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第 17 回読書会のまとめ 
  再び『酒狂』『或る施療患者』『骨』     参加者 6名＋感想文参加 1名 
	 

	 前回と同じ作品を巡ってのやりとりです。感想文参加の Ha さんが 3つの柱で書いてくれ

ました。話し合った内容も自動的にそれに含まれてしまいますので、それに沿って読書会

のまとめをする事にしました。	 

	 

１．武郎の宣言	 

	 武郎は不在地主として自分の農場で小作人という存在に触れていて、彼らに共感を抱く

と同時に嫌悪も感じていたことは『親子』に出てきます。	 

	 第四階級とはブルジョアジー（第三階級）に対するプロレタリアート（労働者階級）の

ことですが、武郎は「自分は第四階級にはなれないし、ならしてもらおうとも思わない」

と言っているようです。第四階級のために何かするなんて事は思い上がった考えだ、とも

思っていたようです。	 

	 社会の矛盾を一番被っているのが労働者階級です。社会においては、働いてものを作り

出す人が一番立派で、大切な人（『君たちはどう生きるか』より）であり、また数も一番多

いのですが、安い賃金で目一杯働かされます。だから、搾取されずに相応の待遇を受けら

れるようになるためには、彼ら自身が団結して社会を変革しなければなりません。なぜな

ら他の階級の人たちは今のままが楽なので変革しようなんて考えもしないからです。労働

者のための社会を自身で創り出すしか、彼らが主人公になる社会は到来しないのです。そ

れ以外の方法はあり得ない、自分には何もできないと武郎は考えたのでしょう。共感する

が突き放してもいる、といったところでしょうか。	 

武郎は、それでも自分には何か出来るだろうか、と考えました。彼が考えたのは、第四

階級以外の人たちに、自分の著作を通して「今の世の中は間違っていないか？」と訴え

ようというものだったのでしょう。労働者は武郎の小説を読む時間もお金もありません。

だから労働者たちに苦労と貧乏を押しつけて、世の中を変える気もなく安穏と暮らして

いるその他の人々を動かすしかないと思ったのかもしれません。そう言えば、武郎の作

品には底辺層の人々がやたら登場しますよね。・・・というような読み方はどうですか？	 

	 

２．実篤の「新しき村」の試み	 

	 武者小路実篤は有島武郎と同時代の人ですが、不在地主の武郎と違って、実験農場と

も言うべき「新しき村」に住み込んでいました。でもそれは、思想的なものというより

は、第四階級の人たちと一緒に働き暮らすことを考えていただけではないか、という意

見が出ました。	 

	 武郎は実篤に対して、「目的に外れた成功をするよりも、どこまでも趣意に徹底して失

敗せんことを祈ります」と書き、「私もある機会の到来とともに・・・存分に失敗しよう
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とおもっています」と加えているようです。両方ともうまくいくはずはないとの確信が

あったのかもしれません。	 

	 武郎の農場解放が失敗だったのかは置くとして、それまでとは違った共同体を創ろう

とする試みは他にもあったようです。羽仁もと子の自由学園しかり、また留寿都村には

平民社農場もあったという情報が出ました。	 

	 実篤のことが書かれていた Ha さんの感想文には、武郎のやろうとしていたことを受け

てでしょうか、「ただ小説を鑑賞しているだけで良いのかと重たい問いを投げかけられて

いるような気がします」とありました。受け止めるには重すぎる気もしますし、いいん

じゃない？と開き直ることもできそうです。あなたはどっち派ですか？	 

	 

３．『骨』をめぐって	 

	 母親の骨を一部持っている。自分のと一緒に何処かの木の下にまいてもらい、梶井基

次郎が書いたように（『桜の樹の下には』かな？）妖しい花を咲かせたいと思います。・・・

という感想がありました。	 

	 私も前回の感想文に、我が家の仏壇には父と母の骨が置いてあることと墓仕舞いも選

択肢の一つ、ということを書いたのですが、墓に関しては、嫁ぎ先の墓に入っても先祖

は知らない人ばかり。実家の墓に入る女性もいる。自分は樹木葬でもよい、などの意見

が出されました。先祖代々の墓の世話をしたくないとか、墓に入った後は世話されたく

ないなど、今ではいろんな考え方が表明されています。死の捉え方、葬式、さらには先

祖、家族といったような、普段は取り立てて考えないことについても昔のような常識め

いた一つの決まったものがあるわけではありません。多様な考えを容認する時代になり

つつあるとも感じます。	 

	 「神や仏は人が造ったもの」「死んでしまったら神も仏もないのか？」ということと併

せて考えると、なかなか結論が出ずに悩ましいことになりそうです。でもたくさんある

選択肢の中から一つを選ぶことこそ自分の生き方（あるいは、死に方）を選び取ること

だと思いませんか？	 

	 

４．その他の意見	 

（１）発達障害という視点	 

	 発達障害という視点が初めて出されたのは『カインの末裔』を読んだ時で、今回が二

度目になります。	 

	 確かに、武郎の作品を読んでいくと、そうではないかと思いたくなるような登場人物

が目に付きます。でもその用語が使われ出したのは割りと 近のことですから、武郎は

知らなかったはずなのです。武郎独特の人物設定なのでしょうか？	 

	 登場人物は武郎がちょっと誇張して創作したキャラクターではないか。当時は変わっ

ていると思われていた人物は周りに結構いたので、モデルにしやすかったのでは？また、
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昔は病気ということも分からなかったので、逆に個性的でいられたのではないか？（あ

