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要旨  

 

村上春樹は日本の現代作家の中で、重要な代表人物の一人である。彼の作品

は高度に工業化した社会における特に若者の心理状態に深く注目した。なかで

も『ノルウエイの森』はその代表作品だと言えよう。その作品には、登場人物

がどうして自己と現実との激しい矛盾から、自己呵責になってしまい、そして

心の中に積みかさねられていた悩みから如何に自己救済をしたのかについて

詳しく書いている。したがって、豊かな物質社会に適応するためにまわりに振

り回され、自己の世界を失ったりしてはいけない；ストレスから自己を解放し

て、心の安らぎを得るようなら、現実の中で呵責された心を正しく認識し、心

のバランスが取れるように自己救済をしなければならない、と言うことがその

作品の中から読み取れる。 
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摘要 

 

 村上春树是当代日本文学的重要的代表人物。其作品密切关注了在高度发展的

工业社会里，当代的人们尤其是年轻人的一些心理情况。尤其是其代表作《挪威

的森林》从每一位人物身上，都可以看到因自我与现实的巨大矛盾所导致的心理

纠结、挣扎、痛苦，随之每一位人物又如何的自我拯救的过程。因此，为了适应

高度发达的物质社会，我们应该从客观回到主观，从外界回到自身，使自我折磨

的心理得到解放，心灵得到很好的安置，正确认识自己的心理，努力的寻求平衡

点，进行自我拯救。 
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自己呵責と自己救済の交代 

           ――村上春樹『ノルウエイの森』 

 

はじめに 

 

日本の現代作家の中で、村上春樹は重要な代表人物の一人である。1979 年

から 2006 年まで数々の賞をえて、高い評価を受けていて、特別に若い人々の

中で人気がある。『ノルウエイの森』が村上春樹の代表作の一つで、単行本の

発行部数は、上巻が 238 万部、下巻が 211 万部の計 449 万部にのぼる。さらに、

村上ブームという現象も現された。これは日本だけではなく、韓国や、中国で

も大きく注目されていた。 

「平易な文体で奥深い内容を取り扱い、現実世界から非現実に移動する」と



いう作風が村上の特色である。彼は小説の中で今の物欲の強い社会における若

い者たちの心理の問題を掲示した。それは自己をむやみに苛む一種の病的状態

であり、現実と自我の大きなずれで葛藤が、もつれいくらあがいてもため、ど

うしたらよいか分からないまま、まだ懸命に自己救済を求め続ける状態である。 

 

第一章 『ノルウエイの森』について 

 

小説のはじめに、37歳の主人公「渡辺」は、飛行機の中で流れるビートルズ

の「ノルウエイの森」のオーケストラを耳にして、18年前に死んだ女性「直子」

のことを思い出した。主人公はいつも過去のことに沈んで憂鬱の心理雰囲気に

もっていた。昔のことを忘れたいが、忘れられない約束があるという苦境に陥

った。そして、過去のことについて書くことにして、文字で苦痛から自分を救

う。 

それから、小説が 18 年前の主人公「渡辺」と「直子」、「緑子」の 2 人の愛

情のいざこざことを記述した。「直子」は「渡辺」の唯一の親友「キズキ」の

恋人だった。「キズキ」が自殺したあとで、「渡辺」は「直子」とふとした東京

で再会した。そして、二人は付き合って始めて、20 歳の誕生日に性関係が発

生した。その後で、「直子」は心の呵責にうけらないために、ある療養所「阿

美寮」に住んでいた。「渡辺」は「直子」を愛していて、彼女の病気に心配し

たので忘れることができない、一方で「緑子」につきあって、彼女の大胆な弁

明と活発な性格に深くひきつけられた。ほどなく「直子」が自殺したニュース

は飛び込んだ。小説の結局は「渡辺」がどこでもない場所の真ん中から「緑子」

をよびつづけていた。文章の中に「渡辺」の友達「初美」、「永沢」と「鈴子」

のことをまぜる。全文の雰囲気が生んで、死んで、性、愛する中で浸って、読

んでいる人々に日本の 20 世紀の 60 - 80 年代の「高度の発達している資本主

義社会」を見させる○1 。まるで恐ろしいブラックホールようであり、人間性を

剥奪して、壊滅している。小説の中で友達の死にショックして、現実と自我と

の矛盾から絶えない思考と反省、心も自己で呵責されているが、社会に適応し

た、それうえ自己呵責から釈放を得るために努力に自己を救済している。つま

り、この小説は自己呵責と自己救済の総合体と言えよう。 

 



