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第３０回読書会のまとめ 
畔柳二美『姉妹』 

2019.10.26／参加者9名（うち感想文提出6名） 
 

 

 ｢武郎を読んできたあとだから読みやすかったね｣という言葉に賛同の輪が広がりました。青春絵

巻の衣に包まれてはいるが、結構社会派小説ではないかとの意見もありましたが、対照的な二人を

中心に展開するという見方は皆同じです。二人の違いは性格、育ちから来るものでしょうが、その

時代の２つの大きな流れ・考え方を代表させたものではないかとの指摘がありました。 

 

 参加者の中には当時の様子を記憶している人もいるし、父親が畔柳二美と一学年違いで、王子第

一発電所の社宅で子ども時代を過ごしたという人もいました。小説に出てくる情景もその通りと懐

かしく思い出したり、悲惨な出来事（例えば、馬がそりを引きずって暴走し川に転落したときは、

暴走を目撃）の記憶が蘇ったりしたそうです。 

 小説の中から当時の風俗習慣として列挙した感想に対して、今でこそ赤飯は甘納豆などを使うも

のもあるが昔はどこも小豆だったとか、自分は小さかったので何とも思わなかったがお風呂や温泉

はそう言えば混浴だった。今でも近くの温泉で外湯は混浴のところがあるとか、尻別川周辺はよく

温泉が出るがぬるいので昔は電気で沸かしていたとか、王子発電所の社宅は電気代が只だった。尻

別川の王子発電所で作られた電気は苫小牧の工場に送られるが、点検でタービンが止まるときには

苫小牧から電気を逆走してもらう。でも距離が長いので電気をつけても薄暗かった、などの情報も。

さらに、北海道の百人一首は今でも下の句のみで木札を使うが、百人一首を覚えるためではなく、

単なる遊びとしてやっているなど、こういう話だけで終わってしまいそうな勢いで、ご当地ならで

はの感想が相次いだ読書会となりました。 

 

 『姉妹』とは離れた感想があって、一同目を瞠りました。『姉妹』を読んでというよりは、聞い

た話を書き残さなきゃという気持ちだったそうです。その成果が３人の高齢者の話になっています。

仕事上訪問した高齢者がぽつりぽつりと話をしてくれるようになったそうです。何も喋らずあの世

まで持って行く気持ちもあったでしょうね、とか逆に知ったことを話したい気持ちもあったのでは、

という感想が出ました。 

 感想文にある３つの話を読むとそれぞれのストーリーがあり、それを抱えながら生きそして死ん

でいくのだと改めて思います。『姉妹』も自伝的小説と言えますから、畔柳二美が抱えたストーリ

ーの一部なのです。自分のストーリーを外に出すかどうかは、偶然に左右される紙一重の違いです。 

 

 小学生の頃『姉妹』を映画で見たという話が出ました。何とＤＶＤも当日持ってきてくれたので

すが、残念ながら上映会は無しです。 

 対照的な姉妹の話になったとき、祖母に育てられると姉のように、モダンな母親に育てられると
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妹のように育つんだろうね、という感想がありました。さらに、作品に出てくる怪しげな写真屋の

場面では、自分も被害者になったという昔話が披露されました。隣町倶知安町の金比羅さんの祭り

で、象に乗って写真を撮ってくれる写真屋がいたそうです。いくら払ったかは尋ねませんでしたが、

やはり写真は送られて来ず、金を取られて終わりだったそうです。象に乗せてもらったのだから良

しとしなきゃ、自分はまだ乗ったことがないという発言もあり、皆で笑いました。まさか小説と同

じ写真屋ではないと思いますが。 

 小説に出てくる、女は 10年、男は 17年親が面倒を見るという実態は、当時は当たり前の考え方

であったこと、当時狩太村に女学校はなかったので、札幌という都会に行ったらさぞ刺激があった

だろうということ、女学校に行けたのは裕福な家庭だったということなどの話も出ました。 

 

 作品中の音の表現に注目した視点が出されました。ごうごう、だぶんだぶん、チロロチロロと聞

える尻別川の流れを一大オーケストラに喩えた畔柳二美は、別の作品『川音』でもゴウゴウと表現

しています。 

 こういう表現はオノマトペと称されています。米国出身の国際交流員が参加していて、日本語の

勉強をしたとき、世界で一番オノマトペが多い言語だと習ったと言います。それに注目した別の参

加者からは、畔柳二美と宮沢賢治についてオノマトペからのアプローチで感想文を書きたかったが

時間切れになったという話がありましたので、次回でいいから書けたら紹介して、という注文が入

りました。注文の多い読書会です。 

 『姉妹』『川音』に続いて『限りなき困惑』も紹介がありました。戦死した夫を思い、無念を感

じる妻が甘藷を敵に見立ててぱくつく姿が描写してあり、そこに現れる音はガリガリだろうかとの

推理を披露してくれました。 

 さらに、音にまつわる話として、太宰治の『トカトントン』に飛びました。玉音放送に触発され

徹底抗戦だと叫ぶ将校に突然聞えたトカトントンという音。復興が始まり聞えたのは金槌の音で、

その途端、目からウロコ状態になる話らしいのです。それを聞いた別の参加者からは、心が高ぶっ

ているときに金槌のトカトントンという現実的な音がすることで一気に正気に引き戻されるとい

うことではないかとの意見が出ました。引き戻すきっかけになるのが音を表したオノマトペです。

擬音語が重要な役割をすることに気づかされました。 

 王子発電所社宅に住んでいた人にとっては、音（川の音やタービンの音など）は日常どの場面に

もある当たり前のものだったが、反面とても恐ろしいものだったという回想も出ました。線路の側

よりもまだ川の側がまし、という感想や、聞いて育った音というものは、自分の居場所が変わって

も自分の中でずっと続いているのだという（恐らく体験に基づく）感想もありました。 

 

 『限りなき困惑』『川音』『傷痕』『姉妹』と読んで互いの関連を探った感想がありました。初め

の 3作は『姉妹』とは違い、暗く重い路線の作品だそうです。重い作品の契機となったのは作者自

身の夫の戦死。遺骨がなく位牌だけの戦死通知という戦時社会のルールなのだが、位牌の霊という

字が間違っていることに気づいて夫の死を疑い、自分を取り戻すというエピソードが２つの作品に
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書かれています。このエピソードを聞いてすぐに、字の間違いは太宰の「トカトントン」と同じ働

きをしているのではという指摘がありました。真面目に思い詰めていたのに、本来その場にあるは

ずのない字の間違いや音に接して、自分が馬鹿らしくなった。｢突き詰めて考える｣ことの実体は意

外にこういうものかもしれません。 

 また、これをきっかけにして作者畔柳二美は、社会の価値観、同調圧力に屈することを拒み、自

身の魂が求める信念によってのみ生きようとする｢自由｣の宣言をした、との分析もありました。ど

の作品も主人公は二美自身だそうですが、それを聞くと作品を次々に読んでみたくなりますよね。

読書の秋にはぴったりだと言えそうです。 

 

 最後に基本的な質問が出ました。『姉妹』は本当に｢きょうだい｣と読むのか？その根拠は何か？

というものです。参加の国際交流員もそれを聞きたかったとのこと。 

 男女混じっている場合、｢兄弟姉妹｣と言うことはほとんど無く「きょうだい」で済ませますし、

どうかすると｢姉妹｣でも｢きょうだい｣と言っているとの指摘がありました。世界的に見ても、男性

名詞をもって｢人間｣や｢男女｣を表す例は普通にありそうです。作者自身が振り仮名をつけていれば

はっきりしますが、出版された本や映画のＤＶＤを見ても読み方まで書いてありません。皆への宿

題になりましたが、本当に不思議なことです。 

（文責：井上剛） 

 

 

※参加者：磯野浩昭、磯野美和、井上剛、梅田滋、菊地寛、菊地昌子、佐藤智恵子、高木直良、 

マイケル・バーンズ（五十音順）、 

※以下感想文の掲載順は、概ね当日の発表順です。 
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「姉妹」 遠藤（畔柳）二美 と 発電所 
Sac. 