いつはああいう奴だ、といって受け入れられた）という意見がありました。	 

	 他の作家の作品にも登場する頻度が多いので、それほど気にしなくてもいいのかもし

れません。	 

	 

（２）武郎の表現主義について	 

	 自然などのような目の前にあるものを言葉を使って言い表そうとするのが自然主義、

印象主義で、武郎の場合は言葉を連ねて浮かび上がってくるものを狙う感じで、彼はこ

れを表現主義と言っている、という解説がありました。すぐさま、短歌や詩はそれに当

たるのではという意見が出ました。詠んだ歌の中に作者が見えないと短歌はダメだと言

われているようです。だから単に風景を詠んでいるのではなく、自己表現なのだと。絵

画や音楽だって、そういう意味では表現主義だよね、という話になりましたが・・・分

かったようで分からないトピックでした。理解力の限界を感じています。	 

	 

（３）再び死について	 

	 波多野秋子が一緒に生きていこうと言っていたらそうなったように思うという意見に

対して、逆に、そうなったら別れていたと思うとの反論が出ました。「死に巡り会えた喜

び（あるいは、自分が滅びていくきっかけを得た喜び）」があったのだろうという意見で

す。この表現に思わず唸りました。	 

	 

（４）死と日常を巡って	 

	 楽しい日常の延長に死があると思えると死を楽に迎えられるのでしょうか。人間も自

然物の一つだから亡くなってもいいんだと年取ってから思えるようになったとのつぶや

きがありました。なかなかそうは思えないよね、と他の人の声。上げ膳据え膳は面白く

ない。食事を作ることが昔は苦痛だったが今は楽しい。一人暮らしを始めてから食事を

作ることが楽しくなった、という意見も。自然体になれるのなら年を取ることも悪くな

い、と思えた読書会でした。	 

	 

(文責：井上剛)	 
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第 17 回読書会 感想文の追加 
   ―有島武郎の自己否定と自己肯定を考える 

In. 
	 

	 有島武郎の自己否定が気にかかって落ち着かないので、少し考えた。	 

６月１０日の道新朝刊に書籍の広告が載った。そこに引用された著者見城徹の「おわりに」

には次の文章がある。	 

	 	 	 	 	 （前略）	 

	 	 	 	 	 正確な言葉がなければ、深い思考は出来ない。	 

	 	 	 	 	 深い思考がなければ、人生は動かない。	 

	 	 	 	 	 自己検証する。自己否定する。	 

	 	 	 	 	 それを、繰り返し、繰り返し、	 

	 	 	 	 	 自己嫌悪との葛藤の末に自分の言葉を獲得する。	 

	 	 	 	 	 その言葉で、思考して、思考して、思考し切る。	 

	 	 	 	 	 その格闘の末に、最後の最後、	 

	 	 	 	 	 自己肯定して救いのない世界から立ち上がる。	 

	 	 	 	 	 認識者から実践者になる。	 

	 	 	 	 	 暗闇の中でジャンプする。人生を切り開く。	 

	 	 	 	 	 読書はそのための最も有効な武器だ。	 

	 

	 ちょっと格好つけた文章だと思わないわけではないが、それはさておく。	 

当然のように、自分ではなく武郎のことを考えてしまう。「自己否定」に目が行く。なぜ武

郎は自己否定が多かったのか。「自己肯定して救いのない世界から立ち上がる（作品を書く）」

ことは出来なかったのか。	 

作品を書くことと自分の人生を考えることは一緒ではない、と普通は考えるが、武郎の

場合特に、自分の人生を考えることを作品で表現したい作家だと思うので、一緒だと考え

たい。そこで、次にこう考えてみた。	 

武郎は言葉が巧みだ。その場所にふさわしい一語を選んでくる。そういう言葉を紡ぐこ

とで深く考えているし、自己検証もし、繰り返し自己否定もしている。それでは、獲得し

た自分の言葉で思考して、 後の 後、自己肯定を・・・・・したのか、しなかったのか。	 

	 

	 心中する前日、汽車の中で母親と３人の子ども宛てに書いた遺書を見てみよう。	 

・・・如何戦っても私は此運命から逃れることができなくなったのですから。	 

	 	 私は心からの喜びを以てその運命に近づいてゆくのですから。	 

	 	 凡てを許して下さい・・・	 
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この文章からは、肯定している武郎が見える。ではなぜ、それまで自己嫌悪し否定してい

た一生だったのに、自分をこの世から消すという 後の決断は肯定したのだろうか。武郎

は人一倍、優しさや愛を、表には出さないが飢えた狼のように求めていたように思う。死

ぬ直前になって、優しさ、安らぎを求めていた自分の心に正面から向き合う覚悟が決まっ

たのではないか。求めている自分を認めてもよいと思えたのではないか。	 

波多野秋子が一緒に死のうと言ったので、死ぬことになってしまったが、一緒に生きて

いこうと言っていたらそうなったように思う。その時の武郎にはどんな形であれ、秋子が

必要だったのだ。そして、大事に思える秋子を得た喜びがあったに違いない。	 

作品の中ではないのだが、 後の 後を肯定することで、自分の一生も肯定したい気持

ちが生まれたのかもしれない。「終わりよければ全てよし」「これでいいのだ！」と思って

心から笑いながら死んでいったような気がする。	 
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第 17 回読書会 感想文の追加その２ 
In. 

