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１．はじめに 

 

日本文学を代表する二人のノーベル文学賞受賞作家――川端康成と大江健三

郎の次に、ノーベル文学賞の最有力候補の一人と見なされる日本人作家は、村

上春樹である。村上は 1979 年にデビューして以来、数多くのベストセラーを生

み出し、日本国内のみならず、世界中でブームを巻き起こした。村上の小説は

世界各国の読者に読まれていると同時に、世界中の研究者によって熱心に研究

もされている 。特に、東アジアに視点を置いた研究が数多く行われている。例

えば藤井省三が編集した、東アジアと村上春樹に関するアンソロジー『東アジ

アが読む村上春樹』（藤井省三編、若草書房、2009）はその研究成果の一つであ

る。このアンソロジーのおよそ三分の一を占めているのは中国大陸と村上春樹

をテーマとした論文である。このことからも、近年、中国大陸と村上春樹に関

する研究が盛んに行われていることが分かる。中国と村上について語る場合、

一人の翻訳者に注目しなければならない。その人は、中国の最も重要な村上訳

者、林少華である。1林少華は 1952 年に中国吉林省の九台市に生まれ、吉林大

学の日本語学科で日本語を学び、その後、同大学の大学院で主に日中詩歌の比

較研究を行った。大学院卒業後、中国広州の曁南大学で日本語教師を務め（1999
年から中国海洋大学に移籍）、在任中、日本のテレビドラマ『赤い運命』を訳し

て正式に翻訳デビューを果たした。そして、1989 年に初めて『ノルウェーの森』

を中国語に訳した（中国は 2001 年に世界貿易機関（WTO）に加盟する以前、

著作権法が機能していなかったため、漓江出版社によって刊行された 5 種類の

村上作品は「海賊版」であった）。これが林の村上翻訳の原点である。『ノルウ

ェーの森』は読者の中で徐々に人気を博し、林も中国大陸における村上の「御

用訳者」として次第に定着していった。現在（2014 年 8 月）まで、41 作の村上

作品を訳している。 
翻訳者として、林は村上春樹に対し、必ず自分なりのイメージを持っている

はずである。そして、このイメージに沿って、翻訳作業を行い、村上作品を読



16 何憶鴿 

者に伝える。言うまでもなく、中国のほとんどの村上読者は林少華という「フ

ィルター」を通して、村上の小説世界を感じ取ることになる。さらに、林は中

国大陸における最も重要な村上訳者であると同時に、影響力を持つ村上研究者

の一人でもある。林の「村上春樹の小説世界およびその芸術性」2という論文は、

上海訳文出版社によって出版された、自ら訳した全 20 巻の村上作品の総集、『村

上春樹文集』の総序文となっている。読者および研究者が、村上作品の本文を

読む前に、先に序文に目を通す場合があることを考えると、序文から少なから

ず影響を受ける可能性は否定できない。この点について、村上研究者である楊

炳菁が、論文「村上春樹の小説世界およびその芸術性」は、中国村上研究の「準

テキスト」（準文本）となっており、村上小説のテキストは、序文と合わせては

じめて完全な村上作品の世界を構築する。中国の一般読者のみならず、数多く

の研究者まで、林の「準テキスト」に導かれ、村上作品を読み解いている、と

述べている。3中国の村上研究の背後には、林の影が存在している。したがって、

林が編み上げた文脈なしに中国の村上研究を語ることはできないし、林少華の

村上論について整理、研究することも必要だと思われる。しかし、現状ではこ

のような研究は十分になされていない。4そのため、本論においては、林少華の

村上作品および村上本人に関する諸言説について検討し、林における村上春樹

像について論を展開したい。 
 

２．闘士の誕生――林少華における村上春樹像 

 

