
                                                                      

 
村上春樹の『海辺のカフカ』 

 
西川 智之 

 
1. 田村カフカの物語 

 『海辺のカフカ』は、15 歳の主人公が家出をするところから物語が始まって

いる。夜行バスに乗り四国の高松に着いた主人公は、「甲村図書館」で働く大島

の口ぞえもあって、図書館にかくまってもらうことになる。その大島に、父親

である田村浩一が刺殺されたことを報ずる新聞記事を見せられ、主人公は次の

ように不安を訴える。 
 

「ねえ、大島さん、僕のまわりで次々にいろんなことが起きる。そのうちのある

ものは自分で選んだことだし、あるものはぜんぜん選んでいないことだよ。でも

そのふたつのあいだの区別が、僕にはよくわからなくなってきているんだ。つま

りね、自分で選んだと思っていることだって、じっさいには僕がそれを選ぶ以前

から、もう既に起こるときめられていたことみたいに思えるんだよ。僕はただ誰

かが前もってどこかできめたことを、ただそのままなぞっているだけなんだって

いう気がするんだ。」（『海辺のカフカ』上 342 頁）
1) 

 

 それに対し、「もし仮にそうだとしても、つまりもし君の選択や努力が徒労に

終わることを宿命づけられていたとしても、それでもなお君は確固として君で

あり、君以外のなにものでもない。君は君としてまちがいなく前に進んでいる。

心配しなくてもいい」と主人公を勇気づけたあとで、大島は次のように言う。 

 

「いいかい、田村カフカ君、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。（中略）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。」
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（上 343 頁） 
 

そうした悲劇の例として大島が挙げるのが『オイディプス王』である。そし

てそれを受けるかのように、数ページ後の箇所で、主人公は父親から繰り返し

聞かせられた予言を大島に打ち明ける（上 348 頁）。それは「父を殺し、母と姉

と交わる」というものである。以下、いくつかの点を取り上げながら、『海辺の

カフカ』と『オイディプス王』とを比較してみよう。 

 

 「母上と交わり、見るに耐えぬ子孫を世に示し、生みの父親殺しとなるであ

ろう」2) という神託をアポロンから下されたオイディプスは、その予言から逃

れるために、自分の父母だと思っているコリントスの王、王妃の元を離れ旅に

出るのだが、実はこの予言の原因となっているのは、オイディプスの実の父、

テーバイの王ライオスである。エリスの王ペロプスのところに亡命している時

に、その王子クリュシッポスに恋をしたライオスは、クリュシッポスをさらい

死にいたらしめる。それに対しペロプスは、男子が生まれた場合、その子は父

親殺しになるであろうとの呪いをかけたのである。アポロンからも同じ神託が

下されたにもかかわらず、オイディプスは生まれてしまう。このように『オイ

ディプス王』では、父親の犯した罪に対する罰という因果関係があり、またそ

れは人間が逃れることができぬ神託という形で絶対化されている。 

 それに対し『海辺のカフカ』では、その予言がなぜなされたのかは分からな

い。主人公は「あるいは父は、自分を捨てて出て行った母と姉に復讐をしたか

ったのかもしれない」（上 349 頁）と言うのだが、それもあくまでも推測の域は

出ない。「何度も何度も」、まるで主人公の「意識に鑿でその一字一字を刻みこ

むみたいに」（上 347 頁）、繰り返し聞かせられたこの予言はしかし、主人公の

中では、神託と同じような絶対性を帯びている。 
 

「僕はどんなに手を尽くしてもその運命から逃れることはできない、と父は言っ

た。その予言は時限装置みたいに僕の遺伝子の中に埋めこまれていて、なにをし

ようとそれを変更することはできないんだって。」（上 348 頁） 

 

 すでに述べたように、オイディプスの呪いは、アポロンの神託という形で絶

対性を帯びるのだが、『海辺のカフカ』では、この呪いの絶対性の源は父親にあ

る。 
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「でもどっちにしても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。僕の言いたいことはわかる？」 
「わかると思う」と大島さんは言う。「そのなにか

、、、
はおそらく、善とか悪とかと

いう峻別を超えたものなんだろう。力の源泉と言えばいいのかもしれない」（上

350 頁、傍点原文） 
 
 このように『海辺のカフカ』では、「善悪」の基準を超えた絶対的な力が、父

親には付与されているのである。 

 次に、「捨て子」という点を比べてみよう。 

 オイディプスは生まれるとすぐかかとをピンで貫かれ、山に捨てられるが、

これをコリントスの王ポリュボスの牧人に拾われ、ポリュボスの子として育て

られる。しかし、オイディプスは自分が捨て子であることを知らず、コリント

ス王夫妻を自分の両親と思っており、そこに悲劇の源がある。ある酒宴の席で

捨て子だと言われたオイディプスは、それが真実かどうかをアポロンに確かめ

るべくデルポイの神殿を訪れるのだが、そこで受けた神託はオイディプスの求

めていたようなものではなく、オイディプスが父を殺し、母と交わるであろう

との予言であった。オイディプスは、その予言が現実のものとならないように

とコリントスへは戻らないことを決心するのだが、かえってそのために実の父

を殺し、母と交わることになるのである。デルポイの神殿からの道すがら、ラ

イオスに遭遇したオイディプスは、実の父親とは知らずにライオスを殺してし

まい、やがてたどり着いたテーバイでスフィンクスの謎を解き、実の母親イオ

カステと結ばれてしまうのである。このように『オイディプス王』では、オイ

ディプスが捨てられることは、物語が動き出すためのきっかけとなってはいる

ものの、オイディプス自身は自分が捨て子であることを知らぬまま父を殺し、

母との間に四人の子が生まれてしまっている。また、捨て子であること自体も

ほとんど問題にはされない。 

 一方、カフカ少年にとっては、母親に捨てられたことが心の大きな傷である。

彼が 4 歳の時に、母親は実の息子のカフカ少年を残し、養女だった姉を連れて

出て行ったのである。カフカ少年は父親と暮らし続けることになる。なぜ母親

が自分を捨てたのかという疑問が、彼の頭からは離れない。自分の父母から離

れようとして旅に出たオイディプスに対し、カフカ少年は自分の母と姉を探す

ために旅に出たのではないのかと思えるほどである。高松へのバスの旅で知り
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合ったさくらを自分の姉だと思い、甲村図書館の佐伯を自分の母だと信じる主

人公は、かつて自分のもとを去っていった母と姉を求めるあまり、幻影を作り

出し、それを佐伯とさくらに重ね合わせているだけと考えることもできよう。 

そして、そう考えると『海辺のカフカ』は、『オイディプス王』の踏襲と言うよ

りは、マザー・コンプレックスの物語といえるかもしれない。 

 いくつかの点で『海辺のカフカ』と『オイディオプス王』とを比較してきた

が、 大の違いは、『オイディプス王』では父親殺しと母親との近親相姦はすで

に起こってしまっており、舞台で展開されるのは、オイディプス自らが知らず

知らずのうちにおのれの犯してしまった大きな罪を暴いていくその過程である

のに対し、『海辺のカフカ』では、物語が始まる時点ではまだ何も起こってはい

ないということである。もちろんこの違いは、一方が三一致の原則に則った古

典悲劇であり、他方が自由に時間・空間を、現実／非現実を飛び越えることが

できる小説という違いに起因するものでもあるのだが、両作品の主人公の性格

の違いを大きく浮かび上がらせもする。 

 自らの命を賭してスフィンクスからテーバイを救い、まさにその英雄的な行

為ゆえにテーバイの王となりイオカステと結ばれ、そして 4 人の子をもうけて

しまうオイディプスは、大島が言うように、「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」（上 342 頁）と

