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朝さろんの本棚〈24〉 

村上春樹『七番目の男』について 

 

24th morning：2013 年 6 月 13 日(木)＠渋谷 

参加者: 10 名 

 

「七番目の男」は、 

 圧倒的な暴力（喪失体験）を他者と共有することは如何に可能か、を探った作品。 

同時に、個人と集団との関係性を主題とした作品。 

 

【テーマ】 

  〈人とつながってる？（３）完〉 

 

【本】 

 村上春樹「七番目の男」(文春文庫, 2012) 

[初出：「文藝春秋」1996 年 2 月号、単行本：『レキシントンの幽霊』文藝春秋(1996)] 

 

【村上春樹(むらかみ はるき)】 

1949 年 1 月 12 日生まれ。日本の小説家、アメリカ文学翻訳家。随筆・紀行文、ノンフィ

クションの著作もある。京都府京都市伏見区に生まれ、兵庫県西宮市・芦屋市に育つ。早

稲田大学第一文学部映画演劇科卒業、ジャズ喫茶の経営を経て、1979 年『風の歌を聴け』

で群像新人文学賞を受賞しデビュー。当時のアメリカ文学から影響を受けた文体で都会生

活を描いて注目を浴び、現在では、名実ともに現代日本文学を代表する作家。 

 

【ストーリー】 

「その波が私を捉えようとしたのは、私が十歳の年の、九月の午後のことでした」と、「七番

目の男」が語りだすところから始まる短編小説。ある夜、七番目に話をした男が自らの過去を打

ち明けた。海辺の町に育った彼は少年期の台風の日に、それまでに見たこともない巨大な津波に

目の前で親友を攫われて失って以来、それがきっかけで 40 年ものあいだ悪夢にうなされながら

生き続けてきた。だがある日届いた荷物の中にかつて親友が描いた絵を見つけたことでふたたび

故郷の海に赴き、自らの記憶を修正してようやく回復を遂げたと七番目の男は一座の人々に語る。

後で男が語るのはこんな台詞だ。「しかしなによりも怖いのは、その恐怖に背中を向け、目を

閉じてしまうことです。そうすることによって、私たちは自分の中にあるいちばん重要なものを、

何かに譲り渡してしまうことになります。私の場合には――それは波でした」。 
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【議題】次の問いについて考えてみましょう。 

 

Q１「七番目の男」が、波に譲り渡してしまった「自分の中にあるいちばん重要なもの」と

はなんでしょうか？ 

 

a． 死んでしまった K への誠実な追悼の心、謝罪と反省の気持ち。 

b． 台風の眼のなかに好奇心から飛び出たことで喪った掛け替えのない親友 K。 

c． 喪った K や故郷の両親・家族との楽しい思い出。 

d． 悪夢にうなされ苦しみ抜いた自分の、40 年という人生。 

e． どんなに辛い体験だろうと、それに蓋をすることなく、正面から向き合おうとする意志。 

f． その他 

 

 

Q2「七番目の男」は救われたのでしょうか？ 

 

a．K への謝罪がないので救われていない。 

b．K の描いた絵を見て故郷へ赴き、自らの記憶を修正してようやく回復した。 

c．自らの体験を他の人間に語ることで救われ、回復した。 

d．「波」に象徴されるものに譲り渡してしまった大事なものは回復不能なので救われない。 

e．その他 

 

 

【解題】本作「七番目の男」について 

「七番目の男」は作家の想像力に大きな衝撃を与えた 1995 年の「1/17 阪神淡路大震災」

と「3/20 地下鉄サリン事件」を経て 初に発表された小説です。前者の衝撃が冷めやらぬ

中で立て続けに起こった二つの出来事は、今日にいたるまで圧倒的な暴力の経験として村

上春樹に影響を与えています。 

「七番目の男」を皮切りに、以後、この事件のもたらしたものを『アンダーグラウンド』

『約束された場所で』『神の子どもたちはみな踊る』『1Q84』そして 新作『色彩を持たな

い多崎つくると、彼の巡礼の年』まで、文学的主題としてくり返し表現することを試みて

います。今回はその原点にあたる作品をみなさんと読みながら、巨大な喪失の体験を前に、

作家がいかに〈人とつながる〉ことを試みているのかを考えてみたいと思います。 

 

