
"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 36th morning 

〈「問い」の一歩先へ(3)完〉 
 
 

朝さろんの本棚〈36〉 

川上未映子『すべて真夜中の恋人たち』について 
 
 
36th morning：2014 年 6 月 12 日(木)＠渋谷 
参加者: 11 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（３）完〉 
 

【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)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 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 36th morning 

〈「問い」の一歩先へ(3)完〉 
 
 
【シーズン１回目】「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のだろう？ 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 
 
 
【シーズン２回目】作品とキーワードから導かれた「問い」 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
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す 

 

・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） 

 

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す。 

 

・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？ 

 

ここから、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たのではないでしょうか。これらに

回収しきれない視点として以下のものがあげられました。 

 

・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

か？ 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 36th morning 

〈「問い」の一歩先へ(3)完〉 
 
 
 

・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？ 

・「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いるか？（いない

か） 

 

 

 

【シーズン３回目】提出いただいたレポートに挙げられていた「問い」 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

01 孤独とは何か （amaさん）  

 

 

02 14歳の君へ/自分なりの正しさとは何か （マランさん） 

 

 

03 どうして“かもしれなかった自分”をイメージしてしまうのか？  

（Kさん） 

 

04 「言葉」とは何か／「言葉」の持つ意味とは何か （くろねこタンゴさん） 

 

 

05 主人公（冬子）は何を選択し、何を得たのか？ （Hさん） 

～ヘヴンとの共通性において～  

 

06 「自分」ってなんだろう?「自分以外（の人）」ってなんだろう？  

（amiさん） 

 

07 じぶん以外の誰か（なにか）に関わる（触れる）とは？ （Seringer） 
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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 36th morning 

〈「問い」の一歩先へ(3)完〉 
 
 
 

文学と哲学の＜あいだ＞とは？ ～○○的に考えるとは？～ 
 

 

 『ヘヴン』と『すべて真夜中の恋人たち』を読み続けるなかで、共通モティーフや背

景、個人史と同時代史、友情と恋愛、女性性や小説観など、異なるさまざまな主題を、川

上未映子というひとりの人物のなかに、（いわば作家論的に）統合的に推し測ってきたと

ころがある。それが結果的に、文学の側から哲学をながめ、哲学の側から文学を考えると

いうまなざしの交差点としての役割を果たすことになったと思う。だからここでは、この

最大のポイントについてひとまずのまとめをしておこうと思う。 

 

 ある作品世界とべつの作品世界とのあいだに共通性を見出すことは珍しくないし、優れ

た読み手なら相互に関連する要素を指摘するのはそう難しいことではないだろう。でも、

その指摘が妥当かどうかをどうやって判断しているだろうか。いちばんわかりやすいのは

同じ作者の手に成るもの、という同一線上で考えることだろう。同じ作者だからなんでも

妥当というわけでは決してないし、精緻で柔軟な＜読み＞で鍛えられた審美眼は欠かせな

いのだけど。 

 

今回わたしたちは、川上未映子の『ヘヴン』と『すべて真夜中の恋人たち』という連続

して発表された二つの長編を時系列順に読んできた。14歳という若い感性が襲いかかる抑

圧や暴力に理不尽さらされながら、どうやって孤独を慰撫しつつ正しさを感じながら生き

抜いていく（ことができる）かという主題を内包した長編第一作の『ヘヴン』。34歳女性

の身辺と生活を描きながら、徹底した自分ひとりの暮らしのうちに息づく感性をまるで稀

有な宝石のようにも感じさせる圧倒的な肯定の感覚を伴う長編第二作『すべて真夜中の恋

人たち』。この二作品を別個に独立した作品と見ながら、ときにそこに主題的な連関や移

り変りを読み解こうとした、この２シーズンでした。 

 

 私たちはこういう背景に立って、作品中から「問い」を抽出してきた。その問いはおそ

らく、一人ひとりのなかに関心を持って強く迫ってきた問いではないか。個性が出るの

は、そうした問いの選択のみでなく、問いにどう答えるかという内容においても同様だ。

しかし、そこで出された問いについて、文学的に考える、とはどういうことか？ 哲学的

に考える、とはどういうことだろうか？ あるいは科学的に考える、とは？ そのような

○○的な考え方では考えられないこと、零れ落ちるものはなんだろうか？ だとすれば、

それをフォローするどんなやり方が必要になってくるだろうか？ 

 

 文学的な考え方に適した問題、哲学的な考え方に適した問題、そして感覚的な考え方に

適した問題など、それぞれの特性が存在するだろう。あるやり方が、作品の理解に役立つ

かどうかは、こうした試みのはてしない試行錯誤のなかで手応えをつかむまではわからな

いものだろう。けれど、そのように地道に、不器用に考えることが、今シーズン（前シー

ズンも含め）を通じて多少なりとも実践できたのではないかと思う。 

 

レポートを出してくださった方をはじめとする、ご参加いただいたみなさんに心からの

感謝をこめて、御礼申し上げます。ありがとうございました――。 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 35th morning 

〈「問い」の一歩先へ(2)〉 
 
 

☞Next シーズン 
 

テーマ：【“ふたり”という複数】（仮称） 

 

『すべて真夜中の恋人たち』に描かれた恋愛や友情のさまざまな側面や形態について発

展的に考察するシーズン。そもそも、冬子と三束さんとの関係を規定することはできるの

でしょうか。そもそも、恋愛や友情という関係性とはどういうものなのでしょうか。その

「関係性」を具体的に定義づけていく――のではなく、むしろ、“ふたり”という複数の

最小単位にはどんな雰囲気が漂うものなのか
．．．．．．．．．．．．．．

について、作品を通じていくつかのケースを

取り上げていこうと思います。特に初回は＜三束の眼には冬子がどんな存在として映って

いたのだろうか＞ということに想いが及ぶような、男性側目線の作品を取り上げようと思

ってます。そして、二回目には、かつて『パーク・ライフ』でも多少議論にあがったよう

な、友達以上恋人未満とでもいうようなふたりの関係を読んでみます。こういう作品を

『すべて真夜中の恋人たち』に描かれた恋愛（友情）観の比較対象にしながら、“ふた

り”という複数（性）が孕んでいる＜可能性＞について、ゆっくりと考えていきたいと思

います。 

 

テーマ度：高 

ストーリーテリング度：中 

発展的テーマ度：高 

 

 

