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第２4回読書会のまとめ 
参加者６名 

	

	 	 	 『惜しみなく愛は奪う』（その２：第1～1４、２０～２9章） 
	

	

	 有島武郎は言葉を使って作品を書く。その有島が、自分の中にあるものは自分にしか分

からない。しかもそれを言葉では言い表せない、と言っている。それは何故か。思うに、

言葉から受け取れるイメージや言葉に込める意味は各人各様。有島が伝えたくて使った言

葉を、読む人が自分のイメージするもので解釈すれば伝わり方も様々になろう。また自分

の中にあるものを全て言葉で伝えられるわけもない。	

	 言葉には限界がある、と言葉についての話し合いは更に続きます。有島は、だから誤解、

曲解を生みやすい不十分な言葉ではなく、暗示を使って提示しようとした。その究極の形

が情死という形になった、と推論する人あり。有島は、愛の向こうにある死を自分の中で

予感していたのではないか。波多野秋子を想定していたわけではないが、彼の主張を見る

と愛の最高の形、それは死である。だから自分が情死という形によって表そうとした暗示

を受取ってくれる人がいるかもしれない。つまり情死は言葉を超えたところの究極の表現

ということになるのではないか、というように繋がっていきましたが、納得できないとい

う声も聞えてきそうです。	

	 言葉を超えた暗示ということで言えば、彼は作品の中で、詩は常に散文よりも芸術的に

高い位置にある、音楽は詩にも勝った表現だ、とも言っている事を思い出した。言葉を使

わない表現は直接本能と結びつくから…成程。	

	

	 社会や家庭における女性の立場についての話し合いもありました。武郎が生きたのは大

正デモクラシーとは言っても、主婦として母として生きているのが当たり前であった時代。

男女それぞれの立場というか、役割がはっきりしていた、という意見がありました。	

	 また、今は一人の個性を持った存在として生きられるが、自分こそが大事という姿勢な

のでは？自分以上に大切に思う人がいてもいいじゃないかと思うという意見を受けて今回

初参加の中国人国際交流員から、今の中国の人は家族や親戚のような割と小さな人間関係

の中に生きているように思う。関係がそれほど広がっていかない、という情報提供があり

ました。つまりは集団として生きているのだと。更に、日本人を見ていると幅広くいろい

ろ考えている気がする…例えば、自分一人の価値のことをもっと考えているとも思うし、

自分自身のことだけでなく環境のこととかも考えているみたい、との感想があり、面白い

展開になりました。	

	 女性が家庭などの小さな空間で生きていくことにしても、妻になり母になりといったよ

うに、それまでの自分じゃないものになっていく。自分のことは横に置いて、他人（子ど
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もや親）のために生きると人間性が広くなる、と女性参加者からの経験談もありました。

それまでの自分じゃないものになっていく、というのは男性からはなかなか気づきにくい

ことかもしれません（個人の見解です）。女性は、例えてみると卵から蝶になる如く、何度

も違う自分になって｢人間味｣（という言葉が出ました）が太っていくようになればいいと

いうことでした。今は個人としていろいろな生き方を選択しながら生きる、その自由度、

許容度が広がっている気がします。どれを選んでも自分の生き方です。	

	

	 ニセコの農家は小作が多い、という発言が突然出ました。町内会のことを書いた感想文

に対してです。隣町は地主と小作がともに暮らしていたので、地主の圧力が強く、小作は

あまり自由ではなかったと。片やニセコ町は不在地主が多く、圧力が弱かったのか｢開明性｣

（オープンな雰囲気）があるらしいのです。何よりニセコという町名になったことがその

証拠だというわけです。	

	 それにしても、です。閉鎖的、排他的な雰囲気も残っています。だって選挙の時には地

元代表みたいに立候補して、その地元の人たちはその候補者に投票するみたいになってい

るし、外国人も日本人も移住してきてはいるけど、地元の人たちとはなかなかコミュニケ

ーションが取れてないようだし、との情報もありました。一言で｢狩太（旧町名）からの考

え方が生きている｣と喝破した参加者に脱帽しました。やはり｢いなか｣かな？	

	 おっと、その言葉にクレームがつきました。同調圧力が強いという意味ではあるが、不

適切ではないか、と。それに対して｢田舎｣（いわゆる田園風景広がるカントリー）ではな

いのだという意味で暗喩になっていて面白い、との意見も出て、最後は｢イナカ｣とすると

抽象性が出ていいのではないかとなった次第です。ただ、｢イナカ｣のままでよいのではな

く、そこから脱皮するには住民の断絶を繋ぐ人の存在が必要だとの意見がありました。こ

れはどこでも、どんなことにも通用することですよね。	

	

	 有島作品に詳しい参加者から『カインの末裔』と『或る女』は『惜みなく愛は奪う』と

同じような時期に書かれたものだとの情報提供がありました。自分の持つ思想が最終的に

は失敗となる予感もあったようです。有島は苦しみを抱えていて、その自分を救済するた

めにこのような生き方を選ばざるを得なかったが、自分の生き方を貫くのは大変なことだ

と分かっている。そういう人間を主人公にしてどんな生き方、最後になるのか見てみたい

と思って書いたのがその２作品だったので、実験小説と言えなくもない。主人公の広岡仁

右衛門も早月葉子も自由なローファー（根無し草、浮草、究極の自由人）のようなもの。

世間の常識とは違う生き方であるから、その生き方はそんなに生易しいものではない。本

当にそう言えるのか、それでうまくいくのか、試してみたというわけです。結果的に二人

ともうまくはいかなかったのですが、言葉だけでない何かを有島は表現しよう、伝えよう

としたのだ、という冒頭の言葉についての話し合いに戻るような意見がありました。それ

が｢暗示｣なのでしょう。	
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（文責：井上剛）	

	

※参加者：井上剛、梅田滋、菊地寛、菊地昌子、高木直良、メイ・カンナン	
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第２3回読書会 
『惜しみなく愛は奪う』（その２：第1～1４、２０～29章） 

In. 
	

	

	 最近町内会に 10 数年ぶりに再入会したが、ちょっと困ったことがある。勿論私にとって、

である。でも、他の会員たちも私を困った存在だと思っているかもしれない。	

	 総会では当然のことながら議案書の内容に質問できることになっている（これは参加者

の権利だ）。新会員なので様子が分からず、手を挙げていくつも質問をすると 10 分、20 分

と時間が過ぎていく。総会のあとには新年会という名の懇親会があり、景品付きのビンゴ

ゲームも待っている。総会と新年会の間には温泉入浴タイムが設けられているとの案内も

あり、皆が楽しみにしている。そんな状況下での私の質問であった。白い眼で見られるま

でには至らなかったが、結果的に温泉タイムはかなり削られてしまい、新年会後にせざる

を得なかった人も出た。	

	 後日、別件で町内会の役職宅を訪れた際、そのことをやんわりとたしなめられた（よう

な気がする）。半分はあきれて、あと半分は親切心からである。	

	

	 「いなかにはいなかのルールがある。（そうですね。）昔からここに住んでいる人も多い。

（なるほど。）そういう人たちは大体のことは分かっている。（そうかもしれません。）２～

３年経って、他の人たちと親しくなってくれば、分かることも多くなる。（絶対そうでしょ

うね。）分からないからといって何でも質問すればいいものでもないでしょ？（考え方次第

だと思いますが。）他の人はみんな分かっているんだから。（そうかなあ。）」	

	

	 年を取って、何にも分かっていない人の振りをすることも出来るようになった私は、そ

の時は、お説ごもっとも、と言ったのだが、いやこれはひょっとすると、入会したばかり

の者が訳も分からずに何でも尋ねるものではない、と言われたのだ。更にひょっとすると、

共同体の和を乱すことは止めた方がいいと暗に言われたのではないかと邪推した。	

	 後になって、考えた。確かに私は再入会の新入りなのだが、手がもう少し長ければ、７

０歳に届くところまで来ている。いつ亡くなっても不思議はないのに、共同体ルールが分

かるまで何年も様子を見ながら待っている訳には行かないと思ってしまう。おかしいと思

ったらおかしいと言い、疑問に思ったらその時に質問する。そうは出来ないことも多々あ

るが、そうしたいと思っているのはここ２～３年のことだ。	

	 共同体に入って慣れてしまうと、様々なことが当たり前になってしまい、つまりは目の

前にあることを順調に進ませようとして、見えなくなることが必ず出てくる（と信じてい

る）。例えば町内会の集会所としての機能を持つコミュニティセンターの掃除。年末恒例の

行事らしい。これが女性部の連絡ということで出欠確認があった。総会ですかさず、男女



 5 

関係なく参加できるような連絡を要望した。皆で使うところなので、掃除しようと思う人

が参加すればよいと思う。掃除は女性の仕事か！こういうことが「イナカ」だと思う。い

なかは良いところもあるが、昔からの習慣、慣習に従いがちということも多い。男性が仕

事をし、女性が家を守るというスタイルが多いせいかもしれない。それにしても、例えば

農家だったら、昔は男女ともに田畑に出て、家に帰ったら家の仕事は全て女性の仕事にな

っていた（と思う）。現在のことには触れないが、同じ状況になっていればどこであっても

私は｢イナカ｣と括弧付き片仮名で呼びたい。そういうところを総会で質問したり、要望し

たりすることは、少なくともその場にいる会員の意識を目覚めさせるかもしれない。変え

ることが出来るかもしれないと思っている。ただし、逆効果になる恐れもあるので、控え

目が戦略上欠かせない。	

	

