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第３2回読書会のまとめ 
有島武郎『迷路』 

2020.2.15／参加者７名（うち感想文提出６名＋他感想文のみ提出参加１名） 
 

 

１．序編と本編からなる『迷路』の主人公は誰なのか。有島の作品を読む人には気になるところで

す。序編ではＡとも｢僕｣とも呼ばれます。本編ではＡとも｢彼れ｣とも呼ばれます。皆同じ人だと参

加者は思っていますが、それを有島本人だと思っている人とそれには触れない人に分かれました。

小説だから誰をモデルにしているか特定する必要はないのですが、今回は特に有島本人であるよう

な書きぶりに思えます。特に｢首途｣（序編）は日記体で書いてあり、有島が実際に書いた日記の内

容を基にしているようです。 

作品を通して出てくるＡというイニシャルはどう見ても有島のことだと先入観を持ってしまい

ますが、謎解きをしてくれる人がいました。Ａというのは有島と彼の友人安部の両方をモデルとし

て混ぜてある。ともにＡであるので意図的に使ったらしいと。有島が試みた小説手法の一つだとい

うことですが、如何にもその人・その場所らしく読者に匂わせておきながら違う部分を意図的に組

み込んでくるのです。その手法は｢首途｣(T5)の翌年に書かれた『カインの末裔』の舞台が狩太村（現

ニセコ町）だという設定にも試みられているとのことでした。 

 

２．『迷路』に限らず、有島作品によく出てくるのが二元論、二面性です。愛と愛欲（同様に精神

と肉体、霊と肉など）の対立や『迷路』に出てくる自由論と決定論などです。二面性で言うと、本

音と建前や外面と内面が参加者から出てきました。どの年齢になっても人は二項対立で悩みが尽き

ることがないと思いますので、小説のモチーフとしては使い易いのですが、有島の場合はその悩み

が尋常ならざるものだと感じます。そこまで深く掘り下げて悩まなくても、と思う人は参加者の中

にも多くいますが、その辺りが有島の小説家たる所以でしょうか。自分から徐々に深みにはまって

いく有島の態度を一歩退いて眺めている人も一人２人ではなさそうです。作品を読む深さと関係す

ると思いますか。 

 突然ですが、愛（精神）と愛欲（肉体）の話から一夫一婦制の話になりました。制度として人間

に合ったものだろうかというわけです。それほど古い歴史があるのでもないとか、いつの時代も妾

がいたり浮気をしたりと賑やかだとか、今でも一夫多妻の国があるなどいろいろです。人間も動物

であることを考えると、生殖と繋がっている愛欲を否定することは出来ません。ただし、動物には

発情期が決まっているのに対して、人間は年中発情期と言えます。そこが厄介なところです。 

 愛情のみ、または愛欲のみという極端は横に置いても、ほとんどの人にその両面が認められるこ

とには賛成の手が挙がります。子を作るための行動とそうではない行動が同じなので、有島のよう

に悩む人も出てくると思いますが、かといって子作り行動が聖で、それ以外は俗だと言うことも出

来ません。（もちろん有島はそれだけで悩んでいたわけではありません。）どういう考えが良いとか

悪いとかではないので、悩む人も悩まない人もいます。有島の場合は、どういうことに悩み、何故
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悩んでいるのかを作品を通して知ろうとすればいいのかもしれないと思いました。 

 

３．『迷路』という題名を何故つけたのかが気になりませんか。そもそも迷路には出口はあるのか、

ないのか。両方に分かれました。遊園地などにある迷路は娯楽施設ですから当然出口があります。

小説家が考える迷路は、すんなりと出口の明かりが見えたとはならないように思います。この作品

でも、出口の明かりが見えたと思って行ってみるとまた見えなくなって…の繰り返しだと感じた人

が多かったのは驚きでした。参加者の読み方が似てきたのでしょうか。 

その参加者たちは、それを円環（ループ）やメビウスの輪のように感じたと言います。同じ設定

のところに戻ってしまうとか、状況が自分にとって好都合になってきたので気分が高揚してくるが、

ある出来事をきっかけに下降線を辿ることになり、下まで降りきると再び上昇して、という具合で

す。同じ設定ということで言えば、『迷路』序編の最後が｢唯静かに、静かに、静かに｣で終わって

いますが、本編の最後にも｢静かに…静かに…｣と同じ言葉が出てくるのが循環の象徴だという指摘

もありました。 

 

４．本編の最後でＫが息を引き取る直前です。Ａに漏らした言葉に「君はフロラにな…」と｢人間

は…人間は…｣があります。…部はやはり補いたくなるよね、という感想は出ましたが、実際に補

った参加者は一人だけでした。誰かがきっとやると思っていたなどの感想もありましたが、この…

部をどう思うかの話も出ました。 

 作者としては分かっていて、頭の中には全部書いてあったという意見。何て書こうか迷っていた、

考えていなかったなどもありますが、読者に考えさせる（考えてもらう）ためという意見も出まし

た。前編 150 頁の最後にあるジグソーピースを埋める作業はなかなかスリルがあります、とは自分

なりにピースを埋めた人の感想です。 

 

５．時間の余裕がなくて、ほとんど触れずじまいになって申し訳なかったのですが、感想文参加が

ありました。その前半で有島が抱えていた闇（というか悩み）の部分を時代背景や家族関係、同時

代作家との関係などを軸に提起し、後半では｢首途｣を取り上げて論じてくれました。 

私たちが気づかなかった視点からの切り込みもあり、何よりも筆者本人から、どう理解してよい

か分からないと読書会への投げかけもありましたので、提出された感想文を各自読んで次回に話し

合いましょうということになりました。問いかけにどう答えるか、皆さんも回答者の仲間入りをし

ませんか。           （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、佐藤智恵子、マイケル・バーンズ 

（五十音順） 

※感想文参加：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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「迷路」を読んで 
Sac. 

 

 

「迷路」とは？Aとは有島？彼の踏み込んだ「迷路」、そこでの葛藤・苦悩。あまりに彼が真摯な

ために陥った苦悩を垣間見た様に感じた。 

「迷路」の入り口はキリスト教信仰への心の揺らぎなのか。 

 

Ｐ208 一旦神を信じたと信じた者が、純一な自分の心の導きに従って歩いていく中に、何時の間

にか神から離れて、自分は畢竟本統に神を知ってはゐなかったのだと気が附いた時ほど、孤独を感

ずることが他にあろうか。———(中略) —――如何しても僕が信仰を曲げようとしなかった為に父母

からは勘当同様な言葉を浴びせられた。 

 

キリスト教信仰に平安なり、拠りどころなりを求めたが、その信仰に揺らぎを覚え、何かを必死

に求めていた、また家族との断絶などに苦悩し、模索し続けた彼が踏み込んだ世界。 

苦悩を抱えての渡米、留学。キリスト教徒の社会アメリカで彼が見、感じたものは何だったのか？  

狂てん病院での看護夫としての体験、その後のボストンのＰ氏の家での生活、Ｐ夫人との関わり、

フロラの純真さを愛でつつもヂュリアの魅力に抗しきれないＡ。Ｐ氏、Ｐ夫人との関わりを断とう

とするが、Ｐ夫人は妊娠を告げ、なおもＡを弄ぼうとする。キリスト教徒の国で彼の迷いは深まる。 

そんな状況下で、ヂュリアに愛を告げるＡ。Aはヂュリアに救いを求めていたのか。ヂュリアは

Ａを拒絶する。ヂュリアが駄目ならフロラと・・・Ａはフロラに救いを求めようとするが・・・フ

ロラはいない。安酒に酔いＰ夫人の元へ・・・。この考え方は、気に入らない。コチラが駄目なら

アチラ、アチラが駄目ならソチラ・・・の様に見えてしまう。 

Ａにそんな気持ちはなかったのかもしれないが・・・。何かにすがりたかった、愛と言う言葉は

相応しくないとは思うが心のよりどころが欲しかったのではなかったのだろうか？と思った。しか

し、真面目で聡明なＡのこの状態は何なのだろう。若さゆえの「迷い」なのか？こんな経験も、の

ちの有島を形成した要因の一つなのかもしれないとは思うが・・・。 

そして、自分の血を分けたであろう者への執着の強さに驚くとともに、他人の言を信じて疑わな

いＡにビックリする。その後、６か月もしくは、それ以上経ってからもＰ夫人と会っているのに（彼

女の体形がほっそりとして美しいのに気づきながら）彼女の妊娠を信じているあたり、余りに初心

すぎる。理路整然と自分と P夫人の関係を分析しているにも関わらずである。また W 氏の登場もし

かり、W 氏とＰ夫人の関係にまで気が回らなかったのか。 

 

P330 （P夫人に対し）  あなたは飢えていた。あなたは僕を弄んだ―― 省略 ―― 僕もあな

たを弄んだ。言葉がおかしいかも知れない、しかし僕の魂は――魂なんだ――魂はあなたを要して

いなかった――あなたが要してはいなかったように。 
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P295 A が酔って P 夫人宅を訪ねたとき、夫人は何度も誰何し、A が答えないでいると「誰れです

一體。Wさん？」と訊ねる。また P332では、「表戸の外からは鍵を入れて錠をあけるらしい音が・・・」

そして W 氏が入ってくる。W 氏がカギを持っていると云うことになぜ気づかぬ・・・。若さゆえの

盲目・・・有島も若かったのだと再認識。 

 

Kの死後、遺体安置所で夜明けを待つ Aの「夜だけでもせめて早く明けるがいいんだ」の文言。

夜明けを待つとともに「迷路」からの脱出を願う気持ちが強く感じられる。有島は迷路を抜けるこ

とができたのだろうか？最後まで迷路をさ迷い歩いていたのではなかろうか？彼の死は、迷路を抜

け出す一つの手段だったのでは？と勘ぐってしまうのは、私だけか？ 

そのほか、男優位の社会の中、時代とは言え、有島もやはり封建的な考えが強いと感じた次第で

す。 

 

最後に、ドロドロした話の中で、心に響く言葉・風景があることで、読み進むことが少し楽にな

ったような気がする。 

街灯の灯火を受けた影法師の描写、また、雪を踏みしめる時の“きゅっきゅっ”と言う澱粉になぞ

らえた音、春の訪れの描写等々。何ということもない情景が、心に沁み込んでくる。 

いつもながら風景描写が美しい。 
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愛のエゴイスト 
Ish. 

