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第36回読書会のまとめ 
有島武郎『潮霧（ガス）』 

2020.12.05／参加者４名+リモート参加１名+感想文のみ参加１名（感想文は全員から） 
 

 

 有島は横浜から北海道へ行った船旅の途中で嵐に遭ったり、一度帰京した時も途中で濃霧を経験

したらしいという話が出ました。この作品を書くに当たってはきっとそういう事を思い出していた

ことでしょう。 

 

 山派と海派に、参加者も分かれています。山派は、海にいると底知れない不安があるが、山に行

けば安心感があると言います。海派からは航海中は陸上とは時間空間が全く違うとか、24 時間海の

上にいると特に夜は時空の感覚がなくなって、心で何かが発酵していく感じがあるというコメント

がありました。さらに、普通の人はその感覚が陸に上がるとなくなってしまうが、『或る女』に出

てきた太平洋航路を行く大航海から日本の沿岸を行く短い航海までいくつも経験した有島は感じ

方が異なっているというのが、自身もナホトカ航路やサハリン航路などの船旅を経験したことのあ

る参加者の言でした。また『潮霧』から『生れ出づる悩み』の海洋シーン、『大洪水の前』『老船長

の幻覚』など過去に読んだ海つながりの作品の名前も上がりました。 

 

 若い頃失明を覚悟したことがある参加者は、眼が回復したあとで目に映る世界の全てが美しく感

動的だったのだが、それは景色そのものに感動しただけ。片や作品中の主人公（有島）は景色を観

る時も自分の心に被せて感銘を受ける感受性の持ち主だと言います。 

 有島作品を読んでいると刻々と変わる景色さえも心の動きを映し出しているように見えるとい

う人が増えてきました。何度も読むと表面的なストーリーとは違うものを感じ始めるからだそうで

す。例えば、この作品に出てくる大袈裟すぎる自然描写は絶望的に暗い有島の心境を表していると

か、恵山のしょう壁とは死そのものであるといった感想です。有島の心に入り込んでの感想だと思

いました。自然を自分の心に被せて見るからなのか、自分の心を自然に被せて見るからなのかはと

もかく、有島の作品にはそういう二重構造が見えてくるようです。読み方もそれと同期したものに

なってくるのでしょうか。 

 

 旧函館港の話が出ました。室蘭～函館航路というと現在の函館港を思い浮かべますが、その昔は

現在の森町に旧函館港があったという話があり、一同ビックリ。新旧の函館港、室蘭港、内浦湾沿

いの島や洞窟、作品に出てくる恵山などが入った絵地図（３D）が感想文に付いていて、それを見

ながら今回も盛り上がりました。 

 あとで調べてみたら、何でも 1873(M6)年札幌本道の開通に伴い森町に駅逓所が出来たときに、函

館～森間は道路、森～室蘭間は海路とされたと Wikipediaにありました。廃止になったのは、参加

者の情報にあるように 1893(M26)年でした。 
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 今回も面白い視点がいくつかありました。 

まず、『潮霧』発表の４年前にタイタニック号の沈没事件があったとの指摘。沈まないと言われ

た船が沈んだことから有島は絶対ということはないと考えたのではないか、それが作品にも生かさ

れていると言います。そこから妻安子の死（この作品を３回もので新聞に連載していた二日目に死

亡）も人知を超えたものと観念したのではとの連想も出ました。 

 また、作品の初めに出てくる潮霧のメカニズム（南からと北からの潮がぶつかって出来る）は、

有島の出自（南方系の父親の血筋と北方系の母親のそれが混ざった自分）と同じ考え方だという指

摘。これには一同唸りました。出自の出所は「私の父と母」という有島の随筆です。 

 次に、恵山は荒々しい溶岩むき出しの山容により古くから信仰対象になっていて、青森県の恐山

と並ぶ霊場となっているという、アウトドア派ならではの指摘。前に出た感想（恵山のしょう壁は

死そのもの）と通じるものがあります。 

 

 自然は人知を超えているというのがこの作品のテーマではないかという感想も出ました。人間は

自然の一部であってその逆ではないし、ましてや人間と自然は対等でもない。海の凄さはそれを分

からせてくれるという意見も。40 憶年前には地球には海しかなかったが現在は３割が陸になってい

るとか、海は怖いが胎内の未生の存在は母親の羊水の中で安心するという話も出ました。 

有島は自然をどう捉えていたか。彼のとても短い随筆「自然と人間」に出てくるという情報が提

供されました。その中にある「人は自然を美しいといふ。然しそれよりも自然は美しい。人は自然

を荘厳だといふ。然しそれよりも自然は荘厳だ。」という文言は「尻別川の未来を考えるオビラメ

の会」（有島ポンドでイトウの親魚を育てている会）が出したツアー案内のチラシに使われたもの

です。有島は自然を神のように人間を超えたものと思ったのではないかとの感想が出ました。 

 

「三日目の茶の湯茶碗」が話題になりました。調べても意味が分からないのです。「船足の停ま

った船体は、三日目の茶の湯茶碗のような無気味な揺れ方をしたまま停って波のまに＼／漂い始め

た」とあります。「茶碗」とあるがまさかお茶を点てて三日も置いた茶碗が揺れ始めるとも思えな

いとか、何故三日目なんだろうなどの意見が出ましたが、点てたまま三日も放置しておけばお茶も

どろりとしてくるはずで、そのお茶がどろりと茶碗の中で動く様が、エンジンの止まった船がちゃ

ぷりちゃぷりと波に漂う姿に似ているからではないか、というのが今のところ最有力です。どなた

か正解が分かりますか？ 

 

主人公は奇妙だという感想がありました。例えば、彼は太陽の方が死んで彼自身が残ると考えて

いる、というようにです。また作品の中にも地理的なこと、潮流のこと、時間の経過など記述の奇

妙さが目立つという指摘もありました。このように一方で整合性を追求する読み方があります。参

加者の間では別の読み方もあるという話になりました。作家は書く前に取材をするが、作品の中で

は取材結果と違ってくることがあるのではないかとか、この作品には浅見光彦の北海道シリーズを
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読むような感じがあって事実とフィクションを織り交ぜているのではないか、といった意見です。

わずか３回の連載だったので有島としては事実で押していくよりも筋（面白さ）の方を優先したの

かもしれません。はたまた、有島にとっては悔いの残る作品であったのか。 

 

人によって何と読み方の違うことよ、と毎回のように思わされます。自分と違った感じ方や考え

方に触れると同時に、自分の感じたことを人に訴える力を養えるこの読書会は多様がもたらす豊か

さに溢れています。 

（文責：井上剛） 

 

※参加者：磯野浩昭、磯野美和、井上剛、梅田滋、菊地寛（リモート参加）（五十音順） 

※感想文参加：玉田茂喜 

※以下感想文の掲載順は、概ね当日の発表順です。 
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Kank note 有島 1４より 
『潮霧（ガス）』 

Kih. 
 

