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Session１翻訳・文化コミュニケーション：翻訳・比較文学から見る村上春樹 

〔司会〕アントニン・ベシュレル 
(E)スティーブ・ドッド Stephen DODD（ロンドン大学東洋アフリカ研究所教授）： 

失われたつながり： 

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』における僕とその影 

	 村上春樹は挑戦的な作家である。その作品の多くにおいて何ら意味のある結末が訪れる

わけではないのに、世界中で広く読まれている。そして村上の作品には日本文学の伝統か

らの強い連続性が存在しないが、読者たちは彼の文章に何かしら明確な「日本的」なもの

を見出すだろう。村上作品が長期間に渡って重要視されていることに対して疑問を投げか

ける一読者として、退屈であからさまな文体と筋書き（と私には見られる）に感動を覚え

ることはほとんどない。しかし彼の作品はより生産的な方法において、関心を引きつける

ことがある。例として、本発表では『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』

における僕とその影の関係の重要性について幅広い視点から考察していく。最後の影との

別れは悲劇的、もしくは解放を表わしていると解されるべきか？彼らの関係性は現代の人

間生活の何を語るものなのか？僕と影の別れは、物語の深みや全体的な視点、そして意味

を失わせるものなのだろうか。もしくは反対に、物体や影の存在は、村上にポストモダン

の社会的関係のより正確で意味のある像を描くことを可能にしたのだろうか。また、この

関係性がより広い意味での国家的な寓意として捉えられるのかどうかも検討していく。影

の喪失というものが、歴史的記憶を失った国家意識を暗示しているのか。それかこの小説

そのものが、記憶からの解放という願望を明確に述べているのかもしれない。日本の近代

史の文脈から考えると、そのような願望は何らの価値判断に基づかないのか、もしくは実

は危険なことなのだろうか。 
 

The Missing Link: 
Boku and his Shadow in Hard Boiled Wonderland and the End of the World 
Murakami Haruki is a challenging writer.  His works appeal to a huge readership 
throughout the world, despite the fact that his novels frequently end without reaching 
any meaningful resolution.  The author claims to have no strong sense of continuity 
with the Japanese literary tradition, yet his readers detect something distinctly 
‘Japanese’ in his writing.  As a reader skeptical of Murakami’s long-term literary 



significance, I am often unmoved by what appear to me as his insipid and transparent 
prose style and story lines.  Nevertheless, his work sometimes disturbs in an 
undeniably more productive way.  For example, in this paper I consider the 
significance of the relationship between Boku and his shadow in Hard Boiled 
Wonderland and the End of the World from a range of angles.  Should the shadow’s 
final departure be interpreted as a tragic or liberating experience?  What does their 
relationship say about contemporary human life?  Does the split between Boku and 
shadow indicate the loss of depth, perspective and meaning?  Or, conversely, does the 
fragmentation of physical body and shadow allow Murakami to paint a more accurate 
and meaningful picture of postmodern social relations?  I also examine the possibility 
that the relationship might be read as a broader, national allegory.  Is the loss of 
shadow indicative of a national consciousness that has lost its historical memory?  Or 
perhaps the novel articulates a desire to be free of memory?  Given the context of 
Japan’s modern history, is such an aspiration value free, or actually dangerous? 
 
 

(E)大村梓 OMURA Azusa（山梨県立大学講師）： 

翻訳におけるエキゾチシズム-村上春樹「中国行きのスロウ・ボート」 

	 村上春樹は、世界でその名を知られた作家である。そして日本ではアメリカ文学の翻訳

家としても活躍している。また彼の作品は多くの言語に翻訳され、『ノルウェイの森』は

フランス人映画監督トラン・アン・ユンによって映画化されている。そして村上のデビュ

ー作である『風の歌を聴け』（1979 年）から、彼の作品において異文化は主要なモチーフ

の一つである。短編「中国行きのスロウ・ボート」もまた語り手である日本人男性の視点

から、日本に住む三人の中国人が描かれている。我々はこの物語を、何か異国的で外国の

ものが描かれている「エキゾチシズム」の一つであると見なすことができるだろう。よっ

て、日本人読者にとってこの作品は日本における外国文化表象として読むことができると

いえる。	

	 「中国行きのスロウ・ボート」は、1980 年 4 月に文芸誌『海』に掲載され、英訳は

1993 年に発表されている。日本語の原文においては、中国文化のみが異国的要素として

もっぱら捉えられるのに対して、英訳では中国と日本文化の両方が何か異国的なものとし

て読者に受け入れられるだろう。原文は主人公と三人の中国人（中国人学校の中国人教

師、バイト先で知り合った大学生である中国人女性、高校の同級生で今はセールスマンの

中国人男性）の関係性を描いたものである。英訳では日本人と中国人の両者が、どのよう

にお互いを理解しあっていくのかがより重要とされているような印象を受ける。本発表

は、「エキゾチシズム」が日本語原文と英訳の主題に与えている影響を考察し、翻訳の過

程で失われたもの、もしくは加えられたものを明らかにしていく。	

 
Exoticism in Translation: Murakami Haruki ‘s ‘A Slow Boat to China’ 

Murakami Haruki is a well-known author in the world, and also recognized as an active 
translator of American literature in Japan. His novels were translated into various 
languages and one of his works, A Norwegian Wood, was made into a film by a French 
film director, Tran Anh Hung. Foreign culture in his stories has been one of the main 



motifs since his first work, Hear the Wind Sing (1979). A short story, ‘A Slow Boat to 
China’ also portrays three Chinese living in Japan from a narrator’s perspective, a 
Japanese man. We can consider it as a kind of ‘exoticism’ describing something exotic 
or foreign. Thus, for Japanese readers the story can be read as a story of foreign culture 
in Japan. 
‘A Slow Boat to China’ was first published in a literary magazine, Umi (The Sea), in 
April 1980, and it was translated into English in 1993. While only three Chinese 
represent foreign culture in the original Japanese text, both Chinese and Japanese 
culture are seen as something exotic for readers of the English translation. The original 
Japanese version describes a protagonist’s relationship with three Chinese: a Chinese 
teacher of a school for Chinese children in Japan, a Chinese female college student 
whom he knows from his part time job and a Chinese salesman who went to high school 
together with him. Therefore, the English translation can be seen as a story of two 
exotic elements: Japanese and Chinese culture and how they understand each other. 
This paper examines how ‘exoticism’ influences story lines of Japanese and English 
translation in order to reveal missing and additional information in the process of 
translation. 
 
 

(F)朝比奈美知子 ASAHINA Michiko（東洋大学文学部教授）： 

村上春樹における図書館のイメージ 

村上春樹の想像世界においては図書館が重要な位置を占めている。それは想像力を培う

場所として作家自身の個人的な体験や思い出に結びつくと同時に、作中でしばしば重要な

テーマあるいはモチーフを形成している（『不思議な図書館』、『世界の終わりとハードボイ

ルドワンダーランド』など）。そもそも図書館は多義的なイメージを持つ空間である。旧約

聖書のバベルの塔にも比せられるこの場所は、人知の集積の場であり、歴史、文明の記憶

の場であり、多種多様な言語、思想、夢が限りなく増殖し交錯する場でもある。さらに、

近現代の文学作品においては、図書館描写が同時代の政治・文化思潮に対する作家の問題

意識を反映することがある。村上春樹の場合も然りである。本論では、ネルヴァル、ボル

ヘスなど他の作家の例と対比させながら、村上作品における図書館のイメージを探る。一

見荒唐無稽なこの対比は、時代も言語も異なる作家に通底する一つの問題意識、すなわち、

近代合理主義に根差す論理や思考のシステムに対する問いかけを浮き彫りにしようとする

ものである。 
 

Image de la bibliothèque chez Haruki Murakami 
Dans l’univers imaginaire de Haruki Murakami, la bibliothèque occupe une place 

particulière. Cet endroit, étroitement lié aux souvenirs personnels du romancier, 
nourrit son inspiration littéraire et constitue des thèmes ou des motifs significatifs dans 
ses œuvres : La fin des temps, L’étrange bibliothèque, etc. Or, comparée parfois à la tour de 
Babel, la bibliothèque en soi revêt des images complexes : accumulation du savoir de l’homme, 
commémoration de l’histoire ou de la civilisation, effusion infinie de langages, de pensées ou de 
rêves hétérogènes qui s’entassent et s’entremêlent en confusion. De plus, dans certaines œuvres 



littéraires du temps moderne, la description de la bibliothèque reflète les réflexions historiques et 
critiques de l’écrivain sur les courants politico-culturels de l’époque. Dans la présente étude, nous 
allons considérer l’image de la bibliothèque chez Haruki Murakami, tout en la juxtaposant avec les 
exemples d’autres écrivains du monde : Nerval, Borges, etc. Cette étude comparative, appuyée sur 
des exemples si éloignés, vise à suggérer une problématique commune : la mise en cause de 
l’épistérmè qui relève du rationalisme moderne.  
 