	 有島武郎だった。『惜みなく愛は奪う』を何回か読んだが、やはり愛のところへ来ると立

ち止まってしまう。日本人は、と言うと大袈裟になるので少なくとも私は、日常生活で｢愛

（する）｣という言葉が口から出ることは先ずあり得ない。｢好き｣とか、精々｢とても好き

（大好き）｣止まりだ。だから武郎の｢愛｣には共感できる部分が少しと、理解できない部分

がたくさんある。じゃあ他の部分は？と問われても同じ答しかないのだが。そして、気が

つくと居眠りしていることの多いこと。	

	 分かってきた部分が少しある。例えば、	

	

	 ｢社界の習俗は平和---平和というよりも単なる無事に執着しようとしている。｣	

	 ｢何事もなく昨日の生活を今日に繋ぎ、今日の生活を明日に延ばすような生活を最も面倒

のない生活と思い…これが社界生活に強い惰性となって膠着している。…単にお前が殊勝

な言行さえしていれば、社界は無事に治って泰平なのだ｣	

	

私が初めに挙げた町内会の例と同じではないか。私のモットーは｢臨機応変、適切判断｣で

あり、人に必要なものは｢危機意識（または危機管理）｣だと思っている。かっこよく言え

ば、何かあったときにそれまでとは違うやり方で対処しなければ、身に（自分に、または

自分が属する共同体に）危険が及ぶという、動物本来の嗅覚（｢本能｣と言えるか）が少し

強いようだ。他の人はどうかと見ると、自分たちが常識（＝「経験の堆積」、または「外界

の標準」）と思っているものを基に判断しているようで、違和感を覚える。いや、私が動物

に近いだけかも。	

	 	

	 自分たちの常識と違うことが出てくると、調整して事を収めなければならない。だから

逆に、波風が立つのを嫌う。誰が調整するの？波風が立たないようにしてきたので、実際

に波立ってしまうと対処する術がない。詰まるところ、波風を立てる者がいけない、とな

る。波風が立った時点でその都度丁寧に対処していけば危機管理能力も適応力もついてく



 6 

るのに（しかも共同体の全員に）、そうでない方を選ぶから平穏を維持するために同調圧力

を強めざるを得ない。結局元の巣穴に戻ってしまい、ひたすら波風が立たないように監視

する。想像してみてほしい。社会が機能して（いるように見えて）、大勢の人が動いている

のに波風が立たないことの不自然さを。	

	 同調圧力が強まった社会がどんなであるかを私達は見聞きしている。町内会、隣組が監

視組織になった。一人ずつ剥がされていく。それが怖い。日清戦争から太平洋戦争の期間

だけではない。現在に至ってもなお、戦時と同じ圧力や風潮が形を変えて流れている。弱

者が弱者であり続けるよう強いているのはその流れである。美辞麗句と言わず、言葉ほど

人を欺くものはない。表面に現われたことではなく、本質を見抜くこと。武郎が｢智的生活｣

として解剖した構造と何と似ていることか。	

	

	 もう一つ気になることがある。｢智的生活｣の上に暮らしている人は除かれる人間を創り

出していることに自覚がないらしいということだ（自覚しているのなら確信犯だ）。私はそ

れを｢陥穽の法則｣（｢慣性の法則｣に掛けている）と呼ぶことにする。自分は除かれないが、

除かれる人間にはそれなりの理由があると考える｢落とし穴｣だ。それは同調圧力と表裏一

体である。	

	

｢現代の政治も、教育も、学術も、産業も大体に於てはこの智的生活の強調と実践とにそ

の目標を置いている｣	

	

と武郎は言った。そして、	

	

「社会の最大の要求なる平安の為めに、進歩と創造の衝動を抑制すべきであるか」	

	

という武郎の問いは私の問いと重なる（お前はそんなに大した人間か、と影の声あり）。	

	 ｢生きんとするものは、既成の主張を以て自個を金縛りにしてはなるまい｣	

	

という武郎の言葉通り、私は常識を疑い、常識の上に立つ社会生活を疑いたいと思うのだ

が、武郎のように、自分は｢弱い者｣でありたい、と念じ続けることが出来そうにない自分

が見えてしまい、腹が据わっていないのが何とも悔しい。	
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Kan note より 
『惜しみなく愛は奪う』（２回目） 

Kik. 
 
	

はじめに	 今月は「惜みなく愛は奪う」２回目。第 1 章からの指定となりました。最終章

末尾に至り「凡てのよきものの上に饒（ゆたか）なる幸あれ。（1920・3 月 15 日―31 日）」

と結びます。自らクレバスの闇の底をのぞきこむ有島の胸の裡にある、名もなき人々への

共感と敬愛の想いがそくそくと伝わってきました。人生は旅であるとして、純粋な旅人で

あろうとする彼の目に映ったのは、白い幻影か、黒い影をひく実像だったのか。	

永劫の時の流れに	 第 1章でまずは自分自身の存在を問いかけます。	

	 	 	 	 	 	 一人の旅客が永劫の道を往く。彼れを彼れ自身のように知っているものは何

所にもいない。陽の照る時には彼の忠実な伴侶はその影であるだろう。空が曇

り果てる時には、而して夜には伴侶たる彼れの影もない。～	

	 自己矛盾も蹉跌も混迷も、それは自分にしかわからないのだ、と自らに語りかけ、それ

は言葉では語りつくせないのではないか、と。	

「初めに言（ことば）ありき。言は神であった」とは新約聖書にある名言ですが、ともあ

れ、言葉による表現に命を委ねるのが小説家でありましょう。有島武郎はすでに名を成し

た作家であり、作家であるが故に、言葉への疑念を敏感に察知します。もっと自らを表現

する手段があるのではないか。それが、深く裂けたクレバスの底に白い闇の向こうに見え

ていたのかもしれません。ただ一筋、言葉を超えての「暗示」が黒影となって命綱のよう

に下がっている、と気づかされます。	

冷徹な視線は	 「せめては草木なり鳥獣になり進んで行きたいと希（ねが）う」と智的生

活を暗示的に位置づけ、習性的生活よりも個性の大切さを説いて、12 章へと展開します。	

	 	 	 	 	 	 個性の緊張は私を拉（らっ）して外界に突貫せしめる。外界が個性に向かっ

て働きかけない中に、個性が進んで外界に働きかける。即（すなわ）ち個性は

外界の刺激によらず、自己必然の衝動によって自分の生活を開始する。～	

	 社会の矛盾を冷徹な視点でとらえ、権力に対峙し、閉塞状況にある社会構造の壁をぶち	

破ろうとする意思は、社会主義運動とは一線を画しての独自行動を示唆します。ベクトル	

は有島農場の解放宣言から、さらにはその先に向かっているようにも読み取れます。	

	 その道筋を有島自身は独創的感性で描きだそうとします。自己と社会を普遍的に貫く理	

念の模索が続きます。前回指定の１５章～１９章では「人間には人間が大自然から分与さ	

れた本能があり、それを愛と呼び」として哲学的合一を図ろうとするかのようです。思想	

と行動の剣が峰を歩み切ろうとする姿。ダーウインに始まり、クロポトキンへと、東西・	

縦横無尽です。生き生きと張る論評は、ここへきて水を得た魚の如き感すらあります。	

むすびに	 こうして終章に近づく中で、視点は「愛」一文字に絞られてゆきます。３年後	
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彼の命の最期の一瞬を導いた、世にいう情死は、有島自身による社会への隠喩（メタファ	

ー）だったのではないか。「惜みなく愛は奪う」の行間からは、言葉を超えたところの究極	

の表現に行き着いた、との声明（しょうみょう）が聞こえてくるような。夭折を惜しみつ	

つ、されど有島、やはり有島―敬意と畏れを抱いての、読後感となりました。	 	 （E）	
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『惜しみなく愛は奪う』を読んで（２） 
Kim. 

	

	

この文は以前から耳にしながら勝手に自分なりの想像をしていたが、小説ではなかった

し、有島の思想の一端として読み直す機会となった。	

女性の立場を（主婦として、母として生きている）のを当然とした世情の時代に書かれ

た論で、女性は愛される存在で男性の側からの一方的な論ではないか、とさえ思われた。	

今は、女性も一人の個性として生きられる時世で、職業に限らず、又独身でよしと割り

切って一人の個性として生きているうちに、自分を守る自己愛のつよい姿勢を同性として

目につくようになった。	

しかし、一人の人間として、親ではない、きょうだいでもない誰かを求める、異性を求

める、愛したい、愛されたい本能だけではない欲望も、人間には与えられた自然の姿では

ないか。	

	 結婚して、妻として、母として生きていくうちに、自分の中に、独身のままでは得られ

なかった自分を見出すのではないか。	

	 又、夫として、父として、男性にも、求められる何かはあり、一人の人間としての幅か

奥ゆきか、熟成度は期待されていると思い、勝手な文を終わります。	
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有島読書ノート７： 

『惜しみなく愛は奪う』：ローファーのマニフェスト 
Um. 