 
 
 私が、畔柳二美に出会ったのは、確か小学校五年生の頃ではなかったかと思う。出会ったといっ

ても、初めて彼女の小説「姉妹」を読んだというだけの事ではあるが・・・ 

しかし小説の内容、舞台が第一王子発電所と言うこともあり、深く私の心の中に残った。また時に

何かの拍子に兄との会話の中で「姉妹」の登場人物の話が出たりし、「姉妹」はいつも身近な存在

であった。また父が畔柳二美氏の少女時代を見知っていたとのことであったが、何故詳しく話を聞

いておかなかったのかと、今では悔やまれる。 

二度目がいつであったか？三度目が数年前、北海道新聞やニセコ町の広報誌に取り上げられて、

もう一度読み返してみたくなった。 

 

大正・昭和と.時代は違っていても、同じ発電所で暮らした私にとっては懐かしい暮らし、風景

である。 

 コンチ（二美さんと俊子がオーバーラップしてしまうので、あえてコンチと呼びたい）の天真爛

漫さ、山の中の発電所の暮らしや風景、小さな社会の中の人間関係、雪に埋もれて暮らす狩太。ど

こをとっても自分の身に置き換えて感情移入してしまう。読みながら、その風景・川音・吹きすさ

ぶ吹雪・ストーブの燃える情景が心に浮かぶ。 

 

 それにしてもコンチは、純真過ぎる。山の中の暮らしとは言え、余りに世間知らずと言うほどで

ある。社宅での暮らしの中での様々な出来事、駆け落ち夫婦の話、馬車やのおばさんの不倫等々。

25 戸ほどの小さな社会の中では全員に知れ渡り白眼視されてしまうような事柄にも、自分の心に思

ったまま対応していくコンチ。純粋な目と心を持っているのか、良い意味での世間知らず。そして

親や先生の言うことには素直（？）に従う。こんな少女、今ではなかなか見つからないだろうと思

ってしまう。 

時代は大正、多くの人々が貧しくて、生活に疲れ自殺者も多くいた時代。昭和になってからでは

あるが、近在の農家の子守りのねえやが奉公が辛く子供を負ぶったまま発電所の沈殿池（発電に使

う水を一時溜めて砂や泥を濾すための施設）に身を投げた話が実際にあったことなどを思い浮かべ

てしまう。そんな時代の中で、親や周りの人々の愛情の中で真直ぐに育っていくコンチは素晴らし

い。 

また「女子の高等教育は不要」と多くの人が考えていた時代。そんな中で遠藤家では、男子には

17年、女子には 10年間の勉学の時が与えられていた。もっと学びたい、あるいは職業婦人になり

たコンチの気持ちと両親の子供に対する希望・方針の違い。コンチの葛藤、尻別の流れがそれを象

徴していると思う。 
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「俊子は、崖をかけおりて川岸へやってくる。どぶんどぶん、ごうごう、チロロチロロ。悲鳴を

あげて、歌を歌って、雪どけの川水が、おしあいへしあい崖を洗って流れてゆく。山をくだって村

を通りすぎ、町を流れて海へそそぐのだ。 

俊子は、永遠にこの発電所にとじこめられたような悲愴な顔つきで、頬のなみだをそっとぬぐう。」

（P100） 

 

そして最後の文章では 

「だが、俊子は、無言で崖下の雪のあいだを動く川の流れをじっとみている。山をくだって、村

をとおって、町々をすぎ、やがて大海におどりでる水の流れを、彼女は目をかっとみひらいてじっ

とみている」（P104） 

 

やがて、彼女は大海に躍り出て、自分の人生を切り開いた・・・のでしょう。                                                                                                                                                              
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ジルーシャ	アボットの妹たち 
Ism. 

 

 

畔柳二美さんの生まれた年は、アメリカのジーン＝ウェブスターが「あしながおじさん」を発表し

た年です。畔柳二美さんが女学生だったと同じころ、札幌で生きた同年齢の三人の女性のほんとう

の物語です。 

Ⅰ 正子さんの章 

鉱山 

「隣の静子は従妹ですが、妹といってもいいほどです。」 

 百歳近い正子さんは、二つ年下の従妹と裏口からお互い行き来ができる札幌の古いお家に住んで

いる。女学校も途中から一緒に通い、結婚相手も同じ職場に勤める男性で、出張で不在であったこ

ともあり、姉妹のように末永く仲良く過ごしてきた。 

「私の父は定山渓の奥で鉱山医をしていました。」 

 人口はそれなりに多かったけれど、物凄い山奥であった。札幌の女学校に進学して帰省する時は、

朝里から冬は馬橇に乗って何時間もかかった。 

「鉱山夫さんの家にマムシが出たことがありましたよ。五歳の男の子の頭をかじって、自分のうち

に運ばれてきました。母たちと看病しましたが、血清もないので頭が二倍にも膨れ上がって、翌朝、

亡くなってしまいました。」と、山奥の町のことを話す。 

 

女学校 

 正子さんは札幌の高等女学校に進学するため琴似の従妹、静子さんの家に下宿することになった。

カトリックの修道院が創立して間もない女学校の三期生であった。 

創立者は、北海道の女子教育のためにドイツを船で出発し、日本に向かうまでの間の世界恐慌で、

学校を建立するための資金が靴紐一本まで下落したが、なんとか札幌に到着する。札幌ですでに開

設していた歴史あるアメリカプロテスタントの女学校が、救いの手を差しのべ、なんとか創立でき

たという女学校である。札幌には二十年以上前から私学の女学校が創立されていたので、新学校で

あった。 

 

女学生列車 

 札幌の地下鉄に女性専用車両が導入になった時のことである。 

「ある時、ミシンの具合が悪くて居残りになったことがありました。待っていた従妹と学校を出る

のが遅くなり、北大を横切ったんです。」と、正子さんは切り出す。 

当時は、女学生列車というのがあり、女性専用列車は時代の逆行と笑う。正子さんたちが北大を

横切ったのは、桑園駅から女学生列車に乗るためである。 

「翌日、先生に呼ばれて、女学生がはしたなくも北大の構内を横切るとは何事かと説教されました。」 
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 女学生は、同じ年頃の兄弟と話すのも歩くのも、目撃されれば大騒ぎという時代であった。 

「そんなやましい気持ちはなかったと、いくら先生に説明しても聞く耳をもたないんです。静子ち

ゃんも泣くばかり。くだらなくて、馬鹿々々しくて、腹が立ってきて。その時、ふと思ったんです

よ。目撃者。」 

 言いつけたということは、その人たちこそやましい気持ちで北大構内をうろついていたというこ

と。更に卑怯者。先生にそう話したら、あなたの言うことも最もと、言いつけた上級生達が大目玉

をくらうことになった。 

「それからは、誰の目も気にせず女学生列車に乗るため北大構内を走り抜けれるようになったので

す。」と、目は八十年前のお下げの女学生のように得意げであった。なんと、強く賢い頼りになる

お姉さま。 

 

Ⅱ セナさんの章 
わやくちゃ 
「何もかもわやくちゃだ。」というのがセナさんの口癖だ。 

札幌から十里のところにセナさんが生まれた C 市がある。親の時代に東北から北海道へやってき

た。 

「ワチは五人きょうだいの末っ子なんだ。一番上の姉とは十八も年が離れとった。 

家は山の中で田んぼをやっとった。」  

まもなく百歳を迎えるセナさんは、熱めのお湯が入った浴槽の中で目をつむってタオルでゴシゴ

シとからだをこすり乍ら語り始める。 

 