いうギリシャ悲劇の典型的な主人公である。3) 

 『オイディプス王』で描かれるのは、 後まで自分の行為に責任を持とうと

する王の姿である。神の怒りに触れ、疫病などの災禍をアテネにもたらした自

らを国外追放にすることで、王としての責務を 後までまっとうしようとする

のである。すべてが明らかとなり、イオカステの自殺を知ったオイディプスは

両目から血をしたたらせながら次のように言う。 
 

「アポロンだ、友よ、アポロンだ、この、 
おれのにがいにがい苦しみを成就させたのは。 
だが眼をえぐったのは、誰でもない、不幸なこのおれの手だ。」（『オイディプス

王』264 頁） 

 

 『海辺のカフカ』には、このような悲劇性はない。アポロンの告げた運命に

もて遊ばれながらも、自らの目を突くことで、なおも自らの運命の主体性を守

ろうとするオイディプスは、4) カフカ少年とは全く対照をなしている。佐伯が
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本当の母親かどうか、さくらが姉であるのかは 後まで不明であり、また、特

にさくらとは夢の中でのできごとであり、「母と姉と交わる」という予言が成就

していないとも考えられるのだが、15 歳の主人公からは、オイディプスのよう

な罪を避けようとする潔癖さも感じられないし、罪が判明してからの激烈な苦

しみも伝わってはこない。夢遊状態の佐伯が現れ、裸になった彼女が自分のベ

ッドにもぐりこんできた時、主人公は「僕にはその流れを押しとどめる力はな

い」（下 91 頁）とあきらめてしまう。われわれの前にいるのは自分のまわりで

起こる出来事にとまどうだけの 15 歳の少年である。 
 

「僕はどうすればいいのか、まったくわからなくなっている。自分がどっちを向

いているのかもわからない。なにが正しく、なにがまちがっているのか。前に進

めばいいのか、うしろに戻ればいいのか」（下 188-189 頁） 

 

 何をすればいいのか分からなくなった主人公に対し、大島は「いろんなこと

は君のせいじゃない。僕のせいでもない。予言のせいでもないし、呪いのせい

でもない」（下 189 頁）となぐさめる。そしてこの「君のせいじゃない。僕のせ

いでもない」という責任回避は、後に示すように、この小説全体を貫く姿勢で

もあるように思われる。 

 

2．ナカタの物語 

 以上、カフカ少年の物語に焦点を合わせて、『海辺のカフカ』と『オイディプ

ス王』とを比較してきたが、この小説には、カフカ少年の物語と平行し、交差

するもうひとつの物語、つまりナカタの物語も存在する。この章では、ナカタ

の物語に焦点を合わせ、『海辺のカフカ』を暴力という観点から論じてみたい。 
 

「ナカタさん、ここはとてもとても暴力的な世界です。誰も暴力から逃れること

はできません。そのことはどうかお忘れにならないでください。どんなに気をつ

けても気をつけすぎるということはありません。猫にとっても人間にとっても」

（上 141 頁）
5) 

 
 これは猫のミミがナカタに与える助言である。しかし、この小説では、登場

人物の誰もが、多かれ少なかれ暴力とつながっている。主人公の田村カフカ自

身が「ときどき自分の中にもうひとりべつの誰かがいるみたいな感じになる。

そして気がついたときには、僕は誰かを傷つけてしまっている」と告白する（下
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64 頁）。森へのきのこ狩りにナカタたちを引率していった女性教師岡持節子は、

森の中で「中田君」に対し「暴力を振るうことによって、そのとき彼の中にあ

った余地のようなものを、私は致命的に損なってしまったのかもしれません」

（上 177 頁）との後悔の念を抱き続けている。また、トラック運転手のホシノ

は「昔から喧嘩っぱやい性格」で、よく喧嘩をして警察の世話になったのだが、

彼がナカタに親近感を抱くきっかけとなったのは、そうした時、常に警察まで

迎えに来てくれた自分の祖父にナカタがどことなく似ていたからである。（下

6-7 頁）。6) 主人公が自分の母親ではないかと思っている佐伯は、大学紛争のと

きに、恋人を人違いで殺されている。 

 そして暴力の集約されたような人物がジョニー・ウォーカーである。ジョニ

ー・ウォーカーは猫の魂を集めて笛を作っている。彼はメスで猫の腹を裂き、

心臓を切り取って食べると、電動ノコギリで猫の首を切り取るのである。彼が

口笛で吹くディズニー映画の七人の小人のメロディーは、ジョニー・ウォーカ

ーの残忍さと異常さをさらに増幅するが、しかし、これだけひどいことをやる

にもかかわらず、ジョニー・ウォーカーには現実的な悪のイメージが結びつき

づらい。ジョニー・ウォーカーという名前と、「黒いシルクハット」、「真っ赤な

細身の上着」、「黒いヴェスト」、「黒い長靴」そして「雪のように真っ白」なズ

ボンといういでたち（上 215 頁）には現実性が希薄で、道化師のようなイメー

ジが出てきてしまうのである。 

 河合隼雄は、亀を殺して竪琴を作るギリシャ神話のヘルメス神を引き合いに

出しながら、「ネコをみたら、そこには笛が見えて」しまうジョニー・ウォーカ

ーは、人間の善悪の基準が当てはまらない「神に近い」登場人物であると述べ

ている。7) また、村上春樹自身もあるインタヴューの中で、ジョニー・ウォー

カーともう一人の個性的な登場人物カーネル・サンダースは「暗闇の中から現

れる『演者』」であり、「彼ら自体が善か悪かというよりは、彼らが進める物語

がどのような方向に進んで行くかというのがすごく大きな問題だと思う」と発

言している。8) 
 また、別のインタヴューでは、「この作品では、神話性というものが強くあら

われてい」るとのインタヴュアーの指摘に答えて、小説家の行う「フィクショ

ン化」とは「言葉で説明することではなく」、「ものごとを別の回路に放り込」

み、「その回路の持つ特定の生理を通して物事を理解する」ことであると説明し

た後で、次のように言葉を継いでいる。 
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 神話というのも、要するに別の同時的回路なんです。神話という元型回路が

我々の中にもともとセットされていて、僕らはときどきその元型回路を通して同

時的にものごとのビジョンを理解するんです。だからフィクションは、ある場合

には神話のフィールドにぽっと収まってしまうことになる。物語が本来的な物語

としての機能を果たせば果たすほど、それはどんどん神話に近くなる。もっと極

端な言い方をするなら、分裂症的な世界に近くなっていくということかもしれな

い。 
 そういう意味では僕の小説は、基本的に解析には向かないところがあるんじゃ

ないかな。
9) 