2007 年 10 月 28 日、林は北京の中国現代文学館で村上春樹に関する講演を行

い、その際に、村上は「闘士の品格」を備えていると説いた。5上述のスピーチ

以外に、学術論文「闘士としての村上春樹――東アジアで充分に重要視されて

いない村上文学の東アジア的視点」6においても、村上は『ねじまき鳥クロニク

ル』を創作することを契機に、「孤独な「プチブル」（小資）あるいは都市に住

む隠居者から孤高の闘士へと成長したのであった」7と林は主張している。 
林は上述論文で、村上は東アジアの歴史における「暴力」および「悪」に目

を向け、大胆に日本近代史の最も暗黒の部分を掘り下げ、罪悪の根源を発掘し、

日本政府や主流社会の歴史観に逆らい、小説を武器として、闘士のように戦い

続けているが、このような村上の戦闘姿は、東アジアの研究者に重要視されて

いないと指摘している。そして、林は、アジアの研究者と異なり、アメリカの

村上訳者である元ハーバード大学の教授ジェイ・ルービンは村上の暴力と罪悪

というテーマに注意を払っていると主張し、ルービンの論を援用しながら、村

上の『羊をめぐる冒険』『ねじまき鳥クロニクル』、『海辺のカフカ』、『アフター
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ダーク』を分析している。論文の最後に、村上は初期のプチブル（小資）作家

から、良識と責任感のある知識人へと成長し、日本政府、日本社会における暴

力と悪をクリティカルかつ冷静な目で観察し、批判を行っていると結論付けて

いる。 
 
具体的に、上述論文における林の『ねじまき鳥クロニクル』論を考察しよう。 
 

村上はあの「奇妙で残酷な」戦争がまさに自分が探し求めていた題材

であったことを感じ取り、ノモンハン事件を『ねじまき鳥クロニクル』

における縦方向の主軸として据えることを決めるのである。ルービンは

村上の意図を的確に見抜き、「アジアの他民族に対する犯罪を公式に認め

るか否かをめぐる、日本でいまなお盛んな論争が、『ねじまき鳥クロニク

ル』には引き継がれている」と指摘している。（中略）村上の筆峰はここ

で日本の歴史の中で最も暗く、最も隠された部分と、現在の日本の根本

的な問題点の源にも触れていると言えるのだ。当然、これは戦いである。

村上は 1992 年のバークレーでの講演で、次のように明言している。「あ

る場合には闘わなくてはならないと思うのです」…（中略）…まさにこ

のような歴史や社会に対する責任感が、『ねじまき鳥クロニクル』という

村上にとっての一里塚となりうる力作を生み出したのであり、また同時

にそれが村上を一般的な作家から知識人へと変え、「プチブル」から闘士

へと成長させたと言うべきなのである。8 

 
上例から、村上は日本社会および歴史の裏に潜む諸悪の根源を暴露、批判す

るために、『ねじまき鳥クロニクル』を創作したと林の主張をまとめて良いだろ

う。上述の引用もそうだが、林の論は、是非、善悪など二元論的な価値判断が

はっきりとした単純な印象を与え、批判的リアリズムの色を帯びている。例え

ば、林が作った文脈において、村上の「ある場合には闘わなくてはならないと

思うのです」という一文から、村上の戦う対象は日本の歴史および社会に潜む

罪悪だと読み取れる。しかし実際は、村上はスピーチ原稿で、日本の社会問題

などについて言及しておらず、自分の戦う対象をも明記していないのである。

村上はスピーチで主に自分のアメリカ滞在期における文学観および考え方の変

化について語っている。原稿の文脈からは、村上の対戦相手は日本社会ではな

く、過去の自分自身、仕事上に現れるチャレンジであると解釈することも十分

可能だと思われる。9 だが、林の解釈だと、「独裁に反対し、人間性と自由を抑

圧する体制に反対し」10、社会に存在する悪と見なされる物事を強烈に批判す
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る批判的リアリズム作家のような単一的なイメージしか出てこない。 
 
