
“Tell your story in pieces, as it is !”—Edward Said 

朝さろん 40th morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

朝さろんの本棚〈40〉 

村上春樹「パン屋襲撃」＆「パン屋再襲撃」について 

 

40th morning：2014 年 10 月 9 日(木)＠渋谷 

参加者：7 名 

 

「パン屋再襲撃」と「パン屋襲撃」は、 

共通するモチーフを抱えて、連続性を持って発表された作品。 

 

【テーマ】 

  〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

 

 

【本】 

「パン屋再襲撃」は下記に所収 

 『パン屋再襲撃』（文春文庫、2011） 

 『「象の消滅」短篇選集 1980-1991』（新潮社、2005） 

 『パン屋を襲う』（新潮社、2013）※再編集版 

    [初出：『早稲田文学』1981 年 10 月号] 

「パン屋襲撃」は下記に所収 

『夢で会いましょう』共著（講談社文庫、1986）※収録名「パン」 

『パン屋を襲う』カット・メンシック(絵)（新潮社、2013） 

[初出：『マリ・クレール』1985 年 8 月号] 

 

 

【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。『世界

の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で谷崎賞、『ねじまき鳥クロニクル』で読売

文学賞。カフカ賞、エルサレム賞など海外の文学賞も多数受賞している。   
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“Tell your story in pieces, as it is !”—Edward Said 

朝さろん 40th morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

【ストーリー】 

＜「パン屋襲撃」＞ 

「僕」と相棒は腹を減らせていた。まる二日水しか飲んでいなかった。そんなわけで

「僕」は相棒と包丁を持ってパン屋にでかけた。とても腹が減っているんです。おまけに

一文なしなんです」と「僕」は主人にうちあけた。「なるほど」と主人は肯き、「君たちは

好きにパンを食べていい。そのかわりワシは君たちを呪ってやる。それでいいかな」と言

った。しばらくして主人はある提案を持ちかけた。 

＜「パン屋再襲撃」＞ 

その頃「僕」は法律事務所に勤めており、妻はデザイン・スクールで事務の仕事をして

いた。2 週間ほど前に結婚したばかりだった。二人は深夜に突然、耐え難い空腹を覚え

る。それは昔「僕」が親友と行ったパン屋襲撃の失敗が夫婦に呪いとして降りかかってい

るせいだと妻は説明した。「僕」たちはかけられた呪いを解くために散弾銃で武装し、再

び襲撃を目論む。妻はマクドナルドを襲うことを提案し、「僕」は促されるまま実行に移

す。 

 

【お題】作品を読んで次の問いについて考えてみましょう 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Q1：「パン屋襲撃」と「パン屋再襲撃」の双方を比較して、あなたの解釈はどれに一番近

いですか？ 
 
a． テーマやモチーフ、登場人物の連続性など、明らかに正統な続編を意識して書かれて

いる。二つを連続する１つの作品として読むことで新しい解釈が生まれた！ 
b． 続編として読むこともできるが、テーマは少なからず変わっている！ 
c． 両作に共通するテーマを抱えているが、テーマを展開する方向・方法が変わってい

る。 
d． いや、あくまでバラバラの作品で、連続性を見出せない（見出さない）方がいいと思

う。 
e． その他 

 
 

Q2：「パン屋再襲撃」の読後感として一番近いのはどれですか？ 
 
a．当面できることは達成された、暫時的な小康状態のようなもの。いずれまた別の危機 
  が起こるだろうことがぼんやりと予感できる。 
b．「パン屋襲撃」での“呪い”を、妻の力を借りてついに解くことができ、いまはじめ 

て深く安心した眠りにつこうとしている様子が、結末部の妻の描写からも窺える。 
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“Tell your story in pieces, as it is !”—Edward Said 

朝さろん 40th morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

c．「パン屋襲撃」の頃から続く“呪い”はまだ解かれていない。むしろ別のカタチを取っ 
て存在しはじめていることが、作品中から理解できる。 

d．主人公ひとりだけであれば、“呪い”や“空腹”は起こらない。相棒や妻という強い結 
びつきの存在が傍らにいることによって、不可避的に危機は訪れる。 

e．その他 

 