1 回目＿7/10：「杳子」古井由吉（『杳子・妻籠』所収、新潮文庫） 
2 回目＿8/7：「この人の閾」保坂和志（『この人の閾』所収、新潮文庫） 
3 回目＿9/11：「（後日発表）」○○○○○（『○○○○○』所収、講談社文庫） 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 
朝さろん 36th morning 

〈「問い」の一歩先へ(3)完〉；付録 

 

“じぶん以外の誰か（なにか）に関わる（触れる）とは？”   
 

by Seringer 
 

『ヘヴン』と『すべて真夜中の恋人たち』を繋ぐ主題をひとつ挙げるなら、“じぶん以外

の誰かに関わるとはどういうことか”――という問いではないかと考えます。 

 『ヘヴン』はご存知のように、理不尽な暴力に見舞われるじぶん自身を正面から直視する

ことで乗りこえようとふるまう物語でもあります。そこにいたる過程は 14歳という年齢を

差し引いても困難に満ちたものでしょう。ですから結末へ至るながれのなかでなんらかの

逆転（？）に成功しているのか、実際のところどうなのかわかりません。しかし、語り手の

「僕」は、ありのままのじぶん自身に焦点を合わせしっかり向き合う、ということに臨むこ

とができました。それは間違いなく、この世界のなかにじぶんという存在のための居場所を

つくることの第一歩だと思います。これこそ「僕」がたどり着いた正しいふるまいなんだと

考えています。「僕」の周りにはじぶん以外のさまざまな人間が存在していて、良いことも

悪いことも、すべてそこからもたらされます。作品の前半ではそれを拒否する態度をみせな

がらも、利口な「僕」は、いつまでもそこに留まれないことをきちんと理解しています。 

 

 「僕がここでこうしてひとりでいる限りにおいては、誰であっても僕に指一本ふれること
ができないというあたりまえのことが、僕にはとても心強く感じられた。もちろんそれは同
じように僕のほうからもなにかにふれることはできないということだったけれど、それは
しかたのないことだった」（p93） 
 

 ひとは、嫌でもじぶん以外の誰かと関わって生きていかざるを得ません。「僕」はそれを

身を持って体験して行きます。でも、世界は決して、暴力のような残酷で哀しい物語にばか

り溢れているわけではありません。14 歳の「僕」が学び体験したのは、暴力と反対の極に

ある「友情／恋愛」というものについてのふるまいでもあります。 

 

「その恋人たちにはね、とてもつらいことがあったのよ。とても悲しいことがあったの、も
のすごく。でもね、それをちゃんと乗り越えることができたふたりなんだよね。だからいま
ふたりは、ふたりにとって最高のしあわせのなかに住むことができているって、こういうわ
けなの。ふたりが乗り越えてたどりついた、なんでもないように見えるあの部屋がじつはヘ
ヴンなの」（p75） 

 

 コジマという少女の存在によって「僕」に、自ら望んでひとに関わる、という試練がもた

らされます。コジマは「僕」に早々と理想の境地を告げてくるのですが、対する「僕」はと

まどうばかりです（コジマは恋人としてのふるまいを求めていたのでしょうか。わかりませ

ん）。 

 「僕」はコジマという存在と出会うことによって、明らかに、友情や恋愛というふるまい

について考えることになります。それは必ずしも楽しいだけのものではなく、やはりこの世

界で生きることの困難さにも関係してくるものなのです。 

 

「コジマにたいして、僕はどう思っているというんだろう」（p96） 
「僕がマスターベーションをするのは、こんなふうに言いようのない、けれどももうとっく
に見慣れてしまった不安におそわれたときにかぎられていた。温かなものや、僕にとって気
持ちを明るくさせるようなものと僕の射精や射精の欲求とを僕はまぜたくなかった。理由
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はよくわからなかったけれど、僕はマスターベーションのときコジマのことはぜったいに
考えなかった。考えることができなかった」（p98） 
「こうしてコジマの手紙にふれればふれるほど、僕のコジマに会いたいと思う気持ちが確実
なものなってゆくのもたしかだった。（…）そして僕はコジマにたいしてもっと直接的なも
のを求めるようになっているのかもしれなかった。手紙を書くだけではもうおさまらない
なにかが僕のなかに芽生え、それが僕を苦しめた」（p133-134） 
「コジマの手紙を読んだときやコジマとふたりでいるとき、そしてコジマを思いだすときに
感じることのできた明るいきざしのようなささやかなあの感触」（p179-180） 
「しかしコジマは少しずつ変化をして、遠くからその変化を感じとれば感じとるほど僕の身
体はかたくなってゆくのだった。コジマのなかに生まれた変化は、コジマが僕に与えてくれ
た、小さいけれどたしかな明るさが満ちる場所に暗雲のように垂れこめ、そして僕自身はそ
の場所からいつしかしめだされてしまったのだ」（p244-245） 
「母さんが玄関をでてドアの鍵をしめる音をきいたあと、待ちきれずにペニスを取りだして
マスターベーションをした。（…）その勃起はじんじんと脈をうち、痛みをともなうほどだ
った。苛立ちにせよ不安にせよ期待にせよ、僕のなかにあるすべてのエネルギーがペニスに
むかって注ぎこまれているような感覚だった。（…）僕はコジマのことを考えていた。それ
は僕にとってありえないことだった。（…）なぜこのときだけそんなことになったのかわか
らないけれど――うかんでくるコジマのイメージを払いのけることができなかった。激し
いけれど、とても自然な流れとしてコジマは僕のイメージのなかに登場して、僕に笑いかけ
ていた。美術館のベンチで僕はコジマの隣に座り、顔を近づけて、コジマの唇を吸った（…）」
（p269-270） 
「コジマ、と僕は何度もコジマの名前を呼び、肩をさすった。（…）僕はコジマの首を抱い
た。僕の目からはとめどもなく涙があふれ、それがコジマの顔にぼたぼたと落ちて、コジマ
の涙と雨にまじって消えていった」（p297） 
「それが僕が見た最後のコジマの姿になった」（p297） 
「コジマはたったひとりの、僕の大切な友達だったのだ」（p297） 
 