ここで、林に引用されているルービンのテキストを、その前後のテキストと

併せて読み返せば、林はルービンの論を援用することによって、自分の観点を

力説しているが、実際にはルービンは林と異なる観点を示しているということ

が分かってくる。林に引用されているルービンのテキストおよびその前後の内

容を以下に記す。 
 

アジアの他民族に対する犯罪を公式に認めるか否かをめぐる、日本で

いまなお盛んな論争が、『ねじまき鳥クロニクル』には引き継がれている。
11 

 
ここまでが林に引用された部分である。そのすぐ後に、林に省略された続き

がある： 
 

歴史の教科書が学童から不快な事実を隠した何十年かにおよぶ公的沈

黙を経て、日本は自らの過去に対峙するようになった。『ねじまき鳥クロ

ニクル』もその苦しいプロセスの一環と見なせる。12 
 
以上の林に引用されていないテキストから、ルービンは『ねじまき鳥クロニ

クル』を、村上の属する日本社会が歴史に直面する時に感じた苦痛の象徴と見

なしていることが分かる。しかしこれに対し、林は、村上は日本政府および日

本社会の反対側に立って、『ねじまき鳥クロニクル』を通じ、暗黒の歴史を意図

的に無視する政府の行為、およびそれによって生まれた罪悪を暴露、批判して

いると主張する。それ故、村上は「戦闘性」を備えている闘士、良知と責任感

のある知識人であるという結論に至ったのである。ルービンにとって、村上春

樹は日本社会に対し、反対側に身を置いて批判しているというより、まず日本

社会の群衆と同じ立場で、一人の日本人として自分なりの角度で歴史を回顧、

整理しているようなイメージであろう。ルービンはニュートラルな立場で『ね

じまき鳥クロニクル』を分析している。そのため、彼のテキストからは、林の

見解である村上における批判性、戦闘性はそれほど読み取れない。村上春樹は、

社会問題を批判している「闘士」であるということを主張するために、林は、

村上のスピーチおよびルービンの論文において、自分の観点を証明できる部分

のみをピックアップした後、その前後の文脈を削除したのであろう。このよう

な事例は、林の村上について書き下ろした他の論文、エッセイ、演説原稿にも
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みられる。これらはすべて村上から「戦闘性」を見出すためであろう。かくし

て、林は、「良識のある知識人」、「闘士」のような村上春樹像を誕生させた。 
 

３．村上春樹における悪と暴力 

 

林の主張する、社会批判を行う「闘士」のような村上像をさらに掘り下げて

検討するために、少し遠回りし、村上における悪と暴力について考えてみたい。

ここで、林とルービンの観点の具体的な相違点が注目に値する。政治的立場お

よび史実への考察はさておき、林とルービンの観点の相違点は、主に村上はな

ぜ暴力（悪）を書くか、村上が悪に対し、いかなる態度をとっているか、とい

う二つの問題に現れる。 
村上による「暴力こそ、日本という国を読み解く手がかりなのだ」13 という

一文は彼の創作モチベーションとして林にもルービンにも引用されている。林

は村上作品における暴力、悪に関する描写を村上が社会批判を行う武器として

捉えている。この読み方は批判的リアリズムの印象を与える。一方、ルービン

は林と異なり、暴力、悪に関する描写を武器とは見なしていない。ルービンは

村上が描く戦争は「一連の史実としてではなく、村上の世代およびその後の世

代が抱える心理的負担の重要部分として提示されている。」「村上は太平洋戦争

の歴史的事実を書くというよりは、太平洋戦争を体験していない世代の日本人

が共有する、心理的事件として太平洋戦争を調べ始めた」14と結論付けている。

つまり、ルービンから見て、村上は生々しい史実、戦争を描き、政府によって

隠された歴史を暴いているというよりは、同世代および後代の精神世界を描き

出しているのだ。村上が暴力（戦争）を描写するのは、自分をも含む日本国民

の精神世界について語りたい、その中の何かを探求したいからであり、つまり

一種の自分探しなのである。 
筆者はルービンの観点の方が、村上の意思に近いと判断する。『村上春樹、河

合隼雄に会いにいく』（村上春樹、河合隼雄、新潮社、新潮文庫、1998）におい

て、村上は湾岸戦争について河合隼雄とディスカッションを行った。その時、

村上は湾岸戦争に対する日本の態度をアメリカ人にうまく説明できないという

エピソードを思い出し、その疑問から生まれる戸惑いについて語っていた。そ

れはルービンの論を裏付ける非常に示唆的な発言であった： 
 

自衛隊は軍隊ですよね。それが現実にそこに存在するのに、平和憲法

でわれわれは戦争放棄をしているから兵隊は送れないんだと、これはま

ったくの自己矛盾で、そんなのどう転んだって説明できないですよ。そ
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こからいろいろなことがだんだんぼくのなかでグシャグシャになってい