 

海洋への畏敬 今は昔の記憶ではありますが、小生の駆け出しは道東の港町・釧路勤務でした。

地元の作家、原田康子の小説「挽歌」がベストセラーになっていた当時です。その町では

沖合から押し迫ってくる濃霧を「海霧」と表現します。夜半から未明にかけて霧笛がボー

ボーと聴こえていました。思えばこの表現は陸にいての未熟な感覚だったのかもしれませ

ん。今回の課題作品「潮霧」では、足元が不安定に揺れる船のデッキに立って、霧の闇に

目を凝らしている有島武郎の姿が目に浮かびます。 

船橋を見上げると、六分儀を使って船の方角を確かめる船長の姿に、－ 

   ～船客の凡ては、船長の頭に宿った数千年の人智の蓄積に全く信頼して、些かの疑

も抱かずにいるのだ。（中略）夫れを躊躇する自分はおほそれた卑怯者と云ふべき

である。～ 

こう続けていますが、有島の胸中にあるのは、果ての知れない海洋への畏敬であり、宇

宙の摂理は人智超える、との想いでありましょう。 

洋上の時空感  室蘭―函館を結ぶ航路は、北海道内の交通網が開発途上にあった時期には、

内奥から本州への往来にもよく利用されていました。この短編もその夕刻から明け方にか

けての船旅の情景を、自身の内面に重ねて表現しているようです。 

小型の汽船は夕刻室蘭を出港し、6 月に発生する潮霧（ガス）と遭遇します。風向が暑

苦しさを寒気に変え、東の空から押し寄せてくる濃霧、潮の流れにもまれての南下です。 

～彼れの乗って来た船は霧の大河の水底に沈んだ一枚の病葉に過ぎない。船客は極

度の不安に達した。～ 

洋上の航海では、陸とは異なるように時が流れ、果てしない空間を浮遊している感覚に

なる事があります。その一瞬一瞬を克明に描き、行間に想いを潜ませての筆致の冴えは鮮

やか。 

ときを描く胆力 「潮霧」は 1916年（大正 5）8 月 1 日―3 日、時事新報に掲載されました。こ

の年この月この日―8 月 2 日に、妻安子が 27 歳で亡くなった、と年表にあります。北海道

から上京するときの状況、事情は知る由もありませんが、波高き日々が重なっていたころ

の執筆とも考えられます。生と死、人間と宇宙を織り込んで「とき」を描きだす作家の胆

力なのでしょうか。この年 12 月 4 日には父武が 74 歳で逝去とあります。 

生れ出ずる船旅   翌 1917年（大正６）3 月、有島は農科大学を退職しました。39 歳。「カイ

ンの末裔」を発表、次の年には「小さき者へ」、続けて 3 月から「生まれ出ずる悩み」を東

京日日新聞、大阪毎日新聞で連載します。 

 岩内の画家、木田金次郎との交流を軸に物語は進み、白眉は父と息子たちが乗り組んだ
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漁船の遭難の場面です。 

    ～海の上はただ狂い暴れる風と雪と波ばかりだ。（中略）はっと思ったその時遅く、

君らはもう真っ白な泡に五体を引きちぎられるほどもまれながら、～ 

 「潮霧」から「生まれ出ずる悩み」の海洋シーンへと。有島文学は時空を超える船旅を

続け、その先に濃霧の翳を映しだしているように、ふと見えてきました。       （E） 
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「潮霧」有島の並外れた感受性 
Ism. 

 

 

今回は、前回の「幻想」と違い、すでに作品中の航路は廃止されているので、“なりきり屋”にな

れないのが残念だ。せめて、漁船で小幌クルーズをしてみたいが、小幌海岸の瀬戸際まで降りるか、

礼文華のチャシ跡などによじ登って景色を観るのが精いっぱいだ。 

小説の舞台となった内浦湾は、大きな海難事故もなく比較的穏やかな航路であったろうが、怪鳥フ

リーや大蛸の伝説がある。洞窟からフリーが現れると、真っ黒な雨雲がかかるという。 

台風や震災の経験を残した伝説なのか。ひょっとしたら、駒ヶ岳や恵山の噴火を、旧石器時代から

長いスパンで人が言葉で紡いできたものかとも思う。アイヌの伝承には、地形の成り立ちに関わる

ものがある。“大雪山は女山で、紋別岳は男山で、大雪山は紋別岳に嫉妬して噴火した”というよ

うなものだ。旧石器人と呼ばれる人々が北海道に来た頃の出来事を、正確に伝承していることに感

心する。車で礼文華～小幌～静狩～長万部～八雲に抜けると、どの山のあたりに洞窟があるのだろ

うと考えてしまう。このあたりは、金山や鉱山が多く、太古の昔にどんなインパクトが起きたのだ

ろうとも思う。 

怪鳥フリーの伝説は、古宇にもある。実は、あちらこちらに残る言い伝えかもしれない。 

北前船や外国船が来航する時代は過ぎ、室蘭港から内浦湾を横切り旧函館港（森町）に入る航路は、

1893 年（M26 年）に廃止されている。その後は、森町には立ち寄らず、もう少し太平洋よりを廻っ

たのか。物資だけではなく移民も運ぶ、かなり活気のある港であったのだろう。その後、鉄道の時

代となり、長万部から輪西（現 東室蘭）まで開通するころには、移住も落ち着き観光の時代に入

る。 

「潮霧」は、有島としては分かりやすく、臨場感あふれるタッチの文章であった。 

季節は 6月、穏やかな内浦湾の夕刻。長い長い、日没の太陽と雲のせめぎあいの描写が続く。何度

読んでも面白いし、連続の絵画をフラッシュで鑑賞しているようだ。彼れの心の中に起こるであろ

う葛藤なのだろうか。 

最後の「彼れは、始めて陽を仰ぐやうに陽を仰いだ。始めて函館を見るやうに函館を見た。新しい

世界が又彼れの前に開け互った。而して彼れは涙ぐんでいた。」という描写では、 

胸騒ぎからか人の混雑を避けてか甲板に出ていた彼が、偶然に海難事故の渦中の人になるかもしれ

ない経験をする。「死」を意識した彼れは他の船客と違い、ｃｒｉｓｉｓを脱したような思いにな

ったのか。それ自体も、彼れが踏み込んでしまった状況に置き換えた夢物語なのか。 

子供の時から視力が上がらなかった私は、網膜剥離などと恐ろしいことを両親が囁いているのをよ

く耳にしていた。ただの仮性近視を最悪の結果まで考えて、両親に大学病院まで受診させられた。

そんな刷り込みがあって、大学 1 年生の時に、蒸留装置を使った実験の揮発物質が原因で目が見え

なくなり、失明すると覚悟したことがある。医師に「失明しますか」と尋ねると、「経過次第で、

失明するかもしれません」という期待外れの返事が返ってきた。 
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幸い、2週間ほどで回復に向かい、散歩に出てみた。目に映る世界の小さな花も身近な木々もすべ

てが美しく、始めて見たように感動的で、子供のようにはしゃいだことを覚えている。 

何とはなく、彼れに心をかぶせてみた。しかし、かぶらない。私は景色そのものを、花や木々の存

在に感動しただけであった。 

彼れは、景色を観る時も、自分の心にかぶせ感銘をうける感受性の持ち主なのだ。 

 

 

 

 

礼⽂華 

駒ヶ岳 
 

恵⼭ 
 

函館港 
 

⼤⿊島 
（絵鞆） 

 

室蘭港 
 

旧函館港 
 

⼩幌洞窟 
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潮霧の原風景と有島紀行 
Ish . 

 
 
これを有島の旅紀行とすれば、自分にとって馴染みのある風景と空気を感じることができる。 
ただ船旅にしては最後の出航の様な雰囲気を漂わせていて、やはり死に向かっている心境なのか？ 
迷っているのか？しかし危機を脱し最期に涙をながし生還を喜んでいるところは、どうだろう。 

しかしそれもこれも有島らしいといえば有島らしい。 

 
＜タイタニック号沈没（１９１２年４月）＞ 

この大事件の４年後に有島は潮霧を発表している。やはり少なからず影響を受けているかもしれな

い。 
船は沈むものだと・・・ 

＊更に同時期に妻、そして父も亡くしている。心境は穏やかではなかったろう。 

 
「南洋に醗酵して本州の東海岸を洗ひながら北に走る黒潮が、津輕の鼻から方向を變へて東に流れ

て行く。樺太の氷に閉されてゐた海の水が、寒い重々しい一脈の流れとなつて、根室釧路の沖をか

すめて西南に突進する。而
しこう

してこの二つの潮流の尅
こく
する所に濃霧が起こる。北人の云ふ潮霧とは

それだ。」 

有島の出生歴を考えると、この冒頭は有島そのものを表していると思う。北の血と南の血が混ざり

合い誕生したものこそ、ほかならぬ自分であった。そして出自の異するものが混ざり合う事で霧が

発生し迷ってしまう。心の迷い。著作「迷路」にも繋がる。 

＊「私たちの性格は両親から受け継いだ冷静な北方の血と、ワリに濃い南方の血とが混ざり合って

出来て居る。その混ざり具合によって兄弟の性格が各自異なってるのだと思う。私自身の性格～ワ

リに北方の血を強く受けているのだと思う。何かといえば内気な鈍重な、感情を表面に表すことを

余りしない～色彩にすれば暗い色彩であると考えている。」【私の父と母】中央公論 大正７年 

 
＜室蘭～函館＞ 

これは心象風景としての航路である。とても短いが生との駆け引き、葛藤、そして果てる事のない

迷路！ 

 
＜駒ヶ嶽＞ 
「駒ヶ嶽は雲に隱れて勿論見えない。」 
                           ⇒ 心の闇 

＜禮文華峠の突角＞ 
「魔女の髮のやうに亂れた初夏の雲の一部かと思はれる程朧ろである。」 
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                           ⇒ 何者かも知れぬ恐れと不安 