 「僕」がコジマに対して抱えていた気持ちは、当初の友情から、かなり恋愛感情に近いも

のへと移り変わっていったのではないか、というのが個人的な感想です。おそらくそのこと

を「僕」は、充分自覚できていなかったのではないでしょうか。だからこそ最後の文が「僕

の大切な友達
．．．．．

だったのだ」になっているのです。でもここまでの流れを考えれば、この「大
．

切な友達
．．．．

」という言い回しにはいささか違和感を覚えないでもありません。コジマから「僕」

へのまなざしが終始「友達/仲間」の範疇に留まっていたということを考慮に入れてもなお、

です。この「大切な友達
．．．．．

」、とくに異性間における「大切さ
．．．

」の問題はしかし、『ヘヴン』と

いう作品ではこれ以上詳細には掘り下げられません。だからこそそれが、次にチャレンジす

るべき問い、テーマとして浮上してくる可能性がうまれます。ここまで見てきたように『ヘ

ヴン』には、はっきりと恋愛感情を介してじぶんが誰かと関わることで生じるとまどいや葛

藤、そしてそこに存在する温かさに関するふるまいを学んでいく姿が描かれています。 

 

 この主題がもっと前景化したのが、『すべて真夜中の恋人たち』という作品でしょう。 

この作品では語り手である冬子が、おもに恋愛という方向から、じぶん以外の他人とどう

関わるかということを体験しながら考えていきます。『ヘヴン』と違うのは、暴力というよ

うなネガティブな要素は背景に消え、より純粋に恋愛の切なさと温かさという側面が中心

になっていることです。逆に『ヘヴン』と同じなのは、コジマとの関係が突然絶たれたよう

に、冬子と三束も「二年前の誕生日の真夜中に、三束さんは来なかった」（p300）、「三束さ

んからは、一度だけ手紙が届いた」（p301）とあるように、語り手の力の及ばないところで

一方的に関係が絶たれて終わるところでしょう。 
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 聖との関係をいったん脇においやって、恋愛について考えてみます。バーで聖と話しなが

らこんな会話が出てきます。 

 

「じゃあ付きあってる人とかは？」 
「今は、いない」とわたしは答えた。 
「別れちゃったの？」 
「うん」とわたしは返事した。（p49） 

 

 「今は、いない」という言い方は、逆にとれば「まえは、（付きあってる人が）いた」と

読むことができます。冬子がそんな関わりを持っていた人物といえば、水野以外にいませ

ん。水野については「わたしが初めてセックスしたのは、高校三年のときだった」（p143）、

「わたしはあれから、一度もセックスをしたことがない」（p165）と書かれています。この

水野との関わりを、16 年経って冬子は「付きあってた人」というかたちで言い表すことを

――「いまは、いない」という「、」一拍分に籠められた思慮とともに――じぶんに認めて

いるように読めます。 

 ここに三束との関係性の対比がはっきりとあらわれます。三束については、やはり厳密に

言葉を選びながら、こう表現しています。 

 

「食事してたの。それだけ」 
「彼氏と？」 
「そういうんじゃなくて」 
「そういうんじゃないって？ 友達とか？」 
「そういうのでもなくて」 
「じゃあ何なの？」「ひょっとして、セフレとか？」 
「彼氏でもなく友達でもなくセフレでもないとしたら、何なの？」 
「すきな人よ」とわたしはしばらくしてから小さな声で言った。（p285） 
 

「付きあおうとか、なかったの？」 
「そういうのじゃなくて」 
「じゃあ寝たの？」 
わたしは聖顔をみた。 
「そういうのじゃないから」（p290） 

 

 「すきな人」――それ以上でも、以下でもない。しかしそこに籠められた感情が非常に大

きいものであることは容易に想像がつきます。それは聖の語る「すきな人」についての考え

方からも類推することができます。 

 

「すきな人がいたって、その人のとくべつになれるかどうかもわからないし、とくべつにな
ることが果たしていいことなのかどうかもわからないし。妥協というとあれですけど、そこ
そこのすきで、そこそこの人間関係でもって生きるというのも悪いことじゃないんじゃな
いかってこと」（p137） 

 

 けれど読者はご存知のとおり、聖は自らこのルールを破って、妊娠-出産という変化を選

択します。子どもができれば相手との関係を「そこそこの人間関係」の段階に留め置く（あ

るいはその語の範疇で捉える）のは難しいようにも思えるのですが…、みなさんはどうでし

ょうか。 

 『すべて真夜中の恋人たち』はこのように、恋愛を軸に、じぶん以外の誰かと関わること

によってじぶんの中に起こる変化を受け止め、理解し、肯定していく物語と言えるでしょ
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う。『ヘヴン』が友情と恋愛の差異によるふるまいの違いに焦点化していたとすれば、『すべ

て真夜中の恋人たち』における冬子は、恋愛関係にだけ焦点をしぼって、「付き合う」とは

異なる「すき」というあり方、そこでのふるまいを身をもって体験することになったのでは

ないか――。そんなことを思いました。 

 

 さて。このように恋愛を軸として二作を読んだ時、読者の胸のうちに疑問として兆してく

るのは、このような冬子と三束のあり方を「（どんな）恋愛関係として捉えるか」という分

水嶺だと思います。もう一度、『ヘヴン』のこのシーンを振り返ってみましょう。 

 

「その恋人たちにはね、とてもつらいことがあったのよ。とても悲しいことがあったの、も
のすごく。でもね、それをちゃんと乗り越えることができたふたりなんだよね。だからいま
ふたりは、ふたりにとって最高のしあわせのなかに住むことができているって、こういうわ
けなの。ふたりが乗り越えてたどりついた、なんでもないように見えるあの部屋がじつはヘ
ヴンなの」（p75） 
 

 この部分の解釈を常識的に考えれば、恋愛とは片方の脳内や心情なかで自己完結するも

のではなく、「ふたりで乗り越える」ものなのでしょう。なにより、「最高のしあわせのなか

に住む」ためにはそれが必要である、と。 

 しかし、じつはこのシーンの直前にはこういうやりとりがあるのです。 

 

「ヘヴンってことは、その恋人たちは死んでるってこと？」と僕はききなおした。 
コジマはのどの奥から低い声をだして僕の顔を見て言った。（p75） 
 

 あるいは、また、 

 

「ヘヴンはどこにあるの？ まだずっとさきなのかな」 
「うん。ヘヴンはいちばん奥なの」（p77） 
 

とも。 

 ふたりで到達する理想として現に指し示めされているけれど、そこにたどり着くことは

ない、そのような「永遠」を感じさせる場所。川上未映子が描きだす恋愛の極北はこのよう

なものとしてあるようです。そこを十全に理解することは非常に困難ですが（「僕」や冬子

ですら、それを理解しているのかは怪しいものです）。ですが、このようにひとと関わるな

かではじめて、「永遠」を予感させるような場所の存在に思い至ったり、胸の内に感じるこ

とができるのだと、そう読むことができるのではないでしょうか。 

 

