
“The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day” 

朝さろん 42nd morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

朝さろんの本棚〈42〉 

村上春樹「蜂蜜パイ」＆ 

「日々移動する腎臓のかたちをした石」について 

 

42nd morning：2014 年 12 月 11 日(木)＠渋谷 

参加者：7 名 

 

「日々移動する腎臓のかたちをした石」は、先行する「蜂蜜パイ」の内包する作品テーマに、より一層

の困難さと深み、そして困難が変化しいく瞬間のもつ希望を鮮やかに付け足した作品。 

 

【テーマ】 

  〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

⇒  テクストに”連続性(の有無)”や”再編”という視点を持ち込むことで、一作完結で独立した作品とし

て読むのと異なる、「閉じられない読み」のあり方について再考してみるシーズン。必然的にテクスト

の枠の外側にいる作家の存在にも注目をすることになる。シーズンの 3 回で通時的に短編群を読

んでいきながら、 既知感に満ちた超有名作家を、その思考と作風の変化という視点から捉えなお

すこともあわせて狙いとする。 

【本】 

「蜂蜜パイ」 [書き下ろし] 

は下記に所収     

     『神の子どもたちはみな踊る』（新潮社、2000） 

「日々移動する腎臓のかたちをした石」  [初出：『新潮』2005 年 6 月号] 

は下記に所収 

『東京奇譚集』（新潮社、2005） 

『めくらやなぎと眠る女』（新潮社、2009）  

 

【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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“The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day” 

朝さろん 42nd morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

【ストーリー】 

≪蜂蜜パイ≫ 

兵庫県西宮市で生まれ育った淳平は神戸の私立進学校から早稲田大学に進む。商学部と文学

部の両方に合格したが、両親には商学部に入ったと嘘の報告をし、迷わず文学部を選んだ。淳平の

望みは小説家になることだったからだ。入学してすぐに、同じ学部の高槻という男と小夜子という女と

友だちになった。彼らは親密なグループを形成し、三人で行動するのを常とした。時を経て、淳平

は 36 歳になった 。それまでに 4 冊の短編集を著し、数冊の音楽の評論集を上梓し、庭園論の本を

書き、ジョン・アプダイクの短編集を翻訳した 。高槻と小夜子は結婚し、沙羅という娘を生んだものの

2 年前に離婚してしまった。小夜子に結婚を申し込むことについて、淳平は真剣に考えたが結論は出

ない。そんなとき、阪神淡路大震災が発生する。日曜日、淳平と小夜子と沙羅は動物園に行く。淳

平はそこで蜂蜜とりの名人である熊のまさきちと、その友だちのとんきちの話を沙羅に向かってする。 

 

≪日々移動する腎臓のかたちをした石≫ 

 淳平は 16 歳のとき、父親から「男が一生に出会う中で、本当に意味を持つ女は三人しかいない。

それより多くもないし、少なくもない」と言われた。以来、淳平は新しい女性と知り合うたびに、この女は

自分にとって本当の意味を持つ相手なのだろうかと自問することになった。淳平は 18 歳のときに家

を離れ、東京の大学に入り、何人かの女性とつきあった。そのうちの一人は彼にとって「本当の意味を

持つ」女性だったが、彼女は彼のいちばんの親友と結婚し、今ではもう母親になっている。若い頃より

小説家以外の者になりたいと思ったことのなかった淳平は望みどおり小説家となった。現在 31 歳

で、短編集を 2 冊、翻訳書を 1 冊上梓している。芥川賞の候補に 4 回選ばれた 。知人が開いたフ

レンチ・レストランのオープニング・パーティーで、36 歳のキリエという名の女性と知り合う。キリエは淳

平と同じで、小さい頃からやりたいと思っていたことを職業にしたという。「すごく大事なことだよ、それ

は。職業というのは本来は愛の行為であるべきなんだ。便宜的な結婚みたいなものじゃなくて」と彼は

言った。 

 

 

【お題】作品を読んで次の問いについて考えてみましょう 

シーズン 3 回目の今月は、名作「蜂蜜パイ」を中心に、この作品の前日譚とも読める作品と重ねて読み

あわせることで、作品「蜂蜜パイ」にどんな変化（＝“読み”の変容）が訪れたかという点について話してみた

いと思います。次の２点について感想をお話しください。 

 

●テクストの全体的な印象、感想 

 ・「蜂蜜パイ」は暖色の、「腎臓～」は寒色の印象を持った 

 ・なぜ「腎臓～」の方では小夜子の名前すら出さないのか？逆にわざとらしく感じた。 

 ・女子として、誰にも寄りかからないキリエの孤高さは、少し現実離れしているように感じた。 

 ・淳平が小夜子を評する「蜂蜜パイ」の部分が好き。 
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“The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day” 