〈人とつながってる？〉 

 ⇒  あらためて「コミットメント」の問題として考えてみる 

 



“a house without books is like a room without windows” 

朝さろん 24th morning 

〈人とつながってる？(３)完〉 

 

 3 / 13 
 

現代日本を代表する作家村上春樹における個人と集団との関係性を手がかりとして、文

学作品に描かれた社会参加への態度が内包する射程と限界を見定めることを目的とした。

特にここでは、村上春樹が 1995 年の阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件という大きな事件

を経て 初に発表した短編である「七番目の男」(1996)において展開した、自己と他者のつ

ながりを模索する態度（＝「コミットメント」）と作中における方法論の関係に関する見解

を主題的に扱う。 

 

(Index) 

１． 改めて「コミットメント」を考える 

一般的解釈と村上春樹自身の言説 

２． 作品について 

① ひとつめの回復…「私」と K 

② ふたつめの回復…「私」と語りの場 

３． いま、再読に際して 

① 【「5 月の海岸線」に象徴される、自分が過去に描いたイメージを乗り越える試み】 

  ② 【オウムと、一般的コミュニティに、不可避的に共通してしまうモノへの惧れ】 

 

 

１．改めて「コミットメント」を考える   

 1995 年 1 月 17 日の阪神淡路大震災。3月 20 日の地下鉄サリン事件 

 （2011 年 3 月の東日本大震災(と、それに伴う放射能汚染と環境の問題)） 

⇒「日々の生活の中で、切実にものの見方の転換を迫られるという体験」 

 

★解釈を迫られる難問 

「あなたは誰か（何か）に対して自我の一定の部分を差し出し、その代価としての「物語」

を受け取ってはいないだろうか？ 私たちは何らかの制度＝システムに対して、人格の一部

を預けてしまってはいないだろうか？」        （『アンダーグラウンド』1997 年） 

 

「しかしなによりも怖いのは、その恐怖に背中を向け、目を閉じてしまうことです。そう

することによって、私たちは自分の中にあるいちばん重要なものを、何かに譲り渡してし

まうことになります。私の場合には――それは波でした」    （「七番目の男」1996 年） 

 

① 一般的解釈 

コミットメント（関わり） 

デタッチメント（関わりのなさ） 
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 ② 村上春樹の言説 

  上記に加えて“（作家としての）自分の社会的責任感”のようなものが滲む 

 

（河合）「（分析治療における）コミットメントは、一般に考えるように「なんでもしてや

ろう」とか「頑張ってやろう」というのではなく、外見的にはむしろデタッチしているか

のようにさえ見える。つまり、「静かで深いコミットメント」なのです」「頭だけではなく、

自分の全存在をコミットさせることを学ぶ必要がある」 

 

（村上）「相互的なコミュニケーションが断ち切られてしまったら、私たちはそれ以上どこ

にもいけないだろう。あとに残るのはひとつのドグマでしかない。そのとおりでありなが

ら（そのとおりであることを相互認識しながら）、あえてそれを越えていこうと試みるとこ

ろに、論理の煮詰まりを回避した、より深く豊かな解決に至る道が存在しているのではあ

るまいか」 

 （『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』1996 年） 

 

 

２．作品について   

作品における不思議点として」、この「七番目の男」がどんな状況で自分の過去を語って

いるのか、他の参加者がどんな話をしたのか、この座の目的が何なのかというような部分

についてはいっさい描かれない、奇妙な設定を持つ小説であることが挙げられる。 

この短編は高校国語教科書にも掲載されているポピュラーなものだが、その成立の背景

には解説が必要だろう。1996 年 1 月に発表されたこの短篇は、1995 年 1 月 17 日の阪神淡

路大震災、同年 3月 20 日の地下鉄サリン事件という現実以後に書いた小説のうち 初期の

ものであり、兵庫県芦屋市に生まれ東京で生活していた作者・村上春樹にとって、この二

つの出来事は深刻な影響を与えたものとなった。 

 

なお、「七番目の男」には先行する作品である「5 月の海岸線」との関連が指摘されてい

る。「七番目の男」を読み解く際の手がかりになると考えるので、併せて「5 月の海岸線」

についても検討を加えてみる。 

 