	 

１．なぜ重くて暗い作品が多い？	 

	 確かに気が滅入る作品が多かったが、筋を追うばかりが小説の読み方とは限りません。

例えば、KikMa さんの感想文の 後にはこんな言葉があります。	 

	 

	 	 おんつぁんの存在、人間味に・・・触れられて、この作の人間の	 

あたたかさが表現されていると感じます	 

	 

これを読んで「相互扶助」に通じるのではないかと思いました。社会全体で見ると縦に分

断されていて、その底辺に生きる階層の人々ですが、上層から潰されないためには横につ

ながって支え合うしか生きる道はないよ、という武郎からの檄が「相互扶助」という言葉

だと思うのです。そして底辺の人たちは、自分はダメだと言いながら自分そっちのけで他

人のことを想っているのです。	 

	 そういうところに焦点を当てて読めば、暗い中にも一筋の明かりが見えそうです。Ume

さんの感想の中にも似た部分を見つけました。	 

	 

	 	 ・・・その（三部作の）主人公たちは、生きることのどうしようも	 

なさに苦しみながらも深いところで互いに心を通わす弱さと逞しさ	 

	 	 を共に抱える・・・	 

	 

	 別の観点です。	 

『骨』の勃凸が、大好きだった母親の骨のかけらを蟇口に入れていたのは、神仏にすがる

ことの代替行為だったのではないでしょうか。仏のような母親の無条件の愛情でいつも包

まれている感覚に浸っていたかったのだと思いました。	 

	 さらに、『或る施療患者』の亀吉が女郎を買いに行って、結果結核を移されてしまいます

が、その女を知ったときの描写です。(p420)	 

	 

	 	 	 	 私はそこに或る女を発見した。それは姉に等しかった。彼女は私の望	 

	 	 むところの凡てを知ってゐた。而して彼女の能ふかぎりそれを満たして	 

くれた。・・・彼女は暖かみを見せない程に暖かく私をいだいてくれた	 

と私には思へた。	 

	 孤独ではないといふ意識・・・生れてはじめての・・・私は有頂天に	 

ならずにゐられようか。	 
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『骨』の勃凸が母親に見出したのと同じ温もりを求める姿がここにも見えます。肉親はも

とより、たとえ他人であっても横に繋がることによって辛うじて自分を保っていたのでし

ょう。神仏を求める姿はここにはありません。	 

	 また、作品の 後で失くした骨の代わりに女から名刺をもらって蟇口に入れ、それを懐

にしまう場面があります。骨の代わりに名刺とは・・・と思いますが、（母親の代わりにな

る）女性の持っているもので自分の心の慰めになるものなら何でもよかったのではないか

と思えます。	 

	 神や仏の代替物が、優しさや安らぎで包み込む女性性を示すものとして描かれているよ

うに思います。作品の中には、人間の温かみを感じる部分がちゃんと用意されているので

す。そして武郎の作品に共通するのは、太陽を求めるように、母親に代表される存在（女

性性を持ち合わせているもの）に大きく包まれたいという根源的な欲求を人間は持ってい

る、という考え方であり、武郎は生涯それを求め続けたと言えるように思います。（感想文

の追加その１を参照）	 

	 

２．神も仏もないのか？	 

	 『芸術について思うこと』より（Ume さんの感想文から）	 

	 	 	 神が人を造ったのではなくして、人が神を造ったのだと誰かが	 

言っていた・・・	 

	 『酒狂』より	 

	 	 	 ・・・人間の造った神で無えか。仏でねえか・・・人間が死んだら	 

	 	 	 神も仏も無えんだ。・・・	 

	 

	 奇跡の人＝超人（としての教祖）にすがって災いを避けたり、幸運をもらったりしたい

気持ちが宗教を生み出したのでしょうか。神仏にすがるとは、自分たちは神に祝福された

者である、仏の慈悲に包まれた者であると思いたい気持ちのことでしょうか。そうであれ

ばあまりに自分勝手な・・・と思います。だから上に引用した言葉は、武郎による宗教不

信の表明であるような気がします。	 

	 ひょっとすると Ume さんも同じ意見かもしれないと、感想文にある次の文を読んで思い

ました。	 

	 

	 	 	 自分も、愛するものも、神も仏も、あらゆるものが虚しい、と訴える	 

B の虚無感は、Bだけのものだろうか。主人公は、武郎はどうだった	 

のだろう。	 
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『骨』の勃凸について 
Sa. 

