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第3８回読書会のまとめ 
有島武郎『凱旋』 
2021.4.10／参加者７名（含リモート参加１名）+感想文のみ参加2名（感想文は8名から） 

 

 

 題名の「凱旋」が馬の名前だったとは考えなかったし驚いたという皮切りの感想には有島も喜ん

だことでしょう。この題名に暗喩を感じたと言う人がいました。凱旋がいることによって老将軍は、

将軍であった自分と只の老人になりたい自分とに引き裂かれているという構図が示されました。別

の人は、老将軍という任から外れ家庭に帰れば一介の好々爺になる、と誰もが持つ二面性を指摘し

ています。 

 題名から、戦功を挙げた軍人が故国に帰ってくる場面を思い付いた人もいます。その軍人が何と

神尾陸軍中将。有島の妻安子の父親で、東京駅に凱旋したという話が二人から出ています。また、

この小説の舞台の信州は神尾の出身地だという情報や、日露戦争時の凱旋場面は夏目漱石が『草枕』

に書いているという情報もありました。皆さんよく知ってますね。 

 

 馬からの連想で子供の頃を思い出した人がいます。家の近くに文房具屋さんがあって、なぜか馬

小屋が併設されていた。大人は「文房具屋」と言っているのに、ハエが馬の周りをブンブン飛んで

いたことで子供たちは「ブンブン小屋」と聞き違えてそう呼んでいたという笑い話が披露されまし

た。 

 馬の登場からの連想で『カインの末裔』に触れた人がいました。『カインの末裔』の馬は主人公

仁右衛門に酷使されたあげく、病気になって主人公に殺されてしまう展開になっていて、この小説

との違いを考えた人、その『カインの末裔』発表の３か月後に『凱旋』が発表されたという事実を

指摘した人などです。 

 また、この小説の主人公は馬の凱旋で、老将軍が準主役だと言う人もいました。 

 

 馬と老将軍のつながりは大きなポイントだと皆が認めます。人の持つ二面性の話が先に出ました

が、もう少し触れます。 

 老将軍が汽車に間に合うように、御者は背骨の所が赤むけになった馬の尻に鞭を当てます。その

様から老将軍は馬や兵士を使っていた戦場での自分を思い起こさざるを得なくなりました。罪の意

識とともにです。その罪の意識こそが、孫に早く会いたいと願う只の老人になることを阻んでいま

す。それは老将軍の意識に引き起こされたアイデンティティの裂け目です。そのような意見が出さ

れました。つまり、二人の自分がいることに気付かされてしまったわけです。読むにつれてそうい

ったことが分かるように有島が仕組んでいるのではないかと考えてしまいそうです。 

 別の人は、ずっと前に決着がついていたはずの何らかの問題が、「この馬一匹のために」意識の

底の眠りから覚め、今頃になって意識の表面に「生活全体を悔やむような苦さ」を伴って現れてき

た、と表現しています。 



 2 

 馬も老将軍もともに日露戦争で活躍していたのに現時点で境遇の違いがあることを際立たせて

いますが、にもかかわらず死が迫っているということでは同じ境遇にあるという話も出ました。こ

れを考えた時、老将軍にとっては皮肉な意味合いを帯びてくるようです。 

 

 いま一つの大きなポイントは、御者と老将軍とのつながりです。多くの参加者が触れたのは次の

場面です。鞭を当てられている馬を見てたまらなくなり、「おい御者。もういい。汽車には間に合

わんでもいいからゆっくりやれ」と言う老将軍に向かって、御者の若者が「商売の哲学」を語るの

です。ある参加者曰く、「馬に痛い思いをさせてまで走らせたのは何の為だったのか。馬の痛い思

いを帳消しにしてやってくれ」というのが御者の言い分だ、と。それを聞いた老将軍は自分が大将

にまでなったのも同じ考えだったからだと納得します。ここまで馬や兵士に辛い思いをさせて、戦

争に勝たねば苦労が報われないと思って自分の任務に邁進したということでしょう。老将軍は御者

の若者が同じ立ち位置だと感じているようです。 

 上のことは老将軍から見た御者の考えですが、別の大事な点を指摘した人がいます。御者には働

くことにまじめに取り組んだ、そのまじめさ・誠意が認めてもらえないという気持ちがあるのでは

ないかというものです。「商売をするに途中でごしたい（疲れた）云うてやめたら、働いただけが

無駄になるばっかだ」というのは言わば腹立たしさを含んだものだという考えですが、それを受け

止めた上で、老将軍に対する御者の言い分は職業人としてのプライドの現れではないかという意見

が出され多くの賛同がありました。 

 

 参加者の多くとは異なる視点が提供されましたのでいくつか紹介します。 

 一つは、ロードムービー的な短編映画を作る感覚で読んだ人がいました。小説の背景にある心理

と社会情勢を浮かび上がらせるものになりそうだと狙いが披露されました。カメラを構える位置に

こだわり、御者は低い位置から上向きにとらえるなど工夫があります。秀逸だったのは、最後の場

面で馬の目が登場人物を見つめるカメラになっていること。それが同時に有島の目線に重なってい

るという感想がありました。 

 二つ目は、皆が「凱旋その後」という作品になると認めた感想文です。一見童話風で、登場する

のはネズミ、フクロウ、すずめ、ヤマガラ、つばめに凱旋（馬）とニンフという具合。圧巻の作品

というお墨付きでした。教養、正義、期待される仕事の責任、自由度など 11 個の指標が登場人物

それぞれにネズミが置いた燕麦の数で示された表が労作でした。 

 三つ目は、有島の書簡の中で「彼等（子供たちのこと）はパパの来訪を一日千秋の思いで待って

いる」と書いていることを紹介してくれた人がいたことです。まさに老将軍を孫が待っているのと

同じ構図だという指摘がありました。さらに『凱旋』の３か月後に『小さき者へ』が発表されたこ

とも紹介がありました。 

 四つ目は、全編に亘って「におい」がテーマになっていると捉えた人がいました。妻安子と凱旋

には香り（匂い）が見つけられたが、それ以外の登場人物には臭いしか感じられなかったそうです。

香水をつけた時の段階になぞらえて、見出しをトップ（ノート）、ミドル（ノート）、ラスト（ノー
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ト）に分けた心遣いもさることながら、最後にマーク・トウェインの言葉の紹介があって心に残り

ました。 

 「許しとは、踏みにじられたスミレの花が、自分を踏みにじったかかとに放つ芳香である」                          

（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）、佐藤智恵子、マイケ

ル・バーンズ（五十音順） 

※感想文のみ参加：高木直良、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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「凱旋」を読んで 
Sac. 

 
 
私は本を読むときにタイトルから内容を想像する事が多々ある。しかし今回の「凱旋」は全くと

言っていいほど想像と異なっていた。面白い驚きであった。「凱旋」が乗合馬車を引く年老いた馬

の名だったとは・・・ 

物語は信州の山中を凱旋が乗合馬車を引く場面から始まった。千曲川沿いを駆ける風景に心惹か

れながら読み進めたらそんなのどかな話ではなかった。 

短編の中には三人の人物しか登場しない。階級とか暮らしの状況とか全く異なった３人を通して、

人間のエゴというか性というか、そんなものがひしひしと感じられた。文章の一字一句からしみだ

してくるようだ。 

御者の若者は、無鉄砲ではあっても御者の仕事に誇りを持っていて、客のために到着時刻を気に

かけ、年老いた馬にも鞭をくれたりするが、その後では馬を労わることを忘れない男と思って、私

は読み進めていた。しかし仕事を終えると自分のことしか眼中にない。馬の世話そっちのけで曖昧

屋へ繰り出す。疲れ切った老馬は餌さえ与えられない。 

また老将軍の案内を振られた役所の書記は、粗相が在ってはならじとばかりの振る舞い。彼の立

場からは仕方ないのかと思うが、忖度、忖度、忖度・・・このくらいの忖度なら許せる範囲かとも

思うが。今の時代の政治家や官僚を思い出してしまった。御者に将軍の身分を明かして自己満足し、

肩の荷を下ろしたらしい様子は、可愛いものかもしれない。 

老将軍、勝手に日露戦争当時の有名な将軍を思い浮かべて読んでしまった。彼は人格の立派な人

間なのだろう。老馬に対する労りの心が随所に現れており、また随行の書記に無理な注文も付けて

いないだろうことがうかがわれる。しかし彼は軍人だ。数多の人間を死に追いやって、その功績で

出世しているのだ。列車に間に合い家路につくと時間の経過とともにそれらのことも頭から離れ、

自分の帰りを待つ可愛い孫達のことばかりが頭を過ぎる。その任から外れ、家庭に帰れば一介の

好々爺になるのかと思えば、なんとも言いようのない感情が沸き起こる。それが人間なのだろうが。 

しかし、どの登場人物も決して悪い人間ではないのだろう。自分が可愛いのだ。人間の性、エゴ

だと言ってしまえばそれまでなのだが・・・。私自身もこの立場にいたら同じだと思う。 

哀れなのは「凱旋」だけか。日露戦争で手柄を立てたと誉めそやされてはいても、年老いても乗

合馬車を引かされ、急げと鞭うたれ、蹄鉄がはずれても酷使される。せめて役目を全うしたら、秣

だけでも与えられていたら・・・嘶いても誰も答えてくれない。すきっ腹で眠るしかないわびしさ。 

この日も千曲川は陽光を照り返して銀色に輝き流れていただろう。藤村の「千曲川旅情の歌」が

思い浮かんだ。「凱旋」がなお哀れに思える。御者が恨めしい。 
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『凱旋』を読んで 
Tkn. 

