
"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 

朝さろんの本棚〈35〉 

川上未映子『すべて真夜中の恋人たち』について 
 
35th morning：2014 年 5 月 8 日(木)＠渋谷 
参加者: 8 名 
 
 
「すべて真夜中の恋人たち」は、 

恋愛小説の形式の中に、昼（明瞭）と真夜中（不明瞭）という暗喩の中に、あいまいだけ

れどキラリと光る大事なもとはなにかという問いをくりかえし問いかける物語。 

 

【テーマ】 

  〈「問い」の一歩先へ（２）〉 
 

【本】 

『すべて真夜中の恋人たち』川上未映子  [初出:『群像』2011 年 9 月号] 
副本； 

『ヘヴン』川上未映子（講談社文庫、2012） 
『わたくし率 イン 歯ー、または世界』川上未映子（講談社文庫、2010） 
『子どものための哲学対話』永井均（講談社文庫、2009） 

 
 

【川上未映子(かわかみ みえこ)】 
1976 年 8 月 29 日、大阪府生まれ。2007 年デビュー小説『わたくし率イン歯ー、または

世界』(講談社)が第 137 回芥川賞候補作に。同年第 1 回早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞受

賞。2008 年『乳と卵』(文藝春秋)で第 138 回芥川龍之介賞を受賞。2009 年、詩集『先端

で、さすわさされるわそらええわ』(青土社)で第 14 回中原中也賞受賞。2010 年著者初の長

編小説『ヘヴン』で平成 21 年度芸術選奨文科大臣新人賞と第 20 回紫式部文学賞を受賞。

2011 年 10 月、同じ芥川賞作家の阿部和重と再婚。2012 年 5 月末に男児を出産した。2013
年短編集『愛の夢とか』で谷崎潤一郎賞を受賞。 

 
 

【ストーリー】 
＜真夜中は、なぜこんなにもきれいなんだろうと思う。それは、きっと、真夜中には世

界が半分になるからですよと、いつか三束さんが言ったことを、わたしはこの真夜中を歩

きながら思い出している。＞ 
入江冬子(フユコ)、34 歳のフリー校閲者。人づきあいが苦手な彼女の唯一の趣味は、誕

生日に真夜中の街を散歩すること。友人といえるのは、仕事で付き合いのある出版社の校

閲社員、石川聖(ヒジリ)のみ。ひっそりと静かに生きていた彼女は、ある日カルチャーセ

ンターで 58 歳の男性、三束(ミツツカ)さんと出会う…。あまりにも純粋な言葉が、光とと

もに降り注ぐ。いま、ここにしか存在しない恋愛の究極を問う衝撃作。 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 

【お題】「すべて真夜中の恋人たち」を読んで次の問いについて考えましょう。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
・「真夜中」と「ヘヴン」のつながりを一緒に読んで考えてみる 
・上記に限定されず考えてみたいシーンやテーマを挙げ、それを「問い」の形にする 
・レポートに採用する問いを選ぶ 
 

【解題】１回目で「真夜中」という作品から抽出したキーワード 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K さん 
・「しあわせのボーダーライン」…なにがしあわせか、というのが見えにくい作品。ある

のかないのか、ということも含めて。 
・「思いの飲み込みかた」…成就しなかった気持ち、好きなひとへの想いを、どう飲み込

むか（≒自分のなかで処理するか）が興味深い。 
 
Y さん 
・「眠り」…冬子が後半アルコールから眠りに傾倒していくのがなぜなのか、気になる。 
・「欠けているもの」…作品を解釈したいが全体像が捕まえにくい、自分のなかで腑に落