 このように『ヘヴン』と『すべて真夜中の恋人たち』という二作を通じて、「じぶん以外

の誰かに関わるとはどういうことか」という問いが、反復され差異化されて、ずっと繰り返

されてきているのは確かでしょう。この二作で見えてきた川上未映子の恋愛観を、他の作家

/作品における恋愛観と比較しながら読み込んでいくと、その独自性やなんかの面白いとこ

ろがもっと立体的に見えてくるような気が、いま、しています。 

 

※ 

 

または、『すべて真夜中の恋人たち』の後に発表された最新刊『愛の夢とか』（2013）なん

かを読んでみても、そこで描かれている川上の「愛」がどんなものなのかを推測できて興味

深いのかもしれません。いずれにしても、決定的な回答があるわけではこの問いについて、

つね揺れ動く＝実践的であることを通じて、さらに思考を耕していければと思います。 
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【問い】孤独とは何か 
 

Wikipedia では孤独とは「他の人々との接触・関係・連絡がない状態を一般に指す」（A）

とされている。さらに「大勢の人々の中にいてなお自分がたった一人であり、誰からも受け

容れられない・理解されていないと感じているならば、それは孤独である」（B）と追記され

ている。言い換えれば、A は物理的、B は精神的な孤独とも言える。 
 
『すべて真夜中の恋人たち』の中で最初に「孤独」という言葉が出てくるのは、「校閲って

ご承知のとおり、孤独な作業で孤独な人間の集まるところだからさ」（P34）という聖の言

葉である。この校閲という仕事は、「文章にのめりこんだり入り込んだりすることが禁じら

れている」（P97、冬子）、「感情のようなものをいっさい動かさないように」（同）と、文章

に一定の距離をおいて接し、その仕事をする人は「ひとりきりの作業だから、そういうのが

淋しくないというか、気にならない」（P98、冬子）性格と書かれている。 
 
そんな校閲という仕事に携わる冬子と聖は次のように描かれている。 

◎冬子 
・ふだん話をするような友達もいない（P48、冬子） 
・子どものころから大勢のなかにいることや人と話すことがあまり得意じゃなくて（P143、
冬子） 
 
◎聖 
・「そりゃ友達がいないはず」（P182、恭子） 
・「いつもひとりよ。男といる以外はそうなんじゃないの。だからけっこう楽しそうにちゃ

きちゃきやっているようにみえるけど、ぜんぜん幸せそうにみえない」（同） 
 
冬子と聖の状態は Wikipedia における A の状態であり、こうした状態に対してどのよう

に感じているのかはわからない。 
一方、B の状態の例として登場するのが、典子である。夫も子どもも愛人もおり、物理的

な面では多くの人に囲まれているはずだが、「ひとりでいるとしんどいの」（P220、典子）

と語る（この場合の「ひとり」は物理的にも「ひとり」だが、家で旦那と一緒にいるときに

も満たされない気持ちを抱えているため、B とした）。 
この典子の登場で、冬子の心情に変化が訪れる。 

 



P225 
ひとりきりなんだと、わたしは思った。もうずいぶん長いあいだ、わたしはいつもひとりき

りだったのだから、これ以上はひとりきりになんてなれないことを知っているつもりでい

たのに、わたしはそこで、ほんとうにひとりきりだった。 
 
これまでひとりきりであることを自覚していた冬子が、さらに自分がひとりであること

を自覚する。なぜ冬子はそう感じたのか？ 
 
【仮説】今まで冬子は A（物理的な孤独）を味わっていたが、B（精神的な孤独）でもある

ことに気づいた。 
  
 B を知ることで冬子はどう変わったのだろうか。 
 それまでは、「誰かを待っている人、誰かに待たれている人、誰かと食事をする人、誰か

とどこかへゆく人、そして誰かと帰っていく人たち」（P112）と、人と人の物理的な距離ば

かりに目が向けられていたが、「わたしが手を伸ばせるものはここにはただのひとつもなか

った。わたしを呼び止めるものはただのひとつもなかった」（P225）と精神的な部分にも目

が向けられるようになった（「手を伸ば」「呼び止める」は実際の行動ではなく、精神的なつ

ながりの比喩）。 
 
 孤独な状況（A、B）にある理由として、校閲者が文章と向き合ったときにのめり込まな

いのと同じように冬子は人に対してのめりこまないうえ、「わたしは自分の意志で何かを選

んで、それを実現させたことがあっただろうか。何もなかった」（P251、冬子）と、自発的

に何も行動を起こしてこなかったことを挙げている。 
 物語の後半では、聖と本音を言い合う、三束さんに思いを伝える・別れるといった自発的

な行動を経て、冬子は友達を手に入れ、恋を失う。 
 A でも B でもなくなった冬子は、「朝や昼間のおおきな光のなかをゆくときは今も世界の

どこかにある真夜中を思い、そこを過ごす人たちのことを思った。ひとりきりの夜を、ひと

りきりの真夜中を過ごす人たちのことを思った」（P302）。 
 これまで物理的な観点からしか周囲の人のつながりを見ることができず、自分の孤独に

しか目を向けていなかった冬子が、周囲の孤独にも目を向け思いをはせるようになったと

言える。 
 
【問いに対する答え】 
孤独とは人への共感を生み出すものである。 



１４歳の君へ 
自分なりの正しさとは何か 

マラン 
 
 １４歳の君が、今、身悶えするほど悩んでいたら……、手痛いイジメにあっていたら…

…、それを思うと私の心は苦しくなる。 
 しかし、それでも言いたいのは、「人は生きるに値する」「生きる喜びはある」というこ

とである。６０年間生きてきた私としては、それは言えると思う。 
 
 １４歳の君は、「なぜ、私は生まれてきたのか」とか、「何が正しい生き方なのか」とい

ったことで悩んでいるかもしれない。私はこのようなことに長い間悩み、考えてきた。そ

の考えてきたことを少しだけ披露しよう。「自分なりの正しさとは何か」といったことであ

る。 
 
 １４歳の君は、これからたくさんの場で、たくさんの経験をしていくことだろう。その

際に、自分の感じたことそのものを大事にしてほしい。まずは己の感性に正直になってほ

しいということである。他人の意見や偉い人が書いたものよりもである。 
 とは言っても、生まれや育ちから来る制約もあるだろうし、大体において経験が圧倒的

に不足している。己の感性と言ったって、あやふやで怪しいものものかもしれない。それ

でも再度言う、己の感性を大事にしてほしい、と。 
 だからといって、私は、自分探しの旅に出なさい、と言っているわけではない。学校、

家庭、あるいは地域での日常の生活の中での経験が基本だと思う。 
 
 自分の欲望に忠実に、ということだが、そうすると何かと他人と衝突してうまくいかな

い経験もするだろう。そうしたならば、他人とうまくやる方法を色々考えればいい。これ

は結構難しいことだが、いい方法を、「悩む」というより、様々に「考える」のがいい。 
 そうしていくと、世の中のルールは、おかしなものもたくさんあるが、おおむねは守っ