礼文華（禮文華）に行くにはいささか面倒な行程を踏まなければならない。 
なぜなら陸の孤島と言われ現在はｊｒ室蘭本線の小幌駅は廃止の危機を乗り越えたが風前の灯で

ある。 

魅力的な縄文遺跡（小幌洞窟）には、たどり着けなくなるかもしれない。 
礼文華とは豊浦側の地名であり、アイヌ語で「レブンケップ」 
（repun-ke-p,沖へ流れ出るところ）を意味する。 

有島のいた頃はもちろんトンネルもなく、礼文華山道は蝦夷の３大難所の一つにかぞえられていた。 
礼文華海岸で妻がいつの時代か分からない小石を大事そうに拾っていたのは、朽ち果てた船着き場

の近くであった。 

＜大黒島の燈臺の灯＞ 

「來た方をふり返ると大黒島の燈臺の灯だけが、聖者の涅槃のやうな光景の中に、小賢しく
こ ざ か し く

も消え

たり光つたりしてゐる。室蘭はもう見えない。」 

 
大黒島（だいこくじま）は、日本の北海道室蘭市に属し、絵鞆半島の先にある島である。 
この地域の場所請負人であった岡田半兵衛が、安全祈願のため島内に大黒天を祀ったことに由来す

る。 
イギリス船であるプロビデンス号のデンマーク人水兵ハンス・オルソンが事故で亡くなった際、島

内に埋葬されている。このため、オルソン島の名で呼ばれることもある。 

昭和初期は人が住んでいたこともあり、現在は漂着ゴミの清掃等でボランティア団体が年に一度、

管理しているだけである。 

 
＜惠山の峭壁＞ 

「霧が晴れて見ると夜は明けはなれてゐた。眞青な海、眞青な空、而して
し こ う し て

新しい朝の太陽。 
 然し霧の過ぎ去ると共に、船の右舷に被ひかゝるやうに聳え立つた惠山の峭壁を見た時には、船

員も船客も呀
あっ
と魂を消して立ちすくむのみだつた。」 

 
荒々しい山容や溶岩、噴気の様子から古くから信仰の対象となっており、下北半島の恐山と並ぶ霊

場ともなっている。気楽なハイキングコースであり僅か一時間足らずで頂上まで行ける。 
一度登山したが、最近、遭難者が出たとはいささか驚きである。 
＊頂上付近に小さい櫓倉庫があり、中に太鼓があったので勝手に面白おかしく祭り拍子を叩き 

 函館に向かったが、何とお尻の病気に罹ってしまい散々でありました。 
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＜小幌洞窟＞                ＜タイタニック号＞ 

   

＜道南 駒ヶ岳＞              ＜恵山＞ 
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有島読書ノート29：大望の犠牲 
～『潮霧（ガス）』 

Um. 
 

 

有島武郎初期の作品『幻想』と『潮霧』は、まるで運命に弄ばれていたかのような人生の大きな曲

がり角で書かれた作品である。 

『幻想』がT3.8.1発行の『白樺』に発表されたその翌月、妻安子が肺結核を発病した。 

そして２年後、『潮霧（ガス）』がT5.8.1〜8.3発行の『時事新報』に発表されたその中日8.2、安子

は死去した。 

 

武郎にとって、安子の病と死は何であったのか。 

それはT6に発表された『死と其前後』『実験室』の中で真正面から掘り下げられているが、これら

は彼の中で安子の死を表現に載せることができる程度に対象化できた（強引に対象化しようとした、

と言ったほうが適切だろうか）頃の作品であり、その中には極限の緊張感が張り巡らされている。 

その一方でこの『幻想』と『潮霧』は、安子の病と死を無意識のうちに予感していたであろう武郎

の漠とした不安の渦中に、読者を不気味に引きずり込んでいく暗喩の闇を表出している。 

 

 

１．『幻想』 

 

『幻想』の主人公は、文学を目指す上での迷いや悩みに向き合っている武郎自身である。 

文学に突き進んでいきたいという彼の強い想いを阻んでいるものが、彼の身近な周辺にあった。 

それが何なのかは、『幻想』の４ヶ月前に発表された『An Incident』に描かれている。 

結婚してまもなく子供が生まれ、家族の一番幸せな時代を迎えているはずのその時間が、彼にとっ

ては耐えがたい桎梏となっていた。そのことへの抑えきれない苛立ちが『An Incident』で暴走し、

『幻想』の中で豊平川堤防沿いの散歩道を歩く彼の孤独を捉えて離さない。 

そのような自身を、彼は次の言葉で突き詰めていく。 

 

「彼はある大望を持っていた。」（『幻想』P293） 

 

「大望とは何だ。 

 一つの意志だ。 

 否、彼自身だ。 

 そんなら何んで彼れは自身の前に躊躇するのだ。 

 神か。」（同上書P296） 
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ここで「大望」と称されたものが彼にとって何であるのか、言葉を換えながら掘り進めていく。武

郎が抱いた「大望」とは「意志」「彼自身」そして「神」である、と換言するたびにその自問自答

を鋭利に深めていく。これら内省の深化が辿りゆく彼方にあるのは、彼にとっては「文学」であっ

たろう。 

しかし、最後に「大望」を「神」と言い換えた彼は、ある種の啓示と共に自分の不遜を恥じる気遅

れに襲われた。 

 

「彼れは頭に一撃を加へられたやうに頸をすくめてもう一度辺りを見まわした。」（同上書P296） 

 

一瞬赤裸々に晒された、彼の真意が垣間見える。 

そして同時にどういうわけか、後年自死の直前に詠った彼の短歌を思い出した。 

 

「さかしらに世に立てりける我かこれ神に似るまて愚かしき今」（絶筆から T12.8） 

 

キリスト教を棄教し文学に生きることを決意した武郎にとって、にもかかわらず「神」や「イエス」

は至高の存在だった。言い換えれば、彼にとっての「文学」は、彼にとっての「神」「イエス」と

同じものだった。 

しかしそのように言い切ることに、どこか面映い躊躇もあった。それゆえに彼は、率直に「大望」

を「神」と言い換えたその瞬間、自らの内部矛盾が情緒的脆弱さの隙間から漏出し明るみに晒され

たかのような狼狽を覚えた。この時の彼にとって、「大望」とは現実から非現実に逃避する際に唱

える呪文のようなものだったのである。そのことは、彼自身が自覚していたことだった。自身に課

した文学の域に自分はまだ達し得ていない、という苦い自覚でもあった。だからこそ、文学は「大

望」だったのだ。まだ成し得ていない「大望」を「神」に擬えた自分の軽率さに、自らたじろいだ

のだ。 

 

「彼れはそのかんかん堅くなった赤土の上をー彼れならぬ他人のした事業の上を踏みしめ踏みし

め歩いて行った。」（同上書 P296） 

 

豊平川の暗鬱な土手沿いに歩く主人公の姿そのものが、彼が希求していた文学の孤独と自由の重さ

を象徴している。自らは未だ造成し得ていない道、他者が普請して作った道を自分はただ歩かされ

ているにすぎないのだと、苦々しく自らを振り返っている。 

この自覚は自らを頼りない存在に感じさせ、その繕いによる反動で「大望」に自分を酔わせ大胆な

言葉の中に紛れ込み、豊平川沿いの堤防の道を、雄々しい虚勢の体でしかし心の底では不安を抱え

ながら、孤独と自由の際どい尾根伝いを歩いている。 
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「二人は手をつないで彼れの近づくのを見守っていた。彼れは遠くからその二人を睨まへて歩いて

