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第3７回読書会のまとめ 
有島武郎『平凡人の手紙』 
2021.2.13／参加者10名（リモート参加１名）+感想文のみ参加１名（感想文は全7名から） 
 

 

 私小説のようだと読み始めたところ有島らしい手法による創作だと気づいた、という感想から始

まりました。その手法というのは以前の読書会にもちょくちょく顔を出していたのですが、種明か

しはもう少し後です。 

 作品では妻の一周忌当日に花束を抱えて列車に乗り、妻がいた病院に向かっています。その一周

忌に引っ掛かりを感じて私小説ではないと思ったそうです。妻の命日は８月２日ですが、この作品

は翌年の６月７日に雑誌「新潮」に発表されたからです。病院に勤める参加者によると、これまで

の経験から四十九日忌に来る人はいたが、一周忌に来た人はいなかったそうです。やはり私小説か、

と参加者たち。 

 『平凡人の手紙』とほぼ同時期に有島が発表した作品に『カインの末裔』があることや、『平凡

人の手紙』の方はわずか３日で書き上げたということも何人かの参加者が知っていたことには驚き

ました。 

 また、『カインの末裔』の主人公仁右衛門と『平凡人の手紙』の僕という主人公は両極端のよう

に違っていることで、同時期によく書き分けて進めたなあとか、却って両極端だから書けたのかも

などと小説を書かない参加者たちは想像を逞しくします。 

 そう言えば、『カインの末裔』の主人公は有島農場に流れ着くのですが、その小さな共同体に適

応することはできず、無頼な面を含めて言わばはみ出し者です。また『平凡人の手紙』の主人公も

外国で女の人から”loafer”（消極的ならず者とか自由人などの意）と呼ばれたように、日本の社

会にあってもその仕組みにはまらず、いわゆる世間の常識に囚われない人間として描かれています。

両極端とは言え二人の主人公には共通項も見え隠れすることに触れる人は一人二人ではありませ

んでした。 

 

 「平凡（人）」という言葉をどう考えたらよいか皆さん戸惑ったようです。辞書を引いた人もい

ます。ふつう、と書いてあるだけだと不満を漏らす人、辞書の定義に異議を唱えたくなる人などの

反応があります。「平凡」の登場回数を数えたり、どの頁にいくつあるか、その言葉がどのような

連想で使われているかを調べた人もいました。 

 また、平凡な人生を送った人の事を平凡（人）というのなら平凡人なんていないという人や、普

通の人とか平均的な人が実在しないのと同様平凡な人もいないという人もいましたし、さらにはこ

れが有島の狙いの一つだと言う人まで現れました。 

 さらに、冷静に考える人もいて、作品中の「平凡」という言葉を拾ってみると、有島にまだ精神

喪失状態はないと言います。何故かを問われ、自分の頭できちんと考えながらいろんなことを自分

の中で消化しようとしているからという答えが返ってきました。いろいろ意見が出て結構盛り上が
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っていますが正解は出ないので何となくもやもやするのも事実です。 

  

 主人公を「平凡（人）」と規定することで有島が何を狙ったのかについては意見が分かれます。

一つだけ言えることは、主人公を「平凡」だと考えている人はいなかったということです。戯画化

した表現だと言う人、平凡人の振りをしたいだけだと言う人、平凡人を装って自分は平凡人ではな

いと思っている（或いは、思いたい）人を皮肉っていると言う人など。ということは、主人公の考

える平凡（人）の定義を全部裏返しにすれば、その当時世間で何が常識と考えられていたかが浮か

び上がってくるのかもしれませんが、やってみると現在の世間の常識とさほど違いがないように見

えませんか。（特に私たちは JOC前会長辞任劇を目の当たりにしてますからねぇ） 

 

 作品では「僕」が再婚するかどうかも大きなテーマですが、いつも感想文参加をしてくれる人が

このことを取り上げていて、再婚しないのではなく出来ないのだと言っています。その理由も書い

てありますが、このことは後で触れます。別の人からは、再婚する気になれないのは有島の中で妻

が「地上から綺麗にこそぎとられてしまった（作品から引用）」ことを認めていないからだ、との

言及がありました。一周忌に花束を持って病院へ行ったり、亡妻との思い出の場所を探していたり

するから、心の中にまだ妻が棲んでいるからだそうです。 

 

 そのアイデアに一同が脱帽した感想文がありました。何と「『平凡人の手紙』への返信」という

もので、「僕」の手紙を受け取った相手からの返信の形を取ったものです。 

 自分のことを「平凡人」と呼んで、何か言い訳のように使っていることが気になったとか、妻の

一周忌に律儀にも入院患者全員に花束を届けにきた悲しみに沈んだ夫がいることを強く印象づけ

ることが出来たなどと皮肉っぽく返信に書いてあります。エピソードが作り物めいているのでそん

な返信になったそうですが、なかなか興味深い感想文です。この感想文の最後は「まあ、せいぜい

『自分の尺度』とやらを探したまえ。では左様なら。」で終わっています。作品の最後をもじって

書かれているのですが、この「自分の尺度」が作品の鍵を握るかもしれません。他にもそれに触れ

た人がいました。感想文参加の人です。「判るかな。では左様なら。」で終わる「僕」は「自分の尺

度」がないから再婚に踏み切れないと言っているが、その「自分の尺度」とは何なのかを探ってみ

ようと思う、とあります。果たして尺度は見つかったのでしょうか。結果はあとで。 

 

 親しい何人かに宛てた有島の手紙を読むことからこの作品に入っていった人がいます。これらの

手紙によって有島が妻の死をどう思っていたか、『平凡人の手紙』と『カインの末裔』の２作品を

どう考えていたのかが分かるのだそうです。だからこそ『平凡人の手紙』に書かれている亡き妻へ

の想い、自分の行動、周囲とのエピソードなどと実際の有島の手紙とのギャップに戸惑うと言いま

す。読者のその戸惑いこそ有島のねらいかもしれないとの推論も出ました。 

 では有島は「平凡人」をどんな人物に設定しているのでしょうか。何と、有島が書いていたとの

紹介がありました。曰く、大多数の人間を親切ないい人だと思っている。親切にもよくも思われな
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い所は自分が平凡で他人が非凡だからそうなのだと思っている。平凡ではあるが人間のどこかには

美しいものが必ずあることを疑っていない。平凡なりにもっと人間の美しさにより多く触れたいと

願っている。 

 こんなふうに言われると平凡人にこそなりたいと思いませんか。 

 

 次は創作手法の話です。有島らしい手法による創作、と冒頭に書きましたが、そこに戻って種明

かしです。登場する主人公の「僕」はいかにも有島本人だと読者は思ってしまいます。「さるやん

ごとなきお方のご学友」と書いてあるのですから当然です。でも、主人公は有島とダブったり離れ

たりを繰り返して読者を惑わせるのです。 

その手法の種明かしとして一つのモデルを考えた人がいました。『カインの末裔』の設定と同じ

だという主張です。『カインの末裔』では広岡吉次郎という実在の人物をモデルにして、そこに作

家有島の中にいる「もう一人の武郎」を持ってきて化学反応を起こさせて広岡仁右衛門という主人

公を作り出した。 

同様に、『平凡人の手紙』では、生活者としての有島をモデルにして、そこに作家としての有島

の中にいる「もう一人の武郎」を持ってきて化学反応を起こさせて平凡人である主人公「僕」を作

り出したというモデルです。そして、こういう書き方が有島の「小説論」ではないかという説でし

た。 

前者の主人公は直情的な人物として描かれ、言わば直球勝負の作品となった。また後者の主人公

は一歩下がった所から世の中を見ているローファー（自由人）として描かれ、言わば曲球勝負の作

品となった、という意見が出ました。分かりやすい例えです。そういう手法を有島が考え出し、そ

れを試した作品の一つという視点から再読すると、違うものが見えてくるかもしれません。 

 

少し前に触れた、「自分の尺度」は見つかったのかという問題に戻ります。尺度について感想を

述べた人は、「脱線」と「尺度」がこの作品を解く鍵になっていると言います。脱線というのは「僕」

が持ち出した格言のことです。「子を持って知る親の恩」というよく知られたものと「僕」が考え

た「子を持って知る子の恩」、さらに内容不明の「祖父孫格言」の３つが出てきます。その人はそ

れらの格言は孝道という思想に関係していると持論を展開します。最初の格言には３世代が関係す

るが、あとの２つは２世代のみだという展開の着眼点に参加者からは賞賛の嵐です。詳細は感想文

をご覧下さい。面白い展開になっています。 

もう一つの「自分の尺度」です。作品には、運命のような女が現れて来さえしなければ恋愛関係

を作る心持ちはまだ起こって来ないとあり、さらに最後の部分には、自分の尺度を探し出すまでは

永い眼で見ていてくれ給えとあります。感想文参加の人は、自分の尺度が見つからないので運命の

女以外に共に生きる女を自分では見つけられないと告白している。さらに「僕」は自分のことを、

一人の主体として社会と対峙せずに成り行き任せに生きる怠け者だと自認している、と言います。

では、この２つを合わせて考えるとどうなるでしょうか。社会関係の中での「僕」の生き方が曖昧

だということと、どのような女性と再婚したいのか「自分の尺度」を考えること（と、両方に猶予
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を求めること）は根が同じ問題の表と裏の関係だから、解決するとすれば両方同時に解決するはず

だという結論でした。このことは、対幻想と共同幻想という吉本隆明が使った用語で話が展開して

います。 

 「自分の尺度」があれば何が出来るのかは想像がつきますが、どんな尺度なのかは書いてないの

で分かりません。「僕」自身もこれから探し出すと言っているのですから読む側にも分かりようが

ありません。でも上に書いた２つのことを主人公は別々のことだと捉えており、それこそが主人公

が抱える「闇の部分」だという指摘がありました。有島が持つ実像と虚像という言い方で作品を解

釈した人もいました。主人公が持つ裏と表はそのまま有島の表と裏に重なるのでしょうか。微妙に

ずらして作品を書くのが有島の技法（＝小説論）だという分析もありました。読む側は苦労が絶え

ません。 

 

※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、高木直 

良、高橋武士、藤波ひとみ、マイケル・バーンズ（五十音順） 

※感想文のみ参加：玉田茂喜 

※以下感想文の掲載順は、概ね当日の発表順です。 

 
 
 今回の読書会では、作品の表面的な理解は容易であるのに、徐々に深みというか暗闇に入り込ん

でいく感じがして、皆が難解だと言っていました。終わったあとすぐに参加者から声が上がりまし

た。どうも中途半端だからもう一度時間をかけてやってみたい。皆も賛成して翌月３月６日に読書

会番外編と称して開催し、当日都合のついた５名が参加しました。テキストはいつも感想文のみ参

加してくれる人の感想文です。驚いたことに、その企画を知った本人から改訂版が届きました。番

外編のまとめは作りませんが、終わったあとで、こういうふうに時間をかけてやるのもいいねとい

う話になりました。いつも出来るわけではありませんが、リクエストがあればまた番外編をやろう

という約束をして家路につきました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Kank note 有島 1４より 
『潮霧（ガス）』 

Kih. 
 

