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第３５回読書会のまとめ 
有島武郎『幻想』 

2020.10.25／参加者７名（うち感想文提出３名）＋他感想文のみ提出参加３名 
 

 

 分かりにくかったという感想がありました。他にも、主人公が葛藤していた様子だけが頭に残っ

ているとか、読んだときになかなかストンと来なかったなどがあり、短編小説を読む難しさがある

のかもしれません。 

 

 映画にはロードムービーというジャンルがある、という言葉が感想文の中にありました。私には

馴染みのない言葉でしたが、『東海道中膝栗毛』や映画「イージーライダー」のように旅をする途

中の出来事を描いたものが数多くあることは知っていました。その感想文の人は、例として『奥の

細道』や『伊豆の踊子』というお馴染みの作品を挙げてくれました。孤高に生きようとした意志の

強い有島武郎は、その内面を短編ロード形式による動く葛藤として描き出しているようだとコメン

トがあります。目に映る情景と状況の全てが内面の隠喩となっているとも。 

 

 今回の作品がロードムービーならぬロード文学であるのなら、その道を辿ることで小説を追体験

してみたいと思った参加者がいました。何と、地図付きの感想文が提出されました。「大水」「支流」

「屠殺場」「山」という４つのキーワードを元に主人公の歩いた道を突き止めようという試みでし

た。他の参加者たちは地図を見ながら、説明を聞いて頷いていますが、札幌の街に疎い私は取り残

され気味です。初めは豊平川沿いと考えたそうですが、最終的には創生川沿いではないかと。いろ

いろな推理がありましたが確信が持てず、来年度しっかりと事前学習をして土香る会研修旅行で突

き止めてみようというアイデアが出ました。かなり歩くことになりそうな予感がしますが、皆さん

楽しみにしている様子でした。 

 

 同じ参加者の感想の中に面白い視点が提供されました。一つは、「牢獄」は執筆活動の生活のこ

とで「井戸」は家庭のことか、それともその逆なのかという問いかけです。逆というのは、「井戸」

が執筆活動の生活であり「牢獄」が家庭だということですが、実際作者の武郎にとっては家庭（妻

と子）があるために執筆活動が思うように進まない苛立ちがあった（足かせだと思っていた）らし

いと別の参加者から指摘がありました。興味深い解釈です。 

 もう一つは、「屠殺場」は厳しい世相のことで、そこにいる親子とは新しい作品を待つ読者だと

置き換えてみるという視点です。そう考えると、白いエプロンの少女は真っ新な気持ちで作品を手

に取る読者ではないかというのです。別の参加者はこの親子について、武郎が桎梏と感じている自

身の家庭環境の暗喩だと考えました。分からなかったのは白いエプロンが黒いしみになって暫く眼

の前を離れなかったという部分で、「黒いしみ」とは何を指すのでしょう。白黒のコントラストが

印象に残るのか皆さん気になっていて、エプロンの少女は妻の安子ではないかという意見も出まし
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たが、結論は出ませんでした。 

 

 以上のようにこの小説には暗喩と思しき表現が多く出てきます。言葉の裏に違う概念や思想を含

ませるのが武郎の特徴だという発言がありました。この暗喩をどう読み解くかが参加者によって違

うのは面白いことです。読書会の醍醐味です。 

 

例えば、「牢獄」という言葉を文字通り具体的な牢屋のことだと捉えた参加者がいました。その

人は主人公の大望が農場解放を指すという推論を立てました。当時の社会状況からすればその行為

はまさに社会主義思想の実践ですから、投獄されることを覚悟しそのために家族にも累が及ぶので

「妻を犠牲にしてやる」といったことにも理屈が通ると言うのです。この作品発表の前年（T2）に

は、幸徳秋水事件（M43）に衝撃を受けて書き始めた『或る女のグリンプス』が「白樺」に発表さ

れているので、それを考えるとこの視点は面白いとの感想がありました。 

 

 「大望」に関しても解釈はそれぞれです。牢獄を文字通りに受け取った参加者は今でもその解釈

でいいと思っているようですが、読書会の前日に小説を読み直してみて、大望とは文筆で生計を立

てることという考え方も出来ると思ったといいます。作家活動で食べていける程ではなかったので

すから、妻（＝家庭）を犠牲にすると言ったのも理解できそうです。大望を文学で生きていくこと

だと解釈した人は他にもいました。また、大望は意思であり自分自身だと主人公は考えているから、

大望の実現を目指すことは自己自身であり続けようとすることだと考えた人もいました。 

 

 「犠牲」に関しても、以前の読書会で話題になったイプセンの作品に登場するイリーネとルベッ

クに重ねているという指摘がありました。イリーネはルベックを愛しているのですが、彫刻家ルベ

ックはイリーネを作品制作のモデルとして見ています。イリーネの愛情を犠牲にすることで芸術活

動を続けていたのです。武郎も安子に対してそういう目で見ていたというのです。武郎の愛は妻へ

の性愛を拒むところにあった。武郎には安子の思う愛に応えられなかったという悔いがあり、実生

活においてではなく文学の中に構築しようとした。それが「犠牲」だと続きました。言わば愛に不

器用だったのではないかという意見や、精神的な愛情を求めるのはキリスト教の影響があったのか

もしれないという意見も出ました。 

 

 初めに書きましたように、この小説は分かりにくいという感想が多くありました。短編なので内

容が凝縮されていて余計に武郎の内奥が浮き上がってきているように思いました。短編、恐るべし。

侮るべからず。           （文責：井上剛） 

 

 

※参加者：油谷弘洋、磯野美和、井上剛、梅田滋、春日井雅子、高橋武志、藤波ひとみ 

（五十音順） 
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※感想文参加：磯野浩昭、菊地寛、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 1３より 
『幻想』 

Kih. 
 

 
心の葛藤をロードで描く 有島武郎は孤高に生きようとした作家といえるかもしれません。今月の課

題作「幻想」では、それが揺るぎない信念であった、というより、悩み、迷い、苦しみながら確立

されたが故の強い意志であるようです。その内面を、短編ロード形式による動く葛藤として描きだ

しているように思います。 
 映画では、ホテルにするかロードに出るか、といわれるようにロードムービーというリアルなス

トーリー形式があります。同様に、映画がうまれていないはるか古くから、口承、文学表現のジャ

ンルで培われてきた伝統的作劇法の一つにも、このスタイルがあるようです。 
例えば「奥の細道」（松尾芭蕉）があり「伊豆の踊子」（川端康成）があり、古今の名作を多くあ

げることができましょうが、有島の「幻想」はロードであっても、目に映る情景と状況のすべてが

内面の隠喩となっており、計算された独創性が、深い印象を与えてくれます。 
緻密な構成で内面を情景に 冒頭「ある大望をいだいて孤独な道に入った彼」を登場させ、「根も葉

もない幻想の玩弄物になって腐り果てる自分ではないか」と自問自答して、物語の方向を示します。

川の堤に立ち、そこから上流を目指します。最初の出会いは二人の人物。 
   ～行手の堤の陰には屠殺場でその門のところに肥った四十恰好の女房と十二三のひょろり

とした女の児が立ってゐた。少女のエプロンが恐ろしい程白かった。～ 

 この二人には、彼は人違いだったようで木戸から中へ入ってしまいます。互いに言葉を 
交わすことはなかったが、彼には「見詰めていた白いエプロンは黒いしみになって暫らく 