行った。程がだんだん近寄って、互いの顔がいくらか見分けられるやうになると、二人は人違ひを

していたのに気付いたらしく、吸い込まれるやうにそそくさと木戸から這入ってしまった。」（同上

書 P294） 

 

この二人は、彼が桎梏と感じている自身の家庭環境の暗喩である。その二人の挙動が、彼に「犠牲」

の想念を引き寄せさせた。 

 

「自分の大望の為に、意識して犠牲を要求しながら、少しも悔いなかった古人の事を思ふと、人の

生活の細やかな味ひが心の奥まで響き亘った。虫けら一疋でも自信を以て自分の為に犠牲にする事

の出来た人を彼れは同情と尊敬とを以て思ひやった。」（同上書 P294） 

 

「犠牲」とするに値する貢物への敬意と愛おしさを、彼は痛みを伴って自身の中に深く感じとった。 

これは、彼にとってそのような「愛」だったのだろうか？ 

 

「人違ひながら自分を待っている人のあったことが、彼れには一種の感激の種となった。・・（中

略）・・然し結局その人達とても無縁の衆生にすぎない。而して彼れは結婚したばかりの妻の事を

思った。「お前も何時か犠牲にしてやるぞ」さう彼は悲しくつぶやいた」（同上書 P295） 

 

この時彼は、安子を『死者の復活する時』のイリーネに、そして自分自身をルベックに重ねていた

のではないか。 

イプセンの最後の作品『死者の復活する時』は愛と芸術の永遠の相克をテーマとしていたが、武郎

が自分の文学出発にあたって永遠のテーマになるだろうと予感したのは、「愛の実生活を愛の芸術

への犠牲にする」というパラドックスに満ちた想念だったのではないか。 

だからこそ、それは「悲しい呟き」だった。 

安子との愛の生活が彼の想いとの間に深い落差を感じさせ始めていたこの時期、彼は安子との愛を、

実生活の中においてではなく文学の中で見つめ直そうとしていたのであり、その中に安子への愛を

再構築しようとした。 

それが、「犠牲」であり「悲しい呟き」だった。 

 

この決意が程なくして悲痛なしっぺ返しに見舞われることになるとは、もちろん彼はまだ知る由も

ない。しかし、自分のこの決意が愛の道を踏み外していくことになるかもしれない、という自覚は

しっかり持っていた。 

 

「彼れは其大望成就の為には牢獄に投げ入れられる事を前から覚悟していた。・・（中略）・・彼れ

は其處に人の住んでいる事を今まで感じた事のないやうな感じ方で強く感じた。牢獄はこんな親し
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みのある場面を彼れの眼から遠けるだらう。 

彼れは彼れの孤独の自由を使って、牢獄からこの井戸の傍に来る事が出来るであらうか。」（同上書

P297） 

 

「牢獄」とは、社会俗世の世界観から逸脱していくことに対するしっぺ返しの全てであろう。しか

し、彼の孤独と自由は、むしろそれを望んでいた。愛の実生活を愛の芸術への犠牲として献上する

ことによる実生活からの報いを、彼は進んで受け入れようとしていたのである。 

ここに、彼がパラドックスの化身ともいえるルベックであろうとすることによる、悲劇の予兆があ

る。 

 

彼のこの決意とそのことによって招致するだろう孤独と自由については、この作品の末尾で明瞭に

予感されている。 

 

「山が語る。嘗て聞いた事のない不可解な、物凄い、奇異な言葉で山が語る。 

 彼はそれを窃み聞きした。 

 恐怖の為めに彼れの全身は唯がたがたと震えた。 

 彼れは初めて孤独の中に自分が段々慣れひたっていく事を感じた。而して彼は言葉につくせぬな

つかしさを以て、垣根の花豆と底の浅い井戸とを思ひ浮べた。 

 やや暫らくして雨に濡れまさる彼れは又川上の方へ向いて街道を歩き始めた。雨に煙る泥道の上

には彼れ一人の影が唯一つ動いた。」（同上書 198） 

 

彼は、この作品発表の１ヶ月後に、予想だにしなかった安子の発病を知ることになったが、安子の

発病が何を意味し何をもたらすことになるのか、闘病の渦中でそれを作品に託すことは、その最後

の最後まで彼にはできなかった。 

しかし、２年後、遂に意を決して『潮霧（ガス）』を書いた。 

 

 

２．『潮霧（ガス）』 

 

おそらく武郎の創作文学中最短編と思われる『潮霧（ガス）』は、感情が濃密に暗喩化された「祈

り」を漂わせている作品である。 

 

「六月のある日、陽のくれぐれに室蘭を出て函館に向ふ汽船と云ふ程にもない小さな汽船があっ

た。」（『潮霧』P481） 

 

シチュエーションの設定が、問わず語りに武郎の内面の不安定さを物語っている。 
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これは、札幌農学校を卒業した武郎が帰京する途上の体験を踏まえたものとされている。 

明治 34年 7月 28日の日記に次のように記されており、船中での体験が若い武郎に強い印象を残し

たと思われる。 

 

「昨夜汽船ハ午後十時室蘭ヲ発したれども、濃霧の為めニ遮られ海中ニ漂蕩するもの甚長く、夜十

二時ノ頃漸く室蘭港を出で、夜の明けたる時も船は尚四顧漠漠たる霧中ニ彷徨せるに過ぎず。かく

の如くして九時半頃漸く沿岸の風光を見るに至り、十二時頃函館港に着す。」（「日記断片」（P554） 

 

日記の中で濃霧の体験は具体的に記述されておらず、どのような印象を受けたのかわからないが、

上記記述の続きに「江差追分」と思われる歌詞が記されている。 

 

「艪もかひも浪にとられてわしゃ沖の舟どこへととりつく島もない 

 おじま小島のあい通る舟は江差通ひかなつかしや 

 忍路高島及びもないがせめて歌棄磯谷まで 

 蝦夷のあつしが寒さをしのぐちょっと来て見よ都人 

 口で夕張心は空知何故にまことを岩見澤」（同上 P554） 

 

当時から有名な唄だったろうから、函館近くの温泉でその夜を過ごした際に聴いたのかもしれない

が、濃霧漂流中の彼の心境を反映したであろう歌詞である。 

 

さて、作品の中で主人公が乗った小さな汽船は、航路途中礼文華のあたりで壮絶な夕焼けと日没に

遭遇する。 

 

「その瞬間に万象は聲を絶えた。黄昏は無聲である。そこには叫ぶ昼もない。又ささやく夜もない。

臨終の恐ろしい沈黙が天と海とを領した。天と海とが沈黙そのものになった。」（同上書 P481） 

 

武郎らしい自然描写である。 

いや、これは自然描写ではない。 

 

「何事でも起り得る、又何事も起り得ない夜、意志のやうな又運命のやうな夜、その夜が永久に自

分を取りまくのだなと思ふと彼れはすくみ上って船首樓（フォクスル）に凝立したまま、時の経つ

のも忘れていた。」（同上書 P482） 

 

これは、主人公の心を暗示した表現である。 

自然描写にしては大袈裟すぎるこの表現は、絶望的に暗い武郎の心境を表している。 
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そして、航路が進むにつれ、彼の心は一層その暗度を増していく。 

ほんのいっとき船尾で仮睡してしまった彼が辺りの異変に気付いて目を覚した時、船は、周り一面

の濃霧に襲われていた。船を操る船長はなすすべもなく海上でエンジンを止め、静寂の中で非常事

態を知らせる鐘が鳴り出した。船乗りにとっては時化よりも危険な状態と恐れられていた濃霧に、

船はすっぽり飲み込まれてしまったのである。 

 