くんですよ。 
 
そうすると、ぼくらの世代が六○年代の末に闘った大義、英語でいう

と「コーズ」は、いったいなんだったのか、それは結局のところは内な

る偽善性を追求するだけのことではなかったのか、というふうに、どん

どんとさかのぼって、自分の存在意義そのものが問われてくるんですね。

すると、自分そのものを何十年もさかのぼって洗い直していかざるをえ

ないということになります。…（中略）…また自分のなかの第二次世界

大戦というものを洗い直さなくてはならないですから、これもけっこう

きつかったです。でも、一つひとつ考えていくと、真珠湾だろうがノモ

ンハンだろうが、いろんなそういうものは自分のなかにあるんだ、とい

うことがだんだんわかってくるのですよね。 
それと同時に、いまの日本の社会が、戦争が終わって、いろいろつく

り直されても、本質的には何も変わっていない、ということに気がつい

てくる。それがぼくが『ねじまき鳥クロニクル』のなかで、ノモンハン

を書きたかったひとつの理由でもあるのです。自分とは何かということ

をずっとさかのぼっていくと、社会と歴史ということ全体の洗い直しに

行き着かざるを得ない、ということになってしまうのです。15 

 
つまり、村上は「自分」とは何か、という疑問を探求し、答えを出すために、

戦争および暴力、悪についての思考を、創作を通じて提示することにした。村

上の創作動機はルービンの論とある意味一致している。さらにこの時期の村上

は自分探しの過程において、単なる自分自身を限りなく掘り下げることの限界

を感じ、自分が関与する社会について思考することも重要だと気付いた。よっ

て、いままでのディタッチメント（社会、世代に無関心）の姿勢をやめ、日本

社会にコミットし始めた。16「僕は僕が作り上げた僕の文体で日本という社会

を描きたい」とも村上は言っている。17 日本社会の全体像を描くための重要な

プロセスとして、悪も当然村上の視野に入る。村上は、悪に関する描写を林が

主張する社会批判の武器としては見ていないのである。 
 

４．共存する善と悪 

 

では、村上は悪に対し、いかなる態度や観点をもっているのか。この問題に

ついて、加藤典洋が著書『村上春樹の短編を英語で読む 1979～2011』の第 13
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章「わかりにくさと、戦後の思想」において語っている内容は示唆的である。
18 加藤は当該章において、吉本弘明の「転向論」を援引し、独自の方法で日本