 
 
最後のシーンを読んで、切なくなると同時に自分のこどもの頃のことを思い出した。 

「ブンブン小屋」―そう呼んでいた、家から 5 分ぐらいの十字路にその店があった。小

さな構えだがどういうわけか馬小屋が併設され、店と繋がっていて何の仕切りもなく、馬

が見えるのだ。良くハエが馬の周りをブンブン飛んでいた。 

この店は小中学生相手の鉛筆やノートなどを売る文房具店だった。大人が「文房具屋」

と言っているのをこどもの耳には「ブンブン小屋」と聞こえた。「あそこはハエがブンブン

飛んでいる店だからブンブン小屋」なんだ、と信じていた。 

 

登場人物は、老将軍、村の若い書記官、若い御者、そして主人公は元軍馬の「凱旋」、時

代は日露戦争から十数年。場所は現在も観光地として栄えている千曲川沿いの羽黒下、小

海線沿線の小さな村である。 

迎えの御者の時間目測間違いか、書記官の時間の読み違えか、相当急がないと汽車の発

車時刻に間に合わない。かつては勇猛な軍馬だったがもう相当の老馬になってしまった「凱

旋」 

をやたらと鞭打って走らせ、悪路の近道を走らせる。あまりの仕打ちに老将軍はつい、老

いの身となった自分の人生を重ねてこの老馬に同情を寄せてしまう。有名な将軍とは知ら

ず、若い御者は仕事人きどりで「商売の哲学」を説いて見せる。この言葉に、将軍は納得

し御者の「言葉をおもしろい」と思ってしまう。 

 凱旋はさんざん鞭打たれ，蹄を割り、尻の皮をはがされても餌も水も与えられず、疲労

困憊し、恨みを込めて大きく嘶いたものの眠るしかない。 

 何というこの世の不条理か、わが身に重ねて同情を寄せてくれた老将軍も列車で孫の待

つまちに近づくにつれて、凱旋のことは忘れてしまった。書記はえらい人の威を借りて、

自己満足に浸り、御者は親方の目を逃れて酌婦の歓心を買って「はりなぐりたい」満足に

浸る。 

 将軍は羽黒下村に何の用があったのか、村長と会って東京に帰るために佐久鉄道の駅に

向かった。（現在の小海線の前身の佐久鉄道は、小諸 - 中込で開通し、鉄道の開通ととも

に中込駅周辺（佐久市）は旅館や店が建ち、新しい町ができあがっていき大正 8 年までに

小諸から小海まで延長されている。現在は羽黒下駅も馬流駅もある。） 

 有島は実際にこの地域で、乗合馬車に乗り、御者に鞭打たれ残酷に扱われた老馬を見た

に相違ない。馬車の走り方、馬車内の揺れ、老馬の苦しい様子が痛いまでに伝わってくる。

汽車の発車時刻に遅れてもいい、ちょっと休ませて、…と本気で思った。世間では多くの

農民、労働者が生活苦，労働苦にあえいで生活している。有島は直接その苦しみを味わっ
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てはいないが、知れば知るほどその苦しみの原因をつくっている者たちへの怒りが増して

くる。しかし、「自分はどうだ、彼らに代わることはできず、いっときの援助はできても長

続きする安心を与えることはできない。自分は将軍のように忘れ去り、不安を拭い去るこ

とはできず、これからも苦しむだろう。」 
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Kank note 有島 16より 
『凱旋』 

Kih. 
 

 
 有島武郎は立ち位置と目線を微妙に変えて、人間の内奥、社会の心理を描こうと試みたのでしょ

うか。今回の課題作の表題は「凱旋」。モノ言えぬ老いた馬につけられた名前です。軍国主義へ傾

斜してゆく時代の、表面沸き立つ社会事象を裏側に重ね合わせて、哀しさをつたえます。映像表現

的な印象ではカメラを構える位置にこだわり、カメラアングル（角度）を水平から低めに交錯させ

て、主題を投影させています。着想は東京駅の俯瞰から、か。 

 東京駅頭、歓呼で「凱旋」 第 1 次大戦中の 1914年（大正３）12月 18日。東京駅はこの日開業式

を迎え、駅には群衆が詰めかけています。列車が到着。降り立ったのは神尾光臣陸軍中将です。中

国（清国）青島を拠点としていたドイツ帝国軍を日英連合軍で攻略し、降伏させた現地軍司令官の

凱旋シーンです。 

出迎えた中に、海軍服を身にまとった 3 歳と 2 歳の男の子がいます。有島武郎と安子夫人の子供

たちです。安子夫人は光臣の次女で、おりから転地療養中で姿はなく、孫たちが祖父に歓声を送り

ます。武郎は凱旋主役の義父の姿と群衆の様子を目に焼き付けた、とすれば、一つのモチーフが心

に浮かんだのは、そのときだった、か。それが、小説「凱旋」なのか。 

執筆時期、登場人物のモデルの有無などの実録はさておき、物語の冒頭は夏の山道での乗合馬車

での場面です。舞台とする信州は、神尾の出身地でもありました。 

 信州の山道、馬車曳く「凱旋」 いかにも老いた馬です。乗り合わせた客に老将軍がいました。馬

の尻に荒々しく鞭を当てる山育ちの若い御者。馬の背骨のあたりは赤むけです。 

痛々しくうごめく老いさらばえた馬の尻。推定 18 歳くらい。日露戦争で大砲を曳いて手柄を立

てたことがあり、知事に「凱旋」と名付けられた、と言うものの、御者には馬への敬愛のかけらも

ありません。鞭をふるう音、無残な映像が突き刺さるように迫ってきます。 

居たたまれない老将軍。かつての戦場での記憶、疲れ切って首を垂れたままの軍馬の群れが目に

浮かんでくるのです。「畜生だと云って無性に鞭をくれるものぢゃない」とたしなめても、御者に

聞く耳はありません。老人が高名な陸軍の将官だったとも気づかないのです。 

この場面では、御者をやや低めの位置から上向きにローアングルでとらえ、馬と老将軍は水平の

カメラアングルで、という構図でしょうか。否応なしにテーマが見えてきます。 

 羊蹄山麓と千曲川右岸を結ぶ 老将軍を案内する地元役所の書記の目線が忖度ふうにからんで、馬

車は急ぎます。老将軍には帰りを待つ孫たちがいました。軍人の父を亡くし、病気で母を失った孤

児たちです。鞭打たれる「凱旋」の馬車は不安定に揺れます。登場人物の葛藤を物語る画面の作り

です。有島武郎の代表作である「カインの末裔」の仁右衛門に酷使されて死に至る、あの馬の姿に

オーバーラップして―とは受け手の妄想、いや錯覚か、幻覚か。 

 「凱旋」の瞳に映るはカインの末裔 ラストシーンは薄暗い厩の中です。藪蚊や馬蠅にたかられて、
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空腹で失神しかかっている「凱旋」の正面にカメラは据えられます。細めている眼にずんと寄ると、

瞼が落ちるその一瞬が。一方伊右衛門の馬は、怪我で働けなくなったが故に、眉間を斧で。その瞬

間～潤みを持った眼は可憐にも何かを見つめていた～のです。実は、 

馬たちの目がカメラになって、カインの末裔・幽明の翳りを捉えていたのだ、と。 （Ｅ） 
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『凱旋』 
Ish. 

 
 
蝦夷地は漸く雪も解け始め、あちこちに融雪剤の黒い線が目立ち、山々は黄砂でけぶり、埃色のパ

フューム。季節はもう春ですね。内地では、梅は咲いたか桜はまだかいなーっですが、早く桜の香

りと花見の御馳走の良い香りに誘われたいものです。さてさて、有島のエッセンスとは如何に・・・ 
＜トップノート＞ 

凱旋といえば、凱旋門、故郷に錦を飾る、凱旋門賞（日本馬は中々、勝てませんな）、凱旋・・・ 
調べてみました。（いつものパターン、受け売りですいません。） 

「凱旋」(スル)《「凱」は戦勝のときに奏する音楽、「旋」は帰る意》戦いに勝って帰ること。凱陣。

凱帰。「故国に凱旋する」[補説]スポーツの国際大会などで勝って帰ることや、成功を収めて帰るこ

とにも用いられる。「凱旋パレード」「凱旋公演」 

 
＜ミドルノート＞ 

どうやら凱旋は馬の名前らしい。何故、馬に凱旋と命名したのか？凱旋は第一次世界大戦で活躍し

た馬、しかし今は粗暴な御者にこき使われ更にパワハラまで受けているロートルである。 
頑張っているのに全く報われない人生（馬生？）を送っている可哀そうな馬である。うーん、これ

は、単純な人間目線。あっ、有島自身か？とも思ったが、全然、当てはまらないレトリック。なに

せ彼は平凡人もどきのローファーなのだから。平凡人？に強く憧れ、ローファー風の生活を送り、

そして、お気に入りの香りが中々定まらずに次から次へと調合を重ね、気が付いたら鼻孔が麻痺し

て鼻が効かなくなり。えーい面倒くさい！挙句の果てに、誰か私と心中してくれる人、居ませんか、

で、とどのつまり、最後は、はい、さようなら！ちょっと横にそれました！ 

 
＜ラストノート＞ 

仕切り直し、うーん、やはり、匂ってきますね。 

凱旋、やはり凱旋したんです。安子の父親が青島
チンタオ

司令官、後に男爵。 
「⻘島守備軍司令官に就任後に１９１４年１２⽉１８⽇⻘島から東京駅に凱旋した。」とあります。 
ちなみにが「凱旋」は１９１７年１０⽉に出版されています。１９１６年に安⼦は他界。有島は安
⼦の死でかなりのショックを受けています。そして安⼦を題材にした戯曲も書いています。しかし
『死其前後』（⼤正６年５⽉５⽇ 『新公論』第３２巻第５号に発表されたが発禁処分。『死』と改