 
 
発達障害？と疑問符を投げかけられて再度考えてみた。 
発達障害と言っても様々な症状がある。例えば、広汎性発達障害(自閉症・アスペルガー症
候群など)、注意欠陥・多動障害、学習障害、協調障害、精神障害、てんかん等々。この内
の注意欠陥・多動障害の症状は「注意力や集中力が続かず、極端にそわそわして落ち着き

がないのが特徴。カッとなりやすく、考えないで行動してしまいがち」とあった。 
私が、勃凸は発達障害ではないかと感じたのは、「注意欠落・多動障害」症状である。 
 
（P455冒頭）とうとう勃凸は 4年を終へない中に中学を退学した。退学させられた。学
校といふものが彼れにはさっぱり理解出来なかったのだ。教室の中では飛行機を操縦する

まねや、活動写真の人殺しのまねばかりしてゐた。勃凸にはそんなことが、興味といへば

唯一の興味だったのだ。 
 
この文章から、勃凸はジッとしていることのできない子供、自分が興味を持った事は集中

してできるが興味を感じないことには全く関心を示さない…と、いう点。 
 
（P457）（著名な作家の表題だけが違っていて内容がほとんど同じ書物を見つけた後） 
或る時勃凸が、店先でいきなり一冊の書物を土間にたたきつけた。（中略）持って行き場の

ないような憤怒で、二人は常連と一緒に酒のあるところに転がり込んだ。而して滅茶苦茶

に酔っぱらって、勃凸は例の研ぎ澄ましたジャックナイフを自分の脚に突き刺して、その

血を顔中に塗りこくって、得意の死の踊りとゐうのを気違いのように踊った。 
 
この文中からは、勃凸のカッとなりやすい性格、向こう見ずな行動が感じ取れた。しかし

書物を土間にたたきつけたのは十分な理由があっての行動だ。 
 
（P461）驚いたのは暗闇から明るい電燈の下に現はれ出た勃凸の姿だった。私の心には歩
廊の陰惨な光景がまだうろついていたのに、彼れの顔は無恥な位晴れ晴れとしてゐた。 
 
この態度は集中力の欠如と思った。しかし、今になって考えるとおんつぁんと別れた淋し

さ・辛さを誤魔化すための勃凸の演技だったのか？とも思う。なぜなら（P463）鶏鍋屋で
笑い興じていた時、停電になった。勃凸は「おんつぁんもうどこまでいったらう」とポツ

リと言う。勃凸の寂しさがにじみ出ているように思う。 
 



 9 

勃凸は飽きやすい性格ながら、興味を持ったことにはとことん追求し、人の三倍も四倍も

働くような人間であり、頭脳もかなり明晰なのではと思う。なぜなら、表題だけが違い内

容が同じだという本を見つけたということは、おんつぁんの店の本を読み漁っていたこと

がうかがい知れる。おんつぁんの買い入れた、おんつぁんの好きな本はあながち一般人の

読者が好きな本ではないとあるが、きっと、それなり…の本であろう。 
 
冒頭の勃凸の描写で、発達障害とう言葉が私の頭をよぎり、その後の描写で発達障害とい

う考えから抜け出せずにいた。また彼は優しい人間であることは随所に読み取れる。彼の

とんでもない行動は父親に対する反発の表れかとも考えてみたが・・・発達障害があるの

ではと思ったのは、私の勘違いか。 
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『骨』を読んで 
Ki 

	 

	 

有島の作品とは思えない作で、登場人物によって話し言葉は違う様だが、よくこの話し言

葉を使ったことにまず驚いた私です。	 

文中・・・私のことを「ぼっちゃんとっちゃん」とよばれ、「凸勃」となるのが有島ではな

いかと思いながら読みました。	 

	 

１	 勃凸が父親との不和がもとで友達の下宿にころがり込んで、二年間かそれができた時

代。	 

２	 その向いの部屋にこれもくすぶり込んでいるらしい客と勃凸が親しくなり、その「お

んつあん」との交際、つき合い、縁がこの作品といえそうです。	 

３	 勃凸は中学校も途中から行っていないのに、よく代用教員になれた。時代なのか。	 

「性に合わなかった」ではなくて、型に入れたくない、入りたくない、一つの人間性を創

作で描きたかったのかー？	 

４	 おんつあんの存在も「細君も子供も仲間」もいるのに、みんな振り切って一人の人間

になろうーとしているが、とうとう「私」に今までの話を聞かせている＝ここに作者が登

場し始めたような感じがする。	 

５	 急に、おんつあんが九州に旅立つことになる事件が起き、あたりに眼を配る境界にな

った原因は、この作中では不明です。	 

６	 P461からP466半ばまではおんつあんを慕う勃凸の話。	 

７	 P467で、勃凸のがま口に入っていた「半紙の切れ端に包んだ小さなもの」がお袋の骨

（ここで初めて作品名に会えた）。	 

８	 １週間ほどでおんつあんが東京に戻ってきて、勃凸を運転手にするべく自動車学校に

入れるなど親か兄のようなー。	 

９	 P468些かの虚飾も上下もないのがー私を全く解放した。（有島の一生をかけての願いの

ような）	 

10	 P472勃凸は支払いをしようとがま口の中の骨がないことに気がついてー女の名刺を押

し込んで立って行った。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



 11 

有島武郎の絶筆 
Ki 

	 

	 

世の常のわか恋ならはかくはかりおそましき火に身はや焼くへき	 

	 

幾年の命を人は遂けんとや思ひ入りたるよろこひも見傳	 

	 

修禅する人の如くに世にそむき静かに恋の門にのそまむ	 

	 

道はなし世に道は無し心して荒野の土に汝が足を置け	 

	 

さかしらに世に立てりけり我かこれ神に似るまで愚かしき今	 

	 

生れ来る人は持たすなわかうけし悲しき性とうれはしき道	 

	 

雲に入るみさこの如き一筋の恋とし知れは心は足りぬ	 

	 

