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第 1４回読書会のまとめ：課題図書は『サムソンとデリラ』 

 

     参加者７名（プラス 感想文参加１名） 2018年 3月 24日 

 

 「サムソンとデリラ」は結構有名な話だと思うのですが、それにしても子どもの頃（半

世紀ほど前）隣町の倶知安劇場でその映画を見た覚えがあるという参加者がいたことに驚

きました。また、武郎が書いた『三部曲』の出版宣伝文の中に、聖書は物語創作の源泉で

ある、というようなことが書かれていた話が紹介されました。「サムソンとデリラ」に限ら

ず、「十戒」「バベル」「ノア」「ジーザスクライスト・スーパースター」「パッション」「ベ

ンハー」「天地創造」「ソドムとゴモラ」「ソロモンとシバの女王」などなど最近のものも含

めて数多くの映画になっています。 

そう言えば、この作品は分かりやすそうでいてよく分からないし、まして「神」が入っ

てくると分からなくなってしまうという率直な感想がありました。神を信じる人と信じな

い人では受け取り方が違うのは当然ですが、作品を何度も読み、その時閃いたものをきっ

かけに考える（感想文を書く）ようにすればいいのではないか、つまり、その人なりに読

めばいいということに落ち着きました。 

その意味では、今回「目が見えない」ことに着目した参加者がいて、この観点には気づ

かなかった、面白い見方だという意見が出ました。その人ならではの見方が、他の人に新

たな視点を与えることで読書会が活発になって行きます。 

 

感想の中で多かったのは、やはりタイトル通り、サムソンとデリラの愛憎に注目した意

見でした。男女の恋の駆け引きは、いつでもどこでも起こりますが、相手を自分のものに

（しようと）した途端に破滅が始まる、という意見がありました。『或る女』の主人公早月

葉子の場合も同じだ、との指摘もありました。この作品を読んですぐに早月葉子を思い浮

べる人は多かったようで、実際武郎は『或る女』（T8.6）を書いたすぐあとに聖書『三部曲』

（T8.12）を書いていますので、そういう女性像を描くことで自分の境遇、深層心理を吐露

したかったのかもしれません。葉子もデリラも『大洪水の前』のナアマも武郎の分身とい

う意見は一貫して出されています。この作品では、描き方が聖書と同じサムソンよりも、

聖書とは異なった描き方のデリラが主人公ではないかという意見にも多くの賛同がありま

した。 

 

国家権力や支配者層という観点からの感想もありました。時代を考えれば、社会主義思

想が広がりを見せる一方で、社会主義者達が弾圧されていった頃に当たります。『或る女』

は社会と闘って破れていく葉子を主人公に書かれましたが、武郎がその作品を書き始めた
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のは幸徳秋水が処刑された年であったことも紹介されました。ただ、『宣言一つ』という作

品の中で、自分はプロレタリア文学を志向していないし、運動家にはなり得ない、と言っ

ているようです。 

デリラも、支配者層に唆（そそのか）されてサムソンを騙したのですが、結果的には愛

するサムソンを奪われてしまうわけですから、時代や権力に翻弄されたと言えるでしょう。

男女の愛憎でもがき苦しみ、支配・被支配の社会構造や偏向した国家体制づくりに対抗し

ようとしたとも思える武郎は、時代から影響されながらも、自分の書いた作品によって時

代や社会に影響を与えていくつもりがあったと言えるかもしれないというのがこの場の結

論だったように思います。 

 

最後に愛憎の話に戻ります。愛の形は人によって違います。武郎は、惜しみなく与え続

けても溢れるように満たされるのが愛だ、と言い（『惜みなく愛は奪ふ』）、それを表してい

るのが、死ぬときまでずっとサムソンに付き随っていた侍童である、という意見もありま

した。その他にも、登場人物ごとの様々な形の愛が出てきたという感想もありました。「愛

憎」と言い表すようにその二つは表裏一体のもので、「可愛さ余って憎さが百倍」とか「愛

は憎悪の始めなり」「可愛可愛は憎いの裏」（愛憎紙一重の意）のような言い方もあります。

人の心は一筋縄ではいかない、複雑怪奇なものであるらしい。他人はもとより自分の心さ

え分からないことがありますから、武郎も文字通り死ぬほど苦しみ、悩んだのでしょう。

その姿を男女問わずに登場人物に書き分ける武郎はやはり凄い作家なのだということにな

りました。最後はああいう形で終りましたが、自分の抱えていた苦しみや悩みを乗り越え

たのでしょうか、苦しみや悩みとも心中したのでしょうか。 

 

（文責：井上剛） 
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第 14回読書感想文『サムソンとデリラ』 

参加者：In 

 

 

１．まず作品から引用する。（頁数は有島武郎全集第五巻） 

第一幕(p63) 