は目の前を離れなかった」と。そこから彼は結婚したばかりの妻の事を思い「お前も何時 
かは犠牲にしてやるぞ」とつぶやいて読者を緊張させ、物語の一つ目の転換点へと歩を進 
めます。 

そこは昨年、大水の出た跡で、農家の一人息子が亡くなっていました。自然と人間との 
関わりに想いが至り、彼は自分の大望という力に誘われてここまで来ているのだと考えます。 
大望とは何だ ～一つの意志だ。否、彼自身だ。そんなら何で彼れは自身の前に躊躇するのだ。神

か。彼れは頭に一撃を加えられたやうに頭をすくめて～ 

 さらに上流、分岐点だ。本流を行くか支流にするか。進んだのは支流でした。小さな新 
しい土手の赤土の上、つまり他人のした事業の上を踏みしめて行き、柴橋を渡り、百姓家 

をへて、路傍に浅い井戸を見る。彼は大望のために牢獄に入る覚悟はしているが「孤独の 
自由を使って、牢獄からこの井戸の傍らに来ることが出来るか」。そうこうするうちに雨脚 
が近づいてきた。濡れるままに進むと奇異な言葉で山が語る。と、恐怖で全身が震えてき 

ますが。 
ラストシーンへ、と ヤマ場から一気にエンドへと運ぶのは有島の筆力、力技なのでしょう。 
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～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ただ一つ動いた。  

 堤の青草、雨中の独歩。表題は「幻想」とはなっていますが、作者の決意が胸に迫ります。 
「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」か「～なおかけめぐる夢ごころ」か。息を引き取る直前まで

推敲に推敲を重ねた芭蕉の生きざまと重ねると、どこか響きあうような締めの一行。 
迷いを吹っ切ってゆく「有島哲学」の文脈がロードの情景から読み解けそうです。（E） 
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感想文『幻想』 
Int. 

 

 

 題名の「幻想」という言葉は、冒頭６行目にある「根も葉もない幻想の翫弄物になって腐り果て

る自分ではないか」という文章中に一度出てくるきりである。幻想とは「非現実的な事を、夢でも

見ているかのように心に思い浮べること」（新明解国語辞典）であるから、文字通り「幻の想い」

のことだ。「非現実的な」という辺りがポイントになる。 

 それに対して、冒頭１行目には「彼れはある大望を持ってゐた」とある。大望とは「その年ごろ

（身分）では普通考えない、大きな志望」（同上）である。ここには「非現実的な」と言うほどの

否定的ニュアンスは感じられない。むしろ逆に「大きな望み」を持って進んでいく積極性がある。 

 題名が、何度も登場する「大望」ではなく、一度しか登場しない「幻想」なのはなぜだろう。そ

んな思いを秘めつつ読んでいくことにする。 

 

 読み始めて一番気になるのは、先に挙げた冒頭の一行。「彼れはある大望を持ってゐた。」小説は

冒頭の一文で半分終わったと言える、だったか。まさにその通り。何度読んでも「大望」のことが

この小説の柱に思えてくる。その「不思議な心の誘惑」のために彼（主人公＝武郎と推測）は孤独

の道に入ってしまい、今のこの生活しかないのに、そんなものに引き回されている自分が危なっか

しくて見ていられない、とあるからますます大望とは何かを知りたくなる。 

 大望とは何か、のヒントになるものを探しながら何度も読む。こういう時に短編は嬉しい。何度

読んでも苦痛ではない。そうしているうちに、突然ヒントが散りばめられてあるのに気づく。曰く

「彼れは柔順になればなる程、親からも兄弟からも離れて行った。妻や友人が自分を理解するしな

いと云うやうな事は、てんで問題にならなくなつた」（ｐ293）。さらに極めつけは次の一文。「彼れ

は其大望の成就の為めには牢獄に投げ入れられる事を前から覚悟してゐた」（ｐ297）。ここまで書

いてあれば、大望は、あれしかない。 

 

 ここで、大望に至るまでの長い回り道をしたい。ちょっと武郎の略歴をおさらいする。 

1908（Ｍ41）  山本農場を武郎名義に変更（武郎 30 歳） 

 09（Ｍ42）  神尾安子と結婚（31 歳） 

 10（Ｍ43）  札幌独立基督教会を退会（32歳） 

 14（Ｔ３）  妻、結核を発症  『幻想』を発表（36 歳） 

 16（Ｔ５）  妻と父の死（38 歳） 

 17（Ｔ6）～19（Ｔ8） 主な作品を立て続けに発表し、「有島時代とでもいうべき画期的な一時

期を造りあげた」（紅野敏郎「有島武郎の生涯」（有島記念館発行『ニセコ三部作』

ｐ128）より）（39～41 歳） 

 22（Ｔ11）  農場無償解放宣言（44歳） 
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 23（Ｔ12）  波多野秋子と心中（45 歳） 

 

 以上を頭に入れて作品を初めから読む。 

４行目に「今のこの生活――この生活一つが彼れの生くべき唯一の生活である」とある。武郎に当

てはめてみれば、今は地主として小作料で生きていくしかないのだが…」と言っているように聞え

る。 

 ついでながら、その少し後に「さう云ふ風な大望を眞額（まっこう）にふりかざして、平気な顔

をしてゐる輩は、いくらでもそこらにごろごろしてゐるではないか」と言っているのは、社会主義

者を気取っている連中への皮肉だろう。 

 

 冒頭の一頁（ｐ293）が作品全体の序となっている。二頁目からは具体的な描写に移るので、最

終的に大望とは何かに行き着くまで、その描写に沿って感じたことを書いていく。 

 ｐ294最後の４行も、内容を考えると作品の中では大きな位置を占めているように思う。最後の

文章「事業と云ふ大きな波にゆられながら、この微妙な羅針盤を見詰めるしみじみした心持ちを何

に譬へよう」は、どこに向かおうとして揺れているのか。大きな波にゆられながらとあるが、私は

むしろ振り子のように２つの間を行ったり来たり揺れている様子が浮かぶ。一方は自分の大望のた

めに意識して他を犠牲にすることが出来る人（つまり、他人が犠牲になっても平気でいられる人）

であり、他方は、誰かに犠牲にされることは全く眼中になく、細やかな味わいのある生活を送って

いる人である。その間で揺れるのは、自分の大望のためには他人に構わず前進したいという気持ち

はあるが、同時に、ささやかな生活を送っている人たちをそのために犠牲にしたくない気持ちがあ

るからだと思う。 

 

 ｐ295 ３行目「お前も何時か犠牲にしてやるぞ」と悲しくつぶやいた彼の台詞。結婚したばか

りであれば幸せにしてやろうと思うはずなのに、妻を犠牲にしてまで自分の大望を果たそうとする

覚悟を自分に言い聞かせるように呟く。最愛の者を裏切ってまでの覚悟と言えば、『迷路』（ｐ219）

でのスコット博士との問答が浮かぶ。 

  博士は…ダンテは何故基督を敵に渡したイスカリオテのユダと、シーザーを刺したブルータス

とを地獄のどん底に陥れたのだと尋ねた。僕は「その最も親しむべきものを売ったからでせう」

と答えた。 

最も親しむべきもの（＝妻）を犠牲にしてまでやり遂げたい大望とは何か。犠牲にするとは、社会

的に葬られる立場にしてしまうことだろうか。 

 