ちる理解（ピース）が足りていない。それがどこなのか、まだ見えてこない。 
 
I さん 
・「言葉（意味の有無）」…「ヘヴン」でもそうだが、確固とした意味があるのかないの

か。結末部で冬子が自発的に言葉を書いたことを、作品全体の上でどう考えていったらよ

いか。何かを産み出した？ 
 
H さん 
・「酒」…なぜお酒の力を借りるのか？なぜ飲めるようになったのか？あるいは女性とお

酒という問題系について。 
・「孤独」…冬子は恋愛や友情から孤独であったともいえる。だが、最終的にそこから脱

したと言い切れるのかどうかは、もう少し考えたい。孤独の質が変わった？ともいえるか。 
 
H さん 
・「世界観」…モノの見方、について考えさせられる。フィジカルに結ばれない恋の永遠

性（不可侵性）にはある程度納得できるものがある。 
・「選択」…結局は、なにかを選ぶことを迫られる。冬子や各人物が何を選んだか。そこ

を追っていくと見えるものがあるのでは？ 
 
S さん 
・「選択」…冬子は選ばない人生を送ってきた。ように見える。しかし、本当にそうか？

彼女が選んだものもあるのでは？ 
・「アル中・酩酊」…恋愛って、ある種の酩酊感、酔っている状態ともいえる？ 同時に、

アルコールへの依存も垣間見える。恋愛自体も依存なのか？ 
 
A さん 
・「お酒」…お酒を飲んだ状態でなければ三束さんと会えない冬子。でも、会食の時は飲

んでいない。その辺りが今回気になった。 
 
M さん 
・「恋愛における成就」…恋愛における成就ってなにを指すんだろう？ 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 

◆お題を受けて… 

 
上記のとおり、シーズン一回目の段階で、みなさんが本作から感じたことをキーワード

形式で挙げていただきました。今朝の対話で皆さんからの意見で多かったのはやはり、冬

子と三束さんを軸とする多様な恋愛関係を描いた作品と見る視点で、 

ここからは、 

 

●二人の恋愛関係は「究極」なのか？ あるいは「成就」したといえるのか？ 

 （なにが恋愛の究極なのか？ 冬子はどこ（なに）までの成就を夢見ていたといえる

か？） 

●そもそも二人は恋愛関係にあったと断定できるのか？ 

（冬子の一方的な思い込みだけでなく） 

●冬子と三束、聖と不特定多数（？）の男性、典子と夫の夫婦関係、という三者三様の恋

愛タイプを比較検討していくと、なにが理想的な恋愛といえるだろうか？ 

●冬子の恋愛が聖や典子の恋愛と決定的に異なるのは、フィジカルでないからか？  

子を持たないからか？ あるいは、さらに他のどんな観点があるか？ 

●一人でする恋愛と二人でする恋愛があるのか？ 一人でする恋愛も恋愛と呼べるのか？ 

●恋愛の充実が、幸せにつながるのか？（冬子を通じて検討してみる） 

などの論点が導きだせると思います。 

これらの疑問を突き詰めていくと、読者それぞれのなかにある根源的な”恋愛観”を照ら

し返すことにもつながるでしょう。同時に、友情との差異は何か、という観点も包含しな

がら、「私」にとって他者とは何かという方向へも延びていくかも知れません。 

 

 

次に言及される機会が多かったのは、冬子と聖の女性同士の友情についての視点で、 

ここからは、 

●冬子と聖がビジネスパートナーから友人関係に変化したのはいつか？ 

具体的になにがきっかけになったのか？ 

●冬子と聖の間に、友情関係を認めることができるのか？ 

●冬子と聖、冬子と恭子、冬子と典子、それぞれが友情だとして、そこに違いはあるの

か？ 

●冬子に重要な働きをもたらしたのは聖だったのか、あるいは聖の持ち物（仮面）だった

のか？ 

というような観点で、ここからは、恋愛とは違う”友情”が必要になるのはどんな時か、

友情を持てる相手には条件があるのか、など”友情”を考える巨視的な視点が提供された

ようにも思います。この友情の裏返しとして”孤独”について考えた人もいるでしょう。 

 

 

また上記に回収しきれない視点として、 

●アルコールの力を借りた冬子には依存（？）の気質があるのか？ アルコールを断った

後なにかに依存したか？（そもそもお酒を飲む前は何かに依存している状態だったの

か？） 

●冬子を孤独な存在と読むか否か。とくに作品後半の三束さんが去った後の冬子に孤独を

認めるか、どうか。（前半と同じく孤独だとして、その孤独の質は同じなのか、（なに

かが）変化したのか？） 

●冬子の恋愛相手として登場する水野くんと三束さん。水野くんは選択することを意識的

におこなっていたが、三束さんはどうか？  

三束さんという人物は、いったいどんな背景を背負い、どんな役回りを務めているの
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 

か？ 

●この作品でいう「夜」は昼に対してのそれであると同時に、メタファーとしての夜でも

ある。三束さんと冬子は一緒にお茶をしながら「光」に興味をもち、その話を交わして

いた。  三束さんと冬子のそれぞれが求めて(見て）いる光とはなにか？ 重なると

ころがあるのか？ 

●この作品が描き出す世界観は、なんらかの意味を構成していると解釈できるか？ 

●選択する、ということをずっと回避してきた（≒消極的な選択を積み重ねてきた）冬子

は、本作の中でどんな選択をしていると読むことができるか（読めないか）。 

●コジマは聖か？ふたりに共通するどんな役割（や「問い」）を背負っていると解釈でき

るか？ 

●冬子が自分の内面から零れ落ちるような自発的な”ことば”を出したことにどんな意味

があるか？ またそのことば”すべて真夜中の恋人たち”にはどんな寓意を読み取るこ

とができるか？ 

などにも言及される場面がありました。 

 