 祭司。-----デリラ。ペリシテ人の大神なるダゴンの託宣によって、お前は今群伯と座を

分つべき光栄（ほまれ）を受けた。今ペリシテ人の上には國難が蔽ひかゝつてゐる。

お前のか弱い腕の力で---お前が望むなら---この國を乱れと災ひとから救ふ事が出来

るのだ。而してお前は大神から一番高い祝福を受けるだらう。 

 群伯甲。-----ペリシテ人もあなたの勳功（いさをし）に向っては為し得る限りの報酬（む

くい）を怠りはしまい。 

第一幕(p68-9) 

 祭司。-----ダゴンの大神の栄光と、ペリシテ人の平安の爲めに・・・お前は誓ふといふ

のか。 

 デリラ。-----而して私の誇りの爲めに。 

 群伯甲。-----私達の唯一人の友。私達の戰ひの前衞（さきがけ）。あなたの誉れはペリ

シテ人の榮えとなるだらう。 

 ・・・ 

 群伯甲。-----その外にあなたは何を求めるか。 

 デリラ。-----サムソンの命を奪はないで下さい。而してペリシテ人の群がる前でサムソ

ンと私とを對ひ合って立たせて下さい。その時私はサムソンとペリシテ人に私がどん

な婦であるかを明らかに知らせてやります。 

第二幕(p92-3) 

  デリラ。-----その報酬（むくい）をもう一度私にお誓ひ下さい。 

 群伯乙。-----こゝに銀五千枚がある。（袋を見せる） 

 デリラ。-----而して・・・ 

 群伯丁。-----そのほかに。 

 デリラ。-----銀五千枚は乞食にでもお與へ下さい。私の所望はそれのみでは御座いませ

ん。サムソンの命を私に與へて下さいまし。而してペリシテの人々の前で私とサムソ

ンとを對ひ會って立たせて下さい。私は黄金の座に、而してサムソンは捕櫨（めしう

ど）の座に・・・ 

 群伯乙。-----私達はそれを約束しよう。 
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 デリラ。-----ダゴンの大神にかけて。 

 群伯乙丁。-----ダゴンの大神にかけて。 

第三幕(p94-5) 

  丙。-----デリラに情けをかけるとダゴンの大神の罰があたると祭司様からお触れがあつ

たんですからねえ。 

 ・・・ 

 甲。-----けれども髪の毛を切ってサムソンを捕櫨（めしうど）にしたのはデリラの功績

（てがら）だと云ふ者もある・・・ 

 丙。-----そんな事がありますかね。それ程ペリシテ人を愛する女なら、半年の餘もサム

ソンの髪の毛を手放さないでゐる譯が分からなくなりますわ。 

 甲。-----それもさうかな。第一功績（てがら）があれば役人もそれ相當の事はする筈だ

から。 

 乙。-----この頃の役人（聲をひくめ）のする事が當てにでもなる事か。何んでもデリラ

はサムソンを愛してゐたのだが、役人達が忠義の為めだ、神の為めだ、サムソンの力

の秘密を探り出せ。かう云って責めたのだとも云ふぜ。 

 甲。-----さうだ、私もそんなに聞いた。而して甘い汁を自分たちが嘗めよう為めに、功

績（てがら）は自分たちの事にして、デリラと云ふ女はサムソンをかくまつておいた

から國賊も同様なやつだと布令させたとか云つてゐたが。 

第三幕(p97-8) 

  群伯甲。-----・・・ペリシテの民達。ペリシテの群伯が更らに警めの言葉を與へる。サ

ムソンをペリシテの國境の中に住はせ、己れの家にかくまひ、之れに暖き臥床（ふし

ど）を與へ、食物（くひもの）と飮物（のみもの）とを供えた、卑しき妓女（あそび

め）デリラは、その心を敵に附（わた）した罪科によつて、恥辱のあらん限りを味は

させる為めに、ペリシテ人たるの名を奪って之れを野に放った。若し彼れデリラに道

に遇ふものは、民達の好むまゝなる屈辱を與へるがいゝ。而して國を敵人に賣るものゝ

みせしめにするがいゝ。末代まで彼れデリラの名を辱めるために、歴史はその汚れた

る名を忘れぬであらう。 

 

 実に勝手な言い分である。そこで、群伯、祭司をこれ程まで悪者に描いているのはなぜ

か、という疑問が湧く。 

 上記引用した台詞から推察できる彼等の考えとは、まず我が身第一。権威を笠に着て、

権力をほしいままにしようとする者は、神の代理人であるかの如く振る舞い、下の人間を

従わせ、目的遂行のために平気で嘘をつき、使い捨てる。このような支配階級の本質を、

普遍性を持つものとして提示したかったように思える。 

 そこには、きっと自分の父親を通してみた日本の支配者層の実態をも暴いて見せたかっ

たという意図があったように思う。さらに言えば、一般大衆への警句ではなかったか。つ
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まり、知らないうちに搾取され、都合のいいように利用され、最後は自己責任という言葉