 
 わが読書会・有島武郎研究の導師は、毎回味のある課題図書の設定をされます。今回の「平凡人

の手紙」は厳しい冬でもあり、ゆるめの直球であればなあ、と思いきや、内角低めにくいこむ鋭い

変化球の趣で、思わず振らされてしまいました。 

平凡人であろうとする僕 この小説は「僕」なる人物の手紙形式で一人語りふうに文章が紡がれてゆ

きます。夫人に先立たれた有島の想いが込められた私小説のようだ、と読みはじめますと、そうと

も言いきれません。有島らしい手法による創作だ、と気付かされます。 

 智能も感能よく、容貌も体格も整い、幼年期には「さるやむごとなきお方のお学友」に選ばれ～

に始まる人物紹介では、有島武郎自身、と思わせられるのですが、亡き妻の一周忌の日に、彼女が

世話になっていた平塚の病院に行き、そこの患者さんたちに花束を送ろうと思い立って、と展開す

るあたりから、虚実皮膜の小説らしくなってきます。 

 有島武郎年表によれば、安子夫人は 1916年（大正 5）8月 2日逝去、とあります。この「平凡人

の手紙」は、翌 1917年（大正６）6月 7日、「新潮」に発表、です。つまり、この小説での一周忌

は物語としての設定であり、病院の患者さんたちに花束を贈ろうというアイデアはその中のモチー

フの一つか、と思いが巡ります。 

ローファーなる主人公 さらに読み進めてゆくと、「突然運命のような女が現れて来さえしなければ」

との前置きがあって、「妻が死んでからちょいちょい女の友達はできた」が、再婚話にはいまのと

ころその気はきはない、として、手紙を翌日の列車の中で書き続けます。 

妻の一周忌のその日です。130 把の花束を贈るため、11時の汽車に乗って、です。 

そこで、有島は文章を一枚のカードのように切りました。主題につながるかのように。 

   ―僕が外国にゐて一かど勉強をしてゐる積りの時、ある女と話をしていた序でに何をしてい

る男と見えるか、と聞いて見たら、躊躇なくお前は loafer だと云ってのけられたことが

ある。― 

 ローファーを英和辞典で引くと「怠け者；浮浪者」とあります。しかし作中の「僕」は、さして

否定するわけでもなく病院へと向かい、そこでは「死」を考察します。 

ここから、この小説は佳境に入ってゆくのですが、有島はこの「平凡人の手紙」と並行するよう

に「カインの末裔」を発表し、作家としての地位を確立します。「カインの末裔」の仁右衛門は「僕」

とは全く異なるキャラクターですが、働き者であって無頼な男です。作家としては、この登場人物

達に限りなく気持ちを重ねているように思えてきます。光の当たる「カインの末裔」があり、「平

凡人の手紙」が影になって映る、という趣向でしょうか。 

束縛されない表現者 とすれば、ローファーこそ世間的な階層、社会の仕組みや形式にとらわれる

ことのない人間で、親譲りの広大な農場を小作人に開放し、内面深く創造の世界を構築しようとす
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る人物像が浮かびます。クロポトキン、ホイットマンらが発したであろう自由な波動が、有島武郎

の作家魂にも共振し「平凡人」という戯画化した表現に込めているとすれば、創作の匠の懐の深さ

ともいえます。終いには思わず勝手な解釈となってしまいました。 

 読書会導師の変化球は空振りしても、スッキリとしました、の感ありです。 （E） 
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『ローファーの手紙と有島ブルース』 
Ish. 

 
 
平凡人の手紙はいってみれば有島ブルースである。 

無名の売れない新人ミュージシャンが突然、ミリオンセラーのヒット曲を生んだ。 

あまりに反響が大きすぎて次の曲が中々、書けなくなった果てに・・・ 

「あっ、そうか、そんなに粋がらなくていいんだ。」もっと素直にそれでいて静かではあるけれど

インパクトのある曲を作ろうと、半ば諦め、半ば開き直り、そうしたところで執筆されたのが「平

凡人の手紙」だと思う。 

実は「カインの末裔」と「平凡人の手紙」は同時期に執筆を完了している。 

（6月 1 3日払暁「 カインの末裔」脱稿、6月 1 6日午後四時「 平凡人の手紙」脱稿） 

自分の中で選んだＡ面がヒットしたわけだけれども、Ｂ面はあまり話題にならなかった。 

（“平凡”は違う意味で話題には上ったが・・・この小説の中でモデルとされた評論家が抗議文を

発表して有島との間にやりとりする事態になった。） 

 

まるで烈火の炎の様に荒々しい性格の異端者：仁右衛門（にんえもん）が主人公のカインの末裔と

相反する様に平凡人を執筆したのは、恐らくは心の平静を保つかのごとくの心理からではないか？

としたらローファーは何だろう。そう、これこそ有島自身。 

外国で勉強した時期をもち、定職を持たずに父の遺産を守り、再婚もせずに遺された子供の相手を

している。 

「僕は朝から晩まで家の内にのらくらして子供ばかり相手にして母なんぞは自分だけとしては僕

がかうやつて父の遺産を守ってゐるのが結句安心だと考へてゐるやうだが、～僕が外国にゐて一か

ど勉強して～」 

「平凡人の手紙」より 

ローファーとは怠け者、サボり、プータロー、浮浪人の意である。 

平凡人に憧れる？有島にとってはカイン（異端者）平凡人（自分がなりたいもの、憧れ） 

ローファー（自分自身）武郎そのもの。 

「平凡人の手紙」は平凡人の振りをしたい“有島のローファー日記”であり、名門、薩摩藩士の家

系に長男として生を受け、それにまるで奴隷の様に縛られてきた、“有島ブルース”である。 

 

最期に、結局、有島のいう平凡人って何だ？何になりたかったんだろう？だいたい平凡な人生を送

った人の事を平凡人というのなら、平凡人なんていないんじゃないか！ 

 

さて某映画にならって、シューベルトの「水の上で歌う」でも聴きながらワインでも飲もうかな！ 
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高倉健さんの「自分、不器用ですから」と有島武郎の「平凡である事」 
Ism. 

 

 

家に見合った相手と、人生の頃合いをみて結婚するというのは、有島の時代は今よりも平凡なこと

であったろう。いや、非平凡と言うべきか。 

 

松任谷由実の「青春のリグレット」という歌詞に、～夏のバカンスを胸に秘め、普通に結婚してい

くの～というフレーズがあり、昭和の終わりも大半がそんな感じであった。なんせ、当時の女は結

婚適齢期をクリスマスケーキに例えられ、更に高齢出産のリスクを心配され、クリスマスイブから

大晦日の前日まで嫁にいかなければならない。 

その妥協の受け入れ先というか凹みはあるわけで、身を固めなければいけない男がいる。 

 

愛にはいろいろな種類があるから、結婚してから愛を育む関係は、彼の云う非平凡なのかもしれな

い。 

人は世間があたかも望んでいるような顔をして、他人に“こうあるべき”を押し付けがちである。

仲人婆さんが居なくなったせいで結婚率が下がったともいうが、今やそんな他人の人生に責任の取

れない立場をとる人は立派だ。 

 

有島は妻に戀をして、言葉通り愛していたんだろうな。 

 

ｐ.82 ℓ.17僕となると愛する妻を彼奴に奪われながらあまりに不幸さうな顔をしていないのはど

う云う事だ。子を残して妻に先立たれた男になりきり演技をするのは、世間が望むことである。そ

ういう状況の人間は、それらしく控えめで不幸っぽく生きるべきという荒廃した心を持つのが世間

であろう。 

勘違いから手を差し伸べたいという、非平凡が備わった偽善者を装う者もいるだろう。 

 

有島はきっと、自分をわざわざ男鰥夫を一派ひとからげで判ったような扱いをせず、放っておいて

ほしいだろうし、一緒に下手な演技をさせられるのも愉快というより、面倒だろうなという感想で

ある。 

世間の安寧は変化のない定住かもしれない。現状が一番だと思う、云わば井の中の蛙である。いや、

もう蛇か何かの腹に収まって消化されかかっているかもしれない。 

 

普通っぽく……平凡に納まっていることを、身内は望むものだ。不幸と言われる境地にあることは、

非凡の道に逸れているので軌道修正しなければいけないことかもしれない。 
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作品中の「平凡」という言葉を拾ってわかったこと。 

彼にまだ精神喪失状態はないということだ。 

 

年を取ってから伴侶を亡くし、しめじめと泣く人を見ることはあまりない。抑うつ状態にあること

に気づき、独りなんだなという寂しさが沸いくるというが、あまりにもさっぱりしている。何度も

覚悟し準備の期間があったからなのか。経験してみなければ判らないこと、年を経てみなければ判

らないことなので、踏み込めない事柄である。 

 

非がないとまで行かないが、可もなく不可もなく上等な部類の生い立ち、容姿、学業成績、父親へ

の中途半端な反抗心、ｐ.72 ℓ.19泡鳴五部作のように、めためたに批評を書かれることもなく、云々。 

ｐ.74 ℓ.17僕が平凡なら、従って實直なら……平凡人は実直に自分の心のうち全てを話すものなの

か。 

そういってあとには気変わりするくらいなら、どうしてずっと貫き通さないんだと、ｐ.75 ℓ.10

非凡な人は責めるだろう。 

こんなに純粋に平凡を通せるのは本当に幸福だと思いきや、平凡であるためには、自分の心の内を

全て話すほど實直でなければいけないというのは、有島特有の二面性を統合できない癖なのだろう。 

くだりに何度も出てくる有島の「平凡である事」の基準は、どことなく、高倉健さんの「自分、不

器用ですから」と共通して、遜っているようで一途で強情だ。 

 

この作品の中で一番好きなのは、ｐ.82 ℓ.1妻が置いた雀の墓石のシーンである。とても綺麗で、

恋人のように、有島との心通う情緒的なシーンだ。 

妻の一周忌に入院していた患者に花束を贈るという平凡な道楽氣は、かつてその様に妻に花を贈っ

たのか、まだ療養していた家屋の空間に、妻がいるかもしれないという幻想にひたりたかった口実

なのか。 

忘れたくはない気持ちがまだまだ強い、自分の気持ちにまだ気づいていないのかもしれないと考え

させられる。 

だから尚更、ｐ.83 ℓ.15心から愛を感じてゐるのでなければ、夫婦になった筈がない。それから、

死は平等に誰にでもやってくると受け入れていた。 

そしてそれが愛する妻に訪れた（地上から綺麗にこそぎとってしまった）後、幸福だも不幸だもな

く、そっとしておいてほしかったのだろうなと思った。そこでペンを取るのは面白い。何気ない男

鰥夫さんの数日を題材にして。 

 

ただ一つ有島が「平凡」と思うことは、自分が再婚し死んだ後でそれぞれの妻にどんな顔をして会

えばよいのかという内容のくだりである。死ってそんなに単純なものじゃなくて、現世そのままの

再現にはならないのではないかしらん。 

まだ、有島の中で妻が地上から綺麗にこそぎとられてしまったことを認めていない。 



 10 

「平凡人の手紙」への返信 
Tkn. 

 
 
 ずいぶんと長い手紙が届き、あの時の君の様子をはっきりと思い出したよ。そうか、もう 1年に

なるんだな。確かに早いもんだ。電報をもらって駆けつけた時、君は存外落ち着いていたよ。そう

感じたのは、こうなることを以前から覚悟を決めていたような顔をしていたからだ。安子さんが平

塚の病院に入院した時の方が落ち込み、子供たちの養育のことなどでずいぶん混乱していたように

見えたからね。 

 君は手紙でやたらと自分を「平凡人」、「平凡人」と呼んで、何か言い訳のように使っていること

が気になったよ。曰く、「妻の墓には段々足が遠のく」「無事太平でいる」「後妻でも…、それほど

物欲しげな顔をしてゐる」だの…。 

 そしてその理由が「僕の幸運」で、「運命に寵愛された男」で「いつでもお神籤は大吉」で周り

からも「強い運星」と言われていた。「ただ一つの不幸は貧弱な体質と神経過敏だったが青春期に

は頑健になった。」そして一番の幸運は「平凡であること」だと決めつけている。「平均」的、「容

貌も体格も釣り合って」「君資性温厚篤実」「三太夫の役」「校長付け主事」「実直」「働き甲斐のな

い男」など幼年時代から青年時代の不満を経て、子育てをするようになってその平凡をありがたが

っている。 

 それでも例の岩野泡鳴やコエベルの批評家が「作者への強い同感」を示したことに嚙みついて、

「不幸な人だ」と同情して見せている。でも君は彼らの「人生の実相」に迫っている作品に嫉妬し

ているのではないかね。 

 君は自分でもチョッと恥ずかしいような相当前からの思いつきを書きかけ、「愛する妻」と書い

たことを言い訳し、友人が「君が再婚否定宣言」した「誤解」のエピソードを書いている。一周忌

の当日、君は花束 130束ももって平塚の病院を訪問し、副院長に渡してきたんだね。これで少なく

ても副院長には、妻の一周忌に律義にも入院患者全員に花束を届けにきた悲しみに沈んだ夫がいる

ことを強く印象付けることができた。そうした一種の儀式の後に妻が 1羽のスズメのためにつくっ

た石の墓を確認し、安子さんと散歩した砂浜のベンチに腰を掛ける。君の言うようにきっと波の寄

せる浜辺で生前の安子さんの死を改めて惜しみこみ上げてくる涙を押さえて…、と言うのが「平凡」

だが自然な流れだ。それが何と「ぐっすり寝込んだ」って？妻への思いはどこに行ったんだ。僕の

友人の奥さんなど 2年経っても夫を語るときはいつも涙声でのどを詰まらせていたよ。それを「哀

愁が深まると熟睡に陥る」などと分析してみるのは平凡どころかそれは非凡人のなせる業じゃない

か。 

 君は「お神籤は『大吉』の幸運だったが、占いでは『不幸』が続き幸福とは言えない」と言いつ

つすぐに「なかなか幸福を感じている」と書いている。 

 何でこんなくだくだと長い手紙を書いているのかを最後に教えてくれた。「頭が悪いから、脱線

したが、ようするに再婚話を持ちこまないでくれ。もう少し、永い目で見てくれ。」ということだ。
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一体、君は平凡なのか非凡なのか分からなくなったよ。 

まあ、せいぜい「自分の尺度」とやらを探したまえ。では左様なら。 
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『平凡人の手紙』 
Int. 

