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Matsuura Rieko
Born in Ehime Prefecture in 1958. Became an avid reader of writers including Cesare 
Pavese from her teens. While still an undergraduate, debuted with Sōgi no hi [The Day of 
the Funeral], which won the Bungakukai New Writers Award in 1978. Received the 1994 
Women’s Literary Prize for Oyayubi P no shugyō jidai and the 2008 Yomiuri Prize for Lit-
erature for Kenshin. Her other works include Nachuraru ūman [Natural Woman], Ura vājon 
[Opposite Version], and Yasashii kyosei no tame ni [For a Gentle Castration].

松浦 理英子
1958年愛媛県生まれ。10代よりチェーザレ・パヴェーゼなどを愛読。大学在学中の1978年に『葬
儀の日』で文學界新人賞、1994年『親指Pの修業時代』で女流文学賞、2008年『犬身』で読売文
学賞を受賞。他に『ナチュラル・ウーマン』『裏ヴァージョン』『優しい去勢のために』など。

松浦理英子の長編小説『犬身』は、人間が犬に変身し、自分が心を寄せる相手の飼
い犬となる、という奇想天外な設定に基づく小説である。その一方で、異常な愛憎に
満ち満ちた陰惨でリアルな家族関係を配し、犬と人間の魂が触れ合う純粋さが対照的
に浮かび上がってくる。松浦は1993年、やはり読者を驚かせる奇抜な設定に基づいた

『親指Pの修業時代』という大作で独自のセクシュアリティを探索したことで知られ
ているが、今回の作品では通俗的な物語としての枠組みを恐れることなく、さらに自
由に想像力を膨らませ、それがかえって読者の琴線に触れることとなった。

小説の中で、犬に変身した主人公の女性が＜わたしの魂は傷んですごくまずくなっ
ていると思う＞というのに対して、フサの魂を要求しているメフィストフェレス的な
男性は、＜心配するな。ある種の肉と同じで、よく叩いた魂はうまいんだ＞と答える。
このやりとりに典型的に見られる絶妙なユーモアと切実さのおかげで、この小説は現
代小説の世界に新しい光景を切り開くことができた。なお、この小説では、犬に関連
した言葉遊びがいたるところに仕掛けられており、タイトルの「犬身」にも、「犬の
身体」と「献身」の二つの意味がかけられている。（NM）

Matsuura Rieko’s Kenshin is based on the extraordinary premise of a woman 
transformed into a dog that becomes the pet of the woman she loves. At the same 
time, it presents a brutally realistic family relationship, overflowing with feelings 
of abnormal love and hate, which contrasts sharply with the pure meeting of souls 
of the dog and owner.

Matsuura made her biggest splash with the 1993 Oyayubi P no shugyō jidai 
[trans. The Apprenticeship of Big Toe P], a novel with an unconventional plot that 
shocked readers in which she explored her unique outlook on sexuality. In this 
work, unbound by the conventions of an ordinary story, she gives her imagination 
even freer rein, and by doing so strikes a chord in readers’ hearts.

In the novel, the heroine in the form of a dog tells the Mephistopheles-like 
man who demands her soul, “My soul is damaged and must taste extremely bad.”

“Don’t worry,” he replies, “A well-beaten soul tastes good, just like certain kinds 
of meat.” With the kind of exquisite humor and earnestness epitomized in this 
dialogue, the story cultivates new ground for the contemporary novel. Dog-related 
puns feature throughout. Even the title has a double meaning: “a dog’s body” and 
“devotion.” (NM)
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