た方がいいということもやがて分かってくるだろう。さらに、他者への思いやりのある行

為もできるようになってくると、とても気持ちがいいことも分かってくるだろう。 
 
 現代は自由が拡大した社会である。その中で、一人一人が自らの力で、幸福を追求して

いくしかない。誰かや、神様が自分に与えてくれるわけではない。自らが選択していくし

かないのである。厳しくもあり、楽しくもある。 
 
 人は確かに弱い存在ではあるが、言葉、絵、その他の手段を使って、自らを表現する力

を持っている。自分が感じたことを書き留めておくこともできるのである。あなたが経験

した素晴らしい友情とか愛情とかを表していったら、それは一つの宝になるだろう。 
 
 １４歳の君は、これから進学、就職、結婚などで数々の選択をしていかなくてはならな

い。もちろん、周囲の状況から否応なく決められてしまうものも多い。いずれにせよ大人

としての課題が待っている。 
 自分の感じたこと、考えたことに基づいて、大人の課題に取り組んでいくわけだが、そ

の自分が感じること、考えることの土台を作るのが、まさに１４歳の頃だ。だから、多種

多様に感じ、考えていいんだ。自分らしさが出来上がっていくのだから。 



真夜中のヘヴン

くろねこタンゴ

　こんばんは。

　元気にしていましたか？　私は適度に元気です。

　『ヘヴン』と『すべて真夜中の恋人たち』（以下、『真夜中』）の2回目をやぁっと読み終わりました。

　今回の『ヘヴン』では、あなたが気にしていたコジマに少々入れ込み過ぎて、読み終わった後にかなり疲れまし

た。1回目には気づかなかったコジマの孤軍奮闘っぷりが痛々しくて、何度も切ない気持ちになりました。

　それから、やっぱり百瀬は気になりますね。彼の将来を追跡調査したい気分です。

　一方の『真夜中』ですが、1回目のときの新鮮さが薄れてしまい、全体の印象が薄くなってしまいました。中学

生パワーに圧倒されてしまったのかもしれません。

　ともあれ、２回目を読み終わったので、あなたと話していたこともふくめて、あらためて考えてみました。こ

の2つの作品から、思うこと考えたことはたくさんたくさんありましたが、私が一番気になって、引っかかって、

考えたことがあります。

　それは、
「言葉」とは何か／「言葉」の持つ意味とは何か
　ということです。

　なので、この問いを中心にして、私の考えたことをあなたに話してみたいと思っています。

　次点で、

○ 「考える」ということは何か

○ 知らないことを知るにはどうしたらいいか

というのもでてきたのですが、これらは、上のなかにふくまれる部分もあるので、余力があったらふれたいと思い

ます。

　それでは、しばしお付き合いください。
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■■　「言葉」とは何か／「言葉」の持つ意味とは何か　■■

　『ヘヴン』や『真夜中』を読んで、あらためて、「言葉」って何なんだろう？と考えずにはいられなくなりました。

　日々、当たり前のように使っているモノですが、考えれば考えるほど不思議な存在です。

　そもそも、言葉がないと何も始まらないわけです。他者とコミュニケーションをとるために必要なのはもちろ

ん、自分一人のときでさえ、自分自身の感情や思い、考えを表すのに言葉を使っています。夢の中でさえ、なん

だかんだと話しているし。逆に、言葉を一言も発しないでいられることなんてないのだということに今さら気がつ

いて、ちょっと驚きました。「無我の境地」になることができたら、それは言葉のないところ…なのかもしれません

が。

　こうなると、もう「人＝言葉」と言いたくなってきます。切り離すことができない、人が生きていく上での必要

不可欠なツールです。

　そして、言葉には意味があります。辞書を開けば、そこに何かしら書いてあります。でも、それはそれだけの

こと。辞書は単なる「ルールブック」みたいな存在でしかなくて、人は知らず知らずのうちに、辞書には載ってい

ない以上の意味を「言葉」につみかさねているんだなぁ…というようなことを考えてみたり。

　そんな「言葉」について、あらためて考えてみよう！と思ったのですが、ちょっと範囲が広すぎてどこから手を

つけたらいいかわからなくなってしまったので、さらに問いをわけてみました。
1　同じ言葉なのに、持つ意味が異なるのはなぜか
2　言葉に意味は在るのか、無いのか
3　言葉の違いによる意味の違い
　こんな感じです。