 

 

 なぜこの題名にしたのかを考えた結果、これから書くことは世間の常識とは異なったことや突拍

子もないことも出てくるだろうが、平凡な私の所業なのでどうか大目に見てほしい、と前以て予防

線を張る戦法と見ました。 

 手紙の相手は、妻が亡くなった時電報を打ったらすぐ駆けつけてくれた人です。一周忌に病院へ

持っていく花束を抱え平塚へ行くために列車に乗ったら、一人の友人と出会ってしまい再婚を薦め

られます。友人が降車したあとちょっと首垂れて、これからどうやって世間を渡ればいいんだろう

と思っていたら、手紙を書くことを思いついたという設定です。（以下、作品からの引用は当用漢

字と現代かなづかいに直しました。） 

 

 ここまで書いて、ちょっと「道楽気」を出して脱線することにします。先ずは「平凡」の登場回

数を数えてみます。計２９回を回数の多い順に挙げると、次のようになります。 

  ①「平凡な」「平凡」ともに９回   ②「平凡人」５回 

  ③「平凡に」「平凡さ」ともに２回  ④ 「平凡なら」「平凡振り」ともに１回 

次にどこに出てくるかを見てみます。 

 ・２頁目に６回 ・３頁目に２回 ・４頁目に４回 ・５頁目に３回 

 ・６頁目に１回 ・７頁目に１回 ・８頁目に１回 ・９頁目に４回 

 ・11頁目に２回 ・13頁目に２回 ・14頁目に３回 （計２９回） 

２～５頁目に計１５回と全体の半数越えで登場します。これは導入部で多く登場させることによっ

て読者に意識づけしたものと思われます。また、９～14頁目に計１１回（４割弱）登場するのは最

後まで行っても自分は平凡人であることをしつこく念押ししているのでしょうか。登場しない頁も

３頁（１、10、12頁目）ありました。 

 

 さらに有島が「平凡（人）」をどう捉えているかを調べてみます。 

               共に語るに 

十人並み--    --実直    足りない--     --幸運、幸福 

道楽気----    --率直   愛する妻を--     --人の下積になって 

                 悲しむ       こつこつ働く事は 

                           そう苦にならない 

基督教徒によると平凡人である僕は「可哀そうな男」らしいと作品には書いてあるし、また、有島

自身は「平凡人」のことを「共に語るに足りない」と卑下しているように見えますがそれは本心で

はなく、それを含めて概ね肯定的で、逆に気に入っている様子が窺えます。 

 

平凡 平凡

人 
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 今度は、構成を見てみますと全体が６つに分かれます。 

第１部（ｐ７３前半まで） 

｜  「一寸失敬、今手紙を女中が持って来たから。」 

第２部（ｐ７５後ろから６行目まで） 

｜  「偖（さ）て、ここまで書いたら十一時になってしまった。（中略）この手紙 

｜   は明日又後を書く事にして、今夜は寝る。」 

第３部（ｐ７８ ２行目まで） 

｜  「先刻は手紙に夢中になっていてもう少しで乗越しをする所だった。今停車場 

｜   前の茶屋で上列車を待合わせている間に又続けて書く。」 

第４部（ｐ８０前半まで） 

｜  「手紙を書くと云えば先刻上り列車が一つ通ったんだが、（中略）実際自分でも 

｜   少々自分を持余す次第だが、それにつけても幸福はこうしていないと来てはく 

｜   れないものらしい。」 

第５部（ｐ８４ ４行目まで） 

｜  「そら次の汽車がもう来る、今度はさすがに僕も乗りおくれてはいられない。」 

第６部（ｐ８４最後まで） 

 

現実の状況を挟むことで場面転換のような働きをさせていて、戯曲の体裁を感じます。 

 

 次は全６部がそれぞれどんな話題を扱っているのか見ます。 

【第１部】 

 妻が亡くなって１年になったが、存外平気でいるのは自分が運命に寵愛された男で幸運なためだ。

それは全て自分が平凡であるからで自分は幸福である。 

【第２部】 

 後妻のことが噂されているらしい。妻の死後、何人もの女性と親しくなったが、それはまだ再婚

する気がないのでできることだ。でもずっと一人でいると決めてもいない。結局は成り行き次第で

あり、成り行きに任せる自分の平凡さに満足している。 

【第３部】 

 妻の一周忌に花束を百三十把注文した。妻が世話になった病院の入院患者に贈るためだ。花束を

持って列車に乗ったら一人の友人に出遭ってしまった。彼からすぐに再婚すべしと延々説得される。 

【第４部】 

 車中の友人は、年老いた母親に孫の世話までさせて楽をさせないうちに死なせてしまったのは自

分が早く再婚しなかったからだと言う。自分は子が生まれた時に「子を持って知る子の恩」という

格言を考え、孫ができたときに備えて祖父と孫の格言も用意してあるが、どうも非凡な友人と平凡

な自分は父と子、祖父と孫の関係について考え方に相違があるようだ。でも、僕が再婚を拒絶して

いるのではないことを知って、立派な人を見つけてあげようと言って列車を降りていった。 



 14 

【第５部】 

 病院に行ってみると、医員の大多数は入れ替わっていて知っているのは副院長だけであった。妻

と散歩した時に腰掛けた藤棚の下のベンチで休み、平凡人らしく妻の死を悲しんでいると、哀愁が

極まって熟睡してしまった。非凡な人達は死に打ち勝とうとするから幸福を感じないのだが、平凡

な自分は死というもので鳧（けり）がつくから大いに呑気でいる。 

【第６部】 

 再婚をしないのではないが、平凡人は非凡人のまねをすると取り返しのつかないことになるから、

どうするか自分で決めるまで見守ってほしい。それだけを言うために脱線しながらこんな長い手紙

を書いたのは、自分が平凡人であるからだ。 

 

 相変わらず辞書を引きます。平凡人とは平凡な人のこと。では「平凡」とは何か。曰く、特別す

ぐれた所や変わった点が無い・様子（物）。言っているのは私ではなく「新明解国語辞典」。私はこ

の辞典が好きですが、この解釈には異議を唱えたくなります。「千差万別」「十人十色」と言うじゃ

ないですか。人は他人と違って当たり前で、それでこそ生きる値打ちがあるはずですが、よく知ら

ない人から見た目だけで、この人は特に変わった所はなさそうだから平凡ね、などと評価されては

たまらない。私が言いたいのは、平凡な人間というのは存在しないということに尽きます。 

 人はどこか他人とは変わっている所があります。例えば、誰もが他人には隠しておきたい自分の

姿があるけれども、私はこんな変わった好みがありますと札をぶら下げていたり、人前で他人とは

違うこんな考え方の人間なんですよなどと一席ぶったりするはずもなく、そういうことは本人にし

かわからない。それを以て他人とは特別に変わっていないなどと評価する辞書の解釈があってはい

けないと思うのです。（笑） 

 世の中に「普通の人」とか「平均的な家族」などが存在するかのような言説がまかり通っていま

すが、そういうものはありません。同様に「平凡な人」も存在しないというのが私の持論であり、

この考え方だけとっても私が平凡ではない（＝他人とは変わっている）ことを証明していると断言

できます。 

 

 では、有島はどうでしょう。作品を読んでいくと、文体が軽妙です。その軽妙さを受けて「平凡

（人）」という言葉を実に都合よく（わざと）使っているように思います。他人が面と向かって意

見してくるのに、ひょいひょいと体をかわしている感じです。平凡人がやることだから勘弁してく

れと言いながら、同時に細やかな心遣いをします。亡き妻の一周忌に世話になった病院の入院患者

全員に花を贈るなど多くの人は考えませんが、有島は、平凡人だからこんなことを考えて実行して

しまうなどと照れ隠しをしながらも得意気です。 

 

 ある考えや価値観に賛同する人が多ければそれがその時々の世間の常識になってしまうだけの

話なのに、まるで太古から続いてきたように疑問視しない人が大勢います。有島はそのような、長

いものに巻かれたり、自分が多数派の中にいることを確認して安堵する人々をちょっとからかって
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みたくなったのでしょう。世間の常識なんて情勢が変われば簡単にひっくり返ってきたじゃないか

と言わんばかりです。 

 平凡人と非凡人を対照することにより、自分が平凡であるためにいかに世の動きから落ちこぼれ

ているか、いかに他人と同じように考え行動することができないかを嘆く振りをしてみせます。し

かし、「自分は世間の常識とは違う尺度（物指し）によって振る舞うので概ね気楽で幸せな心持ち

でいられるし、満足してもいる。再婚もしたくなったらすればよいと思っている。呑気なものだ。

対して非凡人は社会の常識に自分を合わせるように振る舞って、無理をしているのではないか。窮

屈な非凡人にはなりたくないものだ。」と明らかに言ってますよね。この辺りが６幕劇の結論では

ないでしょうか。 

 

 すっとぼけた物言いというか、皮肉スパイスがたっぷりかかった表現を拾ってみました。 

・少年時代に僕の持った只一つの不幸は非常に蠃（ら）弱な体質と、それに原因する神経過敏だっ

たが、夫れも青春期からは見事に調節されて兵隊にさえ取られる程の頑健さになった。（ｐ71） 

・容貌も体格も実によく釣り合って出来ている。而してその凡てが十人並みに。そこで僕は幼年時

代にはさるやんごとなきお方のお学友と云うものに選ばれた。（ｐ72） 

・教員をすると校長付き主事と云う三太夫の役を仰せ付かった。（同上） 

・出来ない相談を常住腰にぶらさげていなければならないと云う不幸は全く同情に値する。（ｐ73） 

・思い存分感傷的になって見たかったのだが、友人の機嫌を損じてまで、それを押通す非凡人の非

常識さは持合わさなかったのだ。（ｐ76） 

・一体皆んなは、如何すれば人間の為めになるかと云う、僕なんかには一寸見当のつけようもない

問題を、感心によく弁えていると見えて、少しも不安なげに仕事にいそしんでいるのが羨ましい。

（ｐ77） 

・過重な大問題を裕かに僕に恵んでくれて、同情深い僕の友人は重荷でも捨てたように、洋杖を振

廻わしながら身も軽く列車を出て行った。（ｐ80） 

・胃弱の男が山のような珍味の前に坐らされたように、暫く僕はうんざりして首垂れてしまった。

（同上） 

・妻を失ってもその為めに悶死したり再婚など思いもよらないと思う程不幸ではない。（ｐ83） 

・基督教徒なぞは、（中略）可哀そうな男もあったものだと高い所から同情を垂れてくれるに違い

ない。（同上） 

 

【番外編】作品中に特に気に入った表現がありましたので紹介します。 

 

妻と云う一人の女は二度と顔出しの出来ぬように、「死」と云う奴がこの地上から綺麗にこそぎ

取ってしまったのだ。そんな事を考えると彼奴の悪戯が一寸ほほえましくなる。やがては彼奴が、

腐った手拭のような香のする古雑巾で、生存の意義も知らず、人類の為めにも役に立たず、一身の

処理すら出来ない僕と云う男を、穢ない染斑（そめむら）だと云わんばかりな渋い顔をして丹念に
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拭き取ってしまう時が来るのだ。（ｐ82） 

 

これまでは平凡であることで呑気に幸せに暮らしていられると言っていたのに、この文章では、

平凡な自分がまるで何の価値もないみじめたらしい人間のように死んでいくだろうと見据えてい

ます。これは何も有島に限ったことではありません。「死という奴」「運命」「神」「自然」などの前

に立ちすくむしかない人間本来の姿を言い当てたものだと思いました。 
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有島読書ノート31： 分かり難さの真意を読む 
～『平凡人の手紙』 

Ums. 
 

