし記憶の中にある一九六八年の浜辺には。確か

に少女たちがいたのである そして今でも「数字

をもう一度並べかえてみるだけで彼女たちに巡り

会えそうな気がする」と言う ここで彼女たちへ

のアクセス キーとして「数字jが有3げられてい

ることは興味深い 「数寺j にはく喪失〉した過

去を自喚するカがある一一少なくとも村上はそ

ういう感性と無線ではない＇＂

故郷を雌れて三！年近くが経過した一九九七年。

回一一八歳になった村上は仮事｜！穴震災後の「li.J'Jの

海銀総jを歩く jl_q/j＼＂を出発し故郷・声援を再

訪しつつ！三宮にたどり若いた彼はー判のピザー

ハウスに入る そこで出会ったのも。ある「豊正

字jだ

ill¥ばれてきたシーフード・ピザには「あな

たの召し上がるピザは。当践の 958.816枚目

のピザですJという小さな紙片がついている

その数字：の意味がしばらくのあいだうまく呑

み込めない 958.816? 僕はそこにいった

いとのようなメツセ ジを読み取るべきなの

だろう？ そういえばガールフレンドと何度

かこの店に来て，同じように冷たいビールを
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飲み，謂ト－~3－のついた焼きたてのピザを食べた

でもそれは大昔の前だ まだここに

ちゃんと海があって。 LLiがあったころのfaf;だ

(f辺境近境j291-92) "' 

958.816 六Hfの数字を前にして村ヒが思いを

馳せるのは？やはり尖われた「海JとI かつての

ガールフレンドのことだ 彼はここでおらのf'li,','!, 

世界を忠災に模倣してみせる ただし J'l＇.人のill:

界でu示された数字に「メ yセージJを読み込む

ことは倒mtだ一一… 1968.8.15? それに比べ小

説111：界で数字に「口、味Jを与えることは等易い

4. 直子の（再・喪失〉と〈待係〉

1芋をめぐる日険；に廃ろう 実が家を /J＼て

行った日の；；iJJ.伐がYlたデジタルII寺:ti・に表示され

ていたのは 「0825Jという数字だったはずだ

RIC者はそこにいったいどのようなメ yセージを読

み取るべきなのだろう？

そのようにして彼女は彼たの何枚かのス

リァプとともに伐の前から水述に姿を消した

あるものは忘れ去られ あるものは姿を出し

あるものは死ぬ そしてそこには悲劇的な主主

家は殆どない

7月2411，午前 811年25分

問、はデジタルi時計の問つの数c（を冊かめて

治、ら｜ヨを閉じ。そしてII民った

（九d'c,¥','d39) 

主人公は これまで（喪失〉してきた者たちに対

して，「悲劇的な＇）！！当、は殆どないJというケール

な！惑惣を漏らす しかしこの言業は彼の本心で

はないはずだ一一読み手のそんな位制を詰明す

るためには「数学Jの秘滑に迫る必裂があるだろ

っ
「0825」という数字が想起させるのは，処女fr

j 15'の歌を純ltj (1979年） ＂＇の表紙に認された

rs26Jという数字である（｜宝I2) イラストレー

！支12 郊のtfkを聴ltjのfol(

ター佐々木マキの'f·によるこの絵は。タ1-~れのj巷

に殴るot人公を11/iいたもので，その背後のt¥Wに

は「826」という数字が市き込まれている 「この

diは 1970jド8月日 IIに始まり， 18El後l つまり

Iii）じii＇・の 8月26日に終わるJ( 13）一一一作中で

そう笈討された本作の以終日の日付だ 生まれ

ITった街に帰省し J¥'lとピールを刻、みながらひと

支をやり過ごしたE人公はこの日の夕方 夜行パ

スに乗って~Oitにjjさるのである

しかし。何気ない11fせであったはずの八月二ー！

六Elが突如1.r；岱！則的なJ:¥l'I味合いを結びるのは

をめぐる日！挽jの五年後に発表された？ノル

ウェイの森；： (1987 !j'.）＂＂ の中でのことである

自殺をi羽った友人公の恋人「i直子」の遺体が発見

されるのが一九七O年八月二 I六日のことなの

だ（下 26975) '" 

自殺した慾人の存在は村上の初j副作品にそのi;l;

を’}i'；に孫としてきた fノルウェイの14¥lの直子

の)jj（迎と.＇＆ lわれる人物が初めて賛助するのは処火

作？風の1肢をl隠けjの次の記述である

三人目の相手は大学の隠｜書館で知lIJ合った

仏文科の女子守学生だったがI 彼女は'ii''I＇－の春

休みにテニス コートのl協にあるみすぼらし

い級木林のI[•で首を吊って死んだ

( fHtlの部：をl惚けj76) 