 

 【パン屋襲撃】※太斜体字は「再襲撃」より 【パン屋再襲撃】 

冒 頭 とにかく我々は腹を減らせていた。 
 
まるで宇宙の空白をそのまま呑み込んで

しまったような気分だった。 
 

パン屋襲撃の話を妻に聞かせたことが正しい

選択であったのかどうか、僕にはいまもって確

信が持てない。 
 

起ったことはもう起ったことだし、起ってない

ことはまだ起ってないことなのだ。 

導入部 何故我々が等価交換物を持ちあわせてい

ないのか？ おそらく我々に想像力が不

足しているからである。いや、空腹感はダ

イレクトに想像力の不足に起因している

のかもしれない。 
 

 

夜中の二時前 
 
堪えがたいほどの空腹感、 
理不尽と言っていいほどの圧倒的な空腹感、特

殊な飢餓 
 

水面下の海底火山のイメージ 

主要人物 僕 (「もう十年も前のことだけれどね」

とあり、19 歳前後か）働いてない 
 
相棒（男？）「いや、俺はもうグレちゃう

よ」 働いてない 
 
 
「何故働かなかったの？」 
「働きたくなんてなかったからさ」「それ

はもう、実にはっきりとしていたんだ」 

僕  法律事務所  28.29 
妻  デザイン・スクールで事務の仕事 
      25-27（二年八ヶ月年下） 
 
二週間ほど前に結婚したばかり 
 
「でも今はこうしてちゃんと働いているじゃな

い？」 
「時代が変われば空気も変わるし、人の考え方

も変る」 
襲撃先 パン屋 

平凡な街のパン屋 

マクドナルド 
（「パン屋のようなものよ」） 

襲撃相手 パン屋の親父 

頭のはげた五十すぎの共産党員 

カウンターの女の子 
二十代後半と思える血色の悪い卵型の顔をし

た店長 
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“Tell your story in pieces, as it is !”—Edward Said 

朝さろん 40th morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

表情というものが殆んど感じとれない薄い影

のような調理場の学生アルバイト 
装 備 包丁を持ってパン屋にでかけた 

包丁とナイフ 
レミントンのオートマティック式の散弾銃 
予備の散弾 

展 開 パン屋を襲うことと共産党員を襲うこと

に我々は興奮し、そしてそれが同時に行わ

れることにヒットラー・ユーゲント的な感

動を覚えていた。 
 

「君たちは好きなパンを食べていい。その

かわりワシは君たちを呪ってやる。それで

いいかな」 
「呪いはいつも不確かだ。バスの時刻表と

は違う」 
「でも何かしらの交換が必要なんだ」 
 
「君たちはワグナーが好きか？」 
「好きになってくれたらパンを食べさせて

あげよう」 

「金はあげます」 
 
「保険がかかってるから構いません」 
 
「勝手に店を閉めると私の責任問題になるんで

す」 
 
「お金を余分にさしあげますから、どこか別の

店で注文して食べてもらえませんか」 
 
「帳簿がすごく面倒になるんです」 
 

 

――「言われたとおりにした方がいい」 

その他、 

特筆すべき

状況 

『トリスタンとイゾルデ』(1859) 後期ワ

グナー 
トリスタンは叔父で国王の婚約者である

イゾルデを迎えに行くのだが、帰路の船上

でイゾルデと恋に落ちてしまう。 
 
「明日は『タンホイザー』を聴こう」 
 

ワグナーの『タンホイザー』と『さまよえ

るオランダ人』(*1) 

学生風のカップルが一組 
二人は死んだように眠っていた 
 
深海魚のようにぐっすりとねむりつづけてい

た。いったい何がこの二人の深い眠りを破るこ

とになるのだろうと僕はいぶかった。 
 

カップル（？）＝ぴかぴかのブルーバード 

（僕と妻＝中古のトヨタ・カローラ）(*2) 
 

襲撃後 部屋に辿りついた時、我々の中の虚無はも

うすっかり消え去っていた。 
 

夜明けとともに、我々のあの永遠に続くかと思

えた深い飢餓も消滅していった。 
 
一人きりになってしまうと、僕はボートから身

をのりだして、海の底をのぞきこんでみたが、

そこにはもう海底火山の姿は 見えなかった。

(*3)。 
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“Tell your story in pieces, as it is !”—Edward Said 