 

『平凡人の手紙』は『カインの末裔』と並行して書かれ、掲載誌は異なるが同時に（T6.7）発表さ

れた作品であり、有島武郎には珍しい屈折した諧謔（かいぎゃく）によって全編が構成されている。 

 

「僕は実際その後でも愛する妻を失った夫らしい顔はしなかったやうだ。この頃は大分肥っても来

たし、平気で諸興業の見物にも出掛けるし、夜もよく眠るし、妻の墓には段々足が遠のくし、相変

わらず大した奮発もしないで妻がいる時とさして変らない生活をしている。」（『平凡人の手紙』P71） 

 

概ねこのような調子で、友人に宛てた手紙の中で妻を亡くした自分の心境や様子、挿話を物語る構

成で作品は表現されているが、その主人公は自分のことを「平凡人」と称している。 

この物語は、「平凡人」をアイデンティティとする男の一種のパロディのようにも読めるが、はた

してそうなのか、作者の意図がなかなか掴めない。 

「平凡人」とは、何だろう。 

作品の中で作者が行った皮肉っぽい定義の裏に張り付いている真意は、いったい何だろう・・。 

 

「・・手紙」で思いつき、武郎の書簡に目を通してみた。 

 

１．武郎の手紙 
 

『平凡人の手紙』は、1917(T6)年７月１日発行の『新潮』に発表された。同日発行の『新小説』に

は、『カインの末裔』が発表されている。 

この二作について、武郎は吹田順助と書簡のやり取りをしている。 

 

「本月号の二作をお読み下っさった相で綿密な御批評を有難う御座いました。足助、宮原の評によ

ると「カイン」は僕の作物中の最大駄作だ相です。又「平凡人」はたんなる皮肉に過ぎない相です。・・

（中略）・・皮肉の大嫌いな僕が我慢が仕切れなくなってとうとう皮肉を云ってしまった心持ちを

お察しください。僕は皮肉屋が大嫌いでした。それは何時でも劣敗者が優勝者に投ずる爆裂弾だか

らと思っていたのですが、優勝者が対等の言葉でadressするに足りない劣敗者に対して使う言葉と

しての皮肉を見ると、或る場合は使用することが必要になるとも思いました。」（7/19吹田順助宛） 

あることに我慢できなくなって「皮肉」を作品化したことを著者本人が明かしている文面だが、そ

れがどのような状況を指しているのか、また文中で言う「優勝者」「劣敗者」とは誰を指すのか、

この文面だけではよくわからない。両者とも、それぞれに異なる第三者だろうか。 
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足助素一に宛てた手紙がある。 

 

「昨日平凡人は午後の汽車で平塚に出掛けた。・・（後略）・・」（8.3／足助素一宛） 

 

まるで『平凡人の手紙』そのままの世界から送られてきた一筆に思えるが、これは、武郎が安子の

命日の翌日に平塚（安子が没した病院の所在地）に出かけた時の様子を、自らを少し茶化して足助

に送った文面のようだ。つまり、「平凡人」は武郎自身のことになるが、平塚に赴く自身の行動を、

作品の中においてもあるいはこの手紙の中においても茶化していることになる。 

なぜか。 

 

吹田宛の手紙でいう「優勝者」と「劣敗者」は、いずれも武郎自身の二つの側面を指し、「優勝者」

は著者である作家有島武郎、「劣敗者」は妻をなくした生活人有島武郎、ということになるような

気がする。 

その「二者」の間で、なぜ「皮肉」をいうのか。 

ここでいう「劣敗者」つまり「平凡人」の作品中の言行として表現された諸々の「社会的常識・反

常識」が、著者からみて「皮肉」で描くしかないことだからであろう。 

もう少し踏み込んで想像するに、「平凡人」の言動をもたらしたのは、本人の自我など主体的意識

ではなく、社会の一般常識や「歪んだ同調圧力」に左右されて生じた意識であろう。この同調圧力

は、武郎本人にとっては、妻の死後周辺から陰に陽に寄せられる様々な反応として、到底受け止め

がたいものであったのではないか。だから、「我慢が仕切れなくなってとうとう皮肉を云ってしま

った心持ち」と書いているのだろう。 

これを、率直に、周辺への反論、反発として書くことを避け、文学作品の中で暗喩に押し込めた表

現内容が「皮肉」ということなのだろう。「優勝者」つまり著者の立場で、社会意識を歪めながら

も体現している「平凡人」を「劣敗者」として、しかも、そのような「劣敗者」としてのありよう

が自分自身にも当てはまるという、あながち無視できない可能態という、シビアな自己分析も含め

て、作品の中に隠し込んだということなのだろう。 

 

では、このような手の込んだ作品をあえて書いたのは何故なのか、という疑問が湧いてくる。 

その答えは、既に吹田への手紙の中にあるように、直接的には「我慢が仕切れなくなってとうとう

皮肉を云ってしまった心持ち」にあると思われるが、具体的にどのような事情や経緯のことかは、

わからない。しかし、それは情報として分からずとも、その内実については作品の中から読みとれ

るのではないだろうか。しかも、そこには、単なる鬱憤ばらしとしての表現には止まらない、作家

としてのある種の真意があるはずだ。 

 

ということで『平凡人の手紙』に移りたいが、その前に、もう少し「武郎の手紙」を読みたい。 
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それは、安子が死んだ直後に周りの親しい人に宛てた、武郎自身の本音を綴った表現がそこにある

からである。 

この内容が、『平凡人の手紙』を読み解く鍵になるような気がする。 

 

「ヤスコケサ八ジ シズ カニユク」（1916(T5).8.2／有島武宛） 

 

「僕は彼女の愛を虐げなかったことをうれしく思います。愛のふみにじられなかったものの死は美

しいものです。今はもう悲しむべき時ではなくなりました。 

安子が二月八日に書遺した文の中に、 

子供達には私の死と云ふことを知らせないようにしていただきたいと思ひます。御葬式などには参

列させないで下さい。小さな清い子供心に死とか御葬式とか云ふ悲しみを残させることは本当に可

哀相で又悪い事で御座います。・・・（中略）・・と子供のことが書いてありました。 

これは皆さんの前で読んで賛成していただきました。出来るだけ実行したいと思うのです。・・・（中

略）・・・ 

安子は僕一人の介抱の許に逝きました。誰も末期には間に合いませんでした。それが不思議にも彼

女の遺志であった事を遺言の中に見出しました。 

僕は悲しんで居るのか喜んで居るのか分かりません。多分喜んで居るのです。涙の出るのは美しい

ものを見て出る時の涙のようです。然し、遺孤の事を思ふと胸が裂けます。」（8.2／有島生馬宛） 

 

武郎は、安子との愛と安子の遺志をそのまま実現できたという自負の中で、安子の中に自分を投影

してそこから述べた。愛し合ったものどうしゆえの奥深い言葉として、生馬に書いた文面であった

ろう。「多分喜んで居るのです。涙の出るのは美しいものを見て出る時の涙のようです。」というの

は、そのことの率直な自己表現であった。安子を失った武郎の魂がここにあったことを、読者も素

直に受け止めることができる。 

しかし、当時の（おそらく今も）社会的意識は、彼のこの言葉をそのまま受け止め理解することは

難しいだろう。 

 

彼のこの心境は、最も心を許しあった足助素一や吹田順助当ての手紙の中にも書かれている。 

 

「・・・（前略）・・・ 

亡き妻の上を僕はどうしてもさう悲しむことは出来ない。彼女が生きていた時よりも彼女は緊密に

ぼくの胸に結び付けられた。是れは悲しむべき事実ではない。信仰の高上？悲痛を味わう事が信仰

の成立つ条件とするのは如何しても僕には判らない。悲痛とか不幸とか云うものは僕の心をひきし

めて益々戦闘的にするかも知れないが決して信仰的にはしない。 

今度の事は僕の宗教心に何らの動揺をも進歩をも来さない。然し僕の人生経験には深い感銘と教訓

とを残した。」（8.8／足助素一宛） 
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足助に書いた武郎の心境は、先の生馬に宛てた手紙を読んだあとでは、素直に胸の中に注ぎ込まれ

てくる。しかし、その前提がない状態でこの文面を読んでも、ストンと賦には落ちないかも知れな

い。武郎の文章は、それだけ魂の奥深いところから出ている、真情に満ちた崇高なものである。 

足助は、この手紙の心情はそのまま受け止める事ができたはずである。吹田も同様であっただろう。 

 

「私も毎日暢気にして一心に妻の遺文を写して居ます。死は人を遠くするよりも近くするものだと

云ふ事実だけははっきり合点がゆきました。妻も私を今本当に理解しているでしょう」（8.17／吹

田順助宛） 

 

「幸せ」かどうかまでは判らないが、「納得」を心のうちにしっかり抱えていることが伝わってく

る文面である。 

この心境は、私も理解できる。 

それは彼の自己防衛に由来する妄想だろう、というツッコミも成り立つかも知れないが、たとえそ

うだとしても、彼の心の厳粛な納得は揺らがないだろう。 

 

そして武郎は、この心境から少しづつ自己対象化をはかるようになる。 

 

「・・・（前略）・・・ 

僕は淋しく悲しくないか、そんな事はありません。日が経つにつけて今まで予想もできなかった、

深刻な寂寞が心のどん底を襲ってくる事があります。而かもその同じ僕が妻の在世中は家庭を厄介

視し妻の不在をさへ願った事があります。妻の死を仮想することが僕の一種の自由と解放の快感を

與えた事すらあります。今でも真実を告白すると僕の心のどこかにはそんな風な感じがただよって

居ないではありません。僕は一體独りで居るのが好きです。然しそれは僕の消極的な退廃的な性質

がさせる業です。僕の積極的な一面は生命の盡滅に対して醫すべからざる痛みと渇きを覚えます」

（10.3／吹田順介宛）	

	

武郎の、自らを晒すこのあけすけな誠実さは、人間として崇高と言えるほどの深い純粋さであり、

それゆえに、世間的には限りない誤解と偏見にさらされる要因であろうと思う。限りない強みでも

あるし、理解の域に収まりにくい弱みでもあろう。 

彼のこの飾ることのない率直な自己表白は、既に『幻想』(1914(T3)年)の中においても表現されて

いることだが、安子が発病する前に書かれた『幻想』における彼の「正直さ」を思い出すなら、こ

こでの「告白」は、さほど驚きもせずに素直に受け止められるはずである。 

 

そのような武郎の心境を理解し得ない周辺世間からの様々な声に「我慢が仕切れなくなってとうと

う皮肉を云ってしまった心持ち」で、彼は、『平凡人の手紙』を書くことになった、ということか。 
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しかし、周辺世間の無理解への直接的な反発や反論としてではなく、「もし自分が、そのような社

会意識に振り回されながら生きる平凡人だったら、どのように行動しただろう」というモチーフと

して、この作品にそんな自分自身の虚像を託して投影した。だから、「平凡人」は武郎自身の屈折

した虚像であって、武郎自身ではない。 

とは云っても、武郎自身の陰影を含んだ分身ともいえる存在である。 

この「告白」を内包した彼自身の二重性を仮託したのが、「平凡人」である。 

 

この複雑ともいえる文学上の虚構が『平凡人の手紙』の真髄であり、この作品は、有島武郎の一種

の「文学論」ともいえるテーマを暗示しているような気がする。このことを如実に示したエピソー

ドが『平凡人の手紙』に由来する批評家との論争として顕在化するが、それについてはこの作品を

読む中で触れてみたい。 

 

２．『平凡人の手紙』 
 

この作品は、本当に難解だ。 

作者が有島武郎だと思うからなのかもしれないが、彼らしくない作品だと感じてしまうことに起因

する難しさだ。文字通り素直に読めばいいではないか、という向きもあるかもしれないが、それで

は彼の文学を読んだことにはならない。 

そんな妙なこだわりが、どこかで作品理解を邪魔しているような気もする。 

なぜ、わかりにくいか。 

表現がそのまま作者の意図とは思えず、その裏か、さらにまたその裏がありそうな警戒心を誘うか

らである。 

 

先の章で、武郎自身の手紙を読んだ。その中に書かれた安子の死に対する彼の真摯な想いを踏まえ

ると、「平凡人」が問わず語りに饒舌に手紙に書く、死んだ妻への想いや自分の行動、周囲とのエ

ピソードなどを読み返すたびに、武郎の手紙そのものとのギャップに戸惑う。 

この戸惑いこそが、作者の狙い、作品の意図なのかもしれない。 

 

「足助、宮原の評によると「カイン」は僕の作物中の最大駄作だ相です。又「平凡人」はたんなる

皮肉に過ぎない相です。・・（中略）・・皮肉の大嫌いな僕が我慢が仕切れなくなってとうとう皮肉

を云ってしまった心持ちをお察しください。僕は皮肉屋が大嫌いでした。それは何時でも劣敗者が

優勝者に投ずる爆裂弾だからと思っていたのですが、優勝者が対等の言葉でadressするに足りない

劣敗者に対して使う言葉としての皮肉を見ると、或る場合は使用することが必要になるとも思いま

した。」（7/19吹田順助宛） 

 

『平凡人の手紙』は、「優勝者」である作者有島武郎が「劣敗者」である生活者有島武郎に送った
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皮肉である。と、先の章で考えた。 

しかし、武郎の手紙からはそれ以上のことは読み取れなかった。 

作品『平凡人の手紙』から直接読み取るしかない。 

それが、独立した表現媒体である文学の読み方だからだ。 

しかし、何度読み返しても、わからなさは一向に変わることなく循環して再び戻ってくる。 

 

「平凡人」の属性描写から分かるように、彼は「有島武郎」本人のある種の虚像としての一面が表

現されたキャラクターである。 

 

「而して僕の幸福は自分でも認め、他人も認める、この欠点のない平凡から生まれ出ているのだ。

客気があった青年時代には円満だと云はれる事にすら不満を覚えたものだが、この頃のやうに長男

が小学校に這入るなどと云ふ事になって見ると、僕も自分の平凡をありがたく思ふばかりだ」（『平

凡人の手紙』P72） 

 