題され、⼤正６年１０⽉１８⽇新潮社から『有島武郎著作集第１ 輯
しゅう

』に収められ、更に映画にも
なっています。やはりいろいろな臭いが付きまといますね。きな臭い、⽕薬の臭い。そして悲しき
線⾹の⾹り。 
＜⾹りに出会うグラス＞ 
ちょっと、登場⼈物をグラスに⼊れ、撹拌し⾹りを抽出しましょう。 
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将軍：⻘島司令官：⽕薬、鉄  将軍の可哀そうな孫：安⼦：線⾹  凱旋：汗、埃、⾎、枯草、
花 

役場の書記：⾵⾒鶏：どぶ   御者：郷⼟の泥：安煙草 
残念なことに、凱旋と安⼦以外に⾹りは⼀つも抽出されませんでした！⼼に感じたものは、グラス
の底に残った様々な臭い。それでは、最後に。 
「許しとは、踏みにじられたスミレの花が、自分を踏みにじったかかとに放つ芳香である」 

マーク・トウェイン 
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ニンフは想う ～厩（うまや）にて～ 
Ism. 

 

 

朝露で濡れた羽を休めようと、ニンフは朝日が差し込む厩を覗き込んだ。草臥れた馬が一頭、土

の上を前足でかいている。誰に向かって注意を引こうとしているのか、ニンフは厩の中を見回した。 
隅っこでネズミが 2匹、燕麦を食べていた。 

梟が一羽、屋根裏の角にとまっている。 
雀が５羽やってきて、今朝までの出来事を事細かく伝達しあっている。 
突然、ヤマガラが舌弁をふるいだした。 

「今朝は、にわかに手を差し伸べようとした将軍について論じます。将軍は誰に対して施しを

したかったのか。それは気高き凱旋殿に身勝手に、そして過剰に同一化した自身へなのです。

自身に阿堵物（あとぶつ＝銭）を恵んでやった行為と気づいていないのです。結局、自己欺瞞

も甚だしい。この気高き凱旋殿のことなど記憶に蟻粒ほど残っていないのであります。」 
賢き燕が声掛けを入れる。 

「好いぞ！見てみよ。今や熱情も冷め、ただの屍的日常に戻ろうとしている。それに久べ、日々、

凱旋殿は世のため、人の為となる偉大な労役に就かれておるのだ。」 
もっと言ってくれと言わんばかりに、凱旋は蹄で土埃を立てている。 
梟が重い瞼を開けた。 

「学のある御任、ないお方。阿堵物（あとぶつ） のある御任、ないお方。自由のない御任、

あるお方。」と言ったきり、瞼を閉じた。 
ネズミが地面に表を書く。燕麦を一粒ずつ置いていく。 

 
 一同、あれやこれや、首をひねり考える。 

 雀が一斉にしゃべりだす。 
「凱旋殿は、あの朝、茶殻を混ぜた餌を食べさせられた！」 

凱旋 御者 書記 将軍

教養 🌱🌱🌱🌱 0 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱🌱
正義 ! 0 0 🌱🌱🌱🌱🌱
勇気 🌱🌱🌱🌱🌱 0 0 🌱🌱🌱🌱🌱
無謀さ ! 🌱🌱🌱🌱🌱 0 0

相棒 🌱🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱🌱 0

社会経験 🌱🌱🌱🌱🌱 0 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱🌱
世間ずれ 🌱🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 🌱
家族への責任 0 0 🌱🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱
期待される仕事の責任 🌱🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱
自由になるお金 0 🌱🌱 🌱 🌱🌱🌱🌱🌱
自由度 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱🌱 🌱 🌱🌱
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 「そりゃあ、大仕事の前は常ですよ！」 

 「カフェインは毒ですよ！」 
 「一夜の金は七光り。御者は阿堵物（あとぶつ）の遣い方をよくわかってますね！」 
「財少なければ、悲しみ少なし……。凱旋殿はそうしたところでしょうか。」 

「大きな家には大きな風が吹くとも言いますね。将軍家はどんなものでしょう。」 
 「愛想尽かしは金から起きる！毎晩、下らない話を聞かされている書記の細君殿は、私等に米

粒を撒きながら、ため息をついてます。」 

 賢き燕が言う。 
  「ヒトは皆、山伏ではないからね。自分の感覚に頼って生きているのでしょう。書記がまれ 

びとを給えし将軍ですらねえ。書記の非行を道徳的に判断するべきは野暮もいいところかもし

れませんよ。」 
 雀が続く。 
  「将軍は、自分に与えられた立場や使命とやらを最期の時まで貫いて生きているのでしょう 

よ。」 
 ヤマガラが大きな声でしめる。 
  「まあ、諦めているのか、虚構かもしれないと頭をかすめたところで、実在するかのように振

舞わなければならない宿命なのです。その犠牲なければ、ヒトの世の中は成り立たないのであ

ります。」 
 一同、ため息をつき、自分たちの自由を心から賞賛した。 
 燕は、凱旋をねぎらい深くお辞儀し、ニガヨモギ一本を凱旋の飼い葉おけに入れた。 
凱旋はうっとりと噛みしめる。 

 ニンフは夢うつつのように窓辺で想う。自分に出来る傷を癒す魔法も、将軍のした施しと何も 

変わらないと。 
ふと凱旋の傷に向けた手を自分の胸におさめた。 
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有島読書ノート31： 死との合一 
～『凱旋』 

Ums. 
 

 

『凱旋』は、T6.10.1 発行の『文章世界』に発表された有島武郎の作品である。『カインの末裔』 

発表(T6.7.1)直後の擱筆と記されている。  

息子家族を襲った病魔から唯一逃れ生き残った幼い孫たちに会うため、軍務を離れて汽車の出発時 

刻に間に合うよう駅まで馬車を雇い走らせる「老将軍」の、揺れ動く心理を描いた作品である。 若

い御者は、汽車の発車時刻に間に合わせるため、老いた馬に容赦無く鞭を当て続ける。その馬の 名

前が「凱旋」である。この作品の暗喩が、表題に現れている。  

「「畜生だと云ってさう無性に鞭をくれるものじゃない」 将軍はとうとう怒った声を出して見せ

ずにはいられなくなった。沙河の大会戦に○○軍の参謀長 であった将軍の古い記憶がまざまざと

念頭に浮かび出たからだ。」(『凱旋』P174)  

孫に会うため、汽車に間に合うため、馬車馬を酷使させる立場に立ってしまった老将軍は、戦場で 

戦局を優位に進めるために兵士や軍馬を酷使する自分の立場を思い起こさざるを得なかった。非日

常の戦場ではおそらく何も疑問に思わなかっただろう他者に過酷な運命を強いる自分の立場につ

いて、孫に会いに行くという日常の状況下で初めて自己対象化する意識が芽生えた。馬車馬の「凱

旋」を痛めつけているのは若い御者だが、それを強いているのは結局自分である、自分の都合であ

る、という状況に気がついた。  

この作品は、老将軍のこの自己対象化が物語の発端である。 

「将軍はどうしてもその日の中に孫達のところに帰りたかった。齢につれて一徹になり増る心には、 

目的地が近くなればなるほど帰りが急がれた。そこに持って来て、将軍の心を、全くちがった、今 

になって考へてみると何とも云えず恐ろしく惨たらしい戦争という方面に否応なしに引きずって

行く痩馬は、将軍の目の前に、将軍を鞭打つやうな皮肉な姿を見せていた。当たり前の老人になり 

切ろうとする将軍は、この馬一匹の為めに絶えず苦しい圧迫を感じなければならなかった。馬をい 

たはってやらうか、早く孫に遭這うかという平凡な問題のために将軍の顔は苦りきってしまったの 

だ。愚痴にかへったものだと将軍は心の中で嘆息した。同時にこの平凡な問題の後ろには、将軍の 

心にあまる程な虚ろな真暗な世界が果てしもなく広がっているやうにも思はれた。老人ばかりがど 

うかした拍子に味う淋しさが、烈日の下で将軍の胸に重苦しく沈んで行った。」(同上書 P177-178)  

長い引用だが、主人公の将軍に託された作品の意図が明瞭に表現されている。 
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しかもそこには、図らずも作者の意図以上の含意が忍び込んでいるように読める。  