 

(F)Anne BAYARD-SAKAI（INALCO 日本言語文化学部教授）： 

村上春樹、旅に出る（その II） 

2015年に刊行された村上春樹の紀行文集『ラオスにいったい何があるというんですか？』
は1995年から2005年の間に発表された様々な紀行文をまとめたものである。村上は1990
年に刊行された『遠い太鼓』をはじめ、多くの紀行文を 2000 年ごろまでに発表している
が、その後の 15年間には、フィクション、翻訳などのジャンルでは周知の通り多くの作品
を世に出しながら、紀行文に関してはまとまったものは刊行されていない。ここで紀行文

への回帰、というべきものがあるのなら、それは何を意味し、それはどの様な書く欲望に

よって支えられているのであろうか。また、どの様な他者、「異なる場所」との関わり方が

ここでは描かれているのであろうか。以前、1990年代の村上の紀行文について論じた幾つ
かの点をふまえて、村上の「旅」の捉え方を再考し、その変化（の有無）を測り、読者が

如何に紀行文を通してその「作家の立場」の構築に参加させられているかを考えてみたい。 
 

Quand Murakami Haruki part en voyage (suite) 
En 2015, Murakami Haruki fait paraître un recueil de récits de voyage, Raosu ni ittai 
nani ga aru to iundesuka ?（Mais que diable espérez-vous trouver au Laos ?） , 
regroupant dix textes écrits entre 1995 et 2015. Si le récit de voyage est un genre que 
l’auteur a largement exploré, cela faisait pourtant près de quinze ans qu’il s’en était 
éloigné, n’y revenant que sporadiquement. Dans cette même période, Murakami  
publie abondamment dans ses registres de prédilection, fiction mais aussi traduction. 
Quel désir d’écrire est-il donc à l’œuvre ici ? Quel rapport à l’altérité et à l’ailleurs peut-
on y déceler ? Ayant eu précédemment l’occasion d’analyser certains traits de l’écriture 
viatique de Murakami, nous tenterons ici de mesurer comment le regard porté par 
l’auteur sur le voyage s’est modifié, et d’analyser la manière dont son lecteur devient 
acteur dans la construction de sa posture d’écrivain. 
 
 

1４:３0～18:０0 

Session２：物語（１）村上春樹における表象—現実・社会・物語 

〔司会〕中村三春 
(J)石田仁志 ISHIDA Hitoshi（東洋大学文学部教授）： 

夢の行方－村上春樹とイスマイル・カダレ 

	 イスマイル・カダレ Ismail Kadare（1936～）の『夢宮殿』（The Palace of dreams,原
著 1981刊）と、村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（1985）とに



おける〈夢〉の在り方を比較し、そこから見えてくる共通性と差異を論ずる。 
『夢宮殿』は、国民が見た夢を分類し、解釈し、選別する官庁（夢宮殿）に採用された

青年が、その不気味な迷宮的宮殿の中で、恐怖や圧迫感を感じつつ〈国家〉や〈民族〉の

行方と向き合おうとする、幻想的な小説である。カダレの文学は夢幻的世界が現実世界へ

と通底する F.カフカ Kafkaや G.マルケスMárquezの文学に近いと言われる。 
一方、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』でも「夢読み」という行為が小

説の重要な要素であり、小説はメビウスの輪のようにねじれた二つの世界が絡まりあい、

互いを照らし出すように展開される。カダレと春樹は政治的にも経済的にも全く異なる社

会にいたはずだが、この二つの小説には迫りくる大きな力に対する抵抗を希求する点で共

鳴する点がある。しかし同時に、〈夢〉＝Fictionの向こうに見る〈現実 Reality〉のとらえ
方は大きく異なる。私の研究発表では、そうした両作品の共通性と差異を明らかにする。 

 
‘Dreams’ in Novels of Murakami Haruki and Ismail Kadare 

This paper will compare portrayals of ‘Dreams’ in Ismail Kadare (1936-)’s The Palace 
of Dreams (1981) and Murakami Haruki (????-)’s The End of the World and Hard 
Boiled Wonderland (1985) in order to consider differences and similarities between 
them. 
The Palace of Dreams is a fantasy? /surrealistic story? similar to works of F. Kafka 
and G. Marquez. In the story, a protagonist (a man) works for a government 
department, The Palace of Dreams. He evaluates citizens’ dreams and categorizes 
them into several genres. In this process, he experienced a strong sense of fears and 
was under pressure from what ‘Nation’ and ‘Ethnicity’ required him to accomplish in 
this process. 
On the other hand, dream interpretation is one of the main subjects in The End of the 
World and Hard Boiled Wonderland. The novel is complicated as Mobius strip having 
two stories, which reflect each other. Haruki and Kadare belong to completely 
different society in terms of its politics and economic perspectives. Although both 
stories attempt to resist to strong power, reality they see through ‘Dreams’ (fiction) 
are described in different ways. This paper will investigate similarities and 
differences between the books focusing these issues. 

 
 

(F)竹本俊雄 TAKEMOTO Toshio（リール大学准教授）： 

村上春樹作品における分身像 

－「デタッチメント」と「コミットメント」の間で 

村上春樹は初期の小説から分身像を造形している。『世界の終わりとハードボイルド・ワ

ンダーランド』（1985 年）が最も知られた例であろう。その後も村上は分身というテーマ

を発展させているが 1995 年の阪神淡路大震災とオウム真理教事件以来、文学での分身像

とこれら社会的な大惨事を小説の中で絡めていく。また、村上が「デタッチメント」と「コ

ミットメント」という対義語を使いはじめたのは 1996 年である。このふたつの言葉は作者

による明確な定義が欠けているため、誤解されてきたように思われる。われわれ研究者や

批評家は、この対義語を社会的な背景と連動させて解釈する傾向があるが、それは正しい



のだろうか？「デタッチメント」と「コミットメント」という対義語は文学という言語芸

術での分身像に即して理解されるべきではないだろうか？村上の物語ではオルター・エゴ

は孤立し、消滅することによって役割を終える。分身の消失によって主人公は何か、ある

いは誰かを探し始め、他者へと向かうのである。本発表では分身像と「デタッチメント」

と「コミットメント」との関係を幾つかの小説を分析しながら考究したい。	

 
Le double entre « detachment » et « commitment » dans quelques récits de Murakami Haruki 

Dès le début de sa carrière, Murakami développe une poétique du double dans sa création, notamment 
dans Sekai no owari to hâdo boirudo wandârando / La fin des temps (1985). A partir de 
1995,  il continue de l’exploiter en l’intégrant à une problématique sociale à la faveur d’incidents 
traumatiques : le séisme de Kobe ; l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. En 1996 en effet, 
il postule la dichotomie entre « detachment » et « commitment », qui est d’autant plus source de 
malentendu, selon nous, que l’auteur définit peu ces termes. On tentera de montrer que cette 
opposition, que la critique interprète le plus souvent en termes sociologiques, gagne à être comprise 
en liaison avec la trajectoire du double, c’est-à-dire dans les termes d’une poétique de l’imaginaire : 
chez Murakami, il faut que l’alter ego s’isole, puis disparaisse, pour que le protagoniste se mette à 
sa recherche et parvienne enfin à nourrir un contact avec autrui. Ainsi sera-t-il possible 
de caractériser l’interaction entre le double et l’engagement/dégagement dans la dynamique 
romanesque de Murakami.  
 