 
 
※前号掲載の文章と同じものの再掲載 

 
［１．なぜ、『惜しみなく愛は奪う』を読んだか］ 

この作品を読むのは、始めてである。タイトルに気恥ずかしさを感じて、今まで無意識の

内に避けてきたのかもしれない。しかし、有島武郎が凝縮した作品をあまり書かなくなっ

ていく大正 9年の発表であるから、やはり気になる。	

意を決して読み出したところ、その冒頭から、読む前の先入観を打ち砕く展開が始まる。

彼の自己探究を対象化する「哲学」の書、と一言で言って良いだろう。その内容は後述す

るが、読後、気になって、この作品に関連して彼が書いた評論や書簡にも、いくつか目を

通してみた。『惜しみなく愛は奪う』が彼にとって何だったのか、おぼろげながら少しず

つ浮かび上がってくる。	

	

『惜しみなく愛は奪う』の T9 稿が、T6 年 6 月号『新潮』に発表された同表題の初稿版に

加筆補充された定稿版であることを知って、少なからず驚いた。このことにまつわる経緯

の概要を予め整理しておきたい。	

	

初稿版の『惜しみなく愛は奪う』が『新潮』に発表されたのは、大正 6年 6月。一方、有

島武郎が作家として本格的に認められることになった画期的な作品『カインの末裔』は、

同年の『新小説』7月号に発表されているので、ほぼ並行して書き進められた可能性が高

い。つまり、『カインの末裔』の思想的背景が、『惜しみなく愛は奪う』初稿版に表明さ

れていると受け止められるし、事実、初稿版を『カインの末裔』と関連づけて読むことに

よって、双方の作品理解がより深くなるような気がする。この初稿版は、定稿版の第 15 章

から第 19 章に該当する内容となっている。	

そしてこの定稿版が、自身の『著作集』に収録される形で発表された大正 9年 6月といえ

ば、彼の代表作と言われる『或る女』の後編が発表されて、ちょうど１年経った頃である。

この１年という期間は、相互の関連性について云々するにはやや隔たりがあるような印象

もあるが、『或る女』前編・後編が発表された大正 8年の 3月〜6月とほぼ同時期、同年 2

月〜4月にかけて発表された彼の『リビングストン伝第四版助言』の中で、次のような予

告がなされていることに注意を払いたい。	
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「私が自己に立帰ってからの後の感想は断片的ではあるが時々種々な雑誌に発表した。同

時に芸術というものに対する考えも発表しておいた。物好きな読者は併せて読んで頂きた

い。その中に私は私の考えを『惜しみなく愛は奪う』という表題の下に、まとめて一冊の

書物とする積もりでいる。今の私の態度を委しく説明する事はその書物に譲る事にする。」	

	

ここで言及している『惜しみなく愛は奪う』が、定稿版である。つまり、定稿版の出版を

予告した『リビングストン伝第四版助言』が、『或る女』とほぼ同時進行していた事を思

うと、『或る女』と『惜しみなく愛は奪う』定稿版の関係についても、その意味を考えざ

るを得なくなってくる。	

	

その後の武郎の創作活動は、翌大正 10 年 7 月に『白官舎』の題で発表され、11 年 5 月に

『星座』と改題されて出版された未完の長編作品が目立つ程度で、その後は、大正 12 年に

彼の生前最後の創作作品である『親子』が書かれるまで、目立った作品は発表されていな

いと言って良い。つまり、「奇跡の年」とよく言われる大正６年から８年にかけて生み出

された数々の作品群を最初に支え、そして最後に支えたのが、この『惜しみなく愛は奪う』

の初稿版と定稿版だった。この理解はやや図式的にすぎるとは言え、その背景に潜むもの

を探りたいと思うモチベーションを刺激するには、十分過ぎる経緯である。少々極端に偏

った問題提起をするならば、有島武郎の最も凝縮された作品群、則ち有島文学の真髄とな

る作品群を支えたのが、『惜しみなく愛は奪う』初稿版と定稿版だったのではないか。そ

してそれは、どのような内容と意味を有していたのか。	

この問題意識をもう一つ裏返して言うと、『惜しみなく愛は奪う』と密接に関連しながら

創作活動が維持された「奇跡の年」が経過した後、そのような凝縮した創作活動がなされ

なくなって以降自殺に至る経緯の中で、『惜しみなく愛は奪う』は何らかの内在的関連性

を秘めていたのだろうか。そんな疑問もわいてくる。もっとあからさまに言えば、彼が何

故自殺したのか、その背景や理由のヒントが、『惜しみなく愛は奪う』に潜んでいるので

はないか。それこそが、自分が有島に惹かれてきた理由を解き明かす鍵となるのではない

か。そんな、妄想にも似た期待を込めて、この作品を何度か読み返してみたのである。	

この作品を読んだ大きな動機は、そこにある。	

	

［２．『惜しみなく愛は奪う』の内容構成］ 

（１）	

全体で 29 章構成だが、第１章と第２章で、この作品全体の命題が暗示される。	

	

「然し私は生れ出た。私はそれを知る。私自身がこの事実を知る主体である以上、この私

の生命は何といっても私のものだ。私はこの生命を私の思うように生きることができるの

だ。私の唯一の所有よ。」（第１章）	
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「思えばそれは淋しい道である。最も無力なる私は私自身にたよる外の何ものをも持って

いない。自己に矛盾し、自己に蹉跌し、自己に困迷する、それに何の不思議があろうぞ。」

（第１章）	

	

有島武郎は、アメリカ留学を経ることで、社会主義思想における私有財産制度否定の思想

を身につけて帰国した。それは、社会科学的、イデオロギー的な思想ではあったが、その

根底には、彼独自のマルクス理解にもとづく、人間の存在そのものに付着する疎外や物象

化に関する考察が据えられていた。また、それだけではなく、ホイットマンのローファー

に象徴される徹底した自由主義にもとづく、本能としての個性の追求が欠くべからざるも

のとして位置づけられてもいた。それを撚り直して１本の縦糸となしたのが、自分が生き

ているという実感に支えられ、その自分を自由に生きようという意思であり、そのような

自分を自分自身が自由に所有するということであり、それは、全ての「私」に認められ、

他者から侵害されるべきではない、唯一の尊厳たるべき「所有」であるという信念であっ

た。私的所有制度を否定し、後に有島農場の無償解放に繋げていく彼の思想の最も基盤を

なす原型が、ここに示されている。「私の生命こそが私の唯一の所有だ」と喝破する武郎

は、然し同時に、この所有の意味するものがどんなに厳しい前途、いばらの道、「淋しい

道」となるのか、冷徹に見抜いてもいた。しかも、自らを率直に表現しようと言う「言葉」

さえもが、表現主体である自分自身を裏切ることが少なくないということも、熟知してい

た。	

	

「言葉は意味を表すために案じ出された。然しそれは当初の目的から段々に堕落した。心

の要求が言葉を創った。然し今は物がそれを占有する。吃る事なしには私達は自分の心を

語る事が出来ない。恋人の耳にささやかれる言葉はいつでも流暢であるためしがない。心

から心に通うためには、何という不完全な乗物に私達は乗らねばならぬのであろう。のみ

ならず言葉は不従順な僕（しもべ）である。私達は屢々言葉のために裏切られる。私達の

発した言葉は、私達が針ほどの誤謬を犯すや否や、すぐに刃を反して私達に切ってかかる。

私達は自分の言葉故に人の前に高慢となり、卑屈となり、狡智となり、魯鈍となる。かか

る言葉に依頼して私はどうして私自身を誤りなく云い表わすことが出来よう。私はやむを

得ず言葉に潜む暗示により多くの頼みをかけなければならない。言葉は私を云い現してく

れないとしても、その後ろにつつましやかに隠れているあの叡智の独子なる暗示こそは、

裏切る事なく私を求める者に伝えてくれるだろう。暗示こそは人に与えられた子等の中、

最も優れた娘の一人だ。・・・」（第２章）	

	

言い換えれば、「言葉」はその外皮に付着している表層的指示性がわかりやすいことが災

いして、その「言葉」の内奥に潜んで秘かに内面を示唆する機能を、結果的に見えにくく

することが多い。それに比して、「暗示」は、表層的指示性が仮の姿であることを前提と
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して始めから宣言して用いられるので、否応なくその表層の背後に潜んでいる真実の意味

を、感受性を研ぎすませて探る必要に迫られる分、正しい理解に辿り着く傾向が強い、と

言っているのである。	

	

この１章、２章では、表層的な私的所有世界に惑わされることなく、その背後に潜む真の

「私の所有」が、自分自身の生命を自由に生きることに根源を有していること、そして、

そのことは、「言葉」そのものではなく、言葉の背後に控え隠れている「暗示」によって

のみ的確に表現される、ということを示している。この認識が、『惜しみなく愛は奪う』

理解の第一歩だろう。	

	

（２）	

第３章から第 11 章まで、表層的自分と個性としての自分の二元的分裂とその克服について、

様々な側面から論を進めている。	

	

第１章で、自分の生命を所有しているのは自分自身なのだから、それが一見どんなに弱く

みすぼらしく見えても、その自分を肯定的に自由に生きることが、人間存在の根源的な尊

厳であることを示した有島武郎は、自分自身というものについて、二つの側面から考察を

深めていく。考察の道筋を、まずはそのまま辿ってみたい。この流れが、彼の考察の深化

であろう。	

	

「私がある。而して私がある以上は私に対立して外界がある。外界は私の内部に明らかに

その影を投げている。従って私の心の働きは二つの極の間を往来しなければならない。而

してそれが何故悪いのだ。」（第４章）	

「よし私は矛盾の中に住み通そうとも、人生の味わいの凡てを味わい尽くさなければなら

ぬ。相反して見ゆる二つの極の間に彷徨うために、内部に必然的に起る不安を得ようとも、

それに忍んで両極を恐れることなく掴まねばならぬ。」（第４章）	

	