過酷に鞭打たれている馬にその運命を強いたのは、自分である。そのことに良心の呵責を感じてい 

る老将軍は、早く孫に会いたいと願う一介の老人になりたいのに、その馬に強いた過酷な鞭が戦場 

における将軍としての自分を思い起こさせ、意に反してそのことが惹起した罪の意識がただの老人 

になり切ることを邪魔している。粗末な身なりでスッピンの一存在になろうとした願いを阻害して 

いるのは、将軍という社会的出自が自らの意識に引き起こしたアイデンティティの裂け目である。 

「将軍の心にあまるほど虚ろな真っ暗な世界」というのは、この裂け目のことである。  

これは、死に瀕した安子との関係の中で真剣に自らのアイデンティティを探り直した武郎が、その 

自己探究を文学創造の中で行い続けたこの 1 年ほどの中で当面し感じてしまった、自己矛盾の自画 

像だったのではないか。小説を書く中で「裸の自分は何者なのか」を追求した「死と其前後」「カ 

インの末裔」「実験室」などこの時期の創作行為そのものが、出口の見えない循環する自己矛盾を 

招いてしまったのではないか、と気づいた武郎の不安が老将軍に投影されている。 「将軍を鞭打

つやうな皮肉な姿を見せていた」凱旋との遭遇。 作家にとって、これほど恐ろしい気付きは他に

はあり得ないだろう。 「将軍の心にあまるほど虚ろな真っ暗な世界」は、武郎自身のものだった。  

このことに関連する挿話が、もう一つ描かれている。 

過酷に扱われた凱旋の蹄鉄が外れて爪が割れた。 

そのことを知った老将軍が、御者に言う。 

「「おい御者。もういい。汽車には間にあはんでもいいからゆっくりやれ」 将軍はとうとうたま

らなくなってさう云った。 

「一體お前さんの商売は何だ」 この留度のないぶしつけな御者の言葉に、書記ははらはらして思

はず又腰かけから立ち上がった。 而してこの粗末な和服を着た肥大な爺さんが誰であるかを知ら

せて、御者に一泡ふかせようと身が まへた。将軍は然しそれを気取ると厳しく眼でとめてしまっ

た。御者は御者台にのぼりながら言葉 を続けた。 「何の商売でもいい。商売をするに途中でごし

たい(疲れた)云うてやめたら、働いただけが無駄 になるばっかだ。何の得もありっこはねえ。こ

の馬だって何んで今までかう汗流したか訳がわから なくなる・・・り、りりりり・・・(中略)・・・ 

凱旋は暫くは失った力を盛り返したやうに見えた。馬車はまた激しく動揺しながら、村道を人もな 

げに転がって行った。将軍は御者の言葉をおもしろいとも思った。自分が大将まで経上がったのも 

矢張りさうだった。馬は少しかはいさうだが早く孫達の顔を見るのもいいと思った。」(同上書 

P179)  

将軍は、凱旋によってかき乱され垣間見てしまったアイデンティティの裂け目が、御者の一言で一 

瞬にして縫合されたのを感じた。軍馬を酷使し兵士を酷使し自らをも酷使して獲得できた社会的ア 

イデンティティをその崖っぷちで肯定できたことで、もう一つのアイデンティティ、即ちごくあり 
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ふれた特筆すべき何もない単なる一老人であることも、同時に肯定できたのである。 この二つは、

初めは矛盾するものとして自己対象化されたが、その相克の果てに仮初の休戦と和平 を得たので

あった。  

しかし、御者の「世間知」によって救われたこの調和は、恒久的なものたり得るのだろうか。  

これは、文学を書くことによって出口の見えない自己矛盾に晒され続けるのではないかという、存 

在否定にも等しい恐ろしい気づきを、武郎は本能的に回避し緊急避難したことを表しているかのよ 

うに読める。 

将軍にとっての戦場は、武郎にとっての小説執筆である。 やはり、書く行為そのものによってし

か、その行為が孕んでしまう自己矛盾と戦う術はないのだ。 ここまで闘いを続けてきて自己矛盾

を抱え込んでしまった以上、今更軌道修正してこの自己矛盾か ら逃れることなどできるはずもな

い。 これは、覚悟とも諦めともつかない、名状できない捨て鉢のようなものでもあったろう。 武

郎の、この諦めと相似形に思える納得は、抱え込んでしまった不安とわだかまりから完全に自由 に

なったわけではないことを示唆している。 その混沌は、車中の人となった老将軍の内省に引き継

がれた。  

「一番あとまで凱旋を忘れなかったのはかの年老いた将軍だった。汽車の中で一人になると一心に 

凱旋のことを考へた。如何なる名馬でも駿馬でもその運命は同じ事だ。齢を取れば取るほど段々卑 

しい苦しい労役にまはされて結局死んでしまうのだ。将軍は自分の飼っていた幾匹かの乗馬の末路 

をも思ひやってみた。而して老いてから栄達といふ栄達を一身に荷った自分の一生といふものを考 

へた。彼れはかかる栄位にありながら何所か馬ばかり憐んではいられないやうな不安―という程で 

はないが、もっと変に引き締まった感じーを覚えずにはいられなかった。「あの馬もさう長い命で 

はあるまい。あれは早く死んだ方がいいんだ」さうも思って見た。 ふと将軍は自分の旅した界隈

には肉といっては牛肉も豚肉もなく、「さくら」と俗称する馬の肉ば かりだといふ事実を念頭に

浮かべていやな心持ちをした。」(同上書 P182)  

使い回しを経て死んでいった軍馬と栄達を極めた自分は、別々の存在ではない。老将軍は馬たちと 

同じ一つの存在として「引き締まった感じ」を抱いた。それは、苦しい労役に回されても栄達を一 

身に荷ってもいずれ迎える「死」によって同化に至るのだ、という一種の諦念だった。それは、文

学を創造している自分の命と安子の死との合一を直感したが故の諦念だった。  

凱旋の死は、たとえ馬肉に化したとしても、戦線から離脱後の闘いの最後の自己成就なのだ、とい 

う老将軍としての実感であり、作家としての武郎自身が直感した「死」との合一感だった。 作家

としての「死」がどのようなものか、おそらくその具体相の直感はなかったろうけれど、その 実

相は、作家としてというだけではなく一人の名もない人間としての「死」と一体のものだろう、 と
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いう予感が、車中の老将軍に仮託された武郎自身の「直感」だったのではないか。 それは、三児

の父親である裸の自分との合一を啓示の如く受け止めた、その瞬間の表現だった。  

「子供のことを思ふのは悲しいことだ。僕は明後日彼等を慰むべく軽井沢に旅立つ。彼等はパパの 

来訪を一日千秋の思ひで待っている。」(足助素一宛書簡/T5.8.8)  

そして、『凱旋』の 3ヶ月後に『小さき者へ』が発表された。(T7.1.1)  

「将軍は荷物棚から孫達の土産に買った玩具の新聞包みを取りおろして、上からさはってみた。馬 

車の動揺にも格別いたんでいなかいらしかった。将軍は安心してそれを膝の上にのせたまま、ゆっ 

くりとした気持ちになって涼しく暮れて行く山国の野山の景色を眺めやった。」(『凱旋』P183)  

戦場での戦いを想起させた凱旋への裂けた想いから自分自身を回復させた孫たちへの土産の感触 

は、作家としての闘いと安子が遺した三児に対する父親としての愛情の合一を夢見る武郎自身の、 

仮初の桃源郷をまどろむ妄想の如き表出だった。 それは、老将軍に訪れたアイデンティティの裂

け目を癒す束の間の夢であると同時に、創作と闘う 武郎自身の見果てぬ夢でもあった。 その勇者

の休息は、「凱旋」と名付けられた老馬にも訪れた救いのない幻視の一瞬でもあった。  

「夏の日はここにも静かに暮れて行った」(同上書 P183)  
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『凱旋』  老将軍の沈黙   要約版 
Tms. 

 

 

 『凱旋』の老将軍は今日と同じ明日がやってくることを受け入れる人物として描かれるように見

える。この「今日の繰り返し」という第一印象を手掛かりにして『凱旋』について考えてみた。 

 私の第一印象は『凱旋』が fade outの手法使って終わるところから生じた。4人がそれぞれふさ

わしい仕草で溶暗して物語が終わる。4人とも今日一日の出来事を忘れるのだが、彼らは特別な一

日でありながらいつもの一日でもあるという二重性を生きるのである。なかでも老将軍は日露戦争

を挟む軍人としての過去と孫たちを養育しつつ平凡な老人として生きる現在という、前後に時間が

引き伸ばされた二重性を生きる人物として描かれている。 

 小説は「将軍の苦い顔はもっと苦かった。その白鬚に被われた口尻や、深い眉の間の縦皺には、

生活全体を悔やむような苦さがあった。」(177P9 行目)という箇所で急展開すると、老将軍の内面が

浮かび上がってくる。例えば次のような記述がある。 

  

  将軍の心を、全くちがった、今になって考えてみると何とも云えず恐ろしく惨たらしい戦争と

いう方面に否応なしに引きずって行く痩せ馬は、将軍の眼の前に、将軍を鞭つような皮肉な姿を見

せていた。(177P16行目～) 

 

 ここでは「戦争」は「今になって考えてみると何とも云えず恐ろしく惨たらしい」と形容されて

いる。これは退役後の現在の認知を語るものだが、現役の軍人であった間は惨たらしいとは思って

いなかったことも語る。過去と現在の二つの時間で全く異なる感じ方をする。そのうえ「皮肉」に

は凱旋と老将軍自身の立場の逆転の意識が込められている。凱旋が御者に鞭打たれるのを見て同情

していたはずが、実は自分自身が見られる側にいて、同情が他人ごとではなくなっていることを示

唆している。この逆転の意識は、早く帰宅して孫たちの顔を見たいという願望を「あたり前の老人」

として享受しようとしていた老将軍の前に、戦争とその記憶が立ちふさがっていることを語る。「こ

の馬一匹のために絶えず苦しい圧迫」を感じる。孫か馬かという「平凡な問題」だったはずなのに

何かの力が老将軍を意識の深みに引きずり込んでいく。何かの力とは何か。これが露顕した重要な

問題である。 

 

  愚痴にかえったものだと将軍は心の中で嘆息した。同時にこの問題の後ろには、将軍の心にあ

まる程な虚ろな真暗な世界が果てしもなく広がっているようにも思われた。(178P1行目) 