海岸には年に何度か溺死体も打ち上げられた。／（略）その中の一人は僕の友人であった。

ずっと昔、六歳のころのことだ。彼は集中豪雨で増水した川に呑まれて死んだ。春の午後、

彼の死体は濁流とともに一気に沖合へと運ばれ、そして三日後に流木と並んで海岸に打ち

上げられた。／死の匂い。／六歳の少年の死体がかまどで焼かれる匂い。／四月の曇った

空にそびえ立つ火葬場の煙突、そして灰色の煙。／存在の消滅。 
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五月の太陽の下を、両手に運動靴をぶら下げ、古い防波堤の上を歩きながら僕は預言する。

君たちは崩れ去るだろう、と。／何年先か、何十年先か、僕にはわからない。でも、君た

ちはいつか確実に崩れ去る。 

（「5 月の海岸線」/『カンガルー日和』所収、1983 年） 

 

 

① ひとつめの回復…「私」と K 

K の描いた絵を見て、Kとの内的和解に至る。失われた人間性の回復の契機となる 

⇒「地震」的な自然災害の孕む暴力への応答 

 

どうしてあれほど真剣に、朝から晩まで、寝食を忘れてテレビで地震の報道を追っていたのだ

ろう？ 彼女はそこにいったいなにを見ていたのだろう？ 深い沈黙の中で、心臓が大きな乾い

た音を立てていた。体を曲げると、骨がきしんだ。 

一瞬のことだけれど、小村は自分が圧倒的な暴力の瀬戸際に立っていることに思い当たった。 

「ねえ、どう、遠くまで来たっていう実感が少しはわいてきた？」 

「ずいぶん遠くに来たような気がする」 

「でも、まだ始まったばかりなのよ」 

（「UFO が釧路に降りる」/『神の子どもたちはみな踊る』所収、2000 年) 

 

 

② ふたつめの回復…「私」と語りの場  

上記①の体験を、経験（≒物語）として語り直すことの作用 

⇒「オウム」が象徴する集団的・システム的な暴力への応答 

 

通勤ラッシュの時刻にはその迷宮は人の海になる。海は泡立ち、逆巻き、咆哮し、入り口と出

口をめがけて殺到する。乗り換えのために移動する人々の流れがあちおちで錯綜し、そこに危険

な渦が生まれる。どんな偉大な預言者をもってしても、そのような荒々しく逆巻く海を二つに分

つことは不可能だろう。 

 そんな圧倒的な数の人々が週に五日、朝と夕方の二回、決して十分とはいえない数の駅員たち

によって、要領よく、大過なくさばかれているなんて、簡単には信じがたいことだ。とりわけ朝

のラッシュアワーが問題になる。人々はみんなそれぞれの目的地に向かって急いでいる。タイム

レコーダーを定められた時刻までに押さなくてはならない。機嫌が良い訳はない。まだ眠気もう

まく取れていない。そしてほとんど隙間もなく混み合った列車は、彼らの肉体と神経を痛めつけ

ている。座席に座れるのはよほど幸運な人間だけだ。よく暴動が起きないものだ、事故による流

血の惨事がもたらされないものだと、つくるはいつも感心する。もしそんな極端に混雑した駅や
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列車が、狂信的な組織的テロリストたちの攻撃の的にされたら、致命的な事態がもたらされるこ

とに疑いの余地はない。その被害はすさまじいものになるだろう。鉄道会社で働く人々にとって

も、警察にとっても、もちろん乗客たちにとっても、それは想像を絶する悪夢だ。にもかかわら

ず、そのような惨事を防ぐ手だては今のところほとんどない。そしてその悪夢は一九九五年の春

に東京で実際に
．．．

起こったことなのだ。 

（『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』2013 年） 

 

 