 
 

(J)中川成美 NAKAGAWA Sigemi（立命館大学教授）： 

歴史叙述としてのディストピア 

—『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』をめぐって 

 
1984年 8月から 1985年 1月にかけて、村上春樹は『世界の終りとハードボイルド・ワ
ンダーランド』を執筆、85 年上梓して谷崎潤一郎賞を受賞した。「世界の終り」と称する
無機質な時間なき世界と、近未来的な「ハードボイルド・ワンダーランド」はパラレルワ

ールドの関係にあり、交互に指標される小説進行によって、閉塞した出口なき世界が描か

れる。村上自身は、ボルヘスの『幻獣辞典』などを参考文献として引き、そのマジックリ

アリズム的幻想性を強調したが、この作品にポストモダン以降の世界編成の歪みと、それ

への不安が内在していることは疑いない。82年のフィリップ・K・ディックの『アンドロ
イドは電気羊の夢を見るか？』（1968）を原作とするリドリー・スコットの映画『ブレイ
ド・ランナー』、あるいはウイリアム・ギブソン『ニュー・ロマンサー』（1984）などの影
響は顕著であり、その後のいわゆる電脳空間を対象とする作品と同様の問題意識を持って

いることは明らかである。 
	 本発表ではそこで描かれる近未来的電脳空間がいわばディストピアの風景として叙述さ

れることの意味を問いながら、村上が意図するポストモダン以降の人間の存在的意味を考

えてみたい。 
	

Dystopia as Historical Discourse 



Essay for “Hard-Boiled Wonderland and the End of the World” 
From August 1984 to January 1985, Haruki Murakami wrote “Hard-Boiled Wonderland 
and the End of the World”, and win the Junichiro Tanizaki Prize in 1985. "The end of 
the world" describe the inorganic world without time and human touch, and the 
futuristic "hard-boiled · wonderland" means controlled by cyber-space power, both 
chapter is alternately connected to consist parallel world where has without the exit. 
  Murakami himself drew Jorge Luis Borges’s "EL LIBRO DE LOS SERES 
IMAGINARIOS" as a reference and emphasized its magical realism fantasy, but this 
work has the distortion of world organization after Post-modern’s anxiety. There is no 
doubt the contemporary influences that Ridley Scott's movie "Blade Runner" (1982) 
originally based on Philip · K · Dick "Do Androids Dream of Electric Sheep?" (1968), or 
William Gibson’s "Neuromancer" (1984), etc.  
 Why this future image describe as kind of dystopia world created by Cyber space? I 
believe Murakami shares same problematic issues in Post-modern anxious with 
contemporary writers and creaters.They have similar problem consciousness. 
 In this presentation, I would like to think about the existential meaning of humans 
after postmodern .How Murakami straggles in his work, I will be asking the meaning 
Murakami’s "dystopia landscape”, that we have to recognize our  historical discourse. 

 

 

(F)ジェラルド・プルーGérald PELOUX 

（セルジー・ポントワーズ大学准教授 Université de Cergy-Pontoise）： 

グローバル時代のトラベルライティング—村上春樹の紀行文 

	 村上春樹の作品は、多数の言語に翻訳されているが、彼の紀行文は日本語にしか読めな

い。必ずベストセラーになるはずの村上春樹の作品がなぜ紀行文だけ翻訳されないままと

なっているのか、疑問である。 
	 村上春樹の紀行文は量的にマイナーなジャンルであるが、早い時期から（『遠い太鼓』、

1990年）今日まで（『ラオスにいったい何があるというんですか？』、2015年）紀行文を
書き続けてきたことで、村上春樹の作品の多面性を理解するのに、彼の紀行文の分析も欠

かせないものであろう。村上春樹が重要な位置を占めている「世界文学共和国」の観点か

ら見ると、紀行文が暗示している、日本国内・日本の国境を越えての他人・世界に対する

文学的スタンスの分析で、彼の作品の理解を深めることができると考えられる。 
 	 本発表で、1998年から 2004年まで出版された、代表作とも思われる三つの「紀行文」
（『辺境・近境』、『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』、『東京するめクラブ	 地

球のはぐれ方』）を分析してみる。紀行文と紹介されているが、統一されたジャンルの呼称

の裏に、そられの作品の形式にかなりの相違点があるのである。『辺境・近境』は 1990年
代のテキストの紀行文集でありながら、『辺境・近境	 写真篇』も同時に出版された（写真・

松村英三）。『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』はウィスキー礼賛のケルト ・
ディプティクである。『東京するめクラブ	 地球のはぐれ方』は、３人で書かれた（村上春

樹・吉本由美・都築響一）、多様な形式（インタービュー、座談会、記事、雑記など）やイ

ラスト、写真が絡み合っている旅行記となっている。 
	 本発表で、村上春樹の紀行文の翻訳の不在の原因ではなく、グローバル時代におけるト



ラベルライティングの意味を追求したいと思う。読者自身簡単にメキシコ、アイルランド、

ハワイなどへ旅行できるようになった現在、「紀行文を書く」とは、どういう意味であろう

か。村上春樹は、作家として、このジャンルに何をもたらしたのか。また、村上春樹のト

ラベルライティングは、村上独自のテーマを取り上げて独特な方法に基づいているのかも、

検討してみる。 
 

L’écriture de voyage dans un siècle mondialisé 
– la pratique de Murakami Haruki 

Murakami Haruki est largement traduit de nos jours, mais il existe un pan 
entier de sa production qui n’existe qu’en langue japonaise : ses récits de voyage. Il est 
difficile de comprendre cette absence d’autant plus qu’il s’agit d’un écrivain au lectorat 
confirmé : publier un Murakami constitue un succès assuré pour une maison d’édition.  

Même si ces récits viatiques n’occupent quantitativement qu’une place mineure 
dans son œuvre foisonnante, ce genre est présent assez tôt dans son écriture (Tôi Taiko, 
1990) et l’auteur continue à s’y intéresser (Raosu ni ittai nani ga aru to iu n desu ka ?, 
2015). Le récit de voyage semble ainsi constituer un aspect incontournable pour qui 
voudrait comprendre les multiples facettes de cet écrivain polymorphe. Surtout dans 
une république des lettres mondialisée dans laquelle Murakami Haruki occupe une 
place éminente, la vision du rapport à l’autre, au monde, au-delà parfois des frontières 
de l’archipel japonais, que sous-entend le récit de voyage, pourrait permettre de mieux 
comprendre l’œuvre de l’auteur japonais.     

Nous nous proposons d’analyser trois « récits », publiés entre 1998 et 2004, qui 
nous semblent représentatifs d’une certaine spécificité de cet auteur : Henkyô, kinkyô 
(1998), Moshi bokura no kotoba ga uisukî de atta nara (1999) et Tôkyô surume kurabu 
– Chikyû no hagurekata (2004). Ces trois textes, présentés comme des récits de voyage, 
prennent en fait, derrière l’apparente uniformité de cette dénomination, des formats 
particulièrement différents : Henkyô, kinkyô est constitué d’une compilation de récits 
publiés durant les années 1990, doublée d’un album de photographies (par Matsumura 
Eizô) ; le second est un diptyque celtique en l’honneur du whisky ; quant au troisième, 
il s’agit d’un ouvrage écrit à trois mains (avec Yoshimoto Yumi et Tsuzuki Kyôichi), 
agrégat de textes disparates (interviews, entretiens, articles, vignettes, etc.) et 
d’illustrations en tout genre. 

Notre présentation ne cherchera pas à analyser la raison de l’absence de 
traductions. Nous nous intéresserons plutôt à cette question de l’écriture de voyage 
dans un siècle mondialisé : que signifie écrire un récit viatique alors que les lecteurs 
sont à même d’effectuer le même périple, surtout lorsqu’il s’agit de destinations telles 
que le Mexique, l’Irlande ou Hawaï ?  Que peut apporter un écrivain comme Murakami 
Haruki à ce genre ? La pratique de l’écriture viatique passe-t-elle par des thématiques, 
des techniques propres à cet auteur ? 
 