蝉一つ樹をは離れて地に落ちぬ風なき秋の静かなるかな	 

	 

明日知らぬ命の際に思ふこと色に出つらむあちさいの花	 

	 

命絶つ笞しあらは手に取りて世の見る前に我を打たまし	 

	 

	 

	 

※	 この十首は、有島武郎の没後、その書斎にて発見されたもの	 
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感想文 
―『骨』について 

Ha 
	 

	 

有島は「自分は第四階級以外の階級に生まれ育ち、教育を受けた身であるから、新興階級

者になることは絶対にできなし、ならしてもらおうとも思わない。第四階級の為に弁解し、

立論し、運動する、そんなばかげきった虚偽もできない。第四階級に何物かを寄与すると

思ったら、それは明らかに僭上沙汰である」と述べています。	 

こういう有島の『宣言一つ』での考え方を、広津和郎氏は、窮屈な考え方であると述べて

います。	 

自分は第四階級に対して何もできないと言うならば、何が出来るのかと言えば、「私の仕

事は第四階級者以外の人々に訴える仕事として始級するほかはあるまい」と『宣言一つ』

の中で書いています。	 

今回の読書会のテーマ『酒狂』『或る施療患者』『骨』や、その他の第四階級の人々を描

いた作品群は「第四階級者以外の人々に訴える」という考えに於いて書かれたものだとい

う事が言えると思います。	 

有島は、第四階級の人に「理不尽な事から立ち上がりなさい」と言っているのではなく、

第三階級の人達に「今の世の中は間違っていないか？」と訴えるものだったのでしょうか。	 

	 	 

先月の読書感想文の中に書かれている	 「労働者や小作人への共感と嫌悪という複雑な心

理」や	 

「社会主義者の理想と現実が違うと感じたことと、武郎が米国留学時にキリスト教の教え

と教徒の現実が違うと感じたことは同じ視線上にある」	 

というところを拝見して、やはり、そうなのだと思いました。	 

本多秋五氏は、「有島はキリスト教を倫理的に解していたように、社会主義もまた倫理的

に受け取っていた。倫理的という意味で、その歩みは終始一貫していた」と、述べていま

す。	 

	 	 

内村鑑三をして、自分の後継者にとまで言われた有島がキリスト教に背を向ける事になっ

たのと、第三階級に生まれた自分は、第四階級者にはなれないという考えは、同一線上に

あったと考えると、また別の視界が開けてきます。	 

有島は、第四階級者にはなれないと同時に	 「ならしてもらおうとも思わない」	 と言っ

ています。	 

自分は部外者であるという悲しさと共に、そこには第四階級者に対する嫌悪感もあったの

でしょう。	 
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確かに、有島の描く第四階級の人達には、有島の情愛と共に私はいらだちを強く感じます。	 

	 	 

有島と言えば、北海道の農場を解放したのは有名です。	 

その有島に先立ち大正７年、同じ白樺派の実篤は、宮崎県に「新しき村」を造ろうと自ら

移住しています。	 

実篤が、その土地を選んだのは、美しい眺めだったからという理由でした。	 

	 山と山とが讃嘆しあうように	 

	 星と星とが讃嘆しあうように	 

	 人間と人間とが讃嘆しあいたいものだ	 

と詩を詠んでいます。	 

けれど、せっかくの景勝地は、ひどい痩せ地で農地としては致命的に水が無い土地で、た

まに大雨が降ると陸の孤島と化し、それらの欠陥は全て入植してみて初めて分かるという

始末でした。	 

実篤の景色の美しさへの感激の表明が余りに率直だったので、地主には足元を見られ２倍

半の値段を吹きかけられ、何とか双方の中値を取って契約に漕ぎつけた時は、万歳を叫び

肩を抱いて祝福しあったといいます。	 

初の移住者１５人の中では、百姓仕事を嫌って家を飛び出した青年ただ一人が農業経験

者でした。	 

	 	 

有島は、この「新しき村」について、実篤に	 

「あなたが、この不幸に（注	 資本主も労働者も金に支配されている）忍びえられなくな

って、実際生活の改造に着手されたことを私は尊いことだと思います。・・・他人の企て

を批評する権利は、それを企てた人と同等以上の熱意を持った人にのみ許されることだと

私は思います。・・・私はあなたの企てがいかに綿密に思慮され実行されても失敗に終わ

ると思うものです。・・・失敗にせよ、成功にせよ、あなたがたの企ては成功です。それ

が来たるべき新しい時代の礎になることにおいては同じです。日本にはじめて行われよう

とするこの企てが、目的にはずれた成功をするよりも、どこまでも趣意に徹底して失敗せ

んことを祈ります。・・・私もある機会の到来とともに、あなたの企てられたところをな

んらかの形において企てようと思っています。そして存分に失敗しようとおもっています」

と、送っています。	 

これに対して実篤は	 

「武郎さんに何か言われて確信が爪のあかほどでも動くと、武郎さんが本当に思い込んで

いるならば、それは少しうぬぼれ過ぎている気がする」と、返答を寄せています。	 
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実篤の「新しき村」は、電灯のない生活から始まり、実篤の説く「人類の意志に叶った」

