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第11回読書会のまとめ：課題図書は『或る女』（後編） 
 

	 	 	 	 	 参加者７名	 2017 年 10 月 28 日	 

 
	 

〈読み方について〉 
	 観点や受け取り方は全く違うけど、面白いね、という感想があります。読書会の良さ、

というか醍醐味を表してはいないでしょうか。考え方、感じ方は全く違うが、それは間違

いではない。本の読み方に正解はない。その人なりの読み方があるだけ、という主張には

共感します。	 

	 そうではあっても、主人公の生き方をどう思うか、とか、時代背景は、とか、また作者

はどういうつもりでそれぞれの人を書いたのだろう、何が言いたくてこの作品を書いたの

か、などと作品に沿った話が多くなります。	 

	 自分の死に方を連想させるような描写があることに触れた感想もありました。武郎の作

品は虚実取り混ぜて書いてあるので、ノンフィクションではないかと思える部分につい騙

されてしまいそうになります。気をつけねば。ある会員（東京在住）が同様の趣旨で文章

を寄せてくれています。是非お読み下さい。	 

	 どこに注目して読むか、は読書するその人が表れるようで、結構面白いものです。	 

	 

〈宗教について〉 
	 基督教の話題になりました。武郎は札幌独立基督教会からは退会したが、 後に内田の

登場を待ち望む葉子を描いたのは、神の救いに似たものを求めている人間を描きたかった

のではないか。また、武郎は、基督教の教義そのものは受入れたのだと思う、というもの

です。逆に、内田が何故 後になって出てくるのか分からない、という感想もありました。	 

	 他にも、 終的に基督教を捨ててはいなかったのではないか。宗教は心に必要なものだ、

つまり、自分が本当に悩んだ時に進むべき道を探すために宗教（教え）が必要になるのだ

ろう。基督教はまだ一人の人間と基督が向かい合っている感じがする。仏教においては、

お彼岸やお盆などの宗教行事には参加するが、心の中にまで入ってきている感じがなく、

一人ひとりに向き合っていないのでは、という感想も出ました。俗に｢葬式仏教｣と言われ

る所以でしょうか。	 

	 

〈葉子について〉 
	 葉子は性悪女、悪党を通り越しているという感想がある一方で、女性の内面に深く潜在

している普遍的な本質を表しているという意見がありました。双方の言い分とも分かる気

がすると言えば、あまりに軽薄でしょうか。確かに女性が（そして男性も）持つ｢淫売婦性｣

は誰にもあるように思います。つまり人間誰しも持っている普遍的な本質です。しかし、
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それはきっと人によって程度のばらつきがかなりあるでしょう。強く出る人もいれば淡泊

な人もいる。どんな現れ方かで非難されてよいものではない、との意見もありました。	 

	 有島は男としての立場で葉子を書いているのではないか、肉体の対象として葉子を見て

いる、という感想がありました。がその一方で、共感、納得できるかどうかはさておき、

葉子の心理は分かる、あの時代からすると葉子は男性的だと言えるのではないか、武郎は

葉子になっているし、女性の心理をよく読んでいる、という感想も出ました。	 

	 作品の 後の描写についても相反する意見がありました。葉子は死にゆく運命にある、

いやそうではなく 終的には死なないのだ。さあ、どうでしょう。葉子の生死が書いてな

いのは、書いてしまっては自分の書こうとする作品でなくなってしまうと思ったからでし

ょう。敢えて一歩手前で止めることで、葉子が読者の中で生き延びているのかもしれませ

ん。	 

	 

〈武郎について〉 
	 武郎の暗喩の表現力は凄い。生きているうちに経験したことが（浮気も含めて）全て活

かされている、という賛美の発言がありました。｢女遊びは芸の肥やし｣と俗に言われてい

ることを武郎は秘かに実践していたのかもしれないと思った次第です。	 

	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （文責：井上剛）	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

感想文『或る女』（後編） 
参加者：In 

	 

	 

〈人為か運命か〉 
	 果たして人は、他人の人生に関わることが許されるものだろうか。全く関わってはいけ

ないというのは変な話だが、どの程度までなら許されるのか。関わるとは何をすることな

のだろうか。運命（とか、天の采配）という言葉がある。どこまでかが運命なのだろうか、

それとも全て運命だと言えるのか。	 

	 例えば私の場合、大学浪人して予備校通いをしたり、 初の大学を中退したりしたが、

それはあくまで自己責任の範疇なのか、そうなる運命であったのか。大器晩成という言葉

がある。私は大器ではないが晩成である。明らかに早熟ではなく遅熟（？）に属する。そ

れは２つの大学に通ったり、２９歳で定職に就いたことでも分かる。これは単なる個性な

のか、または、それを運命というのか。	 

	 何度も書いたことがあるが、私の妹は２歳２か月で早世した。注射によるショックが原

因で、医療ミスであることははっきりしているが、これを人為的なミスと処理すべきなの

か、医療ミスを受けてしまうよう運命づけられていたと考えるべきなのだろうか。	 

	 私の息子は、高校入試で志望校に合格できず、別の学校に通ったが結局行かなかったこ

とがある。 終的にはコンピュータ専門学校卒だが、自分に自信が持てなかったか、現在

も定職に就いていない。これは本人の努力とか性格とかに帰されるべきことなのか。息子

の運命なのか。そして私は、そういう息子を持つように運命づけられているのか。仮に将

来、息子が定職に就くことが出来て、自活できるようになったら、それは本人の努力だと

言えばいいのか。それとも努力して課題を克服するよう運命づけられていたと言うのだろ

うか。	 

	 私のいとこの長女の話である。高校の時からソフトボール部に属し、活躍していたが、

大学２年の時、活躍を妬んだか一部の上級生からのいじめに遭い、躁うつ病を発症した。

10 年も前の話だが、現在も治療中で定職には就いていない、というか、つけないでいる（就

職しても仕事を頑張りすぎて、倒れてしまって退職することの繰り返しなのだ）。いじめた

側は今ではすっかり記憶から消えているだろう。誰に責任を取ってもらえばいいのか、そ

れともこうなったのは彼女の運命なのか。	 

	 