朝さろん 42nd morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

●他の参加者に聞いてみたいこと 

 ・「腎臓～」で繰り返される「意味ってなにか？」ということ。意味がある、というのは単純な有無を指す 

だけでなく、ポジティブな意味も、ネガティブな意味も含めて「ある／ない」と言っているのではない 

か？ 

 ・淳平にとっての「意味のある／なし」はわかったが、キリエは「意味」についてどう考えているだろうか？ 

 ・熊のまさきちととんきちが力を合わせ友情の結晶ともいえる＜蜂蜜パイ＞を拵えるが、淳平と小夜子 

たちにとっての＜間にあるもの＞≒＜蜂蜜パイ＞はなんだろうか？ 

 ・小夜子が淳平を長く大事に思っていながらも、どうしても家族外の存在(他人)として捉えているように 

読める描写があるが、どう考えるか？ 

 ・淳平の「わかってなさ」、欠けている部分、とはなにか？ 

 

これらを念頭に置きながら全員で気になるところを具体的に取り上げながら作品を辿り直してみます。そ

の後で、最後にもう一度作品全体についてお話できたらと思います。部分と全体を行ったり来たりしながら、

時間の許す限り作品に浸ってみたいと思います。 

 

 

【解題】「蜂蜜パイ」＆「日々移動する腎臓のかたちをした石」について 

 

村上春樹作品でも希少な、明るさを湛えた短編「蜂蜜パイ」を取り上げます。この作品も執筆背景

はいろいろあるのですが（よければ短編集全体を通読ください）、この作品の前日譚とも取れる短編が

「日々移動する腎臓のかたちをした石」になります。 

作品の成立は「蜂蜜パイ」（2000）の方が早く、もちろん一個の独立した、完成した作品です。しか

し、後に「日々移動する腎臓のかたちをした石」（2005）が発表されました。「蜂蜜パイ」で描かれた作

品内時間より以前を描いたこの短編の登場によって、連続して読むと、「蜂蜜パイ」の印象（＝読み）

に変化が現れるかもしれません。 

一個の独立した作品に、後から別の作品を足すことで、前作が持っている印象や作品のテーマそ

のものに、「変化」や付けたし、あるいは微妙な「修正」を施したと見ることができるかもしれません。作

者がここにどんな思惑を持ち込んでいるのか、みなさんで一緒に考えてみたいと思います。 

 

●「蜂蜜パイ」につながる作品の重要箇所 

＜十八歳のときに家を離れ、東京の大学に入り、それ以来何人かの女性と知り合い、つきあうことに

なった。そのうちの一人は淳平にとって「本当に意味を持つ」女性だった。そのことに彼は確信を抱い

ていたし、現在でもやはり同じように確信を抱いている 。でも彼女は、淳平がその思いを具体的なか

たちにして持ち出す前に（何かを具体的なかたちにするまでに人よりも時間がかかる性格なのだ）、彼

のいちばんの親友と結婚してしまった。今ではもう母親になっている。＞（p142） 

 ⇒ 小夜子のこと？ 
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“The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day” 

朝さろん 42nd morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

 

●言葉の呪い、意味への呪縛、解き放たれるために必要なこと、喪失感… 

＜十六歳のとき「男が一生に出会う中で、本当に意味を持つ女は三人しかいない 。それより多くもな

いし、少なくもない」と父親は言った。（略）「相手が間違っていれば、それは無益なおこないになる 。

そのことは覚えておいた方がいい」＞（p141-142） 

 ⇒ 恋愛関係における“意味”とはなにか？ また無意味な恋愛とはなにか？ 

“職業というのは本来は愛の行為”と語る淳平にとって、小説家としての“意味”を自問自答す 

ることにもつながってくる。  

  

＜それは 父親の呪い と言っても差し支えないかもしれない。彼は大学を出るころに父親と激しい口論

をして、そのまま 一切の交際を絶っていた が、父親の持ち出した「三人の女」説だけは、根拠の十分

な説明も与えられないまま、一種の 強迫観念となって彼の人生につきまとっていた 。＞（p144） 

 ⇒ 交際を絶った人物からの言葉であるからこそ、関係の更新があり得ず、その言葉がいつ 

までも呪いのまま固く心の芯に残り続ける。また、その言葉が父親という存在からもたらされたも 

のでもあり、そこには父親の恋愛観（哲学)が色濃く滲んでいる。淳平が格闘し、かつ囚われ続 

けているのは、父親の持つ価値観でもある。 

 