ここでは確かに恋人は一九七O年の春休みに自殺
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したことになっていた 一月二十五日！三島が自殺した例の日のことであ

それから三年後を舞台にした二作目『1973年 る

のピンボールJ( 1980年） ＇＂＇では。自殺した恋人

に直子という名前が与えられ，彼女を忘れること

ができない主人公の気持ちが直接的に吐露される

でも忘れることなんでできなかった 直子

を愛していたこともl そしてf皮女がもう死ん

でしまったことも 結局のところ何ひとつ

終ってはいなかったからだ

<Tピンボーlレj23) 

そんな主人公は「スベース シyプJという幻の

ピンボール台に彼女の幻彩を見る

あなたのせいじゃない，と彼女は言った

そして何度も設をJιった あなたは！Hfくなん

かないのよ。精一判、ゃったじゃない

追う とjJiは言う 友の7') yノミ－，タッ

プ トランス7アー。九首ターゲット 'ifilう

んだ 伐は何ひとつ出来なかった jf,…本動

かせなかった でも，やろうと思えばできた

んt:_',

人にできることはとてもかぎられたことな

のよ と彼女は言う

そうかもしれない！と｛長は吉う でも何ひ

とつ終わっちゃいない。いつまでもきっと｜可

じなんだリターン レーン，トラップi

キァクアウト ホール＇ ＇）ノミウンド。ハギン

グ！大詐ターゲット ボーナスライト

121150，終わったのよ！何もかも。と彼女は

「あなたと一緒に終ていると，時々とても

悲しくなっちゃうの」

「I斉まないと思うよJと伐は言った

「あなたのせいじゃないわ それにあなた

が私を抱いている時に別の女の子のことを考

えているせいでもないのよ そんなのはどう

でもいいの 私がj彼女はそこで突然口を閉

じてゆっくりと地而に三本平行線を~Iいた

「わかんないわJ
「べつに心を閉じているつもりはないんだJ

と僕は少し｜！日をおいて寄った 「仰が起こっ

たのかl当分でもまだうまくつかめないだけな

んだよ 伐はいろんなことをできるだけ公平

につかみたいと思っている 必要以上に誇張

したり 必要以！こに王見実的になったりはした

くない でもそれには11;)'[/ijがかかるんだ」

「と＇icくらいの11¥f.[llj＇！」

伐は首を1＜；った「わからないよ 一年で

11むかもしれないし ｜年かかるかもしれな

いJ
彼女は小枝を地問に総て立ち仁がって

コートについた枯草を払った 「ねえ， ト

if＇二ってノj、逮みたいだと思わない？」（19-20) 

「あなたが私を抱いている附に加の女の子のこと

を考えているせいでもないのよ」 この言業

の八年後。一九七八年の）；＇£に「 5佐とでも絞る女の

子jは交通事故で死に その＇I＇の秋に伐は「＇l~ を

、っヱ一正 ( rピンボールJ115) めぐる冒険Jに出かけることになる

II.佐とでも絞る女の子Jが本作に残した故後の

小説 1'1973ijミのピンボールJは次のように契約

できるだろう 〈喪失〉した恋人・直子が「ス

ベース シップjとして王人公のもとにく閥均｝）

し ｛先がそのピンボール台に）JI)れを告げることに

よって，彼女を（再設失〉する訴であると

更に五年が経過した第三fr[:'j'£をめぐる悶険J
では！自殺した，恋人の名前は言及すらされず彼

女に関する記述は極めて少ない しかしその例

外と思われるのが次の対話である 一九一七0°1＇十

言3誌を引用しておこう 第一jEの終わりで僕は彼

女とのこんなやり取りを思い出している 深夜に

ひとしきり泣いた彼女は続突に「ねえ＇ ;f;I、を殺し

たいと思ったことあるつjと伐に訊ねる

「人を殺すタイプじゃないよ」

「そう？」

「たぶんねJ
彼女は笑って煙車を灰Jiilにつっこみ，残っ



村上J話相ITキをめぐるu険jにおける（河 喪尖〉の誠学 II 

ていた紅茶を一！こIN；、み，それから新しい煤:tj[

に火を点けた

「二卜：五まで生きるのjとf住友は言った

「そして死ぬのj

一九七八年じ月彼女は二一｜六で死んだ

(22) 