〈根源にあるもの〉 
	 『或る女』の葉子はどうか。彼女の短い（と思われる）生涯は、自分で選び取ったもの

なのか、それともそのように運命づけられていたのか。蠱惑的であったためか金に苦労す

ることもなく、同性異性構わず自分のために利用し、自分の価値判断で裁断し、果ては疑

心暗鬼の塊と化し、もだえ苦しむ一生。だがこれで終るかと思いきや、そうでない場面が
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用意されている。新潮文庫から３か所引用する。	 

	 

	 (p534～5)・・・自分の過去や現在が手に取るようにはっきり考えられ出した。そして冷

かな悔恨が泉のように湧き出した。	 

	 ｢間違っていた・・・こう世の中を歩いてくるんじゃなかった。然しそれは誰の罪だ。分

らない。然し兎に角自分には後悔がある。出来るだけ、生きてる中にそれを償っておかな

ければならない｣	 

	 内田の顔がふと葉子には思い出された。あの厳格な基督の教師は果たして葉子の所に尋

ねて来てくれるかどうか分らない。そう思いながらも葉子はもう一度内田に遇って話をし

たい心持ちを止める事が出来なかった。	 

	 

(p537～8)・・・凡ての人は何かの力で流れて行くべき先きに流れて行くだろう。そして仕

舞には誰れでも自分と同様に一人坊ち（ぼっち）になってしまうんだ。・・・どの人を見て

も憐れまれる・・・葉子はそう思い耽りながら静かに静かに西に廻って行く月を見入って

いた。・・・涙が眼尻から溢れて両方のこめかみの所を擽（くすぐ）るようにするすると流

れ下った。・・・許すべき何人もない。許されるべき何事もない。唯あるがまま・・・唯一

抹の清い悲しい静けさ。葉子の眼はひとりでに閉じて行った。	 

	 

(p555～6)葉子は精も根も尽き果てようとしているのを感じた。・・・その時ふと定子の事

が頭に浮かんだ。・・・誰れかに定子を頼んで・・・葉子は慌てふためきながらその人を考

えた。	 

	 内田・・・そうだ内田に頼もう。葉子はその時不思議ななつかしさを以て内田の生涯を

思いやった。あの偏頗（へんぱ）で頑固で意地張りな内田の心の奥に小さく潜んでいる澄

み透った魂が始めて見えるような心持ちがした。	 

	 

悪女として生きてきた葉子が、 期に一瞬、悔いる気持ちを見せたことで、救われたのだ

ろうか。分らない。でも、武郎は基督教を捨ててはいないようだ。教義を人から押しつけ

られるのを拒否しただけで、自分なりに解釈して取り入れたと思う。教会は信用しないが、

教義は信じる、という確固とした姿勢が見える。しかし何故、基督教なのか。祖母から影

響を受けた仏教ではいけなかったのか。そう考えた時ふと考えが浮かんだ。そういう択一

的なことではなく、どの宗教にも共通する何かがあるのではないか。武郎は、その核心部

分を感じ取って、人間の 後のよすがとして書きたかったのではないか。人のために何か

をする。自分のためだけに生きない。こういう人には接していて、温かいもの、清々しい

ものを感ずる。葉子が 後の 後に内田を思い出したのはそういうことだったのかもしれ

ない。それにしても、葉子の生き方は運命に逆らったものであったのか。運命に従ったも

のであったのだろうか。	 
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〈満足と死〉 
	 葉子は弱い女であったと思う。いつも自分を創っていなければならなかった。自分のあ

りのままを他人に見てもらおうという姿勢は取れなかった。それはなまじっか美貌や才気

走ったところがあったからだし、自分の性格や自分を取り巻く環境のせいでもあっただろ

う。しかし、飾らねばならなかった分、葉子は弱い女だった。（飾らない人間は強い。）若

い時は強いと思っていた自分が実は弱い女だと気づき、坂を転げ落ちていくことになった。

嘘も重ねれば重ねるほど元に戻れなくなるが、自分を偽る、飾るのも同じ事で、素直な自

分をますます出せなくなるのだ。	 

	 自分に夢中になってほしい。それがずっと続いてほしい。そう願って肉慾に走った葉子

だが、相手も自分も満たされている状態を願えば、行き着く先は死であると思い至った。

満たされたときに死ねば、その状態が永遠に続くと考えたか。	 

ここも３か所引用する。	 

	 