ここでは、武郎は、自分と外界の対立的矛盾の只中で、その相克に揉まれ苦しみながらも、

その情況を安易に避けることはすまい、と決意のほどを示している。これは、武郎の元来

の潔癖性における矜持だろう。しかし、この自尊心は本質的な解決能力を有していないこ

とが、この先の展開ですぐに露呈することとなる。	

	

「けれども私はそこにも満足を得ることが出来なかった。私は思いも寄らぬ物足らぬ発見

をせねばならなかった。両極の観察者になろうとした時、私の力はどんどん私から遁れ去

ってしまったのだ。」（第５章）	
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「矢張り私はその長い廻り道の後に私に帰って来た。然し何というみじめな情けない私の

姿だろう。私は凡てを捨ててこの私に頼らねばならぬだろうか。私の過去には何十年の遠

きに亘る歴史がある。・・（略）・・大きな力強い自然が私の周囲を十囲二十囲に取巻い

ている。これらのものの絶大なる重圧はこの憐れな私をおびえさすのに十分過ぎる．私が

今まで自分自身に帰り得ないで、あらん限りの躊躇をしていたのも、思えばこの外界の威

力の前に調和し若しくは妥協しようとさえ試みていたのだった。然もそれは私の場合に於

いては凡て失敗に終わった。」（第５章）	

	

第５章の二つ目の引用は、『カインの末裔』を彷彿とさせる。主人公の広岡仁右衛門は、

上記の武郎の有り様と正反対の道筋を辿ったものの、結局同じような敗北を喫したのだか

ら。武郎の場合は、外界と調和しようとして結局失敗し、自分に帰らざるを得ない自身を

見出したが、仁右衛門は、外界と対決して結局敗北し、再び元々の自分に戻って外界から

退場したのが、物語の結末であった。この第５章は、初稿にはなかった部分なので、定稿

段階で、武郎は『カインの末裔』のテーマについても何らかの振り返りの必要性を感じて

いた事を示唆しているような気がする。いずれにしても、武郎も仁右衛門も、外界との二

極関係をうまく解決できなかったという点で共通しており、そのことも、「仁右衛門は実

は私だ」と武郎に言わしめた（※作品への自註）背景の一端であろう。	

この失敗を経たことによって、武郎は次の内省的考察に歩を進めていく。外界に敗北して、

帰るべき自分とは、一体どのような郷里なのか。	

	

「私の個性は私に告げてこう云う。・・（略）・・お前は私が如何なるものであるかを本

当に知らない間は、お前の外界を見る眼はその正しい機能を失っているのだ。・・（略）・・

お前に取って私以上に完全なものはない。そういったとて、その意味は、世の中の人が概

念的に案出する神や仏のように、完全であろうというのではない。・・（略）・・私は人

間のように人間的だ。・・（略）・・いかにさもしくとも力なくとも人間は人間であるこ

とによってのみ尊い。・・（略）・・この尊さから退くことは、お前を死滅に導くのみな

らず、お前の奉仕しようとしている社界そのものを死滅に導く。・・（略）・・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」（第６章）	

	

少し長く、断片的な引用となったが、外界から帰るべき自分とは、外界に虚飾された皮膚

の上の皮膚としての自分ではなく、自分そのものといえる内的な「個性」を指しているこ

とがわかる。実相がどうであれ、紛れもない自分自身が、帰るべき自分、個性である。こ
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のように整理すると、再び『カインの末裔』に触れるが、仁右衛門が外界との闘いに敗れ

て帰るべき自分自身というのは、農場コミュニティの中で一時夢見た社会的成功や功利性

を身につけた存在ではなく、また、外のコミュニティ構成員と歩調を合わせた良き地域住

民でもなく、やはり、地域社会に溶け込めないまま、自然との交渉に自らの自由を追求す

る自然児としての個性であったと言えるだろう。それは、武郎自身とはまったく異なる個

性ではあるが、個性の具体像はともかくとして、そのように自分自身を矜持できる存在と

して外界と渡り合っていく生き方を、作品の中で模索した、ということであろう。	

このように仁右衛門を読むと、彼の「自然から掘り出されたばかりの存在」としての個性

そのものが主題というより、そのような個性が外界と対峙ながら生きていく道は外界に馴

染むことではなく、本来の個性を拠り所にして生きる他道はない、ということを描こうと

したのであろう。その可能性こそが、武郎自身の生きる方向性としての願望であっただろ

うし、彼が本来目指したローファーとしての自由な生きる姿であり、それを許容する社会

の到来こそが目指すべき理想郷であると言うマニフェストであったのではないか。しかし、

この作品の中では、その可能性を仮託された仁右衛門は、結局敗北せざるを得なかった。

ある意味では、然るべき敗北であったと言えるのかもしれない。彼の闘いと祈りの道は、

まだまだ、先が長いのであるから。	

	

「お前は私にこの長い言葉を無駄に云わせてはならない。私は温かい手を拡げてお前の来

るのを待っているぞよ。私の個性は私にかく告げてしずかに口をつぐんだ。」（第７章）	

	

有島武郎にしては、少しお茶目な文章だが、読者をこの先に誘っているのであろう。それ

は、どんなところなのか。	

	

「それは必至なある力がそこまで連れて来たという外はない。誰れでもがこの同じ必至の

力に促されていつか一度はその人自身に帰って行くのだ。少なくても死が間近に彼に近づ

くときには必ずその力が来るに違いない。一人として早晩個性との遭遇を避け得るものは

ない。私も亦人間として人間並みにこの時個性と顔を見合わしたに過ぎない。」（第８章）	

	

おもわず、ドキリとする。自分が追い求めていたテーマの解答が、予想外にほんの少し早

く、顔を見せたようだ。自分自身の「個性」を無視しては、生を全うすることが出来ない。

必ずや、自分自身に戻る意思と心情に強く働きかけられる時が来る、と、図らずも武郎自

身の未来を予言したような言及だ。この予感めいたイメージの断片が、『或る女』脱稿時、

既に彼の思考の中にあったろうことを思うと、切ない気持ちになってくる。これが、文学

を歴史の中で振り返るということなのだろうか。残酷な気持ち、と言い直したいほどだ。	
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「唯私は、過去未来によって私の現在を見ようとはせずに、現在の私の中に過去と未来と

を摂取しようとするものだ。私の現在が、私の過去であり、同時に未来であらせようとす

るものだ。則ち、過去に対しては勘定の自由を獲得し、未来に対しては意思の自由を主張

し、現在の中にのみ必然の規範を立しようとするものだ。・・（略）・・私には生命に対

する生命自身の把握ということが一番尊く思われる。」（題９章）	

	

しかし、武郎の思想は、そんな観客としての読者の思いを遥かに超えたところに、屹立し

ている。＜過去＞や＜未来＞は、人間の表層に関わり規定する要因のひとつだが、＜現在

＞は、個性そのものとして姿を現す、とも言い換えられる。この含意によって、武郎の個

性は、時間軸で変貌する表層をすべてその中に取り込んでいるのであって、異質なものと

して排除しているのではない、とも言っているのである。変わりうる＜未来＞をも含むこ

とによって、個性はそれ自体で完全なものである、というのである。「生命の把握」とも

言い換えている。有島武郎がベルグソンの実存主義に傾倒した時期もあったことから、そ

の影響も読みとれるが、武郎の場合、個性に対する信頼の深さという点に於いて、独自の

立ち位置を感じる。この＜個性＞は、その立ち位置をどのように展開していくのだろうか。

彼の議論は、さらに先に進む。	

	

「外界との接触から自由であることの出来ない私の個性は、縦令自主的な生活を築きつつ

あっても、常に外界に対して何等かの角度を保ってその存在を持続しなければならない。」

（第 10 章）	

「外界の刺激をそのまま受入れる生活を私は仮に習性的生活（habitual	life）と呼ぶ。」

（第 10 章）	

「然しかかる生活は私の個性からいうと、個性の中に属させたらいいものかわるいものか

が疑われる。何故ならば私の個性は厳密に現在に執着しようとし、かかる生活は過去の集

積が私の個性とは連絡なく私にあって働いているというに過ぎないから。その上かかる生

活の内容自体は甚だ不安定な状態にある。・・（略）・・而して私がこれからいおうとす

る智的生活の圏内に這入ってしまう。私は安んじてこの生活によりかかっていることが出

来ない。又本能として自己の表現を欲求する個性は、習性的生活にのみ依頼して生存する

に堪えない。単なる過去の繰返しによって満足していることが出来ない。何故ならそこに

は自己がなくしてただ習性があるばかりだから。」（第 10 章）	

	

＜個性＞が、外界に対してどのように対応し、どのように関係しているのかの違いによっ

て、彼は、「習性的生活」と「智的生活」の二つの異なるあり方を検討していく。外界世

界との関係や過去の集積によって規定されたままの没主体的な個性のあり方が「習性的生

活」であり、そこから脱却していく個性のあり方を「智的生活」としている。後者につい

ては、次章の具体的展開となるが、「個性」の有り様が立体的に構造化されていくことに
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なる。個性に戻れ、と彼が主張する、戻る先の個性の有り様をより明確にしようというの

である。	

	

「智的生活は反省の生活であるばかりでなく努力の生活だ。人類はここに長い経験の結果

を総合して、相共に依拠すべき範律を作り、その範律に則って自己を生活しなければなら

ぬ。」（第 11 章）	

	

武郎は、自分自身の生き方として、個性が外界を常に革新し続けていく「智的生活」を心

掛けて来た。彼の歩みは、そのことを十分に可視化してきた軌跡だと言って良いだろう。

その成果、その実績が、彼の作品群であり、作品に形を変えた彼の生きる意思そのものと

いえるだろう。	

しかし、武郎は、さらに前進すべく、そこには安住できない、と言う。	

	