 

(J)早川香世 HAYAKAWA Kayo（都立武蔵高等学校教諭）： 



教材としての『鏡』－語ることによる再生 

	 『鏡』は、1983年に伊勢丹の会員向け雑誌「トレフル」に掲載され、その後『カンガルー
日和』に収録された。その後『はじめての文学	 村上春樹』に再録される際に加筆された。

また自作を朗読する際に『鏡』を取り上げることが多いが、その際にも作品に手を入れてい

るという。 
	 村上が『鏡』を好んで朗読するのには、短編であることのほかに、語る・聞くという行為

によって場を共有しようとする、村上の物語に対する志向が反映されている。そのことは、

語り手の「僕」がこれまで誰にも話したことがなかった、若い頃に遭遇した恐ろしい体験に

ついて語った理由と関係している。 
	 本論では、なぜ「僕」は語ったのか、自分が一番怖いと思うことと関連づけて検討する。

まず、先行研究の動向をまとめ、近年では語る行為に着目した論が見られることを確認す

る。次に、語りにくい話を語ることについて、自助グループに見られる語りとの比較を試み

る。そして「僕」が語るという行為と、村上春樹がしばしば言及する、物語を作る意義との

つながりについて考察する。 
	 最後に、『鏡』の授業実践報告を行う。日本の高校では、１年生は国語総合という科目の

中で、評論、小説、古文、漢文が網羅された教科書を用いて学習している。小説は５編程度

再録されているが、分量の制約があり、中編・短編か、長編の一部が採録されおり、芥川龍

之介「羅生門」や夏目漱石「こころ」など、定番教材になっているものもある。1993年から
教材となっている『鏡』は、教材としての価値が認められていると言える。 
	 教材としての『鏡』価値は、先述したとおり、『鏡』が語りの場であることを理解するこ

とにある。そこで「僕は変わったか」という問いを立てて話し合いを中心に読み進めた。こ

れは、教室という場がメタ的に語りの場を共有することでもあり、物語の起源を追体験する

ことを意図したものである。 
 

Reading ”Kagami” coming back to life through self help narration 
  Murakami Haruki’s ”Kagami” was published in the Isetan department membership 
magazine in1983. 
After that it was republished in “Kangaloo biyori” in 1983, with edits. Since then, 
Murakami sometimes reads “Kagami” with edits, too. 
  One of the reasons that he particularly likes “Kagami” is the length. But the biggest 
reason must be his perspective on joint narration. 
  The main character has a traumatizing experience when he is young. He hasn’t told 
it for a long time. However he decided to talk. The reason might also be the “joint 
narration” in the story. 
  This essay considers how he narrated it and why he is scared. First, we must 
understand the prior research that mentions the contested reality of his story; 
especially about how he narrates. Some research has taken notice of his narration 
recently. Second, this essay compares his narration and self help group’s speeches. It 
proposes similarities and connections. Third, this essay considers that narration is 
connected with the significance of the story. Murakami sometimes mentions this as 
well. 



  Last, I report on my Japanese class. In the japanese course of study, the 1st grade 
students in high school study “Kokugo sougou(Comprehensive Japanese)”, including 
modern, classic and classical Chinese styles of essays and literature. The textbooks 
contain all of them, and there are around 5 modern examples of literature. They are 
short stories, novellas or extracts. Some of them are standard texts, like “Rashoumon” 
written by Ryunosuke Akutagawa and “Kokoro” by Souseki Natsume. “Kagami” has 
been contained for several years, so it must be considerd a standards. 
 The value of “Kagami” as teaching material is reading and talking with other students. 
This is the structure of the novel, too. Talking with each other about it is the same deep, 
and meta experience as the origin of the stories.  
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〔司会〕石田仁志 
(J)范淑文 FAN,SHU-WEN（台湾大学教授 National Taiwan University）： 

村上春樹文学に漂う「死」の匂い—夏目漱石文学の痕跡として見なせないか 

村上春樹の文学作品には「死」がよく織り込まれている。デビュー作である『風の歌を

聴け』をはじめ、『羊をめぐる冒険』『ノルウェイの森』など、いずれも「死」がよく語ら

れている作品として挙げられる。	

1995 年１月に淡路で起きた阪神大地震、そして二か月後の地下鉄サリン事件が日本全国

の人々、勿論村上春樹にも大きな衝撃を与えたことは改めて言うまでもない。そこから村

上は違った創作方法を見せたとよく言われる。更にその後の東日本大震災も彼の文学作品

に反映されているの明らかであろう。	

今回のシンポジウムのテーマに合わせ、本発表では 2013 年 12 月から 2014 年 3 月にわ

たって発表された短編集『女のいない男たち』に注目したい。それは、東日本大震災後の

創作であり、それまでの大半の作品と同じく「死」がよく織り込まれているからである。

中に収録されている「ドライブ・マイ・カー」や「独立器官」や「女のいない男」などは

いずれも登場人物が自殺したか、何かのことで死んだりしたという作品であり、「イエスタ

デイ」という短編では主人公の木樽（きたる）が彼女を友人の「僕」に付き合うようにす

すめた二週間後、姿を消してしまったという話も意味深く感じる。これらの登場人物の「死」

に至るまでには何らかの形の「暴力」が見出せないだろうか。	

そこで、村上春樹が文学の創作上で最も継承したと思われる作家夏目漱石の『こころ』

を中心に、K や「先生」の死に至るまでの状況、或はそれらに直面している静の心境は上

記の命題の解答につながるかについて、考察をしてみたい。	

それを受けここでは、『女のいない男たち』にある「死」の描写を通して自然や社会に潜

んでいる「暴力」を見出し、100 年も隔たっている漱石の『こころ』をどれほど継承してい

るか、などを解明するのが本発表の主旨である。	

	

The Feeling of “Death” in Murakami Haruki’s Fiction – 
Can it be Seen as Traces of Natsume Soseki’s Influence 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 “Death” is a reoccurring theme in Murakami Haruki’s literature. From his first 
novel “Hear the Wind Sing” to “A Wild Sheep Chase” “Norwegian Forest”, all are novels 



that surround death.  
 The 1995 Kobe Earthquake and the subsequent Tokyo Subway sarin attack 
shook the nation and had a even more significant impact on  Murakami Haruki. From 
that point on, the writing style of Murakami underwent a significant change. The 2011 
Tohoku Earthquake is also obviously reflected in his fiction. 
 In accordance to the theme of this symposium, this presentation will focus on 
Murakami’s short story collection “Men without Women”, published between December 
2013 and March 2014. These are works written after the 2011 earthquake, and like his 
previous stories, incorporated the theme of “death”. In the stories “Drive My Car” “An 
Independent Organ” “Men Without Women”, there are characters that commit suicide, 
or died of some other causes. In “Yesterday”, the main character Kitaru’s disappearance 
2 weeks after suggesting the narrator “I” go on a date with his girlfriend also has a 
profound significance. One would like to raise the question whether we can glimpse 
some kind of “violence” happening to these characters before their ultimate “deaths”.  
 This all brings us to Natsume Soseki’s novel “Kokoro”, as it is a well-known 
fact that Murakami Haruki’s works are heavily influenced by this great writer. The 
events leading up to K and “Sensei’s” death, and these character’s state of mind when 
facing death, should help in explaining the above question.  
 The main purpose of this presentation is to discover the “violence” in nature 
and society that is hidden behind the portrayal of “death” in “Men Without Women”, 
and how much influence Soseki’s “Kokoro” has on these works of fiction that are written 
a century later.  
 
 

(F)杉淵洋一 SUGIBUCHI Yoichi（愛知淑徳大学講師）： 

受け継がれる震災表象－白樺派から村上春樹へ－ 

	 雑誌『白樺』は、1923年の関東大震災による関連施設の被災によって終刊に追い込まれ
ている。震災後、『白樺』の同人達は、様々な形で、彼等が目の当たりにした震災の様相を

文章にして残している。有島生馬は、鎌倉の海村を舞台として「別荘の隣人」（1924）とい
う小説を残し、武者小路実篤、長与善郎は、それぞれの自伝的小説『一人の男』（1971）、
『わが心の遍歴』（1960）で震災を回想している。これらの被災者による作品は、一つの表
象をめぐる文学空間を形成しているということができるであろう。 
	 1995年の阪神・淡路大震災の後、村上春樹は、「地震のあとで」を副題とする 6作の連
作短編小説を『神の子どもたちはみな踊る』（2000）のタイトルで一冊の著作としてまと
めている。この二つの震災の間には、70年以上の時間の隔たりがあり、情報伝達手段の変
容や耐震・免震にかかわる技術の発達等によって、同一の基準でこの二つの震災における

損害の大きさについて語れないところがある。しかし、そういった社会的、科学的な発展

についての分析をあえて考察の埒外に置くことによって、震災表象をめぐる時間を超えた

共通性、つまり、日本の文学、地震の被災者の手による文学におけるある種の系譜といっ

たものが浮かび上がってくるのではないだろうか。ここで明らかになる共通性は、古来よ

り育まれてきた日本の文学の要諦を成してきたものともいえるであろう。 
	 そこで本発表では、上記にあげた作品に加えて、関東大震災後にみられた、関東大震災



と 1855 年の安政江戸地震とを比較する言説、震災当時、在日仏国大使であったポール・
クローデルによる関東大震災についての言及、2011年の東日本大震災を扱った小説である
川上弘美『神様 2011』（2011）や 21 世紀の終盤の未来の日本を舞台とした未来記的な震
災小説である『大地のゲーム』（2013）などに目を投じながら、白樺派から村上春樹に受け
継がれていった、または継承されることのなかった震災表象を明らかにしたいと考える。 
 