個人を生かす生産共同体に共鳴して各地から加わった延べ何百人からの暮らしは、実は外

部からの寄付金と実篤の印税と原稿料から成り立っていました。	 

実篤は、入植した時の 初の妻である房子と別れてのち、大正１４年には新しい妻と二人

の娘を連れ村を出て、東京に戻っていますが、その時は、もう有島は亡くなっています。	 

実篤が去った後、別れた妻の房子は実篤の弟子であった青年と再婚し、９７歳で亡くなる

まで村に住み続け、現在は、２世帯３名が住んでいるそうです。	 

宮崎県の「新しき村」は途中で、埼玉にも分かれ、こちらには１３名（２０１３年現在）

が生活しています。	 

	 	 

有島は、実篤に述べたように４年後の大正１１年に広大な有島農園を小作人に無償譲渡し、

彼等に指針を示しました。	 

有島は、実篤とは違って環境を整える努力はしても、その中に入って、理想の形を一緒に

作ろうとはしませんでした。	 

これは、有島の先の考えにそった形です。	 

有島の解放した狩太共生農団は、様々な困難にも力を合わせて立ち向かっていましたが、

１９４９年戦後の農地改革により解散し、小作人の共有から私有地となりました。	 

「土香る会」の前会長の樫原氏によると７０余が７戸に減少しているそうです。	 

有島が、「存分に失敗しよう」とした農団の試み、「第四階級者以外の人々に訴える」た

めに書かれた小説・・・そこから、どうするか、ただ小説を鑑賞しているだけで良いのか

と重たい問いを投げかけられているような気がします。	 

	 	 

	 	 

話は変わりますが、私は３５年前に５５歳で急死した母の骨を持っています。	 

納骨する前に、母の骨を少しだけ抜き取って、妹と２人で分けました。	 

手のひらに乗るようなカバーまで付いた小さな骨壺が、手元供養用として仏具店に売って

いました。	 

私は、『骨』の主人公のように母に守ってもらおうというよりも、母を一人で誰も知らな

い死者だけの場所に埋めてしまうのが可哀想だと思ったのです。	 

母の骨は、飾り棚の上の家族の写真が並ぶその後ろに見えないように置いてあります。	 

そこなら、何時も一緒に居られます。	 

その当時は、骨壺のミニチュアのような物しかありませんでしたが、今回、ネットで調べ

てみると、しずくの形をした物や、写真立ての下に骨を入れるようになっている物から、

様々なオブジェとして飾れる素敵な物があるようです。	 

今度、そういう物を購入して、家族の写真立ての後ろの場所から晴れて母の骨を前列に並

べようと思います。	 
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今回、『骨』を読んで、３０数年ぶりに母の骨を骨壺から出して見ました。	 

しまった時と少しも変っていませんでした。	 

妹に、その事を電話で話すと、墓地に埋められた骨壺の中の骨は歳月と共に黴てしまうと

書いてあるのを読んだ事があると話していました。	 

そうであるなら、少し骨を貰っておいて良かったと思いました。	 

何時か、私の骨と混ぜてもらって、何処かの木の下にまいてもらい、梶井基次郎が書いた

ように妖しい花を咲かせたいと思います。	 

	 	 

母の骨を見た時、不思議に思ったのは、がま口に骨を入れておいたら砕けて粉々になるの

ではないかという気がしました。	 

有島の頃と、今では火葬のシステムが違うのかもしれません。	 
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有島読書ノート２『芸術について思うこと』『文化の末路』『永遠の反逆』
『詩への逸脱』：自らに課した末路としての表現主義 

Um 
	  

	  

	  
土香る会の 5月の読書会で取り上げた『酒狂』『或る施療患者』『骨』とほぼ同時期に書

かれ、そのテーマ性において共通する内容を直裁に述べている有島武郎の評論について 4

年ほど前に（2014.7）私が書いた「有島読書ノート２」を思い出し、読み直した。	 

参考までに、６月の読書会に、これを追加の感想文として提出したいと思う。	 

以下、当時の文の冒頭と末尾の一部を割愛したうえで、そのまま再掲する。	 

	  
	  
有島武郎の作品には「表現主義」的手法を感じる物が多く、それらは、主義集団への帰属

志向とは異なる、全人格的な、彼の人間そのものの表現を目指しているように見受けられ

る。彼の場合、それは、表現技術を超えた文学に於ける「自己表出」であり、「死」をも

見据えた、妥協を許さない生き方そのものの表出、表現であることが、深い闇に向かう重

い救心力を伴って、私たち読み手に迫ってくる。	 

	 

農場を解放した大正 11 年から自死に至る 12 年にかけて、有島武郎は、社会認識と芸術観

を自分自身の潔癖な性分と重ねあわせ、その彼方に「死」の影が見え隠れする道行きを暗

示しているかのようないくつかの著述を、世に送り出している。	 

ここでは、 晩年に至るいくつかの小作品、『芸術について思うこと』（T11,1）、『文化

の末路』（T12.1）、『永遠の反逆』（T12.3）、『詩への逸脱』（T12.4）を中心に、ノー

トを記すことにしたい。	 

	 

その前に、先の【有島ノート１】で引用した『想片』（T11.5） 後のパラフレーズを、少

し敷衍して引用し直すことから始めたい。	 

	 

	 