  

 老将軍の心の中でずっと前に決着がついていたはずの何らかの問題が、「この馬一匹のために」

意識の底の眠りから覚め、今頃になって意識の表面に「生活全体を悔やむような苦さ」を伴って現

れてきた。「この問題の後ろには、将軍の心にあまる程な虚ろな真っ暗な世界」潜んでいることを
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自覚させる。それならば、眠りから覚めた問題とは何か、一つだけ手掛かりがだと思えるのは、老

将軍がただ一か所御者の語りになるほどと感心する場面である。途中を割愛して引用する。 

 

 「おい御者。もういい。汽車には間にあわんでもいいからゆっくりやれ」(中略)「商売をする途

中でごしたい(疲れた)云うてやめたら、働いただけが無駄になるばつかりだ。何の得もありつこは

ねえ。この馬だつて何んで今までこう汗流したか訳がわからなくなる。」(中略)将軍は御者の言葉

をおもしろいと思った。自分が大将まで経上ったのも矢張りそうだった。馬は少しかわいそうだが

早く孫達の顔を見るのもいいと思った。(179p5行目～18 行目) 

 

 馬車を借り切るにあたっては事前に目的地や到着時間所要費用などについて御者と老将軍の間

に合意があって、それに基づいて御者が馬を操っている。だから今になって「汽車に間にあわんで

もいいからゆっくりやれ」と注文する老将軍の言葉は、いわば契約内容の変更の申し出に当たるか

ら、御者は例えば「へえ、承知しました。凱旋も楽ができてありがたいことでござる。」と言えば

済む。ゆっくり走らせたからといって借り上げ代金が減るわけでもなく、御者と馬が損をする事態

にはならない。それなのに御者はなぜ「何んで今までこう汗流したか訳がわからなくなる」などと

いうのか。汽車の時間に間に合うように馬車を操作するのは御者の役目で、それを果たすために馬

の尻を鞭打つ必要があれば何度でも鞭打つだろう。馬は鞭うたれて損をしているわけではない。特

別な苦労に耐え特別な汗を流しているわけではない。貸し切り料金に含まれているのだ。 

 御者の言い分は「凱旋に痛い思いをさせてまで走らせたのは何のためだったのか、痛い思いを帳

消しにしてやってくれ」という点にある。「骨折り損のくたびれ儲け」に似ているがそれとは違う

思考というか感情の流れが絡みついている。「貸し切り料金で痛い思いは解決済みだ」と原則論で

応じても御者の異議の中心には届いていない。御者の言い分には一言では言えない何かがまとわり

ついていている、「貸し切り」の論理と未分化のまま分離されていない剰余がある。 

 御者は今更「ゆっくりやり」始めたら老将軍のためにまじめに働いた分つまり誠実に努力した分

が無駄になると見なしている。この限りでは損得で未だ存在しない成果を測っており、本気で無駄

になると考えている。しかしこの考えは「貸し切り料金」で解決済みの議論に戻ることでしかない。

だから御者はこの議論から外れた路線に入り込む。剰余部分は働くことにまじめに取り組んだ、そ

のまじめさ・誠意が認めてもらえないという気持ちにある。自分が老将軍にとって有用な人物だと

評価される機会が否定されたと思い、その有用感が満たされないことに憤るのである。この時の「気

持ち」には少なくとも「損得」で測る意識は存在しない。 

 ここにねじれが生じる。働く意欲や能力が否定され、無節操な怠惰な人間と評価されると感じる

その感じを利益(得)がないことと混同して表現しているだけだ。固い言葉で言えば、人間的労働が

奪われることへの抗議が込められている。この時、御者は労働の人間的在り方を物象化しており、

直観的に自分が疎外される存在だと気づいている。だからこそ疎外に対する抗議として語るのであ

る。 

 老将軍は御者の考え方をおもしろいと評価し、自分が軍人として成功したのも御者と同じく「途
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中でやめたら働いただけが無駄になる」と考えて、途中でやめることなく無駄を出さないように努

力したからだという。20世紀初めという時代が二人の生きる共通の時代である以上、その条件が身

分差や年齢を超えた感じ方・考え方の前提となるので、「共感」が成り立つことは明白だ。老将軍

は、軍隊という組織の原理と自らの考え方とが異なり対立する場面に何度も遭遇したはずである。

老将軍は組織の原理を優先させ自分を抑えて過ごした。そうでなければ大将にまで上り詰めること

はなかった。「経上がる」にそのような含意を見ることができる。退役した現在、軍人の価値観で

はない「あたり前の老人」として生きる道を選ぶところに優れて自省的な人物であることが現れて

いる。作者はそのように設定した。 

 老将軍は、高い職位にある軍人として軍隊という組織を発展させる役割を担うと共にその軍隊が

体現する原則に従う存在でもある。発展させることと従うこととを一人の軍人が担うとき、抽象化

された組織原理に、固有名詞を持つ個人の方が歩み寄らねばならないのは必然のことだろう。御者

と同じく老将軍もまた、軍人組織の中では疎外された存在とならざるを得ない。疎外という言葉を

老将軍は知らないし、1917年という時代を考えれば有島も知らなかっただろう。しかし、この概念

があらわす事態は確実に人々に経験されていて、この経験に名前を付け、軍隊や国家から分離する

必要も感じていたはずである。この経験に光を当てなければ不吉なことが起こるという予感が老将

軍に訪れていて、そのことを「虚ろな真暗な世界が広がる」と語ったのではないか。 

 この事態は、国家や軍隊という共同幻想に骨がらみで取り込まれることの恐ろしさにつながるだ

けでなく、一人の個人として国家や軍隊から自立することを促す契機として働く。「得することが

ない」という御者のよじれた言葉はそのことをもどかしい言葉で語ったものだし、軍隊という組織

原理とその場に生きた自らの生き方への反省的な意識が、虚ろな真暗な世界という言葉を老将軍に

呼び寄せている。 

 ところで、老将軍は虚ろな真暗な世界の内実に踏み込もうとしたと見るのは持ち上げすぎかもし

れない。引用の最後で「馬は少しかわいそうだが早く孫たちの顔を見るのもいいと思った」とある。

老将軍の政治的な？判断である。本当なら極めて強い緊張をはらむべき問題であるのに、その緊張

を弛緩させ、しかも自らの論理のたどり着くところとしてではなく御者の理屈に便乗して、表面的

な二者択一の問題にすり替えて妥協してしまうのである。自分の本源的な問題を解決すべききっか

けが訪れているのに、あえて逸れて行くのである。結論の先延ばしである。これは有島の常套手段

だったような気がする。 
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『凱旋』  老将軍の沈黙   完成版 
 

 

1 今日を繰り返す  

 『凱旋』の読後、『千曲川旅情の歌』の第一連「昨日またかくてありけり／今日もまたかくてあ

りなむ／この命なにを齷齪／明日をのみおもいわづらふ」を思い出した。藤村に似せて『凱旋』の

印象を記せば「今日もまたかくてありけり／明日もまたかくてありなむ」となる。藤村では昨日と

も今日とも異なった新しい明日の来ることを切望する若々しい心があふれている。しかし、『凱旋』

では、今日と同じ明日がやってくることを受け入れる老将軍が描かれる。今回、この「今日の繰り

返し」という第一印象を手掛かりにして『凱旋』について考えてみたい。 

2 一日の重さを「忘れる」 

 私の第一印象は fade outを用いて小説が終わるところから来た。4人が彼にふさわしい仕草で順

に舞台から溶暗して物語が終わる。 

 書記は老将軍の正体を明かして御者を驚かせ、「半日分の復讐を一挙に収めた快さにほくほく」

する。その後「貰ったばかりの細君の待っている自家をさして独笑いをしながら帰って」行くが、

道々「将軍の話を細君に聞かせるときの得意さを考えてみたり」して「その外の事は綺麗に忘れて

しま」う。 

 御者は足を引きずる凱旋を見て親方に叱られずに済むことだけ考え、凱旋の世話もいい加減に終

えて、曖昧屋の帳場で盛切をひっかけつつ一円札を見せびらかして女たちが媚びてくるのに満足す

る。「凱旋に秣と水とをやることなどはすっかり忘れて」いる。 

 老将軍は汽車の中で凱旋を思い出し、齢を取って卑しい労役に回された挙句に死んでしまうのは

他の名馬たちと同じだと考え、老いてから栄達を一身に荷った自分の一生を重ね合わせる。「あの

馬もそう長い命ではあるまい。あれは早く死んだほうがいいんだ」と思ってみるが、汽車が目的地

に近づくと孫たちの方に心が引かれ、孫たちの姿を思い浮かべると力が湧く気がして、ゆっくりし

た気持ちに浸る。やがて「凱旋の記憶はいつともなく将軍の頭からも消えてしま」う。 

 凱旋は最後に描かれる。厩に取り残され空腹を抱えているがどうしようもなく、「知らず知らず

体を前後に小さくゆすりながら眠りに落ちて」行く。凱旋には忘れるものなどないのだが人々から

存在自体が忘れられる。 

 興味深いことは人物たちが今日一日のいわば中心を「忘れる」ことだ。これは 4人に同じように

訪れる日常への溶暗と言っていい。しかし、何を忘れるというのだろうか。忘れることができるも

のを忘れるわけだが、この日彼らが経験したことはすぐにも関心の中心から外れ、忘れてしまう程

度の出来事だったことを意味する。逆の言い方をすべきだろう。やがて忘れ去られる程度の一日で

あるものとしてこの一日が描かれたのだ。すると、毎日がこのことの積み重ねであることになる。

人物たちは特別な一日でありながらいつもの一日でもあるという二重性を生きるのである。なかで

も老将軍は日露戦争を挟む軍人としての過去と孫たちを養育しつつ平凡な老人として生きる現在

という、前後に時間が引き伸ばされた二重性を生きる人物として描かれている。 
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 小説『凱旋』は老荘思想へ回帰する誘惑に耐えている有島の心境を表しているのかもしれない。