L’image répétitive causée par les séismes importants au japon 
-De l’école Shirakaba à Haruki Murakami- 

   À cause du séisme de Kantô, la publication de la revue littéraire Shirakaba (Le 
bouleau blanc) a cessé en 1923. Après cela, plusieurs auteurs de cette revue ont décrit 
leurs expériences catastrophiques sur ce fort tremblement de terre. L’un d’eux, 
Arishima Ikuma a rédigé le roman Mon voisin de campagne (1924). D’autres, Mushakôji 
Saneatsu et Nagayo Yoshirô ont mentionné cette calamité naturelle dans leurs romans 
autobiographiques : Un homme (1971) et Mes pérégrinations (1960) etc. Leurs œuvres 
littéraires ont composé une image intérieure qui nous montrait certaines 
caractéristiques des Japonais face au désastre sismique.  
   À l’occasion du séisme de 1995 à Kôbe, le recueil de 6 nouvelles successives, 
concernant ce drame affreux : Après le tremblement de terre de Murakami Haruki a 
été paru en 2000. Entre le séisme de Kantô en 1923 et celui de Kôbe, il y a une distance 
temporelle assez longue de plus de 70ans. À la suite du déploiement d’applications 
informations et des systèmes de protection antisismique, nous ne pouvons pas juger, 
avec les mêmes critères, les dégâts de ces deux sinistres. Malgré cette différence, causée 
par le grand développement social et technique, nous y trouvons aussi plusieurs aspects 
communs, inspirés par la notion proprement japonaise. Cela nous élucide une lignée 
historique de l’écriture japonaise face au séisme conséquent.  
   Dans mon exposé, pour préciser la communication et la rupture entre le monde 
littéraire parmi les membres de l’école Shirakaba et celui de H.Murakami, je voudrais 
également analyser la représentation sur le tremblement de terre, apparue dans 
quelques textes sur la comparaison entre le séisme de Kantô et celui Ansei Edo de 1855, 
certains documents de Paul Claudel, qui était, au moment du séisme Kantô, au Japon 
en tant qu’ambassadeur français, des nouvelles, écrites après le séisme de 2011 de la 
côté Pacifique du Tôhoku comme Dieu 2011 de Kawakami Hiromi et aussi des romans 
d’anticipation au motif du séisme comme Jeux après le tremblement de terre de Wataya 
Risa etc.      
 
 

(F)ブリジット・ルフェーブル Brigitte LEFÉVRE 

（リール大学准教授 Université de Lille）： 

野上弥生子の『森』から村上春樹の『ノルウェイの森』まで 

『ノルウェイの森』と『森』は同時代の作品ではあるが、その小説世界は異なっている。

野上弥生子（1885-1985)	 が文芸誌『新潮』に 1972 年から 1984 年にかけて連載したこの
小説は 1907 年に執筆を始めた野上の最後の作品である。『ノルウェイの森』が発表された



1987 年当時の村上春樹は、親密で幻想的な文学世界を好む限られた読者を持つ若い作家に

すぎなかった。これら多くの相違にもかかわらず、この二人は大江健三郎と同じく深く森

に魅かれている。弥生子が『森』で描写す 1900 年から 1903 年に森の学校、つまり明治女

学校では何が起こっていたのか？この奇妙なプロテスタントの共同体で女生徒たちはエマ

ーソンなどの英国哲学や詩を読みながら英語を習う。H.D.ソーロの『ウオールデン	 森の生

活』も野上に影響をあたえたのだろうか。 
そしてほぼ１世紀後、ふしぎなものたちが蝟集する村上春樹の架空の森では何が起こる

のか？森はやはり作者と作中人物が隠棲し、世界を脱構築し再生させる神秘的な異界の象

徴ではないのだろうか？村上春樹は英文の『めくらやなぎと眠る女』の序文に長編小説を

書くことを、森を育てることに喩えている。それなら、『1Q84』で暗示されているように「物

語の森」は創造の場ではないか？この二人の作家のメタフォリックな森を彷徨することは

エクリチュールについて考察することである。	

 
De La Forêt de Nogami Yaeko à la Norvegian Wood de Murakami Haruki 

Bien que contemporains, ces deux romans ne semblent pas appartenir au même univers. 
Nogami Yaeko (1885-1985) termine avec ce roman, paru en feuilleton dans la revue 
Shinchô de 1972 à 1984, une longue carrière de romancière commencée en 1907. 
Murakami Haruki,  quant à lui, n’est encore en 1987, date de publication de Norvegian 
Wood, qu’un jeune auteur pour les « happy few », avides de ses fictions intimistes et 
fantastiques. Malgré leurs nombreuses différences, ces deux auteurs partagent 
cependant une même prédilection pour, et en cela ils rejoignent Ôe Kenzaburô, la forêt... 
Que se passe-t-il donc dans La Forêt de Nogami Yaeko, récit autobiographique retraçant 
ses premières années, de 1900 à 1903, à l’« école dans la forêt » selon le titre initial du 
roman désignant l’École Meiji de jeunes filles ? Dans cette étrange communauté 
protestante, les élèves étudiaient l’anglais en lisant des extraits des textes originaux 
des philosophes et poètes transcendantalistes anglo-saxons, Emerson, Henri David 
Thoreau (Walden, La vie dans les bois)... Et que se passe-t-il, presque un siècle après, 
dans les forêts peuplées d’ombres, de lutins et autres êtres étranges des romans de 
Murakami Haruki ? La forêt n’y serait-elle pas, là encore, symbole d’un espace en 
dehors, espace mystérieux dans lequel les écrivains, et nombre de leurs personnages, 
se retirent pour déconstruire et/ou reconstruire le monde ? Murakami Haruki écrivait, 
dans son introduction à l’édition anglaise du recueil de nouvelles Blind Willow Sleeping 
Woman, qu’écrire un roman c’est comme planter une forêt, avant de poursuivre la 
métaphore. La forêt ne serait-elle pas alors le lieu de la création même, ainsi que le 
terme « forêt romanesque »	 utilisé dans 1Q84 le suggère ? Arpenter les forêts 
métaphoriques de ces deux auteurs reviendra donc à réfléchir sur l’acte d’écrire en tant 
que tel. 
 
 

(F)杉江扶美子（ディドロ大学博士課程在学）： 

古川日出男による村上春樹ＲＭＸ 

この発表では、村上春樹が次世代作家に与えた影響の一例に注目したい。1966 年生まれ



の古川日出男は、村上作品に影響された日本人作家のひとりである。1998 年に小説家とし

てデビューし、2003 年に五作目として『中国行きのスロウ・ボート RMX』、後の文庫化で

『2002 年のスロウ・ボート』に改題された中編小説を出している。これは 1980 年に発表

された村上の最初の短編「中国行きのスロウ・ボート」へのトリビュートである。古川は

自作を村上作品の「RMX」、つまりリミックスと音楽用語で特徴づけている。しかし古川の

テクストからは、再演や変奏というよりも徹底的な変形、模倣やリライトよりも新しい創

作であるという印象を受ける。古川は村上作品をどのように読み、具体的にどのような影

響を受けているのだろうか。ここでは、間テクスト性理論だけでなく、実際の音楽操作リ

ミックスを手掛かりに、村上の「スロウ・ボート」から古川の「スロウ・ボート」への変

容、二作品の連続性と断続性を見てみる。そして、彼らのフレーズ、文と文体から読み取

れる、言語や物語に対する観点、倫理的態度について若干の考察を試みたい。	

 

 Furukawa Hideo : un remix de Murakami Haruki ? 
Cette communication s’intéressera à un exemple d’influence de Murakami Haruki sur 
les générations suivantes, à travers Furukawa Hideo. Né en 1966, Furukawa est l’un 
des auteurs japonais qui ont été influencés par les œuvres de Murakami. Après avoir 
débuté sa carrière de romancier en 1998, il a publié en 2003 sa cinquième œuvre, un 
roman intitulé Chûgoku-yuki no surô bôto RMX [A slow boat to China RMX], réintitulé 
plus tard Nisen ninen no surô bôto [A slow boat, 2002]. C’est un hommage rendu à la 
première nouvelle de Murakami, « Chûgoku-yuki no surô bôto » (A slow boat to China), 
parue en 1980. Furukawa caractérise son œuvre avec le vocabulaire de la musique 
comme un « RMX », c’est-à-dire remix, de l’œuvre de son prédécesseur. Mais, le texte de 
Furukawa donne l’impression d’être moins une reprise ou une variation qu’une 
transformation radicale, moins une imitation ou une réécriture qu’une nouvelle 
création. Comment Furukawa a-t-il lu l’œuvre de Murakami ? Quelles sont les 
influences concrètes de ce dernier ? Ici, non seulement la théorie de l’intertextualité 
mais aussi l’opération du remix en pratique, nous permettront d’observer la 
transformation du texte de Murakami par Furukawa et la continuité comme la 
discontinuité de leurs textes. Et nous tenterons quelques réflexions sur leurs phrases 
et leur style d’écriture qui semblent laisser apercevoir leur point de vue et leur attitude 
éthique par rapport à la langue et au récit. 
 