 

本編終了後のフリートーク時には、 

●「ヘヴン」で論じられたルサンチマンの問題は本作にどんな形で出ているか？ 

●水野くんはいったいなんだったのか？（擁護してみよう） 

●川上自身の身の上に起こった妊娠・結婚体験はどんな影響を及ぼしてるか？（いないか） 

などの意見も出ていました。 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 

シーズン二回目の朝に出されたこと。 

 
●この小説の文章、描写が繊細で美しい 
不穏な空気が立ち込めるときには、闇や夜や雨があらわれる 
逆に穏やかでポジティブなときには、光や昼や明かり、 
星などがよく描写される 

 
●「コトバ」をめぐる 
 （ヘヴン） 
 手紙の交換 …意味のあるコトバのやりとりだった 
 （真夜中） 
 校閲作業 …意味でなく字面を追うだけのコトバにまみれている。 
 ※意味のある/なしは本人次第で決まる、という側面が大きいのではないか。 
  （本人の）なにが意味をもたらしているのか？ 
 
●校正と校閲の違い 
 
●「ヘヴン」の「僕」にも「真夜中」の冬子にも共通して出てくる妄想シーン。 
 いま・ここに存在する自分とは異なる、”そうじゃない自分”というイメージ。 
 ここからどんなことが考えられるか？ 
 
●聖は校閲者向きじゃない（ように感じる） 
 
●作家の特徴として身体的なモチーフが常に登場する 
 「歯」（わたくし率）、「乳」（乳と卵）、「斜視」（ヘヴン）に対しての、 
 本作での「喉」（恭子）/「妊娠」（聖）/「飲酒（嘔吐）」（冬子） 
 
●「ヘヴン」も「真夜中」も最終章はそれまでの作中時間から切り離され、別個の時間軸  
になっている（構造） 

 
 
●冬子は三束さんとの恋愛体験を経て、はじめて恋愛を知り、そのことで聖と対等なレベ  

ルにステップアップしていったのではないか？ 
それが女同士の友情が生まれる土台になったのではないか？ 

 
●聖は（彼女なりの）恋愛を経て妊娠をした 
冬子は（彼女なりの）恋愛を経てコトバを生んだ 

 
●典子にとって冬子が「もうあたしの人生の登場人物じゃなくなった」ように、 

三束さんにとって冬子がそうである可能性があるか？ 
 
●三束さんの内面を考える 
・冬子と同じくらい超奥手で不器用だが、冬子と同じくらい愛にあふれた想いを抱えて

いる 
・冬子に気持ちはあるが、それ以上に自身の嘘をついている呵責の大きさから、距離を

超えられない 
・冬子に対する恋愛感情は、ない（か、ごく薄い）。 ←（ではなぜ一緒にいるのか？） 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 

 

 

 

【まとめ】 
 
先シーズンで時間をかけて多方面から読み込んでみた『ヘヴン』ですが、そのエッセン

スが形を変えて本作にも流れてきています。作品を連続して丹念におうことで、わたした

ちはそこに作家の変化の痕跡をどう見つけることができるでしょうか？ その変化の痕跡

をていねいに掬い取っていくことで、『ヘヴン』から『真夜中』にかけて、 
 ・作家の問い（主題・関心）がどう発展していったか？ 
 ・複数の異なる問いのなかで何が選ばれ、何が捨象されたか？ 
 ・問いが発展していくなかであたらしくそこに吸い寄せられてきた問いはなにか？ 
なども、併せて考えてみたいと思います。 
 
 『真夜中』を読んで心に残ったこと、副本である『ヘヴン』と読み比べて感じたこと、 
あるいはご自分で気になった他書があればそれとの比較など、シーズンをとおしてたっぷ