 次の場面は大水の出た跡地。ここで彼は親しみ慣れた自然とは大分違った感じを自然に対して持

つことになる。抗しきれない自然、災害をもたらして知らない顔をする自然。「人間の理解から孤

独となる事が自然と離縁する事にもなるとは思はなかつた」とはどういうことか。この自然との関

係がよく分からない。「人間から失った所を自然から補わせることが出来ると思い込んでいた」と
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はどういうことか。 

 

 人力車に乗ろうとしたが持ち金が不足するかもしれないと思って乗らなかったことを思い出す。

そしてそこまで来てしまったのだと今更のように思ったとあるが、どういうことだろうと考えてみ

る。やはり大望と関係があるように思う。大望のために今の生活を離れたら生活費もままならず、

何をするにも不自由になっていく。「そこまで」というのは、具体的には今居る場所（＝人の姿の

見えない随分川上の方）だが、同時に比喩的に捉える必要がありそうだ。一つは、生活資金が乏し

くなっていくレベルまでということだろうし、もう一つは、人の姿がどこにも見当たらないのは周

りから理解者がいなくなって孤立する状態になっていることを指すのだろう。 

 

 大望とは何だ。 

 一つの意思だ。 

 否、彼自身だ。 

 そんなら何で彼れは自身の前に躊躇するのだ。 

 神か。（ｐ296） 

遂に神が出てきた。大望があるのに躊躇う自分を見て、そんなことでは大望がつばな（茅花）のよ

うに呆けてしまうと感じている。どれだけ意思を固めて大望を遂げようとしても、自分には太刀打

ちできないものがある。それが神だ。自分が躊躇ってしまうことまでも神の采配なのかと自問して

いるところだろうか。『迷路』に出てくるスコット博士の運命説（予定説）を思い出す。 

  Ａよ、お前は自分の力で運命を変えることが出来ると思うのか。… 

 それは然し哀れむべき人の子の哀れな妄想に過ぎないぞよ。（ｐ222） 

 

 その少し後にこんな文章がある。「彼れはそのかんかん堅くなつた赤土の上を――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つた。」（ｐ296）本来であれば自分が成し遂げた事

業（＝大望）の上を踏みしめて歩いて行くべきなのに、到底そこまでは叶わない。情けないことだ、

という心情だと推測する。まだ心が揺れ動いているのを感じる。 

 

 いよいよ核心に近づいてきた。ｐ297 ５行目「彼れは其大望の為めには牢獄に投げ入れられる

事を前から覚悟してゐた。」ここまで書いてあれば大望とはあれしかないと初めに書いたが、私の

考える彼の大望とは、農場解放である。当時の政治状況（資本主義の下で固定された上下関係で成

り立つ社会）を考えれば、小作人たちを自作農にすることはそれに弓引く行為に他ならない。政府

（国）から「主義者」と見做され、狙われ、投獄される恐れは十分あったと思う。そうなれば家族

にも累を及ぼすのは目に見えており、妻を犠牲にしてやる（ｐ295）と言ったことも頷ける。大望

の為に他人を犠牲にしても構わない人になりたい気持ちと、ささやかな生活を送っている人を大事

に守ってやりたい気持ちの両方を満たすことが、農場解放によって出来ると踏んだに違いない。  

 ｐ297最後の段落（～ｐ298）に、森の全ての樹が突然奇異な言葉で呼びかけてくるシーンがある。
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これも『迷路』でスコット博士が一本の桜の樹の下で悪魔の囁く声を聞くところと同じ設定である。

「貴様はカインと一緒に永遠に呪われた霊魂だぞ」（ｐ222）という声とともに神の厳存を心に感ず

るようになった場面だ。それ以来スコット博士は予定説を信じて疑わなくなったが、『幻想』の主

人公はどうだろう。悪魔が囁く代わりに山が語る。聞いたことのない不可解な、奇異な言葉で語る

のだ。全身が恐怖でがたがたと震える。とは言うものの、段々と自分が孤独に慣れていくのを感じ、

花豆と井戸（にそれぞれ丹精する人）を思い浮かべて懐かしさを感じている。スコット博士から言

わせれば、神に対する「険しい反逆の色が浮かんで」（ｐ222）いたに違いない。 

 最後の文に「又川上の方へ向いて街道を歩き始めた」（ｐ298）とあるのは、徐々にではあるが確

実に川上の方、つまり、孤独（＝孤立）の方へ歩いて行く覚悟を匂わせ、尚且つ自分が進むのはこ

の方向でいいのだという確信に満ちている。短い行程ではあるがその間に「幻想」だったものが「大

望」を成し遂げようという決意に変わり、きっと晴れやかな顔をして歩いていたはずだ。 
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点に撒かれて ～「幻想」の舞台～ 
                                   Ism.（Ish） 

 

 

この作品を何度か読むうちに、四つの点（キーワード）が、気になって仕方がなくなった。 

「大水」「支流」「屠殺場」「山」というキーワードである。 

なりきり屋の性分の私は、作品の中で脚色されたり、時代が古いとなかなかうまくいかないだろう

という不安を持ちつつ、作品に出てくる場所を有島自身であろう≪彼れ≫と同じ道をたどってみた。 

はじめは、有島の地が舞台と思いイメージしていた。 

「大水」は尻別川で、「支流」は第二カシュンベツ川なのか。「屠殺場」は、阿部信一さんの「屠殺」

に出てきたので、過去にあったはずだ。「山」は大御所が揃っている。 

しかし、コースのイメージがなかなか定まらない。 

そんな時、梅田さんからのメールで、舞台は豊平川だとわかり納得がいった。 

それならば、断定するのも早い。 

有島は菊水 1条 1丁目（旧 上白石村＜①＞）に、有島が明治 43年 3 月に、安子と結婚し 1年間住

んだ場所がある。木田金次郎も訪れたそうで、開拓の村に移築されたそれだ。豊平川を渡ると、明

治 43年には南 4条東 4丁目に遠友夜学校＜②＞がある。 

「大水」は豊平川で間違いない。ロンドン橋並みに豊平橋＜③＞は落ちている。 

明治 37 年に大きな洪水があった。この作品は大正 3 年「白樺」に発表されているので、昨年とい

う言葉から、大正 2年 8月の洪水だろうか。暴風雨で札幌市街地の中心部が浸水したとある。 

≪彼れ≫のある大望の前途多難の不安としては、日の目を見ることはおろか、堤という基盤が崩れ、

作品がアンモナイトのように埋没することもあるだろうというもの。“孤独となる事が、自然と離

縁する事になるとは思ってもいなかった。”というのは、誰からも見離されて、裏切る自然の中に

放り出される観？“今まで親しみ慣れた自然”に例える何の疑いもなく生きていた世間では？いや、

“人間から失った所を自然から補はせる事が出来ると思い込んでいた”と言うのだから、自然その

ものだろうか。自然すらも逃げ場ではなくなるということか。 

洪水は怒濤のごとく全てを流し去り、犠牲者もでた。 

それでも、後になって日の目を浴びることもある。そんなことを幻想しながら、散策したのであろ

うか。 

 