「陽は復たと生まれて来ない、さう思った彼の予覚は悲しくも裏書きされて見えた。・・（中略）・・

彼の心には死に捕へらえられた人の上にのみ臨む物凄いあきらめが首を擡げかけた。」（同上書 P484

〜485） 

 

濃霧に包まれ、乗客たちの悲嘆と絶望の様子を描きながら、武郎は、この描写が何を意味するか、

冷静に自らを振り返っている。 

重篤の度を増していつその時が来るともしれない状況にある安子を連日見舞いながら、文字通り

「彼の心には死に捕へらえられた人の上にのみ臨む物凄いあきらめが首を擡げかけ」ていたであろ

う。 

この作品を書いたのは、大正 5年 7月 21日から 23日にかけてのこと。 

『時事新報』にこの作品が発表されたのは、同年 8月 1〜3日の連載だった。 

そして、連載中の 8月 2 日、安子は死去した。 

 

「朝丁度八時、最愛のいとしき妻が、二年余の苦しい闘病生活のあと、亡くなった。臨終に居合わ

せたのは僕だけだった。厳粛にまた見事に耐えて、息を引き取った。 

 今晩八時半ごろ納棺する。花を顔のまわりに飾って、花嫁として自分で化粧した時より美してや

った。志摩が化粧してくれた。 

 神尾の両親、父上、母上、志摩、隆三、よし、行で悲しい夜を過ごした。」（『観想録』第 17巻 P508） 

 

この作品が、どのような状況下で執筆されたか、どのような心境が託されているか。 

この作品のモチーフがそれを雄弁に物語っている、と受け止めるのが自然だろう。 

安子の死を覚悟していなかったはずはないのだ。 

 

「その時奇跡のやうに風が方向を変えた。西に西にと走って居た霧は足をすくはれたやうに暫くた

じろぐと見えたが、見る見る人々の眼が微かな視力を回復した。空はぼうっと明るくなって人々の

身のまはりに小さな世界が開けて行った。やがて遠く高く微笑むやうな青空の一片が望まれた。と

思ふ中に潮霧は夢のさめるやうに跡方もなく消えてなくなった。それは慌ただしい心よりもなほ慌

ただしく。 

 霧が晴れて見ると夜は明けはなれていた。真青な海、而して新しい朝の太陽。」（『潮霧』P485） 
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船は、死を迎える絶望から奇跡的に解き放たれた。 

ところが、視界が晴れて見ると、船が立ち止まっていたのは恵山の峭壁間近の場所で、霧の晴れる

のがもう五分遅かったら船は障壁に衝突していただろう、そんな危機的状況にあった。 

その事実を知って船員も船客も肝を潰して立ちすくんでしまったが、船が函館に到着すると船客は

皆「いそいそと笑い興じながら岸を目指して降りて行った。」 

 

恵山の峭壁とは、死そのもののことである。 

その死を回避できたことで、彼とは無縁の船客の明るさを眼前に感じながら、主人公も蘇生の喜び

を噛み締めた。 

 

「彼れはさうはしていられなかった。彼れは始めて陽を仰ぐやうに陽を仰いだ。始めて函館を見る

やうに函館を見た。新しい世界が又彼の前に開け亙った。而して彼は涙ぐんでいた。」（同上書 P485） 

 

この蘇生の喜びは、何を表現しているのだろう。 

安子の現実はもはや蘇生不能に陥っていたことを、武郎はよく知っていたはずである。 

その状況下で書いた作品である。 

 

この短い作品は、安子の回復を願う心の底からの祈りとして書かれた。 

主人公の涙は、逝く運命にあった安子に武郎が贈った、最後の愛の表現だった。 
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『潮霧（ガス）』 
Int. 

 

 

 本作品の発表は 1916（Ｔ５）年で、同じ年に妻と父を亡くしている。前回読んだ『幻想』が書か

れた２年後の作であるが、「自然と人間」というテーマで、２つの作品が繋がっている気がした。

この作品中の「自然と人間」については後述する。 

 

 冒頭の３行は題名になっている「潮霧（ガス）」の説明であり、４行目からいよいよ物語の幕が

開く。主人公の「彼れ」は小さな汽船の甲板に立っている。この物語は、夕刻に室蘭を出航し、翌

朝に函館に着くまでのおよそ半日の話だ。  

 

 夕陽が落ちるところからすっかり夜になるまでの短い時間で、黄昏の無声と夜の沈黙をこの世の

終わりを象徴するものの如く感じ取り、身震いしていた彼。この辺りの描写からして彼は既に尋常

ではない。では、おそらくそんな風には感じていないだろう彼以外の人たちは尋常なのだろうか。

物語を読んでみると、前半にも後半にも、彼らに対してあきれ返っている様子が窺える。自分以外

の人たちを尋常だと思っていない証拠だ。（ということは、自分のことを尋常ではないと思ってい

ないのか！） 

 例えばこうだ。彼の方は 

 

 何事でも起り得る、又何事も起り得ない夜、意思のやうな又運命のやうな夜、その夜が 

永久に自分を取りまくのだなと思ふと彼れはすくみ上って船首楼（フォクスル）に凝立し 

たまま、時の経つのも忘れてゐた。（ｐ482） 

 

とあり、夜（とか闇）に対して底知れない恐ろしさを感じている様子だが、他の人たちはどうだろ

う。 

 

 如何すれば船客等は船底にやすやすと眠る事が出来るのだらう。今朝陽が上ったが故に、明日又

陽が上るものとは誰れが保証し得るのだ。先刻陽の沈むのを見たものは陽の死ぬのを見たのだ。夫

れだのに彼等は平気だ。一体彼等は何者に自分々々の運命を任せてゐるのだらう。神にか。仏にか。

無知にか。（中略）神々よりも勇ましく安心して等しなみに声も立てずに眠ってゐる。（ｐ482 下

線は引用者） 

 

最後の下線部に示された大袈裟な皮肉は私のツボを大いに刺激する。まさに、大きくあきれ返って

いるではないか。まだあるが、それは後述する。 
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 さて、船に乗っている人たちは船客ばかりではない。汽船を動かして、安全な航海を約束してく

れる船員たちがいる。中でも、特筆すべきは船長だ。「真暗な中に唯一人眠らない」と描写された

船長は、船においては絶対的な存在だ。 

 

 船長は一箇の六分儀を以て星を使役する自信を持つてゐる。而して幾百の、少くとも幾十の生命

に対する責任を軽々とその肩に乗せて居る。（ｐ482） 

 

そういう船長に対して船客は、何事も起こらなければという条件付きではあるが、誰もが全幅の信

頼を置いている。 

 

 船客の凡ては船長の頭に宿つた数千年の人智の蓄積に全く信頼して、些かの疑も抱かずにゐるの

だ。（ｐ482-3） 

 

人間が生み出した知識を人間が信頼するということは人間の誇りだとも彼は言うが、同時に彼自身

はその数千年蓄積された知識が肝心の時に本当に役に立つのか疑っている。彼といえども多少なり

とも蓄積された知識の恩恵をこうむっているはずだから、他人が彼を見たら卑怯者になってしまう

のだろう。でも自分ではそうは思っていない、と言いたそうな口ぶりが表れた部分がある。次の引

用の２か所の下線部には「本来であれば」とか「社会的に見れば」という言葉を意図的に抜いてあ

るように思う。 

 

 人が己れの智識に信頼する、是れは人の誇りであらねばならぬ。夫れを躊躇する自分はおほそれ

た卑怯者と云ふべきである。（ｐ483 下線は引用者） 

 

本来なら誇りでなくちゃいけないんだし、卑怯者と呼ばれるべきなんでしょうが、この後で私が正

しいという証拠をお示ししますから、自然は人知を越えたものであるということについて皆さんも

考えてみて下さい、という挑戦状と考えてよいと思う。 

 