(p291～2)・・・「そうだ生れてからこのかた私が求めていたものはとうとう来ようとして

いる。・・・この幸福の頂上が今だと誰れか教えてくれる人があったら、私はその瞬間に喜

んで死ぬ。こんな幸福を見てから下り坂にまで生きているのはいやだ。それにしてもこん

な幸福でさえが何時かは下り坂になる時があるのだろうか」	 

	 

(P317)・・・葉子は部屋の中が暖かなのか寒いのかさえ解らなかった。唯自分の心が幸福

に淋しさに燃え爛れているのを知っていた。唯このままで永遠は過ぎよかし。唯このまま

で眠りのような死の縁に陥れよかし。とうとう倉知の心と全く融け合った自分の心を見出

した時、葉子の魂の願は生きようという事よりも死のうと云う事だった。葉子はその悲し

い願の中に勇み甘んじて溺れて行った。	 

	 

(p372)・・・竹柴館の一夜は正にそれだった。その夜葉子は、次の朝になって自分が死ん

で見出されようとも満足だと思った。・・・それからと云うもの葉子は忘我混沌の懽喜に浸

る為には、凡てを犠牲としても惜しまない心になっていた。・・・葉子は自分の不可犯性（女

が男に対して持つ一番強大な蠱惑物）の凡てまで惜しみなく投げ出して、自分を倉知の眼

に娼婦以下のものに見せるとも悔いようとはしなくなった。二人は、傍目には酸鼻だとさ

え思わせるような肉慾の腐敗の末遠く、互いに淫楽の実を互々から奪い合いながらずるず

ると壊（くず）れこんで行くのだった。	 

	 

これらの描写が武郎の 後の姿に重なると想像するのは、私だけではないはずだ。	 

	 

〈おわりに〉 
	 エミリ・ディキンソンという米国の女性詩人がいる、ということを宮本輝（作家）の文
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章で知った。社会に抵抗したり、規範への拒否に満ちた詩ばかり書いていたらしいが、中

に異色の詩があるという。	 

	 	 	 	 	 もし私が一人の命の苦しみを和らげ	 

	 	 	 	 	 一人の苦痛をさますことができるなら	 

	 	 	 	 	 気を失った駒鳥を	 

	 	 	 	 	 巣に戻すことができるなら	 

	 	 	 	 	 私の生きるのは無駄ではない	 

詩のあとに宮本は問うている。｢生きるに値する行為とは何か。持って死ねるものとは何か｣

と。エミリはそれに気づいたのだろう。	 

	 葉子は何のために生れてきたのだろうか。自分では、何のために生きるのかと考えたこ

とがあったのだろうか。	 

	 「人は生きているだけで価値がある」とは、自殺を考えている人たちに呼びかけるメッ

セージであることもあるし、また高齢者に対して言われることも多い。私も高齢者の仲間

入りをさせられているらしいので、そう言われると、気楽に行こう、のんびりやろうと思

えて、全身が脱力感に満たされて、くにゃくにゃになる。自分をより以上に見てほしいと

か、他人を出し抜きたいなどと思わず、他人のために何かをするという生き方は、武郎が

感じ取っていた宗教なるものの芯の部分を体現したものと言えるように思う。この年にな

って私もそういう生き方がいいと思うので、自分がずいぶん枯れてきたことを感じる。そ

のうちポキッといくかもしれない。枯れすぎないように気をつけよう。	 

｢枯れ木もポッキーのにぎわい！｣	 お粗末でした。	 
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『或る女』(後編) 感想 
参加者：Sa. 

	 

 
早月	 葉子（モデル＝佐々城本支・豊寿の長女、国木田独歩の 初の妻） 
倉地三吉（モ＝武井勘三郎、ヴィクトリア号事務長） 
古藤儀一（モ＝有島武郎） 
木村貞一（モ＝森広	 有島の同窓	 2級上） 
内田（モ＝内村鑑三	 キリスト教者	 無教会主義） 
愛子・貞世・定子（妹・娘） 
 
倉地と愛人関係になった葉子。日本に帰りついてからの日々。倉地と妻子、倉地と宿の

女将との関係、すべてを疑ってかかる葉子。すべてを捨て倉地との生活を望み（帰国）な

がら、自分の中にある虚栄を捨てられずにいる葉子。（宿の女中の対する葉子の反応、自分

が見下されていると感じる憤り、新聞記事	 等） 
そして、倉地との関係が破綻したときのため、また倉地を繫ぎ止めるため、その他もろ

もろの理由をつけて木村を欺き、金を無心する。身ぐるみ剥ぐまで搾り取ろうとする態度

は、いかがなものか。後編に至っては、葉子は性悪女・悪党を通り越していると感じる。 
倉地に走ったのなら走ったで、倉地の懐に飛び込んでいれば「かわいい女」あったろう

に。前編の 終で倉地が葉子の寝顔を見ながら「悪党」とつぶやくのは「（倉地にとって）

かわいい女」と言っているに等しいように感じた。 
疑心暗鬼のはての妄想により葉子が作り出した世界、何者をも信ずることができず、す

べてが葉子の悩みの種。女のために社会的地位や生活を捨て詐欺師として金を儲け、葉子

との生活を維持する倉地さえ信ずることができない葉子。欺瞞と虚栄に満ちており性格が

決して良い女ではないが、妄想の果て一層ゆがんだ性格になっていっていると思う。 
帰国の途の船中だけが、葉子にとって幸せな時間だったのでは… 
 
また妹・愛子に対する態度。葉子から見た愛子は、おとなしく葉子に対し一歩引いたよ

うな態度である。葉子はそれが気に入らない。自分を見る目つきを、批判、非難の気持ち

に感じてしまう。愛子のこの態度は姉の性格を十分知っているので、一歩引いて、姉の出

方を見ているのではないかとも思う。成長するにつれ女らしい美しさ、葉子の美しさとは

異なった美が備わってきた愛子に対し、嫉妬に近い感情もあるのではないか？これまでは

自分に向いていた男たち（倉地・古藤 etc）の目(心)が愛子に向かっている、愛子がそう仕
向けていると葉子は邪推している。 
葉子は、愛子や貞世の前では倉地との関係をひた隠しに隠し、他人から後ろ指など刺さ