 
 
「悪人であれ善人であれ、僕は僕の生活を生きよう。先ず自分に帰ろう。 
而して僕は悔悟した放蕩息子のやうに、幻だった総ての栄華を後に見て、僕自身といふ見る影もな

いあばら家を唯一の隠れ家と目指して帰ったのだ。然しそこにも僕を待つものは乱雑と荒廃ばかり

だった。僕はどうそれを処置していいのか判らない。」（「首途」かどで） 

 
迷路のプロローグで僕：有島が自己をさも分析するが如く述べている。そう自分はそういう人間な

んだと。 

 
あたかもプレイボーイ有島と思わせる女性遍歴をあからさまに告白する様な内容でもある。日和見

鳥的な自分勝手な考えで、次々と女性（精神的支柱）を変えていく。 
キリスト教 ⇒ リリー ⇒ 弁護士の妻 ⇒ ジュリア ⇒ フローラ 

迷路に嵌ってしまう。 

問題はそこから何も脱せない事である。あたかも１６歳前後の未成熟な青年が迷路の中で悪戦苦闘

し藻掻いている。その様にも見える。しかし実は大人の顔をしている「愛情乞食」であり 
コンピューターのプログラミングでいえば一生抜け出せない永久ループに嵌ってしまったのだ。 

 
/** 迷路 **/ 

FILE  *fp ; 

    char  buf[ 2048 ] ; 
    char  *p ; 
     fp = fopen( "arishima.txt", "r" ) ; //有島ファイルオープン 

    while( 1 ){                   //無限ループ（繰返し） 
        p = fgets( buf, 2048, fp ) ;  //愛を求めて 
        if( p == NULL ){         //愛の終端は 

            break ;               //迷路から抜ける 

        } 
        printf( "buf=[%s]", buf ) ;  //藻掻き苦しむ 

    } 
    fclose( fp ) ;                  //有島ファイルクローズ the end 

 
最期に ライ麦畑でつかまえて（The Catcher in the Rye、J・D・サリンジャー）の中で主人公ホ

ールデンが唯一尊敬していた先生から教えられた言葉 
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「未成熟なるもののしるしとは大義のために高貴な死を求めることだ。 

その一方で、成熟したもののしるしとは大義のために卑しく生きることを求めることだ」

ｂｙ ヴィルヘルム シュテーケル 
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“汚れっちまった”感情に、けがれてしまった私はもう廻り合えない 
Ism. 

 

 

「迷路」は青年期の発達課題を永遠に追及する、まさに自己犠牲によって析出された作品であると

感じる。 

Ａは、発達課題をクリアできずに迷路にはまってしまったのではないだろうか。人間は本音と建前

の二面性をあわせ持つ。それにすら罪悪感を感じるのは、「僕」が言うように、潔癖すぎるゆえん

であるが、そこにまた“無限の自己責任”などという自罰的な試練を与えるのは、ナルシストも度

を越し異常のループに入っている。 

ある種の精神疾患をもつ人と関わると、奇妙な気持ちになる。社会の中で生きるということは、色々

なことに折り合いをつけて生きていくということである。だから彼らは非常に純粋で、私自身がけ

がれているのではないかという錯覚に陥る。 

私自身の青年期を思い起こすと、疾風怒濤の時代といわれる時期を、大きく常軌を逸しないまでも、

クリアできない項目を残したままなんとか次のステップに進んだのだろうと思う。 

人間の基本的欲求の下の部分が満たされないと、高次の自己実現は十分に満たされない。Ａを有島

と置き換えると、条件付きの愛情で育った生い立ちがあるのだろう。それゆえに自信が持てず、自

己否定に走る。他者から承認を得られていないと思い込んでいるＡは、ありのままの自己を承認で

きるわけがない。 

そもそも簡単に神と契約を結んだり解約したり、自己を痛みつける反面、数年のにわか信仰で神を

語るには都合がよすぎる。当時のプロテスタント信仰は、というより神と対話する知恵を有してい

ることは知識階級のステータスだったのだろうか。 

心理学や発達学の学術書も読破し、自分がどのあたりで迷路に入っているのか論じているが、すべ

て“家”ありきのＡに欠けていたのは、情熱ではなく馬鹿々々しいほど激しい恋の感情ではないだ

ろうか。 

異性への関心や体の欲求は、大人になる本当の孤独と呼ばれる、自我というもう一人の自分との出

会いへの恐れを乗り越えるための緩衝剤みたいなものなのだろう。しかし、無償の愛を受けたこと

がなかったＡは、性や愛も他者から承認を受けるためのアイテムとして使用しようとしている。 

Ａはヂュリヤに片恋をしていたことを知り、“東洋の方”と侮蔑的な態度をとられる。その後の行

動は、自己肯定に必死で、勘違いを正当化するために、自分に思いを寄せていたフロラにストーカ

ー未遂の行動を起こすのは痛々しい。さらに目も当てられない結末に向かうが、Ｐ夫人へは、「立

派に子を生んでほしい」、「子は返せ」と生殖と性を切り離した要求を思いつく。 

意思の絶対自由（肉）と無限の自己責任（霊）との間で良心の呵責に悩んでいるが、私の目にはＡ

は途轍もなく自分勝手な男に映った。 

よく、自分の感情が湧き出る源を分析したと感心するのみで、私はこの作品を楽しむことができな

かった。 
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感想文『迷路』 
Int. 

 

 

  人には外面と内面がある。外面は「がいめん」とも｢そとづら｣とも読める。｢そとづら｣は響き

がよくない気がする。現に、「そとづらが良い」と言うとき、内と外で人が変わるという悪い評価

のニュアンスがある。外面は人相、表情、言葉、行動や態度、服装などを総称していて、人は先ず

これらを以て他人を判断し評価する。もちろん当たりはずれがある。「そとづらが良い」のはその

判断を狂わそうという魂胆か。人からよく思われたい気持ちは十分にあるようだが、確信犯は少な

いかな。無意識にやっている場合も多いと思われるが、その方がたちが悪いかもしれない。 

 内面は「ないめん」とも「うちづら」とも読めるが、「うちづら」は「そとづら」ほどの頻度で

使われないだろう。「うちづら」の悪い人は「そとづら」が良いのではないかと自分の経験が教え

てくれる。内面には自分が意識できている部分とそうでない部分があるようだ。突然何かをきっか

けに意識に浮かんできて、思わず言葉を失うことも多い。自分にはこんな面があったのか…。ひょ

っとしたらそれこそが本当の自分ではないか、などと悩むかもしれない。Ａは追い求める自分の本

当の姿と実際の自分との隔たりが大きいと思っている分、悩みが深いのか。｢統一された純一な生

活が欲しい｣（ｐ225）と言っていたな。｢本当の自分はどれだ？｣。迷路に迷わされながら、最後は

出口の明かりが見えるようでまだ見えない感じがした。 

  

 米国での夏の２か月間を狂顚病院で看護夫として過ごした体験を３週間の日記形式で書いて、

「首途」というタイトルをつけた「迷路」序編は２８頁に及ぶ。なぜ狂顚病院で働くようになった

のか。文中のどこかに見つけたような気がしているが、探せないでいる。しかしこの期間があるこ

とで信仰からは離れられたようだ（ｐ237） 

 

●序編と本編の主人公が同じであることは明らかなのに、序編では他人からはＡと呼ばれているが

｢僕｣であり、本編ではＡであり｢彼れ｣であるのは何故か。 

●「ヂュリヤ」という名前が、最初に使われたｐ272 の８行目とｐ314 の後ろから４行目と２行目

の３か所が「ヂュリア」になっているのは何故か。これで終わりだと思ったら何とｐ326の最後４

行の中には両方が出てきた。 

●ｐ247の後ろから５行目には「左の目は見、右の目は考えていた｣とあるのに、ｐ344の１行目に

は「左は考え右は視ていた」とあるのは何故か。 

 