●そして、小説家としての変化（深化）を語る物語として… 

＜「何よりも素晴らしいのは 、そこにいると、自分という人間が変化を遂げること です」と彼女はインタ

ビュアーに語った。「というか、変化を遂げないことには生き延びていけない のです」＞（p177） 

⇒ 呪いで凝り固まった状態から解放されること、そのために必要な経験と思索、それを経ることで 

人間として一段の変化を遂げる。それは恋愛観の更新という狭いスケールの話ではなく、新し 

いパースペクティブを獲得するということなのかもしれない。容赦のない喪失も伴うような、むし 

ろそういう喪失感を引きうけることと引き換えに手にすることのできる“変化”。それによって「呪 

い」を越えて、生き延びる自信を回復できるのかもしれない。 

 

＜カウントダウンには 何の意味もない 。大事なのは誰か一人をそっくり受容しようという気持ち なんだ、

と彼は理解する。そして それは常に最初であり、常に最終でなくてはならない のだ。＞（p179-180） 

⇒ 恋愛譚であると同時に、人間的成長譚の雰囲気も兼ね備えるこの短編で焦点となるのは、こ 

のような変化と一体化して描かれる「小説家」としての変化（深化）でもある。今までとは異なる 

アプローチで作品を描くことが可能になる、それは新たな作品世界＝内面を獲得したことの証 

左と読むことができるのではないか。「蜂蜜パイ」で用意された淳平と小夜子との関係の変化、 

同時に訪れる作家としての変化（明るい作品を書く、長編にチャレンジする…）などの可能性 

は、キリコとの時間を経て予期されていたともいえる。 
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“The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day” 

朝さろん 42nd morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

●「日々移動する腎臓のかたちをした石」から「蜂蜜パイ」へ… 

毎回１作品を取り上げるだけでも「もっと時間をかけて話し合いたい！」という気持ちが残るのに、 

今シーズンでは短編作品を毎回二つずつとりあげて、その物語世界を比較考察するアプローチにトラ

イしてみたのでした。 

別の作品（世界）が膜のような役目をはたして、最初に読んだ時とはまったく違う世界が立ち現れ

る・・・。その時「自分が最初に読んでいたのはなんだったんだろう？」「作品自体は変わらないのにな

んで印象が変わるんだろう？」という問いが生まれます。その問いが、作品をさらにじっくりと読むことに

つながっていく、作品を楽しむことにつながる、そんなことを狙ったシーズンでした。 

＊ 

今回取り上げた作品「日々移動する腎臓のかたちをした石」に出てくる＜自分にとって意味のある

女性は３人しかいない＞という設定は非常に印象的なものでした。読者は我知らず、特定の人の顔

や名前を思い出しながら指を折ったりまた戻したりしたのではないでしょうか――。けれど、そのような

（あえて口汚く言えば、品がなくて劣情をそそる「女くらべ」にもなりかねない）行為はそのまま、他者に

順位づけをすることでもあります。もちろん、このような順位づけ（価値づけ）は日常的に行われている

ことでもあります。しかし今作でわざわざそのような設定を持ち込んでまで作家が描こうとしたのは、例

えば、 

・自分がそういう「順位づけの暴力」を”積極的に”する側になってしまうこと 

・同時に自分自身も他者からの「順位づけ」に不可避的にまきこまれてしまうこと 

・そのような暴力を巻き起こし兼ねない言葉の力≒「呪い」 

のようなことかもしれません。 

それは常に作品を比べられ、作品評価をめぐって自分自身の存在価値すらも波のように揺れ惑う、

作家という職業にもつながるものです。主人公・淳平はそういう呪いのなかで苦しみ戦いつつ、ではい

かにして＜職業というのは本来は愛の行為であるべきなんだ。便宜的な結婚みたいなものじゃなくて

＞を達成することができるだろう――と問い続けます。 

＜意味のある女性を３人選ぶこと＞は＜便宜的な結婚＞に他ならない。じゃあ自分のなかで大切

にしている価値観＝＜愛の行為であること＞のためにはどんな判断をすればいいのか。そういう葛藤

を潜り抜けるなかで、最後に、 

＜カウントダウンには何の意味もない。大事なのは誰か一人をそっくり受容しようという気持ちな

んだ、と彼は理解する。そしてそれは常に最初であり、常に最終でなくてはならないのだ。＞ 

という実感を深々と胸中に収める淳平のプロセスを丁寧に追っていくことにこそ、この二作を並べて読

む面白さが潜んでいるのではないでしょうか。（この感慨への到達と同時期に、移動する腎臓石は姿

を消します。この部分はどう解釈できるか、というのも併せて考えたいポイントです） 

主人公・淳平の過去に、このような葛藤があった（と私たち読者が織り込んだ）後に「蜂蜜パイ」を読

む時、そのラストにいたって＜明るい話を書こう＞＜そこには救いがなければいけない＞＜寝ずの番

をしてこの二人を守ろう＞という淳平の覚悟が、「小説」と「愛する存在」という双方がぴったり一致す

るカタチでの＜愛の行為＞へと成就している（しかかっている）のを目撃することになり、ひときわ読者
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“The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day” 