「私は長い廻り道の末に、尋ねあぐねた故郷を私の個性に見出した。この個性は外界によ

って十重二十重に囲まれているにもかかわらず、個性自身に於いて満ちたらねばならぬ。

その要求が成就されるまでは絶対に飽きることがない。智的生活はそれを私に満たしてく

れたか。満たしてはくれなかった。何故ならば智的生活は何といっても二元の生活である

からだ。そこはいつでも個性と外界との対立が必要とされる。私は自然若しくは人に対し

てある身構えをせねばならぬ。経験する私と経験を強いる外界とがあって智識は生れ出る。

努力せんとする私とその対象たる外界があって道徳は発生する。私が智識そのものではな

く道徳そのものではない。それらは私と外界とを合理的に繋ぐ橋梁に過ぎない。」（第 11

章）	

	

武郎は、これまでの『カインの末裔』を書く前までの自分自身の個性、すなわち、智的生

活のダイナミズムにより外界を自身の内部に取り込んで革新していこうとする地平を、さ

らに超えていこうとしている。このアグレッシブな意欲、意志に支えられながら創造され

たのが、「奇跡の年」３年間における作品群である。そして、『或る女』以降の創作活動

に向けた自分自身の再活性化を目論んだマニフェストでもあった。	

	

「私が私自身になり切る一元の生活、それを私は久しく憧れていた。私は今その神殿に徐

に進みよったように思う。」（第 11 章）	

	

武郎は、自分が切望している境地の直近にいるという高揚感とともに、自らの位置につい

ての冷静な認識も得ているようだ。大正９年の定稿版で書き加えたこの箇所において、彼

は、大正６年の初稿段階で最も深遠な認識に至った自身の思考を振り返り、それを再確認

することで、『或る女』以降の自身の創造力再活性化に向けた自信を取り戻そうとしてい
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るかのように読める。しかし同時に、底知れぬ痛々しさをも感じてしまうのは、このあと

の武郎の行く末を知る読者としての特権だろうか、それとも、読者といえど控えるべき奢

りだろうか。	

	

（３）	

第 12 章から第 14 章までは、本能的生活についての問題提起と展開が行われる。	

	

「然しこれから私が書き連ねる言葉は、恐らく私の使役に反抗するだろう。・・（略）・・

私は言葉の堕落をも咎めまい。かすかな暗示的表出をたよりにして兎に角私は自身をいい

表わしてみよう。」（第 12 章）	

	

既に第２章で予め触れてあった、言葉による表現の限界と暗示による表現への期待が、よ

うやく具体化する場面が、ここに来て登場する。	

	

「無限から二元に、二元から一元に。・・（略）・・則ち個性は外界の刺激によらず、自

己必然の衝動によって自分の生活を開始する。私はこれを本能的生活（Impulsive	Life）

と仮称しよう。」（第 12 章）	

「そこにはもう自他の区別はない。二元的な対立はない。これこそは本当の生命の赤裸々

な表現ではないか。私の個性は永くこの境地への帰還にあこがれていたのだ。」（第 12 章）	

「その場合私は比喩と讃美によってわずかにこの尊い生活を偲ぶより外に道がないだろ

う。」（第 12 章）	

	

武郎は、ここで情熱的に「本能的生活」の至上の価値を主張し、「慣習的生活」「智的生

活」それぞれの価値を超えていく究極的な意義を表明している。弁証法にも似たこの展開

を、我々が日常の世事にまつわる経験上から批判するのは、難しくないだろう。しかし、

それは、武郎自身も先刻承知の上で、おそらく自分自身に対して語りかけているのである。

もうしばらく、我々読者もその言葉の彼方に垣間見える暗喩の世界に、心を預けてみよう

ではないか。	

	

「本能という言葉・・（略）・・は殊に科学によってその正しい意味から堕落させられて

いる。・・（略）・・本能とは大自然の持っている意志を指すものとも考えることが出来

る。」（第 14 章）	

	

本能を「大自然の持っている意志」と喝破した武郎は、「本能的生活」を、人間社会の下

世話な話題で用いられる用語としての＜本能＞と、明確に峻別している。この理解を逸す

れば、『惜しみなく愛は奪う』の本旨をまったく見失うことになる。ここでいう「本能」
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について、より卑近に引き寄せて、しかも誰でも理解できるように、彼は別の言葉を用い

て換言していく。そこから、『惜しみなく愛は奪う』における主張は、一層本質的な意味

でラジカルになっていく。それは、次章の展開となる。	

	

（４）	

第 15 章から第 19 章までは、初稿版の再録である。いわば、『惜しみなく愛は奪う』の核

心部分である。ここでは、これまで「本能的生活」として表現し始めた個性の有り様を、

＜愛＞に置き換えて、より直感的に展開している。	

	

「人間によって切り取られた本能—それを人は一般に愛と呼ばないだろうか。」（第 15 章）	

「愛は人間に現れた純粋な本能の働きである。」（第 15 章）	

「私の体験は、縦しそれが貧弱なものであろうともー愛の本質を、与える本能として感じ

ることが出来ない。私の経験が私に告げるところによれば、愛は与える本能である代わり

に奪う本能であり、放射するエネルギーである代わりに吸引するエネルギーである。」（第

15 章）	

	

人口に膾炙しているところによると、「愛は惜しみなく与える」という理解が流布してい

るが、それは表層的な理解だ、と武郎は異議を唱え、自分の本能的生活の中で把握できた

限りに於いては、「愛は惜しみなく奪う」ものだ、と主張する。これは、彼自身も言うよ

うに、一般的な理解からすると、最初は理解しがたい違和感が伴うかもしれないが、愛す

るときの心の動きを冷静に眺めてみよう、と我々読者に呼びかける。その具体的なメカニ

ズムについては次章以降の展開となるが、ここでいう愛は、本能的生活としての個性のあ

りようから敷衍された心の動きを指していることに、あらためて留意しておきたい。智的

生活における心の動きでもなければ、ましてや、慣習的生活における心の姿態を指してい

るのでもない。愛の主体と客体を、本能的生活の中に如何に取り込むのかという理解であ

る。既に前述し論理的に整理して来たように、個性は本能的生活の中で外界を自身の内に

如何に取り込むのか、という命題であることを、今一度再確認した上で、次章に進もう。	

	

「私の愛は私の中にあって最上の生長と完成を欲する。私の愛は私自身の外に他の対象を

求めはしない。私の個性はかくして生長と完成との道程に急ぐ。然らば私はどうしてその

生長と完成を成就するか。それは奪うことによってである。愛の表現は惜しみなく与える

だろう。然し愛の本体は惜しみなく奪うものだ。」（第 16 章）	

「私が小鳥を愛すれば愛するほど、小鳥はより多く私そのものである。私にとって小鳥は

もう私以外の存在ではない。小鳥ではない。小鳥は私だ。私が小鳥を活きるのだ。（The	

little	birdis	myself,	and	I	live	a	bird.）”	I	live	a	bird.”・・英語にはこの適切

な愛の発想法がある。・・（略）・・私は小鳥を生きるのだ。だから私は美しい籠と、新
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鮮な食餌と、やむことなき愛撫とを外物に恵み与えた覚えはない。私は明らかにそれらの

ものを私自身に与えているのだ。私は小鳥とその所有物の凡てを残すところなく外界から

私の個性へ奪い取っているのだ。・・（略）・・愛は略奪する激しい力だ。」（第 16 章）	

	

武郎が主張する「愛は惜しみなく奪う」ものだと言う論理構成は、小鳥の例によって具体

的でわかりやすく表現されている。このこと自体への解説は、もはや不要であろう。要す

るに、愛するものを奪う、と言っているのではない。愛する、ということ自体が、そもそ

も、奪うということなのだ、自分の個性に取り込んで，そのことによって一層豊かになっ

た自分の個性を愛する生活がより一層深まるのだ、と言っているのである。このこと自体

は、特段奇異なことではないだろう。ある意味で、当たり前のことのような気がする。武

郎も、当たり前のことだ、と言っているのであろう。では、このように表現することで、

彼は何を狙っていたのだろうか。それは、この次の章で示唆される。	

	

「愛は自己への獲得である。愛は惜しみなく奪うものだ。愛させられるものは奪われては

いるが不思議なことには何物も奪われてはいない。然し愛するものは必ず奪っている。」

（第 17 章）	

「ダンテはいかにビヤトリスから奪ったことぞ。彼れは一生の間にビヤトリスを浪費して

なお余る程この愛人から奪っていたではないか。彼の生活は淋しかった。・・（略）・・

ダンテはその愛の獲得の飽満さを自分一人では抱えきれずに、「新生」として「聖曲」と

して心外に吐き出した。・・（略）・・見よ愛がいかに奪うかを。愛は個性の飽満と自由

とを成就することにのみ全力を尽くしているのだ。」（第 17 条）	

	

愛は惜しみなく奪い自己の個性に取り込むものであることを、武郎は、ダンテやホイット

マンを例に引きながら、熱く語る。そして、彼のその思いがどこに帰着するのか、垣間見

せることになる。	

	

「ホイットマンも嘗てその可憐な即興詩の中に「自分は嘗て愛した。その愛は報われなか

った。私の愛は無益に終わったろうか。否。私はそれによって詩を生んだ」と詠っている。」

（第 17 章）	

	