 閑話休題。Ａに言わせれば、自分は他人が思っているような人間ではないが、｢そとづら｣が良い

と思われている。それはわざと良くしているのではない。自分の醜い部分を敢えて他人に晒さなく

てよいと判断しているのは自分の問題であるからだし、知られたくないからだ。そして、醜い自分

があるのに他人がそれに気づかないので、一層自分が傷つく結果になっている。 
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 では、自分が闘うべき内面の醜い部分をどうしたいのだろうか。本来の自分に到達するためには

その醜い部分に打ち勝って無くしてしまうのがよいのだろうが、それは自分からは剥ぎ取れないと

観念していたのではないか。心に積もった借り物の思想や迷信などを血眼になってこそぎ取ろうと

していたと、ｐ343（始めの４行）に出てきた。どうしても負けてしまう自分がいる。一人で耐え

きれず、心の中を聞いてくれる人を求めている自分がいる。 

 唯一、醜い自分を見せたのはヂュリヤにでもＰ夫人にでもなく、Ｋにではなかったか。それだけ

にＫの最後の言葉が気になる。 

  ｢死ぬ前には人間の心が不思議にはっきりわかる｣ 

と言っている。それに続けた言葉が「フロラはいい」｢君はフロラにな…｣と｢人間は…人間は…｣。

さて何が言いたかったのか、推測してみる。 

 「フロラはいい。心の清いいい女だから、君はヂュリヤやＰ夫人で失敗をしたが、君はフロラに

な…そのことと、さらに彼女への愛情を偽らず告白したらいい。それを受け入れるか入れないかは

彼女が決めること。君はそれに従うのみだ。」 

 ｢人間は…ばかばっか。な、そうだろう。人間は…馬鹿ばっかりだぜ。｣ 

 最後の言葉と言えば、ｐ232に出てくるスコット博士の言葉は有島武郎のこれからを言い当てて

いるようで、人間の能力に改めて目を瞠る。 

  ｢お前の生涯に、意識して些かの悪でも犯してはならない。もし犯したならばお前の平和は永

遠に帰って来ないだろう。償いは出来ない。それを忘れてはいけない。｣ 

  

今はの際に発した言葉で思い出すことが３つある。 

 一つは父親が発した｢お前でよかった｣。父と子で親しくする方法を２人とも思いつかなかった関

係だった。死ぬ前日だったか、トイレに行きたいというので、肩を貸して一緒に歩いていたときに

ぽつんと言った。自宅で私の妻にもたれ掛かりながら、死んで行く様子を家族に見せてくれた。 

 二つは母親が発した「ありがとう」。厚生病院に１週間ほど入院していたので、仕事の合間に顔

を出していた。亡くなる前の日にちょっと話をして、パンの配達途中だからもう行くよ、と言って

部屋を出て階段を降りかけたら、お母さんがありがとうって言ってますよ、と付き添いの看護師さ

んが言うので急いで部屋に戻ったがそれきりで、結局最後の言葉は聞けなかった。 

 三つは、我が家で唯一人間以外の家族だった犬が発した｢ワン！｣。散歩に行けるのを喜んで飛び

上がったら床で滑って腰を強打。神経がやられたらしく、後ろ足が使えなくなった。何か月もその

ままだったが、死ぬ２日ほど前の夕食時、玄関の方を向いて前足で体を起こし、｢ワン｣と一言。お

迎えに気づいたようだ。そのあと私たち家族の方を向いてじっと見ていた。お別れが言いたかった

のだろう。滅多に吠えない犬だった。 
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Kank note 有島 10より 
『迷路』 

Kih. 
 
 

円環する「迷路」の先に  神はいる、か。三たび裏切ったペトロの本心、は。信仰に悩み、人生を

模索する青年、独り。有島武郎は留学当時の記憶を、その後 10 年余りかけて創造的無意識の裡

に醸成し、1917 年に小説「迷路」を著す。キリスト教会を離れて、自我を確立する。主題を見

据えての作品です。瑞々しい創作姿勢と息長い意欲。 紡がれたのは―、 
［主⼈公］A（26） ボストン・F ⼤留学中の⽇本⼈⼤学院⽣ 
［時 代］⽇露が開戦する 1904 年−1905 年 ［舞 台］アメリカ東部 
夏休み研修中の精神病院で、看護夫として担当した 48歳の狂躁患者スコット博士から「お 

前がキリスト教徒なら悪いことはするな。お前は償いをすることができない」との直言が。 

心に刺さる A。目に映るのは夕日にうなだれ、病房に戻る１２人の空虚な背。その列に１２ 

使徒が重なった、か。逆十字架の影は黒蝶だった、か。大学へ戻る列車の中で、スコット博 

士縊死の記事が。奈落の足下にレールの鉄音が重苦しく響いて、「迷路」の先を暗示します。 

奈落から天国へ 秋、A の大学での生活が始まりました。様々な出会いが巻き起こす上昇気 

流。その波に乗ったかのような日々。同胞⽣ K は病弱な体でありながら、無頼を装う社会主義アジ

テーターです。反発しつつも共振したのでしょうか。蠱惑的な P 夫人との密通で住まいを出ざるを

得なくなったときには、K を頼って共同生活をする羽目になります、が。 

歓びの幕開きは、ヂュリア、フロラの姉妹との出会いです。M教授の研究室の仕事を得て交遊が

深まりました。姉妹は 74歳の M教授の娘で、Ａはヂュリアに惹かれながら、フロラにも心が通い

あっている、と自負。天国への階段を上るかのような高揚する想いで、K に高言するＡ「僕は乞食

の子一人のためにも死んでみせる。サン・シモンと呼んでみろ」と。 
得意の時は短く そんな A にＫの一言。「Ｐ夫人からだぞ」と手紙を渡して、街娼の街へ。文面に

踊る英文字、―あなたの子を身ごもりました―。円環はここをピークに下降します。 

時間とともに激しくなる葛藤。やまれぬ思いでのヂュリアへの愛の告白も「あなたは東洋の方」

と拒否され、Ｐ夫人の所に赴くも、あしらわれます。日本の雑誌に掲載した文章のせいで、実家か

らの送金も止まりました。K に倣ったか、内容が過激だったのでしょう。Ｍ教授のもとを去り、暮

らしのための田舎稼ぎに出ます。列車では乗客から「小さな勇ましい JAP の為に乾杯」。日露戦争

で日本が勝って、ルーズベルトの斡旋で講和条約が結ばれた頃でした。ポーランド人はじめ、貧し

い労働者たちとの過酷な底辺には、屈折しつつ、幽かな光も。 
底辺を這う 自問自答の A「貴様の敵はロシアでもない。唯物主義の K の言う有産階級でもない。

生活そのものだ」。そこへ、K 危篤の知らせ。P 夫人の手紙は偽りであり「フロラはいい」と末期

の言葉を遺して逝く。黎明前の闇に「夜だけでもせめて早く明けて」と、A。 
友の死を悲しむのか自分を憐れむのか。熱い涙を歯を食いしばって飲み込んで、―さて。 
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人生の旅路に それは感情、精神の旅路でもありましょう。「迷路」をトレースしてきますと、有島

武郎自身の魂の旅路が鮮やかに映し出され、そくそくと伝わってきました。 

「本当の若々しさが、本当の道筋から頭をもたげ」との想いを運ぶ「迷路」の円環構図。描く人間

心理の綾は 100年を息づき、なお。作家有島の精緻な構想力にも、感じ入ります。E 
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有島読書ノート26：  

『迷路』～「愛」の迷いの深層を探る 
Um. 

 

 

有島武郎が、留学したアメリカを舞台に苦悩する精神の遍歴を描いた小説は、二作品ある。 

一つは『フランセスの顔』（T5.3月発表）であり、もう一つは『迷路』（T7.1月発表）である。 

『迷路』は、「首途―「迷路」序編」、および「迷路」本編全19節の、大きく２部構成となっており、

序編『首途』は独立した形で「迷路」本編に先立つT5年3月に先行発表されている。
※注
 

つまり、『フランセスの顔』と『首途』は、T5.3月に同時発表されているのである。 

 

※注：『迷路』は、当初「首途」「迷路」「暁闇」の３部構成で各々T5.3、T6.11、T7.1の発表であった。後に「迷路」と「暁闇」 

が第10節で結合しひとつにまとめられ、「迷路」本編とされた。 

 

アメリカ留学時代にモチーフを求めた二つの小説がほぼ同時並行で書き進められ、同時に発表され

たことには、いったいどのような意味または背景があったのだろうか。 

この疑問を言い換えれば、この時期、つまり、妻安子の病状が深刻化し武郎の脳裏に安子の死の影

がちらつき始めていたときに、武郎はどのような動機に迫られてこの二作品を書くことに心血を注

いだのだろうか。 

『フランセスの顔』については、以前、【有島読書ノート10：『フランセスの顔』と『リビングスト

ン伝／第四版序文』から見えてくる有島武郎の「愛」】の中で、次のように書いた（2017.5.20）。 

 

「ファニーの愛をそのまま受け止める事が出来なかった悔恨を描いた『フランセスの顔』（T5.3）

は、安子に忍び寄る死から彼女と武郎自身を防衛する為に、安子との愛のそれまでのさまざまな経

緯を初めてそのまま受け止めようとする彼の変化の兆しを、逆説的に暗示している作品である。だ

からこそ、この時期に書き上げたのだと思う。武郎は、自身の内奥での変化を十分に把握しきれて

いないままであっても、安子をどうしても生かしたいと祈るしかない追い込まれた焦りから、この

作品の表現に突き進んだ。」（有島読書ノート10：より） 

 

では、もう一つの作品『首途』は、彼にとってどのような切実性を帯びていたのだろうか。 

『フランセスの顔』との相違は、どのようなものだったのだろうか。 
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１．「首途―「迷路」序編」 
 

「某年八月十四日。晴。 

 くだくだしいけれども「秋が来る」と繰返して書かずには置けない。朝、食卓の用意をする為に

食堂に這入ると、・・（以下略）」（『迷路』P207より） 

 

これは、『迷路』の序編「首途」の冒頭である。 

 

「14／Ⅷ Sunday, fair. 