　それでは、まずは1から。

1　同じ言葉なのに、持つ意味が異なるのはなぜか

【「斜視」と意味】
　1について考えるきっかけになったのは、主人公で語り手である僕の「斜視」です。

　僕にとっては「僕＝斜視」というくらい、密接で切り離せない関係です。斜視である目は、僕自身の体の一部で、

文字通り、切り離せません。服や髪の色のように、気分で変えることもできません。

　そこへさらに「苛め」が加わります。僕の中では「僕＝斜視=苛め」という説が成り立っているようです。

　苛めは辛くて不快な体験なので、それはそのまま、僕が斜視であることに、ネガティブなイメージを持つこと

につながっていきます。

　この事実は、僕が勝手に思っているだけでなく、世界共通の認識である（他のみんなもそう思っている）、と

思っているようです。実際、苛めは止まらない。僕が斜視である限り、苛めは続いていく。そういう日常が、ま

すます「斜視」にネガティブな意味を持たせてしまっているように思いました。

　そこにコジマが現れます。

　コジマが僕に与えた影響はたくさんありますが、今は「斜視」限定で。

　夏休みに２度めに会ったときの会話で、コジマが僕を仲間だと思った理由を話します。

「だから君の目が」とコジマが言いかけたのを、僕はさえぎるようにして言った。

「僕が、……斜視だったから？　それとも、僕が苛められていたから？」

「りょうほうだよ」とコジマは言った。

「そのふたつは、切りはなせないんだと思う」コジマは慎重な顔をして言った。（p.121）

　このコジマの発言は「僕＝斜視=苛め」説に追い打ちをかけている感じがします。

　その反面、コジマと親しくなれたのは、僕が「斜視」だったからということにもなります。悲しいんだか、うれ

しいんだかです。そんな心中複雑だったかもしれない僕に、コジマが言います。

「わたしは、君の目がとてもすき」（p.122）

　僕にとって、はじめて言われた言葉。僕の斜視にはじめて与えられた新しい「意味」。苛めとは正反対のステキ

な意味が与えられたのです。

　ただ、私はコジマの意図が気になります。「そんなこと言われたのは、はじめてだよ」と言う僕に、

「そんなの、わたしだけだから、いいんじゃないか」（p.123）

と返します。コジマはコジマで、僕の「斜視」に別の「とくべつ」な意味を込めているのが見え隠れしませんか？　

君の価値をわかっているのは、わたしだけ。わたしだけがわかっている「から、いいんじゃないか」…という。

　はからずも二人をつなぐ役を果たした「斜視」ですが、そこにある意味は二人の間で異なっているようです。

　それでも、コジマは、僕の中の「僕＝斜視=苛め」説を支持していることには違いないので、この時点では、僕

はなんとなく受け入れれているようですが。

　問題は百瀬です。色々問題な百瀬ですが…。

　例の、僕が百瀬と対決する場面での、百瀬の爆弾発言です。

「ちょっと気になったんだけどさ、君、さっきから君の目がどうとか言ってるけど、君の目が斜視だからと

か、そんなのさ、べつに関係ないんだよ」（p.210）

　この発言を受けて、僕は思考停止で体も固まってしまう。それくらいのインパクト。

　その後百瀬に「どういう、意味で」と、その「意味」を聞いています。あくまで「意味」を必要とする僕。

　百瀬の答えは「たまたま」。百瀬にとって、僕の「斜視」には何の意味も価値もないのです。

　「とくべつ」な意味を持ち続けていたものが、何の意味もない「モノ」になってしまった瞬間。

　この百瀬の発言は、僕が今まで築きあげてきた価値観（斜視に意味をもたせること）を全崩壊させてしまうくら

いの破壊力だったのではないでしょうか。

　コジマとは正反対の追い打ちを僕にかけたのではないかと思います。

　今まで「僕＝斜視=苛め」と信じていて、だから「しかたないこと」なんだと思って受け入れていた僕。

　見方を変えれば、それを理由に、色々な理不尽を受け入れていたのではないでしょうか。

　斜視「だから」、斜視の「せいで」、僕の世界は変わらない、変えることなんてできない、それは僕のせいではな

い、と。

　ところが。それをサクッと百瀬にひっくり返されてしまった。

　「関係ない」ということになってしまうと、「斜視」を言い訳にすることができなくなってしまうということです。
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　また、僕がこれだけ衝撃を受けたのは、心の奥底ではうっすらと気がつき始めていたからではないかと思うの