「しかし言うまでもないことだが、ユートピアなんていうものは、どこの世界にも存在しない。

錬金術や永久運動がどこにもないのと同じだよ。タカシマのやっていることは、私に言わせれば

だが、何も考えないロボットを作り出すことだ。人の頭から、自分でものを考える回線を取り外

してしまう。（略）しかし君もおそらく知ってのとおり、そういう脳死的な状況を進んで求める

連中も、世間には少なからずいる。その方がなんといっても楽だからね。ややこしいことは何も

考えなくていいし、黙って上から言われたとおりにやっていればいい。食いっぱぐれはない。そ

の手の環境を求める人々にとっては、たしかにタカシマ塾はユートピアかもしれん。（略）小さ

な子供にとってはきっと楽しいところなんだろう。でも成長してある年齢になり、自我が生まれ

てくると、多くの子供たちにとってタカシマでの生活は生き地獄に近いものになってくる。自分

の頭でものを考えようとする自然な欲求が、上からの力で押しつぶされていくわけだからな。そ

れは言うなれば、脳味噌の纏足のようなものだ。（略）深田保の率いるグループは山梨県の山中

に、目的にあった過疎の村をひとつ見つけた。農業の後継者が見つからず、あとに残された老人

たちだけでは畑仕事ができなくて、ほとんど廃村になりかけている村だ。そこにある耕地や家を

ただ同然の価格で手に入れることができた。（略）その頃には彼も、一九七〇年代の日本には革

命を起こす余地も気運もないことを概ね悟っていた。そして彼がもともと念頭に置いていたの

は、可能性としての革命であり、更にいえば比喩としての、仮説としての革命だった。そのよう

な反体制的、破壊的意思の発動が健全な社会にとって不可欠だと信じていた。いわば健全なスパ

イスとして。ところが彼の率いてきた学生たちが求めたのは、本物の血が流れる、実物の革命だ

った。（略）『さきがけ』が分裂したのは一九七六年のことだ。エリが『さきがけ』から脱出し、

うちにやってきたのはその翌年だった。そしてその頃から、分派コミューンは『あけぼの』とい

う新しい名前を持つようになった」「ひょっとしてその『あけぼの』というのは、少し前に大き

な事件を起こしませんでしたか？」「そのとおりだ。本栖湖近くの山中で警官隊と銃撃戦を起こ

した、あの有名な『あけぼの』のことだよ。もちろん」 

（『1Q84 BOOK1』2009 年） 
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３．いま、再読に際して    

次の２点を注視したい。 

３－① 

【「5月の海岸線」に象徴される、自分が過去に描いたイメージを乗り越える試み】 

３－② 

【オウムと、一般的コミュニティに、不可避的に共通してしまうモノへの惧れ】 

 

３－① 

【「5 月の海岸線」に象徴される、自分が過去に描いたイメージを乗り越える試み】 

 

「僕」がかつてパン屋を襲撃した話（「パン屋襲撃」）をすると、その話を黙って聴いてい

た妻が「もう一度パン屋を襲うのよ。それも今すぐにね」と確信的に答えるというストー

リーの奇怪な短編（「パン屋再襲撃」）があります。春樹の作品では、過去の出来事を引き

ずりながら生きている登場人物が、再び自らの過去と向き合うべく行動を起こすというパ

ターンが頻出します。いったいなぜでしょう？ 

6 月の朝さろんでは村上春樹の「七番目の男」（『レキシントンの幽霊』所収、1996）を取

り上げました。先行研究（に限らないが）で指摘されるように、この作品には先行する「5

月の海岸線」（『カンガルー日和』所収、1983）との細部の類似が認められます。たとえば

こんな具合。 

 

「七番目の男」では、「男」が十歳の時に、海へ行こうとして台風のなか年少の親友を連

れ出したのが遠因で、彼を津波にさらわれて失ってしまいます。彼の遺体も見つからない。

対して、チャンドラー風のハードボイルド文体で書かれた「5 月の海岸線」では、十二年振

りに故郷の海辺の街へ帰る主人公の男が描かれます。「海岸には年に何度か溺死体も打ち上

げられた。／（略）その中の一人は僕の友人であった。ずっと昔、六歳のころのことだ。

彼は集中豪雨で増水した川に呑まれて死んだ。春の午後、彼の死体は濁流とともに一気に

沖合へと運ばれ、そして三日後に流木と並んで海岸に打ち上げられた。／死の匂い。／六

歳の少年の死体がかまどで焼かれる匂い。／四月の曇った空にそびえ立つ火葬場の煙突、

そして灰色の煙。／存在の消滅」と「僕」によって語られています。両作品とも、海辺の

街の、大好きな故郷の海にまつわる体験を語るという体裁が共通しています。 

もう一つ、両作品のつながりとして見落とせない点は、〈地震〉についてです。「5 月の海岸

線」にこんなセリフがあります――「五月の太陽の下を、両手に運動靴をぶら下げ、古い

防波堤の上を歩きながら僕は預言する。君たちは崩れ去るだろう、と。／何年先か、何十

年先か、僕にはわからない。でも、君たちはいつか確実に崩れ去る」。「七番目の男」が阪

神淡路大震災を受けて 初に発表された作品であることを考え合わせると、「5 月の海岸線」
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作品に刻まれたイメージが、震災後の現実を前にした作者の中に、もう一度見つめ直すべ