 クダクダシケレドモ秋ハ来タリヌト書カザルヲ得ズ。朝食卓ヲ調ヘントシテ食堂ニ入レバ、・・（以

下略）」（「観想録 第六巻」より） 

 

これは、武郎の「観想録 第六巻」（M37.7.19〜8.18）からの一部引用である。 

 

アメリカ滞在中の日記「観想録」を下敷きに書かれていることを敢えて表出しながら『首途』を書

いているのだが、その意図は何だったのだろう。 

 

「首途」と「感想録」の該当箇所を読み比べると、２ヶ月にわたるフレンド精神病院（現）での看

護師としての職業体験をもとにした描写である点で共通している。つまり、プロットやモチーフな

どは概ね共通している。しかし、「感想録」では、武郎は患者や病院スタッフとの日常のやりとり、

そしてその過程で読んだ書物の感想が内容の中心をなし、その中でキリスト教に疑問を感じ始めな

がらもなお真摯に向き合おうとする姿勢を維持している様子が窺える。 

一方「首途」においては、患者とのやりとりは主人公A
※注

が担当することになったスコット博士と

の関係に描写が終始し、また、書物の感想よりもむしろAの内面に踏み込んで、自らを見つめる厳

しい内省の苦悶が滲み出る描写が全体を通して流れている。キリスト教に対しての姿勢も、「観想

録」よりはるかに批判的、離反的な姿勢に描かれている。 

 

※注：この「主人公A」は、有島武郎と彼の友人であった阿部三四の二人がダブルモデルとしてミックスされていると思われる。 

 

つまり、類似性と相異性を複雑に織り交ぜながら日記としてのリアリティを仮装しているわけだが、

そこには、用意周到に計算された創作文学作品としての巧妙な仕掛けを感じる。この仕掛けについ

ては、『首途』単独発表の1年余り後に発表された『カインの末裔』（T6.7）が想起される。 

『カインの末裔』の作品舞台は、狩太村をステージとしたことで実際の村の空間構成を無意識のう

ちに想定して読み進む読者の心理を逆手に取るかの如く、その空間感覚を狂わすような異和を意図

的に仕掛けている箇所が随所に見られる。読者の混乱をあえて誘うかの如きその手法は、武郎が小

説世界に試みたアプローチの一つだったのではないかと感じるが、それと同じ手法が『首途』でい



 14 

ち早く試みられているようにみえる。 

そのような表現手法によって描かれる主人公Aもまた、イニシャル通り有島自身と受け止める読者

心理を計算したかのように、虚実織り交ぜながら自らの内面描写を自由に描いていく。 

 

「凡ては若い情熱の仕業だったのだ。僕は女を恋する代りに神を信じたのだ。若い、華やいだ、平

和に育った心が、如何して生に対する不安を信仰となるまでに感じ得よう。」（『迷路』P208） 

 

「愛の浪費―そこには如何しても癒す事の出来ない一味の物足らなさが伴っていたけれども、全く

浪費しない苦しみには代えがたい事だったのだ。」（同上書P209） 

 

「然し、僕にはそれが出来なかった。色々な誘惑が叢雲のやうに絶えず心の中に湧き起こって来て、

神と僕との間に真黒な壁を築かうとした。その誘惑の中でも殊に重い恐ろしい誘惑は肉情のそれだ

った。」（同上書P209） 

 

『迷路』全体を貫く主人公Aの「迷路」が、作品の冒頭に端的に表明されている。 

この「迷い」は、しかし殊更のものではなく俗によくあることだとも言えそうだが、ここで気にな

るのは「愛の浪費」という言葉だ。 

孤独の中で遮二無二「愛」を求めてもどこかに「一味の物足らなさ」を感じるというのは、「存在

の淋しさに似てもっと深いもの」（『星座』）を想起させる内省だが、その「深いもの」に突き動か

されたかのように、自分の中の「淋しさ」を埋めようと何かを求める衝動が「愛」を「信仰」に置

き換えてしまった、と自らの陥穽を顧みているように読める。その「愛」の対象は自分にとっては

「信仰」であると決めたその時点で、その「信仰」は絶えず生身の姿態によって脅かされる宿命を

負ってしまったことを、彼はいやがおうにも日々感じざるを得なかった。その最も強力な内部の敵

は肉情だった、と述懐している。 

それは「愛」を「信仰」に置き換えてそれを理想としたが故の深い矛盾であることを直視している

彼は、だからと言ってその理想を降ろすことはせずに、その矛盾の中で苦悶を続けようとしている。

それが、「首途」の文字通りの出発地点だ。 

そしてその出発地点で彼が見出そうとした進むべき道は、次のように自覚されている。 

 

「悪人であれ善人であれ、僕は僕の生活を生きよう。先ず自分に帰ろう。而して僕は悔悟した放蕩

息子のやうに、幻だった凡ての栄華を跡に見て、僕自身といふ見る影もないあばら家を唯一つの隠

れ家として目指して帰ったのだ。」（同上書P209） 

 

「自分で自分を欺く事をすまいー唯この一つの自覚の外に、僕は何一つ持っていない。神を離れた

と気が付いた時から、僕は自分が一人で立つ外に道のない事を覚悟していた。それは當然な、而し

て潔い覚悟だったとは云へ、無謀に近い程困難な企てであるのをしみじみと感じない訳には行かな
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かった。」（同上書P209） 

 

この「覚悟」の描写は、どこか既視感のある表現である。 

そう、『惜しみなく愛は奪う』である。 

その随所に、類似の記述を見出すことができる。 

『惜しみなく愛は奪う』初稿版（T6.6）（第15〜19章に該当）の論理展開がその前提としていた第

14章以前の自己解析部分は、後年定稿版（T9.6）において補充記述されたが、その一部、定稿版の

第６章に次のような記述がある事を思い出しておこう。 

 

「外部ばかりに気を取られていずに、少しは此方を向いて見るがいい。而して本当のお前自身なるお前

の個性がここにいるのを思い出せ。・・（略）・・個性に立帰れ。今までのお前の名誉と、功績と、誇り

との凡てを捨てて私に立帰れ。お前は生まれるとから外界と接触し、外界の要求によって育て上げられ

て来た。外界は謂わばお前の皮膚を包む皮膚のようになっている」（『惜しみなく愛は奪う』第６章） 

 

この比較からわかることは、『惜しみなく愛は奪う』の定稿版全体を貫く論理構成が、『首途』を先

行発表したT5.3月には既に彼の脳裏に構想されていた、ということである。『首途』に表現したAの

進むべき道がその後『惜しみなく愛は奪う』の中で理論的に整備された、と言い換えてもいい。 

 

このように『首途』に示された彼の出発点と進路は、その後どのような精神的景観を垣間見せるの

だろうか。 

その道端の光景とそこに佇む主人公Aを描いた物語が、『迷路』である。 

 

その前途を暗示するかのようなテーマが、「首途」の中でも一際重い挿話として語られる。 

Aが担当することになった患者スコット博士は、肉親との間で起きた不幸な出来事がきっかけとな

って精神を病むようになった医師だが、看護を担当するAとの間で哲学的な深い会話を交わし続け

る。そのスコット博士が、自らの精神病歴を語る中で、Aにも深刻な影響を与えることになる特異

なエピソードを呟く。 

 

「私は極めて冷静な批評的な態度でそれを聞いていた。聴衆の興奮を心密かに哂ひたいほど冷静だ

った。而して帰りがけに一人で或る一本の樹の下まで来ると（さういって博士は押し潰すやうに聲

を低くした）Aよ、私はその樹の上から悪魔の囁く聲を確かに聞いたのだ。人にはこの耳の外に、

もう一つ音聲を感知する機関が何処かにあるのを初めて知ったのもその時だ。悪魔の聲はこの耳か

らは這入って来なかった。さうなら空耳と疑ふことも出来る。然し私の聞いたのはもっと精密な確

実な機関を通してだった。「貴様はカインと一緒に永遠に詛はれた霊魂だぞ」。私はその瞬間から絶

えず悪魔の聲に脅かされるやうになり、従って正義の神の厳存をしかと心の底に感ずるやうになっ

たのだ。愛のみが義しいのだ。義しきが故に、世の最初から最終に亙って据えられた運命の道を塵
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ほども抂げようとはし給はぬのだ。私のしみったれた涙が運命を変える事が出来ようぞ。科学も信

仰も原因結果の不変を暗示する。Aよ、お前は自分の力で運命を変へる事が出来得ると思ふのか。

恐らくはさう思っているのだろう。お前の顔には険しい反逆の色が浮かんでいる。」（『迷路』P222） 

 