熊の子 
「昔はすごい山の中だった。森を一つ抜けるとアイヌの部落があって、そいつらは熊の子ばかり苛

めていた。」 

ひょっとしてイヨマンテで送られる小熊のことだろうか。 

「わやなんだ。女は入れ墨なんか、こんな風に口んとこに入れとった。木の陰から覗いていたら、

目があって一目散に逃げ帰ったもんだよ。」 

差別を感じる言葉であるが、感受性の高い女の子には見るもの聞くもの衝撃だったのであろう。 

 

赤い御腰 

百歳近くなっても長湯ができるのは神様からの贈り物だ。 

何か歌を唄ってとせがむと、恥ずかしそうに正調真室川音頭を三番まで唄ってくれる。 

かつて、老人クラブで人気者だった風格がある。 

「末っ子だったし、女の子だったから、田植えの時は赤い御腰をつけてもらって畦道で飛んだり跳

ねたり踊っとたよ。めんこい、めんこいとみんなが見とった。」と目を細める。 

畦道は花道となり、女の子は蝶よ花よと得意げに晴れ姿をお披露目したのだろう。 
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二条に嫁に行く 

「セナは魚が好きだから、二条に嫁に行くぞ。」というのが、セナさんの父親の口癖だった。 

月にいっぺん、札幌の二条市場の魚屋が魚を売りに来る。鮭の塩引き、時には新鮮な魚も持って

くる。月にいっぺん、セナさんの顔が満面の笑みとなり、一家に賑やかな宴の時間が訪れる。 

明るく器量の良いセナさんは、父親の予言の通り、十九歳で上白石の農家にお嫁さんに来た。 

「わやくちゃだった。逃げて帰りたかったから、親元に手紙を出したこともあった。札幌から嫁の

話が来たときは、父親も喜んださ。上白石なら二条まで歩いて行けると言って。農家と聞いて来た

が、にんにくやら玉ねぎやらの畑農家だ。種まきの時に、指で土に穴開けて、えんこまくんだもの。

田んぼとはえらい違いだった。あったら汚いものないさ。」 

セナさんは、今でも身震いして頭をふる。 

その頃、セナさんの実家では、兄者一家が農家を継いでいた。兄者の子供の子守も、必要がなく

なっていた。 

セナさんは姑さんに玄関からの出入りを許されず、お産の前の日まで畑仕事にいかされた。きっ

と姑さんが自分の姑さんにされたように。 

第一子目に後継ぎをお産した後は、玄関からの出入りを許された。 

人の不幸 

「こんなおかしな名前。セナなんて。」 

響きの良い洒落た名前のことを聞かれると、吐き捨てるよう言う。 

「本当はサチエだったんだ。小学校に上がる時に通知が来て、父親から『今日からお前の名前はセ

ナだ。』と言われてびっくりだよ。」 

 戸籍の届け出の時に、間違いが起きたようだ。 

「近所の中風爺さんに頼むから、そんなことになったんだよ。田植えの時期で頼むしか仕方なかっ

たと父親が謝ったけど、ワチは『父さんも近所の中風爺さんも許せない。』と二日も泣き続けたん

だ。」 

農作業ができないその体の不自由な爺さんは、滑舌も悪かった。きっと字も思うように書けなか

った。時々、皆の用足しを頼まれて街に行き、小遣いをもらっていたという。 

父親のやりきれなさも大変なものだったが、三日目に受難から解かれた。 

「父親が『隣のサチヨちゃんなんか、シャチになったんだ。サチエなんか良いと思わなければいけ

ないよ。』と言うのさ。シャチだなんて……、そんな名前。」 

セナさんはちょっと悪戯っぽい目になる。 

「名前なんてどうでもよくなったさ。」 

セナさんの数日前に生まれたサチヨさんも、同じ日に、【近所の中風爺さん】が戸籍の届け出の

用足しを頼まれていたのだ。 

 

ルンペン 

「十五歳のときだった。田んぼもひと段落して、両親が温泉に行くことになった。兄者と一晩留守
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番することになった。ところが、兄者はワシに炭焼きの面倒をおしつけて街に遊びに行ってしまっ

たのさ。」 

セナさんは晩秋の真っ暗な林が恐ろしかったが、炭焼き小屋で兄者の帰りを待っていた。あまり

に兄者の帰りが遅いので、炭焼き窯を見に行った。 

「そうしたら、知らない人が寝てるんだもの。びっくりして暗い中、泣きながら走って家に戻った

ら、兄者が戻ってきて酒飲んで寝てるのさ。」と、セナさんは呆れ顔になる。 

「起こして一緒に見に行ったら、死んどったさ。ルンペンが暖ったかいから、窯に入りこんで暖を

とってたんだよ。可哀そうに。わやくちゃだよ。」 

わやくちゃな体験をさせた兄者には、何十年たっても腹が立って仕方ない。 

 

変なもん 

「おっかないよ。外なんか、変なもんばっかりいるのさ。夜だって二階で物音がするんだ。」 

セナさんを広い敷地内の散歩に誘う。最近のセナさんは、玄関前にしか出なくなっている。 

「せっかくだから行こうかな。変なもんいたらお願いだよ。」 

庭の裏から、昔に植えていたアスパラやウドが混ざり合った、草ぼうぼうの中を、わしわしと進

んでいく。すごいスピードで追いつかない。途端、大きな毛虫が草についていて、護衛役が絶叫す

る。 

護衛は曲がったセナさんの腰につかまり、同じ高さに身をかがめて冒険の再開となる。 

「ほれ、アスパラ。今日の夜、食べなさい。」と、セナさんは背丈ほどに伸びたアスパラの先をポ

チッと折って護衛に手渡す。 

背の高い草わらをぬけると、敷地内のアパートの二階の階段から、ぼさぼさ頭の女が玄関マット

のごみをほろっている。 

「何やってんだ。」 

セナさんの怒った姿を見た途端に、女は家主のセナさんに挨拶もせず慌てふためきアパートの中

に入ってしまう。 

変なもんは毛虫ではなく、家賃を滞納したり非常識な行動をする借りている住人のことだった。 

二階の物音は、セナさんに寄り付かなくなった長男のお嫁さんが、夜にそっと家に入り、必要な

物を取りに来ている物音そのものだった。 

 

花環 

「不思議なことだった。今になってもわからない。」とソナさんは話し出す。 

「用水路に見たこともない、こんな花環が流れてきたんだよ。」 

セナさんは胸に抱えるように両腕で円く輪を作る。 

「夢中で引き寄せて、水から引き上げたよ。それが見事で、今まで見たこともないようなものだっ

た。」 

二人のいる浴室の空間は、幻想的な雰囲気に包まれた。 
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「知らない白い花で、どうしてこんな物が流れてきたのかと思っているうちに、涙が止まらんくな

って……。」 

花嫁さんの大きな花かんむりを想像してみる。 

「この町から五人に赤札が来て、駅に見送りに行った。戻らんかったのはワチの夫だけだった。」 

セナさんは、子供を三人残して未亡人にしてしまったご主人からの贈り物とは、言葉にはしない。 

 