 
 そう言われてみれば、『海辺のカフカ』には、神話的モチーフが随所にちりば

められている。主人公のカフカ少年が気を失ったのが神社の近くの草むら、カ

ーネル・サンダースがホシノを連れて行くのも神社の境内であり、また「入り

口の石」が持ち出されるのも神社の祠である。旧日本兵が住む別な世界との境

界線としてこの物語で重要な役割を果たしている森も、神話的要素のひとつで

ある。その他にも、「入り口の石」は、黄泉の国から逃げ帰る伊邪那岐命が黄泉

の坂に置いた
ちひき

千引の
いわ

岩を連想させるし、主人公が森から元の世界に戻る際に受

ける「振り向いてはいけない」という助言は、オルフェウスの冥府行、あるい

はソドムの町を出る際に後ろを振り向き塩の柱になってしまった『創世記』の

ロトの妻の話を思いださせる。 
 さて、上記の引用で村上春樹は、「神話という元型回路が我々の中にもともと

セットされて」いると言うのだが、カフカ少年の呪いについても、同じような

説明をしている。 
 

呪いであれ祝福であれ、それはもう血の中に入ってるものだし、それは古代にま

で遡っていけるものだというふうに僕は考えているわけです。（中略）そこには

古代の闇みたいなものがあり、そこで人が感じた恐怖とか、怒りとか、悲しみと

かいうものは綿々と続いているものだと思うんです。（中略）カフカ君が引き継

いでいるのもそれなんです。それを引き継ぎたくなくても、彼には選べないんで

す。それが僕はこの話の一番暗い部分だというふうに思うんです。
10) 

 
 先ほど、オイディプスの呪いが父親ライオスの反自然的行為に端を発してい

るのに対し、カフカ少年の呪いは何が原因となっているのか不明であると述べ

たが、もしそれがこの引用のように、古代に遡るような、人間の奥底に刻みつ

けられたものであるとしたら、それは村上春樹も言うように、個人ではいかん
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ともしがたいものということになろう。カフカ少年の「父を殺し、母と姉と交

わる」という予言は、単に言葉としてではなく、彼の体に直接刻み込まれてし

まっているのである。そしてそれは、カフカ少年一人の問題ではないのかもし

れないのだ。自分が生きるためには、父を殺してしまわなければならないかも

しれないという恐怖、怒り、悲しみが私たちの魂の奥底に潜んでいるかもしれ

ないのである。 

 主人公の次のようないらだちも、こうした奥底に潜む恐怖との関連で考える

ことができるであろう。 
 

「僕は自分という現実の入れものがぜんぜん好きじゃないんだ。（中略）この僕

の顔や、僕の両手や、僕の血や、僕の遺伝子や・・・とにかく僕が両親から譲り

受けたものすべてが呪わしく思えるんだ。」（下 66 頁） 
 
 そして村上春樹は、個人が抱えるこうした闇の部分と物語を書くという行為

とを次のように結び付けている。 
 

ある一人の人間の自我を、いまそこにあるその人の抱え込んでいる暗闇の中に浸

して物語を立ち上げるとして、その作業は、人それぞれ全部違うんだということ

です。（中略）ところがたとえば僕がどんどん、どんどん深く掘っていってそこ

から体験したことを物語にすれば、それは僕の物語でありながら、A という人の

持っているはずの物語と呼応するんですよね。A には語るべき潜在的な物語があ

るのに、有効にそれを書けなかった、語ることができなかったと仮定して、そこ

で僕がある程度深みまで行って物語を立ち上げると、それが呼応するんです。そ

れがシンパシーというか、一種の魂の呼応性だと思う。
11) 

 
 他の人に代わり、人間の も暗い、恐怖や怒りや暴力の本源にまで降りてい

き、それを物語にすることができる者が小説家であり、それが「魂の呼応性」

という言葉で表現されているわけである。実は、これと同じようなことを、村

上春樹は『ねじまき鳥クロニクル』刊行後の河合隼雄との対談の中でも言って

いる。 
 

コミットメントというのは何かというと、人と人とのかかわり合いだと思うのだ

けれど、これまでにあるような、「あなたの言っていることはわかるわかる、じ

ゃ、手をつなごう」というのではなくて、「井戸」を掘って掘って掘っていくと、

そこでまったくつながるはずのない壁を越えてつながる、というコミットメント

のありように、ぼくは非常に惹かれたのだと思うのです。
12) 
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 どちらの発言も、「深く掘り下げていくことで生じる人と人とのつながり」と

いうおおまかな内容は同じなのだが、受ける印象はかなり違うのではないだろ

うか。そしてその違いは、「魂の呼応性」と「コミットメント」という二つの言

葉の違いに集約されているように思われる。繰り返しになるが、「魂の呼応性」

は『海辺のカフカ』執筆後のインタビュー中の言葉であり、「コミットメント」

の方は、『ねじまき鳥クロニクル』刊行後の発言である。13) 次の章では、『ねじ

まき鳥クロニクル』を、「コミットメント」という観点から取り上げ、それによ

り『海辺のカフカ』の問題点を浮き彫りにしてみたい。 

 

3．「コミットメント」対「魂の呼応性」 

 先の引用で比喩に使われている「井戸」は、村上作品ではおなじみの場所の

ひとつであり、14)『ねじまき鳥クロニクル』にも、重要な場所として二つの井

戸が登場する。ひとつは、主人公の岡田トオルと闇の世界をつなぐ出入り口と

しての井戸であり、もうひとつは、登場人物の一人、間宮中尉が取り残される

モンゴルの砂漠の井戸である。時代も場所も異なるし、射殺されるか井戸かの

二者択一を迫られ、仕方なく井戸に飛び込んだ間宮に対し、主人公の井戸は、

妻を取り戻すべく自ら赴いた場所である。しかし、このふたつの井戸が、本田

という登場人物によって結び付けられるのである。モンゴルの砂漠の井戸から

間宮を助け出したのが本田なのだが、彼は死に際し、形見の品を主人公のトオ

ルに届けてくれるように、間宮に託す。本田の形見の品とは、空っぽのカティ

ーサークの化粧箱である。そして、それで本田が意図したのは、この箱をトオ

ルに残すことではなく、この箱をきっかけに、間宮の経験が主人公に伝えられ

ることだったと考えられる。 
 

 私は思うのだが、おそらく本田さんは私とあなたとを引き合わせたかったので

はないだろうか。（中略）だからこそ形見わけという名目で私をあなたのところ

に会いにいかせたのだろう。あなたへの形見が空っぽの箱であったことはそれで

説明がつくと思う。私をあなたのもとに行かせるということが、すなわち本田さ

んの形見わけであったのだろう。（『ねじまき鳥クロニクル 第２部』339-340 頁） 
 
 間宮は形見の品を届けるために岡田トオルを訪ねるのだが、その時に、自分

のモンゴルでの経験を語ることで、それまで全く接点のなかった二人の人間が、

結びつくことになる。間宮が訪ねてきた同じ日に、トオルの妻のクミコが失踪
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し、やがて主人公はクミコを取り戻すべく井戸の底へと降りていくことになり、