この意味するところについて、私は次のように考えた。 

神は愛だ、と武郎は学生時代から一貫して考えていた。そして、おそらく生涯にわたって。 

ところがスコット博士は、その「愛」が全てを従わせる「運命」となる、という。神が愛なら、そ

して愛のみが義しい、つまり、愛が他の全てに勝る価値ならば、それが人の心を導くのであって、

外にはそのような原理は存在しないから愛のみが最高の規範となり、それは全てを縛る運命であり、

愛すなわち運命から疎外された者は神から疎まれた者となり、生きていけない。その事を教義とす

るカルビン派の教えを受け入れない者は、結局神の愛から追放され彷徨い続けるカインになるしか

なく、自分がその運命を宣告されたのだ、と。 

武郎はスコット博士のこの言葉によって、愛の恐ろしい深淵を覗き込んでしまったのである。 

 

「眼の前には果てしない暗黒が峭壁のやうに果てしもなく連なっている。後ろには底無しの深淵が

音も立てずに凝然と澱んでいる。僕は死力を尽くして自分の周囲から暗黒を追い退けようしている

のだ。」（同上書P222〜223） 

 

その底知れぬ不可解さと恐ろしさを覗き込んでしまったAは、密かに心を寄せていたリリーの夢を

見る。純愛の対象だったリリー（イポリータ）はAに、ダンテ が愛したビヤトリスの心臓を食する

ように勧めるが、それは、Aの深層に潜んでいる肉欲を暗示する夢だった。夢の中でAは、純愛と肉

欲の深淵に触れたかのような衝撃を受ける。 

 

「僕は夢の中でさう思った。そんな事を思ひながら僕はリリーに対して抱いていた不純らしい心を

鞭打たれたやうに思った。心から湧き出るやうな懺悔の涙がじりじりと滲み出て来た。僕の夢は覚

めた。然し全く覚め切ったとは思へないで、暫くはそのままで不思議に清く淋しい夢幻の間を彷徨

っていた。」（同上書P230） 

 

スコット博士の深淵と、目覚め後のこの夢幻の境地が、この『迷路』全体を導く「愛」の「首途」

である。 

その首途は、どのような道行に連なっていくのか。 

それを知るためには、読者は『迷路』本編の中に迷い込むしか他に手立てがない。 

 

その「迷路」がどのようなものであるのか予言するかのように、「首途」は、最後のエピソードを

告げる。 
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「さしたる必要もないのに、取出して皺くちゃになった紙を伸べながら、拾い読みをして行った。

ふとある所まで来ると僕の眼は動かなくなった。「医師の縊死」といふ文句に続いて、ドクトル、

デュー・ピー・スコットといふ字が読まれた。僕は驚いてしまった。僕の眼の前で活字が踊った。」	

（同上書P233）	

	

「僕の首途は、血祭りで呪われた。或は血祭りで祝福された。どちらであれ僕は活を入れられたや

うな心持ちがする。」（同上書P234）	

	

「自己を安価に弁護してはならぬ。蹉跌を恐れてはならぬ。善悪醜美―僕のあらゆる力を集めて如

実に生活して行かう。僕はもっと自由に、もっと厳粛にならねばならぬ。僕はそんな生活に堪え得

られるだろうか。・・然し今の場合になって躊躇は無益だ。」（同上書P234） 

 

夢の中のリリー（イポリータ）が暗示したものは、「純愛」と思い込んでいたAの心の奥底に肉欲の

希求が潜んでいることをA自身に気づかせたということであり、それまで、純愛（あるいは信仰）

と肉欲を二元対立で捉えその矛盾の相克に悩んでいたAに、新たな自己発見の可能性を示唆したの

である。しかし、愛が肉欲を伴う時、愛は肉欲が招く運命に縛られる事なくどこまで自由に開花で

きるのか、Aが望むその境地について夢の中のリリーは何らの答えも与えてくれなかった。 

 

また、愛は運命だというスコット博士の「予定説」は、愛を自由の境地に見出したい武郎にとって

真っ向から否定したい解釈、論理であり、納得のいくものではなかった。スコット博士を死に追い

詰めた＜愛＝運命＞というカルビン派の桎梏をいかに超えていけるかという課題についても、愛を

運命から解き放つ可能性に賭けて、その矛盾の内部で葛藤しようという決意をAに抱かせた。 

 

いずれにしても、その二つ、いや、根源的には一つかもしれないそれらの課題を抱えた「首途」は、

血塗られた道であり呪われた道であると同時に、解放に至る祝福の道でもあることを、Aに垣間見

せたのである。 

そのことを肝に銘じて自らを奮い立たせ、Aは新たな次のステージに立ち向かう。 

 

Aは、次のステージでは「首途」で描かれた「愛と愛欲」の二元論の世界から、さらにその向こう

に進んでいこうと決意する。 

 

ところで、このステージは循環する廻り舞台である事が「首途」の最後に暗示される。その暗示は、

「迷路」本編の最後でも呟かれている。 

 

「成就か死か・・唯静かに、静かに、静かに。」（同上書P234） 

 



 18 

２．「迷路」 
 

『迷路』本編は、主人公AとP夫人との情欲関係を主軸に、デュリア、フロラ姉妹それぞれとのプラ

トニックな恋愛をもう一つの軸として展開する。デュリアとの恋愛は、Aの求愛が人種の壁を理由

に侮辱的に拒絶されることで壊れる。P夫人との愛欲関係は、妊娠告知に動揺したAが生まれてくる

子供への愛着に辿り着きこだわることで、肉欲の愛憎を抱えながらも相手にとっての自分の存在意

義を見出していく内面の葛藤が熟していったにもかかわらず、P夫人の告知が虚偽であったことを

知り、行き先を失った彼の魂は虚無の中に突き落とされていく。 

同時並行で進んだ二つの「愛」は、精神と肉の双方に引き裂かれる二元論の自己矛盾を極限まで追

い込んだ結果、二つの「愛」それぞれが自らを破壊した。 

 

しかし、 

 

「デュリアに対するこんな激しい思慕の間にも、彼れの心はP夫人の胎の内にある肉塊に対して、

やむにやまれぬ愛情を感じることがあった。」（『迷路』P285〜286） 

 

デュリアとP夫人という二人の女性それぞれとの一見相矛盾する愛が闇の奥で融合するかのような、

プラトニックと肉欲の一体化願望を示唆するこの境地は、一体何なのだろう。 

彼は、その中で自分自身の醜さを思い知る。 

 

「知りながら自分を堕落させた苦しみの涙だった。・・・（中略）・・・夫人の弱点につけ入って、

彼自身それには責任を分たねばならぬあまりに痛ましい夫人の弱点につけ入って、無理にも夫人を

押さえつけてしまったその醜さはどうだ。人の弱点に付け入る・・・彼の若い心はそんな事を他人

の上に見ただけでも虫唾を走らせずにはいられなかったのに、今は自分に虫唾を走らせる自分を見

出したのだ。・・・（中略）・・・彼は全く気付かずにいた物凄い恐ろしいものが自分の心のどん底

にうごめいているのに初めて気がついた。」（同上書P302〜303） 

 

それは、自分の醜さを思い知ることによって得られた、新たな自己発見だった。 

そのような醜さを受け止める自分とは、どのような存在なのか。 

 

「彼は幾度この部屋の中で、あの忌まわしい刑杖に追い立てられながら、あの罪に縛り上げられる

のを甘んじて楽しんだらう。」（同上書P303） 

 

思いもかけなかったことに、Aは、P夫人に対する自分の愛が愛欲と憎悪の中でこそ激しく燃え上が

っている光景を自身の裡に見出したのである。醜悪な自己は、その光景の中に佇んでいる。 
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「彼はいきなり先刻から立ったP夫人を抱きすくめた。彼はその瞬間に奇怪な自分の心におびえな

ければならなかった。執着といってもいい、憎悪といってもいい、その不思議な力―極度の憎しみ

と極度の征服欲とが火のやうにからみ合って燃えたった、その力に震えながら、彼は噛むやうに夫

人の冷たい脣を吸った。而していきなり部屋を出てしまった。」（同上書P306） 

 

P夫人に対する憎悪ゆえに執着が燃えるAの愛は、肉欲の果てに来たものであった。そのアンビバレ

ンツな感情は肉欲の結果命を得た胎児に可視化され、そのように物象化された小さな命への執着の

中で、Aは自身の醜い精神の奇怪さに気付き、怯えた。 

 

「今日まで凡ての愛着を振り切り断ち切り、持った限りの物をかなぐり捨てたその若々しい冒険的

な心が、何故小さな一つの肉塊にそれ程の執着を繋がねばならないのだ。おまけにその肉塊は愛の

満足の結果ではない。醜い偶然が生み出した自然の悪戯に過ぎないのだ。」（同上書P322） 

 

胎児への執着の反語が、A自身を反照する。 

しかし、これもまた、憎悪や苦悶を呑み込んででも肉欲の結果を自身の裡に取り込もうとする意思

の表れである。胎児に可視化された肉欲への執着ゆえの醜さを互いに受け止め合えることこそが、

肉欲とプラトニックそれぞれの片務的限界を超えていける愛の王道だ、と自覚する事なく自らとP

夫人に希求するAがそこにいる。 

 