これが、武郎の「惜しみなく奪う愛」の究極の目的なのではないか。つまり、愛を個性の

中に奪い続けることによって、彼の表現活動を維持していく、ということを明かしている

ような気がする。この場合の「愛」の対象は、作品の中に表現しようとする、特に主人公

に仮託する存在である。たとえば『カインの末裔』であれば、主人公広岡仁右衛門のモデ

ルとした広岡吉次郎氏のイメージ（つまり、実在の本人の実像というより、広岡吉次郎氏

に関する取材から得られた情報をもとに武郎が組立て直した氏のイメージ）であり、彼を
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武郎が自らの中に取り込んで、自身の想いや主人公をどのような存在にしたかったかとい

う、武郎の根源的な創作意図が、「愛」の姿なのではないか。武郎は、『カインの末裔』

自註解説の中で、「主人公広岡仁右衛門は実は自分である」と書いているが、その意味は、

広岡吉次郎に対する「愛」を惜しみなく自分の中に奪い、そして、自分の個性と一体の主

人公広岡仁右衛門として作品に表現した、という意味であろう。『或る女』であれば、佐々

城信子という実在の女性への関心を「愛」として武郎の中に奪い、彼の個性と一体になっ

た主人公として「早月葉子」を生み出した、ということではないか。「早月葉子は実は自

分自身だ」ということになるのであろう。しかし、『或る女』においては、実は有島武郎

自身をモデルとした登場人物（古藤）も登場させており、従って、創作上の自己表出の構

造はやや複雑になっている。この点については後述することにして、先に読み進めたい。	

	

「個性はその生長と自由とのために、愛によって外界から奪い取れるもの凡てを奪い取ろ

うとする。愛は手近い所からその事業を始めて、右往左往に戦利品を運び帰る。個性が強

烈であればある程、愛の活動も亦目ざましい。若し私が愛するものを凡て奪い取り、愛せ

られるものが私を凡て奪い取るに至れば、その時に二人は一人だ。そこにはもう奪うべき

何物もなく奪われるべき何物もない。だからその場合彼れが死ぬことは私が死ぬことだ。

殉死とか情死とかはかくの如くして極めて自然であり得ることだ。・・（略）・・而して、

その世界の持つ飽くことなき拡充性が、これまでの私の習慣を破り、生活を変え、遂には

弱い、はかない私の肉体を打壊するのだ。破裂させてしまうのだ。」（第 18 章）	

	

鳥肌が立つほどの直裁な表現ではないか。論は、核心に突入した。武郎自身のこの後の創

作活動の“臨界”と“自死”が予感される、と思うのは、読者のあまりに“高慢な”批評

家根性だろうか。いや、それこそ「有島武郎」を「愛」し自分の中に奪い取ろうとしてい

る読者としての私の個性がなせる精神営為であり、『惜しみなく愛は奪う』に込めた武郎

のメッセージを正面から受け止めて継承しようと言う“愛弟子”の所業として、肯定的に

受け止めて頂ける「感想」ではないだろうか。これは、剽窃ではない。	

白熱の度を増して来た武郎の論は、まだ続く。	

「難者のいう自滅とは畢竟何をさすのであろう。・・（略）・・それは、個性の亡失では

ない。肉体の破壊を伴うまでに生長し自由になった個の拡充を指しているのである。・・

（略）・・愛あるが故に、個性の充実を完うして時ならざるに死ぬ人がいる。然しながら

所謂定命の死、不時の死とは誰が完全に決めることが出来るのだ。愛が完うせられた時に

死ぬ、即ち個性がその拡充性をなし遂げてなお余りある時に肉体を破る、それを定命の死

といわないで何所に正しい定命の死があろう。愛したものの死ほど心安い潔い死はない。

その他の死は凡て苦痛だ。それは他のために自滅するのではない。自滅するものの個性は

死の瞬間に最上の生長に達しているのだ。即ち人間として奪い得る凡てのものを奪い取っ
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ているのだ。個性が充実して他に何の望むものなき境地を人は仮に没我というに過ぎぬ。」

（第 18 章）	

	

後年の武郎の自死（T12）は、情死として世間の耳目を集めた。しかし、その背景や理由は、

今なお謎に包まれたままである。多様な分析が繰返されてきたが、なお解明されたとは言

いがたい。その中にあって、一読者としての私のこのような読み方が適切なものかどうか、

それはわからない。しかし、その瞬間の武郎の境地に、ほんの微かではあっても触れるこ

とができた、という妄想がわき起こる。武郎は、死への道行きの途中で、幾人かに最後の

書簡をしたためているが、次のようなメッセージが書き込まれている。	

	

「如何戦っても私はこの運命からのがれる事が出来なくなったのですから、私は心からの

よろこびを以てその運命に近づいてゆくのですから。」（有島武郎から有島幸子及三児宛

の手紙／T12.6.8）	

「私のあなた方に告げ得るよろこびは死が外界の圧迫によって寸毫もうながされてハいな

いといふ事です。私達は最も自由に歓喜して死を迎へるのです。軽井沢に列車の到着せん

とする今も私達は笑ひながら楽しく語り合っています。如何か暫く私達を世の習慣から引

放して考へてください。」（有島武郎から弟妹諸氏宛の手紙／T12.6.8）	

「然し私達は遂に自然の大きな手で易々とかうまでさらはれてしまひました。」（有島武

郎から波多野春房宛の手紙／T12.6.8）	

「僕ハこの挙を少しも悔いず唯十全の満足の中にある。秋子も亦同様だ。私達を悲しまな

いで呉れ給へ。・・（略）・・実際私達は戯れつつある二人の小児に等しい。愛の前に死

がかくまで無力なるものだとは此瞬間まで思ハなかった。」（有島武郎から足助素一宛の

手紙／T12.6.9）	

「私達ハ愛之絶頂に於る死を迎へる。他の強迫によるものではない。」（有島武郎から森

本厚吉宛／T12.6.9）	

	

引用が少し多かったが、『惜しみなく愛は奪う』に展開されているキーワードがいくつか

散見される。宛先にそって、少しづつニュアンスの異なるメッセージとなっているので、

これらを総合する事で、彼の自死の真相に少しは理解が届く可能性を感じる。	

しかし、この章では、武郎は、「惜しみなく奪う愛」と「死」の関係に、論の主力を注入

しているのではなさそうだ。	

	

「私が創作の衝動に駆られて容赦なく自己を検察したとき、見よそこには生気に充ち満ち

た新しい世界が展開されたではないか。実生活の波乱に乏しい、孤独な道を踏んで来た私

の衷に、思いもかけず、多数の個性を発見した時、私は眼を見張って驚かずにはいられな

かったではないか。私が眼を据えて憚りなく自己を見つめれば見つめるほど、大きな真実
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な人間生活の諸相が明瞭に現れ出た。私の内部に充満して私の表現を待ち望んでいるこの

不思議な世界、何だそれは。私は今にしてそれが何であるかを知る。それは私の祖先と私

とが、愛によって外界から私の衷に連れ込んで来た、謂わば愛の捕虜の大きな群れなのだ。

彼等は各自身の言葉を以て自身の一生を訴えている。而して私の心にさえよき準備ができ

ているならば、それを聞き分け、見分け、その真の生命において再現するのは可能なこと

であるのを私は知る。私は既に十分を持っている。芸術制作の素材には一生かかって表現

してもなお余りあるものを持っている。外界から奪い取る愛の働きを無視しては、どうし

てこの明らさまな事実を説明する事が出来ようぞ。然も私の愛はなお足りることを知らず

に奪おうとしている。何という飽くことを知らぬ激しいそれは力だろう。」（第 18 章）	

	

このエネルギッシュな創作欲の源泉に関する分析と、将来に向けた自信に満ちた闘争宣言

は、初稿段階のハイライトだと思う。『カインの末裔』における創作と表現の源泉をかく

のごとく対象化し得たことが、この後の「奇跡の年」を支えることになるのは当然と思う

が、一方で、定稿版の視点から言うと、『或る女』に至る凝縮した創作活動を振り返って

得られた実感としての総括でもあっただろう。しかし、ここでもやはり、私達読者の冒涜

的な視線により、武郎の創作の危機に繋がる悪い予感を感じてしまうのはどうしようもな

い。後述したいが、武郎のこの熱いマニフェストは、大正 10 年に発表した『白官舎』（翌

大正 11 年に『星座』と改題されて出版）のなかで真価が試されることになるのである。	

	

（５）	

第 20 章から最後の第 29 章までは、初稿版になかった、定稿版で増補された部分である。

ここには、『或る女』の発表以降寄せられたいくつかの反響に対して答える論述が展開さ

れている。	

	

「私は澱みに来た。而して暫く渦紋を描いた。私は再び流れ出よう。私はまず、愛を出発

点として芸術を考えて見る。凡ての思想凡ての行為は表象である。表象とは愛が己自ら表

現するための煩悶である。その煩悶の結果が即ち創造である。」（第 21 章）	

	

定稿版を著わしたときの、武郎の創作エネルギーを的確に自己表白している。基本的には、

生涯通じて抱えていた創作活動における産みの苦しみを吐露したものとも受け止められる

が、就中、この時期（大正 9年）の武郎があがき苦しんでいた課題を、必至に対象化しよ

うとしている様子が伺える。必至にもがく行為として、この『惜しみなく愛は奪う』の定

稿版を増補しているのであろう。しかし、草稿版（第 15 章から第 19 章まで）を一層深く

掘り下げる、あるいは、大きな前進が見られる、という追補になっているかと言えば、疑

問だ。つまり、草稿段階の高揚した理論的構築の水準を超えて、次の新たな創作に向けた

理論再構築に成功している内容かと言えば、否定的に感じざるを得ない。	
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その中にあって、新たな展開と言えば、第 23 章の「男女の関係と家族生活」への敷衍であ