 この後突然潮霧に襲われる場面になる。ここからが山場だ。甲板にずっと立っていた彼は、水平

線少し上に見えた黒い塊がみるみる辺り一面に近寄ってくるのを恐怖の気持ちで迎えることにな

る。そしてその恐怖心は、彼に躊躇させていた幾千年の人智の蓄積にすがることを余儀なくし、そ

の具象である船長の方を見たが、霧で姿が見えなくなっている。そうして彼は船長がきっと胸騒ぎ

を覚えながらも案山子のように立ち尽くしているのだと推測する。それは彼にとっては人間（＝数

千年の人間の努力）が塵のように踏みにじられたこと、つまり自然には勝てなかった姿に映ったの

だ。 

 

 汽船は遂にプロペラを止め、波のまにまに漂い始め、突然汽笛が鳴ったり、合間に時を知らせる
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鐘が鳴るだけの状態になってしまう。その後に彼が見た光景はどうだ。 

  

 陽は復たと生れて来ない、さう思つた彼れの予覚は悲しくも裏書きされて見えた。彼れは幾人も

の男女が群盲のやうに手さぐりしながら彼れに近づくのに気がつくと、何んとも云へぬ哀れみを覚

えながらそう思つた。（ｐ484） 

 

それに続けて、船中の人が汽笛で目を覚まし、彼らは残らず甲板に上がってくることになるのだが、

では何故、彼は他の人たちを哀れに思ったのだろう。彼らの置かれた状況は、安心して我が身を託

するものがなくなっているということ。数千年の知識の蓄えも、その象徴である船長も当てにはな

らないのだ。普段から突発的なことへの備えを怠り、非常事態が起こってうろたえ、何も出来ずに

いる多くの人が人智を越えたものに翻弄される姿に哀れを催したのだろう。 

 

 では翻って彼自身の立場はどうなのだろう。数千年蓄積された知識をすっかり信じているわけで

もなく、自然に任せきりにするしかない自分は他の船客とどこが違うのだろう。どこも違わないと

思ったに違いない。 

 

 船客は極度の不安に達した。（中略）狂気のやうなすゝり泣きが女と小児とから惨らしく起り出

した。葬のやうな淋しい鐘は鳴り続ける。（ｐ484） 

 

こんな風に他の乗客の様子を観察してはみたものの、不安な気持ちは自分も同じだ。彼らに対して

あきれ返って見せた自分も結局切るカードの持ち合わせが無く、自然の前に屈するしか為す術がな

かったのである。上に引用した文章の続きはこうである。 

 

 凡ての人を酔はさないでは置かぬやうに船は停つたまゝかしぎ揺れる。（ｐ484 下線は引用者） 

 

自然の前に例外はないということ、どの人にも同じ比重で自然は向かってくるということ、自分だ

けが特別扱いされることはあり得ないということを下線部は示している。 

 

 話は最終ページに入ると急展開を見せる。死を覚悟した人に降りてくる物凄いあきらめの気持ち

が彼に起こった瞬間に、奇蹟のように風向きが逆になり、霧が嘘のように晴れていく。新しい朝の

太陽が見えた時は、乗客乗員残らず安堵しただろう。 

 しかしさすが有島武郎、単なるハッピーエンドにはならない。このページには２つの提示がある

ように感じた。一つ目は少し長い次の引用箇所にある。 

 

 霧が過ぎ去ると共に、船の右舷に被ひかゝるやうにそびえ立った恵山のしょう壁を見た時には、

船員も船客も呀（あ）っと魂を消して立ちつくすのみだつた。濃霧に漂ひ流れて居る間に船は知ら
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ず知らずかゝる危地に臨んでゐたのを船員すらが知らずにゐたのだ。もう五分霧の晴れるのがおく

れたならば！船自身が魂でもあるやうに驚いて向きをかへなかつたならば！この悪魔のやうなし

ょう壁は遂に船をかみくだいてたに違ひないのだ。（ｐ485 下線は引用者） 

  

船員が知らないということは船長も知らなかったと考えてよい。間一髪のところで難を逃れたわけ

だが、これは単なる偶然だろう。ここで驚かざるを得ないのは、船長、船員が危険を察知できなか

ったという事実だ。助かったのはまさに運がよかったということに他ならないわけで、そう認めて

しまえば数千年の知識の集大成の立場がなくなってしまう。ということは、人知の及ばざる所に自

然の思惑があるのだろうか。神の采配で乗客乗員の全員がここでは死なない運命だったのだろうか。

何でも運命で済ませるのは危険な考え方だと思うので私はその考えには与しないが、この汽船の場

合、少なくとも乗客乗員の力量、知識、機転などにより全員が命拾いしたわけでないことは確かだ。 

 自然は一見人間と共存しているように見えたり、科学技術などを駆使した人間に征服されそうに

なったりするが、ここぞという時は牙をむく。それがあるから侮れない。やはり人間は自然の一部

に過ぎないのだと彼は言いたそうだ。 

 

 もう一つは、何とか難破せずに函館に着いた時の彼と他の乗客の反応の違いだ。引用する。 

 

 函館に錨を下ろした汽船の舷梯から乗客はいそいそと笑ひ興じながら岸をめざして降りて行つ

た。先刻何事が起つたかも忘れ果てた如く彼らは安々と眼を開いて珍しげもなくあたりを見て居た。

（ｐ485 下線は引用者） 

 

これを能天気と言わずに何と言う。彼らの気持ちを多少好意的に推量すれば、「あんな恐ろしいこ

とは思い出したくない」「無事に着いたということは、何もなかったという風に考えていいんじゃ

ないか」「自分たちがいかに運のいい人間であるか皆に話してやろう」などであろうか。いずれに

しても味わった恐怖が大きいほど、それが過ぎれば反対の行動として妙にはしゃいでしまう事があ

るとよく言われる。 

 「それが過ぎれば」というのが曲者だ。「喉元過ぐれば熱さを忘る」というたとえの通り、口に

入れてから喉元辺りまでは、自然に対して人間はどうあるべきかを理解しかけているのに、喉元を

過ぎれば（＝苦しい時や危機的状況が去ってしまえば）それをすっかり忘れて元の、何も考えない

人間に戻ってしまう。自分が自然に翻弄され、命を落とすまで自分事として考えられない大衆、ま

た他人が命を落としても自分でなくてよかった程度に他人事と思ってしまうお気楽な大衆に対す

る怒りとあきらめが目に見えるようだ。 

 

 それに対して彼の場合はどうか。引用する。 

 

 彼れは始めて陽を仰ぐやうに陽を仰いだ。始めて函館を見るやうに函館を見た。新しい世界が又
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彼れの前に開け亘った。而して彼れは涙ぐんでゐた。（ｐ485） 

 

一度は死を覚悟した人間は、再び生を保証されたときにどのように感じるだろうか。もう駄目だと

思ったときに救いの手（＝奇蹟）が差し出され、それを受け止めると自然に涙が出るというのは宗

教を感じさせ、武郎の作品でも『クララの出家』に描かれていた。 

 宗教と言えば、無事に函館に着いた時、自分たちは運がいいと大多数の乗客乗員が思ったに違い

ないが、そういう人間は自分の人生を自分で歩んでいると考えるタイプなのだろう。そのようには

考えられない人は、今回は偶々生かされただけだと考えるタイプだと思う。これまた宗教に通じる

ものではないだろうか。 

 上の引用部の「新しい世界」というのは昨日（まで）とは違う新しい一日（＝世界）であり、つ

まりは再生である。「今日もまた生かされている」と感じられるわけで、そこには自然（＝天、神）

に対する謙虚さが感じられる。 

 他方、他の乗客たちは古い世界から出ることもなく、新しい一日といってもそれは過去がずっと

続いてきた日々の積み重ねの延長としての単なる次の日であり、特別な意味はなく有難味も感じな

いことになってしまっている気がする。 

私は新しい世界が開けたと感じるような生き方をしてこなかったので、この先も惰性の人生かな

と心配しているが、それでもこの歳になると朝起きて、「今日も生きてる」と思うようになってい

る自分にびっくりしている。年を取ると謙虚という方向に進んでいく人間もいることの証拠物件と

しての存在価値をますます高めようと思う。 
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『潮 霧』…… 新しい世界？ 
Tam. 