二項対立的な問題の隘路から抜け出し安息を得るには老荘思想に浸るのが手っ取り早い。人物たち

に今日一日を忘れさせ、葛藤さえ無に近づけるという方法がそれを裏付けている。 

 作者は人物を舞台から読者の目に見えないところに退出させるのだが、どこへ連れ去るのだろう。

読者にとって「実在」した人物が溶暗の後、闇の向こうでどう生きるのかが気になる。読後にこう

した余韻が残るのは作者の人物造型が成功した証だが、私には彼らが夜が明けた後、昨日と同じ一

日を始める姿が浮かんでくる。 

3 老将軍が二項対立状況に陥る  

 御者に鞭打たれる凱旋を見ては反応する老将軍の外見的な描写が続いていくが、「将軍の苦い顔

はもっと苦かった。その白鬚に被われた口尻や、深い眉の間の縦皺には、生活全体を悔やむような

苦さがあった。」(177P9 行目)という箇所で描写が急転する。土埃に辟易する苦い顔が「生活全体を

悔やむような苦さ」の顔に代わるのである。「生活全体」とは何のことか、それが悔やまれるもの

だというのはどういう意味か。老将軍の内面が浮かび上がってくる。 

  

  将軍はどうしてもその日の中に孫達の所に帰りたかった。齢につれて一徹になり増る心には、 

 目的地が近くなればなるほど帰りが急がれた。そこに持って来て、将軍の心を、全くちがった、 

 今になって考えてみると何とも云えず恐ろしく惨たらしい戦争という方面に否応なしに引きず 

 って行く痩せ馬は、将軍の眼の前に、将軍を鞭つような皮肉な姿を見せていた。あたり前の老人 

 になり切ろうとする将軍は、この馬一匹の為に絶えず苦しい圧迫を感じなければならなかった。 

 馬をいたわってやろうか、早く孫に遇おうかという平凡な問題のために将軍の顔は苦りきってし 

 まったのだ。愚痴にかえったものだと将軍は心の中で嘆息した。同時にこの問題の後ろには、将 

 軍の心にあまる程な虚ろな真暗な世界が果てしもなく広がっているようにも思われた。老人ばか 

 りがどうかした拍子に味わう淋しさが、烈日の下で将軍の胸に重苦しく沈んで行った。(177P後 

 半～178P前半) 

 

 先に、二項対立的な隘路と書いた。孫に会うことと凱旋をいたわることと、どちらが重要かと老

将軍は自問する。どちらを選んでも老将軍の心は痛むので隘路なのだ。老将軍がどちらかを選べば

済む単純な問題以上の問題だと気づくところに、私としては見逃せない重要な問題が露顕している

と感じられる。下線部分を取り上げてみる。複雑な構文から骨格だけを取り出せば、「痩せ馬は姿

を見せていた」となるのだが、これでは何のことかわからない。実は主語と目的語に付された修飾

部分に意味がある。 

 主語「痩せ馬」は「将軍の心を、戦争という方面に否応なしに引きずっていく」存在である。さ

らにその「戦争」は「全くちがった、今になって考えてみると何とも云えず恐ろしく惨たらしい」

と形容されている。これは退役後の現在の認知を語るものだが、現役の軍人であった間は惨たらし

いとは思っていなかったことも語る。過去と現在の二つの時間で全く異なる感じ方をするこのギャ

ップはどこから生じるのか。老将軍自身はどのように答えるだろう。変化の原因になる出来事につ
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いて小説の中では触れられていない。 

 「全くちがった」は「方面」にかかるので、違いは孫を思う現在と戦争の過去との間の違いであ

る。だから、二項対立と見るなら孫と戦争という対立を超えて、過去と現在という時間そのものも

対立項を形成している。「否応なしに」ともある。痩せ馬の姿がほとんど強制的に過去の戦争の場

面に連れ戻す力を及ぼすというのである。軍馬とともに戦場に在ったときの具体的な体験やその時

の気分など、できれば思い出したくない事柄が蘇るのだ。 

 目的語「姿」には「将軍の眼の前に、将軍を鞭打つような皮肉な」という形容が付けられている。

「将軍の眼の前に」には「否応なしに」と同様に「避けようもなくありありと」とはっきり外に現

れる様子を伝えるし、「将軍を鞭打つような」には「戦場で心痛む経験があったその古傷の痛みを

蘇らせる」うんざりした気分が表れている。そのうえ「皮肉」という畳み込みには凱旋と老将軍自

身の立場の逆転の意識が込められている。御者に鞭打たれるのを見て同情していたはずが、実は自

分自身が見られる側にいて、同情が他人ごとではなくなっていることを示唆している。勿論、老将

軍の反省的な意識が立場の入れ替わりに気づくのである。 

 この逆転の意識は、早く帰宅して孫たちの顔を見たいという願望を「あたり前の老人」として享

受しようとしていた老将軍の前に、戦争とその記憶がつまり過去の時間が立ちふさがっていること

を語る。「この馬一匹のために絶えず苦しい圧迫」を感じる。孫か馬かという「平凡な問題」だっ

たはずなのに何かの力が老将軍を意識の深みに引きずり込んでいく。もはや軽くいなして通り過ぎ

るわけにはいかないのである。これが露顕した重要な問題である。 

4 虚ろな真暗な世界が露顕する 

 先の引用箇所から終りの方の一部を再掲する。 

 

  愚痴にかえったものだと将軍は心の中で嘆息した。同時にこの問題の後ろには、将軍の心にあ 

 まる程な虚ろな真暗な世界が果てしもなく広がっているようにも思われた。 

  

 「愚痴にかえる」とは、「無明に戻る」ことで、俗念に妨げられて真理を悟れない状態のことを

言う。老将軍の心の中でずっと前に決着がついていたはずの何らかの問題が、「この馬一匹のため

に」意識の底の眠りから覚め、今頃になって意識の表面に「生活全体を悔やむような苦さ」を伴っ

て現れてきた。老将軍の反省的な意識がとらえているのである。過去に老将軍を襲った問題は、過

去の出来事として過去という引き出しの中に整頓され格納されていたはずなのに、現在の生活全体

を脅かすほどの破壊力を持っていると感じているのだ。「この問題の後ろには、将軍の心にあまる

程な虚ろな真っ暗な世界」潜んでいることを自覚させる。 

 それならば、眠りから覚めた問題とは何か、その問題がなぜ真暗な世界につながるのか。「心に

あまる程な虚ろな真暗な世界」を文字通りに解釈すれば、「心の容量を超える甚だしくむなしく絶

望的な世界」という意味だが、小説の中で明示的に「この問題」そのものに触れた個所はない。一

つだけ手掛かりがだと思えるのは、御者との会話である。老将軍がただ一か所御者の語りになるほ

どと感心する場面である。長くなるので、途中を割愛して引用する。 
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 「おい御者。もういい。汽車には間にあわんでもいいからゆっくりやれ」(中略)「何の商売でも

いい。商売をする途中でごしたい(疲れた)云うてやめたら、働いただけが無駄になるばつかりだ。

何の得もありつこはねえ。この馬だつて何んで今までこう汗流したか訳がわからなくなる。」(中略)

将軍は御者の言葉をおもしろいと思った。自分が大将まで経上ったのも矢張りそうだった。馬は少

しかわいそうだが早く孫達の顔を見るのもいいと思った。(179p5行目～18 行目) 

 

 御者は「どんな仕事でも、途中でやめたらそれまで働いた分が無駄になり、何の得もない」と言

っている。ここにはどんな「思想」が込められているのだろう。「この馬だつて何んで今までこう

汗流したか訳がわからなくなる」という言葉に沿って考えてみる。 

 小説の冒頭近くで書記が御者に乱暴な走らせ方をするなと文句を言うと、御者は「この位駆けさ

せんじゃ汽車の間に合わんからな」と答える(173p15行目)場面がある。暗に次のことが読者にも伝

えられている。それは馬車が走り出す前に、老将軍が馬車を借り切るに当たって目的地と到着すべ

き時間を告げ料金交渉も行い、老将軍と御者の双方が了承したうえで、御者は凱旋を操っていると

いうことだ。だから今になって「汽車に間にあわんでもいいからゆっくりやれ」という老将軍の言

葉は、いわば契約内容の変更の申し出に当たるから、御者は例えば「へえ、承知しました。凱旋も

楽ができてありがたいことでござる。」とでも言うべきではないのか。料金を払う老将軍の希望が

尊重されるべきだし、ゆっくり走らせたからといって借り上げ代金が減るわけでもなく、御者と馬

が損をする事態にはならない。それなら、老将軍の要望に応えてゆっくり走ったら、御者が言うよ

うに凱旋の流した汗は無駄になってしまうのだろうか。汽車の時間に間に合うように馬車を操作す

るのは御者の役目で、それを果たすために馬の尻を鞭打つ必要があれば何度でも鞭打つだろう。そ

の意味で馬は鞭うたれて損をしているわけではない。特別な苦労に耐え特別な汗を流しているわけ

ではない。貸し切り料金に含まれているのだ。 

5 御者の反論はよじれる。 

 翻って、御者は自分の理屈がよじれていることに気づいた上で「訳が分からなくなる」といった

のではないようだ。御者の言い分は「凱旋に痛い思いをさせてまで走らせたのは何のためだったの

か、痛い思いを帳消しにしてやってくれ」という点にある。「骨折り損のくたびれ儲け」に似てい

るがそれとは違う思考というか感情の流れが絡みついている。確かにそうだと思わせる力があるか

ら老将軍もおもしろいと思うのだし、「貸し切り料金で痛い思いは解決済みだ」と原則論で応じて

も御者の異議の中心には届いていないように見える。御者の言い分には一言では言えない何かがま

とわりついていている、「貸し切り」の論理とは未分化のまま分離されていない剰余がある。 

 困ったことに、人物たちの言動から剰余の部分を示す部分を探しきれない。そのため、少しばか

り飛躍することを承知で私の読み方を書いてみたい。 

 御者は今更「ゆっくりやり」始めたら老将軍のためにまじめに働いた分つまり誠実に努力した分

が無駄になると見なしている。あり得たはずの「時間に間に合う」という成果を放棄することだか

ら。この限りでは損得で未だ存在しない成果を測っており、本気で無駄になると考えている。この
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考えは「貸し切り料金」で解決済みの議論に戻ることでしかない。だから御者はこの議論から外れ