全く共通点がないかのように思えた二人の物語（歴史）が、実は深く掘り進め

ていくとつながることになるのである。そしてこの二つの井戸は、トオルと間

宮の個人的な経験をつなぐだけでなく、主人公の現在生きている世界の暴力的

な「闇」の領域と、ノモンハン事件あるいは日中戦争といった過去の歴史の暴

力をつなぐ場所でもあるのだ。このように、『ねじまき鳥クロニクル』は、歴史

への「コミットメント」を果たそうとする物語であることが分かる。 

 島村輝は「クロニクル」の語源となっているギリシャ神話のクロノスとゼウ

スの闘争と関連付けながら、「歴史＝物語ということばを権力の様態といいか

えるなら、ここにあらわれているのは、権力交替にともなう激烈な暴力的抗争

にほかならない。『ねじまき鳥クロニクル』は、その全編を通じてこの権力をめ

ぐっての抗争にともなう、邪悪さと暴力の噴出を描きながら、ことば本来の意

味でのその本質的な＜批判＞に進み出ようとしているように思われる」と指摘

している。15) 村上春樹自身の発言も引用してみよう。 
 

 もうひとつ、闇の世界はなにかというと、そこにはえんえん積み重なった歴史

的な暴力というのが存在しているのです。たとえば、第一部の終わりで皮剥ぎの

場面がありましたが、どうして皮剥ぎを書くのかというのもぼくはよくわからな

いのです。それから中国人の虐殺の場面があるでしょう。どうしてかわからない

けれども、そういうのを書いていくのです。 
 結局、第三部の終わりで、闇の世界から光の世界へ引き戻すために揮われる暴

力は、それら歴史的な暴力に呼応するものだという、一種の蓋然性というのです

か、そういうものができてくるんですね。
16)  

 
 また、別な文章では、「僕のやりたかったことは、歴史というものを、ここに

ある、この僕らの世界にそのまま、それごとひっぱりこんでくることだったん

です。血なまぐさいものは血なまぐさいままに、わけのわからないものはわけ

のわからないままに」とか、「僕らは、僕らの置かれた状況から、僕らがやって

きたところから、やはり逃げ切ることはできないんだと、最近になって切々と

思うんです」など、わざわざゴシック体で強調しながら熱く語っている。17) こ

れらの発言からも、『ねじまき鳥クロニクル』は、村上春樹の現実への関心の反

映したメッセージ性の強い物語であったことが分かるであろう。 
 『海辺のカフカ』に移ろう。『海辺のカフカ』においても、16 人の子どもた

ちが山の中で意識を失うという事件が起きたのが、1944 年 11 月 7 日であり、

またその時の引率の教師岡持節子は、終戦少し前に夫をフィリピンの戦闘で亡
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くしているなど、確かに戦争が影を落としてはいるものの、過去の戦争との結

びつきは、『ねじまき鳥クロニクル』ほど強くは感じられない。『海辺のカフカ』

には「コミットメント」というような積極的な姿勢はない。それに代わり前面

に出されるのが、個人と個人の「魂の呼応性」である。 
 

「実を申しますと、ナカタには思い出というものもひとつもありません。」（下

286 頁） 
 
 これは佐伯に対するナカタの言葉のひとつである。そしてまさに思い出を持

たないそのナカタに、佐伯は、自分が「たどった人生について書き記した」三

冊のファイルを託すのである。逆に佐伯がナカタに語る言葉の中には、次のよ

うな一節がある。 
 

「ある時には私は一人で内側に引きこもって生きました。深い井戸の底で一人で

生きているようなものでした。」（下 291 頁） 
 
 先ほどの章で引用した村上春樹の言葉を借りるならば、思い出を持たぬナカ

タには「語るべき潜在的な物語があるのに、有効にそれを書けなかった、語る

ことができなかった」ということになろう。それに対し、佐伯は「どんどん、

どんどん深く掘っていってそこから体験したことを物語りに」したのだ。つま

りそれは、佐伯の物語でありながら、ナカタの持っているはずの物語と呼応す

るはずである。二人はともに、「半分しか影が」ない（下 289 頁）。ともに半分

しか影がない二人の物語が呼応するのである。しかしこの物語は、われわれ読

者の前に「言葉で」提示されることはない。三冊のファイルは焼却されるため

にナカタに託されるのであり、われわれ読者は、自分たちの魂の奥底にまで降

りていき、その佐伯＝ナカタの語られることのない物語と呼応する物語を自ら

の中に見つけるように要求されるのである。 

 

4．『海辺のカフカ』の暴力 

「魂の呼応性」と「コミットメント」という言葉を手がかりに、『海辺のカフ

カ』と『ねじまき鳥クロニクル』を比較してみたが、両作品の違いを も端的

に反映しているのが、作品中の「暴力」の描き方である。 
 

 初のうち僕は、むしろ恐怖と興奮から男を蹴ったり殴ったりしていた。自分

が殴られないために、相手を蹴り、殴っていたのだ。でも男が床に倒れてからは、
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それははっきりとした怒りに変わっていた。（中略）それは激しい憎しみに近い

怒りだった。（中略）僕はこれまでに殴り合いの喧嘩なんて一度もやったことが

なかった。思い切り人を殴ったこともなかった。でもどういうわけか、もうそれ

をやめることができなくなってしまっていた。（中略）自分がふたつに分裂して

しまっていることがわかった。こっち
、、、

の僕にはもうあっち
、、、

の僕を止めることはで

きなくなってしまっているのだ。僕は激しい寒けを感じた。 
 そのとき男が笑っていることに気がついた。その男は殴られながら、僕に向か

ってにやにや笑いかけているのだ。殴られれば殴られるほど笑いは大きくなって

いった。（『ねじまき鳥クロニクル第２部』322-323 頁、傍点原文） 

 

「ジョニー・ウォーカーさん」とナカタさんは腹の底から絞り出すような声で言

った。「お願いです。こんなことはもうよしてください。これ以上続けば、ナカ

タはおかしくなってしまいそうです。ナカタはもうナカタではないような気がす

るのです」 
（中略） 
 ナカタさんは無言で椅子から立ち上がった。誰にも、ナカタさん自身にさえ、

その行動を止めることはできなかった。彼は大きな足取りで前に進み、机の上に

置いてあったナイフのひとつを、迷うことなくつかんだ。ステーキナイフのよう

な形をした大型のナイフだった。ナカタさんはその木製の柄を握りしめ、刃の部

分をジョニー・ウォーカーの胸に根もと近くまで、躊躇なく突き立てた。（中略）

耳もとで何か大きな音が聞こえた。それが何なのか、始めのうちナカタさんには

よくわからなかった。しかしそれはジョニー・ウォーカーの高笑いだった。彼は

ナイフを胸に深く突き立てられ、そこから血を流しながら、なおも大声で笑い続

けていた。（上 256-257 頁） 
 
 ずいぶん長くなってしまったが、『ねじまき鳥クロニクル』からの引用場面は、

主人公が、以前札幌で見たことのある男の後を追ってあるアパートに入ると、

突然その男にバットで殴りかかられる場面である。逆にバットを奪い、その男

を蹴り殴っているうちに、主人公の暴力は歯止めがきかなくなってしまう。『海

辺のカフカ』からの引用は、目の前で猫を殺されるナカタが、ジョニー・ウォ

ーカーを刺し殺してしまう場面である。『海辺のカフカ』の場合も、ナカタ本人

には自分を抑えることはできない。 

 両作品とも、自分自身が分裂してしまい（「自分がふたつに分裂してしまって

いることがわかった」「ナカタはもうナカタではないような気がするのです」）、

暴力的な別の自分をもはや制御できない（「こっち
、、、

の僕にはもうあっち
、、、

の僕を止
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めることはできなくなってしまっているのだ」「誰にも、ナカタさん自身にさえ、