「迷路」の出口が微かに見えてきた、密かにそう感じただろうAを待っていたものは何だったか。 

 

生活と社会そして思想との接点を導いた友人Kが死に瀕しているとの報を受け見舞ったAに、KはP夫

人の妊娠告知が虚偽であることを見ぬけなかったAを覚醒させ、Aに対する友情に満ちた惜別を述べ

ようと語り始めたが、それは暗示のまま途絶え、Kは息をひきとった。 

暗示となったKの言葉はフロラとの純愛の行方を示唆するものだったが、それは謎のまま浮遊し、

底深い暗黒がAを包み込んだ。 

 

「この凡てのものの空しさはどうだ。」（同上書P351） 

 

Kの死は、安子の死を経て自身のありようを見つめ続けていた武郎の、重苦しい虚構であったろう。

Kのモデルとされた金子喜一は、米国滞在中には死んでいない。明らかに金子がモデルとわかる登

場人物の生死を虚構にかけてまで武郎がその死に深い暗示を潜ませたのは、何だったのか。 

 

書かれた時期に感じた疑問がある種の先入観となっていたからか、『迷路』を読み進める過程で安

子の死が脳裏をかすめることが再三だった。 
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「婚約の期間私は妻に対して純粋な霊的な考え方をすることが出来た。今までの私の荒んだ肉欲の

要求は不思議にも恋人を得てから影を潜めるようにさえ見えた。半年の余に亙る期間を私は無邪気

な子供のような清い心で過ごす事が出来た。」（『リビングストン伝第四版序言』P378） 

 

「然し結婚は全てを見事に破壊してしまった。私達は結局天下晴れて肉の楽しみを漁るために、当

然それが実現さるべきある期間を、お預けをさせられた犬のように辛抱強く素直であった事を覚ら

ねばならなかった。私達は子孫を設ける為に、祭壇に捧げ物をするような心持ちで夫婦の交わりを

したか。私は断じて否と答えなければならない。この切実な実際の経験が私のような遅鈍な頭にも

純霊的というような言葉の内容の空虚と虚偽とを十分に示してくれる結果になった。私は苦しんだ。

何とかしてこんな堕落した考え（その時わたしはそう思っていた）から自分を守る為に出来るだけ

の事をして見ようとさえした。私は半年程妻から離れてもみた。然しそんな事は結局一時的で何ん

にもならない事を知った。」（同上書P378） 

 

その時、安子はどうだったのか。 

 

「安子は機嫌よくなりそうもない。何か心にあるに違いないが、決して説明してくれない。なるよ

うになれ。僕は己の流儀で行こう。幻想から目覚めて、与えられた仕事に精出さなくてはならない。

長いことそれをないがしろにして来た。」（『観想録』第15巻／1909年3月札幌） 

 

呆れて、ため息が出る。 

しかし、この意味について、武郎も思い知る時が来る。 

 

「大正三年の秋に妻は死病に取りつかれた。私達一家族は雪国の寒さに追い立てられて東京に遁れ

て来た。病気になって見ると妻というものが私にははっきりと考えられ出した。然しその時はもう

遅い。妻は大正五年の夏に死んでしまった。その冬には父が死んだ。」（『リビングストン伝第四版

序言』P380） 

 

武郎と安子のことは、これら引用以上のことは書かない。 

これだけで、示唆を受け取るには十分だ。 

ここが、『フランセスの顔』および『迷路』の出発地点である。 

彼がこの二作品を描いた動機は、ここにあった。 

 

では、出発地点と経路が明らかになった「迷路」のその出口は、どのような光景だったのか。 

 

「黎明前の闇は真夜中の闇より更に暗かった。「静かに・・・静かに・・・。」その闇の中で、逸る

心をぢっと押鎮めようと努めて、Aは又幽かにかうささやいた。」（『迷路』P352） 
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夜明け前の深い闇は、Aの虚無感の暗喩でもある。 

その空虚の中に身を置きながら、彼は、自分の愛の破綻が自身にもたらすものの発現を目を凝らし

て見据えようとしている。 

そして、この光景が「首途」の最後と呼応し循環していることも、思い出しておきたい。 

この循環は、ほぼ同時期に発表された『カインの末裔』にも見られる作品の構造である。 

 

『迷路』の中で破綻した純愛と肉欲二つの愛は、愛し合うもの同士が互いの実相を直視しその中か

ら生ずる憎悪すらも受け止めながら、それゆえにこそ互いを受け止め合うときに純愛と肉欲がその

深奥で融合する、との暗喩を作品の中に読みとった。 

しかし、これはまた再び繰り返すしかない破綻でもあることも、この作品は物語っているように読

める。 

そのように、『迷路』と『カインの末裔』そして『或る女』も、それぞれの舞台固有の情景の中で

回生と循環のテーマを抱えながら連なり、武郎の文学の本質的な系譜を形成している。 

 

この破綻の循環的連なりの中で、愛の回生への道を歩みたい。 

そのことを安子との間でなし得なかった、という深い悔恨を取り戻すために歩く「路」が、彼の文

学の通奏低音であるように思える。 

少なくても、奇跡の３年といわれた疾風怒涛の作品輩出は、安子の死をきっかけとして武郎を襲っ

た安子との愛における深い悔恨抜きには、あり得なかったはずである。 

 

 

※本読書感想文は、閻連科の作品『人民に奉仕する』にインスパイアされて見出した論点に拠って書いた。 

閻連科は、現代中国において、大正期の有島武郎がそうであったような文学的位置を占める作家であると思えた。 

 

 

 

（おわり） 
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『迷路』試論・・・序編『首途』を中心に 
Tam. 

 

 

一 高等文官試験 

1887 年(明治 20)、高等文官試験が開始された。この年、有島武郎は横浜の英和学校を退き、6
月に学習院予備科第三年級に入学している。まだ 9歳なので、高等文官試験の何たるかを知る由も

ないが、父武はこの試験の意味について十二分に理解していたはずである。 
同じ 1887 年ベルリンでは『舞姫』の主人公太田豊太郎がエリスと出会っている。やがて彼は帰

国する。官途に上るためである。小説の主人公は、高等文官試験を受験しなくても、国家を担う官

僚としての将来が約束されている世代に属していた。 
1887 年当時、父武は横浜税関所長と関税局長を兼任し、有能な官僚として腕を振るっていた。

官僚であるか政治家であるかなどを問わず、福沢諭吉、伊藤博文、勝海州・中江兆民など明治維新

とその後の新時代を牽引した人物たちは徳川派であれ朝廷派であれ武と同世代だと言っていい。こ

の人たちを明治第一世代と呼ぶことにすると、国家有為の人材たるべく官費で留学した森鴎外

(1862 年生まれ 1882 年ドイツ留学)や、夏目金之助(1867 年生まれ 1893 年イギリス留学)たちは第

二世代に当たる。ただし、第二世代の年代の幅は大きく見ている。 
1900 年(明治 34)ころから留学した人たちは、第三世代ということになる。例えば、永井荷風は

1903 年(明治 36)父の勧めで実学を学ぶために私費で渡米している。ただし、横浜正金銀行で働い

たりしているので留学とは言えないかもしれない。この年有島武郎もアメリカ留学に赴いた。私費

である。 

 
二 蛍の光と高等文官試験 

 「蛍の光」という文部省唱歌がある。1881 年(明治 14)に小学唱歌集初編として刊行されたもの

の一つだ。歌詞を四番まで改めて書き出すとこうだ。(適宜漢字に改めた)。 

一 蛍の光窓の雪      書読む月日重ねつつ  
いつしか年もすぎの戸を 開けてぞ今朝はわかれゆく 

 二 止まるも行くも限りとて 互(かたみ)に思う千万の 

   心のはしを一言に    幸(さき)くとばかり歌ふなり 
 三 筑紫のきはみ道の奥   海山とほく隔つとも 
   そのまごころは隔てなく 一つに尽くせ国のため 

 四 千島のおくもおきなはも 八洲のうちの守りなり 
   至らん国に勲しく    つとめよわが背つつがなく 
スコットランド民謡が元歌で今日まで歌い継がれている。歌詞は元歌をそのまま訳したとは思え

ない。さすがに三番・四番は憚りが多く知らぬふりを決め込んで今では誰も歌わない。この歌を通

して明治政府が小学生に教え込もうとしたことと、すべての青年に高等文官試験の門戸を開いたこ
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ととは通底している。幼いころの有島武郎も歌ったと思われる。 

高等文官試験と文部省唱歌から言いたいことはこうだ。明治政府は国家の発展を第一に価値づけ、

そのために国家意識の涵養を小学生から徹底し、他方で有為の人材を求め、国費を用いて留学させ

育成しようとした。高等教育制度も年々改革が進み、優秀な人材を社会の各部署に配置して彼らの

力で近代化を強力に推進する体制を構築していった。帝国主義的な国家経営戦略の一部として。 
登用の機会として文官試験を円滑に機能させ、合格者を得ることはただ国家の側の利益となるだ