た路線に入り込む。剰余部分は働くことにまじめに取り組んだ、そのまじめさ・誠意が認めてもら

えないという気持ちにある。自分が老将軍にとって有用な人物だと評価される機会が否定されたと

思い、その有用感が満たされないことに憤るのである。この時の「気持ち」には少なくとも御者の

心の中では「損得」で測る意識は存在しない。言い換えれば、働く意欲や能力が否定され、無節操

な怠惰な人間と評価されると感じるその感じを利益(得)がないことと混同して表現している。これ

がよじれである。御者の内面に働いている向上心やモラールと「料金体系」の論理が分離されない

まま語られているのだ。 

 固い言葉で言えば、人間的労働が奪われることへの抗議が込められている。確かに「料金体系」

の側からいえば、御者がまじめでも不真面目でもどうでもいいことで、約束通りの時間に目的地に

着けば十分でそれ以上のことは要求していないのである。しかし、人は誰でも自分が有用な存在だ

と認められたい欲望を持っている。この時、御者は労働の人間的在り方を物象化しており、直観的

に自分が疎外される存在だと気づいている。だからこそ疎外に対する抗議として語るのである。勿

論そういう言葉＝概念は知らないし、抗議だと自覚しているわけでもない。しかし「骨折り損のく

たびれ儲け」以上のことを語っているのである。これを交換価値に還元されることへの抗議だとい

うこともできる。 

 さて、老将軍が御者に共感することにはどんな意味があるか。 

6 老将軍も疎外を生きる 

 老将軍は御者の考え方をおもしろいと評価し、自分が軍人として成功したのも御者と同じく「途

中でやめたら働いただけが無駄になる」と考えて、途中でやめることなく無駄を出さないように努

力したからだという。まったく交わることのない世界に生きる二人の間に共感が成り立つのはどう

してか。19 世紀末から 20世紀初めという時代が二人の生きる時代として共通する以上、それが感

じ方・考え方の前提となるので、少なくとも論理的には「共感」が成り立つことは明白だ。老将軍

のエピソードが詳しく書かれる必要はない。40年以上軍人として過ごした老将軍が、軍隊という組

織の原理と自らの考え方とが異なり対立する場面に何度も遭遇したはずである。その時老将軍は組

織の原理を優先させ自分を抑えて過ごした。そうでなければ大将にまで上り詰めることはなかった。 

「経上がる」にそのような含意を見ることに無理はない。退役した現在、軍人の価値観ではない「あ

たり前の老人」として生きる道を選ぶところに人一倍自省的な人物であることが現れている。作者

はそのように設定した。 

 微妙な事情が絡んでくる。老将軍は軍隊を否定しているわけではなく、むしろよりよい軍人であ

りたいと努力したはずの人物である。同時に、有用な存在として認められたいという誰でもが持つ

欲望を老将軍も持っていた。御者が老将軍に仕事ぶりを認められたいと願っていたのと同じである。

老将軍は、高い職位にある軍人として軍隊という組織を発展させる役割を担うと共にその軍隊が体

現する原則に従う存在でもある。発展させることと従うこととを一人の軍人が担うとき、抽象化さ

れた組織原理に、固有名詞を持つ個人の方が歩み寄らねばならないのは必然のことだろう。御者と

同じく老将軍もまた、軍人組織の中では疎外された存在とならざるを得ない。疎外という言葉を老
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将軍は知らないし、1917年という時代を考えれば有島も知らなかっただろう。しかし、この概念が

あらわす事態は確実に人々に経験されていて、この経験に名前を付け、軍隊や国家から分離する必

要も感じていたはずである。この経験に光を当てなければ不吉なことが起こるという予感が老将軍

に訪れていて、そのことを「虚ろな真暗な世界が広がる」と語ったのではないか。 

 この事態は、国家や軍隊という共同幻想に骨がらみで取り込まれることの恐ろしさにつながるだ

けでなく、一人の個人として国家や軍隊から自立することを促す契機として働く。「得することが

ない」という御者のよじれた言葉はそのことをもどかしい言葉で語ったものだし、軍隊という組織

原理とその場に生きた自らの生き方への反省的な意識が、虚ろな真暗な世界という言葉を老将軍に

呼び寄せている。作者有島の立場で考えれば、軍隊のみならず、明治から大正にかけて社会も暗黒

であることに変わりはないと見て、そのことを考察する人物として老将軍を生み出した。 

7 老将軍は対決を回避する 

 老将軍は虚ろな真暗な世界の内実に踏み込もうとしたと見るのは持ち上げすぎかもしれない。 

 引用の最後で「馬は少しかわいそうだが早く孫たちの顔を見るのもいいと思った」とある。老将

軍の政治的な？判断である。本当なら極めて強い緊張をはらむべき問題の緊張を弛緩させて、しか

も自らの論理のたどり着くところとしてではなく御者の理屈に便乗して、表面的な二者択一の問題

にすり替えて妥協してしまうのである。自分の本源的な問題を解決すべききっかけが訪れているの

に、あえて逸れて行くのである。結論の先延ばしである。 

 このことは有島作品の登場人物によくみられる解決方法ではないか。ここに問題があるぞと仄め

かしておいて、問題に正面から対峙せずにするりと身をかわしてそ知らぬふりをするという方法だ。

二つ理由がある。一つは売文業者として作品が売れ始めた有島が、依頼者の要求にこたえて作品を

量産するために取った方法だという理由。売文業者として生きようとするときに直接的な軍隊批判

に及ぶ展開は避けなければならないとブレーキをかける。もう一つはブレーキを踏みつつ内心に湧

き上がる有島固有の関心事を表現したい気持ち。これがなければ通俗小説家以下でしかない。ここ

でも二項対立だが、出版社の要求を隠れ蓑にして危なくない方を選ぶ。これがこの時期の有島がと

った用心深いというかかなり自虐的な戦略だったのだろう。あえて判断停止を選んでいるのである。

いや、固有の関心事そのものが有島の中で明確な形を持つまで熟していないという方が正確だと思

う。その点は『平凡人の手紙』と同様であり、たぶん他の作品にも表れているだろう。だから『凱

旋』の終わりは「忘れる」でなければならなかった。だから老将軍は自らの内心の重要な関心事に

関しては沈黙を選択し、作品の構造としては今日と同じ明日がまた繰り返されるという終わり方を

選ぶことになった。 

 

 追記  

 時間切れで書ききれなかったことを少しだけ。いずれ何かの作品を通して再挑戦する予定。 

 真暗な世界について一言。軍人であった過去の回想をとともに、いびつな家庭人として生きる老

将軍は国家とその共同幻想の世界が孕んでいる巨大な悪に変身する可能性を感じ取っているのだ

と見ることができるだろう。これは、有島が 1917 年という大正デモクラシーの空気の中で生活し
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て感受しているところのものである。御者のいわばプリミティブな発言の奥底に潜む人間的要求を

感じ取り、共有できる感受性を老将軍は持っている。堅苦しく言えば同じパラダイムの上に住んで

おり、同じエビステーメの持ち主だという見定めがある。馬車を操る昼間の御者の共同幻想と曖昧

宿で女を探す夜の御者の個人幻想と、孫が登場するのに妻が登場しない老将軍の対幻想と軍隊への

忠誠と懐疑の二項対立的な共同幻想とが、今日と同じ明日とは異なる姿で登場するのはどんな物語

においてだろうか。 

 この共同幻想そのものの危うさは、21世紀の現在でも変わることがない。例えば、池江璃花子の

オリンピック出場をめぐって、本人と水連と報道と組織委員会と狂喜する「国民」とによるオリン

ピック狂騒はなんとも危ういではないか。 
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『凱旋』 
Int. 