です。「人間、本当のことを言われると腹が立つんだよ」って、聞いたことありませんか？　僕のリアクションは、

そんな感じじゃないかと思うのですが。

　このころ、コジマとの関係に生じはじめていた変化（手紙に返事が書けなくなっていたり）も、その片鱗の現れ

だったのかもしれません。

　結局、この百瀬との対決が、僕にとっての一番大きな転機になったのではないかと私は思っています。

　斜視の手術、そして、コジマとの決別へとつながっていく転機。

　最後に、僕の義母の登場です。

「だってあなたがお母さんのことを思う気持ちと、つながりがあるんだったら、わたしには何も言えないと

思ったし、それに、斜視だって、それはそれで自然なことだと思う気持ちもあったし」

でも。

「手術しなさい」

そして、

「目なんて、ただの目だよ。そんなことで大事なものが失われたり、損なわれたりなんてしないわよ。残るも

のはなにしたって残るし、残らないものはなにしたって残らないんだから」（p.303）

と、いうわけです（手抜き…）。

　正反対なコジマと百瀬の考え方に対して、義母はステキに中立ですね。斜視は「自然なこと」なのです。「とくべ

つ」でもなく、かといって、無意味でもなく。

　そして「とくべつ」なことは、斜視とかそういう物理的なところにあるのではなくて、簡単に他人がどうにかでき

るようなそんなところではなくて、もっと深いところにあるんじゃないの？と言っているように思いました。

　きっと、この義母のセリフが、僕のたどりついた場所なのではないかな…と私は思っています。

　ともあれ、同じことを指しているようで、意味がさまざまに異なってみえる「言葉」ですが、それは意味が異な

るのではなくて、その「言葉」に関わる人がこめる思いの差なのではないかと考えます。

2　言葉に意味は在るのか、無いのか

【「僕」が繰り返し使っていた言葉】
　『ヘヴン』の中で、 「僕」が繰り返し使っていた言葉に次のものがあります。

『いつものように』『あたりまえのように』『いつもとおなじように』『いつもとおなじ』。。。

　手を変え品を変え、繰りかえしこれらの言葉がでてきます。

　この言葉たちから、スタンプのように、金太郎あめのように、同じ日常（状況）が繰り返されていることがわか

ります。

　この言葉の後には、他愛もない日常が書かれていることもありますが、二ノ宮たちの苛めの描写につながって

いくこともあります。テレビを見ながらご飯を食べるように、二ノ宮たちの苛めを受け入れてしまっている僕の

日常が表現されています。

　そして、『いつもとおなじ』ことだから「当然のこと」で「仕方がない」とあきらめている風の僕。

　本当に、僕はその状況を「当然のこと」だと思っているのでしょうか？

　そもそも、本当に当たり前のことは、わざわざ言葉にしないのではないかと思います。

例えば、「呼吸しています」や「心臓が動いています」ということを、いちいち日記に書いたり、メールで報告した

りしませんよね。普通は。でも、肺や心臓に持病のある人なら話は別です。その人にとっては、気にとめる必要

のないことでもなければ、当たり前でもないからです。

　『いつもとおなじ』の意味は「当然のこと」ではありません。

　僕は、心のうーんと深いところ、無意識では、「こんなの当たり前じゃない！」と気がついてはいたのだと思い

ます。ただ、一学期のころの僕はまだ、それを意識できていなかった。「言葉」にいたらなかった。

　そんな『いつもとおなじ』日常を過ごしていた僕の前に、コジマが出現するわけです。

　とはいえ、コジマは転校生でもなんでもありません。もともとクラスメートです。二ノ宮や百瀬と同じ。だけ

ど、意識されていなかった。「コジマ」という単語は知っていても、意味は知らなかったわけです。もっといえば、

僕の世界に、「コジマ」は存在していなかった。

　でも、コジマからの手紙をきっかけに、実際に言葉を交わして、「コジマ」という存在を認識し、「コジマ」を意

識するようになります。

　…こう書いてみると、何か面白いですね。言葉でも人でも、もともとそこに在っても、本人が意識するまでは、

その人の世界には出現しないのです。「在る」のに「無い」。見ているのに、見えていない。

　ともあれ。コジマの出現は、『いつもとおなじ』日常を過ごしていた僕の中の、「いつもとおなじじゃない」ことに

なったわけです。

　そして、僕は考えはじめます。モヤモヤのなんだかわからなかったものが、だんだん形になっていきます。や

がて、それは「言葉」として、僕の中に出現します。コジマのように。

　そのコジマは「とくべつ」ということにこだわっているように見えます。僕と対照的ですね。

　夏休みに二人で美術館へ行きましたね。

　ここでの二人の会話が興味深いです。「言葉」について話していますが、「言葉」と「考える」ことがつながってい

るのがわかります。

「人間ってさ、なんにも考えないでいられることってあるのかな」（p.66）

「言葉がなかったら、どんなふうなんだろうって、ときどき思うことあるんだよ」（僕）（p.67）

「言葉でああだこうだ話して、それでなんだかんだ問題をいっぱいつくって色々やってるのがこの世界で人間

だけなんて、考えてみればちょっと馬鹿みたいだね」（p.67）

「……わたしたちがこのままさ、誰になにをされても誰にも何も言わないで、このままずっと話さないで生き

ていくことができたら、いつかは、ほんとうの物に、なれますかね」（p.69）

「本当の物にはなれなくても、いまだってじゅうぶん物みたいなものなのだもの」（p.70）

　「物」になりたい。それが本当の願いではないのは、わかるだけに切ないです。何も感じず、何も考えずにいら
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れたら…そんなことを考えてしまうコジマは、これまで一人で、たくさんたくさん考えてきたんだなぁ、つくづく