朝さろん 40th morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

結末部 そして想像力がなだらかな坂を転がり落

ちるようにカタカタと動き始めていた。 
 

僕はボートの底に身を横たえて目を閉じ、満ち

潮が僕を しかるべき場所(*4)に運んでいって

くれるのを待った。 

事件の後 「果して我々のとった選択が正しかった

かどうかってね。でも結論は出なかった」

「それは疑いの余地なく呪いのようなも

のだった」 
 
「我々

・ ・

？」と妻は言った。「我々って誰の

こと？」 
「僕にはその頃相棒がいたんだ」と僕は説

明した。 
 
相棒とほどなく離別 

「だって今では私があなたの相棒なんだもの」 
「今ではそれがはっきりとわかるわ。あなたは

呪われているのよ」 
 
  ↓ 
 
一度だけ深いため息をついてから、眠った。彼

女の体は猫のようにやわらかく、そして軽かっ

た。 

 
 
*1)；「パン屋襲撃」の中で聴かれるワグナーは『トリスタンとイゾルデ』だが、「パン屋再

襲撃」での「僕」は『タンホイザー』と『さまよえるオランダ人』と妻に説明している。な

お、前作のラストでパン屋の親父は「『タンホイザー』を聴こう」と言っている。この違い

をどう解釈するか？ 

 

 a; 『トリスタンとイゾルデ 』トリスタンはコーンウォール国王マルケの甥で、王妃となるイゾルデを迎え

に行くが、その帰路、彼女の媚薬により 2 人は愛し合うようになり、最後は悲劇で終わる。愛の究極的な賛美であると

ともに、その一方で、感情的な体験を超えて形而上的な救済を見いだそうとするものともなっている。 

 

  b; 『タンホイザー』主人公のミンネゼンガー(恋愛歌人) タンホイザーと、ワルトブルク領主の姪 エリーザベ

トとの、壮絶な愛の物語。騎士の 1 人であるタンホイザーは、テューリンゲンの領主の親族にあたるエリーザベトと清

き愛で結ばれていたが、 ふとしたことから官能の愛を望むようになり、愛欲の女神ヴェーヌスが棲んでいるという異界

ヴェーヌスベルクに赴き、そこで肉欲の世界に溺れていた。ある時夢の中で故郷を思い出し、ヴェーヌスベルクから離

れようと決心する。ヴェーヌスは彼を引き止めようと誘惑するが、タンホイザーは強い意志によってそれを退け、ヴェ

ーヌスベルクを消滅させる。異界から脱出したタンホイザーはヴァルトブルク城近くの谷に放り出される。そこに領主

のヘルマンや親友のヴォルフラムらが通りかかる。ヴォルフラムもまたヴァルトブルク城の騎士である。領主やヴォル

フラムは出奔していたタンホイザーが帰ってきたことを喜び、再びヴァルトブルク城に戻るよう勧めるが、官能の世界

に溺れた罪の重さを思ったタンホイザーはそれを拒否する。しかしヴォルフラムはエリーザベトが彼の帰りをずっと待

っていると説得し、タンホイザーはヴァルトブルクに帰ることを受け入れる。ヴォルフラムらと共にヴァルトブルク城

へと戻ったタンホイザーは、エリーザベトと再会を果たし、お互いに喜び合う。その日はちょうど歌合戦が開かれる日
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“Tell your story in pieces, as it is !”—Edward Said 