これは、武郎の真意に近い自己表出かもしれない。特に、「客気があった青年時代には円満だと云

はれる事にすら不満を覚えたものだ」という告白は、実像に近いだろう。 

しかし、かと言って、「平凡人」の言葉はそのまま武郎自身を言い表してはいない。 

特にこの作品の大きなモチーフとなっている妻の死をめぐる「平凡人」の心境については、先に読

んだ武郎自身の手紙の上澄みだけを本人が敢えて意図的に薄く斑らに掬い取り、歪んだ表現に載せ

たものである、と言ってよいだろう。 

 

「亡き妻の上を僕はどうしてもさう悲しむことは出来ない。彼女が生きていた時よりも彼女は緊密

にぼくの胸に結び付けられた。是れは悲しむべき事実ではない。」（8.8／足助素一宛） 

 

「僕は幸に健康だ、まだ夢一つ見ない、併し是からそろそろ切ない時が逼るのだろう」（8.15／足

助素一宛） 

 

「私も毎日暢気にして一心に妻の遺文を写して居ます。死は人を遠くするよりも近くするものだと

云ふ事実だけははっきり合点がゆきました。妻も私を今本当に理解しているでしょう」（8.17／吹

田順助宛） 

 

これらの書簡は、武郎の実像と「平凡人」という虚像の接点となるレイヤーを示す表現と言っても

よい。先にこれら武郎の手紙の真意を穿った事で、このレイヤーの上澄みから「平凡人」のキャラ

クターが導かれる文学上の化学反応を読み取ることができる。 

武郎は、安子の死に関する自身の深い想いを、親しい友人に宛てた書簡のようにそのまま社会に表

出しても理解を得られないだろうと判断したのではないか。それを、文学作品として昇華し表現し
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ようと決めたのである。その意図は、自分の真意を理解せずにスキャンダラスに扱う世評に対する

反論を意味したが、のみならず、実はそのような一面が自分自身にも否定し難く混在していること

を含んだ、自らへの皮肉として内省化し作品としたのではないか。 

 

その世評とは具体的にどのようなものだったか、私は研究者ではないのでわからないが、『平凡人

の手紙』の中で再三言及している「再婚の噂云々」に暗示されているように思える。その世評が具

体的にどうであったにせよ、武郎は、それを自身を振り返る奇貨としてとらえ、自身の実像と虚像

が織り交ぜられたパロディとしての存在すなわち「平凡人」というキャラクターを創造し、そこに

真意を複雑に皮肉化して織り込んだのであろう。 

つまり、読者が武郎本人と見まごうだろうわざとらしい「平凡人」を、いかにもわざとらしく表現

することで読者の混乱を誘発し、実像と虚像が渾然と一体化するように仕組んだのである。 

さらに言い換えれば、死んだ妻に対する表面の虚像として「平凡人」の言葉を書き、武郎自身の真

意との虚実を混沌とさせることで、裏面の実像の言葉を作品世界の奥底に暗示し、読者の察しに委

ねた、ということである。 

『惜しみなく愛は奪う』の「暗示の娘」を彷彿とさせるレトリックでもある。 

 

このような読み方を裏付けるエピソードが、この作品の中に描かれている。 

 

「・・・（略）・・・、まあ文字通りに取るとすると、その人なぞは随分不幸な人だと同情に堪えな

かった。下劣、醜陋が実相である人生に居て、熱實な道義的気魄を憧憬するー出来ない相談を常時

腰にぶら下げていなければならないと云ふ不幸は全く同情に値する。これ程不幸な人は多分そんな

に澤山いる訳ではないだろうけれど」（『平凡人の手紙』P73） 

 

これは、作中の「平凡人」が、ある文芸評論家の文章に対して感想を述べたくだりである。ここで

触れた文芸評論家とは前田晁のことであるが、前田本人がこのくだりを目にしたことから、両者の

間で論争が起こり、『讀賣新聞』のT6.8月の紙面に両者の文章が掲載されるに至った。 

この論争自体についてここでは深入りしない。連して注目したいのは、武郎が主張している次のロ

ジックである。 

 

「断っておくがああ云ふ考へ（※前述引用の箇所）は作者なる私の考へではありません。私の創り

上げた一人の人物即ち「平凡人」の考へなのです。・・（中略）・・論文でもなければ、私の感想の

発表でもありません。矢張り作物です。私だけには下手でも何でも創作です。一つの性格の諷示的

な描冩です。その中に描かれた主人公なる平凡人の眼には問題になっている批評家は明らかに不幸

な人としか寫らなかったのです。」（『「平凡人」の言禍（前田晁氏と氏の如き態度にある批評家に）』

T6.8月より／下線部は梅田） 
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そして、この「平凡人」は、次のように受け止めたはずだ、と「平凡人」の創作者である武郎自身

が「平凡人」のキャラクラーを解説している。 

 

「平凡人はあの作物が示しているやうに大多数の人間を親切ないい人だと思っている。親切にもよ

くも思はれない所は自分が平凡で他人が非凡だからさうなのだと思っている。平凡ではあるが人間

の何処かには美しい物が必ずあることを疑っていない。平凡なりにもっと人間の美しさにより多く

触れたいと願っている。そこに突然前田氏の批評を読んだから驚いてしまったのだ」（同上書P158） 

 

先の引用下線部がそうだが、作者武郎によると、「平凡人」は「諷示」として創造された存在であ

ると。それは、吹田に当てた手紙の中で「皮肉」と書いたものと同一であろう。「諷示」であれ「皮

肉」であれ、それは実像に内在するもう一つの像、虚像、いわば「もう一人の武郎」なのだ。 

では、武郎は、本人自身と紛うが如き「もう一人の自身」を、なぜあえて創造し表現したのだろう

か。しかも下手な喜劇台本のように、あまりにもあからさまに嘘っぽい戯画として「妻が病死した

男」を描写したのか。 

 

私は、二つの理由があったと思う。 

一つは、安子の死について生馬や足助や吹田に書いた手紙に関連することであり、もう一つは、同

時に書き進めた『カインの末裔』に籠めた「創作手法」に関連することである。 

 

まず、前者について書く。 

 

「不幸な人ほど、言ひ換れば非凡な人ほど、夫婦関係なぞと云うものより一段高い所に広々とした

餘裕を持っているものだ。所が僕は平凡で従って実直だから、思った通りに愛する妻と云ってしま

う次第だ。」（『平凡人の手紙』P74） 

 

ここに描かれている「非凡な人」も「平凡人」も、カリカチュアライズされている。真意に皮肉が

ブレンドされた異臭が匂ってきて、読者はこのどちらからも、肯定も否定もしきれない不安定な心

持ちに誘われる。「非凡な人」も「平凡人」もどうやら文字通りのことではなさそうだぞ、何か裏

がありそうだ・・との思案を誘う。安子の死についての武郎の想いは結局のところどうなんだろう、

と、この戯画のレイヤーから一段奥まった所に渦巻いているブラックホールに思案が吸引されてい

く。 

 

この陥穽が武郎の狙いだった、としたら、どうだろう。 

「文学とは、この陥穽のこと。渦巻いているブラックホールのことなのだ」と、武郎は「平凡人」

の言葉の中で文学の秘儀を明かしてくれたのだと思えてくる。 

もっともらしい嘘を書き連ねた舞台進行劇のその「嘘」の影に封印された、作者の黙したコトバを
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感得して欲しい。それが自分の文学なんだと、「平凡人」の饒舌は言外に語っている。文学は、い

つも書かれた言葉の背後にひっそりと控えていて、それは読者の心が求めるときにしか感じ取れな

いものだよ、と言っている。饒舌な言葉によって覆い隠すことで、逆にそこに秘されている真意の

在り処を黙示しているのだ、と言っている。 

ここでは、安子をなくした自分の悔いと悲しみを「平凡人の手紙」の文面の行間や裏から読み取っ

て欲しい、感じて欲しい、そこに文学がある。と、武郎は言いたいのではないだろうか。 

 

後者については、『カインの末裔』を生み出した武郎の「小説論」とも言うべき、作者とモデルと

作中人物の融合による創作手法のことに触れる。 

武郎は、「仁右エ門は自分だ」とあかしたが、「広岡仁右エ門」という作中人物は、そのモデルであ

った「広岡吉次郎」と、作家有島武郎の中の「もう一人の武郎」を化学反応させて創造した存在で

ある。この化学式で炙り出したかったのは、「もう一人の武郎」の自画像であったろう。 

これと同じ文学創造の方法論から、『平凡人の手紙』における「平凡人」と生活者有島武郎、そし

て作家有島武郎の中の「もう一人の武郎」、という関係性を読み取ることができる。 

この関係性のモチーフは安子の死であり、これを接点として前者の論点に溶け込んでいく。 

 

生活者有島武郎と作家有島武郎の中の「もう一人の武郎」がどのように重なるのかずれているのか、

「平凡人」を描写する中で透視したかったのではないだろうか。その透視の仕方が、作品に漂う「皮

肉」に込められた分かり難さだったように思う。 

この分かり難さは、武郎という人間の分かり難さに由来しているが、しかし、それは、そのように

感じる読者自身に由来していることかもしれない。 

武郎の文学は、読者に自らへの振り返りを促している。 
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『平凡人の手紙』…… 「僕」の闇 
Tms. 

 

 

一 「尺度」と「脱線」 

  『平凡人の手紙』の最後の部分である。「判るかな。では左様なら。」がとても挑発的だ。 

 

「僕は再婚しないと云うのではない。唯もう少し考えさせてくれ給え、結婚したくなったらこっち

から申出るからそれまで待ってくれ給え。僕のように平凡な点からのみ幸福を見出している人間は、

真似にも非凡人のしたような事をすると取り返しのつかない怪我になるから、自分が自分の尺度を

探し出すまで永い眼で見ていてくれ給え。そう云いたいまでだったのだ。そうしたら頭が悪いもん

だから大いに脱線してしまったのだ、然し脱線しない位なら僕は天からこんな平凡な事は書きはし

ない。書かずにおいては僕の用が足りなくなる。判るかな。では左様なら。」(全集 84P最終段落の

後半。以下では、新仮名遣い・新字体で引用する。) 

 

 「僕」は自分の尺度が見つかって自分から言い出すまで再婚話は待ってくれと、手紙の宛先人で

ある「君」に頼んでいる。これが小説の簡単明瞭な主題である。しかし、ねじ曲がった語り口や意

図的な韜晦から見て内実はとても複雑なのだと思われる。例えば「自分の尺度」とは何のことだろ

う。「脱線」したというけれど、どうしてどんな風に脱線したのだろう。今回、私が考えてみたい

ことはこの「尺度」と「脱線」に一通りの答えを見つけることだ。それにしても、作者は「僕」に

「頭が悪いから思わず脱線してこんなことを書いた」と言わせておいて、すぐそのあとで「このこ

とを書かなかったら手紙を書いた意味がなかった」とも言わせている。「脱線」を装って隠れた主

題を展開している。だから「脱線」「尺度」を解き明かすことが重要なのだと思われる。 

 初めに三つ断っておきたい。 

 『平凡人の手紙』は読みにくくて難しい小説だった。作者の韜晦趣味に翻弄される私の頭の悪さ

のせいでもあが、例えば、指示語の指示内容が捉えにくいのはいつものことだし、「平凡」「非凡」

のような重要語の意味も分かりにくい。「僕」は自分を平凡人だ頭の悪い人間だとうそぶいている

が、平凡人は自分を平凡人だなどとは言わないぞと作者の挑発に乗って私は腹を立ててしまう。 

 「『平凡人』の言禍」(大正 6年＝1917年 8月読売新聞)は、『平凡人の手紙』の中で「僕」が泡鳴

の描く人物像に共感を示す人は不幸だと書いたことを、共感を示したと思しき実在する前田某氏か

ら反論されたのに対して、有島が反論した文である。その中で、「僕」は小説上の架空の人物なの

だから、その「僕」の言説がけしからんからと「僕」が直ちに作者自身であると見なしてに作者を

非難されても困るのだと反論している。それはその通りだと思う。しかし、この反論は一方で『平

凡人の手紙』が私小説ではないと明言していることにもなるので、読者としては「僕」と作者有島

の実生活とが似ていたとしても、最後まで虚構の人物として読む礼儀を守りたいと思う。むしろ、

私小説作家が読者の作者に関する知識に依存して、虚実綯い交ぜに書く小説的詐術を有島が悪用し
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ていないことを願う。登場人物が作者からどれだけ独立した人物として描かれていることが重要だ。 

 『平凡人の手紙』と同じ年に『惜しみなく愛は奪う』、『死と其の前後』、『カインの末裔』が発表

されている。これらの小説・戯曲が『惜しみなく愛は奪う』で展開された「奪う愛」という思想を

どのように描いているかに留意してを読むべきであろうと考えた。しかし、『惜しみなく愛は奪う』

の愛の思想を、評論を再読三読してもよく理解できなかった。それで作品の連続性に注目する読み

方は、いずれ是非明らかにしたい課題だけれど今回は見送らざるを得なかった。 

 