れない人間を演じている。現実とのギャップに神経がささくれ立っていく。 
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倉地と愛人関係になった経過は正直に話さなくとも、二人の関係を「今後結婚する等」

と適当に言いつくろって妹たちに話していたならば、妄想による疑心暗鬼の心をこれほど

起こさずにいられたのでは…と思ってしまう。 
 
有島は、キリスト教の教義に背いた人間の末路を、葉子という一人の女性を通して表現

したかったのか？ 終、葉子が臨終（？）の床で内田を待ち続けるのは、何だったのか？

内田=キリスト教ではないけれど、キリストに許しを請い（受ける）たかったのでは？と思
った。 

 
本作品は、有島がキリスト教を棄教したことと、何らかの関わりがあるのか？  
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『或る女』を読んで 
投稿者：Ha. 

	 

	 

久し振りに、きちんと読み返してみて、ページを繰るごとに疲れを感じる何とも気の重くなる小説

だとあらためて思いました。	 

第１０回読書会の『或る女』前編の感想文で、「有島の小説を読むと疲れる。・・・何故かと考えた

ら、ページに余白が少ないことに気づいた。しかしそれは私だけの事情かもしれない。武郎の自然

描写や人物の描写は素晴らしい」という文章がありましたが、端から端まで、全く私と同じ思いな

ので笑ってしまいました。	 

若かりし頃、私は余白の多い本を買うと、損をしたような気分になりました。	 

本を読みながら、残りがもう、こんなに少なくなってしまったと悲しく思いました。	 

ところが、老眼になってくると、読みながら、まだ、こんなにあると思うようになってきたのが悲

しく思えます。	 

余白の少ない文章を読むのも気が重くなってきました。	 

有島の小説は余白が少ない・・・会話が多いページはホッとする自分がいます。	 

でも、長い文章の自然描写や人物の描写は素晴らしいのです！！！	 

	 	 

小説家は、必ずしも、主人公を肯定している訳ではないというのは、理屈の上では理解している積

りですが、感情的には時として小説家の意図を探っている自分に気付きます。	 

井上さんが「武郎は作品の中で、必ずしも正しいと思うことだけを書いているわけではありません。

悪いと思っていることも敢えて取り込んで書いている、そういう作家なのです。」と書いていらっ

しゃいますが、有島の場合、何度も、この事を反芻しながら読まねばならないと思います。	 

	 	 

実生活の上では優しい有島が、小説の中では日常の彼からは想像も出来ないような主人公を生み出

します。	 

主人公の心のひだの表現は素晴らしく、有島の中にこのような思いがきっと、あったのだろうと感

じます。	 

私は、有島がこの小説を書いた鎌倉の円覚寺・松嶺院に行った事があります。	 

墓地を抱えたあのお寺で、救いのない息詰まるような小説を書くのは如何ばかりの思いかと想像し

ました。	 

けれど、読んでいる私は重い気持ちになっていきましたが、書いている有島にとっては、抑圧から

の解放だったのかもしれません。	 

主人公に仮託した代償行為で解放されていたのかもしれません。	 
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主人公のモデルである佐々城信子は、実際は、倉知のモデルである武井勘三郎と正式に結婚してお

り、二人で旅館を経営して瑠璃子という女の子を設け、平穏な晩年をおくり昭和２４年に７０歳で

亡くなっています。	 

信子は、大正８年に『或る女』が刊行された後、有島を訴えようとしたらしいのですが、当の有島

が心中してしまった為、そのままになってしまったようです。	 

私は、モデル小説を書く場合の有島の作家態度は、有島らしくないと憤りを感じます。	 

信子は、 初の夫の国木田独歩に『鎌倉夫人』『欺かざるの記』で、有島に『或る女』で、ペンに

よって二重に傷つけられています。	 

	 	 

『或る女』前編では、女性の言動を制約する因習的な世間やキリスト教社会に叛逆する思想があり

ますが、後編ではその社会性がカットされ、葉子の内面心理だけに凝縮されていきます。	 

青山孝行氏は『或る女』後編は「女の性心理の体系論としてのエリスの作品化」であると述べてい

ますが、有島自身もエリスの『性の心理学的研究』を読んで日記に「『グリンプス』の改作に有用

な諸点を得た」と書いています。	 

	 	 

『性の心理学的研究』は３つに分けられます。	 

a	 羞恥心の変化	 

b	 性的周期律の現象	 

c	 自慰の現象	 下等動物の生態から白日夢や夢に至るまでの自己色情の分析	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ヒステリーと自己色情との関係	 

	 	 	 	 	 	 	 	 マスタアベイションの生態とその心理的影響についての研究	 

	 	 	 	 	 	 	 	 補遺	 女性の地位に及ぼす月経の影響	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 男性の性的周期律	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宗教における自慰的要素	 

	 	 

となります。	 

『或る女』後編に何処まで影響を与えているのかは、有島に聞いてみないと分かりません。	 

	 	 

誰が言っていたのかは忘れましたが、倉知のどこが葉子を夢中にさせたのか理解できないと書いて

いた人がいましたが、私も、そう思います。	 

人の信頼関係は、はかないものです。	 

疑いだせば、深みにはまります。	 

葉子の心理には、ただひたすら遣り切れない思いがします。	 

けれど違和感を感じながらも、心理描写における有島の卓越した文章表現には驚きを覚えます。	 
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有島読書ノート15： 
『或る女（後編）』とホイットマン 

参加者：Um. 
 