の戦後思想を説明している。加藤によると、戦前の日本において、天皇は「絶

対的なモラルのバックボーン」として機能していたが、戦後、天皇が自ら神性

を否定したため、過去の日本社会に存在していた「超越的に揺るがない真善美

の基軸」が崩れた。このような背景で、「何が信じられるか、何が正しいかが探

し求められなくてはならない。それがここで僕が戦後日本思想の流れと呼ぶも

のの底辺、定点なのです」と加藤は述べている。そして、新たな「正しさ」と

して日本に移入された思想、つまり「既成の正しさ」に対する疑いと抵抗から、

加藤の言う戦後思想が生まれた。最後に加藤は、村上の作品は「超越的な正し

さ」のない世界を描き出し、何が正しくて、何が正しくないか、という問題を

探り、戦後思想に通底していると結論付けた。そして、短編小説「かえるくん、

東京を救う」が一例として加藤の論にあげられている。 
「かえるくん、東京を救う」の最後に、かえるくんは解体し、中から大量の

虫――「非かえるくん」が湧き出し、主人公片桐の体内に入る、という非常に

人に不快感を与えるであろうシーンがあるが、このシーンを経て、小説の主人

公は癒され、穏やかに微笑んだ。この結末で癒しを感じた読者も少なくないだ

ろう。加藤は彼の戦後思想の理論を使い、このシーンを次のように巧妙に解釈

している。すなわち、「絶対的な正しさ」は現在の世界に存在していないように、

我々のなかにも存在していない。だから、我々のなかの「正しさ」を確かめて

くれるのは、「絶対的な正しさ」ではなく、我々のなかの「非正しさ」なのであ

る。つまり、自分のなかに存在する「正しさ」を確認するには、自分のなかに

存在する「非正しさ」が必要である。小説の設定で換言すれば、かえるくんは、

邪悪（非かえるくん、「非正しさ」）を自分の体に組み入れなければ、自分の正

義、「正しいさ」を確かめられない。「ピクルス（正義）をいつまでも美味しく

保つのに強い酢（邪悪）が必要なように」（括弧は筆者注）、かえるくん（正義）

の中に非かえるくん（邪悪）が存在する。かえるくんの体内から湧き出す虫は、

我々のなかの正義を確かめてくれる邪悪として解釈できる。だから、かえるく

んが非かえるくんに崩壊していくこの恐怖のシーンを目にした後、片桐は悟り

を開いたように、かえるくんが自分に勇気を与えた（つまり自分の正義を確か

めてくれた）と穏やかに微笑みながら言い、読者もこのシーンで癒しを感じる

のである。以上が加藤の解釈である。 
加藤の見解を踏まえ、村上の「善悪」に対する態度が少し見えてくる。『約束

された場所で』（村上春樹、文藝春秋、1998）という、村上が地下鉄サリン事件

の関係者に行ったインタビューを記録したノンフィクション作品には、河合隼
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雄との対談、「「悪」を抱えて生きる」が収録されている。この対談で、村上は、

善悪は流動的で、変化していると述べ、「悪」を排除するのではなく、個人にお

いても社会においても、「悪」の受け皿を作って、「善」と同時に一つの中に抱

えて生きることが肝心だと語っていた。超越的な「正しさ」が存在しない世界

だから、村上にとって、完全に善、或いは完全に悪で構成されるものも存在し

ない。善と悪は相対的であり、流動的である。つまり、善と悪はお互いを内包

し、一つの個体を成している。村上はこのような観点を、小説のキャラクター

にも言わせている。『1Q84』で、邪悪と見なされるカルト教団のリーダーの、

以下のセリフがある：「この世には絶対的な善もなければ、絶対的な悪もない」、

「善悪とは静止し、固定されたものではなく、常に場所や立場を入れ替え続け

るものだ。ひとつの善は次の瞬間には悪に転換するかもしれない」、「重要なの

は、動き回る善と悪とのバランスを維持しておくことだ」19。リーダーにとっ

て、善と悪は相対的で、片方をこの世から完全に排除することは不可能であり、

意味のないことである。リーダーの善悪観は、かえるくんの見解と類似してい

る。明らかに、『1Q84』のリーダーは異なる角度から、村上の意見を復唱して

いる。そして、かえるくんのセリフ「ぼくは純粋なかえるくん（善）ですが、

それと同時にぼくは非かえるくん（悪、本小説では虫として具現化された）の

世界を表象するものでもあるんです…ぼく自身の中には非ぼくがいます」20（括

弧は筆者注）とも共通の意味を持っていると思われる。かえるくんはかえるく

ん（善）でありながら、非かえるくん（悪）でもある。そして、人々のルサン

チマンを吸収し、東京地震を起こそうとする邪悪なみみずくんに対し、かえる

くんは自分がみみずくんに個人的な反感や敵対心をもっていないと言い、「みみ

ずくんのような存在も、ある意味で、世界にとってあってかまわないもの」だ

と自分の意見を表明した。つまり、かえるくん（善）は自分の中の非かえるく

ん（悪）や、みみずくん（悪）を抹殺しようとしているのではなく、非かえる

くんとも、みみずくんとも共存したいのである。これも「『悪』を抱えて生きる」

という意味であろう。 
村上における善と悪は流動的であり、対立していない。絶対的な善、或いは

絶対的な悪は村上の図式では存在しない。このことを、以上のように説明した。 
 

５．おわりに 

 

ここで、もう一度林における村上像をふり返ってみよう。前の章では、村上

における「善」と「悪」について論じたが、それを林少華の解釈と比べれば、

そこに横たわるギャップの存在がはっきりと浮かび上がってくる。林の読みは
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村上を単純化しているように思われる。林は村上作品における悪と暴力のモチ