その行動を止めることはできなかった」）という点が共通なだけでなく、殴られ

ている相手、刺されている相手が笑い声を上げるという、加害者－被害者とい

う一般的な構図が逆転している点でも共通しており、それが読者の恐怖感、嫌

悪感をさらに高める。 

 しかし、この両作品はこれに続く場面では、対照的な描写となっている。ジ

ョニー・ウォーカーを殺した後で、ソファーに腰を下ろしたナカタは、立ち上

がることもできずに、気を失ってしまう。 
 

頭が重くかすんでいる。ナカタさんは大きく息をついて、目を閉じた。意識が薄

れ、そのまま無明の暗闇の中に沈み込んでいった。（上 259 頁） 
 
 再び意識を取り戻したときには、ナカタはなぜか草むらにおり、衣服にもま

ったく血が付いていない。同じ頃、高松でカフカ少年も茂みの中で気を失う。

そしてその T シャツには、べっとりと血が付いている。後に述べるように、主

人公の分裂は、佐伯あるいはさくらとの性交の場面でも生じる現象なのだが、

このジョニー・ウォーカー＝父殺しは、ナカタ＝カフカ少年に分裂あるいは分

担して行われる行為である。18) ジョニー・ウォーカー＝父を殺したのは誰なの

かというのはあいまいなまま残され、その責任もうやむやにされてしまう。 

 『ねじまき鳥クロニクル』では、笑い続ける男を残しそのアパートを出た主

人公は、血のついたシャツを着たまま、しかもバットを持ってバスに乗り、家

に帰る。 
 

その夜、明け方まで寝つけなかった。時間が経過するにつれて、男にバットで殴

られた肩と左腕の部分が膨れ上がってずきずきと痛んだし、右手の拳には何度も

何度も何度も男を殴りつけた感触がそのまま残っていた。ふと気がつくと、右手

の拳はまだぎゅっと強く握りしめられ、闘いの姿勢を取っていた。僕がそれをほ

どこうと思っても、手の方がなかなか言うことをきかなかった。だいいち僕は眠

りたくなかった。今このまま寝てしまえば、まず間違いなく嫌な夢を見るだろう。

（（『ねじまき鳥クロニクル第２部』325 頁） 
 
 暴力を振るった後の極度の興奮、さらには抑えきれずに暴力を振るった自分

自身への恐怖のようなものが表現されている。かなりな量のウィスキーを飲ん

で寝た主人公は、それでもやはり夢を、「予想したとおりひどい夢」（同所）を

見てしまう。目を覚ました主人公はしかし次のように決心する。 
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僕は逃げられないし、逃げるべきではないのだ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。それが僕の得た結論だった。た

とえどこに行ったところで、それは
、、、

必ず僕を追いかけてくるだろう。どこまでも。 
（同 327 頁、傍点原文） 

 
 加納クレタとクレタ島へ行こうとしていた主人公は、それを取りやめる。妻

が自分に隠している「何か」を「明るいところに引きずり出し」、自分の手で妻

を「この世界
、、、、

に引き戻す」（同 331 頁、傍点原文）という主人公の言葉からは、

自分の置かれた暴力的な世界から逃げるのではなく、その暴力の本源と対決し

ようという主人公の決意が読み取れる。19)  
 一方、『海辺のカフカ』で描かれるのは、操り人形のように、自分の意思とは

関係なく、ジョニー・ウォーカーを殺してしまうナカタの恐怖と極度の疲労だ

けである。草むらの中でナカタが気を取り戻す場面は、次のように描写されて

いる。 
 

彼はついさっき大きなナイフを手にとって＜猫殺し＞のジョニー・ウォーカーを

殺したのだ。（中略）手にはまだそのときの感触が残っていた。夢なんかではな

い。相手を刺したときに返り血を浴びて血まみれになった。ジョニー・ウォーカ

ーは床に倒れて、丸まって死んでいた。そこまでは記憶している。それからソフ

ァに沈み込んで、意識を失ってしまった。そして気がつくと、こうして空き地の

草むらの中に横になっている。（中略）おまけに服には血がまったくついていな

い。（中略） 
 ナカタさんはため息をついた。うまくものを考えることができない。しかたな

い。あとでまた考えよう。（上 283 頁） 
 
 そしてこの「しかたない」という姿勢こそ、この小説全体を特徴づける言葉

なのである。この小説では、暴力に対する恐怖を感じることはできるが、暴力

を振るった自分への嫌悪感は女性教師の岡持節子以外からは読み取れないし、

暴力との対決の決意のようなものもない。すべては「しかたがなかった」で済

まされてしまっている。20) 

 そしてこうした姿勢は、残りの呪い、「母と姉と交わる」という呪いが成就さ

れる場面でも繰り返される。主人公はやはり、自分の行動を制御することがで

きなくなる。次の引用は、母親だと思っている佐伯と交わる場面である。 
 

 佐伯さんをなんとか起こさなくてはと僕は思う。（中略）でもすべてはあまり

にも速いスピードで前に進んでいく。僕にはその流れを押しとどめる力はない。
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僕はひどく混乱しているし、そして僕自身、時間の歪みの中に呑みこまれていく。

（下 90-91 頁） 
 
 主人公は分裂し、「カラスと呼ばれる少年」が現れる。 
 

 そして君自身、時間の歪みの中に呑みこまれていく。 
（中略） 
 いったいどこから君の責任は始まるのだろう。（中略） 
 君にはなにかを選ぶことができない。彼女がそれを選ぶ。（下 91-92 頁、太字原

文） 
 

 自らの行動に責任を負うはずの自分自身が、決定的な瞬間に分裂してしまい、

他人事のように自らの行動を見ることしかできなくなってしまう。 

 自分自身をコントロールできない主人公が、カフカ少年とカラスと呼ばれる

少年に分裂するという構図は、姉だと思っているさくらとの、夢の中での性交

の場面でも繰り返される。21) 

 

 僕は決心する。 
 いや、そうじゃない。じつのところなにひとつ決心してなんかいない。だって

僕には選びようはないのだから。（中略） 
「どうしてそんなことをするのよ」とさくらはひどく乾いた声で言う。（中略）

「でもどうしようもなかったんだ」（中略） 

「まだ手遅れじゃない。(中略)」 

（中略） 
「もう手遅れなんだ」と僕は言う。 
「どうして？」 
「僕がそうきめたからだよ」と僕は言う。 
「君がそうきめたからだよ」とカラスと呼ばれる少年は言う。（下 249-251 頁、太

字原文） 
 
 自分には「選びようがない」、「どうしようもない」という言葉の後に、「僕が

そうきめたからだよ」という言葉が現れ、一見、自己の行動を意識した積極性

が目を覚ましたかのように思われたその瞬間に、また「カラスと呼ばれる少年」

への分裂が始まるのである。 

 それでは、姉と交わることを、主人公はなぜ「きめた」のか。その決心には、

先ほどの『ねじまき鳥クロニクル』で暴力を振るった後の主人公の、自分の妻
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を「この世界に引き戻す」といったような、積極的な理由は見当たらない。 
 