 

読後感 
 
『或る女』の前編は、葉子の悪夢で終った。 
それは、木村を裏切ったことで内心怯えている、彼女の潜在意識の現れであったろう。 
その悪夢から逃れようと葉子は倉地の胸にすがるが、そこには救いがないことが暗示されている。 
そんな暗い予感を漂わせた、前編の終わりであった。 
 
そして打って変わって、『或る女』の後編は、葉子と倉地の幸福感いっぱいの朝の目覚めから始ま

る。 
このギャップは、早くも不吉な予感を感じさせる。 
いや、結末を知っている自分が、先回りしてそのように感じるだけなのかもしれない。 
その予感を実証することになる後編の粗筋は、ここでは辿らないことにする。 
 
『或る女』の後編。 
その結末で、葉子は、前編の終わり以上の悲劇に引きずり込まれていった。 
 
「葉子が前後を忘れ我を忘れて、魂を絞り出すようにこう呻く悲しげな叫び声は、大雨の後の晴れ

やかな夏の朝の空気をかき乱して、惨ましく聞こえ続けた。」 
 
そこには、倉地の姿も、岡も木村も木部も古藤も、 後に会いたいと思った内田も定子もいない。 
自恃も自尊も打ち砕かれ、孤独の中で死にゆく自分を見つめる葉子の絶望の叫びだけが響いた。 
 
どうして、このような結末を迎えなければならないのか。 
この疑問に対する答えは、後編のほぼ全てを費やしている葉子の心理描写にあり、それ以外にはあ

り得ないあまりにも恐ろしい説得力で読者に迫ってくる。 
倉地の愛を求める葛藤に苦しみ続ける葉子の心の動きは、武郎の描写によって鬼気迫る迫真性を伴

い、息詰まる緊張感に囚われた読者の心を 後まで解き放してくれない。 
私は、読み終わったあとも、自失の感覚にしびれたまま茫然と数日を過ごした。 
 
この『或る女』、特に後編は、自分の小賢しい読解を粉砕するのに十分な破壊力を見せつけた。 
武郎の作品の中でもおそらく『カインの末裔』以上に、読者である自分の奥深くを破壊するのに十
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分な射程距離に思えた。 
倉地を求める葉子の愛、嫉妬、憎悪、執着、依存、そして自己愛は、なんと凄まじい破壊力に満ち

た、恐ろしくも自虐的魅惑に溢れる世界なのだろう。自分自身もこの作品の渦中に巻き込まれてい

るかのような現実感を伴って葉子に共振し、そのブラックホールに引き込まれながらも一瞬の内に

その埒外に弾き飛ばされたかのような、めまいに近い恍惚に囚われた。 
 
作者である武郎が「広岡仁右衛門は自分だ」と書いたように、「早月葉子は自分だ」と言ったかど

うか、それはわからない。しかし、私は読者でしかないが、「私は仁右衛門である以上に、葉子で

ある」と感じた。 
武郎が描いた葉子の心理は、その一つひとつが自分の裡に突き刺さってくる。言葉と言葉の狭間で、

心の傷口に塩を擦り込まれたようにヒリヒリ痛んだ。これまで触れないようひた隠して来た自分の

潜在意識が、この作品によってかくも惨めに晒されていることを実感した。それは、自分自身の闇

の不可解さと向き合わざるを得ない、自暴自棄に近い解放感すら感じさせた。 
なんという暴力的な快感だろう！ 
・ ・・ 
武郎は、まさかそのことを狙って書いた訳ではないだろう。 
いや、あの、愚直で過激な武郎のことだ。それは、あり得るではないか。 
 
不安定な心に落ち着きを与えるため、いつもの（？）問題意識に沿って、気持ちを切り替えてみる。 
 
 

武郎はなぜこのような作品を書いたのか：書簡から 
 
武郎は、生涯を通して、さまざまな人と多くの書簡を交わしている。特に、作品が世に出て反応が

彼のもとに寄せられたときは、丁寧に返信を送っていたように思える。『或る女』後編が発表され

た大正８年、6月から 10月までの間に、『或る女』について触れたいくつかの書簡が遺されている。
彼自身が『或る女』執筆に係る問題意識を語ったものも少なくないので、それらに目を通してみた。 
一寸長い引用になる。 
 