Ⅲ レイさんの章 

時効 

レイさんは従軍看護婦として満州に赴任していた。明るい寝室兼居間には、お孫さんと整理した

という若い頃の写真が飾られている。昔のナース帽、凛としたロングの白衣姿である。 

「今の看護師さんは、リハビリをしたりドライヤーをかけてくれたり、昔で考えられないことをし

てくれます。」と静かに話す。 

当時のことを尋ねても、診療の補助が多くでしたということ以外に語ろうとはしなかった。 

何度かお会いするようになって、思い切って戦争の話題をもちだしてみた。 

「同年代の女性から、満州から引き上げる時の恐ろしい体験を聞かされました。レイさんも、さぞ

かし大変な状況で帰国されたのでは。」と尋ねてみた。 

「終戦が近いとわかると、軍医と一緒に専用列車で苦労なく帰国できました。」と、ほほ笑む。 

そして、満州の病院時代のことを語りだすきっかけとなった。 

「私は、第７３１部隊の隣の病院で赤痢やけがをした兵隊さんの看護をしていました。状態が悪く

なった兵隊さんは、第７３１部隊に送られてしまい、二度と戻ることはありませんでした。そこで

何が起きているのか、私たちは察知するようになりました。看護婦は、患者が送られるのが嫌で必

死に看護しました。」 

どんなに優遇されても勲章をもらっても、それはレイさんたちの真の功績に対するものではなか

った。そして、人間として大きな心の傷を負い、二度と看護婦として仕事をすることはなかった。 

菊の紋章の入った印鑑入れから、欠けた翡翠の印鑑を取り出し、ゆっくり書類に押印しながら、 

「今はもう時効でしょう。後世に伝えなければいけない使命があると思います。」と語ったレイさ

んは、写真と同じ凛とした従軍看護婦に戻った。 
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Kank note 有島 8より 
Kih. 

 

 

 紅葉映す川面に 10月、尻別川の岸辺に立ちました。四囲を覆っていた夏の緑はいつの間にか黄

色や紅色の装束に衣替えをしています。白一色に変わる厳しい冬を迎える前のつかの間のニセコの

秋。清流は時の不思議を鮮やかに映し出しているようです。 

 ふと思い浮かんだあの一節。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。～」。ご存

知「方丈記」（鴨長明）の書き出しです。以下はこうです。「～よどみに浮ぶうかぶうたかたは、か

つ消え、かつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と栖（すみか）と、またか

くのごとし。～」と。 
 時代紡ぐ姉妹 見上げると、対岸にはレンガ造りの建物と特徴ある 3本の太い導管が。ほぼ一世

紀もの歴史を刻み、あたりの景色に溶け込むようにたたずんでいます。今月の課題である「姉妹」

（作・畔柳二美）の舞台ともなった王子製紙尻別第 1 発電所です。作者は父親の転勤で少女時代を

この発電所の社宅で暮らし、札幌の女学校へ進学します。家族や隣人、札幌での寮生活の日々。四

季の移ろいと重ねて、時代の人々を活写し、物語を紡ぎました。 

彼女は有島武郎より 16 年ほど後の世代ではありますが、レンズを狩太（現ニセコ）～札幌の情

景にフォーカスすると、武郎が農場解放を宣言し、自死した１９２０年代・大正の後期に、奇しく

も時代が重なります。勿論女学生の二美と武郎に接点はなかったでしょうし、当時世に喧伝された

有島シーンも、彼女には遠い世界の出来事であったか。ただわずかな時差で、函館本線山線の車窓

から、川の流れと発電所の風景を眼下に収め、脳裏に刻んでいたかもしれないと、この地に縁のあ

った二人の作家の生きざまが脳裏をよぎります。 

 音に秘めた想い 長編小説「姉妹」では、様々な表情を見せる尻別川の清流に乗るかのように幼

少期から青春期に続く日々が描き出されます。「～川の流れはまさに一大オーケストラだ。ごうご

う、だぶんだぶん、チロロ、チロロ。妹は流れに向かって飛び込み、姉は大人のように、シュミー

ズを着たまま足だけ流れにつけている～」。妹は作者自身です。明日への夢と希望が湧き出てくる

ようです。ところが関連作品の「川音」では、「兎に角、水の音。休みなく流れる川の音が、私の

耳に響いてくる。（中略）ゴウゴウ、ゴウゴウ、激しい水勢だ。～」。結婚後に夫を戦争で奪われた

妻の、悲しみと怒りが、尻別川の川音となってほとばしります。この二作の間に流れた時は、太平

洋戦争です。武郎は既に泉下に在りました。 
 もう一つの関連作品が「限りなき困惑」。体が弱く、耳も聴こえないのに召集された夫が、レイ

テの戦地ではさらに目も見えなくなって飢死していました。流れも見えず、せせらぎの音も聴こえ

ない夫。妻の無念。作者は夫が死ぬ間際まで必死で探し求めた甘藷を仇敵に見立てて、ぱくつく妻

を描きます。歯噛みする内面、音はガリガリと、でしょうか。凄味です。 

流れに一瞬 川岸で耳を澄ませていると微かに「トカトントン」と。脈絡もなく耳に響いたのは

太宰治の「トカトントン」、敗戦 2 年後の小説です。玉音放送を聴いた将校が徹底抗戦だ、と檄を
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飛ばすが、その時聴こえてきた金槌の音に、目からウロコの兵士と、その後。 

目を開けよ 「姉妹」のラスト場面。「～山を下って、村を通って、町々を過ぎ、やがて大海に躍

り出る、彼女は目をかっとみひらいてじっとみている」。今こそ二美魂、を実感。（E） 
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読後感 畔柳二美「姉妹」 
Tak. 

 
 
懐かしさいっぱいの作品だ。私が小学校高学年のころ倶知安劇場で家城巳代治監督の独立プロ映

画「姉妹」を家族で見に行ったことを思い出すからだ。そのときだったかあるいは別の日だったの

かはあいまいだが、父が映画の舞台は「この辺」だと言ったことがずっと気になっていた。映画の

シーンにはどこにもそれを感じさせるシーンはなかったからだ。 

 映画は時代も舞台も原作とは違い、映画を制作した戦後民主主義の解放感を感じさせる時代、つ

まり当時がリアルタイムに描かれ、舞台は内地の山の中の発電所になっていた。資金のない独立プ

ロでは北海道で撮影などできなかったからだと今は思う。野添ひとみ、中原ひとみの若々しい演技

が強烈な印象を残してくれた。（小説は昭和 28年＝1953年から雑誌連載が始まり、翌 29年に毎日

出版文化賞を受けている。映画はその翌年昭和 30年＝1955年に制作されている。監督や出演者た

ちの原作への思いが作品に良く投影されていると思う。） 

 今回、改めて原作を読んで懐かしく、爽やかな気持ちになった。発電所での家族や職員達のコミ

ュニティや札幌での親戚の下宿や寄宿舎で関係ができた人々とのエピソードが一つ一つ積み上げ

られ物語は進む。あいかわらず細切れ時間に少しずつ読むにはちょうど良い構成だ。作者の昭和初

期の発電所生活の実体験が実にここち良く伝わってくる。発電所社宅の家の周りの自然や近所で起

きたちょっとした出来事がユーモラスに、時にはひとびとを襲う残酷な悲劇（極貧生活、身売り、

近親相姦や浮気、DV、障碍者、鉄道自殺、そして人員整理や労災も）も語られる。小さな自然や不

幸な人への温かいまなざしが感じられる。その視点には本人の資質とともに畔柳二美が佐多稲子や

壺井栄らとの交流も反映しているのかもしれない。 

 3歳年上の圭子は祖母の庇護育ちで世間知らずの理想主義、そして道徳的規範を重んじるが、妹

の俊子は「自然児」と言っていいような天真爛漫、率直なものいいと行動をとり、対照的な二人だ。

発電所での生活に欠かせない日用品や食料の買い物事情（つけ買いや借金取り）や怪しげな写真家

（詐欺）の話、子供たちの遊び、都会での映画やレビューや飲み屋や喫茶店などの庶民文化の様子

が次々と語られる。よく「居留守」を使う場面が出てくるが、俊子は大人が居留守を使うときにい

つも違和感をもち大人の「事情」が分からないのがほほえましい。「明日の道」「退職者」「見解の

相違」「圭子の独立」には短い文章で当時の労働問題が描かれており、親子の会話や姉妹の会話が

リアルであり、人々の変わらぬ感情や時代を映していて面白い。 

「トンネルをすぎると、姉妹は急いで窓をあけた。…レールの下の切りたった崖も、その下方を青々

と流れる川も、川の向こうの緑の山々も、二人においでおいでをしているようだ。小山の裾が切れ

ると段々並びの社宅の屋根が、次には 3 本の黒い鉄管とその下の赤煉瓦の発電所があらわれた。」 

この情景の体験をいま函館線に乗るたび、経験できるのは幸せだ。 
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『姉妹』（畔柳二美）を読む 
Int. 