Coffee Break「幻想から見た大望」Inh.考 

 

大望とは何だろう、字面からは単純に「大きな望み」と受け取るのが一般的だと思う。 

しかし有島文学における大望とはそんなに単純なものではないだろう。 

辞書を引っ張ってみたら「大望」大きな望み。遠大な志。・・・ 
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さて有島の大望とはいかに 

 

平凡で世間一般的に幸福と思われている事柄は、自分ではない（ 渇き）、 

我慢できない。（欲望）幸福の輪にあることは望んでいたことではない。（憧れ） 

そして流されている自分がいて、その自分を別の自分（想望）は許せない。 

従順な自分に対する否定的な感覚であり、恐れでもある。これは自分を見失うのではないかという。 

この主人公有島はかなり利己的な人間であると解釈できる。 

また一方でその渦から強く離れていく自分を見たときの満足感、心の自由を感じる。 

ひとつのエクスタシーをである。 

 

これらのことは次の引用で感じられる。 

「少女のヱプロンが恐ろしい程白かつた。・・・ 

見詰めてゐた白いヱプロンは然し黒いしみになつて～暫らくは眼の前をちら／＼として離れなか

つた。」 

 

やはり自分は見捨てられてはいなかったんだ！（冀望）あーやはり、でも良かったその片鱗を味わ

えて・・・ 

 

「自分の大望の爲めに、意識して犧牲を要求しながら～ 

事業と云ふ大きな波にゆられながら～ 

而して彼れは結婚したばかりの妻の事を思つた。「お前も何時か犧牲にしてやるぞ」さう彼れは悲

しくつぶやいた。」 

 

「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。 

 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あたりを見まはした。 

 彼れは彼れの孤獨の自由を使つて、牢獄からこの井戸の傍に來る事が出來るであらうか。」 

 

彼れ、彼自身、有島自身、そして人間の大望の行方は死ぬまで彷徨いそして井戸の底で終結する。 

身体の中に引き入れ引き付けるようにして心に取り込み成功への衝動から本当に大事にしている

願望を忘れ・・・ 

 

「土手」“支流に沿うても、小さな土手が新しく築かれていた”“彼れならぬ他人のした事業の上に
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足を踏みしめて／＼歩いて行った”その部分の表現なども、かなり作家として生きる決心が固まり

つつあるようだ。Ｉｎｈ.は、事業とは結婚であると隣で呟く。 

としても、かなり蛇行していた豊平川は、散策には川幅が広いことが気になる。川音が大きすぎな

いだろうか。明治 36 年、札幌農学校は現北海道大学＜④＞の場所に移転しているが、遠すぎる。

豊平川は北に行くと、どんどん街道から外れて海に向かっていく。 

「支流」はどこか。 

旧 小沼川＜⑤＞というのが菊水上町 1条 2丁目にあるが。 

ひとつ大きな勘違いをしていた。洪水であふれるのは菊水の反対岸だ。 

有島は引越魔というが、大正 2年 8月に安子と永住しようと北 12条西 3丁目の家＜⑥＞、札幌芸

術の森に移転された家に移り住んだ。 

「牢獄」は執筆活動の生活、「井戸」は家庭なのか、それとも逆なのか。 

「山」“行手の右側には街道と平行に山の裾が逼り出した。街道のそばに逼る山は非常な高さだっ

た”とある。街道に裾が広がるのは、ビルやタワーマンションを取っ払ってしまえば、やはり手稲

山＜⑦＞だろう。 

雨まで降りだした。道は泥道になる。世相は山となり、思いもよらぬ勝手なことを語りだす。反響

だ。批判もある。 

「屠殺場」はどこにあったか。昔は競馬場＜⑧＞付近にあったという。 

第 2 農場＜⑨＞から歩いたとしたら、競馬場近辺はそう遠くないと思った。しかし、現在の場所で

はない。いったいどこにあったのか、今回の読書会まではタイムリミットである。 

屠殺場の親子を、新しい作品を待つ読者に置き換えてみる。 

けがれない少女の白いエプロン、どことなく「迷路」のリリイが思い浮かぶ。真っ新な気持ちで作

品を手に取る読者か。待望の新作は、期待はずれでがっかりということもある。“ああ、あの作家

の作品ね。”という扱いも受けるだろう。センセーショナルを巻き起こし、あるいは巻き起こす前

に出版停止になることもあるだろう。 

作品を屠殺場ともなる厳しい世相に送り込むことは、煮るなり焼くなり好きにしてくれという覚悟

がいるのか。 

「街道」とある。見落としていたキーワードである。街道は石狩街道＜⑩＞だろう。としたら、「大

水」を起こしたのは創成川ではないか。 

創成川は、明治時代にしばしば溢れた。大正の初めに治水工事が行われ、大正 14 年に北 6 条以東

の旧大友堀の下流部が埋め立てられ、創成川の下流部は琴似新川に一本化されたとある。 

であれば、擦文時代のころは湿地帯であった場所でメム＜⑪＞なども多く、サクシュコトニ川が庁

舎＜⑫＞や北大構内＜④＞などを流れていた。 

「支流」と思える廃河川が、そのあたりには多くある。 

創成川とすると、この川も護岸工事で真っすぐになっているが、散策路として自然である。 

やはり、この作品の点にキツネの様に撒かれてしまった。 
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明治初め 創成川の掘割 
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明治 32 年 札幌 
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有島読書ノート29：大望の犠牲 
～『幻想』 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

『幻想』…… キメラの孤独 
Tam. 

 

 

要約 

 『幻想』はわかりにくい小説でした。やっと感想を書き終えて、改めて自分がどんなことを書き

たかったかを振り返ってみました。それを相当に図式的な説明になるのですが、以下に紹介してみ

ます。要約と本論とが整合しないところもたくさんあると思いますが、それは私の論証不足のせい

ですので、私が言いたかったことは要約の方にあるということでご了承いただければと思います。 

 