朝さろん 40th morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

（「歌の殿堂のアリア」、「大行進曲」）で、課題は「愛の本質について」。ヴォルフラムや他の騎士達が女性に対する奉仕

的な愛を歌うのに対し、タンホイザーは自由な愛を主張して観衆の反感を買い、ついにはヴェーヌスを讃える歌を歌い

だす（「ヴェーヌス讃歌」）。激怒した騎士たちはタンホイザーを諌め、エリーザベトは領主に彼の罪を悔い改めさせるよ

うに願う。我に返ったタンホイザーは自分のしたことを悔やむが、時すでに遅い。領主はタンホイザーを追放処分とし、

ローマに巡礼に行き教皇の赦しが得られれば戻ってきてよいと言う。タンホイザーはローマ巡礼に加わりヴァルトブル

ク城を去っていく。舞台はヴァルトブルク城近くの谷。タンホイザーが旅立ってから月日がたつ。エリーザベトは、タ

ンホイザーが赦しを得て戻ってくるようにと毎日マリア像に祈り続けている。ちょうどローマから巡礼の団体が戻って

くる。エリーザベトはその中にタンホイザーの姿を探すが、彼はいない。ついにエリーザベトは自らの死をもってタン

ホイザーの赦しを得ようと決意する。見かねたヴォルフラムは説得を試みるが失敗し、彼女は去っていく。その場に一

人残されたヴォルフラムの前に、ぼろぼろの風体のタンホイザーが現れる。ローマに行ってきたのかと尋ねるヴォルフ

ラムに対し、彼は巡礼の顛末を語りだす。タンホイザーは幾多の苦難を乗り越えてようやくローマに到着し、教皇に赦

しを乞うたのだという。しかし教皇は「罪はあまりにも重い」として彼を赦さず、「私の杖が二度と緑に芽吹くことがな

いのと同じく、お前は永遠に救済されない」と破門を宣告したのだという。絶望のあまり自暴自棄になったタンホイザ

ーは、再びヴェーヌスベルクに戻ろうとしてさまよい、そうしてヴォルフラムに出会ったのだった。タンホイザーの呼

びかけに応じてヴェーヌスベルクが現れ、ヴェーヌスが手招きする。ヴェーヌスへ引き寄せられていくタンホイザーを

ヴォルフラムは懸命に引きとめる。そこへエリーザベトの葬列が現れる。タンホイザーは我に帰り、異界は消滅する。

エリーザベトが自分の命と引き換えにタンホイザーの赦しを神に乞うたことをヴォルフラムが話すと、タンホイザーは

エリーザベトの亡骸に寄り添う形で息を引き取る。ちょうどそこへローマからの行列が緑に芽吹く教皇の杖を掲げて到

着し、特赦が下りたことを知らせて幕が下りる。 

 

  c; 『さまよえるオランダ人 』舞台はノルウェーのフィヨルドに面した港町。ダラントは一時避難で自らの

家のあるここに投錨する。すると遠くから、黒いマストに真紅の帆を立てた幽霊船が現れる。幽霊船の船長のオランダ

人は「呪いを受け 7 年に一度上陸できるが、乙女の愛を受けなければ呪いは解かれず、死ぬことも許されずに永遠に海

をさまよわなければならぬ」と嘆く。ダラントはオランダ人から財宝を渡され、娘ゼンタと引き会わすことを約束して

しまう。ゼンタはオランダ人と出会い、その不幸に心打たれ、救いたいと思う。ゼンタはオランダ人の肖像を見ては思

いを募らすばかりである。しかし、ゼンタはエリックという青年に愛されているのである。ゼンタは父とオランダ人に

説得され、オランダ人につき従うことを約束する。港町に再びオランダ人の幽霊船が現れる。オランダ人に会おうとす

るゼンタ。それを引き止めるエリック。オランダ人はエリックのゼンタへの愛を見て「裏切られた」と言い、帆をはり

去っていく。ゼンタは自らの純愛を岩の上から叫び、貞節を証明するために海に身を投じる。ゼンタの純愛を得た幽霊

船は呪いを解かれ死を得て沈没する。そしてオランダ人とゼンタは浄化され昇天していくのである。神罰によって、こ

の世と煉獄の間を彷徨い続けているオランダ人の幽霊船があり、喜望峰近海で目撃されるという伝説（「フライング・ダ

ッチマン」）を元にしたもの。 

 

 

*2)；店内にいたのが「学生風のカップルが一組」だったことを考えると、この「ブルーバ

ード」はそのカップルのものと想像される。「ぐっすりと」深いねむりについたカップルが
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「深海」を思わせるような「ぴかぴか」と清潔な「ブルーバード」の形で表象され、深刻な