 君はもういろんなものに好き勝手に振りまわされたくない。混乱させられたく

ない。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。もしそこに呪いがあるのなら、それを進んで

引き受けようと思う。そこにある一連のプログラムをさっさと終えてしまいたい

と思う。一刻も早くその重荷を背中からおろして、そのあとは誰かの思惑の中に

巻き込まれた誰かとしてではなく、まったくの君自身として生きていく。それが

君の望んでいることだ。（下 251 頁、太字原文） 
 
 すでに述べたように、『オイディプス王』では、「母と交わり、父を殺す」と

いう予言は、劇が始まる前にすでに成就してしまっており、劇で演じられるの

は、そうした事実を知らず知らずに自らの手で明かしていき、 後には自らの

両目をえぐり、汚れた運命をわが身に負って生きることを決心するオイディプ

スの壮絶な姿である。それに対し、『海辺のカフカ』で描かれるのは、そうした

運命をさっさと成就させてしまい、その後はその運命から自由に生きたいとい

う主人公の利己心である。もちろんこうした違いは、一方は様々な公的責任を

負っている国王であり、『海辺のカフカ』の場合は、まだ 15 歳の少年だからと

弁護することもできるかもしれないが。 

 

 『ねじまき鳥クロニクル』と『海辺のカフカ』の 後の文章を比較すること

で、この論文を締めくくりたい。 

 『ねじまき鳥クロニクル』の結末はこうである。妻を取り戻すために、井戸

を通り、あちらの世界に行った主人公は、暗闇の中で男を殴り倒し、こちらの

世界に戻ってくる。現実の世界では、主人公があちらの世界に行っている間に

兄の綿谷ノボルが脳溢血で倒れ、その兄を、妻のクミコは、生命維持装置のプ

ラグをはずすことで殺してしまう。小説の 終章で、笠原メイに会いに行った

主人公は、妻のことを、そして自分のことを、メイに話す。 
 

「ねじまき鳥さんはクミコさんが戻ってくるのをまたずうっと待つのね？あそ

この家で」 
 僕はうなずいた。 
「よかったわね・・・と言ってもいいのかしら？」と笠原メイは言った。 
 僕も白い大きな息を空中にはいた。「そうだね。結局のところ、こうなるよう
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に僕らはものごとを進めてきたんだろうね」 
 もっとひどいことにだってなりえたのだ

、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、と僕は思った。（『ねじまき鳥クロ

ニクル第３部』489-490 頁、傍点原文） 
 
 そして、列車に乗り、主人公は自分の住む街へと帰っていく。『ねじまき鳥ク

ロニクル』は次のように終わっている。 
 

 僕は目を閉じて眠ろうとした。でも本当に眠ることができたのはずっとあとに

なってからだった。どこからも誰からも遠い場所で、僕は静かに束の間眠りに落

ちた。（同 492 頁） 
 

 現実の世界では、現実の殺人が行われ、その殺人の償いをするのは、自分で

はなく、自分が も愛する妻である。主人公には確かに帰る家があるが、その

家で彼は、妻が戻ってくるまで一人で待たねばならない。井戸は埋められ、主

人公はもはや闇の世界に行く必要はなくなった。しかし、「どこからも誰からも

遠い場所で、僕は静かに束の間眠りに落ちた」という 後の文章は、まるで再

び井戸の底へ降りていくかのような印象を与えるのではないだろうか。 
『海辺のカフカ』を見てみよう。佐伯が亡くなったことを知らされた主人公

は、東京に戻ることを決心する。警察に行って事情を説明し、中学校にも再び

通うだろうことを大島に告げる。 
 

「逃げまわっていても、どこにも行けない」 
「たぶん」と僕は言う。 
「君は成長したみたいだ」と彼は言う。（下 421 頁） 

 

この小説の冒頭の一説も見てみよう。 
 

15 歳の誕生日がやってきたとき、僕は家を出て遠くの知らない街に行き、小さ

な図書館の片隅で暮らすようになった。 

 なんだかおとぎ話みたいに聞こえるかもしれない。でもそれはおとぎ話じゃな

い。どんな意味あいにおいても。（上 9 頁、太字原文） 
 
物語は主人公の 15 歳の誕生日前日、5 月 18 日月曜日の夜から始まり、6 月

12 日の金曜日までの４週間足らずのできごとである。22) そして、教養小説と呼

ぶにはあまりに短いこの４週間の間に、15 歳の少年は「成長して」東京へ戻っ

ていくのである。まさに「どんな意味あいにおいても」、おとぎ話のように聞こ

えるのではないだろうか。 
さて、何はともあれ、主人公は東京の自分の家に戻っていくことになる。 
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あの誰もいないがらんとした大きな家に戻り、そこで僕はまたひとりきりになる。

誰も僕の帰りを待ってはいない。でもそこのほかに帰る場所はない。(下 425 頁) 
 

しかもこの家は、父親が殺された家、もしかしたら自分が殺してしまったか

もしれない家なのだ。しかし、数ページ前の箇所で、読者は次のような会話を

耳にしている。 
 

「またいつかここに戻ってきていいですか？」と僕はたずねる。 
「もちろん」と大島さんは言う。（中略）「この町も、この僕も、当分はどこにも

いかない。人には自分が属する場所というのが必要なんだ。多かれ少なかれ」（下

422-423 頁） 
 

「でもそこのほかに帰る場所はない」という言葉とは裏腹に、主人公は「自

分の属する場所」を手に入れたのである。 
 高松駅からの列車を、主人公は岡山で新幹線に乗り換える。物語は次のよう

に終わる。 
 

 目を閉じて身体の力を抜き、こわばった筋肉を緩める。列車の単調な音に耳を

すませる。ほとんどなんの予告もなく、涙が一筋流れる。（中略）かまわない、

と僕は自分にむかって言う。ただの一筋だ。だいたいそれは僕の涙ではないよう

にさえ思える。それは窓を打つ雨の一部のように感じられる。僕は正しいことを

したんだろうか？ 
「君は正しいことをしたんだ」とカラスと呼ばれる少年は言う。（中略） 
「でも僕にはまだ生きるということの意味がわからないんだ」と僕は言う。 
「絵を眺めるんだ」と彼は言う。「風の音を聞くんだ」 
僕はうなずく。 
「君にはそれができる」 
僕はうなずく。 
「眠ったほうがいい」とカラスと呼ばれる少年は言う。「目が覚めたとき、君は

新しい世界の一部になっている」 
やがて君は眠る。そして目覚めたとき、君は新しい世界の一部になっている。（下

428-429 頁） 
 
 さわやかな読後感とは言えないかもしれないが、主人公への共感・希望とと

もに読者は本を閉じることになるであろう。家族をなくしてしまったものの、

今やカフカ少年には、高松に大島という頼るべき人がいる。両性具有的な大島

は、少年にとっては母であり、姉であり、父であり、兄でもありうる存在なの
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かもしれない。また、甲村図書館という「新しい世界」を手に入れることもで

きた。この 後の文章でも「カラスと呼ばれる少年」は現れるが、もはやその

言葉はゴシック体で書き分けられることはない。「君は正しいことをしたんだ」

という言葉は、もはや分裂することのない主人公が自分自身に語りかけるはげ

ましであり、そして読者もまた、その言葉への共感を胸に抱くことになるだろ

う。そして、主人公の流す涙は、読者の感動の涙でもある。 

 

 

注 
 
テクストとして使用した村上春樹の作品は以下の通りである。 
『海辺のカフカ』上下、新潮社 2002 年 
『ねじまき鳥クロニクル 第１部 泥棒かささぎ編』、新潮社 1994 年 
『ねじまき鳥クロニクル 第２部 予言する鳥編』、新潮社 1994 年 
『ねじまき鳥クロニクル 第３部 鳥刺し男編』、新潮社 1995 年 
 