 

 

小説の冒頭はこう書きだされる(いつものように新仮名遣いで引用する)。 

 
  南洋に醗酵して本州の東海岸を洗いながら北に走る黒潮が、津軽の鼻から方向を変えて東に流

れていく。樺太の氷に閉ざされていた水が、寒い重々しい一脈の流れとなって、根室釧路の沖をか

すめて西南に突進する。 

 
 「東海岸」ではなく「西」海岸の誤りではないだろうか。親潮が「樺太の氷」つまりオホーツク

海から発していると言っているけれど、正しくはベーリング海だったはずだ。有島の小説では、地

理的な記述などで常識では奇妙に思えることが記述される。これは他の作品でもよく見られること

だ。前回の『幻想』の感想で揚げ足取りにいそしんだ私は今回も似たようなことをしそうだ。 
 解題によれば、新聞社から「霧」という題名で三回完結という条件で引き受けた作品だという。

「霧」にまつわる小話を読者にどれだけ興味深く読んでもらえるように書けるか、職業作家として

の技量が試されると、有島は意識したことだろう。そのための工夫と思われる個所がいくつもある

ように見える。 
 函館本線が 1906(М39)年に開通した後、室蘭～函館の定期航路は廃止されたというから、小説上

の時間はそれ以前で、有島が農学校を卒業した 1901(М34)年以前に利用したであろう時の体験が何

ほどか生かされていると考えられる。小説の時間は六月のある日の日没前から翌日の夜明けまでな

ので、今年 2020年の室蘭の日没と日の出の時間を調べてみた。6月 1 日＝日没 19 時 06 分・日の

出 4 時 01 分。7月 1 日＝日没 19 時 16 分・日の出 4 時 03 分だった。この時刻は毎日 1～2 分ずつ

増減するが、6月 1 日で見れば日の出日の入りが年によって大きく異なることはないため、小説の

出来事はざっと 19 時前から 4 時ころまでの時間とみてよい。経験的に言えば天気の具合にもよる

が日の出の 1 時間ほど前から東の空は白み始め、日没から 1 時間くらいは西の空が黄昏る。 
 私が今回の感想で書きたいことは二つだ。と言ってもそれらは入り組んでいるので、簡単には腑

分けできない。あえて分けると、所謂主人公である「彼れ」に着目して、彼の奇妙さについて書い

てみたい、これが第一。第二は前段でいささか細かくこだわった地理や潮流や時間など自然現象に

ついての記述の奇妙さについて(揚げ足取りはこの点に集中するだろう)書いてみたい。 
 さて、まだ耄碌はしていないが、私はれっきとした後期高齢者のじじいである。だから時々、夜、

眠りにつく前に「死ぬってのは明朝眠ったまま目が覚めないことなんだなあ」と夢うつつ状態で考

えることがあるが、不思議と恐怖などわいてこない。高校生のころ「人間は自然の中で最も弱い一

本の葦にすぎないが、それは考える葦である。だが、人間は彼を殺すものより尊いだろう。なぜな

ら人間は自分が死ぬこと、宇宙が人間よりまさっていることを知っているからだ。」という言葉に

感動したことも思い出す。そして、自分がいないこの世界に太陽が死ぬこともなく上り続けること
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に嫉妬したりもしない。 

 ところが、有島は、主人公である彼を「陽は永久に死んだ。また生きる事はないだろう。」と身

を慄わせながら思う人物として設定した。私は(恐れながらパスカルも)自分がいなくなっても太陽

が残ると考えているのに、彼は太陽のほうが死んで彼自身が残ると考えている。奇妙な人物だなあ

と感じる。短編小説なのでなぜ彼がそのような気持ちに囚われるようになったのか書き込む暇はな

いのはわかるが、彼については年齢も職業も、乗船の目的もどこに住む人なのかも一切省略されて

いる。読者としては彼が作品中で独立した人物としてリアリティーを備えているなら不満を言う理

由はないにしても特異な感覚の人物を設定したものだ。 
 彼の感覚がとらえる日没の様子は確かに薄気味悪く感じられて描写力の確かさに感心する。黄昏

の空が海の嘆きを伝えるのを彼が聞き取る様子は、『幻想』の終わり近くで樹々の声を聴く場面を

思い起こさせる。森羅万象の声が絶えた沈黙そのものの中から、やがて彼は夜のささやきを聞き取

り始め、「運命のような夜、その夜が永久に自分を取りまく」という予感に捉われる。読者は何か

が起こりそうな気分に引き込まれていく。巧みな運びだ。しかし例えば、「今朝陽が上ったが故に

明日又陽が上るものとは誰が保証し得るのだ(482頁 9 行目)」という短い文があって、この文は乗

客たちが船旅に何の疑いも持たないことを訝る、つまり彼の恐れの感覚の正しさを強調するための

一節なのだが、「今朝陽が上がったのだから、明日陽が上がらないとは誰が保証し得るのだ」と反

問されたら彼はどのように答えるだろう。少なくとも作者はこのような素朴な問いかけへの答えを、

訝られる乗客のためにあるいは読者のためにひいては彼のために、周到に書き込んでおくべきだが、

作中にその答えは見当たらない。そのため、死に親和的な彼への共感は実は得られにくいのだと思

う。 
 乗客の描写を引き合いに出して彼の人格としての独立性の希薄さに触れたが、小説では乗客たち

と彼の間に会話は一切なく、彼の目にどのように映ったかが描かれるだけだ。夜更けて船室で眠り

に就く姿の他に乗客の様子が三度描かれる。潮霧の場面では慌てふためく様子、恵山の崖の場面で

は魂消ている様子、下船の場面では笑い興じる様子だ。彼と対比させて彼のあり様を隈取るための、

世俗の平凡な人という役割を演じている。そして、小説中にはもう一人船長が登場する。彼と船長

も会話を交わすことがなく、彼の目にどのように見えたかが書かれているだけだが、彼とは対照的

な人物として描かれる。 
 彼は「天を仰いで六分儀を使って」いる船長を見かける。船長の姿に引き入れられて彼も夜空の

星々を見上げつつ、船長が数千年の人智を蓄積した人物で、船の安全な航行には自信を持って臨ん

でいるとみなしている。船長に比べて人智への信頼を躊躇する自分が卑怯者だとも感じている。乗

客たちが世俗の人なら船長は知識の人として描かれ、彼自身はそのどちらにも属さない異質の存在

という描き分けがなされている。実は船長が登場する場面がもう二回あるのだか、登場の仕方には

ひねりが効かせてある。 

 
  彼は船長の居る方へ眼をやった。その頭に宿る幾千年間の人智の蓄積にすがろうとしたのだ。

然しひとかたまりの霧は幾千年の人間の努力を塵の如くにふみにじってしまったのではないか。  
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今は姿さえ見えない船長は、胸をさわがせながら茫然として、舷橋の上に案山子のように立って