空腹から（あるいは「呪い」を解くために）マクドナルドを襲撃する「僕」と妻が「中古」

の大衆車である「カローラ」として表象される点に注目。この後、妻が 

 
 
*3)；「見えなかった」をどう解釈するか。この海底火山イメージをどう考えるか、そこか

ら、「見えなかった」を根源的な危機が回避されたと見るのか、一時的に危機が回避された

と見るのか？ 

 
 
*4)；「しかるべき場所」とはどこか？ また、（再）襲撃以前はどんな場所に居たと考えら

れるか？ 

 

 

【解題】「パン屋再襲撃」＆「パン屋襲撃」について 

 

「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？ 

 

 

（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） 
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“Tell your story in pieces, as it is !”—Edward Said 

朝さろん 40th morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

 

 

 

【まとめ】 

 

＜村上春樹について私（たち）が知っていること＞とはなんでしょう？ 好悪はもちろん

あると思いますが、同時代に村上春樹のような世界的にメジャーかつ強く読者をひきつけ

る作家がいること、多くの読書人に共通するストーリーを提供している作家だということ、

小説好きが、彼の作品（世界）を共通の土台として語ることが（容易に）可能になっている

事実など、若干なりとも押えておきたいポイントがここにはあるのだと思います。 

今シーズンでは、そんな村上春樹という作家についてみなさんと一緒に考えてみようと

思っています。 

彼の優れた短編作品郡を、一回に２話取り上げます。その二作には、彼の小説作法の特徴

がよく表れています。「続編（連続性）」、「改訂・改稿（更新）」、「展開（進化）」などなど。 

短編という小さな世界が、二つ接続してくることで広い視野を獲得していくその様子を

一緒に体験しながら、作者の創造力がそこにどんな風に働いているのか、考えてみようと思

います。 

もう一つの狙いは、短編を通じて、村上春樹という作家の 80 年代～90 年代～00 年代へと

渡る変化の様子を、見ていくことです。第 1 回でとりあげた「パン屋襲撃」を手始めに、近

年の作品まで、広範な期間に渡る短編郡を読んでみます。これもまた、時間的経過を踏まえ

て、作家の創造力について考えることに他なりません。 

シーズンを通じて、みなさんのなかに新しいハルキ・ムラカミ像が立ち上がることを期待

しつつ、長くお気に入りとして折に触れて読み返すような短編がひとつでも見つかったら

いいなと考えています。 
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“Tell your story in pieces, as it is !”—Edward Said 

朝さろん 40th morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉 

次回☞ 

 

テーマ：〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

「めくらやなぎと、眠る女」＆「めくらやなぎと眠る女」村上春樹 

日 時：2014 年 11 月 13 日（木）am6:50～8:00 頃 

【テクスト】 

 ・「めくらやなぎと、眠る女」は下記に所収 

   『レキシントンの幽霊』（文春文庫、1999） 

   『めくらやなぎと眠る女』（新潮社、2009） 

 ・「めくらやなぎと眠る女」は下記に所収 

   『螢・納屋を焼く・その他の短編』（新潮文庫、1987）※改版 

【内容】 

 ・シーズン〈作家の創造力と読者の想像力〉の二回目です 

 ・二回目のポイントは”改編（異本）”です 

【副本】 

 ・『影の現象学』河合隼雄（講談社学術文庫、1987） 

 

 

テーマ：〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

「蜂蜜パイ」＆「日々移動する腎臓のかたちをした石」村上春樹 

日 時：2014 年 12 月 11 日（木）am6:50～8:00 頃 

【テクスト】 

 ・「蜂蜜パイ」は下記に所収 

   『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫、2002） 

 ・「日々移動する腎臓のかたちをした石」は下記に所収 

   『東京奇譚集』（新潮文庫、2007） 

   『めくらやなぎと眠る女』（新潮社、2009） 

【内容】 

 ・〈作家の創造力と読者の想像力〉と題したシーズンの完結編です。 

 ・三回目のポイントは”連関（展開）”です 

 ・シーズンを通じて感じたこと、考えたことの感想文も募集します。 

【副本】 

 ・『影の現象学』河合隼雄（講談社学術文庫、1987） 
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