［１：『想片』］ 
	 

「マルクスの主張が詮じつめるとここにありとすれば、私が彼のこの点の主張に同意する

のは不思議のないことであって、私の自己衝動の考え方と何等矛盾するものではない。生

活から環境に働きかけて行く場合、凡ての人は意識的であると、無意識的であるとを問わ

なかったら、悉くこの衝動によって動かされていると感じるものである。私はかつて、こ
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の衝動の醇化された表現が芸術だと言った。・・・（略）・・・けれども私は衝動がその

まま芸術の萌芽であるといったことはない。その衝動の醇化が実現された場合のみが芸術

の萌芽になりうるのだ。然らば現在に於いてどうすればその衝動は醇化されうるであろう

か。・・・（略）・・・単なる理知の問題として考えずに、感情にまで潜り入って、従来

の文化的教養を受け、兎にも角にもそれを受けるだけの社会的境遇に育って来たものが、

果たして本当に醇化された衝動にたやすく達することが出来るものであろうか。それを私

は疑うものである。」（『想片』）	 

	 

有島武郎の芸術論が、マルクスの唯物論理解と軌を一にしていることが示されている。し

かし、誤解してはならないことだが、だからと言って、有島武郎の芸術論が世に言うとこ

ろの＜プロレタリア芸術＞＜プロレタリア文学＞の範疇に入るのかというと、全く違う。

むしろ、およそ真逆の方角に向かっている。この観点からも、彼のマルクス理解の独自性

がうかがえる。いや、独自性、というより、マルクスに関するまったくの正統的理解だと、

私には思える。武郎は、アメリカ留学中に、K.マルクスの初期の論文、『経済学・哲学草

稿』や『ドイツ・エネルギー』にまで読書を及ぼしていたのだろうか。	 

	 

『想片』の少し前に発表した小論『芸術について思うこと』（T11.1）のなかで、有島武郎

は、自分が目指す芸術（文学）の方向性について、次のように述べている。	 

	 

	 

［２：『芸術について思うこと』］ 
	 

「・・・（略）・・・この大きな変化は直ちに芸術家の本能と直感とに摂取されて自然主

義となった。理想主義（即ち超自然主義）から自然主義となった。自然の相を直視すると

いうことの外に、人間の運命を安固に導く道はない。・・・（略）・・・自然の当体をあ

るがままに看取するとは、即ち人間に対して自然の与える印象をそのまま表現しようとい

うことである。この意味に於いて自然主義と印象主義とは異語同意であるといい得る。	 

然るに印象主義はそれ自身の中に破綻の芽を持っていた。それはその主義の客体たるべき

自然なるものは、一見人間と対峙して不変の相を持っているように見えながら、実は人間

そのものの投影に過ぎないからである。神が人を造ったのではなくして、人が神を造った

のだと誰かがいっていたように、自然が人間に印象を与えるのではなくして、人が自然か

ら印象を切り取るからである。」（『芸術について思うこと』）	 

	 

こうして、有島武郎は自然主義台頭の歴史的必然を認めながらも、その位置にとどまろう

とはしない。彼は、次のように考究を進める。	 
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「その対象として現代人が尋ねあてたものは自然の中に人自身を見出すことであった。自

然即ち自己であることところの当体そのものを表すことであった。・・・（略）・・・自

己解剖があるばかりである。・・・（略）・・・それ故芸術家が自己の印象を語らんとす

るには、自己を解剖することなく表現する外はない。即ち自己によって生きられる自己が

そのまま芸術であらねばならぬ。・・・（略）・・・即ち求められつつある芸術とは表現

の外ではない。・・・（略）・・・表現それ自身に於いて芸術を成すのである。この立場

が理解されれば、未来派といい、立体派といい、表現派と言われるものの立場が理解され

るべきはずである。」（同上書）	 

	 

彼は、「表現派」（表現主義）を志向すべきだと言っているわけだが、その意味するとこ

ろについては、もう少し慎重に理解する必要がある。	 

	 

「それは（※表現主義）は外部的な印象によってものに生命を与えようとする代わりに、

生命そのものの物を通しての直接の表現であろうとするのだ。誰でもたやく察することが

出来るように、これらの凡ての流派（※未来派、立体派、表現派）の目指す所は、在来の

あらゆる軌道に対する個性の反逆である。・・・（略）・・・個性に君臨しつつあった軌

道に対して、逆に個性が君臨せんと企てた反逆である。」（同上書）	 

	 

個性の反逆をその真髄と見なす表現主義の方向性は、彼の中で、必然的に「第四階級」の

可能性と重ねあわせ提示されることになる。	 

	 

「若し私の憶測が誤っていなかったとするならば、表現主義の芸術は在来芸術から能う限

り乖離しようとしている点に於いて、現代の支配階級の生活とはかけ離れた芸術であ

る。・・・（略）・・・然らば表現主義はどこにその存在の根をおろしているのだろう。

私としては新興の第四階級を予想する外に見出すべきものがない。」（同上書）	 

	 

しかし、彼は、手放しで楽観してはいない。	 

	 

「然し私は一歩を進める。現在あるところの表現主義の芸術が将来果たして世界的な芸術

の基礎をなすであろうか。どうだろう。ここまで来ると私は疑いをさしはさまずにはいら

れない。私には今の表現主義は、丁度学説宣伝時代の社会主義が成就せられたとはいえ、

ユートピア的な社会主義から哲学的のそれになり、遂に科学的の社会主義が成就せられた

とはいえ、学説としての社会主義は遂に第四階級自身の社会主義であることは出来ない。

（「宣言一つ」を併読されたし）。それがどれほど科学的になったとはいえ、実際の第四

階級に対する単なる模索の試みに過ぎない。それと同様にわが表現主義も第四階級ならざ
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る畑に、人工的に作り上げられた一本の庭樹である。少なくともそういうように私には見