 1) 以下、『海辺のカフカ』からの引用は、上下巻どちらからの引用かということと、

ページ数のみを挙げる。 
 2) ソポクレス『オイディプス王』（高津春繁訳）、『ギリシア悲劇全集 第二巻』所

収、人文書院 1977 年、248 頁。 
 3) 「このようにオイディプスは明らかに、これまでの生の一々の局面においてつね

に、彼が持って生まれたこよなく気高い英雄の資質にまさに相応しい、あくまで真

摯で高潔で勇敢な、非の打ちどころのない態度と行動を、じつにみごとに貫いてき

た。それにもかかわらず彼は、いつのまにか結果的に二重の不倫を犯して、人間の

埒を外れるほどの大罪人になってしまっていた。だがそうなるまでの過程で彼は、

顧みて疚しいことは何一つしていない。」（吉田敦彦『オイディプスの謎』、青土社

2000 年、137 頁） 
 4) 「つまり彼は、イオカステの死体の衣から抜き取った黄金のピンで、目をめった

やたらに突き刺して潰したとき、傍目にはそれがどれほど明らかに狂気の仕業であ

るように見えても、自分はけっして、アポロンによっても他のどの神によっても、

狂わされていたのではない。正気でそうせねばならぬと判断し、自分の意志で手を

動かしてそのことをしたのだと、断固として主張するわけだ。」（同 137-138 頁） 
 5) 『ねじまき鳥クロニクル』でも主人公のトオルは、同じようなアドヴァイスを加

納クレタから受ける。「いいですか、岡田様、岡田様もご存じのように、ここは血な
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まぐさく暴力的な世界です。強くならなくては生き残ってはいけません。でもそれ

と同時に、どんな小さな音をも聞き逃さないように静かに耳を澄ませていることも

とても大事なのです。おわかりになりますか？良いニュースというのは、多くの場

合小さな声で語られるのです。どうかそのことを覚えていてください」（『ねじまき

鳥クロニクル 第２部』、333-334 頁） 

6) 後述するように、主人公の田村カフカとナカタは、分裂／分担して父殺しを行う

と考えられるが、ホシノに付き添われ甲村図書館にたどり着くナカタは、アンティ

ゴネーとともにコロノスに姿を現す老年のオイディプスと重ね合わせることができ

る。ナカタは字が読めないということはオイディプスが盲目であることに対応して

おり、また、二人とも自分の死に場所を求めて旅をしてきたからである。つまり、

ソポクレスの作品で言えば、田村カフカの物語は『オイディプス王』、ナカタの物語

は『コロノスのオイディプス』と考えられる。『海辺のカフカ』と『オイディプス』

の登場人物の対比は、小森陽一『村上春樹論『海辺のカフカ』を精読する』（平凡社

新書 321、2006 年）、23-27 頁参照。 

7) 河合隼雄「『海辺のカフカ』を読む」、『新潮』2002 年 12 月号所収、239 頁。 
 8) 「村上春樹『海辺のカフカ』を語る」、『文學界』2003 年 4 月号所収、30 頁。 
 9) 村上春樹「『海辺のカフカ』について」、『波』（新潮社）2002 年 9 月号所収、56

頁。 
10) 「村上春樹『海辺のカフカ』を語る」、24 頁。 
11) 同 25 頁。 
12) 河合隼雄、村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』、岩波書店 1997 年、70-71

頁。 
13) 村上春樹はよく自分の小説を「長編小説」、「中編小説（短かめの長編小説）」そ

して「短編小説」の３つに分類するが、その中でも、自分の「主戦場」は「長編小

説」であり、「長編小説」の場合は「確固としたひとつのイメージみたいなもの」が

必要であると述べている（村上春樹「『アフター・ダーク』をめぐって」、『文學界』

2005 年 4 月号所収、173 頁）。1990 年以降の主な作品をこれに従って分けるならば、

以下のようになる。 
 『TV ピープル』（短・90 年 1 月）、『国境の南・太陽の西』（中・92 年 10 月）、『ね

じまき鳥クロニクル第一部・第二部』（長・94 年 4 月）、『ねじまき鳥クロニクル第

三部』（長・95 年 8 月）、『レキシントンの幽霊』（短・96 年 11 月）、『スプートニク

の恋人』（中・99 年 4 月）、『神の子どもたちはみな踊る』（短・00 年 2 月）、『海辺の

カフカ』（長・02 年 9 月）、『アフター・ダーク』（中・04 年 9 月）、『東京奇譚集』（短・

05 年 9 月）。 
 つまり、1990 年以降に書かれた作品のうち、この「長編小説」に当てはまるのは
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『ねじまき鳥クロニクル』と『海辺のカフカ』の二冊だけである。二作品の間には、

７－８年の間隔があるとはいえ、村上の言う「括弧としたひとつのイメージみたい

なもの」には、いくつかの共通点があるだろう。本論のねらいは、それを「暴力」

という点に絞り、その共通点と相違を明らかにすることである。 

14) 「井戸というのは、考えてみたら、処女作の『風の歌を聴け』以来、僕の大事な

モチーフになっているみたいですね。（中略）井戸って昔から、好きなんです。個人

的に。どこかに井戸があると、わざわざ見に行ったりしますね。どうしてかはよく

わからないけれど。見てて飽きないし。」（村上春樹「メイキング・オブ・『ねじまき

鳥クロニクル』」、『新潮』1995 年 11 月号所収、281 頁）また、加藤典洋編『村上春

樹イエローページ』、荒地出版社 1997 年、52 頁、川村湊『村上春樹をどう読むか』、

作品社 2006 年、18－23 頁参照。 

15) 島村輝「『ねじまき鳥クロニクル』のコード ＜
クロノス

時 ＞との抗争」、『國文學』1998
年 2 月臨時増刊号所収、126 頁。 

16) 河合隼雄、村上春樹、前掲書 173 頁。 
17) 村上春樹「メイキング・オブ・『ねじまき鳥クロニクル』」、288 頁。 
18) 「そこにいたはずの 15 歳の少年のかわりに」殺したことは、ナカタ自身が認め

ている。（下 288 頁） 
19) 注５）で挙げた、加納クレタの言葉「いいですか、岡田様、岡田様もご存じのよ

うに、ここは血なまぐさく暴力的な世界です。・・・」は、妻のクミコを取り戻すと

いう主人公のこの言葉を聞いて、加納クレタから与えれらる助言である。 

20) 笠井潔は、2002 年の短編集『神の子どもたちはみな踊る』の書評で、「1990 年代

を通じて村上春樹が行き着いた場所を、以上のような『かえるくん』の言葉はきわ

めて率直に表現している。『圧倒的な暴力』と闘わなければならない、『ぼくは逃げ

ません』。しかし、この感動的かもしれない決意は、寓話という形でしか語られるこ

とがない」と失望感をあらわにし（笠井潔『徴候としての妄想的暴力』、平凡社 2003
年、68 頁）、「湾岸戦争の体験を『ねじまき鳥クロニクル』第３部に結実しえた作家

には、地下鉄サリン事件に空疎な『決断』とは違う形で対抗する新しい長編小説を

期待したい」と論を結んでいるが（同 71 頁）、この期待は残念ながら裏切られたと

言わざるをえないであろう。 
 小森陽一は『村上春樹論『海辺のカフカ』を精読する』で詳細な『海辺のカフカ』

批判を展開しているが、それは、『アンダーグラウンド』を読んだ時に抱いた「いわ

ゆる『現実』や『歴史的状況』とかかわらないかに見えた一人の作家が、時代の危

機と正面から向かい合おうとしているのではないかという期待」が「完全に裏切ら

れたから」であると述べている。（小森陽一、前掲書、266 頁） 
 また、川村湊は、世界的な村上春樹ブームについて「それは『悪』と『敵意』、そ
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して暴力（テロリズム、戦争）との戦いを言語的な『ゲーム』と化することによっ