 

 

 姉妹の成長と家族や周囲の人びとの様子を描くことで、当時の社会情勢が浮かび上がる作品とな

っている。主人公は年頃の姉であるように見えて、実は妹。この二人は対照的に描かれ、当時の考

え方や価値観を反映したものとなっている。 

 姉は体が大きく保守的であり、親や年上の言うことを守ろうとするタイプ。片や妹は小柄で活発、

進歩的であり、大人の言うことを疑ってかかるタイプ。象徴的に言えば、姉は｢そんなことはダメ

でしょう｣と言い、妹は｢それもありでしょう｣と言う。当然のことながら、進歩的な考え方は少数

派で、分が悪いのだが…。 

 冒頭から１年経った３月から姉妹ともに札幌の伯母の家に下宿して、１５歳の姉は２年間の裁縫

女学校に、１２歳の妹は４年間の女学校に通うことになった。当時は３月始まりだったのだろうか。

初めの１年間に加えて、妹の卒業と姉の結婚に至る４年間を併せた計５年間の青春絵巻がこの小説

である。 

 単なる青春小説かと思いきや、気になる箇所が随所に出てくる。それは当時の世間の考え方であ

ったり、風俗習慣であったり、社会情勢であったりするので楽しんでばかりはいられない。姉妹と

いう２人の女性の目を通した形になっているのでほんわかと包んであるように見えるが、有島武郎

の女性版とも言える社会派の小説でもあると感じた。 

 構成粗筋などは他の人に譲るとして、気になる箇所を見ていこう。 

 

 中心になって歯車を動かしているのは、姉妹それぞれの考え方だ。なるほど当時はそうだっただ

ろうと思う反面、現在でもそうじゃないのと思うこともたくさんある。 

 

１）例えば結婚について 

 親の反対を押し切って恋愛結婚をした、社宅に住む夫婦について、妹が、自分の道は自分で選ぶ

方がいい、と言えば、姉は、年上である親を尊敬しないのは悪いことだと言い返すが、妹は、年上

だって馬鹿もいれば利巧もいると反論する。 

 別の例では、函館に住む姉妹の伯母の家に一人で遊びに行った姉が、帰ってきて妹に、伯父さん

は中国人だったから子供達はあいのこだ、と言う。妹が、秘密とはこれか、大したことはない、と

言うが姉は、悲しくて、帰りの汽車の中で泣いてばかりいた。普通のことではなかっただろうから

それだけ奇異な目で見たり、差別偏見に繋がることはあっただろうと想像する。 

 

２）例えば親子について 

 妹の俊子が女学校で親友になった今川さんが退学した。理由は、父親が店の金を持ち逃げしたこ

とで新聞にも出た。伯母さんから、そんな泥棒の子と付き合っちゃダメだと言われた俊子は、親と
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子は別だと言い返す。これが当たり前になる社会はまだ遠い。 

 別の例では、姉が、自分は本当に母親の子かと悩む場面。妹は何度も聞かされているが、今回は

伯母さんが、そんなこと考えちゃいけない、あんたのお母さんだって随分あんたに気兼ねしている、

と第三者として（母親寄りの立場だが）中に入り、姉はありがとうと言葉を返す。困ったり悩んだ

りしている人を見ると、第三者が一言二言言うことで、当事者が救われることはあるもので、昔は

そういう人が赤の他人を含めてたくさんいたのではないか。 

 

３）例えば浮気、間男について 

 前日から仕事で出かけた馬車屋が早朝帰ってくると、男が窓から走り去る。激怒した馬車屋が妻

を外に引きつりだして、事の次第を大声で皆に知らせる。これもどうかとは思うが、女だから皆騒

ぐけど男だったら当たり前だ、と言う周囲の声も男尊女卑社会をあぶり出して面白い。 

 さらに姉が、あのおばさんは嫌いだった。青年を誘惑したんだと非難するのに対して、妹は、あ

のおばさんは好きだった。いい人で誰だって好きになるような人だからあんなことをしてもいい、

などとわざと反抗しているような、思春期特有のとがった考え方をする。 

 

４）馘首、職業差別、また闘争について 

 会社の方針で人員整理がある。妹は姉が宗教に傾倒していることを茶化したくて仕方がないので、

早速取り上げる。人間が首にしたが、神様は試練をお与えになったのか、と言って姉を困らせる。

続いて我が身のことに寄せて考えを巡らせる。昨日までは、よその貧しい娘たちが女中になったり、

女工になったり、日雇いで畑仕事をするとばかり思っていたが、どれも明日の自分のように思える

のである。そして父親に向って、皆で闘争すべきだったのよと、最近読んだ本の文章を口に出し、

滅多なことを口走ると承知せんぞと言われてしまう。 

大人びたことを言いたいし、批判してみたい年頃なのだ。 

 別の例では、女学校に入ってすぐの夏休みに薪割りをしていて、自分が男だったら革命も起こせ

るし、社会改革も出来ると父親に言い、怒らせてしまう。そして、俊子はやはり女の子でいる方が

父さんは安心なのだ、と言う。社会的にジェンダー（男らしさ、女らしさ）が決められていた時代

の話しだ（と言えるといいのだが）。 

 

５）職業婦人について 

 中学に入学した弟へのお祝いに帽子を贈った姉は得意気だ。でも妹はそれは変だと言う。姉さん

は家にいると食費、部屋代は只だから、職業婦人とは言えない。姉は理屈をこねて、でも小遣いま

ではもらってないと言い返し、妹は言い返せない。二人にとって職業婦人とはどういうイメージな

のか。 

 別の例では、妹が母親に職業婦人になりたいと言い出すが、母親は、姉でこりごりだ、たったひ

と月の職業婦人なんて真っ平、と言う。そうはならないからと頑張る妹だが、父親からは、母を手

伝え、料理もまだ作れない、と言われてしまう。女性がやるべき仕事が全部出来るようになったあ
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との職業婦人だ、ということだろうか。この論理が男に対しても成り立つのか考えると面白い。 

 職業婦人については、最近の新聞や雑誌は、一昔前から見て婦人の社会進出増加をほめたたえて

いるという文章もあった。 

 

６）人の評価について 

 見合いをした姉が弱気になって妹に持ちかける。写真帳を見ているときにお茶をひっくり返した

ので、あわて娘だと断られるに決まっていると言う。妹は、誰だってお茶ぐらいひっくり返す、そ

れを欠点に数えたてるような人ならこちらから断りなさいと言うので、姉が感心する。 

 現在でもお茶をひっくり返した見合い相手を断るかどうか、二つに分かれるように思うが、こう

あらねばならないという社会規範は昔の方が強かっただろう。人間をどう見るかの問題だと思うの

だが。 

 