を投げつけられて捨てられるのだ、と。 

 この作品が改訂されたのが大正８年と考えられている。その３年後に農場解放宣言を行

い、相互扶助を訴えた武郎だから、支配者は信用できないと思っていても不思議はないと

思う。 

 

 今述べたことの反面では、支配者層が男性で、利用され捨てられるのが女性という構図

（群伯、祭司とデリラの関係）がある。社会体制に雁字搦めにされて、自分が思うように

（自由に）生きられない女性の姿を描いているとも受取れる。『或る女』の葉子も、世間（男

も女も含めて）から悉く噂をされたり、生き方を攻撃されたりしたことを思えば、出る杭

を打つ世間の凄まじさ、杭を打っている人間の身勝手さを書く意図が共通しているのでは

ないかと思えた。 

 

 しかし彼等も私達も同じ人間。であるなら私達にも同じような心の働きをする事がある

のではないかと思う。別の引用になる。 

 

 「折々のことば：1034」（鷲田清一 朝日新聞 2018.2.27） 

     深いつもりで  浅いのが知恵 

     浅いつもりで  深いのが欲 

   （京都製茶の老舗、福寿園で使われている「つもり十訓」から） 

 世の中には謙虚という徳を横柄な口ぶりで説く人は少なくないし、懐疑の必要をつゆ疑

わずに主張する人も珍しくない。・・・ 

 「高いつもりで低いのが教養。 低いつもりで高いのが気位」という言い回しを耳にし

たこともある。 

 

２．次もまず作品から引用する。 

第三幕(p103) 

 サムソン。-----サムソンの眸が輝いてゐた時には心が盲ひだった。眼が醜く光を失った

今、サムソンの心の眼はエホバの御心をも見る事が出来る。 

      （それにしてもなぜ「醜く」なんだろう？） 

 

 前回、私は『大洪水の前』から盲者の群れに関する部分を引用した。ここでもう一度引

用したい。 

 

第一幕(p23-4)  

ノア。-----死んだものゝ眼ですら、楽園か地獄かを見る力があるのに、彼等はこの地の
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上に呼吸しながらエホバの御業を見る事が出来ないと云ふのか。恐ろしい事だ。 

・・・ 

 ヤペテ。-----あの憐れな盲目の群れにその食物をやって下さい。・・・私の心は矢張り

お前達が生きるようにと願はずにゐられないのだ。 

 セム。-----・・・エホバの呪ひを受けたものに施しをするのは、御心を踏みにじるのに

等しい恐ろしい罪だとは知らないのか。・・・お前共のさし出したその手を控えろ。エ

ホバの深い呪ひを受けた醜い者共、一時も早くそこを立退けい。 

 ハム。-----醜い奴等だ。醜さが私の眼を鞭つ。 

 

不思議なことに『大洪水の前』に出てくる盲者の群れは聖書にはない。『サムソンとデリラ』

の中にある上述の（盲いに関する）サムソンの台詞も聖書にはなく 

その代わりにわずかに、 

  「神よ、今一度だけわたしに力を与え、ペリシテ人に対して 

わたしの二つの目の復讐を一気にさせて下さい。」 

とあるのみである。自分の復讐のためであって、神の命に従ったのではないのか、という

疑問。肩すかしを食らった気がしたが、それはともかく、武郎はなぜ、目が見えないこと

についてわざわざ書いたのか。 

 

 この２つの引用にあるノアの台詞とサムソンの台詞を比べてみると、違いは明らかだ。

-----目が見えるがために、本当のことが見えない。目が見えないがために、本当のことが

見える。 

 そこで、追い打ちをかけるように、もう一つ引用する。 

 

 「折々のことば：1016」（鷲田清一 朝日新聞 2018.2.9） 

    「お前、どうしてぶつからないの？」 

    「息でわかるもん！」   

（管洋志〈すがひろし〉と盲学校の児童） 

 盲学校に通う子どもたちと森で遊ぶ写真家が、子どもたちの気持ちに近づこうと、手を

つなぎ、目を閉じて歩くなか、どんと木にぶつかった時のやりとり。別の子は耳でわかる、

鼻でわかるとも言う。一つの感覚が閉じても、別の感覚のアンテナがそれ以上に敏感に辺

りを探る。身体に備わる途方もない可能性に写真家はあっけにとられる。写真集『聞える

かい森の声』から。 

 

 障害は肉体的なものに限らない。今こそ、大きなアンテナを装着して、キナ臭いものを

感じ取る能力に磨きをかけなければならない時である。なのに、電波障害でもあるかのよ

うに何も感じない（振りをする）人は多い。感じると差別、疎外されると思っているから
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だ。多数派に属して安心したいからだ。 

 であるなら、むしろ障害を持つ人たちは健常者のモデルになるかもしれない。健常であ

ることは優越していることと同じではない。多数の中にいることは安心を保障してくれる

わけではない。いつ少数の側に立つか誰にもわからない。「普通の」あるいは「平均的な」

人間はいない。誰もが特殊であり、少数派なのだと思う。個性があるということはそうい

うことかなと思う。武郎は作品のなかで、目が見えないことを敢えて書いたように思われ

る。 
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「三部曲―サムソンとデリラ」について 

参加者：Sa. 