いる事だろう(483頁～484頁)。」 

 
 興味深いことが二つ記されている。一つは彼の心が揺れていること。卑怯者と自覚する彼が船長

に縋ろうとするのは矛盾でしかないから、すぐその直後に船長もまた霧の襲来に茫然として智慧へ

の信頼への失っているだろうと見なし、卑怯者の同類だと思いなすことで矛盾を消している。しか

し短時間ではあれ頼ろうとした心の動きそのものは消せない。これは陽が再び上らないという彼の

特異な感覚の継続性に作者自身が自信が持てないこと示していることでもある。もう一つは彼が茫

然としている船長を実際に見たわけではなく、想像の船長として描いていることである。潮霧に籠

められた乗客たちの恐慌状態を描くのに智慧の人が登場するのは不都合だと作者が判断している。 

 三回目は、霧笛を鳴らし鐘を鳴らし、船を徐行させ停止させ漂流させる人物としてそれとなく登

場する。もし船長が乗組員に命じて漂流させる場面を描いたら、潮霧の恐怖はたちどころに消し飛

んでしまう。船長はこの航路の特徴を、潮霧の時の対処方法を手順も帰趨も知悉しているので、決

して茫然となどしているわけではない。汽笛は周辺を航行しているかもしれない船に自船がいるこ

とを知らせる警告のためで、潮霧のときお互いに鳴らしあうのは船乗りたちには常識的な約束事だ

ろう。しかし、それを書いてしまったなら乗客たちの右往左往を通して読者に恐怖感を掻き立てる

作家としての戦略ばご破算になる。むしろいろいろなことを書かずに霧笛も漂流も危機の一部とし

て感じ取られるように表現の演出をしている。確かに、東京に住んで新聞小説を読む階層の人たち

なら遠い北海道の海の怪事件として恐怖感を味わい、めでたしめでたしでホッとして終わるという

恐怖小話のお約束に上手にはまってくれるかもしれない。その意味では依頼された小説の条件を巧

みにクリアした作品ではある。 

 
 書きたいことの第二についてトリビアルナことを書きたい。 
 「三日目の茶の湯茶碗」という比喩があって調べたけれど結局わからなかった。詮索好きのせい

かもしれないが、ほかにもわからないことがいくつかある。一つ目目は「暖潮に乗り入れたらしい」

(483 頁 3 行目)とあるのは航路のどのあたりなのだろう。内浦湾(室蘭と対岸の鹿部を結ぶ線)の外
あたりだとしたら、ここまでの所要時間はどれほどだろう。二つ目は「風が東に回って潮霧が襲っ

てくるのだと気が付いた時」(483頁 10 行目)とあるのは航路のどのあたりだろう。それは何時ころ

のことだろう。三つめは船が警戒しながら進んだ後、エンジンを停止して波のまにまに漂い始める

のだが、どの方角に流されるのだろう。どれほどの時間漂流していたのだろう。 
 これらの疑問は、霧が晴れたとき目の前に恵山の崖があって、危うく遭難するところだったとい

う設定が、いかにも嘘っぽく思えて、小説はつまるところ虚構だから気にすることはないと開き直

られても困るよなあと感じたところから湧いてきたものだ。 
 そこで、あれこれ調べて詮索してみる。1 室蘭と函館の航路での距離、2 当時の貨物と旅客両用

船の速さ、3「日没時刻」と「今は夜だ」の時刻と位置、4六分儀観測の時刻と位置、5暖流に乗り

入れた時刻、6「仮睡から目を覚ました」時刻、7漂流開始の時刻と位置と流される方向、8漂流時
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間、9「風が方向を変えた」時間と位置。 

 1 函館青森間の青函連絡船での距離は 110㎞なので、それをもとにおよそ 130㎞とする。実は調

べても海上交通での距離は調べられなかった。 
 2およそ 14㎞／h。小説上で約 9 時間かかっていることと、比羅夫丸(1908年就航の青函連絡船

第一船)の最高速度が 18.4 海里／h＝33.6㎞／h だが、函館青森間を 4 時間で定期運航していたの

で、巡航速度は約 28㎞。貨物主体の旧型小型船なので比羅夫丸の速度の半分とみる。 
 以下の時間や位置は 1 と 2 の推定をもとにして考える。 

 3 室蘭出航を 18 時半と設定すると「日没時刻」は 19 時過ぎで、大黒島の灯台が見える位置。「今

は夜だ」は黄昏時を過ぎて暗闇に覆われた時刻とみて 20 時ころ。そろそろ内浦湾の外へ出かかる

位置。 

 4乗客たちも夕焼けを楽しみ、船旅への関心から暗くなっても 30 分前後甲板にとどまって 20 時

半ころに船室に入ると見ると、六分儀で観測が始まるのは 21 時くらい。何かの目印で位置を説明

するのは難しい。 

 5 潮の流れがはっきり東へ向かう流れだとわかるところまで船が進んでいるとしたら、少なくと

も内浦湾の外もかなり沖合を航行している。出航から 3 時間後、22 時ころ。これが第一の疑問の

答えになる。 

 6甲板での仮睡だからせいぜい 30 分とみて 22 時半ころ。このころ「風が東に廻っ」た。これが

第二の疑問の答えになる時間。場所はどこかというと室蘭と恵山岬を結ぶ線の海上で、全航路の中

ほど過ぎだと見積もる。 

 7仮睡から醒めた直後に潮霧が襲来し、船が事もなげに進路を取り、徐行に代わり、鐘が鳴り響

き、警戒しながら進んで船足が止まって漂流し始める。あわただしいけれどこの間約 30 分とみる

と、23 時ころ漂流が始まる。潮霧に閉じ込められて視界がきかないが、海流の方向から見て東に

流されていくと見る。潮霧を運ぶ風が東から吹いているが、その風は船を多少傾しがせる力はあっ

ても海流に逆らって船を西に吹き寄せる力はないと判断する。この点が第三の疑問についての答え

で、ここに問題が生じる。霧が晴れたとき目前に恵山があるためには西に流されなければならない

ので、ストーリー展開とはつじつまが合わないのだ。もし親潮の冷水塊が付近まで流れ込んでいて

潮霧ほを発生させているのだとしたら、この塊に乗って西に漂うことはあり得る。しかし、その場

合突然かき消すように潮霧が晴れることも起こらず、閉じ込められたままだと推測できるので、始

めの結論を採る。なお、室蘭が年間で潮霧に見舞われるのは 40 日ほどという統計があったので、

こちらの可能性もゼロではないと思われる。 
 8 およそ漂流が 23 時ころ始まったとすると、約 4 時間漂っていた計算になる。対馬海流の速さ

は、夏には 1～3ノット前後らしいので、間を取ると時速 2.5㎞くらいで、4倍すると約 10㎞流さ

れた計算になる。東に流れれば渡島半島から遠ざかるはずだが、小説ではあと 5 分も漂っていたら

岩礁に衝突するところだったとされている。 

 9「風が方向を変え」て潮霧が晴れ始める時間は 3 時前後とみる。奇蹟のようにたちまちのうち

に潮霧が晴れていく時の描写「空がぼうっと明るくなって」と符合する。6月なので 3 時を過ぎる
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と空が白み始めるのである。 

 明け方、船はどの位置にいたのか数字を使って考えてみたけれど、恵山の崖にぶつかりそうだっ

たというのは作りすぎだと思う。 

 
 「突然彼は寒さを顔に覚えて何時のまにか陥った仮眠から目を覚ました(483頁 7 行目)」から「彼

の心には死に捕えられた人の上にのみ臨むもの凄いあきらめが首を擡げかけた(485頁 1 行目)」ま

で、素直に読めば巧みに緊張感を高め、読者を不安にさせていく表現力は落日の描写と同じく優れ

ていると思う。この部分は「潮霧」というタイトルの小説のいわば肝の部分だから、その前に仕掛

けが施してあった。船長と乗客の様子に関する部分がそうだ。しかし、作者としては中心人物の彼

こそが潮霧の襲来で最も深い恐怖を味わう人物として設定してあったはずだと思う。そのためにあ

たかも黄泉の国への船出をするかのような死に親和的な特異な感覚の人物として紹介したのだろ

う。しかし、特異な感覚と潮霧との絡みが描き切れていない。短編小説の制約から、彼の「問題」

の解決が棚上げのままで小説自体を終わらせなければならなくなった。死を覚悟したかのような瞬

間いかにもご都合主義で突然霧が晴れ朝日が輝くのである。陽が再び上ることはないと怯えていた

彼の恐れはどこに消えたのか。恐れなどなかったかのようにそそくさと終結を迎えるのである。有

島に固有の問題を短編の中に持ち込もうとしたのだろうと推測できる。『幻想』の時のように主人

公について肝心のことを隠したまま小説を書けると見て書きだしたが、見事に失敗したのだと思う。 
 いったい彼の前にどんな「新しい世界」が開けたというのだろう。「先刻何が起こったかも忘れ

果てた如く」あたりを見ている船客とどこが異なっているのだろう。例の擡げかけた「あきらめ」

が文字通り「雲散霧消した」からだというならばできの悪い冗談でしかない。 

 
 