７）勉強より映画、について 

 修学旅行に行けなかった妹は、他の生徒たちが行った先の話をいつまでもしているので苦痛や疎

外感を味わい、映画を見に行く。映画の登場人物は人間らしく抵抗したり、笑ったり、怒ったり、

泣いたりすることでいつも自分を考えさせてくれる。それが自分の成長に必要なことであるのが分

かるのだ。 

 日常からの一時的な脱出により、一段ステップアップするというか、一歩前に踏み出すことが出

来ることは誰もが知るところだが、当時は言動に対しての拘束がとても多かったのだろう。犠牲を

恐れずにその壁をぶち破っていく者が、社会を少しずつ前に動かしていく。 

 

８）自立について 

 姉が嫁いだあと、近所の人から今度は妹の番だと言われるが、俊子は内に秘めた決意があるらし

く、無言で川をじっと眺めている。水の流れは山を下り、自分の住む村を通り、やがて大海に出る

ことを承知している妹は、当然のことのように川の水は自分であると思っているのだ。 

 

 以上述べたことの他に社会の出来事、規範、常識、世間の考え方などが次々と出てくるので簡単

に紹介する。 

①預かった子を虐待する話 

②虐待された娘や貧しい娘の自殺、伯母の自殺 

③不義の子、浮気・間男の話 

④家庭や社会は男中心である話（女が我慢している） 

⑤外泊時の身上調査や身分を誇る話（他人よりも上にいると思いたい） 

⑥弱者の叫びの話（何も悪いことをしてないのに何故自分たちだけが） 

⑦身売りの話（娘を売ったり、妾になったり） 

⑧人を品定めする話 



 18 

当時の風俗習慣 

ア）人に迷惑をかけたときの謝罪方法（着古しやぼろきれなど現物で賠償） 

イ）スッポン屋があって生き血を売りに行く 

ウ）北海道では花札で遊ばない 

エ）・女の子から女になったときの祝は小豆の赤飯 

  ・生理がある子を汚らわしいと言っていた妹が、自分も言われるようになった 

オ）北海道の風呂、温泉は混浴だった 

カ）百人一首は下の句のみであそぶ 
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羊蹄山麓の文学：28 
喪失の中から獲得した「自由」 
『限りなき困惑』『川音』『姉妹』／畔柳二美著 

Um. 
 

 

畔柳二美著『限りなき困惑』『川音』『姉妹（きょうだい）』他を読んだ。 

いずれも、終戦後３年経ってから夫戦死の公報を受け、その後さらに３年を経た 1951年から 1953

年にかけて書かれた作品群で、著者自身の魂が絶望のどん底から回生していく軌跡を描いた書であ

る。 

 

８年ぶりに読み直して、以前は気がつかなかった表現に出会うことができ、自分も生きる辛さを迎

え入れる新たな覚悟を見出すことができた。 

一言で言えば、大切なものを失った中から獲得した「自由」を眼前にしている作者と、その作者に

自らを重ねたいともがいている一読者である自分が、改めて出会うことができたという喜びである。 

以前自分が書いた読後感（羊蹄山麓の文学：８）の底の浅さに剣先を突き刺し、掘り返すつもりで

書き改めた。 

 

１．『限りなき困惑』『川音』そして『傷痕』 
 

このような重要な表現に、以前読んだ時どうして気がつかなかったのだろう。 

『限りなき困惑』の最終部分の一節である。 

 

「二人はそして愛情によって再び生きようとしたではないか。 

「でも、どうしてこんなことになってしまったんだろう」 

彼女は首を傾げて考えた。すると、あの当時二人は結婚と同時に自分たちの未来の自由を、投げ

捨てていたことに思いあたった。彼女は目をかっと見開いて呟いた。 

「無抵抗にも罰がある」 

随分立派な言葉ではあるが、しかし次の瞬間れい子は再び恐ろしいあの権力を思い出し、いきな

り冷たい甘薯をつまむと、大きい口をあけて喰べはじめた。」（『限りなき困惑』より） 

 

夫貞夫の戦死を伝える公報を受け入れざるを得ない心境に傾きはじめた主人公れい子が、愛情に満

ちた結婚生活が戦争によって引き裂かれるまで気がつかなかった二人の大きな過誤に、初めて覚醒

した瞬間である。 

いや、貞夫は既に気がついていたのかもしれない。 
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「「僕は、君と結婚したことで初めて長い孤独の中から抜け出ることができた。それなのに外は非

常に揺れている。僕達だけがその中で幸せに生きられるものではないさ。」（『ある男』より） 

 

れい子は貞夫のこの言葉を一瞬のうちに思い出し、覚醒したのかもしれない。 

しかし、その言葉を発した本人の死によってはじめてその言葉の深淵に届くことができたというこ

とは、取り返しようのない絶望でもあった。 

そしてその過誤は「無抵抗」の中に起因していた、という自覚もあった。 

この「無抵抗」とはどういうことか。 

 

「（貞夫は）東京の T 大学に進む頃には社会問題にも関心を寄せはじめ、その当時危険視されてい

た方向に深く傾いていったのである。その結果はついに捕らえられ、学校は 1年の停学処分を命じ

られた。昭和７年の暮れである。彼のそのような行跡は国の親戚たちからみれば、飛んでもない不

始末だったに違いない。彼は家へ帰ることも出来ず、登校も許されず、再び自分の目的に向かって

突き進む意志も失ったまま、日夜煩悶の彷徨を続けていたのである。 

丁度その頃れい子も亦、故郷の北海道でそのような事件に関わりを持ち、その上更に自殺未遂と

いう事件を起して上京していた。彼女は元来向うみずで一本気な性質なので、その当時の地下組織

の人の中にも非人間的な者がいると知るや、忽ち自分の思想に絶望して自殺を図ったという至極単

純な娘だったのである。そんな彼女が何故社会問題に関心を抱いたかといえば、生まれながらにつ

ましい会社員の家に育ち、じかにその生活から感得したに外ならない。」（『限りなき困惑』より） 

 

畔柳二美（旧姓遠藤）は、札幌での女学校時代に佐多稲子の文学に心酔して彼女と文通し、日本プ

ロレタリア文化連盟の『働く婦人』を読むなどの文学少女だった。1933年美容学校に通うため東京

で暮らすようになって佐多稲子と面識を得たことから、夫の戦死が知らされる以前の 1946 年頃か

ら小説の習作を始め、佐多稲子の指導も受けていた。夫の戦死公報を受けた直後のタイミング 1948

年 4月に雑誌掲載された『夫婦とは』は、佐多らから好評を得た作品だが、終戦後の混乱した世相

の根底に澱む社会矛盾を風刺の効いた作風で描きながら、プロレタリア文学に近いとはいえその階

級史観とは明らかに異質の人間描写を見せたものであった。 

『限りなき困惑』は、その２年後に雑誌に発表された作品で、同年に描いた『川音』とともに、1951

年の芥川賞候補作品に選ばれている。 

 

このような畔柳二美の経歴の原点となったヒューマニズムに基づく反権力の姿勢が、夫となる畔柳

貞造と出会い愛し合う中で意識の底部にどのような形で沈殿したのか、そのことに対する二美の自

省を表現したのが『限りなき困惑』である。 

「無抵抗への罰」とは、夫との愛情に満ちた夫婦生活の中で社会正義への鋭い感性が看過されてい

たことに一瞬にして気づき噴出した、限りなき自責の悔恨だったろう。 
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この呵責の念は、『限りなき困惑』の１ヶ月後に雑誌発表された『川音』の中で、さらに魂の内奥

を抉り出す激しい痛みを伴って深められた。 

 