 

(J)石川隆男 ISHIKAWA Takao（台湾大学 National Taiwan University）： 

「神の子どもたちはみな踊る」の一考察——記憶・忘却の働き 

「世界的」日本文化という言葉をよく耳にする。1980 年代からの日本のアニメやポップ

カルチャーをはじめ、最近の「おもてなし」などの日本の心も海外へと広がっている。こ

の「世界的」には、異文化の存在を前提としての自己文化という意味が存在する。では、

「世界的」村上文学という言葉はどうであろうか。この点についてノーベル文学賞を受賞

した大江健三郎は、村上春樹の作品に対して、「社会に対して（中略）いっさい能動的な姿

勢をとらぬという覚悟からなっている」と批評したことがある。川端康成・大江健三郎も



「世界的」作家として海外で受容されているが、大江健三郎によれば、村上春樹の作品は

所謂「日本文化」という定義から外れているというのである。では、海外の読者はどこを

見ているのであろうか。	

		今回は、作品のモチーフが大きく変化した 1990 年代の変動期の最終章とも言える「神の

子どもたちはみな踊る」を取り上げる。実は、これが転換期における黙示録の作品だから

だ。六つの連作は「箱」をキーワードに、阪神・淡路大震災に還元する形で物語られてい

る。内容は、主人公の心境が喪失感から虚無感、そして時代への恐怖感へと変化し、最後

に安堵感を得るというものである。本来人間は、どうしようのない出来事に対して、心の

整理が「できる」はずなのに、思い出（記憶）の呪縛に囚われて、「できない」でいる人が

多い。過去を引きずらずに現在に目を向けるために、作品では解決策として「こだわり」

を捨てる（忘却）を提案しているように見える。この作品には、村上文学の根底にある「デ

タッチメント」と「コミットメント」の往還が見え隠れしている。	

	 つまり、村上文学の「世界的」は、川端や大江のような伝統的な日本文化ではなさそう

である。その魅力には、他者を前提としない自己があり、世界文学のような人間に内在す

る共通要素があるのではないだろうか。本論はこの魅力の一端を考察したい。	

	

Examining “After the Quake” – The Role of Memories and Forgetting 
We often hear the term “Global Japanese Culture”. From the growing popularity of 
Japanese anime and pop culture throughout the world in the 1980s to the spreading of 
the idea of “Omotenashi” (Japanese hospitality), essence of Japanese culture has 
stretched far beyond its physical borders. The word “global” here signifies the 
awareness of a culture different from one’s own. The works of world renowned Japanese 
writer Murakami Haruki can certainly be recognized as part of this “global Japanese 
culture”. However, Nobel Literature Prize laureate Oe Kenzaburo once described 
Murakami Haruki’s fiction as having “a total lack of an active attitude in dealing with 
society as a whole”. Both Kawabata Kasunari and Oe Kenzaburo are globally renowned 
Japanese writers, but according to Oe Kenzaburo, Murakami’s works should not be 
considered “Japanese Culture”. If that is the case, then how exactly do oversea readers 
view Murakami’s fiction? 
This paper will discuss “After the Quake”, a series of short stories by Murakami Haruki, 
written in the late 1990s, the final phase of a major transition in his writing motifs. 
This collection is the revelation of his period of change. The six stories develop around 
the keyword “box” while reconstructing the aftermath of the Kobe Earthquake. They 
explore the protagonists’ journeys through loss, sense of emptiness, fear of the world 
they live in, and finally gaining a sense of relief. When faced with events that are 
beyond one’s control, human beings are supposed to be able to come to term with 
themselves. However, there are people that are bound by their memories, and are thus 
trapped and can’t find a way out. To escape the shackles of one’s past and focus on the 
present, these stories suggest abandoning one’s fixation (forgetting). One can get a 
glimpse of the foundation of Murakami literature, the interrelation between 
“detachment” and “commitment”, through these stories.   
As such, we can see that the “worldliness” of Murakami Haruki’s fiction is not based on 



traditional Japanese culture like Kawabata and Oe’s works are. The appeal of 
Murakami’s fiction lies in the fact that it is about the self that transcends culture 
boundaries and is explored in literature throughout the world. This paper will attempt 
to examine one facet of this appeal.  
 
 

(J)野中潤 NONAKA Jun（都留文科大学准教授）： 

並行世界と生き残りの罪障感 

村上春樹の小説は、しばしば「喪失感」という言葉によって語られてきた。たとえば「ノ

ルウェイの森」という小説の場合、最愛の恋人であるキズキに自殺されてしまった直子に

「喪失感」があることは明らかだ。その直子に自殺されてしまったワタナベにも、もちろ

ん「喪失感」を見いだすことは可能だ。しかし彼らが抱える負の感情は、「喪失感」ではな

く「罪障感」と呼ぶべきである。さらに正確に言えばそれは、「もし〜だったら」という想

像によって生成する「サバイバーズ・ギルト」である。 
たとえば、アジア太平洋戦争で兵士となった世代の「サバイバーズ・ギルト」を大きな

モチーフとする作家として、三島由紀夫をあげることができる。一方、村上春樹は、反米

と親米の間で揺れた第一次ベビーブーム世代における「サバイバーズ・ギルト」をモチー

フとする作家である。そして二人の作家は、世代的には、ちょうど父と子に相当する。 
もちろん、東日本大震災をマスメディアを通して体験した 2010 年代の日本人にとって
も、「サバイバーズ・ギルト」は生々しい現実の問題である。ただし、それは「災厄」に対

する当事者性、あるいは「災厄」との距離に応じて、「ギルト」とは異なる感触のものに変

容する。「ノルウェイの森」から感じ取ることができるのはギルトであると言えるが、「青

が消える」に見いだせるのは、当事者としての切迫感を欠いた「ぼんやりとしたうしろめ

たさ」である。 
日本の国語教科書において特徴的である定番教材と呼ばれる教材群にも、同じように

「サバイバーズ・ギルト」や「ぼんやりとしたうしろめたさ」が見いだせる。しかもこれ

らのモチーフは、テレビドラマやアニメーションなど、広範な日本の文化表象に見いだせ

る特徴でもある。 
並行世界を描いた村上春樹の「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」は、現

代日本のサブカルチャーに大きな影響を与えてきた。昨年公開されたアニメ映画「君の名

は。」は、その代表的な事例の一つである。これは、「サバイバーズ・ギルト」が並行世界

を作り出す想像力に刺激を与えるからだと考えられる。 
 

Haruki Murakami and Parallel Worlds 
It is widely recognized that the predominant theme of Haruki Murakami’s novels is 

the feeling of loss. For example, in Norwegian Wood, Naoko has a feeling of loss, after 
the suicide of her beloved lover, Kizuki. Watanabe, the protagonist, who lost Naoko to 
suicide, has a feeling of loss in his turn. In other words, Watanabe, a survivor, has a 
feeling of guilt. To put it more precisely, the protagonist has a “survivor’s guilt,” which 
comes from the regret that he should have done such and such for his lover. 
 A feeling of guilt that survivors have helps create parallel worlds in imagination. For 

example, a feeling of guilt is observed not only in Murakami’s novels but also in 



preceding writers. We can observe a feeling of a survivor’s guilt in Yukio Mishima’s 
novels. Mishima belongs to the generation of people who were obliged to join the Asia-
Pacific War. When many of the recruited people were killed, Mishima, who was not 
drafted, because of poor health, actually	 had a feeling of a survivor’s guilt.  
 Murakami, who was born one generation after Mishima, did not have the war 

experience, but he belonged to the generation in which many students joined the protest 
against the establishment. Some of the radical students were arrested and put on trial, 
but Murakami himself was free from the prosecution. He felt a survivor’s guilt. It may 
be safe to say Murakami and Mishima live in parallel worlds in imagination. 