ーフを、社会批判を行う手段として解釈しているが、実は、そのモチーフは、

村上が自分自身や、日本社会の「総体的ビィジョン」を把握する試みの一部で

ある。そして、林における村上は、善悪をはっきり区分し、対立させ、善を謳

歌し、悪を批判し、社会から完全に排除しようとする「正義」の闘士であるが、

上述したように、村上作品では善と悪は一つの中に共存し、互いを内包してお

り、単純な対立関係ではない。したがって、村上は悪を盲目的かつ一方的に批

判せず、この世から排除しようとしていない。善と悪、正と誤についての探索

はまさに加藤が主張している村上の戦後性の現れであり、林の想像する村上像

とは異なっている。だから、林はインタビューで、「村上は『1Q84』で、人類

における善と悪の境界線をぼやかしてしまった。これは彼の一つの失敗なの

だ。」21と珍しく村上を批判している。これはやはり、悪と暴力を善の対極に置

かない村上の姿は、林における闘士のような村上像とは異なっていたからだと

言える。 
以上のように、本論文は林の村上論を検討し、林が作り上げた村上春樹像の

特徴を論じた。林は、闘士のような「村上春樹」を中国の一部の読者および研

究者に示し、林が編み上げた文脈において、村上の小説も、社会批判的なテキ

ストとして、一部の読者および研究者に読み取られるだろう。今後の研究にお

いて、林はなぜ村上春樹を上述のように受容しているのか、そして、林に作ら

れた村上像は、中国においていかに機能しているのかについて、論じたい。 

 

参考文献 

 

藤井省三『村上春樹のなかの中国』、朝日新聞社、2007 年。 
藤井省三編『東アジアが読む村上春樹』、若草書房、2009 年。 
王海藍『村上春樹と中国』、アーツアンドクラフツ、2012 年。 
楊炳菁『后现代语境中的村上春树』、中央编译出版社、2009 年。 

林少華『村上春树和他的作品』、宁夏人民出版社、2005 年。 
林少華『为了灵魂的自由——村上春树的文学世界』、中国友谊出版公司、2007

年。 
村上春樹、河合隼雄『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』、新潮社、新潮文庫、

1998 年。 
村上春樹『約束された場所で』、文藝春秋、1998 年。 
加藤典洋『村上春樹の短編を英語で読む 1979~2011』、講談社、2011 年。 
杰・鲁宾『洗耳恭听：村上春树的世界』冯涛译、南京大学出版社、2010 年。 



24 何憶鴿 

ジェイ・ルービン『ハルキ・ムラカミと言葉の音楽』畔柳和代訳、新潮社、2006
年。 

Jay Rubin『Haruki Murakami and the Music of Words』、HARVILL PRESS LONDON、

2002 年。 
 

注 

 

１  中国で出版された村上作品は合計 48 作であり、そのうちの上海訳文出版

社によって出版された 41 作は全部林訳を採用したものである。林の「微博」

（ウェイボー、中国版ツイッター）で公表されたデータによると、これら

の総計 41 種の村上作品の総発行部数は 6,261,750 冊にも及ぶ。林の訳本を

通じて村上作品を読んでいる読者が中国大陸では大多数を占めている。よ

って、林は村上を中国大陸の読者に紹介し、中国大陸において、村上作品

を最も数多く訳した、最も重要な村上訳者と言える。 
2 林少華「村上春树的小说世界及其艺术魅力」『村上春树和他的作品』、十九

頁、宁夏人民出版社、2005 年。 
3 楊炳菁『后现代语境中的村上春树』、中央编译出版社、八頁、2009 年。 
4 藤井省三、孫軍悦、楊炳菁、王海藍は村上春樹に関する翻訳研究、受容研

究を行い、翻訳を中心に、林少華について論及したが、研究対象および研

究角度は本論と異なるため、ここでは先行研究として扱わない。 
5 林少華「村上春树作品在中国的流行及其原因（讲演）」『为了灵魂的自由

——村上春树的文学世界』、二百四十二頁、中国友谊出版公司、2007 年。 
6 林少華「作为斗士的村上春树——村上文学中被东亚忽视的东亚视角」『外

国文学评论』2009 年第 1 期、百九頁。当該論文は日本語に訳され、藤井省

三編『東アジアが読む村上春樹』の三百四十一～三百六十七頁、若草書房、

2009 年、に収録されているため、本論文では、その日本語訳を本文中に引

用し、中国語の原文を注に記す。 
7 同 6、百十三頁、原文：「由孤独的“小资”或都市隐居者成长为孤高的斗

士」。 
8 同 6、訳文三百五十二～三百五十六頁、原文百十四～百十六頁：「村上意

识到那场“奇妙而残酷”的战役正是自己寻求的题材，决心将那场战役作为

长篇小说《奇鸟行状录》的一个纵向主轴。鲁宾明确看出了村上的用意：“《奇

鸟行状录》继续了那个直到今天仍然在日本激起强烈反响的争论：日本官方

对于日本对亚洲其他民族犯下的罪行的认识问题。”……村上的笔锋在这里已

触及日本历史最黑暗、最隐秘的部位和当今日本症结的源头所在。这当然是
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一场战斗——村上 1992 年在伯克利演讲时毅然表示：“在某些情况下我不得