「とうとう彼は、私の寝ている室へ足音もなく滑り込んで来た。彼は、私をみつける。笑う。声は

聞こえない。一歩一歩、彼は私に近づいて来る。彼はついに私の上に覆いかぶさる。私はそのとき

どうしたろう。恐怖もなければ不審もないのだ。まるで紙のように軽い彼。すると両手を拡げて私

は彼を・・・。」（『川音』より） 

 

「夢、何と驚くべき夢だろう。この私が見知らぬ男と、しかも相手は泥棒だ。・・略・・私は恥辱

で頬がほてった。私は耐らなく惨めだった。私は自分の夢だと信じたくない。だが、私はみた。私

はみてしまったのだ。恐ろしい破廉恥行為を自分が承認してしまった夢を、たった今私はみていた

のだ。」（同上書より） 

 

「だが、夢は時々顔を出した。幾日過ぎても私の記憶は少しも衰えずに、あの日の夢を鮮明に思い

出す。すると私は激しい自己嫌悪に陥っていった。」（同上書より） 

 

主人公の「私」には、自問の末にたどり着いた遣り場のない想いがあった。 

 

「夢というものは、何ものだろう。そして私は漸く気づく。人間の本能。すると何と悲しい私達だ

ろうか。私は、残された妻たち、大勢の妻達はいったいどうしているのだろうかと考えた。」（同上

書より） 

 

性の本能は、解放されてしかるべき人間の本質の一つであるにもかかわらず、そのことが社会的に

抑圧されそのリビドーによって復讐される魂の悲哀が「何と悲しい私達だろうか」と表現されてい

る。これは、深い暗喩でもある。人間のあらゆる愛情の表現とその実現を圧殺する究極の社会的抑

圧としての戦争とその同調圧力。社会的正義心も性愛を含んだ愛情も、主人公の「れい子」「私」

は夫の戦死によってはじめてその深層の本質を知ることになったのである。このパラドックスを二

美は文学作品の中に表現したのであり、自身の魂がこの限りなき傷心から立ち直るきっかけを文学

の中で模索することになったのである。 

そのことをより鮮明に暗示する、もうひとつのエピソードが描かれる。 

 

「ミシミシ近づく音、映る人影。そのガラスに近づく人影をみて、私は思わず首を傾げた。頭の格

好は女だ。それにふくよかな胸の線、次にガラスを叩く静かな音。 

「開けて下さらない？」 

隣家の若妻の、それは悲しいほど美しい声だった。 
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「とても悲しくて・・」 

彼女は室へ入るや、いきなり冷たい手で私の肩を抱いた。彼女は私より五寸も背が高い、だが私は、

この若い妻の心細さがよく判る。彼女とても人間ではないか。」（同上書より） 

 

「そのうち私は、彼女の胸もとから発する異様な香りに息が詰まった。甘く、酸いく、それにお乳

の匂いがちょっぴり交じって、何か不思議な生きもののように彼女の胸は蠢く。・・略・・ 

「悲しくて、死にそうになったの」 

夜具の上へ顔を伏せると、彼女は声を上げながら泣き出した。」（同上書より） 

 

職業軍人の若妻である彼女は乳飲み子を抱え、戦地に赴いた夫の不在を守る身の上がもたらす精神

の失調に苦しんでいた。その後、親しくなった「私」とその若妻は、空襲から身を守るため防空壕

でも一緒に行動するが、空襲による悲惨な状況が過酷になるにつれ、彼女は軍人である夫が敵国の

人々をどのように殺戮するものなのか、想像を及ぼすようになっていく。 

 

「「軍人の仕事って、これだったんですのね」 

私は思わず溜息を吐いた。彼女は、どんな気持ちで言ったのだろう。」（同上書より） 

 

そしてその若妻は、戦争が終わり軍人である夫が帰ってくる前に、夫との生活を断つ決意を示した。 

 

「夫の帰宅する二週間ほど前から、彼女の姿はそこにはなかった。彼女は四年の間子供達を守り育

てて、夫の帰還を前に必死の抗議を彼に残して行ったのだった。」（同上書より） 

 

この若妻のエピソードは、「半身の闘い」（同上書より）と「軍人の仕事との闘い」を赤裸々に示し

たものであり、夫を戦争に奪われた「私」の闘いと重なるものであった。 

夫の戦死により、社会正義と性に対する権力による社会的抑圧が精神にも肉体にも深く刻み込まれ、

魂の行末が見えなくなった絶望的状況の中で、「私」は自身の解放を示唆するある予兆を得る。 

 

「夫の公報を受け取ったのは、終戦後既に三年を過ぎていた。 

「昭和二十年、一月三日」 

戦死したという三年前の日附けを読み乍ら、私は激しい耳鳴りに襲われた。 

ゴウゴウ、ゴウゴウ。 

私はその音に耳を澄ました。それは何処かでよく聞いた音に似ている。ゴウゴウ、ゴウゴウ。休

みなく絶え間なく、夜となく昼となく響き続けたあの音。北海道の山の中に響いていた川音。そう

だあの音なのだ。私は、次第にゴウゴウ高くなる音に引き入れられていった。それはついに、狂っ

たように渦を巻いて流れ出した。春の濁流、雪解けの濁流、その日の川音のように、それは私の身

体全体を揺り動かして響き始めた。」（同上書より） 
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著者の魂の蘇生が、この「ゴウゴウ」に象徴されている。 

二美は、「半身の闘い」と「無抵抗への罰」により瀕死に近づいていた魂が、故郷である北海道の

発電所を流れる川の力によって救われつつある予兆をしっかりと感じたのである。 

 

この「魂の蘇生」は、どこに繋がっていくのか。 

その行く末を、『姉妹』の中に読んでみるが、その前にもう一つ、彼女の魂を蘇生させたエピソー

ドが物語の中で語られている。 

 

「「これが、貴方」 

れい子は、」じっと「その位牌をみつめた。すると、どうにも字づらが少々変なのだ。我を忘れ

た彼女は、とうとうそれを取り出して見なおすと、霊という字が間違いなのだ。口が三つ並んで

いる下に、人もやはり三つ附いている。 

「こんなところで人を殖やさなくても・・」 

云ってから、彼女は慌ててそれを箱に納めると、音のしないように静かに蓋をした。」（『限りな 

き困惑』より） 

 

不思議な描写である。 

特に、れい子の言葉が不思議な余韻を残す。 

彼女は、どのような想いと違和感を表現しようとしたのだろうか。 

 

このエピソードについては、『傷痕』の中にも表現されている。 

 

「れい子はしかし、それをみつめながら、次第に夫の生に希望を抱きはじめていた。彼女は、遺骨

を受けとるとすぐ、中を調べずにはいられなかった。すると、小さい位牌がただひとつだけ入って

いて、取り出してみると霊という字が間違いなのだ。口の下に人が三つもついているのであった。

彼女は、それを見つめながら、人間の形式が可笑しかった。その上、それに間違いがみえては、も

う形式では通らないのだ。生きているかも知れない。これは、随分久しぶりに、れい子が取り戻し

た希望であった。」（『傷痕』より） 

 

遺骨のない位牌だけによる死の確認、という戦時社会のルール。しかも、そのルールによる表現自

体が間違っていることで、戦死公報という擬制が信用できなくなったれい子は、絶望と希望がギリ

ギリの際で両立する危うい境地に立った。『限りなき困惑』での表現に感じた不思議も、この際ど

いバランスがもたらした深淵ゆえのものであったろう。 

この表現に託した二美の魂蘇生への強い想いは、『傷痕』の最後の場面でも印象的な表現に託され

ている。 
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「「この目で見ないことには、やはり、なにも信じられない」 

その翌日、彼女は昨日の洗濯をやり直し、掃除には念を入れて夜を迎えた。そしてその夜、昨

日書き損じた下図をれい子はビリビリと引き裂いた。」（『傷痕』より） 

 