 主人公の彼は大望を抱いています。思春期を過ぎ人生を自分のものとして生き始めた当初に芽生

えたもので、何物にも替えがたい生きる目標になっています。大望とは意志であり、自己自身だと

考えています。だから大望の実現を目指すということは自己自身であり続けようとすることです。

しかし、どのような自己でありたいのかという大望の実質について、彼は表立っては一言も語りま

せん。 

 一方、彼が大望を目指して生きようとすることには障害があります。一つは、強力な障害物とし

て登場する家族で、とりわけ父親の反対が大望に向けた彼の実践に制限をかけています。家族や友

人たちから彼の生活が支離滅裂だと非難されることもあるのですが、それは見当違いの批判で彼自

身は大望を中心とした筋道の通った生活をしており恥じるところがないと、自信を持って考えてい

ます。 

 従って彼には大望の実現に向けて日々を過ごすという自らに課した義務があるのですが、この大

望が世俗的にはなかなか支持が得られないために、周囲から孤立し孤独になってしまうというつら

い現実もあります。それでも彼は前進しようとします。その際、障害として立ちはだかるものを排

除しなくてはならず、現実の中で軋轢を生じ、その犠牲となるものが現れることを避けられません。

大望のためには犠牲はやむを得ず、結婚したばかりの妻さえもいずれ障害として彼の行く手を阻む

だろうからその時は妻さえも犠牲にしてやるのだと思い定めています。このような自己肯定は、大

望に殉じるという動機が純粋でよいものであれば、大望が果たせても果たせなくても構わないのだ

というような心情が働いて、観念を支えているように思えます。 

 読者としてはずいぶん大胆な人物だと心配したり呆れたりもするのですが、実は彼自身の中にも

自ら顧みて躊躇うところがあるのでした。その前に、ここまでの話で図式化して説明しておく方が

都合がよさそうなことを書き出しておきます。 

 彼は観念・思想として大望という価値を信じている。しかし、現実・世俗的には彼の思想は共感・

支持を受けられず孤立し孤独に陥っていますし、現実と相渉るならば犠牲も生じるだろうがそれは

やむを得ぬこととして受け止め、昂然と胸を張って大望に準じようとしています。ここに生じてい

る観念と現実の衝突は、二つの意味があります。一つは観念の次元で西欧由来の個人主義的な価値

と儒教由来の明治時代的な家中心主義の価値との対立です。一つは現実の次元で当時の社会制度に
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おいては家長の権限に立ち向かう個人の力は相対的に弱くて、彼の側から勝利を展望できる余地が

とても少ないということです。そして、困ったことに、個人の生き方を尊重するはずの彼自身にお

いて、結婚が親の勧めによってのものであり、犠牲が必要とあらば妻を犠牲にしてもいいと考えて

いる点です。彼は新思想と旧思想の両方を同時に生きているわけです。また、大望とは何かを突き

詰めることなく、同期の切迫感自らのよりどころを求める……このことが明確に打ち出されている

わけではないのですが、確かに筆者の筆遣いに現れているように見えます。まかり間違えば思想と

か論理とか凡てを覆しかねないものという意味では危険なものです。 

 さて、躊躇いに戻ります。大望＝意志＝自己だと内心で対話をしている箇所で、それならなぜ自

分自身であることに躊躇うのかと自問する場面があります。ためらいを生む原因となる出来事があ

るわけではありません。ためらいは彼の心の中に潜んでいたものがここで表に現れてきたものです。

そして理由が「神」にあるのかと自問しますが、頭をすくめるだけで否とも諾とも答えないままこ

の話は消えてしまいます。しかし、わずかに一度だけ言及されているとは言え重要な出来事です。

彼が神について考える人物だという点で重要です。信仰を持っているのか否かは問いません。形而

上的なものが彼の大望が持つ欠点を指摘していると彼自身が心のどこかで自覚していることを意

味する点が重要なのです。そしてこれは観念の上での大望に対立する観念の上での障害としての意

味を持ちます。しかし彼はこの問題への深入りを巧みに避けています。この時の彼には答えがたい

難問であるということでしょう。 

 こうして、世俗と神と二つの対立物が彼の前に現れてきたのですが、彼の苦境を一層険しくする

ものがもう一つありました。このような苦境に立った時彼は自然が癒してくれるのだと思っていま

したが、その自然すらが彼に対立するものとして現れていることを認めざるを得なくなります。自

然は人を襲う不幸を記憶にとどめることなく何にも知らないような顔をしているとわかったとき

自然から離縁されていることに気が付きます。そしてその自然の代表ともいうべき樹木と山とが奇

異な言葉をささやき始めるので彼は恐怖にとらわれます。彼は盗み聞きした言葉何だあったか明か

していません。しかし、自然に癒しを期待するような甘えた彼を叱責する内容であっただろうと推

測できます。結局、自然は大望に対する第三の予想外の敵対者として現れたと言えます。 

 まわりが彼を受け入れないものばかりの中で、彼が唯一憩える場所がありました。現実ではなく

空想の世界でしたが、そこでは自由に大望の成就を想像することも束縛するもののない幸せを味わ

うことができるのでした。しかし、ここにも破綻が訪れます。散策の途中で見かけた花豆と井戸の

ある小さな家に人が住んでいることの発見です。孤独という現実に行き場を失いつつ同時にこの家

の存在に懐かしさを感じます。この小説でただ一つ明るい光の指す場面です。作者は、雨の中を川

上に向かって歩く彼の影を描いて小説を閉じます。この影に向かって、作者は憐憫と激励を寄せる

とともに、どこか浪漫的な未来も見ているようです。 

 

 彼の大望には世俗と神と自然という三つの対立物がありました。また、彼を描く表現の部分部分

には家制度を支える封建的な思想と、個人を尊重する西欧の近代思想ともう一つ動機が重要だとす

るロマン的というか陽明学的な発想という三つの思想が混在しています。彼と父たちとの間でこれ
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らの対立が明瞭になっているというだけではなく、実は彼自身の内部でこれら三つの要素が同時に

存在している点が、彼を分かりにくい人物にし、小説を厄介なものにしているのだというのが私の

感想なのです。「獅子の頭、山羊の胴、蛇の尾を持つ怪獣」がギリシャ神話のキメラ(chimera)でし

た。これには「奇怪な幻想・実現しそうもない考え」という派生した意味もあります。彼は孤独な

キメラでした。 

 

 

1 初めに  

 先日の明け方、いつものように散歩に出たところ、久しぶりに晴れていて、シリウスと暁の明星

と火星が見えました。火星が数年ぶりに地球に大接近しているとニュースが伝えていたことを思い

出したら、太陽系はどのくらいの大きさなのだろうと気になって調べてみました。太陽と地球の距

離を 1天文単位(astronomical unit＝1au)とすると、一番外側の海王星までは 30au で、45億 km
なんだとか。光が 1 年かかりで到達する距離を 1光年とする単位に比べればはるかに短い距離なの

でしょうが、それでも私の老いた脳みそには想像を超える広がりであることは確かでした。 
 さて、『幻想』は「彼れはある大望をもってゐた。」という一行で始まります。短編であるためで

しょう、とても分かりにくい小説でどう読めばいいのか途方にくれます。今回も作者有島の揚げ足

取りをするような感想を送らせていただきます。(以下では、新仮名遣いで引用し、「彼れ」も「彼」

と表記します。) 
 小説の主題を一言でいえば、「彼は大望のために孤独なキメラとなった」となるでしょう。因み

に、「幻想」の意味をデジタル大辞泉は「現実にはないことをあるかのように心に思い描くこと。

またそのような想念」と説明しています。そうすると、この小説は作者が、この小説で描かれる事

柄全体を「幻想」だとしているのだとも、あるいは彼が一番大切にしている「大望」を「幻想」と

みなしているとも解釈できます。 
  

2「彼」の人物像と創作の構想 

 ところで、「彼」はどんな人物なのでしょうか。文中からわかることを列挙してみます。 
 大望がある。結婚したばかり(たぶん 27歳)。職業は不詳。暮らしている土地も不詳。家の菜園に

花豆などを植える趣味があります。ここから派生して、大都会ではないけれど比較的大きな町に住

んでいて、生活に困窮しているわけではなく、農民でもなく、教養人に属するらしいと推測できま

す。家族とは人生観や世界観の点で対立していますが、生計の話が出てこないのと職業について書

いていないところから、対立している父親から経済的な援助を巧みに受けていると推測してよいで

しょう。大望の内容については全く触れられていませんが、親が強固に反対するような性質の望み

だということがわかります。そして彼が次三男ならばそこまで強く反対はされないはずなので、小

説上の彼はおそらく長男なのだと見ていいでしょう。また、結婚したばかりという設定になってい

る妻は家長である父親が見つけてきて「良縁」だと判断した、しかるべき家柄の女性でしょう。も

ちろん彼が「うん」と言わなければ成立しないわけですが、現代風の所謂恋愛結婚ではないはずで
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す。 