 

 

有島は何が言いたいのか。読者は何をくみ取ればよいのだろう。何度も読み返してみた

が、よくわからない。解らないので、単に作品・戯曲として読んでみました。 

 

時代、地域によって、また社会背景の違いにより正義が全く顔を変える。 

イスラエルの住民たちが、エジプトから進行してきたペリシテ人に支配されていた時代。

そこには支配する者とされる者の明確な区別があった。 

支配されるもの・ダン族は支配者ペリシテ人から牛馬のごとく扱われ、重い租税にあえぎ、

娘たちは弄ばれる暮らしだった。そこでエホバはダン族を救うためナザレ人（神に身を捧

げしもの）としてサムソンを遣わし、これに怪力を与えた。ダン族の人々は、サムソンが

イスラエルをペリシテ人の手から救い出すのを、今か今かと待っている。 

成長した青年サムソンは初恋に敗れ、ペリシテ人を、女を憎み、神から与えられた力を復

讐のために使う。野に火を放ち収穫まぢかの穀物を焼き、また都に乗り込み荒ぶり、見境

なく人を殺す。その後は復讐を心に秘めた妖婦デリラに惑わされ酒と放蕩の日々を送る。 

ペリシテ人はデリラの復讐心に付けこみサムソンの力の秘密を解き捕えようとする。 

捕えられたサムソンは、目を潰され牛馬のごとく使役される。 

半年に及ぶこのような生活の中で、彼は何を考え、何を学んだのか？エホバの神意、ダン

の族、母の無償の愛、初恋の処女とその妹、デリラとの関係…様々なことが彼の頭の中を

駆けめぐったことだろう。そして、サムソンは自分の力、エホバの思し召しの神意を悟っ

たのではないだろうか。それまでは自分はナザレ人だ、エホバの思し召しを受けていると

言いながらも、自分の意（気持ち）だけで力を使っていたように思う。 

最後に、力を取り戻したサムソンはダゴンの神殿を破壊し、多くのペリシテ人と共に没

す。サムソンはようやくサムソン(ナザレ人)となりえたのか？  

 

一方妓女
あそびめ

デリラはサムソンに一夜の宿を与えたために、人々からののしられ、街を追わ

れた。これを恨み、サムソンを誘惑しサムソンの力の秘密を探ろうとする。なかなか秘密

を漏らさぬサムソン、デリラとの恋の駆け引きのうちにふと秘密を漏らしてしまう。デリ

ラは「力は頭髪にある」ことを知り、勝利の喜びをもってサムソンの頭髪を剃り、ペリシ

テの群
きみ

伯
たち

にサムソンを捕えさす。 
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デリラの言動を通して、彼女の心の変遷が感じられた。 

最初はサムソンへの復讐のため、彼を篭絡し、自分に跪かせようとする。→自分が優位に

立つことのみが望み。 

（P9 2 デリラの言葉。群伯に対し）銀 5 千枚は乞食にでもお与えください。私の所望はそ

れのみではございません。サムソンの命を私に与えてくださいまし。而してペリシテの人々

の前で私とサムソンを對
そろ

ひ会って立たせてください。私は黄金の椅子に、而してサムソン

は捕虜の座に…） 

サムソンを捕えた後、群伯らはデリラを裏切る。落ちぶれ果て、半年余りたってもサム

ソンの髪の毛を手放さずにいるデリラ。これは何を意味するのだろうか？ 

復讐を成し遂げられなかった恨み？それともサムソンを陥れた後悔？いつの間にか心の中

に芽生えたサムソンに対する愛？ 

 

私は、後悔と愛であると思いたい。 

サムソンの愛、デリラの愛、サムソンの母の愛、ペリシテの処女たちの愛、侍童の献身的

な愛、様々な形の愛が見えた。 
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感想文 

参加者：Ha. 

 

 

『サムソンとデリラ』は『旧約聖書』の士師記第 13章から第 16章を素材として書かれて

います。 

旧約聖書に書かれている内容は・・・ 

 

安住の地を得たイスラエル人達が多民族からの攻撃にさらされる。 

抵抗しながらも、エホバから授かった法を守ろうとするのは難しく、異民族との婚姻関係

を通じて少しずつ同化していってしまう。 

そうなると、エホバの神から見放されるようになり、エホバの加護を失った民は敵国に侵

略され支配されるようになる。 

人々は自らの過ちに気付き悔い改め再び神を崇めるようになると、神は士師（ナザレ人）

を遣わして彼らを救う。 

士師の活躍によって敵を滅ぼし再び平和な暮らしを取り戻す。 

けれど、平和になると再び人々はエホバに背いて異郷の神を崇拝するようになる。 

このような外敵による侵略と支配の時代と、これらを撃退した士師によってもたらされる

時代を士師時代といって、この繰り返しは７回も続く。 

他民族の侵攻を受け服従していた民を救い、再びエホバの教えを守るようにとエホバが遣

わしたのが士師であり「士師記」に記される 12人の士師達の１人がサムソンで、彼は人々

が 40年間ペリシテ人の支配下にあった頃に誕生する。 

 