「（６月号の「解放」に有島武郎論というのがあります。私は多少の不服と共にそれから唆示を受

けました。）	 

・・（中略）・・	 

『或る女』で私が読者に感銘して欲しいと思ったものは、現代に於ける女の運命の悲劇的な淋しさ

と言うことでした。女は男の奴隷です。彼女は男に拠る事なしにはセイゾの権利を奪われています。

其の結果（或る思想家がいみじくも言い当てたように）その無一物の境地から唯一つ男を籠絡すべ

き武器（戦慄すべき兜器—性欲的誘惑—この事は葉子のみならずその小説に出てくる凡ての女性に対
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しても顧慮されているつもりですーそこから人間の男女関係の悲劇が胚胎したのだと思います。而

して遺伝はその悪癖を増大し、増大した悪癖は本然的に女性の中に男性に対する衝動的な復讐心を

醸成し、それが本能的な男性に対する憧憬愛着の情と絡み合って複雑な執着的な復讐、復讐的な執

着を生んで行きます。是れは今の世の中に存在する最も悲しい悲劇の一つであらねばなりません。

私はそう思索しました。而して私はそれに対して心が動かされました。或る程度までの醇化をしま

した。然しその醇化が不足であった事が、恐らくはあの作を私の期待を裏切って硬化しています。	 

然し私の我儘を許してください。今の女性はまだ自分自身をその程度まで悲劇的に自覚していませ

ん（一般的に言って）。男子も亦女性をそういう風には見ていません（勿論是も一般的に）。即ち人

間の社会意識の中には人間が昔から犯して来たこの罪悪に対して悔恨する程の力が働いていませ

ん。もしそんな時代が来た時に、あの作物が幸いに命脈を保っていたら、ひょっとしたらその時の

読者は今の人が流さなかった涙をあの作物に対して流してはくれないだろうかと思うのです。	 

これは然し矢張り私の我儘です。真に私が優れた芸術家であったら私は今でも読者の心に一つの芸

術的目覚めを与えて居べき筈だからです。	 

畢竟私のあの作物は私に取っては荷が勝ち過ぎていたと言わねばなりません。私は全くそれを恥じ

ます。	 

何か支離滅裂な事を言ったようでしたが御推読下さい。これが、不完全なりにも兄のお疑いに対し

ての私の答えになり得るでしょう。」（浦上后三郎宛／T8.10.8）	 

 
この論述と近い内容の書簡を、もう一つ読んでみる。これも長い引用になるが。 
 
「『帝文』の私に対する御批評を唯今拝見しました。御好意を感謝します。	 

あなたが或は私の作品、思想を誤解なさっているのではないかと云う点を左に申し上げてみます。	 

『或る女』について。	 

あなたは女性が男性の奴隷であると言う事実をお認めになりませんか。労働的奴隷が生ずる前から

女性は男性の奴隷にせられ、労働的奴隷が解放され出した現在に於いても尚女性は男性に対して奴

隷の位置にあり、男性も女性もこの大怪事をさして怪しんでいないという事実をお認めになりませ

んか。若しそれを認めその女性の悲運と、その事実から惹起される社会生活の破壊ということに潜

入して考えてくださる人なら、あの作品をあなたがご覧になったとは異なったアスペクトを以て眺

めてくださる事が出来るかと思うのです。何物も男性から奪われた女性は男性に対してその存在を

認めらるる為に女性の唯一の寶なる貞操を売らねばなりませんでした。生殖に必要である以上の淫

欲の誘引を以て男性を自分に繋がねばなりませんでした。然しこの不自然な妥協は如何して女性の

本能の中に男性に対する憎悪を醸さないでいられましょう。男女の争闘はここから生れ出ます。同

時に女性はまだ女性本来の本能を捨てることが出来ません。即ち男子に対する純真な愛情です。こ

の二つの矛盾した本能が上になり下になり相克しているのが今の女性の悲しい運命です。私はそれ

を見ると心が痛みます。この立場からあの作品を読んで下さる方があったらと私は思うのですけど

も、男女の関係を根底的に考えてみようとする人のないためか、今まで私が受けた批評の殆どは私
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の急所をえぐらず、又仮令賞賛であっても見当違いな満足を私に強いようとします。これは然し結

果私の表現が十分でないから起ることでしょう。と云って私は教訓的にあれを書いて私の考えが誰

にでも分かるように依怙ひいきい書くことは私の芸術家としての良心が許しません。私は最も公平

な立場からあるがままの心理を描いたつもりです。いつかはあの作が女性に対する、従って人間生

活の悲運に対する真相を読者に垣間見せ、而してその点に対する考え直しをして貰える時が来るよ

うにと祈るものです。私は芸術は已むにやまれぬ生の表現だと信ずるものです。私は自分の生の苦

悩をあの作で叫んだのです。こう申せば「石にひしがれた雑草」のテーマも自ずから御了解下さる

ことと思います。」（石坂養平宛／T8.10.19）	 

	 

これらの内容は、武郎の作品自註であるばかりでなく、『或る女』に関連して翌年発表された『惜

しみなく愛は奪う』定稿版にも連なる思想を、かなり率直に表わしているようにも読める。 
このような自註と関連して、もう少し一般的に作品解説風に書いた書簡もある。 
 
「私はあの書物の中で、自覚に目覚めかけて而かも自分にも方向が明らず、社会はその人を如何に

あつかうべきかを知らない時代に生れ出た一人の勝気な急進的な女性を描いてみたままで、信子さ

んの肖像を描こうとしたのではありませんでした。木村というのは森廣で、古藤というのは私です。

而かも是等のモデルも非常に remote なものであることをご承知下さい。」（黒澤良平宛／T8.9.5）	 

 
『或る女』について為されるその後の論評は、彼のこの書簡によっても裏付けられている。しかも、

モデルとした佐々城信子との距離感についても、誤解を避けようとの配慮が示されている。 
しかし、彼のこの気配りは、必ずしも当事者や世評には届かなかったようだ。 
葉子という人物の創造については、もう少し別の観点から触れた書簡もある。 
 