不投入战斗。”……应该说，正是这样的历史责任感和社会责任感成就了《奇

鸟行状录》这部之于村上的里程碑式力作，同时使村上从一般意义的作家转

变为人文知识分子，从“小资”成长为斗士。」 
9 村上のスピーチ原稿については、ジェイ・ルービン『ハルキ・ムラカミと

言葉の音楽』畔柳和代訳、百二十六～百四十七頁、新潮社、2006 年を参照。 
10 林少華「《1Q84》：不要进入“精神牢笼”」『为了灵魂的自由——村上春树

的文学世界』中国友谊出版公司、百十八頁、2006 年、原文：「不仅同鲁迅，

而且村上同陀思妥耶夫斯基、同乔治·奥威尔在精神层面也有相通之处。归

结到一点，就是反对极权，反对扼杀人性、压制自由的体制。」 
11 林はルービンの本を中国語訳（杰・鲁宾『洗耳恭听；村上春树的世界』冯

涛译、南京大学出版社、2010 年）で読んでいたが、中国語訳と日本語訳を

対照したところ、特に意味の不一致はなかったため、本論文では、日本語

訳を引用し、英語の原文をここで示す。以下、原文の出典はすべて『Haruki 
Murakami and the Music of Words』(Jay Rubin,HARVILL PRESS 
LONDON,2002)ジェイ・ルービン『ハルキ・ムラカミと言葉の音楽』（畔柳

和代訳、二百五十八頁、新潮社、2006 年。 

英語原文：The Wind-up Bird Chronicle continues a debate that still rages in Japan 
today about the official recognition of the crimes Japan committed against the 
other peoples of Asia.(二百十四頁) 

12 同 11 
原文：After decades of official silence in which history textbooks hid the 
unpleasant facts from schoolchildren,Japan has begun to face up to its past,and 
The Wind-up Bird Chronicle can be seen as part of that painful process.( 二百十

四頁) 
13 同 11、二百五十六頁。 
14 同 11、二百六十二頁、二百六十四頁。 

原文：The“war”in The Wind-up Bird Chronicle is not presented as a series of 
historical facts but as an important part of the psychological baggage of 
Murakami’s generation and beyond.(二百十七頁) 

 
Rather than writing about historical facts,then,Murakami examines the Pacific 
War as a psychological phenomenon shared by generations of Japanese too 
young(like Toru)to have experienced it first-hand.(二百六十四頁) 

15 河合隼雄、村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』七十~七十一頁、
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新潮社、新潮文庫、1998 年。 
16 村上春樹のディタッチメントとコミットメントの問題について、いままで

数多くの研究がされてきた。本論においては、主に村上春樹、河合隼雄『村

上春樹、河合隼雄に会いにいく』、新潮社、新潮文庫、1998 年、加藤典洋

『村上春樹の短編を英語で読む 1979~2011』、講談社、2011 年、宇佐美毅、

千田洋幸編集『村上春樹と一九九○年代』、おうふう、2012 年を参照。 
17 同 11、二百四十六頁。 
18 加藤典洋＜わかりにくさと戦後の思想――「かえるくん、東京を救う」＞

『村上春樹の短編を英語で読む 1979~2011』、講談社、2011 を参照。 
19 村上春樹『1Q84 BOOK2』、第 11 章、新潮社、2009 年。 
20 村上春樹「かえるくん、東京を救う」『神の子どもたちはみな踊る』、新潮

社、新潮文庫、2002 年。 
21 原文：村上在《1Q84》里，把人类善与恶的界限混淆了起来，“这是个失败”。 

http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2014-05/08/content_1165587.htm 
 