 作者は職業不詳の若い男が人生をかける大望について、その中身に一切触れない方針で彼を造形

し、小説上の現在、どのような心境で暮らしているか、どれだけリアリティーを与えられるかを作

品としての成功失敗の鍵にしようとしているようです。作家としては大きな冒険に挑戦しているの

だと思います。彼の孤独な有様が読者である私に鮮明に伝わってくるかどうか、この点が彼を造形

する作者の腕の見せ所です。残念ながらいくつかの個所で私は強い違和感を感じます。彼の試みは

みは、私という読者に対しては失敗していると言わざるを得ません。 

  なお、年齢の推定は内閣府の資料に 1914 年当時の男性の初婚年齢が 27歳で女性は 23歳とあ

ることを根拠にしました。また、この時代は家長の権限が絶大でしたから、何ほどかの程度父親の

許可・黙認がなければ経済的に困ることなくしかも職業不詳の人物として描き得るような生活はあ

り得なかったと思います。觔斗雲に乗った孫悟空が地の果てまで飛んだと思ったらお釈迦様の掌の

上だったという話を思い出します。 

  
3「大望」と「志」 

 小説からしばらく離れます。大望とは何だろうと考えていて『故郷』という唱歌の中に「志」と

いう言葉があることを思い出しました。デジタル大辞泉では、「望み」は「そうなればよい・そう

したいと思うこと。希望、願い」と説明し、「志」は「心に思い決めた目的や目標」と説明してい

ます。 

 
 『故郷』 詞 高野辰之  曲 岡野真一 尋常小学唱歌第 6学年用 

 1 兎追ひし彼の山  小鮒釣し彼の川   夢は今も巡りて  忘れ難き故郷 

 2 如何にいます父母 恙無しや友がき   雨に風につけても 思ひ出づる故郷 

 3 志を果たして   いつの日にか帰らん 山は青き故郷   水は清き故郷 

 

 この唱歌を歌うのは 6年生ですが、歌詞の中の人物は故郷を離れて都会に住んでおり、幼かった

ころの故郷での日々を回想しています。20 代か 30 代の人でしょう。果たすべき志があり、果たし

うる可能性を持つ者は共感を込めて歌うでしょうし、もっと年上の人が若いころを懐かしんで歌う

と見ることもできます。6年生には故郷に対してかくあるべしという感情の方向性を示し、植えつ

けようという意図を持っていることが明白です。 

 「志」に関して、もう一つ使用例を紹介します。有名な「五か条の御誓文」(1868年)の第三はこ

のようになっています。「官武一途庶民に至る迄各其志を遂げて人心をして倦まざらしめん事を要

す」。ここで言う志は国家のために尽くす志という意味ですが、庶民にそのように要求するという

ことはその前提として、庶民が国民の一人として自立した意志を持つことができると国家が認める

ことを含んでいます。むしろ庶民が自立せざるを得なくさせられているという方がいいかもしれま

せん。(国家が一方で自立せよと迫り、他方で家長の命令に従えと言うのは矛盾ですが、明治の近

代化が当初から内包していたものです)。江戸時代は御家人の次男三男は分家することができず部
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屋住みとして嫁を貰うこともできなかったとされますし、農民の次三男も新田開発などの事情で田

畑が増えることでもなければ、分家などありえず生涯家付きの男として嫁を貰うこともできなかっ

たのは同じであったようです。 

 それがそのような環境から解放されて、家を出る自由が与えられたのは、このような「誓文」が

後押しをしたからのことで、一口に言えば近代化の必要上の変化でありました。「故郷」の志も大

きくはこのような時代の変化を背景にして生まれてくる感慨です。 

 調べてみると『故郷』の発表は偶然ですが『幻想』と同じ 1914(T3)年でした。(第一次世界大戦

の開戦もこの年) 

 『故郷』は発表から既に 100年以上経った現在も歌い継がれています。発表当時この歌は小学生

に限らず大人たちの共感を呼び覚ますに足る実態に裏付けられていたでしょう。日露戦争後、産業

の高度化が国家目標の一つとなり、京阪神中心に工業地帯が形成され発展していきますが、そのこ

とは同時に農村から労働力を吸引することでもありました。第一次世界大戦がはじまったことはこ

の動きを加速させます。もちろん都会で働くといっても労働条件は劣悪で、必ずしも希望に満ちた

ものではありません。それでも農村内で家内労働の労働力としてだけ期待され、閉塞して暮らして

いた者たちにとっては、家制度のもとで家長(戸長)に隷属する立場から、自立し自分が戸主として

家庭を築くことができる機会が与えられることでもあったことは間違いないので、最大公約数的に

見れば、「志を果たす」というのは都会でひとかどの職を持ち、嫁を取り、子を育てる立場になる

ことを意味していたはずです。故郷を離れ都会に流入する人々はそのことに希望を持っていただけ

でなく、それが実現可能なことであり、ぜひとも実現させたいことでした。いつかは故郷に錦を飾

りたいという切ない願望です。大正デモクラシーも普選運動も戦争景気もそうした願望にとっては

追い風のように感じられていたでしょう。「志」という言葉に人々は希望を託しおり、『故郷』とい

う唱歌はそのような希望を掻き立てる歌として広まったでしょう。 

 回り道が長くなりましたが、農村から都会へ出て、工場労働者などとして自立しようとした若者

の志と『幻想』の彼の大望を対比してみると、大望の内実を語らずに彼を描くというのは全く能天

気なものだと感じられます。ただしこのことは彼がしっかりした職業を持ち経済的に自立している

ことが確かめられれば成り立たない議論ではあります。そして、作者があえて職業など伏せたまま

彼を描こうとしているからには私のような揚げ足取りの論難も覚悟の上のことだと思われます。覚

悟のうえで「大望」自体を語らぬまま彼を描こうというのですから小説としては大した挑戦ではな

いかと思うわけです。 

 この後、小説の鍵になりそうなところを数か所取り上げて「揚げ足取り」に励んでみます。 

   

4 大望と円心 

  それにも係らず大望は彼を捨てなかった。彼も大望が一番大切だった。自分の 

 生活が支離滅裂だと批難をされる時でも、大望を円心にして輪を描いて見ると、 

 自分の生活は何時でもその輪の外に出ていることはなかった。そういう事に気が 

 つくと勇ましくなって、喜んで彼は孤独を迎えた。彼は従順になればなる程、親 
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 からも兄弟からも離れていった。(全集 293頁) 

 