二 「子を持って知る親の恩」 

 「脱線」は巧みに仕組まれているが、なかでも格言をめぐる語りは最たるものだ。そこで、格言

の出発点に置かれている「子を持って知る親の恩」の意味を確かめることから始める。 

 『大辞泉』(小学館)は「自分が子供を養育してみて、初めて親のありがたさが身にしみてわかる

こと。」と説明している。子を持つことが条件＝原因で、親の恩を知る＝結果ことに至るという構

造の格言である。かつて自分の親が子である私を育てながら、今自分が経験している経験と同じ経

験をしたのだと思い至って「親から受けた恵みや情けに感謝すべきこと」がおのずと理解できると

いう訳だ。格言の重点は「親の恩への感謝」にある。 

 この格言はわずか十二の音数で、三代の人間関係の機微を表現している。子を慈しむあたかも本

能的な気持ちの確かさを根拠にして、親を敬えとする孔子の訓えに遡る思想を表現している。卑近

な言葉を用いた説得的な道徳の訓えである。 

 この格言は汽車の中で出会った友人が「僕」に再婚を勧めるときに用いた論拠でもある。親の恩

愛に感謝する心が自然と湧くからこそ、義務ではなく自然な感情として親に孝養を尽くす、即ち孝

道を生きるべきだという勧めである。感謝の自然な発露であったはずのものが「孝養を尽くさなけ

ればならない」に巧みに道徳的当為に変換されているところがミソだろう。友人が語る意味の孝道

は江戸時代を通じて日本の隅々まで広められ、明治の人々がほとんど自明のこととして受容してい

た道徳である。明治の家長制度もこの思想に基づいている。しかし、有島は家長制度に批判的だっ

た。封建制を引き継ぐような孝行観にも批判的であった。 

 

三 「子を持って知る子の恩」 

 さて、それならば、「僕」が親になる前からひそかに温めていた「子を持って知る子の恩」はど

のような意味なのか。小説の中で「僕」が自作の格言の意味について言及している箇所はない。た

だ、自分なりの親子関係の解釈を示すもので、理屈で捏ね上げた格言だ、だから父は「異を立てて

奇を好む類と見られるから人には言うな」と批評したと(79p)語っている。ここから「僕」の格言

が孝道に同意するものではないとわかる。 

 『成語林』(旺文社)には「子を持って知る親の恩」に並べて「子を持たぬ人に子の可愛さは知れ

ぬ」という諺が載っていて、「自分の子が生まれて初めて、子というものがどんなにかわいいもの

であるか理解できるということ」と説明している。『成語林』の受け売りをすると、これは「He that 

has no children knows not what is love。」がもとになったものらしい。 
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 『成語林』の諺を言い換えると「子を持った人は子の可愛さを知る」ということだから、「what is 

love」を借用して、可愛さを知ること＝愛とは何かを知ることだと置き換えられる。だから「僕」

の格言の「子の恩」は、子が「僕」に愛とは何かを知らしめることだ。理屈で捏ね上げた格言で、

子が生まれる前から出来上がっていた格言だから、子を持つ経験なしの観念的な点はやむを得ない

と目をつぶると、自分の子を超えて人類愛までわからせる力を子という存在は持っていると気づい

た、そのことを「僕」は感謝を持って受け入れる。このように解釈することも理屈上は可能だ。 

 ところで、「子を持って知る子の恩」と「子を持って知る親の恩」を並べてみると、前半部分は

「自分が子を養育してみて初めて」という解釈以外に解釈のしようがない。親として子を育ててみ

ればさまざまな感情を経験するが、その経験つまり条件＝原因が同じで、結果の部分が「親の恩」

と「子の恩」とに分かれる。「子の恩」が孝道に繋がらないとしたらどのような意味になるべきか。 

 「子の恩」を「親の恩」の解釈に合わせて訳すと「自分が子育てをしてみて、初めて子供のあり

がたさが身に染みてわかること」となる。子が「僕」に恵みや情けを与えたことに「僕」は感謝す

る。それを子の「僕」への愛だと受け入れている。もとの格言では親の愛を改めて確認したうえで、

だから親・祖先を敬えと展開されたところを、「子の恩」では世代をつなぐ孝道の勧めに行きつく

道を遮断している。その遮断の意味を強調するために「子の恩」とひねりを加えたと解釈できる。

つまり、意味として世代から世代への恩愛の継承を当為として語る余地がないこと、これが「理屈

で捏ね上げた」狙いだったとみるのが自然な解釈かもしれない。 

 十数年前の話だが私に孫ができたとき、新生児を抱きながら私の娘が「生まれてきてくれてあり

がとう」と子に向かって言った。聞いていた私は奇妙な表現だと感じた。私が父になったとき新生

児に向かってそのように言った記憶も、そのように発想したこともなかったと思う。しかし「生ま

れてきてくれてありがとう」という親が子に感謝する言葉は、最近ではしばしば耳にする表現だ。

ここには、子を育てる機会を子が与えてくれたことに感謝する気持ちが表れているし、大事に育て

ていこうという決意も同時ににじみ出ている。新米の母親と新生児とが共に他方に愛を与え合う構

図が隠れていると見える。今回パスした「奪う愛」理解のヒントになるかもしれないとふと思った

ので記してみたが、全くの誤解である可能性が高い。しかし、「子の恩」についての苦肉の解釈の

一つである。 

 「子の恩」について三通りの解釈をしてみた。二番目の解釈が穏当なのだろう。そして、次の正

体不明の祖父孫格言の狙いもここから見えてくる。 

 

四 「祖父孫格言」   

 祖父と孫の関係についての格言を話題にしている箇所はこの小説の中でも特に難解な部分の一

つである。前後に分けて引用する。 

 

 「そこでこれから本題に這入るが僕には遠から祖父と孫との関係について一つの格言が僕の胸の

中に出来ているのだ、それは前に云った親子関係の格言よりももう少し平凡離れがしていると自信

している格言だ。是は僕が祖父の資格を得たら発表すべきものだ。がここに一寸君の為に片鱗を見
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せるが、僕の格言を標準にして友人の言葉を考えてみると、どうも喰いちがった所が出来て来るの

だ、非凡な彼の思想と平凡な僕のそれとの間に喰い違いの出来るのは不思議でも何でもない。で僕

はもうー度僕の格言を考え直そうと思った―――植字工が自信をもって僕のもう一つの格言を訂

正してくれたように。(略)。 (79P6行目から)  

 

 「ここからが本題だ」と、再婚を進める友人に「僕」の答えを語り始める場面である。そこに「祖

父孫格言」が持ち出されるのだが、どのような格言であるのかについては伏せられている上に、そ

の格言を標準にして友人が再婚を勧める理屈を考えてみると食い違いが生じるのでもう一度考え

直してみると言う。本文からは祖父孫格言の内容がわからず、食い違いの内容がわからず、考え直

すべき理由もわからない。しかし、話の枕に使われた「子を持って知る子の恩」が孝道に対立する

格言だったことから、封建道徳批判を含む内容のものだろうと見当をつける。 

 祖父孫格言はどのようなものでありうるのか。もとになった「子を持って知る親の恩」の変型だ

と仮定すると、「知る」の主語は祖父自身か、孫の親かの二つのケースが考えられるので、都合 6

通りの「格言」がありうる。それらをいちいち検討する煩雑さを省いて結論的に言うと「孫を持っ

て僕＝祖父は知る孫の恩」だけが何とか意味を持つ。これは「子を持って知る子の恩」と似ている

が、親子関係ではなく文字通り孫と祖父の関係である点が違う。養育する際の慈しみの感情を重視

するものならあえて孫祖父関係で語る必要はない。孫の父つまり祖父の息子を介して孫と祖父との

連続性があることを重視するものならもとの「親の恩」と同じになってしまう。「孫を持って僕は

知る孫の恩」の中心にあって重視されているのは、息子や「僕」の兄弟や親戚など血の継続性を切

り離すことにある。その時初めて「祖父孫格言」単独の意義として「孫が真心をもって祖父によく

尽くす」が浮かびあがる。老いた世代が年若い世代の世話受けられることに感謝するということに

限定された意味が中心に来る。世代の継続という家制度として一番重要な部分を言外に否定してい

るところが大事だ。 

 結局、血の繋がりを大事だと見て家という枠を重視する考えに立ちたくないという趣旨になるよ

うな格言が「祖父孫格言」だと判断できる。この点が「子を持って知る子の恩」よりは確かに強調

されている。危ういところで、友人の力説する孝道と微妙に外れてもいる。もしも「僕」が考えて

いる祖父孫格言が上の 6通り以外だとすると、私の手には負えない。 

 「僕」は「植字工が自信をもって僕のもう一つの格言を訂正してくれたように」考え直すと言う。

植字工は校正ゲラに「子」とあるのが誤りだから、その誤りを見逃さず「親」と残すのが正しいと

判断した。校正原稿の筆者である「僕」の弟が「子」と使った意図や「子を持って知る子の恩」と

いう奇妙な表現の意図について想像することを植字工に求めても詮方ないことだ。おおよそこのよ

うに「僕」は推測した。だから、植字工を見習うなら次のようになる。訂正は世間的な正しさ(こ

の場合は孝道)に合わせる方向に訂正する。それは「僕」の考えの方を友人の考えに近づける方向

だ。「僕」自身の意図に背くことも場合によってはありうる。従って、「祖父孫格言」は孝は尽くす

が孝道は採らない。孝道と道をつけると家制度・朱子学に戻るから、両親だけを切り離して大切に

するという点を妥協点としようと言っていることになる。このことを。先の引用に引き続く部分の
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解釈を通して確かめてみる。 

   

 だからどうしてももう一度考えてみる必要がある。親がその子の不幸を共感する場合には自分の

都合や、世の中の習俗や、周囲の顧慮なぞはまず跡廻すしにして、その子の切実な哀愁をそのまま

受入れてやる事が、その子を一番喜ばし一番励まし一番慰めるのだし、子は又子でその親の心情に

溺れこむ事が親を一番快くするものだと僕は思っていたのには訂正を加えねばならなさそうだ。親

は仮令そうしてくれても、子の方では親の不自由を思いやり、蛆が湧きはしないかと云う周囲の顧

慮にも耳を傾け、君の所謂悲哀の中に浸り切る事なんぞはなるべく早く切り上げて善後策を講ずる

のが孝道にも叶い人道にも合うようだ。(79P13行目から) 

  

 「と僕は思っていた」事柄が「訂正を加える」べき事柄で、下線部の前の部分がそれである。そ

の三行余りを一気に現代風に書き直せば「親が子を無条件に受容するとき子は慰めを得、子が自分

を受容する親の心情を無条件に受容するとき親も慰めを得る」となるだろう。つまり、親子が共に

無条件に相手の心情を受容する状態を親子の在りうべき最高の状態とみている。このことをどのよ

うに訂正すべきなのか。引用の残りの三行を見てみる。 

 「親は仮令そうしてくれ」とあるのは「(子が慰めを得るように)親が子を無条件に受容してくれ」

ることである。そのあとに「ても」があるので、前の部分と対立する内容の文が呼び出される。即

ち「子は無条件に親の心情に甘えてはならない」という内容が来る。具体的には「親の不自由を思

いやって善後策を講じよ」、それが孝道に叶い人道に合うことだというのだ。多くの親は「親の不

自由を思いやれ」に共感を抱くはずだから、一層「親の不自由などを顧慮すべきだ」という要請が

強くなる。これが考え直してたどり着くべき正しい道だという訳だ。 

 さて、ここまで封建道徳批判を含む内容のものだろうと見当をつけて考えてきた。「祖父孫格言」

の内容もほぼ確かな程度に推測できたし、友人の孝道に近づくように修正が図られるが、「孝道」

の範囲をどう定めるかに違いが残ったということもわかった。「考え直すべき」理由は、友人を納

得させる内容を備えた答えを用意しようとした所にあると説明できる。再考の結果は親の立場を忖

度するべきだと認めるに等しく、一見すると「子を持って知る子の恩」という格言で不服従を表明

したはずの家制度の肯定を意味する。しかし「祖父孫格言」の中心が「世代の継続という家制度と

して一番重要な部分を言外に否定している」ことで巧みに妥協が成立している。こうして『僕』は

孝道への全面的な屈服ではなく、「両親」に孝養を尽くすということに限って承認するのだと主張

することができる。一方、外面的には孝道の承認に見えるから周囲の人にも耳触りがよく、結果と

して「僕」自身の矜持も保たれる。 

 ところで、祖父孫関係だったはずが、なぜ親子関係の話になってしまうのか。「子の恩」格言と

「祖父孫格言」はとてもよく似ていた。理屈で捏ね上げたのだし、発想の根が同じなのだから似て

当然でもある。祖父と孫の関係が子と親の関係に代置されて説明されるのもある意味で必然なのだ。

祖父孫関係をここで持ち出したのは「僕」の家制度批判の思いを強調したい気持ちが働いていたか

らだろう。 
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 結局、再婚問題に対する優柔不断振りというか、忖度／抵抗どちらにでも解釈できる語り方で曖