り対話していきたいと思います。 
 
 うすうすお気づきのことと思いますが、今シーズンではテーマ〈「問い」の一歩先〉を

実践していただくため、作品を読んで、各人各様にそこから「問い」を設定していただい

たのち、その”一歩先”として、設定した「問い」についての感想（小レポート）を作成し

てもらいたいと思います（任意です）。なので、今シーズンの朝さろんはちょっとゼミっ

ぽい雰囲気になるかとおもいます。春の新学期が開講したと思って、たまにはそんな雰囲

気も楽しんでいただければ幸いです。 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 

川上未映子『すべて真夜中の恋人たち』#2  35th morning@ 5/8 
==============================   
 
 川上の書く文章は美しいと思う。それは、単文としての文の美しさではなく、構成の美し

さであり、文意であり心理描写の流れのスムーズさのことである。それはおのおのの章で

それぞれ短編として完結できるような作品につながっている。 

 真夜中は、なぜこんなにもきれいなんだろうと思う。まず、ここで一つの作品となってる。

わたしは真夜中におり、それでもそれがきれいに思え、同時に、なぜきれいに思えてしま

うのか、それすらもきれいと思う切なさを感じさせ、きれいと感じる自分をうけとめる隠れ

た強さも思うという客観性で感じさせる。 

 わたしは、三束さんを思い出す。三束さんの言った世界の半分を夜のなかの光をかぞ

えることで、反芻する。それは、雨が降ってるわけでもないのに濡れたようにふるえる信

号機の赤であり、つらなる街灯であり、走り去ってゆく車のランプでもある。昼の光の下で

は見えないこれらの光も、真夜中には各々異なる光を放つ。 

 わたしは、真夜中におり、それがきれいに見える。わたしは、真夜中にいるが、その光が

見える。だが、わたしには、光しかみえない。わたしは、闇を直視することができない。 

 切なすぎる。 

 耳を満たすショパン。それがすべてになってしまう。三束さんの教えてくれたショパン。

なんでもない三束さんが、残してくれたなんでもない曲。聖に言わせれば、きっとなんの

関係性もなかった人である三束さん、どこにいるかもわからない、お互いの気持ちも本性

もなにも見せ合わなかった人。その三束さんに、わたしは、伝える、きれいですと、涙が

出るほどきれいですと。 

 その後、各章で、登場人物の心理を直接表現するのではなく、巧みに婉曲的に気づ

かれぬよう、すこしづつ文章の中で解き明かしていく。冬子の職業及び性格を、段ボー

ル→あけられない→押してもびくともしないほどびっしりふたつ→引用であり、大量にある

が、自分でない→いつかちゃんとしたものを→ゲラの一文字一文字を追いつめる→今と

なってはなんだかよくわからない→誤植のない本は存在しない→それでもそれを目指す

→それでもすごく大事な何か→ひとしく平等→わたしは哀れ→物語を読んではいけない

→それでも光をみるのがすき→見えてる色は、残りの色→ここには何もないんでしょうか

→これ以上は近づけない距離→いま、わたしはさわられています→誰かにただ見守られ

ながら泣くことが、こんな気持ちのするものだということを、わたしはこのときにはじめて知

った。と非常にゆっくりと形を変えながら描写していく。 

 三束さんには、冬子への愛情はない。冬子の前で仮面を脱ぐこともなければ、心身とも

に一線を超える気もない。冬子が必要としており、とくにリスクのないものを提供する義侠

心のようなものはあるが、愛情はない。だから、一般的な意味でここには恋愛はない。 

 しかし、冬子の側には、必要とするものがあった。冬子の視点から、冬子の時間の流れ

で、見れるものが、さわれるものが、そこにはあった。それは、その時の冬子には、まぶし

く輝く光であった。だから、冬子にとって、そこにいたのは、恋人たちであった、すべて真

夜中の恋人たちであった。なんでもない男のなんでもない行為が涙がでるほどきれいだ

った女と最後まで仮面を外せずにいた男の恋が、仮面をかぶった男の仮面をはがさな

かった女ときれいに思ってくれている女の幻想を壊さないようにただ去った男の恋がそこ

にあったのかもしれない。                      川崎：fxnobi@yahoo.co.jp 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 

 
 

レポート作成の形式 
 
 
●冒頭に「問い」を明記 

●本文を使って、その「問い」への考え、回

答を記す 

●「ヘヴン」や「子どものための哲学対話」

のように、１４歳の「僕」に伝わる“文章の

形”で、なるべく平易なことばで考え、わ

かりやすく書く 

 

       ↓ 

 

●ほかの参加者が挙げた「問い」について

も、同じ「真夜中」についての読書体験

から生まれたものなので、「自分ならどう

考えるか」と考えてみる 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 
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