When the Great East Japan Earthquake and tsunami took place in 2011 and about 
16,000 people were killed, many people lost their loved ones. As survivors, they not only 
had a sense of loss, but also had a sense of guilt. It can be said that their feeling and 
the feeling Watanabe, the protagonist in Norwegian Woods, were parallel in a sense. 
Even in Murakami’s “Losing Blue“, a vague sense of guilty conscience can be seen, 
though it lacks a sense of urgency. 

The survivor’s feeling of guilt and at least a vague sense of guilty consciences are 
also observed in literary works included in the high-school Japanese textbooks and in 
a wide range of Japanese culture representations, such as TV dramas and anime movies 
in the present day	  Japan. 

Murakami’s Hard-Boiled Wonderland and the End of the World has had a great 
influence on contemporary Japanese subculture. An anime movie, Your Name, 
published last year is one of the representative examples.  This is because the feeling 
of a Survivor’s Guilt has given stimulus to writers’ imagination and helped create 
parallel worlds. 
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(J)助川幸逸郎 SUKEGAWA Koichiro（横浜市立大学講師）： 

村上春樹は、なぜ映画脚本家になれなかったのか 

村上春樹は、若いころ、映画の脚本家になることを望んでいた。彼は早稲田大学で映画

研究を専攻、卒業論文のテーマはアメリカン・ニューシネマについてであった。この卒論

に感銘を受けた指導教授は、村上に書籍として出版することを勧めた。しかし村上は、師

の意見に従わなかった。映画評論の著作を公にしたいとは考えていなかったからである。

いっぽうで、シナリオを書く能力にも、当時の彼は自信を持てずにいた。 
本発表では、村上が脚本家としてではなく、小説家としてデビューした理由をあきらか

にしたい。それを解明する糸口として、高級文化と大衆文化のちがいに焦点を当て、さら

に問題を村上と彼の父親との関係に接続させていく。 
	 村上の父は、西日本地区で指折りの名門高校である甲陽学院の教頭であった。村上はこ

の父親に、まだ中学生のころから、平家物語、方丈記、徒然草などを暗記することを強要

された。こうした特訓は逆効果にはたらき、村上は日本の正統派文学に嫌悪感を抱くよう

になった。結果、若き村上は、英語で書かれた大衆小説――レイモンド・チャンドラーの

探偵小説や、カート・ヴォネガットの SF作品――に引き寄せられた。 
村上の父親は、厳格な教師であるいっぽう、熱心な映画ファンでもあった。そして彼は、

ヨーロッパの巨匠が撮った芸術作品よりも、西部劇やチャンバラのような娯楽映画を好ん

だ。村上は、父親と映画館に行くことを楽しみにしていたと語っている。 
文学の領域における頑迷な権威主義者としての構えと、娯楽以上のものをもとめない映

画ファンとしての庶民性。父親のこの分裂した志向が、小説と映画、双方に対する村上の

かかわり方を混みいったものにした。こうした観点を足がかかりに、村上がスリップスト

リーム――純文学と大衆小説の中間の境界的ジャンル――の書き手としてある必然性を解

明できればと考えている。 
	  

The reason why Haruki Murakami could not become a screenwriter. 
Haruki Murakami wished to be a screenwriter in his young days. He majored in film 
study at Waseda University and wrote his graduation thesis on New Hollywood. The 
paper deeply impressed his supervising professor, and he recommended that Murakami 
should issue it in a book form. Murakami, however, did not follow the advice of his 
mentor, because he never hoped to open such a type of writing to the public and in the 
meanwhile he felt unsure of his own ability to compose movie scripts. 
In this presentation of mine, I am going to reveal the reason why Murakami made his 
debut as a novelist, not as a scriptwriter, by focusing on the differences between high 
culture and pop culture, connecting the issue to Murakami’s relationship with his father. 



The progress of my argument will be as follows. 
Father of Murakami, the vice-principal of Koyogakuin, which is well known as one of 
the most distinguished high schools in western Japan, tried to force his only son since 
the boy's early teens, to memorize every word of Heike Monogatari(The Tale of the 
Heike), Hojoki(An Account of My Hut), and Tsurezuregusa(Essays in Idleness). The 
intensive training worked wrong way to instill Murakami with ill feeling towards 
orthodox literature of Japan. As a result, Young Murakami had been absorbed in 
English popular novel like detective story of Raymond Chandler and science-fiction of 
Kart Vonnegut. 
Murakami’s father was not only a stern teacher but also a movie-goer, and preferred 
entertaining films, such as Western and Chambara(the Samurai movie), rather than 
art pieces shot by European masters. Murakami used to expect to watch a movie at a 
cinema with his father. 
His father’s stubbornly authoritarian posture in literary field and commonness as a 
cinema fan to ask for nothing more than amusement, made Murakami’s complex 
attitude both for novel and film. I would like to make it clear from the point of view 
mentioned above, that it is inevitable for Murakami to be a writer of slip stream, 
boundary genre between serious literature and lowbrow fiction. 
 
 

(J)中村三春 NAKAMURA Miharu（北海道大学教授）： 

〈見果てぬ〉『ノルウェイの森』 

	 映画『ノルウェイの森』（2010）において、トラン・アン・ユン監督の映像（撮影監督・
李屏賓）は、さかんに動く。東京で「僕」が直子について延々と歩き続ける（原作にもあ

る）シーンだけでなく、高原で直子が「僕」に内心を吐露する時にも、120ｍのレールを折
り返してカメラは高速の移動撮影で二人を追い続ける。また室内ではカメラと人物との間

に遮蔽物（壁、カーテン、簾など）を介在させ、それが窃視的・遮蔽的な効果をもたらす。

これらの運動と障害が、可視的な現実が現実のすべてではなく、見られたものから見えな

いものへと見る者の思念を誘う。これは同じ監督の『青いパパイヤの香り』（1993）や『シ
クロ』（1995）、『夏至』（2000）、『I Come With The Rain』（2009）にも通じる。高原の場
面で直子は両腕で自分の体を抱えるように歩き続け、その姿態はあたかも拘束衣で自分を

包むかのようだ。これと同じ体勢は、直子を失った後の「僕」が海岸で泣き叫ぶショット

にも見られる。移動と遮蔽、そして自己拘束。それは多くの細部を原作から捨象したこの

映画が、新たに付加した独自の表象にほかならない。	

	 トラン監督が描いたのは〈恋愛〉なのだろうか。だが原作は〈恋愛小説〉かも知れない

が、決して〈恋愛〉に重点はない。むしろそれは、〈恋愛〉を擬態的な媒介として、他者と

の関わりにおける自己という根拠を持たない存在のあり方を検証する物語である。その存

在は他者を求めるが、同時に他者を拒絶する。その由来は原作によればことごとく過去に

遡るのだが、映画はその追跡を排除し、行為のみを突出させて実存的な問いかけを希薄化

した。だが、新たな表象により、それは存在が根拠を持たない様態を前面に出し、結果的

に原作の特異点を描き直すのではないだろうか。〈原作の忠実な映画化〉の追究に意味はな

い。第二次テクストとしての映画が原作を改変して生み出される解釈の線から、飽和しな



いテクストの強度へと接近してみる。 
 

The unfinished film/text: Norwegian Wood 
   In the movie Norwegian Wood (2010, the director Tran Anh Hung, the camera 
director Mark Lee Ping Bin), the image is actively moving. Not only in the scene that 
Watanabe (“I”) continues walking with Naoko in Tokyo but also where she speaks out 
her mind to him in the plateau, the camera returns the 120-meter rail and moves at 
high speed chasing these two persons. In the interior, shielding objects (walls, curtains, 
shades, etc.) are interposed between the camera and the person, which bring about a 
voyeuristic or shielding effect. These movements and obstacles make us think that the 
visible things are not all of the reality, and our imagination is led from the visible to the 
invisible. This also leads to the same director's The Scent of Green Papaya (1993), Cyclo 
(1995), The Vertical Ray of the Sun (2000), and I Come With The Rain (2009). In the 
scene of the plateau Naoko keeps walking like holding her body with both arms, and its 
appearance is as if wrapping herself in restraint clothing. This same position is seen in 
a shot where Watanabe cries out at the beach after losing Naoko. Movement and 
shielding, and self-restraint. This film abstracted many details from the original, but 
there are the unique representations newly added. 
   I wonder if Tran's plan was a love affair. However, although the original may be a 
romance novel, there is no emphasis on love affair. Rather, it is a story to verify the 
essence of human existence that does not have the grounds of self in relation to other 
people with romance only as a mimetic mediator. They seek others but at the same time 
reject others. According to the original novel, their problems date back to the past, but 
the movie eliminated that pursuit and extricated only the act and spoiled the existential 
question. However, due to a new representation, this movie depicts the existence 
without basis, putting it on the front, and as a result it will redraw the singularity of 
the original. There is no point in pursuing the original faithful movie conversion. 
According to the interpretation produced by a movie as a secondary text by modifying 
the original, I will try to approach the strength of unsaturated texts. 
 