ある時、ダン族のマノアの妻が「あなたはイスラエルをペリシテから解放する子供を生み

ます。その子は神のナザレ人になるので、頭を決して剃らぬように」と天使のお告げを聞

く。 

そうして神の忠告通り髪を伸ばしたまま成長したのがサムソンで、剛力の持ち主となる。 

サムソンは剛力を武器にペリシテ人に対して数々の報復を行い、士師として 20年間イスラ

エルを治める。 

 

ある時、サムソンはペリシテ人の美女デリラに惹かれ、ペリシテ人は彼女に結婚を勧めて
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剛力の秘密を暴こうと画策する。 

最初のうちは、サムソンはデリラに嘘の弱点を教え、ペリシテ人は実行するが返り討ちに

あい、そういう事が何度か繰り返された後、ついに本当の事を話してしまう。 

デリラは、サムソンが眠っている間に髪の毛を剃り落として力を奪い、サムソンは両目を

奪われる。 

サムソンはロバのように石臼をひかされながら、過ちを悔い神に祈り続ける。 

 

ペリシテ人は祭りの席上でサムソンをなぶりものにしようと神殿に連れて来る。 

サムソンは「ほんの一瞬だけ、昔の力を戻して下さい」と神に一心に祈りを捧げる。 

渾身の力を込めて２つの柱を押すと屋根が崩れ、ペリシテ人もろとも下敷きになって壮絶

な最期を遂げる。 

・・・ 

 

この旧約聖書の話を下敷きにして有島は『サムソンとデリラ』で何を書きたかったのか。 

旧約聖書と『サムソンとデリラ』の一番の違いは、デリラの描写です。 

有島は原久米太郎氏宛書簡に「男女交渉の一面を描かんと試みた」と書いています。 

まさに、その通りなのだと思う。 

題材は旧約聖書であっても男女の恋のかけひき、分かっていても、そうせずにはいられな

い救いようのない思い、そういうものを描きたかったのかもしれない。 

 

山田昭夫氏は「デリラ像は『或る女』の早月葉子像に類似するところが多い」と書いてい

ます。 

葉子が倉知の愛を疑い、誠の愛を迫ったように、デリラもサムソンから力の秘密を知る事

が自分への愛の証であると考え苛立つ。 

葉子もデリラも、目には見えない愛を形に表す事を求めて破滅してしまう。 

愛をはかりにかけようとした時から袋小路に入ってしまう。 

 

有島は、「愛は惜しみなく奪う」ものだと書いています。 

愛は、惜しみなく与え続けても、それは一見、一方的に奪われるように見えても、奪われ

るのではなく溢れるように満たされるものが愛だと言っています。 

『サムソンとデリラ』の中で、侍童は、その愛の形を表しています。 

 

デリラは、誰よりも愛されている証としてサムソンの力の秘密を知りたいと思い、それを

知った時に、そこで満たされて自分の胸に納める形もあったのに、彼女は自分が誰よりも

愛されているという事を群伯達に知らしめたいと思い、更にサムソンを自分だけのものに

したいと思う。 
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小説の最後でサムソンは「目が見えていた時には心が盲いだった。目が光を失った今、サ

ムソンの心の眼はエホバの御心をも見る事が出来る。ペリシテ人が永い歳月の間ダンの族

を虐げなやましたその罪を、ダゴンの祭司は今サムソンの前に悔い改めねばならぬ」と言

っています。 

ダゴンの神とはペリシテ人の神です。 

それぞれの部族が我が神だけが正しいと他の部族と侵略しあう。 

 

前出の山田昭夫氏は「三部曲は、神人関係における愛と男女関係における愛を緊密にかみ

合わせて構想された三部戯曲であり、その主題は人間の愛の現実、わけても神に背かざる

を得ぬ場合の男女の悲劇的な出会い・苦しみ・超脱の願いを描くことにあったと思われる。

作者はかような愛を許す神を求めてエホバ（義）より父なる神（愛）への推移を想定しつ

つ、異端者の男女関係の危機と可能性を追及しようとしたのだといえよう」と述べていま

す。 

 

私は不遜かもしれないけれど、神という存在が入ってくると、良く分からなくなってしま

います。 
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有島読書ノート 1９：『サムソンとデリラ』そして『旧約聖書』 

参加者：Um. 