「尚云い残した所を付け加えますれば葉子が祖先から本能的に伝えられた淫乱の血（男子を征服せ

んとする女の強大なる武器）を働かせる所には如何にも非人間的な悪魔性の心があらわれています

が、その他の方面に於いて彼女が矢張り人間であるという点です。人間の弱みと強みとを持った人

間であるという点です。あの書物の読者は往々にしてその点を見遁してはいないかと思います。自

分の作物を自分で彼是れ申す程瀬熱なことはありませんが、あなたの打明けた御手紙に対して私も

打明けた勝手を言わしていただきます。」	 

（檜山京子宛／T8.9.29）	 

 
関連して、この作品が醸し出すある種の過激さへの向き合い方について、相手に配慮を示した書簡

もある。 
 
「『或る女』などはあなたの今の御體には御読みになっていけない方の本と思います。心の糧にも

肉体の糧と同様それらの適不適がなければなりますまい。あれはもっと肉體が強健になって精神力
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が穏やかになられた時読んでいただく方がいいと思います。ホイットマンの詩は如何でした。あれ

は屹度いいと私は思いますが。」（灰谷やす子宛／T8.6.22）	 

 
読者への気配りとして書いているが、実は、作品の破壊力を暗に伝えた書簡と思う。 
ここでは、ホイットマンの詩についてもさりげなく触れているが、この点については深い意味を込

めていると思えるので、項を改めて後述したい。 
 
このように、武郎は、自分に寄せられた読者からの意見や感想に対して、自分が作品の中に込めよ

うとした想いを率直に語っている。この生真面目さと優しさが武郎たる所以の一つだが、彼はまた、

作品の中で自分の表現がいかに不満足なものであったかということについても、親しい友人に愚痴

をこぼしている。 
 
「『或る女』の後編が出たから早速一本お送りします。もっともっと書きたいのですが思うように

いきません。深入りすべき契点はいくつも作中にありながら十二分に深入りできないのが残念です。

矢張り考え方が足りない。」（吹田順助宛／T8.6.15）	 

	 

「『或る女』後編について委しい御批評を有り難うございました。毎時でも著作が現れる時一番的

確な感想を発表して下さるのを感謝しています。テーマがあれだけのものになってももう私には大

き過ぎるという憾みを感じないではいられませんでした。そう思うと、自分の心の貧弱さに少し気

が引けます。『戦争と平和』などを泉から水が湧くような豊かさと心易さを以て書いたトルストイ

などが心から妬まれます。」（吹田順助宛／T8.7.5）	 

 
武郎の作家としての誠意を感じるこれらいくつかの書簡を読んで、彼自身がここまで明確に述べて

いる以上、この作品の本質は既にここに示されてあるのだろうと思う。 
しかし、イマイチ腑に落ちないモヤモヤした違和感のような疑問も感じる。 
それは、武郎はなぜ「早月葉子」を創造しようとしたのか、その理由が的確には説明されていない

と感じるからである。まさか、書簡の中で述べているような「時代に於ける女性論」という意図で

もあるまいと思う。 
この疑問は、たとえ本人による自註の中であっても、そもそも解明しきれるものではないのかもし

れない。心を傾けて直接作品全体から感じ取る以外に、答は見つからないのだろう。 
 
武郎は、書簡の中で『或る女』の冒頭に据えられたホイットマンの詩についても触れていたので、

これをヒントに、武郎が葉子に託した想いは何だったのかについて、少し考えてみたい。 
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ホイットマンの詩「名もない淫売婦に」 
 
『或る女』の巻頭に、武郎自身の訳によるワルト・ホイットマンの詩が添えられている。 
 
「太陽があなたを見放さないうちは、私もあなたを見放しにはしない。 
	 水があなたのために輝くのを拒み、而して、木の葉があなたのためにひらめくのを拒まない間は、 
	 私の言葉もあなたのために輝きひらめくことを拒みはしない。」 
 
これは、ホイットマンの『名もない淫賣婦に』と題する詩の一部である。 
この詩の全文は、次のとおりである。 
 
「落付いて―私に対しては、寛いでおいで―私はワルト・ホイットマン、 
	 自然があるように自由で快活だ、 
	 太陽があなたを見放さないうちは、私もあなたを見放しにはしない、 
	 水があなたのために輝くのを拒み、而して 
	 木の葉があなたのためにひらめくのを拒まない間は、 
	 私の言葉もあなたのために輝きひらめくことを拒みはしない。 
 
	 わが娘よ、私はあなたと一つの約束をしようー而して私はあなたが私に会うことの出来るだけの 
	 準備をするよう命じよう、 
	 而して私が来るまでにあなたが忍耐強く、而して完全になっているように命じよう。 
 