思いました。やるせない。

　考えても考えても、解決策が見つからない、求めている「何か」が見つからない、そんな苛立ちすら感じます。

　「考える」ことって、なんだかいいことのように思うけれど、実は大していいことではないのかな？　それとも、

コジマは何か方法が間違っていたのでしょうかね。

　ちなみに。。。

　『真夜中』では、「わからない」という言葉が目につきました。冬子はいかにもですが、案外と聖も言っていまし

た。私には、この「わからない」が『いつものように』と似ていると感じました。感じただけなので、なぜかまでは

わかっていません。

【言葉と意味にこだわるコジマ】
　『うれぱみん』という造語や、すでに題名がついている作品に『ヘヴン』と名づけたりするところなどから、コジ

マは「言葉」にこだわりがあるんだな、というのがわかります。

　それは、彼女が考えているからだと思います。

　ここまでにも、意味にこだわっているシーンはでてきましたが、ちょっと私の中で印象に残っているところを

まとめてあげてみます。

「天国じゃありません。ヘヴンです」（p.68）

「それが神様でなくてもいいけれど、そういう神様みたいな存在がなければ、色々なことの意味がわたしには

わからなすぎるもの」（p.117）

「大事なのは、こんなふうな苦しみや悲しみにはかならず意味があるってことなのよ」（p.118）

「これ（いじめられていること）にはちゃんとした意味があるのよ」（p.119）

「そのふたつ（斜視といじめ）は、切りはなせないんだと思う」（p.121）

「わたしたちは弱いかもしれないけれど、でもこの弱さはとても意味のある弱さだもの」（p.171）

「コジマは僕に、できごとのすべてに意味があるのだと繰りかえし繰りかえし話してくれた」（p.243）

　こうして並べてみると、なんだか怪しげな宗教の勧誘を受けているような気になってきましたが…。

　なにか必死な感じが伝わってくるからでしょうか。「意味」があると言えば言うほど、その「意味」に必死にすが

りつこうとしているコジマの姿が見えるような。僕が「斜視」にとらわれていたように、コジマもまた、「意味」を

考えすぎるあまりに、「意味」にとらわれてしまっているように思えました。

　そして、「とくべつ」な意味を持っている『しるし』ということ。

　僕から斜視の手術の話を聞いて、百瀬と対決した僕のように、激しく動揺するコジマが言った、

「わたしは、やめられないのよ」（p.250）

にいたっては、私には、悲痛な叫びにしか聞こえませんでした。

　自分の言葉の意味に縛られて、不自由になっていくコジマ。そんな風に見えました。

【無意味という意味の百瀬】
　「言葉」に意味がある代表がコジマなら、その逆の「言葉」に意味は無い代表は百瀬でしょうか。

「たまたまっていうのは、単純に言って、この世界の仕組みだからだよ」（p.212）

「意味なんてないよ。みんなただ、したいことをやってるだけじゃないの、たぶん。」（p.214）

　そんな百瀬に『言ってる意味がわからない』と言う僕。

　意味が無いと言いながら、あれだけ延々と僕に「言葉」を語っている百瀬。あれだけ語る「言葉」を持っている

ということは、百瀬も、コジマ並に色々と考えているのではないかと思います。そういう意味で、結局、百瀬も

言葉に意味がある派所属になるのでしょうか…？

　あ、反対派がいなくなってしまいましたね。

3　言葉の違いによる意味の違い

　これは、「なぜ、その言葉を選ぶのか？」ということがとても気になったからです。

　「なぜ、その言葉を選ぶのか」という理由によって、言葉に新しい価値のようなものが加わるのではないか、選

んだ人の想いが加わり、言葉はただの言葉ではなくなる…と思ったのです。

〈わたしたちは仲間です〉（p.7）

「友達になってほしいの」（p.16）

　コジマの初めての手紙では『仲間』だったのが、初めて会って話をしたときには『友達』に変わっていたのはどう

してだったのだろうと、初めて読んだときから気になっていました。

　「仲間だよね」という確認はしないで、『友達になってほしいの』と僕にきいています。

　ここにコジマの言葉にならない（できない）「想い」が隠れているような気がしています。

　コジマにとっての一番の望みは、僕と友達になることだったのだと思います。

　「仲間」より「友達」の方が、お互いの距離が近い感じがします。それに、「仲間になって」というより『友達になっ

て』という方が難易度が高い感じがしませんか？

　私の中のイメージでは、「仲間」は、利害が一致した上で「一緒に戦おう！」「おー！」で、「友達」は、利害も理

由も必要なく、ただ「一緒にいてね」「うん」という感じです。

　言葉の意味にこだわるコジマは、自分の価値観を大切にしているのだと思いました。

　「仲間」か「友達」か。単なる言葉自身が持っている意味の違いだけでなく、なぜ、その言葉を選んだのか。

　そして、もう1箇所。

　僕が百瀬と対決する初めのところで、百瀬に「僕たちっていうのは君になにをしてるんだ？」と問われて、

苛めている、と僕はすぐに言いそうになったけれど、口にだすことができなかった。その言いかたではなに

かが間違っているような気がした。（p.206）

　そして、あらためて僕は言います。

「君たちは」…「日常的に、僕に、暴力をふるっている」（p.206）

　僕が言葉を選んだ瞬間です。コジマと会ってから、色々なことを考えて考えて、そして、でてきた答えだと思

いました。
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　僕のこの答えを聞いて（読んで）、私は初めて、単に「苛め」を受けることが嫌なのではなく、「暴力」を受けてい

るということが、僕にとっての本当に嫌なこと、苦痛だったんだとわかりました。理由もなく、意味もなく、一方

的にふるわれる「暴力」。まるで「物」のように扱われること。「物」になりたいと思ったこともあった僕が、実は、

「物」のように扱われることが一番辛かったのかと、ここでやっとわかったのです。単に「苛め」という言葉でひと

くくりにしてしまったのでは、本当の僕の気持ちはわからない。

　僕が言葉を選択した行為を通して、言葉の深さを改めて実感しました。

　そして、これが「言葉の違いによる意味の違い」の重さだと思ったのでした。

［おまけ］

（二度目の）「君の目がすきだよ」（p.176）

　このときに、「君がすきだよ」と言っていたら、また違う道ができたのではないかな…と、私はモヤモヤ思って

いるのですが、あなたはどう思いますか？

【まとめ】
　言葉自体は、単にそこに存在しているだけで、そこに辞書に載っていること以上の「意味」はないと思います。

　ただ、言葉に「とくべつ」な意味を見いだそうとすること、他のものとの差別化をはかろうとすること、それが、

各個人の「価値観」になっているのではと考えます。

　そして「価値観」は、各個人が経験してきたこと、考えてきたことによって作られていくから、言葉の持つ「意

味」が人によってさまざまなんだろうと考えるにいたりました。

　どうにもこうにも、言葉がないと何も始まらないのです。

　他人に何かを伝えるにしても、自分が自分を理解していく上でも。

　言葉にならない想いに気づくのが、まず一歩ですが、それに気づいたら、あとはひたすら言葉で考えていく。

そのとき、知っている言葉が少ないのでは、すぐに行き詰まってしまう。

　そういうとき、自分以外の世界に、物語にふれてみるのがいいのではないかと思うのです。できればいろんな種

類の物語に。コジマから少し、百瀬から少し、という風に、わかるところからでも取り入れていく。

　そうしたら、少しは自分自身のことが理解できるかもしれません。

　最後に。

　私の考える言葉の持つ役割を図にしてみました（次ページ）。

　私の中では、『ヘヴン』の話の過程ともリンクしています。

　さんざん「言葉」について書きながら、最後に図（イメージ）を持ってくるという…そんなオチ。

　考えてみたら、あなたに書いているこの手紙も「言葉」の集合体ですね。

　私がここにたどりつくまでに、何度も何度も「言葉」を書いたり消したり、組み替えたり、置き換えてみたりを

繰り返してきました。私なりに脳みそをフル活動して、時間もたくさんかけました。

　それでも、私のなかにあるもの全てをそっくりあなたに伝えることは、できません。

　もし伝えることができたとしても、それを、あなたがそっくりそのまま受け取ることができるかといえば、それ

もできないでしょう。

　なぜなら、あなたと私は別々の人間だからです。

　そういうわけで、私は手紙を書きます。

　いつになるかわかりませんが、また書きます。そのときは、またよろしくです。

　それでは！

2014年5月28日

くろねこタンゴより

～言葉の役割～
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**参考資料** 
「すべて真夜中の恋人たち」の最後の部分で、冬子の心情、特に、三束さんとレストランでの食事の場面以降、少しずつ彼の事や、 
自分の恋心や思い出を忘れていくところ、　執着が薄れていくところ、が印象深かった。 
個人的な感覚だが、この楽曲の歌詞とメロディの雰囲気がその心情に合うと感じたこと、　また冬子に聴いてほしいと思ったこと、 
冬子が三束さんに「ショパンの子守歌」を、おしえてもらった事などから、この楽曲を参考資料とした。 

　　 
雨音はショパンの調べ 
　 
耳をふさぐ　指をくぐり 
心　痺らす　甘い調べ 
止めて　あのショパン 
彼にはもう会えないの 
Rainy days 断ち切れず　窓を叩かないで 
Rainy days 気休めは麻薬　Ah  

　　　　 
ひざの上に　ほほをのせて 
「好き」とつぶやく　雨の調べ 
やめて　そのショパン 
思い出ならいらないわ 
Rainy days 特別の人でなくなるまで 
Rainy days 暗号のピアノ　Ah  

　　　 
Rainy days 断ち切れず　影に振り返れば 
Rainy days たそがれの部屋は　Ah  
　　 
Rainy days 特別の人は胸に生きて 
Rainy days 合鍵を回す　Chopin  Ah

　　　 
歌　　　　　 　：　小林麻美　　（１９８４年） 
日本語詞　　：　松任谷由実 
編曲　　　　　：　新川博 
作詞、作曲　：　GAZEBO / P.L. Giombini 

**補足** 
「すべて真夜中の恋人たち」の登場人物たちが、 
「ヘヴン」の登場⼈物たちと重なると感じた。 
この図式を眺めていると、ひとりの人物にいろいろな 
ひとたちの要素が含まれていることに気が付き、 
では自分自身についてはどうなのだろうか？という 
疑問が生まれ、冒頭の【問い】となったわけである。 
　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 
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