きテーマとして再浮上してきたのではないでしょうか。 

 

この海辺の街は春樹の生まれ故郷の兵庫県芦屋市を題材にしたもの、と跡付ける研究があ

りますが、この郷里に対して「君たちは崩れ去るだろう」と震災を預言していたと取れる

ような表現があります。ここが問題なのです。震災以後、作者は（あるいは読者は）、「5 月

の海岸線」を以前と同じものとして読むことができるでしょうか。きっとできないでしょ

う。現在という時間が背負っている文脈が決定的に変質してしまったからです。それは東

日本大震災の後に「七番目の男」を読む際に、わたしたちに再び起こったことでもありま

す。 

口は災いのもと。みなさんの中にも「口がうまい奴だ」とか「あいつは舌先三寸でしゃべ

ってる調子のいいヤツだ」なんて言われたことがある人もいるかもしれません。しかし小

説家である村上春樹は「5 月の海岸線」の執筆時において、愛する故郷の海辺の風景が開発

によって変貌したのを見て、作家の想像力でそこに終局的なモノを欲望し、重ねてしまっ

たのです。そして、震災が起こりました。 

 

もちろん作者には何の過失もありません。しかし、春樹はそこに個人的な「しこり」のよ

うなものを感じたのではないでしょうか。自分が過去に発した言葉やメッセージ、そうい

うものにずっと縛られて苦しむ様子が、95 年の震災とオウム事件の後の春樹には重なって

いるように見えます。彼はまるで、その呪縛を何度も作品に書き直しつつ回復を試みてい

るようです――「しかしなによりも怖いのは、その恐怖に背中を向け、目を閉じてしまう

ことです。そうすることによって、私たちは自分の中にあるいちばん重要なものを、何か

に譲り渡してしまうことになります。私の場合には――それは波でした」という風に。 

 

「七番目の男」を再読していて、こんなことを思い出しました。先の震災でもあったこと

ですが、かけがえのない家族や身内を津波で失い、残された人間が、何の落ち度もないの

に「あの子が死んだのは私のせいだ。私がいけないからだ」というような正当な理由のな

い加害者意識にとらわれる、というケース。加害者意識を持つ形でしか、そういう悲惨な

現実を受け止められないということを意味しているのでしょうか。もしかすると作中の

「男」も同じで、突然の津波（その上、声をかけずに逃げてしまった）で K を失ったショ

ックが、「男」に加害者意識を生じさせ、自らそれを巨大化させて妄執に囚われることにな

った。さらにうがった見方をすれば、この妄執の虜となってしまった結果、Kへの〈加害意

識〉が K への〈悪意〉に刷り変わっていった可能性があるのかもしれない。こういう“ね

じれ”、人間の想像力の怖ろしさも読み取れる作品なのかもしれません（個人的には「男」

が悪意を持っていたとは解釈しない立場ではありますが）。 
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３－② 

【オウムと、コミュニティ一般に、不可避的に共通してしまうモノへの惧れ】 

 