朝さろん 42nd morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

胸を打つのです。ここに至るまでの淳平に身に起きたことと、それまでに築いた人間関係、そしてそこ

に流れた長い長い時間を想って――。 

＊ 

でも、もちろん、このような読み方そのものも、たくさんの読み方のひとつに過ぎません。熊の＜まさ

きち＞と＜とんきち＞が二人で作り上げる「蜂蜜パイ」が、淳平にとっての何に当たるのか、＜地震の

おじさん＞の恐怖は去ったのか（どうやったら去るのか）――、こういう細部について丁寧に丁寧に考

えたりしながら、みなさんが引き続き、楽しみながら読書してもらえれば幸いです。 

 

 

●村上春樹のデタッチメント／コミットメント観 

 

（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） 

 

 

 

 

【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ました。 

彼の優れた短編作品群を、一回に２話取り上げました。これら二作品には、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、考えてみることができたのではないかなと
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〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

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、見ていくことでした。第 1 回でとりあげた「パン屋襲撃」を手始めに、00 年代の「蜂蜜

パイ」や「日々移動する腎臓のかたちをした石」まで、広範な期間に渡る短編群を読んでみました。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なったのではないでしょうか。 

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した。  

ぜひこのシーズンの作品群をもう一度読んでみてください。また新しい発見があることでしょう。 

 

 

※参考文献 

・『影の現象学』 河合隼雄 （講談社学術文庫、1987） 

・『村上春樹の短編を英語で読む 1979～2011』 加藤典洋 （講談社、2011） 

・『村上春樹短篇再読』 風丸良彦 （みすず書房、2007） 

・『村上春樹の本文改稿研究』 山崎紀子 （若草書房、2008） 

・「村上春樹『七番目の男』について」 朝さろんの本棚〈24〉 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/07/hondana_24.pdf 
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“The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day” 

朝さろん 42nd morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉 

次回☞  新シーズン テーマ：〈本棚拝見(リクエスト特集)〉 

 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(1)〉  

2015/1/15（木）：『星の王子さま』  ※1 月は第 3 木曜開催 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(2)〉 

   2015/2/12(木) ：『 （選定中） 』 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(3)完〉 

2015/3/12（木）：『 ――― 』 

《朝さろん》原則、毎月第 2 木曜日（但し 1 月は第 3 木曜日）  

 

テーマ：〈本棚拝見(リクエスト特集)（１）〉 2015/1/15（木） 

『星の王子さま』 推薦コメント 
私は子どもの頃からこれまでに３回、『星の王子さま』を手に取る機会がありました。 
その度に読んだ感想や気になるところが全然ちがうので、それがとても印象にのこってい

る作品です。 
自分の３回を比べただけでも全然ちがうのだから、他の人といっしょならもっとちがうと

ころや新しいおもしろさに気づけるんじゃないか？ 
そう考えて朝さろんでリクエストしてみることにしました。 
いろいろな人による翻訳も出ている作品ですが、だれの翻訳で読んでいただいてもかまい

ません。 
あなたの感想が聞けるのを楽しみにしています。 

※訳者やテキストは指定しないで開催したいと思います 

      

☆★☆ご協力のおねがい☆★☆ 

次シーズン 2015 年 1 月-3 月期はテーマ：〈本棚拝見(リクエスト特集)〉でお送りします。

推薦していただいた本を参加者みんなで読んでいきます。 

ぜひ奮って推薦書をお寄せください！ 

＊１月-3 月まで各月に一冊、計３名の方の推薦書を取り上げます。当日に話し合いたい

テ―マのチョイスや進行も併せてご担当いただいても結構です。 

＊推薦書は廉価な文庫版があると幸いですが、単行本でもかまいません。 

＊作品のジャンルは問いません（古今東西、日記でもエッセイでもマンガでも OK です） 

＊過去の朝さろんのラインナップにない、推薦者らしい感性を「付け足す」感じで、自由な

提案をしてもらえると会としても面白いと考えます。 
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