 

 

 主役は日露戦争で活躍した名馬で「凱旋」という。去年「知事様がこけへ来さした時感心してつ

けていった名」であるが、現在の姿は「背骨の所がいたいたしく赤むけになっ」ている老馬だ。準

主役は日露戦争における「沙河（さか）の大会戦に○○軍の参謀長であった将軍」だが、こちらも

凱旋同様に年老いている。そして脇役は「山育ちの、歯切れのいい、無鉄砲相な若者」である。 

 始まりの場面は、「甲州路から山越えに信州の羽黒下という小さな村に出る国道」（山道）を凱旋

が乗合馬車を引きずってとことこと駆けているところである。御者は先に出た若者。馬車に乗って

いるのが老将軍と、その案内役を仰せ付かった「村役所の若い書記」という設定になっている。 

 

 話の最後近くまで御者の若者は老人が誰であるか知らず、勢い、その土地の言葉遣いでタメ口を

きくように話しているのがこの作品のポイントの一つ。若者は将軍のことを、馬のことは全く素人

の只の老人であると思っているので対等に喋っている。田舎の若者には軍隊の常識は通用しないの

か、上下関係とは縁がなさそうだ。 

 そもそも田舎の御者である若者と日露戦争で武功を立てた老将軍の間に、上下関係は成り立つだ

ろうか。戦地であれば老将軍は雲上人であろうが、山道を駆ける乗合馬車にあっては単なる客であ

る。若者は、馬の扱いに慣れている老将軍も結果的に一目置くような手綱さばきを披露し、その頭

には土地の道路情報が入っていることはもとより、目的地で列車に乗れるようにするためにはどう

したらよいか適切な判断が出来る。ここでは若者の方が上で、老将軍には為す術もなくただ全幅の

信頼を寄せて間に合うことを信じるしかない下の立場であるのが面白い視点だ。 

 間に合った列車の中では土産を手にして、両親を亡くした孫たちに会えることばかりを考えてい

る老人に過ぎない。そこには「御紋章を上蓋に彫りこんだ恩賜の時計」を持ち、「歴史にも名が残

るほどの大人物」の片鱗すらない。しかし、そんなふうであっても知る人からすれば尊敬語で話す

べき人なのだ。だから例えば案内役の若い書記は老将軍に対する御者の言動にハラハラし、時に恐

縮するが、御者はどこ吹く風だ。 

人の上下関係とは一体何なのか。誰が決めて、どの範囲にまで及ぶものなのか。その時その場限

りのものなのか、ずっと維持されるのか。老人と御者の関係を見ていると、大した人と大したこと

のない人が場面や状況で変わることを示唆していて、上下関係や人の価値がずっと固定されること

はあり得ないと言いたいのかもしれない。また、その辺りを揶揄した設定を考えたのかもしれない。 

こんな想定はどうだろう。いかにも軍人らしい風体の、老将軍と同じ名前を称する別人とすり替

わっている。出迎える方は老将軍本人を直接見知っているわけではないし、まさか騙されていると

は思わないので、老将軍だと思って遇するのではないか。だとすれば、人は相手との上下関係を肩

書きで判断するのだろうか。現に御者の若者は、終わりの方で老将軍がどんな人か役所の若い書記

から知らされて飛び上がらんばかりに驚いたとある。 
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凱旋は老馬だ。だから今は片田舎で乗合馬車を引いているが、昔は戦争に行って活躍したことも

あった。もちろんその馬の力量にもよるだろうが、その時々の体力や年齢（本来なら馬齢と言うべ

きだが、その語には「自分の年齢の謙譲語」の意味しかなく「馬齢を重ねる」と言えば、無駄に年

を取るとか、大したことをしないうちにただ年を取っただけという、馬に失礼な表現となっている）

を見計らって人間がどこで、どんな風に使うかを決めるのだ。馬と人間の関係が２つ目のポイント

になるだろう。人は馬を都合よく使いたい。だから家畜化した。時代が下がって農耕馬であったり

軍馬であったりする。 

 

ちょっと横道に逸れる。軍馬のことだ。戦地で使うために特別調教された馬を言うが、戦地の馬

には何が求められるのか。血液の匂いを嫌がらず、人を踏みつけることを厭わないことだ。では調

教の目的（ゴール）は何か。手綱を用いずとも反応して、周囲の戦闘音に耐え、騎兵が用いる鎧（よ

ろい）と武器に慣れさせることだとウィキペディアが教えてくれる。この作品の中にも「雷のよう

な砲声にも頓着なく、疲れ切って首を垂れたまま、眼を細めて群った幾十頭の輓馬（ばんば）」と

ある。 

軍馬つながりでもう一つ。2020年８月６日の道新（夕刊）に「農民歌人の伝言」と題するコラム

が載った。その２年前に故人となった白老町の布沢幸（ふざわみゆき）さんの話だ。中国大陸で従

軍し、敗戦後の４年間はシベリアで抑留された布沢さんに軍隊経験から見えたものは、軍隊は「殺

人訓練」に明け暮れ、理不尽な暴力が横行していたことだった。そして詠んだ歌の一つに馬が登場

する。 

 馬よりも命かろしとなぐられしこれが日本の軍隊だとて 

兵隊は赤紙１枚でいくらでも補充できるが、軍馬の替わりはそんなにはいないということだろう。

馬の意思でも兵隊の意思でもないのに、時と場合と誰かの都合で生命の軽重は簡単に決定される。 

 

 閑話休題。老将軍は一人汽車の中で考える。名馬でも駿馬でもその運命は同じで、年を取れば取

るほど段々卑しい、苦しい労役に回されて結局死んでしまう。どうかすると桜肉となって人の口に

入ることになってしまう。翻って自分は老いてから栄達という栄達を一身に担った一生がある。だ

からちょっと考えると、馬の境遇というか運命とは真反対の一生であるように思えるのだが、馬ば

かり憐んではいられないような不安を覚えてしまうのは何故か。凱旋にも自分にも死が迫ってきて

いることは同じだからだろう。さらには、老いて役に立たなくなってきていることにも違いはない。

凱旋は楽をさせてもらえずに死を待つばかりだが、自分は馬とどこが違うのか。凱旋に、早く死ん

だ方がいいんだと他人事のように言っているだけで済むのか。自分の口から出たその言葉は自分の

所に戻ってくるのではないか。老残の身を晒したくない気持ちもある。 

 

 この作品の中にはハイライトが２つあると見た。一つは次の部分。 

 



 29 

 「…将軍の心を、全くちがった、今になって考えて見ると何とも云えず恐ろしく惨（むごた）ら

しい戦争という方面に否応なしに引ずって行く痩馬は、将軍の眼の前に、将軍を鞭つような皮肉な

姿を見せていた。あたり前の老人になり切ろうとする将軍は、この馬一匹の為めに絶えず苦しい圧

迫を感じなければならなかった。馬をいたわってやろうか、早く孫に遇おうかという平凡な問題の

ために将軍の顔は苦りきってしまったのだ。愚痴にかえったものだと将軍は心の中で嘆息した。同

時にこの平凡な問題の後ろには、将軍の心にあまる程な虚（うつ）ろな真暗な世界が果てしもなく

拡がっているようにも思われた。老人ばかりがどうかした拍子に味う淋しさが、烈日の下で将軍の

胸に重くるしく沈んで行った。」(p177-8) 

 

日露戦争で功績のあった馬を見て、自分が将軍として軍隊を指揮していた当時が甦ったのだろう。

その記憶の中には軍馬同様、戦争に狩り出され、負傷し、死んでいった無数の兵隊という名の国民

一人ひとりの姿があっただろうか。自分は彼らに対して責任があるのではないかと思っただろうか。 

 さらに老馬凱旋を見て、自分にも迫りつつある死の姿を重ねている。歴史にも名が残る程の大人

物であったが、今は可愛い孫と触れ合うことだけが楽しみの、単なる年寄りになった自分の余生が

短い事を凱旋によって悟らされた淋しさを味わっているようだ。死というのはそれほどのものなの

か。『平凡人の手紙』の中で有島が書いているように「…僕の方は死と云うもので鳧（けり）がつ

くのだから大に呑気なものだ」という具合にはいかないものか。世の中にしがらみが多いと「死と

いうもので鳧が」つかないのかもしれない。 

 

 もう一つのハイライトは最後の場面だ。 

 

 「尻の赤はげには地（ぢ）も見えない程に蠅がたかっていた。凱旋は尻尾をふって見た。然し細

い短いその尻尾を蟲どもは恐れる風がなかった。細めた眼のまわりにも、吐出した泡の乾いた口の

まわりにも、蠅どもは遠慮なくつめよせた。空になり切った腹はぐうぐうと音をたてて鳴った。 

 凱旋は堪らえきれないように頭をもたげて高く嘶いた。嘶いて耳をすますようにした。然し人の

近づく気配はなかった。 

 凱旋はしかたなく又頭を下げて眼を細めた。而して知らず識らず体を前後に小さくゆすりながら

眠りに落ちて行った。空腹が疲労に打勝つ瞬間だけ彼れは驚いたように頭を上げて大きく眼を開い

た。然し凡てが無駄だと知るとまた疲労にけおされて浅い眠りに落ちた。 

 夏の日はここにも静かに暮れて行った。」(p183) 

 

まるで凱旋の命の灯も暮れていったような書き方であり、涙を誘う場面だ。飼い主にもよるだろう

が、人間の身勝手を受け入れるしかなす術がない馬の哀ればかりが大きく心に残る幕切れは劇的だ

った。 

役に立つうちは面倒を見てもらえるが、老いるとぞんざいな扱いを受けるのは（家畜）動物も人

間も同じだろうか。その人やその動物が周囲の中でどんな存在なのかによるのだろうか。よく「生
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きているだけで価値がある」と言われるが、当人にしてみたら「生きているだけ」を目標に果たし

て生きられるものなのか。もう少し生きていると分かってくるのかもしれない。その日もそれほど

遠くない。 

 

 

 