？ノルウェイのおjの直子が，準備してきたロー

プを手に一人Iii'；ぃ森へとi向かったのは1 八月二 i
.Ii. Elの深夜のこと あるいはほにlIHはニト六日

に変わっていたかもしれない 「二十:Ji.まで立さ

るのJ r~m とでもねる女の子」の背後に直子

の姿を幻悦することは誤討しだろうか，，，

をめぐるu険jに却lまれた「0825J という

数字 この数＇i＇＇は付上自身の泊子への一一そし

てそのモデルとなったかもしれない＇.~｛1：の女七lへ

の惚めて側人的なアクセス キーだったのかもし

れない前刊行973'I'－のピンポールd で直子を

(l'l.喪失〉させたにもかかわらず. i庄は本作に

その也，＼＇、をそっと忍ばせたのではないか。つい i

そんなことを考えてみたくなる

「訂！とでもねる女の子jはI かつて「水昨日の

ピクニソク」で伐にこうんifっている

「きっとあまりしゃべりたくないのね？」

「きっとうまくしゃべれないことなんだ」

彼女は半分i吸った煤中を地Tiiiに拾てて。迎

!fi)J制tで丁1宇に路、み消した 「本当にしゃべり

たいことは うまくしゃべれないものなのね

そう目、わないつ」（19) 

直子が自殺して←｜三年の歳月が経過した一九八三

ii'.村！→は三一1・1出版の，mり手ワタナベにLill：子の犯

についてすべてを話らせ始める それが「100%

のリアリズム小説Jrノルウェイの森jであるこ

とは訪うまでもない

，主

I) 付.U手術；！（＇.をめぐるUI萌jI講談相 1982年）

半世iから日［川する際はii；弧内に民放のみを記す

2) 山崎!fl.紀子討f上:/ftfflの本文己主！C5研究； UHiiLi1i'

i7J2oos1n 161 夜会保版m:tに出版された丈
！訂版も「じ月二ト［I耳目！午前八時二 i・Ji'.JJの
み アラピア数字に変克される

3) 汗t.LイdM全｛乍品 19791989 ③ 1＇－をめぐる I.I
険JI議j：主11990 i['.) 

4) エyセイ fささやかな時計の死について」の初
Ill は 7ノ、イファ yシヨン；，；主（1986年 12JJ). 

その後汗l上初日並はいほー！ j （文化Ill版印
1989 ii') 125-28 Fiに収録

5) 「准とでもねる古の子」が f耳jの立の子として
(iiト焔〉しているという読みを民間した諭背に•Ji•
ht・ミがいる Ji' jは自 I~ した立の子（山子）
が。両者の起源におり 付.I:fr品においてはi>
Kが係々な女制に「変化」してい。とする 「付
i脊闘と日本の「，記憶」； m，間判 1999年）の第

二平「ヰのいざない物誌のいざなしづ多間

本みも大筋として •ll•J：.の il11'1・に沿う なお
「水」をテーマに，；；，じた・Ji'上の諭考は氏自身が収
集した坑坑な資料にJょっいた紋街なよ正月平がなさ

れており， 1.1:2きである
6) 主人公は「耳jの立の子の？？後にいる存告には

気づいているのだがその存古をlijj椛にはとら

えられないそれをよく去わしているのが以

下のくだりである 「wが向を1111"J r ；－る
と｛たのl暗にいた品かはもう fiJを1111っている そ
の品かの姿は見えない での惚い慨がちらりと

見えるだけなんだ 」（52）一一「耳」から受
けるlolltとを本人に訪ねられた伐はこう符えてい
る iE仰を見つIt/I＇，すむ＇） I＇.は ，；;c者に委ねられて
いるのだ

7) 「訴とでも1芸品立の子」と「耳jの女の子の＇＆ H話
な関係官について。本丈で口及しなかったポイ
ントを二つあげておく ⑦（td誌にIIりするiff"t 
110議論（206-10））主人公と迎転手が交わ寸 J液晶

は名前の不在が1rnげlにつながる という議み
であり 名前のないこ人の女性的交J住可能性を

心、岐している ＠（「エl」の立の子が 12；＇＆で工i
の閉路を閉じたこと（56))1969 i［＇.は伐と「， iii:
とでも以る式の子jがIll会ったi['.であり。それ

以降φ 「；：mとでもむる立の子jが生存しているliiJ
l止。彼女は「王ijの能力を抑制していたことに
なる :)_'-（「工rJの女の子がスリップを消ないこ

と（65-66））「准とでも羽る立の子」の死亡とx
との限的は同時期であり 収現(10には「工i」の
tどの子はいずれのIH1：をも引きi：ぐことが可能
である しかし iii終的に巨人公が「耳jの立
の干にスリソプを治せないことによって i~立