昧化して韜晦しようとするのは、この問題について「僕」がそれだけ苦しい状況にあることを示し

ている。その「僕」の姿勢は友人が下車した後の「僕」を描くところにも表れる。 

 

 僕はぼんやり取り残された。(略)何しろ頭のめぐりが鈍いんだから、(略)暫らくうんざりして首

垂れてしまった。こんなに物が解らないでは僕は是からまあどうして世間を渡ればいいんだろうと

思った。(80P4行目) 

 

 妥協は「僕」自身を十分満足させない。玉虫色の理屈のからくりは「僕」しか知らないが、だか

らこそ自分を裏切るこの方法は今後長い間自分を呪い続けることだろう。そう思うと自己嫌悪に陥

らざるを得ずに首垂れてしまうのだ。自分を裏切るというのは、両親のためなら再婚もするという

答えは、再婚すれば妻に両親の世話をさせることを意味している。それは敬親という旧習と違いが

ないと「僕」は気が付いている。この点も含めて、家や血縁問題になぜこだわらざるを得ないのか

について「僕」はあえて不問に付して、「僕」と家との間の個人の問題という捉え方で処理しよう

としている。そこにもっと重大な問題が隠れているのではないのか。 

 

五 キリスト教徒への批判 

 さて、再婚話を格言の作り替えの話題を用いて家制度への不服従の立場を表明する方向に「脱線」

を続けた。もう一つキリスト教徒に対する批判的な立場も示されており、さらにその語りから見て

これらの批判の奥にもっと深い闇が控えているように見える。この二つの話題をまとめて語るのは

難しいので二つに分けて考える。 

 「妻を失っても……思う程不幸ではない、是れは多分死と云う奴が万事の形をつけてくれると高

を括る平凡な見方から出ている。(中略)基督教徒なぞは(略)可哀そうな男もあったものだと高いと

ころから同情を垂れてくれるに違いない。」(83P7行目から)と、『僕』の人生観・愛情観を上から目

線で見るキリスト教徒への反感をあからさまに示している。 

 再婚することに異議はないのだから、どんな女性であれ「僕」は再婚したい女性と出会わなけれ

ばならない。探す方法や過程の検討を飛ばして、「僕」の思考は相手が見つかったとしたらという

仮定の中で続けられ、深刻なジレンマに立ち会うと語る。再婚したい女性を前にして「僕」はどの

ように語ることができるか悩むのである。「僕はあなたを愛している、結婚したい」と言わねばな

らないが、その時、死んだ妻をいちずに愛していた愛はどこへ行ってしまうのか。キリスト教の教

えでは、最愛の人と一生添い遂げると誓って結婚するはずだから、結婚したい女性への「僕」の愛

は一番目なのか二番目なのか。女の前でも神の前でも二番目であるとは言えない。一番愛すると誓

うなら亡き妻に誓った最高の愛は偽りだったのか。他愛ないジレンマのようだけれど、愛に基づい

て結婚が成り立つというキリスト教の教義はこのジレンマの解決方法を教えてくれない。だから

「僕」は「最愛の女」という厳格な条件に従って再婚することにこだわる限り再婚できないのだ。

これは形式論理上のことで、キリスト教の教えに従えばの話だ。ところがキリスト教徒たちで鰥夫
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になった人たちはこの点に深く悩む風でもなく普通に再婚している。信者たちはジレンマに陥らな

いのか。初めの女性との愛の物語は死んで跡形もなくなっているというのかと問い糾したい。「僕」

を可愛そうと言うならこの疑問に答えよ、答えられないなら同情する資格などないと問詰めたいの

だ。「僕」は考える。だからキリスト教徒の言う愛や愛の物語は偽りで、欺瞞的だと。再婚したキ

リスト教徒が天国に行って、死んだ二人の妻に出会った時なんと挨拶をするか見ものだと皮肉まで

言う。 

 

六 『僕』の闇 

 「運命のような女が現れて来さえしなければ――……恋愛関係を作る気持ちはまだ起こって来な

い」(75P3行目)と冗談を言うところに「僕」が再婚をためらう本当の理由、「僕」が陥っている困

難な状況が表れている。「運命のような女が現れたら恋愛関係を作る」というのだが、『大辞泉』は

「運命」を「人間の意志を超越して人に幸や不幸を与える力」と説明している。すると「超越的な

力が女を与え(現前させ)たなら」「僕」は「その女と恋愛する(それ以外は結婚に結び付く恋愛はし

ない)」と言っていることになる。超越的な力が現前させる女は「僕」が逃げ隠れの出来ない絶対

的な女として立つ。言い換えれば「運命の女」以外は未来を共に生きる女を「僕」自身では見つけ

られないと告白しているのだ。このことを「僕」は「自分の尺度」が見つからないという表現で語

った。再婚相手を自分では見つけられないという自己認識は深刻である。 

 「僕」の妻の描かれ方と類似の描かれ方をした女がいたことを思い出す。それは『老船長の幻覚』

に登場する別れた妻だ。作品中で妻との会話は一切描かれず、二人がどのように生活したかも触れ

られない。「僕」の妻の場合は雀の墓石を作った優しい姿だけが語られていて、それ以外の姿が出

てこない。どちらの妻も影が薄いのが特徴である。それぞれの小説の主題にとって妻との生活を詳

細に描くことが不必要だったという事情があるのかもしれない。しかし、私はこれらの作品で夫婦

の心の交流が描かれる場面が極めて少ないと感じる。『カインの末裔』の妻も小説の中でほんの少

し描かれるだけである。むしろ、仁右衛門はなぜ妻を捨てないのだろうとそのことが気になったり

する。有島はこれらの作品で見る限り女・妻を他の話題ほど丁寧に描いていない。主題と関わらな

いのではなく、主題と関わる人物として女・妻を設定しようという発想が希薄だったというのが私

の見立てである。 

 『老船長の幻覚』では海図にない海への航海を唆す女が描かれるが、誘惑する女という役割が割

り振られているだけで、中心は遠い海に出かけたいということにある。『平凡人の手紙』でも主題

は「自分の尺度」であり再婚話であって、死んだ妻の生き方と緊密に関係づけては語られない。新

たに登場するべき女性にしても、未熟であれ「自分の尺度」に照らして語ることはなく、抽象的な

存在でしかない。仮に、妻／夫の抱える悩みを二人で解決したいとか、ともに目標に向って努力す

るとか夫婦が同じ軌道を走る姿を描けと要求したら、私が若いころならマイホーム主義と非難され

ただろう。しかし、1910年代に妻と共に未来を目指す物語を書けば時代の先端を生きる主題となり

えたはずである。まして、有島は女性解放の思想も知っているし、女性が個人として自立的に生き

る姿を望みもしたはずだ。つまり夫婦の生き方が小説の主題を緊密に支えるるような物語を作るこ
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とはいつの時代にも可能なのだが、有島の小説ではなぜかその気配さえ顔を出さない。性の問題と

社会矛盾の中で生きる生き方の問題は別次元なのだと捉えられていると見える。 

 現在の「僕」は父の遺産を守って暮らしているが、周囲の者による「人間の為に何んにもしない

と云う非難が一番度肝にこたえて、飯を喰うのも憚かられる」(77P15行目)と他者から「無為の徒」

に見えることを認めている。その直前では「僕」が外国に留学中ある女に「何をしている男に見え

るかと聞いてみたら、躊躇なくお前は loafer だと云って」のけられた(77P9行目)経験を自虐的に

だが褒められた経験だと紹介している。外国にいたころから現在に至るまで「僕」はずっと怠け者

だと自認している。一人の主体として社会と対峙せず成り行き任せに生きる者だという自己認識で

ある。「僕」はこの生き方を暗に肯定さえしている。社会に貢献するべきだと思わないわけではな

いが、何をすることでそれが可能なのかという問題に答えが見つからない。「僕」は 20世紀初頭の

モラトリアム人間である。 

 社会関係の中での「僕」の生き方が曖昧だということと、どのような女性と再婚したいのか「自

分の尺度」を考えることと、両方に猶予を求めることは根が同じ問題の表と裏の関係が端的に表れ

ているというべきだろう。一方が先に解決し、それがきっかけで残りの一方も答えが出てくるとい

う関係ではない。問題が解決するときは両方同時に解決するはずだ。 

 問題の在り方の根本を形成する枠組みについて、ここでは『老船長の幻覚』で取り上げた大杉栄

と神近市子との同棲を例に考える。与件としての社会関係の中で同棲する男女の眼前に現れる世界

がどのように見えるか、何が現れるかを考えるべきである。例えば無政府主義者大杉と産児制限推

進派で女性解放運動家の神近が同棲関係に基づいて作る対社会関係と、その関係の中で焦点を結ぶ

社会像と、二人の間の相互の関係意識とは二人に共有されていて誰にも介入できないという点で特

有のものであったはずだ。今、便宜的に無政府主義者とか産児制限論者と説明したが、それらの言

葉で指示される思想あるいは幻想の在り方はもっと複雑だ。そのような男と女が共同で感じ取る社

会の圧力等々は二人に共受されていて、それぞれに社会とも相手とも緊張関係を保っていて、その

緊張の持続が「愛」の在り方を微妙に左右する。私が言いたいのはこういうことだ。国家や社会制

度に向き合ってそれとの関わりあいの中で自分たちの世界を築き上げるといういわば「共闘」の関

係が持続している限り、相互に相手を必要とする「結婚」が成立する。その基盤には性的な関係が

ある。対幻想と共同幻想とは逆立する形で同時に形成されるが、実は同じ事柄の裏と表なのである。

これが私が男女関係の在り方を見るときの視点である。 

 だから『平凡人の手紙』を対幻想と共同幻想の現れ方の問題として見直せば、一方で「僕」が国

家や社会制度とどのようにかかわるかという共同幻想の場面でモラトリアム状況だということは、

対幻想場面ではどんな女性と再婚したいか女性像を結べないということである。「自分の尺度」を

持ち出すのは「僕」が固有の貌を持った女性を思い浮かべられないだけでなく、二人でどのように

社会と相渉るかということも思い浮かべられないことを語る。そして重要なことは、「僕」が社会

に役立つ事業をする問題と再婚相手についての希望を明言できない問題とを次元の異なる別々の

問題だと認識していることだ。私には二つを別々の問題として捉える、この問題の在り方を形成す

る思考の枠組みこそが「僕」を一番奥底で規定している闇の部分だと思える。もちろん有島が抱え
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ている闇でもある。 

 それでは、闇を抱えているのに闇に向かい合うことができないまま再婚問題を語るとすれば、ど

のような語り方が可能なのだろうか。冒頭で二つの「課題」を提出しておいた。一つは「自分の尺

度」、もう一つは「なぜ脱線したのか」である。ここまでの検討を踏まえれば、後者については既

に答えが出ている。家の制度の犠牲になって意にそぐわない再婚はしたくないという意志をあから

さまにならないように語るために脱線という方法を採用したが答えである。「子の恩格言」も「祖

父孫格言」もそのために捏ね上げたものだった。ただ、両親への孝行の必要だけはやむを得ないと

して、善後策を取るという言質を与える方便に使った。孝道を勧める友人への妥協策だったが、し

かしそこにはすでに矛盾が存在していることにも気づいていた。だから表現も晦渋なものになった。 

 「自分の尺度」の問題は闇の在り方とかかわる。問題の根を形成する深いところに「闇」が潜む

と仮定すれば、「自分の尺度」問題は「僕」がどのような契機で無意識下に抑圧している闇に気づ

くかという問題に他ならない。『平凡人の手紙』では、この「闇」自体に向き合う条件は整ってい

ない。「自分の尺度」という言葉の使用が辛うじて気づきを示唆している。多分「僕」が家制度の

環境で培った女性観や女性に対する感性と西洋的な教養や外国留学で学んだ近代的な女性観との

間に深刻なねじれが生じているのである。そのねじれを解きほぐす作業を始めたときが「闇」の扉

に手が掛かるときである。ここで言うねじれは国家に対峙する視点が「僕」の中に熟してこない限

り解け始めない。「僕」が国家や制度とどのように対決するかという問題意識は『平凡人の手紙』

には全く出てこない。「平凡人」という自己規定がどういう意味か極めて分かりにくかったが、最

後にこう書いてみて「国家」から逃げ回る姿勢しか持てない自分自身を平凡人と名指したのかもし

れない。そうなら言い得て妙だとは思う。 
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共同幻想と対幻想の「逆立」について 
Tms. 