七番目の男の語りをメインにしながら、議論でも対話でもなく、まして結論を出そうと

するわけでもなく、ただひたすらに「聴く‐話す」という行為がおこなわれている作中の

舞台は、当然コミュニティ・フィールドのひとつだ。「聴く‐話す」関係が一段と効果をあ

げるためには、当事者にとって「対象」が「弱い絆(紐帯)」*1 によって結びついている間

柄である方が効果的だとされる。〈あなたと近くなく、関係も深くはない知人は、あなたと

異なる環境の中で異なる価値観を持ち、異なるコネを持っていやすい。もし腹を割って話

してみたら実はあなたと意見があわない人かもしれないが、そこまで深入りせずに連絡が

保たれていれば、あなたとは違う視点から新鮮な情報を運んでくれる*2〉。さらに、この「場」

が好ましいとされる特徴を備えているとなおよい。斎藤環は良質なコミュニティの特徴に

ついて＜①コミュニティがゆるやかな紐帯を有しているということ。②身内意識が強くな

い。③援助希求への抵抗が小さい（何か問題を抱えた時に周囲に助けを求めることへの抵

抗感が小さい）。④他者への評価が人物本位である。⑤意欲的な政治参画を行う。⑥主観的

な格差感が小さい。⑤⑥などは「自己効力感」との関係でうなずける。たとえば「投票な

んかに行ってもどうしようもない」という発想が蔓延するような状況も、間接的に自殺率

の上昇に寄与する可能性があるのだろう。積極的な投票行動には、その結果いかんに関わ

らず、自己有能感を維持する意味があるかもしれない*3＞と指摘する。ゆえに舞台となっ

ている作中の一座は、「対象」と「場」の二点からはほぼ理想的だとする見方もできる。 

 

震災と事件という生存の根幹を揺るがす現実の前で、村上春樹が 初に書いた作品が、

「聴く‐話す」関係を構造の基底に据えたものであったことは意義深い。この作品を「（津

波で死んだ親友 Kへの）謝罪がなく、（七番目の）男は一貫して利己的な存在である」とい

う批判をする人もいる。だがこれは妥当な解釈だろうか。作品を読みながら読者は自然と

七番目の男の話を「聴く」という聴き手のポジションをイメージするだろう。しかし注意

深く読めば、男の他に「一番目から六番目」の話し手がこの一座の中に含まれているのを

思い出すだろう。つまり読者は、単に「聴き手」のポジションに留まるわけではなく、先

ほどまでは七番目の男と同じ「話し手」だったのであり、「聴く‐話す」を同時に経験して

いる存在として設定されているのだ。だからこそ七番目の男という匿名的な話し手は、こ

の小説を読む読者の影絵そのものでもある。この読みの地平に立って初めて、他者が語る

生の話をどう聴き・受け止めるのかという事が、自身は何を・どう語るのかという事とダ

イレクトに接続されたものとして前景化してくる。「対象・場・方法」の有機的なつながり

を総合的に把握する試みはこれで初めて可能になる。有機的なつながりの中でコミュニケ

ーションをする時、そのような空間に固有の「聴く‐話す」の応答が行われる時、そこに

は共感への期待が立ち現れる。それ故に作中の空間が崇高なものへと変容していることに
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気づくだろう。このような変容を生み出す力こそ、「聴く‐話す」というシンプルなだけに

奥深く、難しい、弱い絆でつながった人々との相互作用ではないだろうか。自ら回復を遂

げたと語っていた七番目の男が、改めて一座の輪の中でその一部始終を語り直した理由は

なんだったのかという残された問いは、こういう空間の持つ機能性の点からも読み直され

ていいだろう。 

 

 以上、「七番目の男」の冒頭と結部において三人称で語られる枠小説部分について主に

機能の点から解釈を試みた。この場がひとつの「コミュニティ」であり、そこでは「聴く

‐話す」という行為を介して一定の共感覚が発生する余地があることを指摘した。問題は

しかし、この場が村上春樹がオウムに象徴したような、根源的な悪の棲みかともなりうる

点である。それは描写されるような場（コミュニティ）が「誰か（何か）に対して自我の

一定の部分を差し出し、その代価としての「物語」を受け取ってはいないだろうか？」と

いう危険性を常に孕んでいるからだ。作者である村上は、枠小説部分で断片的に描いた「男」

の語り直しによる回復の様子を介して、ひとが孤独にあるのではなく、他者と結びつきな

がら存在する「相互的なコミュニケーション」の重要性を指摘した。 

だが一方で、河合隼雄との対談の中で述べた「相互的なコミュニケーションが断ち切ら

れてしまったら、私たちはそれ以上どこにもいけないだろう。（略）そのとおりでありなが

ら（そのとおりであることを相互認識しながら）、あえてそれを越えていこ
．．．．．．．．．．．

うと試みるとこ
．．．．．．．

ろに
．．

、論理の煮詰まりを回避した、より深く豊かな解決に至る道が存在しているのではあ

るまいか」という考え方を捨てていない。その具体的な方法についての言及はないが、「自

分の中にあるいちばん重要なものを、何かに譲り渡してしま」ったり、「何らかの制度＝シ

ステムに対して、人格の一部を預けてしま」わないためには、ある程度の共感をベースに

した「弱い紐帯」の間で、応答を重ねながらもおもねらず、依存せず、自身を常に再検討

していくことを忘れてはいけないと釘をさす。ひとは結局は孤独のうちから思考を組み立

てねばならないというように。 

 