る。	

	

「私は更らに愛を出発点として男女の関係と家族生活とを考えてみたい。」（第 23 章）	

「どれ程長い時間の間に馴致されたことであるか分らない。然しながら人間の生活途上に

おいて女性は男性の奴隷となった。それは確かに筋肉労働の世界に奴隷が生じた時より古

いことに相違ない。」（第 23 章）	

	

武郎は、男女の関係における歴史的変遷を辿りながら、今日の男性優位の関係性を批判的

に指摘する。その上で、男性と女性それぞれの問題点も指摘するが、それらは畢竟、男女

関係の今日を固定化する社会制度の隅々に行き渡っているイデオロギーのなせる結果と断

言し、その情況から如何に脱却するか、特に女性の解放を如何に進めたら良いか、論を進

めていく。	

ここでは、暗に『或る女』の早月葉子の、男への愛と憎しみ、女としての闘い方を強く意

識して、その普遍化を図る論述を深めていくような展開だ。明らかに、武郎は、早月葉子

の生き方に強いシンパシーを寄せ、しかしながら、時代の中で登場が早すぎたことに起因

する早月葉子の苦悩と敗北もまた必須のことであったとして、その問題点を社会の時代性

の中に探っていく。	

	

「女性が今の文化生活に預かろうとする要求を私は無下に斥けようとする者ではない。そ

れは然しその成就が完全な女性の独立とはなり得ないということを私は申出したい。若し

女性が今の文化の制度を肯定して、全然それに順応することが出来たとしても、それは女

性が男性の嗜好に降伏して自分達自らを男性化し得たという結果になるに過ぎない。それ

は女性の独立ではなく、女性の降伏だ。唯外面的にでも女性が自ら動くことの出来る余地

を造っておいて、その上で女性の真要求を尋ね出す手段としてならば、私は女権運動を承

認する。」（第 23 章）	

	

現代において主張されている「男女同権」（これはもう古い概念？）や「男女共同参画」

（これは少し胡散臭い？）というのは、武郎の概念整理で照らし出すと、「女性の男性化」

であり「女性の降伏」に帰着する、ということになるだろう。確かに、武郎の時代と比べ

ても、女性の社会進出は非常に進んで来たが、ではその分、女性の自立が進み女性の権利

が向上したかと言われれば、武郎の批判に反論できない状況にあることは否めない。女性

が社会の中で男性と同じように働き、進出しているのであって、男性と異なる存在の仕方

を確立しつつある、とは到底言えないだろう。	

では、どのような女性の在り方が望まれるのか。	
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「それにも増して私が女性に望む所は、女性が力を合わせて女性の中から女性的転載を生

み出さんことだ。男性から真に解放された女性の眼を以て、現代の文化を見直してくれる

女性の出現を祈らんことだ。・・（略）・・男性と創り上げた文化と、女性のそれとの正

しき抱擁によって、それによってのみ、私達凡ての翹望する文化は成り立つだろう。」（第

23 章）	

	

この論理構成は、武郎の「第四階級論」と共通のものであることが分る。第四階級の解放

について、第三階級である自分は主体的には関与できないことだと割切った武郎の“潔癖

性”は、女性の解放についても、男性である自分自身は直接的には何も出来ないが、女性

が自ら方針を打ち出せば、男性として真摯にそのことに向き合おう、という姿勢を見せて

いる。これを、武郎の限界ととるか、本質的に正しい方針と受け止めるか、我々にも同様

の問が投げかけられている。こうして、武郎のラジカル性は、男女の愛の根源性と社会制

度との相克に関する主張の中で、より明確に表明される。	

	

「家族とは愛によって結びついた神聖な生活の単位である。これ以外の意味をそれに付け

加えることは、その内容を混乱することである。法定の手続と結婚の儀式とによって家族

は本当の意味に於て成立つと考えられているが、愛する男女に取っては、本質的にいうと、

それは少しも必要な条件ではない。又離婚即ち家族の分散が法の認許によって成立つとい

うことも少しも必要な条件ではない。凡てかかる条件は、社界がその平安を保持するため

に案出して、これを凡ての男女に強制しているところのものだ。国家が今あるがままの状

態で、民衆の生活を整理していくためには、家族が小国家の状態で強固に維持されること

を極めて便利とする。また財産の私有を制度となさんためには、家族制度の存立と財産継

承の習慣とが欠くべからざる必要時である。これらの外面的な情実から、家族は国家の柱

石、資本主義の根拠地となっている。その為には、縦令愛の失われた男女の間にも、家族

たる形体を固守せしめる必要がある。」（第 23 章）	

「愛のある所には常に家族を成立せしめよ。愛のない所には必ず家族を分散せしめよ。こ

の自由が許されることによってのみ、男女の生活はその忌むべき虚偽から解放され得る。

自由恋愛から自由結婚へ。」（第 23 章）	

	

彼の家族論は、男女の愛にのみ、その存立根拠を有する。社会が手続として確立した家族

制度は、何ら必要不可欠なものではない、と切り捨てる。男女の愛は、本能的生活のひと

つの最終形である以上、そこには、智的生活の導入も不要だし、いわんや、社会的手続や

制度などの慣習的生活は本来まったく不要のものであって、何等かの便宜的必要性への配

慮がある場合に限って導入すれば事足りる程度の付属的なしきたり、ということであろう。

このような整理は、武郎にとっては、論理的整合性の観点から言っても至極至当なことで

ある。	
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この認識をもとに、彼は、もう一つの家庭論を提起している。制度に縛られた家庭は、国

家体制の基礎としてその一翼を担うべく拘束されている、と喝破している。これも、愛に

よってのみ成立する家庭が本能的生活であることから、国家権力のシステムといった智的

生活や慣習的生活とは本来無縁であるはずだが、日本では（多くの国でもそうだが）、婚

姻制度や私有財産制度などによって、国家機構にがんじがらめに縛られ、また家庭の側か

らもその拘束をもって家族の永続性を外在的力（国家）によって永続させようと言う打算

が依拠する仕組みになっている。この論点は、武郎にとって、単なる理論的論点に留まら

ず、自分自身の父との関係や農場における事実上の権力関係をもろに支えて来た観念であ

ることから、破壊すべき共同幻想として強く意識した問題でもあった。	

このように、男女の愛の本質において家族を位置付け、いよいよ、『惜しみなく愛は奪う』

の最終結論に触れていく・・・。	

	

「更に又、私は恋愛そのものについて一言を付け加える。恋愛の前に個性の自己に対する

深き要求があることを思え。正しくいうと個性の全的要求によってのみ、人は愛人を見出

すことに誤謬なきことができる。」（第 23 章）	

	

恋愛と結婚が本能的生活において本来的に自由なもの、ということになると、世間では様々

な不安と批判を繰り出してくる。予期されるそのような反対に向けて、彼は、本質的な反

論を用意している。「惜しみなく奪う愛」は、個性が自らの内に取り込むものであり、自

分自身の魂と一体になることになるので、その対象を見定めるに際しても誠心誠意行わざ

るを得ない。制度によって拘束されたからではなく、自分の心が自身の尊厳と責任におい

て奪う愛の対象を定めるのである以上、疎かには出来ないはずであり、誤謬も生じないよ

う努力するはず、と戒める。正直、やや性善説に肩入れしすぎている感もあるが、しかし、

「愛」というのは、そもそもそのような「全的」なものであるというのは確かなことだ。	

第 23 章は、定稿版の１年ほど前に出版され様々な反響を巻き起こした『或る女』について、

あらためてその根底にある有島武郎自身の想いを集約的に表現した文章でもある。『或る

女』に関して彼に寄せられたいくつかの批評や批判に向けて、彼は書簡の中でも、『或る

女』と『惜しみなく愛は奪う』を関連づけながら解説している。この二つの作品は、密接

に関連しているといえる訳だが、その接点となるのが、第 23 章である。	

この第 23 章の論述で、『惜しみなく愛は奪う』の論理構成は完結する。「本能」を「愛」

と置き換え、その対象を、男女の愛や家族の成立という論理的地平から更に一歩進めて、

芸術表現の対象や内容についての取材まで、論点を敷衍してきた。そして最後は、男女の

愛や家族の根拠を再び＜個性＞に帰すことで人間存在の根源的責任を明らかにし、一貫し

た循環的論述をここで閉じているのである。	

この後の残りの章では、いくつかの断片的な補足事項について触れているのみなので、言

及は略す。	
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［３．「奇跡の年」における『惜しみなく愛は奪う』の意義］ 

（１）	

既に述べたように、『惜しみなく愛は奪う』初稿版が発表されたのは、大正 6年 6月号の

『新潮』であり、その後、大正９年 6月に増補定稿版が『有島武郎著作集』第十一輯に収

録された。この間の経緯について、発表した関連する主な作品を中心に、少し辿っておき

たい。まず、年表。	

	