 

(E)Aaron GEROW（アメリカ、イェール大学教授）： 

短編映画と短編小説 村上文学のオールタナチブな映画化 

Short Films and Novels:  
Alternative Cinematic Adaptations of Murakami Haruki 

Few of Murakami Haruki’s full-length novels have been adapted into film, and the few 
that have generally have not been well received.  Murakami himself has resisted such 
theatrical-length adaptations, and that has only augmented the sense that Murakami’s 
fiction cannot be adapted into film. Murakami, however, has from the 1980s continued 
to allow student and non-commercial filmmakers to adapt his work into short films. 
Yamakawa Naoto’s adaptations of A Girl, She’s 100% (100% no onna no ko, 1983) and 
Attack on the Bakery (Pan’ya shūgeki, 1985) are two well-known examples of that. 



What is it then about short film adaptations that meets Murakami’s approval and that 
allows them to be made? When thinking of the relationship between Murakami and 
cinema—which is significant, given the evident influences of film on his work—the 
issue should be less whether his works can be adapted into film or not, than what kind 
of definition of cinema is being presumed when the issue is being posed that way. The 
case of short film adaptations raises the issue whether an alternative definition of 
cinema, one perhaps held by Murakami himself, might allow us to better consider his 
literature’s adaptability. 
 
	 映画化された村上春樹の長編小説は数少ないばかりではなく、それを巡る評価も高いと

は言えない。長編作品への映画化に対して村上自身が抵抗を示したこともあって、彼の小

説はおそらく映画化が不可能ではないかというのが定評だ。ただし村上は、学生や非営利

目的グループによる短編映画化を 1980 年代から許可してきた。その代表的な例として山
川直人監督による『１００％の女の子』（1983年）と『パン屋襲撃』（1985年）がある。
続いて実現されたその短編映画は、村上が何を考えて許可してきたのだろうか。映画から

多大な影響を確かに受けてきた村上と映画の関係を考える上、重要なのは彼の作品を映画

化することが可能かどうかよりも、それを判断する際、まずどういう映画の定義が前提に

あるのか、と私はまず提示したい。かつて映画化された短編の例は、村上自身さえも抱え

ているだろう映画のオルタナティブな定義を示唆しており、その定義を通して村上春樹と

映画の関係が異なる視点から理解できる可能性を示すだろう。 
 
 
 

DVD 上映：村上春樹原作「100%の女の子（A Girl,She is 100%）」 

（1982 年、山川直人監督・脚本、11 分） 

 
(E)ジョルジョ・アミトラーノ Giorgio AMITORANO  

(イタリア、ナポリ東洋大学教授) ： 

本の中のスクリーン。村上春樹作品での映画に関する言及 

	 多様な芸術分野への、注目に値するほど多大な量に及ぶ言及は、村上春樹の著作におけ

る主要な特徴の一つである。とりわけ彼の本の中に見られる他の作家たちの文学作品やク

ラシック、ポップのジャンルを問わない音楽作品への引用は、単なる隠喩よりも多く用い

られ、時には、物語に形を与えることに寄与している。彼のスタイルと映画の相関関係

は、それと比べると明白ではないにしろ、私の発表では、それがとにかく村上の仕事にお

いて、ある重要な位置を占めているということを提示することに焦点を当ててみたい。彼

の小説では、映画の影響を散見できるが、いくつかのケースでは、映画への言及が登場人

物を培い、彼らに奥深さを与えるのに貢献している。私の論文では、フォード、ジンネマ

ン、ワイズ、トリュフォー、ゴダールほかの、映画監督への言及を提示、コメントしなが

ら、村上の映画に対する関心を示すいくつかの例を分析する。 
 



The Screen in the Book. Cinematic references in Murakami Haruki’s Works 
One of the most distinctive features of Murakami Haruki’s writing is the considerable 
amount of references to other fields of the arts. In his books, borrowings and quotations 
from other writers and to music, both classical and pop, are more than passing allusions, 
to the point that in some cases they even shape his narrative forms. The relationship 
between Murakami’s writing and film is not as evident, but my paper aims at showing 
its relevance in his work. Not only it is sometimes possible to detect cinematic 
influences in his novels, but in some cases references to films nourish and give depth to 
his characters. In my paper I discuss some examples of Murakami’s interest for cinema, 
presenting and commenting references to directors such as Ford, Zinneman, Wise, 
Truffaut, Godard and others. 
 
 

(J)米村みゆき YONEMURA Miyuki（専修大学教授）： 

「やみくろ」はいかに表象されるのか 

—『神の子供たちはみな踊る』の映画脚色に焦点をあてて— 

	 発表では、村上春樹の短編小説『神の子どもたちはみな踊る』と同名タイトルの映画を

比較して、主人公の subjectivity が脅かされる背景を考察する。両者の違いが、両者の所
属する文化差に由来していることを明確化することを目的とする。 
	 この短編は、阿佐ヶ谷のマンションで母親と暮らしている主人公・善也が、帰宅途中、

生物学的な父親と思われる男性を目撃し、彼の後をつけてゆくという話である。しかしな

がら、その男性を見失い、辿り着いた野球場で彼は一人で踊り続ける。善也が踊っている

大地の下は、不気味なものの集合であり、「地震の巣」も含まれる。「地震の巣」は、天変

地異のカテゴリーではなく、主人公の subjectivityを揺るがす隠喩となっているようだ。 
	 同短編は、2008年にアメリカで映画化された。小説から映画へのアダプテーションの様
相をみると、両者とも主人公の sujectivityがテーマとして扱われるものの、主人公の不安
の由来は、共同体の文化差、もっと具体的にいえば、それぞれの文化カテゴリーにおける

主人公の sujectivityの差となって現れていると思われる。 
	 小説では、主人公は、阿佐ヶ谷に住む日本人の青年である。しかしながら、映画では、

舞台は米国ロサンジェルスに変更される。名前は、ケンゴで日本人名だが、コリアンタウ

ンに住む、中国系の人物とされている。多民族国家ゆえのアイデンティテイの不安が強調

されている。さらには代理の父（＝掟）の死も強調される。一方、原作小説で「地震の巣」

に表象されているのは、地下の闇にすむ邪悪な魔物の存在である。日本人の多くは、根源

的な不安をナチュラルなものとして受け止めている。村上春樹はいわば「ヤミクロ」にこ

だわり、描き続けている作家ではないだろうか。 
 

How does Haruki Murakami depict "Yamikuro"?： 
Focusing on the film "All God's Children Can Dance" 

In this presentation, I will consider the background in which the subjectivity of the 
main character is threatened by comparing Haruki Murakami's short story "All God's 
Children Can Dance" and the film of the same name. The purpose is to clarify that the 
main difference between the two works comes from the culture to which the character 



belongs. 
The short story is about a man named Yoshiya who lives with his mother in a condo in 
Asagaya. He spots a man whom he considers to be his biological father on his way home 
and he follows the man. However, after he loses sight of the man, he starts dancing 
alone at a baseball stadium. Under the earth on which he stands is a collection of 
ominous things, including "the lair of earthquakes." It seems to be a metaphor that 
shakes the subjectivity of Yoshiya, not an actual natural disaster. 
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