	 それまで、あなたが私を忘れぬように、私は意味ある眼つきであなたに挨拶を送る。」 

（『ホイットマン詩集	 草の葉』有島武郎選訳） 
 
この訳詩のタイトル「名もない・・」と、小説のタイトル「或る・・」が繋がっているのは、武郎

の中では偶然ではないだろう。 
この詩は、早月葉子の人物像と深く結びついている。 
 
葉子は、個性が極めて先鋭的に突出した存在感に彩られ描かれているが、それは、葉子だけに属す

る極めて特殊なものということではない。乱暴を承知で言えば、彼女の人物像として描かれた個性

は、ある意味で女性の内面に深く潜在している普遍的な本質ではないのか。いや、さらにもう少し

敷衍して言うと、男女に関わらず、この詩が描く「淫売婦（夫）」は、愛が深まる中で発現する根

の深い普遍的な素顔だろうと思う。 
少なくても私は、葉子の心理描写の中に自分自身を見出すことが、幾度もあった。 
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武郎は、渡米中に宗教としてのキリスト教と決別し、文学の中に精神的目標を求める決意をした。

その背景には、様々な文学作品との出会いがあった。その重要な一人が、ワルト・ホイットマンで

ある。 
ホイットマンのこの詩を読むと、ここでは、イエスと詩人が抱擁し合っている光景を感じる。 
 
この詩の前半は、淫売・淫買の男女をそのまま受け入れようとする神の愛とも読めるし、矛盾に満

ちた人間の混沌から芸術の源泉を得ようとする詩人の想像力、創造の愛とも読める。 
しかし少なくとも、愛し合う者同士、それが恋人であろうが、夫婦であろうが、親子や家族であろ

うが、社会に受け入れられない関係の恋愛であろうが、心から互いに認め合い求め合い奪い合う愛

を、タブー視することなく極めて自然に感受した光景であることに違いはない。 
私自身も、この光景の中にひっそりと孤独に、かつ自己肯定の面持ちで加わっていたい。 
 
詩の後半は、前半の光景を保証するための、愛の中にいる凡ての人たち、淫売と言われた愛に関わ

る凡ての人たちの心の奥底に存在する自戒や願望や祈りを表出した言葉だろうと思う。 
「命じよう」という言葉には、真に愛し合っている者同士だけが伝えられる親愛の響きがある。愛

を離れた者が使う「命ずる」は、 も忌むべき正反対の権威的な心の化石だが、愛する者同士が交

わす「命ずる」「命じられる」は、そのままで心の切なる真実を伝え合う深い心情の言葉である。 
ホイットマンのこの詩は、武郎が、愛の根源をキリスト教から文学に定め直す時に、その羅針盤と

した詩ではなかったかと勝手に想像した。この詩は、反宗教、反キリスト教的ではない。札幌独立

基督協会を脱会して以降も、武郎の精神と心に深く内在していたキリスト教の「愛」は、彼の文学

を導いた深い水脈であっただろう。少なくても白樺派の武郎の文学は、この水脈から創造されたと

言って良いのではないか。ちなみに、「白樺」に投稿しなくなって以降の作品の中で、『生まれ出づ

る悩み』はその水脈に生れ出た も濃密な結晶のように思える。 
 
しかし、この水脈から、武郎はもう一つの大きな奔流を生み出した。その嚆矢となったのが『カイ

ンの末裔』であり、その奔流が大河となって武郎自身をも呑み込んで人間存在の深淵に流れ込んで

いこうとした表現物が、『或る女』だった。 
葉子に象徴させた「淫売婦」は、自身の内奥にある愛の矛盾を隠すことなく率直に大胆に表現する

生き方の比喩として使われていると思うが、その表現性こそが武郎の内面に潜在していた彼自身の

「淫売婦性」であり、読者である私にとってもまさにそうであることが、読後の も衝撃的な感想

の一つであった。 
そのことは、決して露悪や暴露、自己冒涜、社会的指弾の対象ではない。ホイットマンも武郎も、

むしろこの「淫売婦」をこよなく愛したのである。それは、聖書の中でイエスが娼婦を赦したよう

に愛したのではない。身も心も愛し合う人間同士として、互いに全てを表現し、そしてそれを奪い

合うように愛したのだ。 
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葉子と倉地の妥協のない愛の闘い、それは、木部とも木村とも岡とも古藤とも内田とも、それぞれ

との死闘の中で、葉子にとっては生き死にを賭けたそれぞれの愛だった。そのことを、ホイットマ

ンの言葉を借りて「淫売婦」と暗示したことが、この詩とこの小説を結びつけたのだと思う。 
うまく言えないが、「淫売婦」とは、ホイットマンにとっても武郎にとっても、この上ない愛の表

現者でありかつ愛の対象であることを暗喩とした言葉なのだと受け止めるべきだろう。これこそが

この作品の核心であることは、作中の一場面を改めてもう一つ別の作品に作り替えた『断橋』（T12）
からも、窺い知れる。 
 
では、葉子はこの暗示から道をふみはずして破滅の道に迷い込み、その結果が、後編 後の葉子の

絶叫なのだろうか。 
いや、私は必ずしもそうとは感じなかった。 
武郎は、葉子の愛が試練を受けるに十分な価値を有する人生であることを示唆し、何度も倒れては

更にその先に進んでいくことを暗示しているように描いたのだと、私は思う。 
後編 後の場面には、その暗示が隠されているような気がする。 
葉子は倒れるが死なない。 
私はそう思う。 
 
私たちも、この葉子のような愛を経験してはいないだろうか。 
思い起してみたい。 
 

（終わり） 
 
 
	 