 

 

『サムソンとデリラ』は、大正 4年の作品（旧作）と、これを大幅に加筆改訂した大正 8

年の作品（新作）があるので、この二作品の大元である『旧約聖書』士師記第 13章から第

16章も含めて、合わせ読んだ。 

この作品においても、「三部曲」の第１曲『大洪水の前』と類似のテーマが読み取れるが、

より一層複雑で深い展開がなされている。その全体像を構造的に把握するには自分の読み

込みが未熟であると感じているので、いくつかの問題意識に沿って断章的に述べてみたい。 

 

１．二人の愛憎は、文学を書く行為の暗喩か 

サムソンもデリラも、どちらも、文学に向き合う有島武郎自身なのではないか。 

この二人は、愛憎が互いに入れ替わりながら求め合っている関係にある。 

物語は、ダン族とペリシテ族の対立に歴史的背景を有しているが、その対立を超えて愛し

かつ憎み合う二人の関係は、文学が書かれる大きな源の一つである。 

愛憎が人の心と生き方に深く関わっていることは、ある意味で人生そして文学の普遍的な

テーマであるが、武郎は、この二人の関係に更に深い暗示を託しているのではないか。 

つまり、愛も憎しみも相互のものになっていくということから、この二人を、文学を書く

人と書かれた作品の関係に重ねていると読むことができる。 

文学を書く人と書かれた作品は主体と客体という関係にあるが、しかし、文学を書いてい

るその行為、文学が生まれてくる創造的作業の瞬間においては、書かれた作品が書いてい

る作者を規定し支配し、いわば、書かれていく作品が主体となって書いている作者を「書

かされている」客体に逆転するということが実際に経験されることが少なくない。執筆途

中で着想が「降りてくる」という言い方がなされることもあるが、それはそのような感覚

を指している。 

サムソンとデリラが、相手に愛を捧げながらも、自分の愛が相手からの愛を必然のものと

して要求する心になっていく逆転が、この作品の中で激しく描かれているのは、それが人
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の心、人の愛の実相であることに根拠を有しつつも、そのような人の心を描こうとする文

学が生み出される現場においては、書こうとする行為が書かれていく作品世界によって逆

に導かれて「書くことが余儀なくされていく」状況が生まれることを示しており、これは、

実際に創造的文章を書いたことのある人の多くが経験していることである。 

この作品の旧作と新作が書かれたそれぞれ大正 4年と大正 8年という時期は、武郎にとっ

ては、文学に真剣に向き合いたいと願いながらも妻安子の闘病に心が割かれていた時期で

あり、そして、『或る女』を書き終えた後に新たな文学を模索し苦しんでいたであろう時

期である。この 4年越しで更新された創造の苦悩が二つの『サムソンとデリラ』を生んだ

とすると、その葛藤は、愛憎をテーマとした二人の主人公に、文学を書くという行為と書

かれた作品の間の、せめぎ合い傷つけあい壊し合いそして生き合う熾烈な関係を一層深刻

に仮託したものである、と読むことが可能なのではないか。 

これが、武郎が作品の中に表現しようとした、暗示、暗喩ということなのではないか。 

 

２．二人の愛を翻弄する国家権力 

旧作は２幕で構成され、その冒頭からデリラはサムソンの強さの秘密を聞き出そうと仕掛

け、結局サムソンはその秘密をデリラにほのめかしてしまい、その結果サムソンはデリラ

が属するペリシテ族に囚われることになる。新作では、その前にもう１幕が追加され、そ

こでは、ペリシテ族の支配層がサムソンを陥れるために自民族への忠誠心に訴えてデリラ

をそそのかす場面が描かれている。他にも細部にわたって新旧の違いはあるが、共通して

いる２つの幕は、デリラがサムソンを愛し独占したいが故にサムソンを裏切って敵に売る

取引に応じ、結局最後は全てが諸共に滅びていく。両作品で異なっている前段は、デリラ

の愛を利用してサムソンを陥れようと企む政治的権力者の策謀を用意周到に描写した部分

である。 

したがって、この作品の本質的部分は新旧に共通する部分にあると読むことができるが、

新作において追加された冒頭の１幕によって、旧作にもあったこの作品の本質が、対比的、

争闘的矛盾によって、より緻密で構成感のある説得力を得て表現されたと言える。 

つまり、新作においては、二人の愛憎を巧妙に利用して政治的勝利を得ようとする支配層

の権力が大きく前面に登場し、二人の男女の愛を飲み込んでしまおうとする展開が書き加

えられたことで、文学を書く人と書かれる作品相互の影響や緊張関係は、男女の愛憎に加

え国家権力による憎悪をも取り込み深められることによって、鮮明に表現されている。 

旧作において、文学は、男女の愛憎を根本的モチーフとして描くものであったが、新作に

おいては、男女の愛憎関係を一層複雑にするものとして国家権力の介入をも合わせて表現

することによって、文学表現の射程距離が、男女の愛憎本来の姿を歪めていく国家権力の

生態にまで深められうることを、武郎は暗示したのではないか。 
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『大洪水の前』のヤペテとナアマにおいてはまだ無自覚にしか表現されていなかった互い