が持の化身ではないことを明らかにしている
8 ) )JI!総典持？付J:j長部イエローベージI（荒地11"版

H 1996 i!•) 64 H.加践はこの「不能！日な尖時、
と弁解Jは，映illlif J也1ょの燃えトi!idを参照した
f'r：者のな凶であったと論じる 「耳jの立の干の
~~V；、に！則する f;Ji 々な iii＞.：；；；に閲しては今oJl•ii'i· 人

が絞耳I！している ？村 i作部門＝品研究静典j(lllf 
;1Ff3} 2C n I ij'.) 184-85 ~［を参l!i\のこと

9) 「訂作と咋ばれる心的状況の終わりについてjの
初IJ/討は fノ、イフアソンヨンj,;(;oコラム I1988 
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'" 2月） その後。エッセイ集対tlニ！:VJ日設はい の議；品は，個別的なもの（彼女の死）に， ・i"ii監

ほー！ J （文化出版局 1989年）に収録 的なもの（数字）を対蹴することの窓味を〈自

10) 井！こ義夫？村 iニ春樹と日本の「記憶Jj （新制相 己）と（他者〉。あるいは〈モダン〉（ポスト

1999年） 78頁 モダン〉といった概念を軌に談論をしていくも
II) 「占春」の終わりが「三十段Jと密接な附係にあ のだった

ることは，故新の自伝的エッセイからも分かる 14) 村上春樹 f辺境・近年；j（割ri朝文iii<2oco 'I＇）故
「でも気がつくと伎はそろそろ三｜歳に近づいて 終草「判I）さ？を＂＇く」という＇~の前H廷には，こ
いました伐にとって百年吋代ともいうべきi時 の日。村 lーが搬影した芦殴浜の1z;:ょ1が掲殺され

期はもう終わろうとしています」『紋梁としての ている．

小説家；（スイッチパブ＇） ツンング 2015年） 40 15) 村J:.Y＞樹 fll1lの歌を聴けj（「似：i相丈W2004 i[o) 

1主L 16) 村 tiト拍IIノルウェイの諜j下（高官談社文庫

12) 「五月の海岸線jの初illは『トレフルj( 1981年 2004 'I') 

1月） その後 鐙編集『カンガルー目前iJ （；昨 17) 八月二十六日という日付の一致に閉しては，高
;Hr：丈iii<1986年）に収録 田知Iii主が以下の論考のitで指摘している 「？新

13) 初期jの村七研究においては多くの文芸批前家がi 人投手がジャイアンツを相手にノーヒット

付l作品の「数字」に｜却する談論を行った た ノーランをやるよりはfilil作だけと＼完封するよ

とえば， fll1lの吹を聴けj23辛における 「そん りは少し離しい程度j 村 iニイバ封研究のため
なわけで彼女の死を知らされた時， i1'は6922 の微視的ノートー一一Jr村上在御スタデイ ズ
本的日限:1；.：を吸っていたJという一節において！ 2005 2007J （若草世房 2008）所収
Jl；、人の死というものを 数字で去すことの：＼）；I味 18) 村ヒ司手術［1973if＇のピンポール J （講談全l文庫
をllilうたのである柄谷行人「村 lニ脊樹との 1994 iJ') 

IJii J：む一一－［1973'I＇のピンボール jム設井潔 19) 3三杭は 2012年l!tに愛知大学文学部で行った前官

「郁iii感覚という凶依 村」春樹 」な の内容をもとにしている 「二卜五まで！I＇.きる
ど参l担問者共に fH.L：非樹スタデイーズ oiJ のJという言葉に直干の）Hを問き取れるという
（若!ii11Fi1)1999 ifo）にJ[j(j奈されている これら 指摘はi 受Ji!I'. 升守利奈さんのものである

8 : 25 a. m., the Wife’s Slip, the Last Fifty Meters of Beach 
一一一ThePoetics of“Re-loss”in Haruki Murakami’s A Wild Sheep Chase一一一

Motohiro KOJIMA 

Graduate School of Human and Environmental Studies, 

Kyoto University, K) cto 6日＂－8501Japm1 

Summlll)' The poetics of "re loss”und創 lbHaruki Murakami’s A I円IdSheep Clime (1984), Rat, the 

protagonist's dead friend、appearsas the Sheep Man and a ghost, and then disappears again. The protagonist's 

dead girlfriend appに：arsas“the gid who’d sleep with anyone”and "the girl with magieal仏ars”： the fonncc is 

killed in a traffic aeeident, and the latter leaves him suddenly. Furthennore, the poetics of “日一lo日” isapplied 

not only to clrnracters but also to an object and a place、thesto' of a elock symbolizes Rat’s "re loS<," and the 

protago ">st’s leavmg Ins hometown beach suggests the "reーloss”ofhrs '" oleseenee 