新聞に掲載された戦地の写真の中に二つの白骨が写っているのをみて、夫の最後を連想しながらも、

その白骨が誰のものとも確証できない戦死認定の不確実さに気づき、夫戦死の公報は受け入れない、

という強い決意がれい子の胸に湧き上がった。絶望とも希望とも言える混沌にこそ生きる意味を見

出そう、としたのであろう。 

ここにいるのは、擬制の追認を拒み、あくまでも自らの信念に沿って生きることを目指す強い意志

を獲得した二美自身である。「ゴウゴウ」という川音を聴いている二美、夫の死を受け入れずに生

きていこうと決意している二美が、そこにいる。 

 

１,２年の間に集中して書かれた『限りなき困惑』『川音』『傷痕』の中で、二美は、夫の戦死によ

って失った愛、性、社会正義を回復する闘いの回路を見出した。 

それは、社会の大勢の価値観、同調圧力に屈することを拒み、自身の魂が求める信念によってのみ

生きようとする、苦しくも揺るぎのない「自由」の宣言でもあったろう。 

この「自由」の姿を、『姉妹』に中に読み取ってみたい。 

 

２．『姉妹（きょうだい）』 
 

作家としては寡作のタイプだったものの、「抵抗の文学」として文壇で注目を浴びるようになった

畔柳二美は、1953年に雑誌社『近代文学』から、彼女の特質を生かした柔らかい小説を描くよう誘

いを受けた。戦後の混乱期を次第に脱して新しい時代を切り開こうという社会状況を反映した明る

い小説を、という狙いが雑誌社にはあったのかもしれない。 

二美はこの誘いを受けて『姉妹（きょうだい）』を書き始め、好評を得て 4回の連載小説となった。

単行本の出版や映画化もあって、彼女の代表作となる。 

 

『姉妹』は、様々な表情の短い章が繋がって流れる構成をなしている。数年ぶりに再読して、冒頭

からある種の違和感があった。彼女の中で、『限りなき困惑』など初期の作品とどのように繋がっ

ていくのだろうか、と一瞬迷子になったかのような戸惑いを感じたからだが、それは読み進んで半

ばまで続いた。明るく屈託のない姉妹とその家族や周囲の人たちとの関わりが、どちらかといえば

淡々と明るく流れていく。 

 

ところが、後半から、不幸を余儀なくされた様々な人々との関わりや、若い女性の列車投身自殺、

発電所内での職員の事故死、札幌で世話になった叔父叔母夫婦の悲惨な末路などの挿話もあり、不
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幸な人々に心を寄せるヒューマニズムが少女時代の失敗談にブレンドされ、社会正義を重視する二

美の片鱗を垣間見せるエピソードをさりげなく織り交ぜながらの展開が、次第に主人公俊子の存在

感を浮き彫りにしていく。 

その中で、俊子は悩みを抱えながらも自分の感性に素直なまま成長していく。 

そして、故郷の発電所社宅を四季折々の様々な音色で包み込む川の音。 

 

「俊子は、崖をかけておりて川岸にやってくる。どぶんどぶん、ごうごう、チョロチョロ。悲鳴を

あげて、歌を歌って、雪解けの川水が、おしあいへしあい岸を洗って流れてゆく。山をくだって村

を通りすぎ、町を流れて海へ注ぐのだ。 

俊子は、永遠にこの発電所へ閉じ込められたような悲愴な顔つきで、頬のなみだをそっとぬぐう。」

（『姉妹』春より） 

 

後の作品に登場する「れい子」の少女時代としての「俊子」。その揺れ動く心のありように重ねて、

『限りなき困惑』『川音』で辿り着いた絶望の果てに解放された「自由」を可視化し、その等身大

の姿を描こうとしたのではないか。 

二美が苦悩の中から渾身の力で勝ち取った「孤独な自由」とは、俊子のまだ見ぬ未来への憧れと怖

れをないまぜに抱え込んで揺れる、傷つきやすい感性の発露そのもののことだったのではないか。 

この複雑な捻れを象徴的に著したのが、最後の章「冬」のエンディングであったろう。 

 

「ちゃりん、ちゃりん、ちゃりん、ちゃりん、鈴の音は次第に遠ざかり、とうとう馬橇は山かげに

消えてしまう。 

「俊ちゃん、今度は俊ちゃんのばんだね。わし、また、湯タンポあっためておいてあげるよ」 

だが、俊子は、無言で崖したの雪の間を動く川の流れをじっとみている。山をくだって、村をと

おって、町々をすぎ、やがて大海におどりでる水の流れを、彼女は目をかっとみひらいてじっとみ

ている。」（同上書より） 

 

ここにいる「俊子」は、もはや「れい子」「わたし」であり、二美自身である。 

 

「戦死したという三年前の日附けを読み乍ら、私は激しい耳鳴りに襲われた。 

ゴウゴウ、ゴウゴウ。 

私はその音に耳を澄ました。それは何処かでよく聞いた音に似ている。ゴウゴウ、ゴウゴウ。休

みなく絶え間なく、夜となく昼となく響き続けたあの音。北海道の山の中に響いていた川音。そう

だあの音なのだ。私は、次第にゴウゴウ高くなる音に引き入れられていった。それはついに、狂っ

たように渦を巻いて流れ出した。春の濁流、雪解けの濁流、その日の川音のように、それは私の身

体全体を揺り動かして響き始めた。」（『川音』より） 
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そうか。作品の中で多様な表情の章が淡々と、時には唐突に繋がって展開する流れ自体が、川、自

然の素顔なのだ。その素顔に仮託して「自由」を表現しようとしていたのか・・と気づく。 

 

しかしそのことは、二美の魂にとって一体どのようなことを意味していたのだろうか。 

 

『姉妹』は、「俊子」を介して『限りなき困惑』『川音』の「れい子」へと循環していく。発表の時

間的経緯と作品世界の繋がりの経緯が逆転してメビウスの輪のように結びついている構図に、一瞬

目が眩むような幻惑を覚える。社会正義、愛、性、そして、川の流れ。これらが絡み合い循環する

構造こそが、二美が獲得した「自由」なのだ。この「自由」の中でこそ彼女は、夫の戦死を超えて

生きる自分が選んだ、新たな世界における更なる矛盾と葛藤に真っ直ぐ向き合うことができた。 

その先は、二美の人生そのものの内実となったのだろう。それが、その後の作品にどのように表現

されたのか、反映されなかったのか、私にはわからない。 

でも、そう納得することができた。 

 

「自由」とは、過去の苦悩を乗り越えて新たな苦悩を自ら選ぶこと。その二つの苦悩は、上書きさ

れることなく互いに結びつきながらも、回生の中で新たな存在意義を獲得していくだろう。 

その新たな苦悩は自分の内奥の深淵で過去の苦悩と結びついて反転し、表裏の次元を変換しながら

循環していく。 

その主体的な生き方のことを「自由」と言うのだ。 

 

と、畔柳二美の文学を自分本意に読み変えることで、自分の生きる力に変換することができそうだ。 

私は、そう自分に言い聞かせた。 

そして、それは私にとって何を意味するのか、わかったような気がした。 

（おわり） 

 

 

 

《参考》 

 

「《狩太》という言葉で、常に頭に浮かぶのは、羊蹄山、尻別川、雪、有島農場、温泉・・（中略）・・

有島農場の解放農家を他の小作たちと比較することでいろいろな農民の悲哀をいやというほど知

らされました。それがやがて私にトルストイを読ませ、戦後、小説家として出発する遠因になった

ともいえます。」 

（畔柳二美／「北海道新聞」1963年 1月 23 日より） 

 

※畔柳二美は、1965年 1月 13 日、53歳の誕生日の前日に死亡 