の愛憎が、『サムソンとデリラ』の二人にあっては、意識的自覚的に互いの愛憎を照らし

合いながら運命の取っ手を自身の力で引き寄せている。ヤペテとナアマの運命は受動的に

導かれたものであるのに比して、サムソンとデリラの運命は、それぞれが犯した過誤によ

るものではあっても、最後は自身の力によって導いたものである。サムソンが、デリラを

赦し、自分自身の命とともにペリシテ人の権力構造全体を破壊し尽くす最後の場面は、意

識的自覚的に創造したカタストロフ（破局）であり、かつ、そのことによってカタルシス

（浄化）となり得たことを示している。 

これは、文学における作家と作品が、創作行為によってカタストロフとカタルシスを共に

招き導いていく関係にあることを暗示していると、読むことができるのではないか。 

ところで、「三部曲」（T8.12）が『或る女』（T8.6）の次作として発表されたことは、武

郎にとってどのような意味を持っていたのだろうか。 

『或る女』では、主人公の葉子が独り破滅に追い込まれていった。しかし、それは、作者

である武郎自身の深層を予感させるものでもあった。そのことは、必然的に、ヤペテとナ

アマを介して、サムソンとデリラの運命に武郎自身を重ねることとなった。ヤペテとナア

マがそうであったように、サムソンとデリラも共に武郎自身であり、愛と権力の中で戦い

破れることの中から救われる道を文学に託そうとした足掻きが、二人の主人公の運命に暗

示されているのではないだろうか。 

 

３．新作において旧約聖書の世界を復活 

『サムソンとデリラ』は、『旧約聖書』士師記の第 13章から第 16章に描かれた物語を踏

んでいるが、相違点も多い。その詳細については触れないが、『サムソンとデリラ』旧作

と新作に共通する部分は、士師記ともほぼ同じである。 

サムソンは、ダン族をペリシテ族の支配から解放して 20年にわたってイスラエルを治めた

が、そのイスラエルをペリシテ族は再び支配しようと目論み、その最大の障害となってい

るサムソンをデリラとの恋愛関係を利用して篭絡し捕え、イスラエルを再びその支配下に

置くが、囚われたサムソンは自分に蘇った力によってペリシテ族と共に自ら滅びた戦いの

物語が、士師記に描かれている。 

『サムソンとデリラ』旧作は士師記の該当部分から、デリラとサムソンの愛憎の激しい確

執に焦点を当てて展開しているが、新作では、その背景である集団間の争闘を大きな骨格

として士師記から復活させて用い、国家権力が男女の愛を利用し踏みにじり人間の尊厳の

全てを破壊しようとする現実実態のアナロジーとして描いている。これは、文学作品とし

て充実を図る構成であったのはもちろんのことだが、武郎自身の思想的屹立も関係してい

た改作だったのではないだろうか。 

彼は、国家権力に対しては一貫して批判的な生き方をした人であった。武郎が模索してい
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た文学は、このように、愛と闘いのなかで生まれ変貌しつつ貫かれる深い矛盾を、暗喩に

よって描こうともがく行為であった。 

 

４．サムソンの秘密とは、何を暗示するのか 

デリラが探り当てたサムソンの強さの秘密は、サムソンの生誕に遡る神の託宣にあった。

それは、頭髪をカミソリで剃ってはならない、ということだった。 

これが、士師記と二つの『サムソンとデリラ』全てに共通するモチーフである。 

サムソンのこの秘密は、一体何を暗示するものだろう。 

この暗示こそが、武郎が士師記に拠ってこの物語を紡いだ原点だったはずである。 

『サムソンとデリラ』旧作が「白樺」に発表された大正 4年 9月から約 2年後の大正 6年

6月、武雄は『惜しみなく愛は奪う』初稿版を発表し、その第２章に次のようなことを書

いている。 

 

言葉は人の心を言い表し得る大きな力を持っているように思われがちだが、その言葉は往

往にしてその言葉を用いる当人をも裏切ることがある、と述べた後で、武郎は次のように

言う。 

 

「かかる言葉に依頼して私はどうして自分自身を誤りなく言い表すことが出来よう。私は

已を得ず言葉に潜む暗示により多くの頼みをかけなければならない。言葉は私を言い現し

てくれないとしても、その後ろにつつましやかに隠れているあの叡智の独子なる暗示こそ

は、裏切ることなく私を求めるものに伝えてくれるだろう。暗示こそは、人に与えられた

子等の中、最も優れた娘の一人だ。」（『惜しみなく愛は奪う』より） 

 