第二章 『ノルウエイの森』の中の呵責と救済 

 

１．苦痛から自殺への自己救済 

 

『ノルウエイの森』の中で「直子」は大変な代表人物の一人である。始まっ

て彼女と幼なじみの「キズキ」は三歳時からいつも一緒で離れない、無人島で

育った裸の子供が飢えたらバナナを食べて、寂しかったら抱き合いて眠るのよ

うに生活していた。思いかげず「キズキ」は高校時代に、いかなる言葉を残し

ていないで死亡を選ぶんだ。「キズキ」の死は「直子」にとって、綺麗な世界

を消滅するのような体験であり、まるで「直子」の一部を持っていきそうだ。

彼女が完璧な世界から出てこざるをえない。彼女は「キズキ」の死につきてい

ろいろな疑問を考えながら、自身と現実との強烈な衝突のゆえに身の純粋も不

潔な社会に溶け込むことが難しいから、自らか現実のどちらを選ぶことに直面

しなければならない。それで、彼女の心理がバランスを失って現して、精神の

飢えである病的状態がある。それから、「渡辺」と見合うと話しながら歩い続

けて、「渡辺」から苦痛を解除した動力また方法を求めたいかもしれない。彼

女は「渡辺」に「しかし何はともあれ、私は自分があなたに対して公正ではな

かったと思います。」「もし私があなたの中に何かの傷を残したとしたら、それ

はあなただけの傷ではなくて、私の傷でもあるのです。」「私はあなたのように

自分の殻の中にすっと入って何かをやり過すということができないのです」1

と言って、それから見て、彼女は自我呵責して始まった。「自己呵責はすなわ

ち自分で苦痛を与えて、抜け出しようにも抜け出すことができないという心理

表現である」2。特に「渡辺」と性関係したら内心がまた衝撃をうけて、自分

が「キズキ」に不忠実だと感じて、精神の上にも自分で呵責されている。最後、

「直子」が「阿美寮」の庇護を求めたい、治療に行った。自己と現実との矛盾

が激しくなるにつれて、彼女は自己だけの世界に閉じこもってばかりいる。「直

子」にとって自殺の結局は苦痛から唯一の自己救済の方法である。「直子」と

同じな「キズキ」も内心世界と現実との対立と衝撃なので苦痛を見舞った、「渡

辺」と付き合うのを通して現実に入りたかった、彼「これはして、それは直し

ます」といった。しかし、最後彼は卑しい自分で現実の規則を掌握することが

                                                        
1 村上春樹 『ノルウエイの森』上 p１７８ 
2 蒋锋 自我折磨-——强迫症 p1 



できない、自分を超えられないことを発現した。「キズキ」は自殺になった。

異なったのは心の苦しめ、同様なのは自己救済の方式---自殺である。 

濃いブルーのワンピースをはいて金耳環をつけた「初美」も同情られる境遇

を見舞ったことがあり、彼女は「永沢」を選んだ。「永沢」を愛するのはほと

んど「初美」の宗教になった。しかし「永沢」は「初美」の感情を大切にしな

いで、現実に耽溺している。「初美」は深い淵から自分を救いたかったことが

あって、外部からの力で助けてくれてみて、心から自分を愛している男子とつ

きあったけれど、自分の心が開けていないで、ずっと自分を苦しめていて、む

だ骨を折っる。最後にやはり極端方式――自殺を選んだ。「初美」は『存在の

耐えられない軽さ』のテレザと同じように期せずして聞いて「どうして私ひと

つについてまだ足りませんか？」。この感情と肉体の分離の世界の中で、唯一

の肉体と唯一の感情を結合することを追求して、でも、最後に自分で愛のため

に命を絶た。 

自分で絶えない自分を圧迫して、自分を苦しめて、自己だけの世界に、自分

呵責が過ぎる時、外部からの力に頼って自分を救いたことがあってもむりだ、

最後終わり方式は死亡だけで、自殺だけで心を解放した。彼らの生命は自己呵

責と自己救済の交代だといえよう。高度の経済の下で、すべて現代人のが無言

と永久不変の孤独さをはっきりと示して。その社会に自分自身を守ればいいけ

ど、すぎったら大変だ。そのほか、自分の力で外部の世界に変化することがぜ

んぜんできない。まわりに振り回して、自分自身のこころから自己救済したほ

うがいい。 

 