 

 

 「逆立」は私自身もよくわからない状態で使っている面もあるので、読む人にはいい迷惑だろう

と反省している。 

 梅田さんの言うように共同幻想は個人幻想の疎外態なので、この二つは「同致」するのだと吉本

は言う。問題は「同致」の反対語として使われる「逆立」が共同幻想と対幻想の間で生じるのはど

うしてかという点にある。「逆立」というイメージが作りにくくて若いころからずっと考えていた。

『共同幻想論』の整理から出てくる理解と、私の思い入れに少し距離があり、それが自分自身にも

混乱を生んでいる原因なのだが。まずは、本の内容から考えていく。 

 

 『古事記』に登場する幾組かの男女が体現する国家の在り方から共同幻想が分析されていく。国

家という観念が深化拡大する様子を 4つのフェーズで取り出し、共同幻想が析出され、そこから対

幻想が疎外されることが語られる。①イザナギとイザナミ。②アマテラスとスサノオ。③サホ姫と

サホ彦。④ヤマトタケルと景行天皇。また、フェーズの指標として二つのタブーを用いた。一つは

A 王殺しで一つは B近親姦。この Aと Bがそろって満たされるときに共同幻想領域が形成され、国

家幻想として自立するだろう。 

 ①イザナギとイザナミ、つまり男と女の二神が共同でクニを創造する。この国産み神話では性別

役割の意識が決定的な重要性を持たない。将来分離するはずの二つの幻想が未分化の状態にある。

混沌の中で両者が融合しており、あえて言えば「同致」している状態で、ここが出発点となる。タ

ブーAも Bもまだ存在していない。 

 ②高天原で暮らすアマテラスとスサノオの姉弟のうち、弟が罪を犯して地上の出雲に追放される。

スサノオは穢れ、つまり罪を背負ってるが共同体はこの汚れを祓うために「法」を自己疎外する。

国造りの端緒と言える。高天原は血縁的な共同幻想の世界だが、「法」を持つ出雲は国家の原初の

形態を表す。ただし、地上に追いやられたとはいえアマテラスとスサノオは対立するわけではない。

アマテラスとスサノオは媾(まぐわい＝性交)をする。つまり、A の契機は発生しているが、B はい

まだタブー化に至っていない。 

 ③サホ姫はサホ彦の同母妹で、垂仁天皇の后である。サホ彦は垂仁に対して反乱を計画し、サホ

姫に夫を殺すよう命じるが妹は命令を拒む。垂仁がサホ彦を討伐するとき、サホ姫は皇居を出、兄

サホ彦に殉じて命を絶つ。兄妹の対幻想は B近親姦の禁止として現実化しており、兄に殉じる行為

に近親姦の名残が象徴的に現れている。サホ姫にとっては A 王殺しは既にタブー化されている。サ

ホ姫は二人の男の間で板挟みに陥るが、兄妹関係の中にも、夫婦関係の中にも対幻想が含まれ、夫

婦関係の中にだけ共同幻想が生きている。兄との対幻想は垂仁との共同幻想との間で葛藤を生じ、

現実行動として垂仁を支持し、命を絶つことで兄への幻想を肯定している。「氏族的な<対幻想>の

共同性が、部族的な<共同幻想>にとってかわられようとする過渡期にいわば<倫理>的に死ぬ。」と



 36 

吉本は言った。 

 サホ姫の陥る葛藤が克服されるためには次のフェーズが必要となる。 

 ④ヤマトタケルは景行天皇の子である。父はこの子を疎んじた。始め西国の熊襲の征伐を命じた

が、征伐成就よりはむしろ不首尾で殺される方を望んでいたらしい。熊襲を平定して戻ってきたタ

ケルが王権にとって危険だと認識した景行は、次にタケルを東国の平定に向かわせる。東国を平ら

げ大和近くまで戻ったところで病没する。タケルの事跡は英雄譚として語り継がれたが、実際は生

臭い権力争いだったはずだ。 

 父と子という対幻想関係と王と臣下という共同幻想関係とが、景行とタケルの間で二重に担われ

ている。タケルは臣下として抜群の功績をあげ、冷遇されたにもかかわらず父に反旗を翻さなかっ

た。父殺し＝王殺しのタブーに従い、あったはずの父を恨む心情を隠して近親姦のタブーにも従っ

た。共同幻想が対幻想を服従させている。 

 これは氏族的な血縁共同体にとどまっていた共同幻想が国家という共同幻想へ離陸する最後の

局面である。ここでは対幻想が共同幻想を脅かさない。 

  

 ③のサホ姫とサホ彦の対幻想はサホ姫と垂仁の共同幻想と激しく対立していた。サホ姫とタケル

は同じ二重性を担ったが、この対立は一方では顕在化し他方では潜在化している。そして、サホ姫

は対幻想にいわば殉死するやり方で対立を解消した。サホ彦も垂仁も景行のような二重性を担わな

い。この対立を逆立と呼べないだろうか。これがここまでの私の結論である。 

 ようやく、吉本の定義「共同幻想は対幻想を疎外するが、対幻想は共同幻想と『逆立』」し、個

人幻想は共同幻想を疎外することで生まれ、共同幻想と『同致』する。」にたどり着いた。国家が

どのように幻想領域で創出されるかという問題は、結局、国家と家族の関係から見るとどうなるか

という問題だった。それは血縁から離陸した国家と血縁から離陸した性的な一対の関係のありよう

のことだった。「逆立」というのは、家族が国家への抵抗・反逆の拠点になるという意味でつかわ

れる。こういってしまえば身もふたもないことに見える。なんだそんなことか、もっと深い意味が

あるのではないかと私などは思う。 

 

 1912年 9月 12日、明治天皇の葬儀の日、乃木希典は妻静子とともに殉死した。乃木が明治天皇

／明治国家に殉じたということは、彼の共同幻想と個人幻想の必然であり疑うまでもない。ならば、

妻静子はどのような気持ちから共に死ぬことを選択したのか。Wikipedia によれば、希典の遺書の

様々の指示の中に「判らないことがあったら妻静子に聞くように」と書いてあるらしい。遺書を認

めた死の前日の時点では妻も共に死ぬことは想定されていなかった。妻静子が夫希典の気持ちとは

別個に死を選んだとすれば、彼女の死はどんな意味を持つのか。彼女の辞世の歌はこうだ。「出で

ましてかへります日のなしときくけふの御幸に逢ふぞかなしき」。御幸は天皇が出かけることだか

ら天皇に殉死する意味になる。あるいは「お帰りになる日がない」が希典のことだと見れば、希典

の殉死の後、一人で生きていく気持ちになれないので夫と共に死ぬことを選んだとも考えられる。

夫婦で殉死の相談したとは思えない。妻が夫の心を斟酌し夫の行動に従うという意味で夫の共同幻
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想と個人幻想を自分のものとして受け入れたと考えてみる。すると、妻静子は夫と同型の共同幻想

を受け入れているのであり、妻の対幻想が共同幻想に逆立しているとは言い難い。私の一応の結論

は、このケーススタディーで破綻する。 

 明治国家という共同幻想が妻静子を死へ引きずっていくと考えたときに逆立の契機を認め得る

かもしれない。殉死という思想・行動がすでに共同幻想領域のものであるから、静子が明治国家へ

の殉死を願っておらず、希典の死に殉じるのだとすれば、希典の共同幻想に静子の対幻想が引きず

られ対立していたと解釈できる。これは苦しい解釈だが、希典と静子の間にどのような対幻想が蓄

えられていたか不明のままでは明確なことは言えない。 

 ここで、改めて気づくことがある。対幻想は男が女に抱く幻想と、女が男に抱く幻想と、二人が

共通に抱いている幻想とこの三つを区別すべきだった。私はこれまで、第三の場合を主に想定して

考えてきた。「逆立」にしても共有されている幻想が国家や社会関係と相いれない姿になるという

理解だった。場合分けしないと混乱する。 

 もう一つのケーススタディー。BSニュースで BBCの報道を伝えていた。ハリー王子とメーガン妃

がエリザベス王室からいじめを受けているとインタビュアーに語ったと。真偽のほどは脇に置く。

イギリス王室はイギリス国民を統合するための強力な共同幻想の体現者である。その一員であった

はずの王子夫妻は自分たちが自由に生きることを求めて王室を離脱した。王室側から見ると彼らの

自由な生き方には望ましくないことがたくさんある。ここには共同幻想が対幻想と対立・逆立する

姿が端的に表れている。ただし、私は今、対立・逆立と書いて、逆立とは書かなかった。逆立のイ

メージがまだ十分には説明できない。情けない。 

 『平凡人の手紙…「僕」の闇』の中の一節、「国家や社会制度に向き合ってそれとの関わり合い

の中で自分たちの世界を築き上げるといういわば「共闘」の関係が持続している限り、相互に相手

を必要とする「結婚」が成立します。その基盤には性的な関係があります。対幻想と共同幻想とは

逆立する形で同時に形成されますが、幻想の実質は同じ事柄の裏と表です。」この部分については、

ハリー王子＆メーガン妃 VS イギリス王室の例がうまく当てはまる。対幻想が王子の妃に対して抱

くものなら話は異なる。二人が共同で描くものである点がポイントだ。そして、自由な生き方をめ

ぐる対立・逆立だが対立の実質は同じものを別の面から見ているだけで格別異なっているわけでは

ないだろう。 

 乃木希典と静子の場合はどうか。いわゆる夫唱婦随の間柄だったとしたら、「二人が共同で描く」

世界そのものの共同性が微妙なので、対立・逆立で説明できなくなるかもしれない。 

 『平凡人の手紙』の「僕」が言う「自分の尺度」では、男が女に抱く幻想が前面に出てくる。妻

たる女はこうあるべきだとか、こうあってほしいと「僕」が抱く幻想の「こう」の部分が不明であ

るところに「僕」の悩みがあった。その「こう」がどのようにして明らかになるかというと、サホ

姫の例が語るように国家・王朝の維持発展に尽くすといった共同幻想の領域が明確になるときに、

必要な夫像が同時に析出されてくるのだと思われる。 

 有島武郎と妻安子の場合はどうか。有島は離婚を真剣に考えた時期があったという。安子を「教

育」したともいう。つまり不満だらけだったのだろう。父武の勧めで結婚した女は、家柄も教養も
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申し分なかったが、それは明治政府的な立場からのことで、有島自身の「尺度」からは不十分だっ

た。しかし、有島自身は、明治政府という近代化途上の日本の共同幻想には批判的であるにも関わ

らず、どのようにそのことを発言するか、腰が定まっていない。ここが曖昧なままでは「女に抱く

幻想」も焦点が定まらない。『平凡人の手紙』を私小説として読めば、このようになるだろう。 

 田中美津の「<男らしさ>幻想は、<女らしさ>願望を伴う」について一言。今更めくが、「男らし

さ」も「女らしさ」も時代が作り上げた共同幻想の一部であり、時代が男女それぞれに要求するあ

りかたを指している。この「らしさ」幻想と願望は相互に他方を求めあうという意味で対幻想の領

域を形成する。たいていの場合、それぞれ個人幻想としてある譲り難いあり方を実現しようとして

いるはずだが、実は共同幻想の掌で踊っているに過ぎない。例えば、都会のエリートサラリーマン

某氏はそろそろ結婚を考える年齢だが、ウィークディは多少残業をしてもめいっぱい働き、週末に

は妻や子供たちにサービスするような充実した家庭を作りたいと考え、それにふさわしい伴侶を探

している。これが彼の「男らしさ」幻想である。方や「適齢期」を迎えた某女がいる。彼女は古い

言い方だが、家付きカー付きババ抜きの男と結婚したいと考えており、三食昼寝付きは求めない代

わりに結婚後も仕事を続けたいと考えている。さてこの二人がどこかで出会ったとして結婚までた

どり着くだろうか。以下の具体的なシミュレーションは省略。 

 最後に、図書館で吉本隆明の著作集を検索したら、北広図書館にはなかった。その代わり、『吉

本隆明が語る戦後 55年』というのが 10巻シリーズでそろえてあったりなどいわゆる解説本がいっ

ぱいあった。数冊借りだして「共同幻想論」該当の個所を読んでみたが、対幻想に関して、特に「逆

立」についてはどの本も触れていなかった。みんなが避けて通っているように感じた。なお、肝心

の「共同幻想論」の本そのものが手元にない状態で、昔々読書会の時に使ったノートを探し出して、

それをもとに論じてみた。それで、誤読がいっぱいあるに違いないけれど、乞うご容赦。 

 

 

 

※2/13 読書会当日に提出された原稿にさらに手を入れて、3/6（土）の読書会番外編で使用した修

正版及び追加版のテキストの一部を掲載しました。（編集部） 

 