けでなく、登用される個人の一生の役割を明証することでもあった。「末は博士か大臣か」という

キャッチコピーも生まれていた。このことを、有島の父武は行政府の中枢にいた人間の一人として

知らなかったはずはないし、自分の子供たちに文官試験への挑戦と合格を期待もしたはずだ(『首

途』にそのことを暗示する一節もある)。 

「一生の役割」とはどういうことか。夏目漱石の場合で考える。 
夏目金之助漱石は、熊本で英語教師をしていた際に英国留学を命じられ、ロンドンに渡る。あま

りに根を詰めて勉強したためなのか、神経症を患い、留学を途中であきらめ、帰国した。第一高等

学校で英語を教えるが、やがて朝日新聞社の契約社員として小説を書くため、辞職した。拝命後、

無事留学を全うして帰国していたら、英語教育界の重鎮・先達として、教育界に赫赫たる名声を得

たはずである。しかし、政府側から見れば、病気とはいえ、期待に応えられなかった落伍者の一人

である。そのようにみられることを漱石は知っていたし、それを潔しとしなかったと推測できる。

むろん、イギリスの中産階級のスノビズムを嫌悪し、欧州の、本来手本であるべき個人主義の偽善

性を厳しく批判したことや、否定しきれないエゴイズムをどのように生きるか問い続けた漱石の文

学者としての功績は評価されるべきだ。遅れて近代化を始めた日本が通らざるを得ない近代思想の

受容上のゆがみを自己の内部のゆがみとしてとらえ、社会的な歪みに厳しい目を向けていたことも、

100 年後の現在、なお多くの読者を持つゆえんだろう。しかし、彼は自分が留学の失敗者だったこ

ととその屈辱感については決して表立って語らない。失敗とは国家有為の人材たることに失敗した

ということである。後に小説家に転身した理屈はいかようにもつけられるけれど、留学の命令を「拝

命」したという事実からは逃れられない。そのことを彼は死ぬまで引きずっていたはずだ。なお、

漱石は中根重一のむすめ鏡子を妻としている。義父は貴族院の書記官長や行政裁判所の判事などを

歴任した人物で、家柄がふさわしいことが配偶者を決める大事な観点だった時代の結婚観を踏襲し

ている。「一生の役割」とは、社会的な地位とそれに伴う責任ある仕事内容、及び配偶者を得て形

作る「家」の繁栄・治まりの良さのことである。現代風に言うなら、establishment の一員として

生きることだ。 
森鴎外の場合はどうだっただろうか。小説家としての生き方と軍医総監という役人としての生き

方を両立させた。国家とのかかわりをどのようにするかという決断を迫られて、両立を選択したそ

の苦労は並み一通りのものだったとは思えない。鴎外は二度結婚しているが、始めの結婚相手は海

軍中将の娘、後妻は大審院判事の娘である。 

永井荷風は高等文官試験に応募しなかった。それはそれで人生の行方を決めるある種の決断の結

果であっただろう。 
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三 有島武郎の生涯の課題 

有島武郎の場合はどうか。文官試験をどうするか父と話し合わなかったはずはない。むろん武郎

自身が「一生の役割」をどうするかについて考えなかったはずもない。官費で勉学を続けられる札

幌農学校に進んだ以上国家とのかかわりをどうするか、国家に対するスタンスをどう取るか、それ

をどのように説得的に理由付けるのか。それを自分一個人の選択の問題としてではなく、有島家の

長男として、やがて「家」の長たる人間としてどうするのかを厳しく問われていると自覚していた

はずだが、容易には答えられない困難な問題だった。 

答えを出さなければならないという要求は強迫的なほどだったと思われる。父の死後、母を説得

し、兄弟たちの同意を得て、家産の処分の道を歩き始めるが、家族の全面的な支持を得てのもので

はなく「家長」の権限として決めて従わせた側面が多くあった。(そのいきさつについて、例証す

ることが今はできない)。だからこそ、家族、係累は無論のことすべての人たちに向かって説得的

な根拠を示さねばならないという観念が強く働いたと思う。 
答えを出すための思考上の回路はたくさんあった。ありすぎて困るほどあった。それらを使いこ

なして、多元連立方程式の解をどのように導くかが課題となるが、あちらを立てればこちらが立た

ずと矛盾が表面化して収拾がつかない。『迷路』という小説ではそのことが正直に語られている。 
どのように説明するかという課題への取り組みは、『白樺』に参加し、作品を発表し始めた当初

から始まっていたように見える。 
私には『或る女のグリンプス』もその最初の試みだと思えるし、この作品で展開しきれなかった

ことへの答えの道筋見つけることが『迷路』の主題だったように思う。そして答えは極めて中半端

なままにしか出てこず、作品としては失敗に終わってしまった。だから引き続き稿を改め手を加え

た『或る女』も、これら先行的な試みへの再挑戦として読むべきだと思われる。さらに言えば、自

らの生き方にかかわる主題とは一見無関係に見える『お末の死』『小さきものへ』『カインの末裔』

もこの課題と密接な関係にあるように見える。 
これだけのことを論じてみたいというのが現在の私の問題領域だ。しかし、実際は問題の領域が

膨大すぎて手に負えない。しかも悪いことに、『迷路』の序編「首途」の最後の部分で私には意味

不明な箇所があって、それの読解に手間取り(悲しいことに納得できる答えがまだ見つかっていな

い)、中心部分にまで手が付けられなかった。 
前置きがずいぶん長くなった。ここまでの議論は有島の生涯や作品について学習してきた人たち

には「常識」に属することだろうけれど、数十年ぶりに改めて有島を読む私としては、始めに確か

めておかねばならない入り口の問題だった。 
さて、『迷路』の読後の印象は「読みにくかったなあ」だった。先にも触れたとおり全体を論じ

ることができないので、『首途』に限って読み取れたことを記してみたい。 

 
四 『首途』の構成と十日分の話題 

 
 (一) 読み取りの方法めいたことと見通しをはじめに取り上げる 
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 (1) 「首途」は物事が始まるということだから、「序編」として何が始まるのかを記している部分

だ。 
(2) 『首途』は 1916 年(大 5)に『白樺』に発表され、1917 年(大 6)11月『迷路』の序編として組

み込まれ、発表されている。『白樺』掲載時に『迷路』の序編となるような構想の下で書かれた

と思われるが最終的な内容が固まっていたかどうかは詳らかではない。 
(3) 『首途』は某年八月十四日から九月五日までの不連続な十日間の日記の体裁をとっている。

日記を読むことを通して筆者のメッセージが次第に明瞭になるように配慮されている。日記形式

なので物語の展開に気を遣わずその日の重要な出来事を積み重ねる書き方ができる。 
(4)従って、各回の話題が何か、それがどのような順でどのように深められたり、他のテーマに

継承されたりしているかを見ると筆者の構想も同時に見えてくると思われる。 

(5)『白樺』の『首途』では「僕＝タケオ」となっているので、最初の構想段階では有島自身の

留学体験を色濃く反映した、有島の執筆当時の問題意識が忠実に再現されていると見える。内容

は有島の伝記的事実とかなりの点で一致している。 

(6)だから、初稿はいわゆる私小説風の世界として、自らの生き方の上での悩み、問題を自ら探

り、解決策を模索しているのだと思う。 
(7)なお、この点に関して予断を一つ。『迷路』は 1917 年 11 月に発表されているが、10 月には

志賀直哉の『和解』が発表されている。志賀と父親とが長い対立確執を経て和解に至ったことを

語る私小説だが、親交のあった有島も当然読んでいただろうし、影響もされただろうと思われる。

『迷路』は 10月 19 日稿了となっているらしい。 

(8)ただし、二つの作品に表向き似ているところは全くない。有島が父親との確執を引きずって

いる点に類似性を感じるだけである。 

 
(二) 日付順に話題を整理する 
僕が独白するスタイルなので、記述もそれに合わせて簡潔にしたい。 

(1)八月十四日 

冒頭でいきなり魂の目覚めを望んでいる。犠牲を強いてまで信仰を貫こうとしたが肉欲の誘惑

を克服できず、神を愛そうとして貫けなかった。現実の生活は荒廃していて、「ダンテ」の言う

ような救いを受けられない存在だと認識している。しかし、僕は、僕の生活を生きよう、自分に

帰ろうと考えている。 
(2)八月十七日 
スコット博士は僕が持ちたくて持てない確固としたものの光に照らして考える人のようだ。 

 進行によって清らかで純一な世界に住んでいたはずなのに気がついてみたら信仰から離れて

いた。信仰は自分を欺くことだから、自分一人で立つ覚悟をした。しかし、一人で立つのは無謀

で困難な企てだというためらいがあり、途方に暮れる。 

この精神病院に来た初日にリリーと出会い彼女の存在は僕の慰藉となっている。 
この病院の患者は何も考えておらず空虚があるばかりだ。 
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 ほとんど十四日の語りの繰り返しで僕の混乱が語られるが、博士についての分析が少し加わり、

リリーという希望が紹介され、患者たちの観察も書かれる。しかし、なぜキリスト教を捨てるこ

とになったかという肝心の内容は触れられない。博士がその点について重要な役割を果たすだろ

うことが示唆される。 
(3)八月十八日 
働きすぎは病気を呼ぶと、奉仕仲間に言われ、父の狂気を思い出した。 
博士が「そこを退け」とつぶやいた。その彼に聞かれて「キリスト信者だ」と答えたが、顔を