２．現実に耽溺する、自己を失ったような自己救済 

 

『ノルウエイの森』のなかで、「直子」、「キズキ」、「初美」とはっきり異なる

「永沢」、絶対に自己を中心として人であり、社会の暗黒性と残酷性を知って

いて、生活のために互いにだまし圧搾している生存の方式を軽蔑するだけど、

そのような生活にまた楽しんで過ごしている。彼は究極の意義を問わないで、

理想と信念を消滅して、ただ生き延びようとする技能だけを求める。愛がなく

て、人文の価値がなくて、自分で自身を高効率の近代的な機械に製造している。

彼はそれを言った「大体はあほだよ。あほじゃなきゃ変質者だ。官僚になろう



なんて人間の九十五パーセントまでは屑だもんなあ。これ嘘じゃないぜ。あい

つら字だってロクに読めないんだ」3「僕には権力欲と金銭欲とかいうものは

殆んどない。本当だよ。僕は下らん身勝手な男かもしれないけど、そういうも

のはびっくりするくらいないんだ。いわば無私無欲の人間だよ。ただ好奇心が

あるだけなんだ。そして広いタフな世界で自分の力を試しみたいんだ。」自分

の見下げている生活をして、「永沢」の心の深い所にかつて苦痛があって、あ

るとき自分呵責したけれど、彼は「直子」のような自己の世界に浸りすぎるこ

とはできなくて、すぐに自我を忘れ去って自らを救いにきて、完全に自己を喪

失した。「永沢」の目的は紳士になって、彼にとって「自分がやりたいことを

やるのではなく、やるべきことをやるのが紳士だ」。彼は現実の規則を正しい

行為の標準にして、自分の霊魂を自ら捨てて、個人の目的を達成するために手

段を選ばない「知識の精華」であり、実際にただ魂をない知力のロボット、た

だのツール性の人、技術性の人である。自己の心の考えと現実との衝突に起き

る時、彼は矛盾から離れて自分で自己を踏みつけることを選んだ。「永沢」の

一方で立っている人はまだ「玲子」の女の学生で、現実に多い人もある。 

ポストモダン社会の大きい染め甕の中で入浴して、かつてあった心理の苦し

め、心理の対立が自己の見落す方式で消えてなくなる。近代の都市に提供した:

物欲、 肉欲と文化をほとんど本能的に消費し、卑劣な喜びを満たして、両性

が付き合うのもコーヒーを飲むようで、責任感がなくて、すべてすべて普通の

ものである。価値はこの世界で落ちて、意義はこの世界で消えて、空虚感は充

満して、生活の幸せは人類の生存感に最大限度に希釈される。彼らは現実に耽

溺してから、ぜんぜん自己を忘れて、すべてのものが「日常」になって、記号

になった。対立とか、不安とか、コミュニケーションが苦手のような問題はま

ったく気づかれないことである。 

彼らの自己救済は非常に完璧さをしているように見える。実に、心理の苦難

がないのは彼らが魂を捨てからだ。肉体だけの体を守って機械で歩いて、この

ような人生は人生と言われることができない。村上春樹は文章を通して都市の

視聴覚感を越える深層の生命の審美が悟っていて、自分で生存の価値と意義を

確立しなければならないと伝えて、ただこのようにして、本当に呵責される心

から解放すると言えよう 

                                                        
3 村上春樹 『ノルウエイの森』上 ｐ１１５ 
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３．自己と現実のバランスを求める自己救済 

 