・	大正 6年 6月：『惜しみなく愛は奪う』（初稿版／定稿版の第 15〜19 章に該当する部

分）を『新潮』に発表（同時に、『ニュー・イースト』誌に英訳”Love,	the	Plunderer

寄稿）	

・	大正 6年 7月：『カインの末裔』が『新小説』に発表され、「奇跡の年」の嚆矢となる	

・	大正 6年 10 月：『芸術を生む胎』（『新潮』に発表）の中で、『惜しみなく愛は奪う』

について言及し、関連の論旨を展開	

・	大正 6年 11 月〜12 月：『自己の考察』（『北海タイムス』に発表）の中で、『惜しみ

なく愛は奪う』について言及し、関連の論旨を展開）	

・	大正 7年３月〜4月：『生まれ出づる悩み』（『大阪毎日新聞』に連載）を発表	

・	大正８年 2月〜4 月：『リビングストン第４版序言』（『東方時論』に発表）の中で、

『惜しみなく愛は奪う』定稿版の予告	

・	大正 8年 3月：『或る女』前編を出版	

・	大正 8年 6月：『或る女』後編を出版	

・	大正 9年 6月：『惜しみなく愛は奪う』定稿版を『有島武郎著作集』第十一輯に発表	

・	大正 10 年７月：『白官舎』を発表	

・	大正 11 年 3 月：思想と実生活の一元化を求め、農場解放、邸宅、家財処理の意志を表

明	

・	大正 11 年５月：『星座』（『白官舎』を改題）を出版	

・	大正 11 年 7 月：農場弥照神社にて、土地共有による農場の無償解放	

	

年表からは、『惜しみなく愛は奪う』の初稿版が、『カインの末裔』とほぼ同時期に書か

れ公表されていること、そして、定稿版が『或る女』発表の頃から増補部分が書き始めら

れ、その１年後に定稿版が発表されていることを、読み取ることが出来る。この経過から、

『惜しみなく愛は奪う』が有島武郎の「奇跡の年」に産み落とされた諸作品に密接に関連

していることを想起することができる。内容としても、芸術の創造と深く関連する思想が

見られたことから、創作作品との関連はありそうである。しかし、実際はどうなのだろう

か。実は、この時期の書簡や日記から、この経緯の中に上記テーマを実証できる記述を検
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索したが、様々な記載はあったものの、確証は得られなかった。そこで、一読者としての

推定を交えた“仮説”を提案して、論を終えたい。	

	

（２）	

「奇跡の年」の幕を開けた『カインの末裔』と、幕を閉めた『或る女』、そして、その後

の有島武郎の方向性を占う未完の長編となった『星座』について、『惜しみなく愛は奪う』

の観点から読み直してみる。	

	

『カインの末裔』は、主人公広岡仁右衛門の存在意義が最大のテーマである。彼は、まさ

しく「本能的生活」の象徴として描かれている。仁右衛門の個性の中に、彼を取巻くすべ

ての外界は取り込まれ、彼はその中で完き自由人として傍若無人に行動する。しかし、そ

のことによって彼は農場コミュニティと対立し外界の凡てを敵に回し、最後は自らの本能

故に外界から復讐を受けて打ちのめされ、農場から夜逃げせざるを得なくなる。ここには、

本能的生活を強行することによる敗北が描かれている。仁右衛門に対する作者の＜愛＞が

このような結末を描いたのは、何故だったか。仁右衛門の本能的生活は、外界を惜しみな

く奪って成立っていたように見えても、実は、それは＜愛＞によってではなかった。奪え

ば奪うほど、外界は失われていった。これは『惜しみなく愛は奪う』あり方ではない。有

島武郎が創作表現の中に奪った主人公仁右衛門の存在はどうだったか。武郎は、仁右衛門

を、ローファーにはなれない似非ローファーの象徴として対象化したことで、武郎が目指

すローファーの実現困難性の暗喩とした。有島農場解放を既に決意していた自分の理想の

射程が、極めて遠大なものであることをも自らに問いかけ、それでもなお実現に向けた決

意を暗喩によって表現し、当面はそれが敗北するであろうことをも予言する作品とした。	

『或る女』はどうか。主人公早月葉子は、女としての存在感が外界から容認されない疎外

感と闘う術を、男を魅惑する性を武器に、外界の凡てを自分の個性の中に奪い続けて生き

てきた。その外界の象徴が、倉地三吉である。葉子と倉地は、互いに奪い合って双方の個

性はひとつになった。葉子は、仁右衛門と違って、自らが外界を敵に回すような生き方を

重ねたのではない。彼女の生き方が、外界を結局離反させ、葉子と倉地を崩潰せしめた。

女の生き方として有りうべき姿のひとつであるにもかかわらず、時代がそのような女の生

き方を認めなかった。仁右衛門は時代に歯向かって自滅した自然児だったが、葉子はその

自由な愛の生き方が時代に認められず時代によって破壊されたローファーとなった。有島

武郎は、この作品の中で、自らを古藤義一という登場人物として葉子の生き方に対置させ

たが、それは、葉子の本能的生活に対する智的生活を象徴する人物として対比させるため

であった。有島自身は智的生活を体現する存在ではないが、あえてそのような役回りとし

て配置した意味は、葉子という本能的生活者の可能性を検証する為の指標として潜り込ま

せたと思われる。物語の進展の中で、葉子が古藤を超えて行く流れを目標に書き進めてい
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ったものの、葉子は、古藤の愛を自分の個性に中に取りこめきれず、智的生活を止揚する

ことが出来なかったのである。	

	

有島武郎は、この二つの作品を通じて、『惜しみなく愛は奪う』ことによる文学創造に、

実は満足できる成果を見出すことが出来なかったと、言わざるを得ない。仁右衛門と葉子

それぞれの敗北の仕方が、そのことを象徴している。しかし、それは、本能的生活自体の

不可能性を示しているのではない。ローファーの実現困難性は、いわば、永遠の叛逆によ

ってのみ克服可能であり、当面の農場解放にしても失敗する可能性が極めて大きいことを

自らに語りかけているのである。それでもなおかつ、進まざるを得ない道であること、敗

北の屍を踏み越えていかざるを得ない目標であることを、自らに戒めながらの秘かな決意

を表現しているのである。作品としての表現水準については、秘かな自負を盛り込みなが

らも、読者が果たして読み取ってくれるかどうかについては、自信を持っていなかったと

も思われる。彼は、書簡の中で、度々その点について触れている。	

	

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

それを恥じます。」（T8.10.8/／浦上后三郎宛書簡より）	

「是は然し結果私の表現が十分でないから起ることでせう。・・（略）・・いつかはあの

作品が女性に対する、従って人間生活の悲運に対する真相を読者に垣間見せ、而してその

点に対する考へ直しをして貰へる時が来るやうにと祈るものです。私は芸術は已むにやま

れぬ生の表現だと信ずるものです。私は自分の生の苦痛をあの作で叫んだのです。」

（T8.10.19／石坂養平宛書簡より）	

	

その意味で、『或る女』は成功したとは言え、一般的な読者世界においては、問題提起が

的確に理解されたとは言えない結果を招いた。では、『惜しみなく愛は奪う』に託した彼

の芸術理念は、その後、彼の創作活動の中でどのように展開していったのか。ここでは、

『或る女』以降に公表された彼の長編『星座』をみてみよう。とは言っても、この作品は

未完であって、武郎は、この作品を完成することに絶望したように思われる。その意味に

於いて、『惜しみなく愛は奪う』の果たした意義について、前二作とは異なる視点から総

括を可視化したとも言える。	

『星座』では、主人公が多数登場する。その一人一人が互いに絡み合いながら、それぞれ

の内面世界に別の主人公を取り込んでいく。つまり、『惜しみなく愛を奪う』関係性が多

元的に輻輳していく物語である。それぞれの愛の姿が、それぞれの個性を豊かに変貌せし

めていく。したがって、この作品に於いて、武郎は、『惜しみなく愛を奪う』生き方を多

元的にする試みとして敢行したのであって、彼にとっては、最大の創造的挑戦を行ったの

である。その結果は、その予兆としての魅力的な文学世界を描くことはできたものの、お
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そらく、完成させる自らの力に何等かの限界を感じたのではないだろうか。書簡の中に、

そのことに懸念を引き寄せる記述がいくつか見られる。	

	

「何しろ今年に於而私は自分の生活をいよいよ少しちがへて見ようとおもっています。人

としての私は今危機に臨んでいます。内部の生命が脅かされているやうで創作が出来ませ

ん。これは単に怠慢からばかり来ているものとは考へられません。寧ろ内部のものが私に

怠惰を強ひるのです。白官舎の続きなる「星座」に既に執筆に着手してあるべくしてまだ

着手していません。此頃小説のプロットなどを考へているのが変に気が引けてきました。

もっと端的な表現に赴きたいといふ熱意が燃えます。矢張詩や音楽が羨ましいとおもひま

す。」（T11.1.19／吹田順助宛書簡より）	

「『星座』といふのが出来ましたからお送りします。話の全体からいふと単々玄関口だけ

を現はしたのに過ぎないので読んで興味の薄いものと想ひますが不用な時間があった時お

読みくだされば幸です。」（T11.6.4／森本厚吉宛書簡から）	

	

自身の精神状況を端的に吐露している。武郎は、書簡の中で、筆が進まないことを素直に

こぼすことが多い。『星座』に関しては、結局筆は進まず、途中段階で出版することにな

った。この背景には様々な要因が絡んでいることを、彼の書簡から読み取れる。現に、こ

の先、武郎の創作意欲はますます減退していくように推移し、存在感の強いまとまった作

品が激減する。そして、この年、大正 11 年７月には、農場の無償解放宣言を行い、生活を

大きく変えて、創作意欲の回復を期すことになるが、実現しないまま、更に翌年を迎える。	

	

	

	

(2015 年 1 月 FB 投稿原稿の再録) 

 
	