見合わせると不安な表情だった。 
外部の縁者に妄執を抱き、内部の見神に憧憬するじぶんは三界流転の亡者のようであさましい。 
狂気が中心に来ることが示され、キリスト信者だと嘘をつくことが嘘をついたと自覚されない。 

(4)八月二十一日 
月の夜散歩に出て百合の花を摘み、リリーの家の階に置いてくる。 
博士が狂躁状態に陥る。何者かに「そこを退け」といっている。昨日家族が面会に来て親しげ

に談笑していたのに夕刻にはそのことを覚えていない。 
百合はキリスト教では清浄無垢の隠喩だ。リリーは百合そのものを表している。僕の肉 

欲を超えたい願望の表れだが、同時に肉欲の存在を示すものでもある。キリスト教のパラダイム

の中で思考し、表現し、行動している。 
博士の病状が進行しているが、ここでは原因を問うていない。 

(5)八月二十三日 

 才能も資力も性情も優れていた僕が父をはじめ周囲の人たちの期待を踏みにじり、すべての負

担物を捨てて自己との真実な交感をしたいから信仰に赴いたのに、とうとう神にさえ叛いた。し

かし、ここまで来てみると「自己」が気化し、いなくなることに気づいた。「自己」の気化は文

明の病毒のために生命が二元的に分解していくために生じる。 
 自己は諸縁との縁の結び方によって定義される・生まれるものであろうが、僕はこの諸縁を拒

んだ結果気化が生じているとは認めていない。縁を結びなおす努力をすれば自己を新しく作り直

せるはずだが、そちらには向かわない。縁を拒んだまま、縁を結ぶのとは別の在り方をして自己

が存在できるとみなし、そこに現れる自己が求める自己だと先験的に知っているような書きぶり

だ。だから、この分解の向こうに僕の個性があり金剛土があるはずであり、これが自分を欺かな

い方法だと考えている。 
博士がダンテはなぜユダを地獄に陥れたのかと尋ねたので「最も親しむべきものを売ったから

だ」と答えた。 

博士は自分をユダに見立て、地獄に陥ることを心配している。博士は僕が神の問題を考え、神

から離れざるを得なかったわけを問い詰める対話の相手という役割を担っている。その意味では

僕の分身である。ただし、鬱病の患者の悩みを聞く形式になっていて、僕のほうから積極的に博

士と会話を試みるという形式ではない。 
リリーとすれ違った。自分は彼女に清い情けを向けていると考えている。 
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しかし、内に潜む肉欲を隠しているので、自分を欺いていると感じる。 
(6)八月二十四日 
 博士が告白した。弟が自殺するかもしれないのにほおっておいて、結局自殺させてしまった。

それを契機に自分が呪われた身だと知った。ある日、教会で予定説の説教を聞いて、ばかばかし

いと聞き流していたが、帰路、悪魔が「お前はカインと同じく永遠に呪われた魂だ」とささやく

のを聞いた。それ以来悪魔の声に脅かされ、正義の神の存在を感じるようになった。神は愛であ

り、運命の道を枉げない。私は運命に従わざるを得ない。おまえは自分の力で運命を変えられる

と思っている。それは妄想にすぎない。 
 耳元でささやくのはなぜ悪魔なのだろう。なぜ神の啓示でないのか。博士は予定説に取り込ま

れ、博士におまえは自由説論者だと指摘される。神をめぐる二元論というか思考における自由論

と決定論の対立がようやく登場する。 
 僕は僕を取り囲む暗黒を一人の力で払いのけようとするが、迫ってくる暗黒には「永劫に意味

の知られない魔語」と書いてある。 

この引用の意味が分からない。 
(7)八月二十九日 
博士は僕に三つの要求をした。妻子が私を失いその結果生活を失う悲惨な運命を考えてくれ。

それよりも彼らの悲惨な運命さえ考えていられない私を考えてくれ。永遠の呪いを受けたもの以

外にわからない恐ろしさを思いやってくれ。 
僕が永遠の呪いを受けたものなら、博士の要求を受け止めることができる。同類なのだから。

そうでないなら「運命を知るのは運命のみだ」という運命の定義(30 日の記述に出てくる)からし

て、博士の要求にこたえることはできない。博士はそのことを理解していてなおかつ苦しさのあ

まり僕に要求していると読むべきだろうか。しかし、博士は「お前は自分の力で運命を変えられ

ると思っている人間だ」と僕を評価した。今のところ博士と僕の間に分かり合える余地はないは

ずだ。 
僕には博士に予定説を説いた牧師を非難する気持ちが生まれる。牧師は博士を狂気に陥れ、自

分だけ救われようとしているけれど、その行為はフランセスカやパウロが地獄に陥った情欲の行

為と同じなのだと。 
博士を論理の輪廻から救い出したいと努力したが、博士の先入主観は深まっていくばかりだっ

た。 
論理の輪廻って、論理がどのように堂々巡りをしているのか、うまく取り出せない。先入主観

ってどんな主観のことを指しているのだろう。予定説のこと？運命に従わざるを得ないこと？呪

われた身だということ？これもよくわからない。博士に託して、宿命論の魔力を脱して自由論の

世界に入りたい、その道筋を見つけたいという願いが浮かんでくる。 
(8)八月三十一日 

自由論と決定論は僕にとって厳粛な問題だ。僕の二元的な性格の根底から湧き出てくる問題だ。 
「二元」は「物事が二つの異なった原理から成り立つこと」だ。性格が異なった二つの原理か
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ら成り立つということがありうるのだろうか。例えば「明るい」と「暗い」という二つの正反対

の性質が共存している性格といった程度ならわからないでもない。ジギルとハイドなら多重人格

ということになるけれど、そういう意味でもないだろう。「二元的な性格」についてわからない。 
自分の心には意志の絶対的自由がある。この自由に基づいて行動して生じる責任は自由を行使

した僕にある。自己が責任を負うという誇りは代えがたいものだ。 
 現象の種々相には宿命の鎖があり、厳格な運命の支配がある。運命を知って運命に従うことが

心の自由を得る道だという意見もある。しかし、人は運命を知ることはできず、運命自身が知り

うるだけだ。だからこの意見は間違いだ。 
自由論と決定論のうち、博士とは違って自由論の立場をとることを語っている。次のパラフレ

ーズ以下、急に私には理解できない内容になる。そのまま原文を引用する。 

① 僕はもうそんな幻影をめがけて走る妄動をしえなくなった。 
②と云って、僕は自己の行為なり思想なりを運命に弁疏させて平気でいるほど厚かましくはな

い。 

③といって、世の罪悪や世の虚偽の凡てを自己を責めるように責めることが如何して出来よう。 
④ここに埋めることの出来ない溝ができる。 
① の「そんな幻影」は「運命に従うことが心の自由を得る道だという幻影」のことだと読む。

言っていることは、決定論に立つことは分別を欠いた行動だ＝自由論に立つということだ。

②「と云って」は逆接の「しかし」の意味で、「弁疏」は「弁解」の意味だ。そこで全体は

「しかし、僕は自分の行為…を運命に弁解させるほど厚かましくない」＝「行為の責任は

自分がとる」の意味となる。①と②は同内容ではないか。どうしてここで「しかし」が使

われるのだろう。「だから」が正しいのではないか。何か特別に深い意味が隠れているのだ

としたら何だろう。①と②のつながりがわからない。③の「といって」は②と同じく「し

かし」の意味だから、③を短くまとめると「しかし、世の罪悪を自己を責めるように責め

ることはできない」となる。「自己を責める」のは自由論において自己が責任を負うときだ。

自己責任のようには世の罪悪を責められないというのはどういうことか。決定論において

諸現象が鉄鎖のように絡んで運命として生じる罪悪だから責めることはできない、という

意味ではまさかないだろう。もしそうなら、運命論者・予定説では悪があったとしても責

められることがないという結論になる。あるいは、自由論においては、責任を負うことも

また誇らしいことであったのだけれど、世の罪悪は誇りをもって責められるほどのもので

はないという程度のことを言っているのだろうか。私には答えが見つからない。そして、

最後に④の「ここ」はどこのことだろう。何となにの間の溝のことだろう。自由論と決定

論のどういうところにどのように溝ができるか説明しているはずなのだけれども、どのよ

うにも、どこにも、悲しいことに読み解けない。 
 
三十一日についてはほかの話題もある。けれども、そのことと残り二日分のことも含めて、棚

上げのまま終わりにしたい。しばらく頭を冷やさないことには出口が見えてこないと思う。はじ
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めに掲げた『首途』の構成から主題を探るという狙いについては、かろうじて次のことが言える

だろう。大上段に構えてはみたものの分かったことはわずかなことだった。 
『迷路』のテーマは神からどのように離れるかという点にある。その入り口で、博士の悩みを

聞く立場に僕自身を重ねて僕にとっての神を確かめようとしたのが『首途』だ。しかし、ほとん

ど何一つ確かめられないまま序編から本編に入るようだ。だから、序編の抱える問題は形を変え

て本編でも繰り返され、たぶんそこでも未解決のままに終わる。 
神の問題は「西洋」の需要の問題でもあるし、日本の「家」にどのように対峙するかという問

題でもある。しかし、これらについてはほとんど何一つ触れることができなかった。 

 
 

 

 

 