『ノルウエイの森』の主人公の「渡辺」は自己と現実のバランスを求めて、

自分の内心の苦痛を解決して、現実的な社会によく適応するようにずっと努力

している。「渡辺」は個人の目的を達成するために手段を選ばない「永沢」を

好まないが、いつも彼といっしょに遊ぶんで、自分の寂しい心を麻痺した。心

から清らかな「直子」が好きだが、常にいろいろな女子と眠って、生理の需要

を解決しに行った。社会の複雑な環境の下で、常に自身を受け入れないこと、

あるいは自分の本意に背くことをした。その後で、自分の頑固な思想の影響を

受けて、自分がよく自身を検討して反省して、魂を鞭打つ、いつでも心は自分

呵責されている。魂と肉との衝突の中で 80 年代の日本都市の青年の無重力状

態になる精神世界を真実に言い出した。そのつらさの下、「渡辺」は物質の社

会に適応してみるが、絶望しないで自己を忘れないでバランスを懸命にさし求

めるような自己救済してはじまった。音楽のレコードと書籍の中で心を帰依し

たい、アルコールの作用なのでしばらく生存の苦痛を忘れ去って、揺れ動いて

立ち上がり始める。直接に解決に行かないで、その他の方法を間接にする。最

後に「渡辺」は「緑子」を選んで「直子」をかわって忘れて、心を救済するこ

とと言えて、幸いのは何とか自分の悲痛と苦しめの中で浸らせていばかりいな

い。 

「緑子」もずっと人に明るくイメージをあげている女である。子供ころにた

いへんなきずをうけて、自分を愛する人がいないで、その時に絶望を生まれて、

死亡の黒色の場面もあった。「緑子」これらの苦難混乱、困惑という気持ちは

すべて自分の原因でうまれると思った、常に自分に強く呵責した。でも彼女は

確かにじこを放棄ていないで、黙々に現実の誘惑に耐えて、孤独と紛失の中で

個人の価値を追求している。彼女の優しさ、率直、誠意、勇敢は、「渡辺」を

引きつけて、「渡辺」に思い出の苦痛と絶望の中から救い出してくる。 

「阿美寮」も『ノルウエイの森』の中に重要な場所である。自分の強い呵責

を受けられた「直子」は「阿美寮」から救済を探したっかたことがある。でも

「阿美寮」から活力に満ちあふれた生命力を与えることができないのは、自己

だけの世界に閉じこもっている「直子」を救うのが「直子」自分だけで、外部



からの力で助けるのはやくにたたない。「玲子」、同じにかつて「阿美寮」に生

活したことがあって、「阿美寮」が彼女にとってただ場所だけで、心を静めて

自分で新しく自分をじっくり見させるところである。彼女は「阿美寮」の中で

自分の価値にあらたに求めて、生存し続けたバランス点を探し当てた。つまる

ところ、彼女は最後に自分で自分をよく救済した。 

自己呵責しすぎてから、ただ自殺だけを自己救済の方法とする。自己救済に

固執して、完全に苦痛から解除を得る人が自我を捨てて現実を抱擁したのは精

神の上に自殺と言われる。その二種類の人は心理学における病態になった。「直

子」、「緑子」と「渡辺」などの青年は敏感にもがいて、現世と誠実に渇望して、

孤独に恐れて、どのように現実に適応するために自己を調整するのはすべて私

達の意識あるいは潜在意識の中に存在したことがある。こんな感覚も私たちが

いつも持っていてから、『ノルウエイの森』の世界が孤立していないで、私た

ちの世界と共通の特徴をもっている。つまり、現代社会に人々は自己呵責と自

己救済を体験している。 

終わりに 

 

現代社会は物質が豊富なわりに、心の悩みに苦しむ人が多いと言っても大げ

さではない。それは九０年代のバブル崩壊後、ますます加速度を増している。

人間には欲が存在しているので、あれも欲しい、これも欲しいというのが当り

前のことである。そして、自己と現実との矛盾が激しくなったら、自己を呵責

したりして、だんだん悩みが心の中に積み重ねられるのだ。コミュニケーショ

ン能力が下手なため、現実との衝突からすぐ絶望になってしまい、そういった

現代の人々の苦痛と悩み、または心の闇を深く理解した村上春樹は、主人公の

「僕」に現代人の代表として同じ悩みを持たせ、都会生活で鼻白に七転八倒し、

心の葛藤の中でもがくといった物語を綴った。『ノルウエイの森』の中の人物

の人生は自己呵責と自己救済の交代の過程といえよう。更に、長い間人々がひ

たすら外部の世界から意義を求めてばかりいて、人間自身の意義を見落とした

のを矯正し、心の呵責に態度を重視した。つまり、どんな努力にしても、生活

の外部のものを変えることができないので、方向を転じて、自分自身を変える

しかない。外部世界との矛盾をそれほど気にかけないで、自ら生存の面白みを

求める。自立と自己尊重、自己保護と自己確認、自己経営と自己改善、そして、



自分で自分を楽しんで、自己満足になることである。もちろんそれは現実から

逃避とはまた違っている。個人の自尊心と傲慢を維持しながら、現世の繁雑さ

と不潔さから自己を守り、自分で自己をうまく救済する。現実の中で呵責され

た心を正しく認識し、ストレスから自己を解放して、心の安らぎを得る。 
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