 彼は、自分は大望を中心とした生活を送っているので、周囲の人が彼の生活を見て支離滅裂だと

いうのは見当は外れであり、見当はずれ＝彼らが誤っていると気が付くと周囲の人から理解されず

孤独であったとしても、その孤独を甘受する心境になるのだ、と描いているようです。しかし、大

望を円の中心にして輪を描くとき、どれだけの大きさの輪を描くのでしょうか。ここがわからない

ところです。小さな輪ならはみ出すでしょうし、無限大の大きさならどんなものもはみ出すことは

ありません。円を描くためには中心のほかに半径が必要ですが、太陽系で 1auの半径の円なら水星

と金星が内側に来ますが、火星は外側になります。上の引用箇所には半径を示す言葉がありません

から、彼の生活に火星は存在しないという説明が成り立っていません。円心と輪の比喩では周囲の

人々を説得することはできないのです。つまり彼の独りよがりの屁理屈でしかないのですが、作者

はそうだと知っていてこの比喩を用いたのかどうか怪しいところです。また、「大望」を目指す生

き方を親に反対される彼は「柔順」になるのですが、それは面従腹背の態度をとるということです。

親たちの考え方は古くて自分の考え方は正しいと主張するのは大事なことです。その結果として彼

は自分が支持者のいない孤独に陥ることも喜んで引き受けているのですから、周囲の批難に自分の

生活を顧みて反論する必要などせず、黙って甘受すればいいではないですかと助言したくなります。

けれども、わざわざ反論するのはできれば理解し支持してほしいと願うからにほかならないことも

理解できます。もっと別の説得の仕方を用意することができないものでしょうか。少し乱暴な言い

方になりますが、彼自身がまだまだ父親たちと同じ古い思想の中に漬かっていて、大望とそれをめ

ぐる生き方の部分だけ新しいからそのようなことが起こるのではないかと思います。「他人に対す

る理解のなさ加減から考えると、他人の理解を期待するという卑劣」なことは望むまいと開き直っ

て、「心の自由」を取り戻して大いに満足したというのは眉唾物だと思います。 

  

5 大望と犠牲 

  彼は自分のつつましやかな心を非常に可愛く思った。自分の大望のために、意 

 識して犠牲を要求しながら、少しも悔いなかった古人を思うと、人の生活の細や 

 かな味わいが心の奥まで響き亙った。虫けら一疋でも自信を以て自分の為に犠牲 

 にすることの出来た人を彼は同情と尊敬を以て思いやった。事業と云う大きな波 

 にゆられながら、この微妙な羅針盤を見詰めるしみじみした心持ちを何に譬えよ 

 う。(同 294頁)  

 

 繰り返し読んでも理解できず困りました。古人に具体的な人名を当てはめてみるとわかるかもし

れないと思いついて、「麒麟が来る」の織田信長を古人当てはめて読み替えてみました。するとこ

うなりますが、この意味でなら理解できます。 

 信長は天下統一という事業のために天台宗の僧侶たちを排除しなければならないと考えて比叡

山を焼き討ちしたが、決して悔いることがなかった。信長のことを思うと、比叡山攻撃に伴う様々
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な出来事とそれが彼にもたらす喜怒哀楽が細かなところまで想像でき、共感もできた。また、農民

に高い税を課して苦しい生活を強いることも天下統一のために自信をもって遂行した信長を、彼は

同情と尊敬を以て思いやることができた。彼は大望成就という自らの目標に向けて行動を始めたが、

この微妙な信長を見つめるとき、目標に邁進するのは生易しいことではないけれどそれをやり遂げ

る決意は持続しようと奮起させられる心持はほかに喩ようがない。 

 「同情」は「他人の不幸や苦悩を自分のことのように思いやっていたわること」、「尊敬」は「そ

の人の行為業績などを優れたものと認めてその人を敬うこと」(デジタル大辞泉)です。尊敬の方は

すんなり理解できます。他方、信長の何に同情するのか決め難いのですが、喜怒哀楽の感情が不幸

や苦悩に基づくのでそのことを指していると理解しておきます。作者は彼の大望が天下統一のよう

な大それたことだとは想定していないので、「つつましやかな心」と謙遜した表現をしているので

しょう。要するに大望を果たすのに犠牲を厭うてはならないと決意を新たにするという話です。 

 どうやら親兄弟と疎遠になるという犠牲を払う覚悟はできているようですが、「而して彼は結婚

したばかりの妻のことを思った。『お前も何時か犠牲にしてやるぞ』そう彼は悲しくつぶやいた」

(295 頁)というのにはぎょっとします。そうしなくて済むのならそれに越したことはないけれど、

そうは運ばないだろうという予断をもって妻を見ています。親兄弟と同じく彼が求める生き方に反

対する立場にいずれなるだろうという予想をもって妻を見ているということです。敵になる人物と

いうことです。そうでなければ、犠牲にしてやるという言葉は使えません。『老船長の幻覚』で用

いた表現を使うと、妻との間の対幻想が戸主＝家長とその妻の関係でしか成り立たっていないこと

を示しています。親が勧め、彼自身が渋々承諾した結婚だとすればむべなるかなというわけです。

大望のために妻も犠牲にする可能性を考えたとき、そのことを認めるのに「悲しい」気分になって

います。戸主として家族を保護し妻の幸せを考えるべき立場にあるわけですから、不幸にすること

に何の感情もわかないことはあり得ません。喜ばしいことではないことを消極的に認める言葉です。

しかしここは、近代人としての感覚からも解釈できるところかもしれません。 

  

6 自然との対立 

  固より彼は自然とも戦うべきものだと云う事を忘れていたのではない。然し彼 

 は人間と自然とを離して考えていた。人間の理解から孤独となる事が自然と離縁 

 する事にもなるとは思わなかった。彼はその瞬間まで人間から失った所を自然か 

 ら補わせる事ができると思い込んでいたのだ。(295 頁) 

 

 昨年の洪水の時に百姓の息子が犠牲になった河原に立ってみると、自然は彼の記憶などと無関係

に何事もなかったようにそこにあることに気づいて、彼自身は「今まで親しみなれた自然とは大分

違った感じ」に襲われ、改めて自然理解の変化を語る場面です。人間と自然の関係について新しい

認識が加わったことを語っています。元来人間は自然を克服してきた存在だという大前提(これは

西欧由来の近代的な考え方です)のもとに、それでも人間社会の中で傷ついた心は自然によって癒

されるものだ、自然はそのような包容力を持っていると思っていたというのが今までの自然観でし
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た。これは現在でも大部分の人が同意する感覚ではないでしようか。先に挙げた小学唱歌『故郷』

もまたこのような自然観に基づいていました。ところが、彼は親兄弟・友人たちから理解や支持が

得られなくて孤独を感じる今、自然からも離縁していることを実感したというのです。つまり、自

然は彼＝人間と根本的に対立する存在なのだと認識したということです。それは「百姓の息子が」

洪水で死んだことを回想した瞬間にやってきました。自然はそのことをまるで感じ取っておらず無

関心でいることは、自然もまた人間を犠牲にして悔いることがないということです。ここで彼は少

し論理の飛躍をして次の問題を発します。自然が敵対者だとするなら、大望とはそもそも何だった

のかと。その自問自答が次の部分です。六行に分かち書きされていますが、ここでは／で区切って

まとめて書きだします。 

 

  大望とは何だ。／一つの意志だ。／否、彼自身だ。／そんなら何で彼は自身の 

 前に躊躇するのだ。／神か。／彼は頭に一撃を加えられたように頭をすくめても 

 う一度あたりを見回した。(296 頁) 

 