サムソンの頭髪にカミソリを当てて剃ってはいけないという秘密は、「叡智の独り子であ

る暗示という娘」のことを「暗示」していると読むのは、少々乱暴かもしれないが、当た

らずといえど遠からずではないかと思う。 

文学は、言葉を尽くしても直接言い表すことのできない世界の真実、そしてつまりは、自

分自身の心の真実、文字にすればするほど混乱と虚偽の渦に飲み込まれてしまう矛盾の闇

こそが愛であり、心の真実であることを文学は追い求めるがゆえに、文学にとって言葉は

唯一の武器であると同時に、刃が装着されたブーメランのごとくに、発した者自身を切り

刻む。科学にとっての言葉、哲学にとっての言葉、日常会話としての言葉、報道にとって

の言葉などとは全く次元の異なる文学にとっての言葉とは、発する者自身にとってのみ真

実であるような暗示、暗喩によってしか、成り立たないものである。 
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しかし、そのように書かれた文学の言葉から、そこに秘された著者の真実を盗み取るがご

とくに読み解こうとするのが、文学読みの性（さが）である。著者への愛がなければ、そ

こには一体どんな益があるというのだろうか。著者の心の真実を我が占有物にしたいとい

う欲求がなければ、読者は己が身にも降りかかる火の粉を覚悟しつつ著者の心を盗むがご

とく心を傾けて読むなどということはしないだろう。 

私が有島武郎を読むのは、彼の秘密を盗み取って我が物にしたい、そのように彼の真実を

奪いたい、そのことによって自分自身の心に巣くった謎を解き明かしたい、と切望するか

らである。 

デリラが欲し、ペリシテ族の権力が欲したのは、サムソンの真実、サムソンの隠された暗

示であった。 

デリラは、サムソンのそれを知ることで、サムソンへの愛ゆえにサムソンを独占しようと

し、ペリシテ族の権力者たちは、サムソンへの怖れゆえにサムソンの秘密を手中にするこ

とで、サムソンを抑え込み封圧しようとしたのである。 

サムソンの暗示は、いったんデリラに開示されるや否や、暗示の深い真実はその闇の質量

を失い、暗示の力は白日の光に解体され無に帰した。 

文学に秘められた暗示は、作者と読者の闇で交わされる葛藤の中でこそ、無尽蔵の光を湛

え、作者と作品の謎が読者に多様な光と闇をもたらす。しかし、国家権力がその暗示を封

圧し暗示表現の自由を破壊することによって、文学は一旦その暴力に屈する。しかし、サ

ムソンの頭髪が伸びたように、暗示の地下茎は至る所に再び張り巡らされ、暗示の柔らか

く強靭な力が再生し台頭して圧迫を跳ね返すということを、サムソンは最後のカタストロ

フ、カタルシスによって物語ったのである。 

旧作が書かれた時期、「白樺」からの文学的脱皮を期して密かに悶え苦しんでいた武郎。 

新作が書かれた時期、『或る女』以降に向けて新たな文学を模索し苦しんでいた武郎。 

サムソンの秘密を暴こうとしたデリラとサムソンの愛の葛藤は、それぞれの時期における

文学再生を暗示するモチーフだった。 

私の、この妄想にも似た強引な読書感想もまた、武郎の頭髪にカミソリを当てる行為なの

だろうか。 

いやいや、その懸念は無用だろう。私も、デリラのように武郎の文学の秘密を暴き、自分

の愛の中に独占したい気持ちはあるが、しかし、私の独占欲は、デリラのそれほど純粋で

一途なものではない。デリラのごとく、サムソンの暗示に気づく鋭敏な感性を持ち合わせ

てもいない。 

しかし反面、それゆえに幸いだと感じている。 

自分を破滅させてでもその愛を奪いたいと希う一方で、逃げ水のように届かない愛を求め

続ける切ない生き方に沈んでいたい、と思う自己撞着も受け止めているからである。 
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５．秘密の鍵 

『サムソンとデリラ』の旧作にも新作にも、その冒頭に『旧約聖書』創世記からの次の一

節が付されている。 

 

「神婦に言ひたまひけるは我れ大に汝の懐妊の苦労を増すべし」 

 

私は『旧約聖書』の熱心な読者ではないので、この一節が創世記のどのような文脈の中で

語られたものなのか、わからない。 

そこで、自身の怠惰にかこつけて、敢えて強引で身勝手な読み方を重ねてみた。 

この一節が創世記の中でどのようなメッセージをもたらしているのかと関わりなく、武郎

がこの一節を作品のシンボルとして冒頭に掲げた狙いは、『サムソンとデリラ』の作中に

その謎を解く鍵がある。 

彼が、他の作品においても時々採用するこのような表現手法は、作品全体の暗喩性を一言

で端的に象徴する意図に発しているはずである。 

そのように受け止めると、この一節が暗示しているものは明らかであるように思われる。 

文学を書き文学を読む苦悩と喜びは、命をかけて愛し懐妊する神秘と等しいものだ、とい

うことなのだろう。 

旧作においても新作においても、文学を書くことの壮絶な闘いに臨んで、武郎は、おそら

く創世記のこの一節に励まされ、叱咤されて、自分自身の危機を乗り越えてきたと思われ

る。 

死ぬほどの苦しみであっても、書くことに賭けた自分の命運を、彼は真正面から受け止め

ていたのではないだろうか。 

 

（終わり） 

 

 