て、実体としての暴力から目を逸らそうとするものであったといってよいのではな

いか」（川村湊、前掲書、29 頁）、あるいは、「『想像』と『現実』との戦いでは、

私たちは、『現実』に味方しなければならないのだ。村上春樹という『現代の寓話』

は、小説を物語、寓話へと退化させることによって、グローバリゼーションの世界

を強化する役割を担っていると思われる」（同 39 頁）と断じている。 

21) 井口時男は、母・姉と交わるこの二つの場面を、次のように批判している。 
「たしかに『海辺のカフカ』は、『幼児的』な欲望の実現をメタファーとして描いて

いる。だが、現実ではないものとして描いたのではなく、現実との取り違えを強く

指嗾するものとして描いている。村上春樹の長編小説の例に漏れず、この小説もフ

ァンタジーの構造のなかで展開していて、それは私には退屈だ。しかし、母姦しと

姉姦しの二つの場面だけは突出して、なまなましくおぞましい。それは、『幼児的』

な欲望が意識をもち言葉をもってしまうことのなまなましさでありおぞましさであ

る。」（井口時男『暴力的な現在』、作品社 2006 年、45 頁） 

22) もちろん、ナカタの物語に関しては、1944 年のお椀山でのできごとや、戦後の

米軍の調査（1946 年）、女性教師の岡持の手紙（1972 年）など、物語の前史となる

部分が含まれている。小説全体の構成については、次ページ以下の概略図を参照の

こと。 
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『海辺のカフカ 上』概略 
 

章 日付 田村カフカの物語 章 日付 ナカタの物語 
  父の書斎：カラスの対話。    

１ 5/18 

(月) 

東京の家を出て、高松行きの

夜行バスに乗る。 
２ 1946 年

5 月 12 日

米軍文書

岡持節子のインタヴュー。

1944 年 11 月 7 日お椀山で

16 人の子供が意識を失う 

３ 19 

(火) 

サービスエリアでさくらと

知り合う。 
４ 1946 年

5 月 12 日

米軍文書

医師中沢のインタヴュー。

ナカタサトル意識戻らず。

５ 〃 高松到着。甲村図書館へ。

『千夜一夜物語』を読む。 
６ 5/21 

（木）
中野区の空き地：猫（ゴマ）

を探すナカタ。猫との会話。

７ 20-27 
(水-水) 

 

体育館でトレーニング。図書

館で『千夜一夜物語』。規則

正しい生活。 

８ 1946 年 

5 月 12 日

米軍文書

精神医学教授塚山のインタ

ヴュー。ナカタサトル 2 週

間後突然の覚醒。 

９ 28 

(木) 

深夜深い茂みで意識を取り

戻す。シャツに血。さくらに

のアパートに。 

10 5/21 
（木）

住宅地の児童公園：ナカタ

と猫の対話。ミミの忠告。

11 29 

(金) 

さくらのアパートに泊まる。 12 1972 年 

10月19日
岡持から塚山への手紙。森

でのナカタへの暴力。 

13 〃 図書館で大島に事情を説明。

車で高知の森のキャビンへ。

14 5/28 
（木）

犬に導かれジョニー・ウォ

ーカーのところへ。 

15 29-31 
(金-日) 

キャビンに一人残る。アイヒ

マンの本を読む。森に入る。

16 28 
（木）

ジョニー・ウォーカーを刺

し殺す。 

17 6/1 

(月) 

大島迎えに来る。図書館へ戻

る。佐伯の話を聞く。 
18 28 

（木）
草むらで気を取り戻す。警

察へ行き殺人を告白。 

19 1-2 
(月-火) 

図書館に到着。女性団体調査

員とのやりとり。大島が女性

であることの告白。 

20 29 
（金）

中野区の自宅を出てトラッ

クを乗り継ぐ。 

21 2 

(火) 

父田村浩一の死を知る。父親

の予言（父を殺し、母と姉と

交わる）を大島に告白。 

22 30 
（土）

AM5 時神戸到着。ホシノと

四国へ。 

23 3 

(水) 

15 歳の佐伯の幽霊出現。『海

辺のカフカ』のレコード。 
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『海辺のカフカ 下』概略 
 

章 日付 田村カフカの物語 章 日付 ナカタの物語 
   24 5/30 

-6/1 
徳島に到着。ナカタ翌々日

まで眠る。JR で高松へ。 
25 6/4 

（木） 
少女の幽霊。佐伯への恋。激

しい雷雨。 
26 6/1-3 

(月-水)
入り口の石を探す。カーネ

ル・サンダース登場。 
27 5 

（金） 
少女の幽霊に呼びかける。刑

事がやってくる。 
28 3 

（水）
カーネル・サンダース、神

社境内に女性を呼び出す。

29 5-6 
(金-土) 

さくらに電話。夢遊状態の佐

伯と交わる。 
30 3 

（木）
神社の祠から石を取り出

し、旅館へ。 
31 6 

（土） 
佐伯との会話：自分の母では

ないか？再び佐伯と交わる。

32 4 
（金）

激しい雷雨。ホシノ石をひ

っくり返す：入り口開く。

33 7 
（日） 

体育館でトレーニング。再び

佐伯と交わる。 
34 4-5 

(金-土)
ナカタ眠る。ホシノ喫茶店

でクラシックを聴く。 
35 8 

（月） 
警察を避けるため、森のキャ

ビンへ向かう。 
36 5-6 

(金-土)
カーネル・サンダースの電

話：アパートに身を隠す。

37 8 
（月） 

キャビンに到着。一人キャビ

ンに残る。 
38 6-8 

(土-月)
レンタカーを借り市内を回

る。甲村図書館を見つける。

39 9 
（火） 

キャビンでの二日目。夢の中

でさくらをレイプする。 
40 8-9 

(月-火)
甲村図書館へ。ナカタ、佐

伯の部屋に行く。 
41 10 

（水） 
森の中核へ。 42 9 

（火）
佐伯から 3 冊のファイルを

預かる。大島、佐伯が死ん

でいるのを発見。 
43 10 

（水） 
森をさ迷う。二人の兵隊現れ

る。 
44 9-10 

(火-水)
河原でファイルを燃やす。

ナカタの死。 
45 10 

（水） 
森の中の集落に到着。15 歳

の少女。 
46 10-11 

(水-木)
死んだナカタとともに、ア

パートに残るホシノ。 
  カラスと呼ばれる少年、ジョ

ニー・ウォーカーを攻撃。 
   

47 11 
（木） 

佐伯が現れ、元の場所に戻る

ように忠告。二人の兵隊の案

内でキャビンに戻る。 

48 11-12 
(木-金) 
 

「あいつ」を殺すことを猫

に教えられる。入り口の石

をひっくり返す。白いもの

を仕留める。ホシノ、アパ

ートを出る。 
49 12 

（金） 
大島の兄の車で図書館へ。佐

伯の死を知らされる。絵とレ

コードを持って東京へ。 

   

 

 

 

 