 彼にとって大望とは自分自身であることに疑問の余地はありません。大望を実現することは自己

を実現することであってもっとも貴い行動であるはずなのに、彼はその行動へ向かうべき自分が、

あろうことかそのことに躊躇いを抱いていることに気が付いています。大望一途の論理を貫くこと

へのためらい、個人の考え方を重視する西欧由来の個人主義の思想へのためらいです。この躊躇は

どこからやってくるのでしようか。彼が思い浮かべるのは「神か」という問いです。しかし、頭を

すくめるだけで、否とも諾とも答えません。彼の疑問は宙づりにされたまま放置されます。彼の中

に神と自らの生き方にかかわる、ここでは語られていない何かの問題あるいは葛藤があるのでしょ

う。読者としては、大望を抱いて父親と対立はしても案外脆弱なものでしかないのだなあと感じざ

るを得ません。引用箇所の跡には、大望が呆けてしまったらどうしようという心配をして、苦い気

分になったと書かれて、神の問題の展開は避けています。 

 

7 牢獄の孤独な自由と花豆・井戸の生活 

  彼は其大望の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。牢 

 獄生活の空想は度々彼の頭に醸された。牢獄も如何する事も出来ない孤独と、其 

 孤独の報酬たるべき自由とが、暗く、冷たい、厚い牢獄の壁を劈いて勝手に流れ 

 漂うのを想像するのは、彼の一番快い夢だった。 

  然しその時彼はその夢を疑わないではいられない程の親しみを以て路傍の小さ 

 な井戸を見た。その井戸は三尺にも足らない程の浅さで、井戸がわも半分腐って 

 いたが、綺麗に掃除が行き届いていて、林檎箱のこわれで造ったいささかのなが 

 しも塵一つ溜っていなかった。彼は其処に人の住んでいる事を今まで感じた事の 

 ないような感じ方で強く感じた。牢獄はこんな親しみのある場面を彼の眼から遠 

 けるだろう。 
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  彼は彼の孤独の自由を使って、牢獄からこの井戸の傍らに来る事が出来るであ 

 ろうか。(297 頁) 

  

 ここに来て初めて私が誤読というか見逃しをしていたことに気が付きました。彼の大望は場合に

よっては投獄必死のものなのでした。入牢させられて自由を奪われる覚悟を持たなければ追求でき

ない願いとは何でしょうか。1910年には大逆事件があって 24人に死刑の判決が下っていました。

大望は無政府主義や社会主義の運動かそれと類似の思想的なものを想定しているのかもしれませ

ん。(被差別部落民の水平社が結成されるのは 1922年ですから、この場合は除外していいでしょう

し、普通選挙運動なら投獄される心配はありませんでした)。そのような傾向の思想とそれに基づ

く行動を作者が想定しているのであれば、「冬の時代」が続いていますから大望の内実を語るわけ

にはいかなかったというのもうなづけます。ただし、思春期を過ぎたころからこの大望にとらわれ

ていたと冒頭近くに書いてあるので、無政府主義系統の思想と決めつけるのは前後の整合性が危う

くなります。 

 しかし、もっと重要なことがありました。獄中の暮らしそのものも彼にあっては空想上のもので

すが、それでも囚われの身の彼が孤独と自由とを働かせて監獄の外を漂う空想をすることが一番快

い夢だったはずでした。それなのに、その夢想を上回る魅力的で親しみの感情を持てるものを発見

したと記されていることです。三尺ほどと浅いけれど、塵一つなく綺麗な流し台まで備えた井戸を

用いて暮らしている人がいることを「今まで感じたことがないような感じ方で強く感じ」ています。

多分人々との交わりをなるべく避けて、世俗的な栄耀栄華など求めることなく都会のはずれでひっ

そりと暮らしている人を思い浮かべればいいのだと思います。そのような人や生活にある種の憧憬

を抱くという表白は何を意味するのでしょう。獄中からどんなに放恣な空想をしてみても、現実の

穏やかな暮らしの方に軍配が上がると感じてそれを認めているのです。大望を抱いてそれに向かっ

て家族や友人たちと対立して過ごすストレスが意外と彼を気弱にさせているのかもしれません。 

 

8 樹木と山の奇異な言葉 

 彼は予想通り降り出した雨に濡れるに任せて歩いていると、樹木が語り、山までもが語りだしま

す。その言葉を盗み聞きしています。奇異とあるだけで内容は書かれていません。心理学的には離

人感という現象なのでしようが、抑圧感が強いときに現れるもののようです。途中、「彼の歩き方

は大股でしっかりしていた」という表現が何度か出てきますから、元気に散歩を楽しんでいるのか

と思うと、実はそうでもないようです。 

 そして、それに続いて「孤独の中に自分がだんだん慣れひたって行く」ことを感じ、同時に「言

葉につくせないなつかしさを、垣根の花豆と底の浅い井戸」に感じています。これがこの散策の収

穫だというわけです。 

 

 正直のところ、彼にはあちらこちらと振り回されながら読み進めてきました。一筋縄ではいかな

い書きぶりです。これは作者の意図したところだろうかどうだろうと迷いながら読んできたのです
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が、作者自身が気が付かずに、作者のつもりとは外れたことがあちらこちらに噴き出ているのでは

ないでしようか。それが読みにくさ・わかりにくさの原因なのだと思えてなりません。 

 

さて最後に、このように読んでくると彼という人物が、父親世代を批判して自らの生きたいように

生きていこうとする、時代に先駆けた個人主義の徹底を求める人物であることがわかります。しか

し同時に父親の了解のもとに結婚し、たぶん経済的にも世話を受けるいわば古い、当人が批判して

いるはずの制度や価値観に基づく生活をしている人物でもあります。つまりこの二つで見れば二律

背反の矛盾を犯していることを承知しているはずですが、さらに、例えば妻を犠牲にしてもかまわ

ない、大望が成就すればその時に問題が解決するのだという考え方が隠れているように見えます。

これは作者にとってはとても危険なことだと思えるのです。動機が正しければ途中の行為は総じて

許されるという発想があると見るのですが、この典型的な例は2・26事件の将校たちに現れますし、

さかのぼれば明治維新の思想的な指導者だった吉田松陰などにもみられます。大統領選挙中のトラ

ンプ氏のマキャベリズムとは少し様相が異なっていますが。 

 ただしこの三つの要素だけが全部ではないのでしょう。花豆や井戸に親しみを感じる彼は大望に

かける意気込みに比べれはどこか弱弱しげです。 

 なお、「キメラ(chimera)」は今回の感想のキーワードですが、ご存じのように「獅子の頭、山羊

の胴、蛇の尾を持つギリシャ神話の怪獣」で、大修館のジーニアス英和辞典では「(奇怪な)幻想、

実現しそうもない考え」と説明しています。作者は彼の「幻想」がキメラでもあることを含んで題

名にしたのではないでしようか。強引かもしれませんが、個人主義者で旧時代の価値観に乗っかっ

て生活し自らの行動をどこかの地点で許容する発想を隠している人物は、獅子と山羊と蛇からでき

ている怪物キメラそのものなのだと思うわけです。 

小説は次のような短い二文で締めくくられています。 

 

 やや暫らくして雨に濡れまさる彼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

は彼一人の影が唯一つ動いた。 

 

 作者は孤独を背負って歩む彼の背中を見ながら、憐憫と鼓励と浪漫の感情を認めているようです。

それぞれが彼のどのような側面に対するものであるかについて改めて申し述べることは割愛しま

す。 

 
 