註； 

*1)「Strength of weak ties(弱い紐帯の強さ)」マーク・S・グラノヴェッター 

（『リーディングス ネットワーク論――家族・コミュニティ・社会関係資本』(2006)所収） 

*2）『私たちはどうつながっているのか --ネットワークの科学を応用する』 

増田直紀（中公新書、2007） 

*3）①から⑥の言説は「岡檀、山内慶太．自殺希少地域における自殺予防因子の探索―徳

島県旧海部町の住民意識調査から一．日本社会精神医学会雑誌 第 20 巻 3 号 213‐223

頁,2011.」からの引用。 

http://www.pfizer-zaidan.jp/fo/business/pdf/forum18/fo18_6_03.pdf 
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【まとめ】 

今シーズンのテーマは当初〈わかりあうって何だろう？〉というものでした。 

自分と他人は「違うものを信じている」という現実がある。この決定的な事実がありな

がらも、人と人が思いをわかちあったり、共感し合ったりもできる。だから原点ともいえ

る「わかり合う」ということについて次のシーズンでは考えてみたい、そんなことを漠然

とおもっていました。 

ところが今シーズンで取り上げる短編群を読んでわかるように「わかり合う」そのこと

よりも、人と人がどうつながっているか、そこに関心を寄せ、鮮やかに切り取っているも

のがとても多いのが昨今の小説に現れる特徴のひとつです。「わかり合う」の前に誰かと「つ

ながっている」状況がある。特に「七番目の男」で描かれるように「わかり合」っている

のかどうかが判らないままに「つながっている」ということがあり得るということです。

これは恐怖でもあり、同時に期待の滲む、両義的な可能性を湛えた点であることがわかり

ます。 

今シーズンでは当たり前ともいえる「人とつながる」という点に焦点をあてて、いろい

ろと考えてみました。 

⇒〈人とつながってる？〉完 

 

次のシーズンは、 

⇒〈歴史の中の小さな声〉 

 

次回からは、歴史の陰に隠れた（小さいけれど）とても大事なストーリーを読みます。

博物館に展示された品々のなかで、決して目玉になるようなものではないけれど、他のな

にものにも代え難い歴史を標した逸品を、一緒に鑑賞したいと思います。 

 

7/11（１）「人間の羊」大江健三郎 

（『死者の奢り・飼育』(新潮文庫)所収） 

8/8 （２）「カクテル・パーティー」大城立裕 

（『カクテル・パーティー』(岩波現代文庫)所収） 

9/12（３）完 「由煕(ユヒ)」李良枝           

（『由煕/ナビ・タリョン』(講談社文芸文庫)所収） 
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ベネチア・ビエンナーレ:日本館が特別表彰 田中功起さんの映像作品 

毎日新聞 2013 年 06 月 02 日 東京朝刊 

 隔年開催される世界 大規模の現代美術展「第５５回ベネチア・ビエンナーレ」の開会式と授賞式が１

日、イタリア・ベネチアで行われ、８８カ国が参加する国別展示部門で、現代美術家の田中功起さん（３

７）の個展による日本館の展示が、特別表彰（スペシャルメンション）された。日本館の特別表彰は初め

て。澤田真一さん（３１）＝滋賀県草津市＝ら、企画展に出品した日本人作家の３人は受賞を逃した。 

 田中さんは栃木県出身。キュレーター（展示企画者）を務めた東京国立近代美術館美術課長の蔵屋美香

さん（４７）とタッグを組んで、「東日本大震災の経験を他者と共有することは可能か」という課題を設定。

大震災を直接作品にするのではなく、大勢の人が非常階段を上り下りしたり、９人の美容師が女性の髪を

カットしたりする模様をとらえた映像作品などで表現し、何らかの問題の後で「他者と協力すること」の

意味を考えさせる空間をつくり上げた。 

 田中さんは「世界中で起こる可能性のある『災害』後の社会で、新しいコミュニティーをつくる希望に

なったのであればうれしい」と笑顔で語った。 

 蔵屋さんは「思った以上に鑑賞者の反応があった。大震災に限定せず、抽象的にした意味が理解された」

と喜んだ。同展は１１月２４日まで。【ベネチア岸桂子】 

 

 

 