える。」（同上書）	 

	 

有島武郎にとっての「第四階級」の問題については、別のノート（※有島読書ノート３）

を起こす中で詳しく考えてみたいが、彼にとって、社会主義の視点も表現主義の望ましい

あり方も、彼自身の生き方、「第三階級」としてのあるべき生き方（というよりも、直裁

に言えば、第三階級としての自分自身の滅び方）と矛盾なく同期されるべきことが語られ

ていることに、注目しておきたい。そして、「第四階級」の未来においても、「表現主義」

の望ましい開花においても、その主体たる人間については、「醇化された衝動」を体現す

る個性的存在を想定している。たとえば『カインの末裔』や『或る女』などにおいては、

時代の抑圧的状況における登場人物たちの「醇化された衝動」をめぐる闘いが、暴力的か

つ悲劇的に描かれていることにも、改めて目を向けておきたい。	 

この「醇化された衝動」を体現する個性的存在のあり方については、『文化の末路』（T12.1）

と『永遠の反逆』（T12.3）の中に辿ることが出来る。この中で、彼は個性の発揮を強く主

張するが、しかし、無条件に、オポチュニズムを以て、というわけではない。	 

	 

	 

［３：『文化の末路』］ 
	 

「個性の要求の鋭く叫ばれる文化の到来を慎めよ。私達の持つ文化は実に極端なる個性の

要求によって生み出されつつある文化ではないか。現在私達の持つ文化は利己主義の哲学

によって胚胎され、生活の科学的文化となり、個人主義の経済学を擁し、天才主義英雄主

義による人々と、その何者であるかを解し得ない人々との分離の溝を深くし、極端な分業

を結果して遂に人間を物的価格にまで還元してしまった。」（『文化の末路』）	 

	 

資本主義社会に於いて発現できる個性は、まだ本物ではない、と言っているのである。だ

から、騙されてはいけない、と。この言及の中で、有島武郎は、資本主義経済における極

端な分業が、人間の尊厳すら吹き飛ばして資本に隷属する他ない「物象化」された見かけ

だけの「個性」をもたらすと、警鐘を鳴らしている。そして彼は、強烈な個性の発揮が、

第三階級のもとにおいては不可能であることを予見し、資本主義社会の文化に未来がない

ことを、自分自身の末路と重ねあわせて指摘する。	 

	 

「私は従来の生活の延長が破滅の深淵へのひた走りに過ぎないのを痛感する。私の生活は

崩れて行かねばならぬ。而してそれは明らかに崩れてゆきつつある。私の個性への主張は、

実に私の従来の生活への告別の宣言だった。私は不思議に朗らかな然し淋しい空の下に自

分を見出している。・・・（略）・・・明らかに私達の文化の末路は来た。私は私と同じ
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境遇にある友等に対してこの伝言を送らずにはいられない。・・・（略）・・・生活は死

ぬまでは続く。死ぬまでそれを徹底するように私は続けて行って見よう。」（同上書）	 

	 

第四階級による表現主義の開花に向けて、第三階級である自分自身の末路を出来るだけ早

めることが、自分に出来る 大限の歴史貢献、芸術の全的開花に向けた寄与であることを、

明確に、淋しく宣言しているのである。このような形でしか、彼は自分自身の個性を全面

開放できないと覚悟を固めているのである。では、その行程は如何なるものなのか。『永

遠の反逆』（T12.3）に、次のように書いている。	 

	 

	 

［４：『永遠の反逆』］ 
	 

「生活は如何なる瞬間にも革命を伴うものとして映ってくる。即ち如何なる瞬間の生活も、

異常な、凶暴な、不吉な出来事であって、異常な、凶暴な、不吉なと考えられている革命

によってのみ、それが覆されるのを知るのである。」（『永遠の反逆』）	 

	 

有島が希求しその実現に奔走していた自分自身の「生活改善」が、どのような血みどろの

闘いなのか、彼の覚悟の程がここに現れている。この文章を表した大正 12 年３月は、灌漑

溝の補助金不正流用事件として吉川銀之丞が警察に立件される直前のことである。そのよ

うな国家権力による弾圧の風圧を予感していたかのような、重苦しい文章である。彼は、

農場解放に向けた様々なことがらを煮詰る中で、自らが意図した解放思想の一部が貫徹で

きない（例えば、「共産農団」を「共生農団」にトーンダウンせざるを得なかったことな

ど）ことを痛感し、その挫折感に苛まれていた頃であろう。『永遠の反逆』の脱稿は、自

死の約５ヶ月前、病気になった子供を看病しながらその傍らで書かれたものである。「異

常な、凶暴な、不吉なと考えられている革命」の向かう先は、どのような境地なのか。	 

	 

「それ故に彼等は反逆者である。彼等は常に制度の存在するところに破壊を敢えてしよう

とする。彼等は彼等自身にさえ反逆する。それは生命がその機械化から自分自身を救い出

そうとする煩悶に外ならない。それは永遠の反逆である。個性が存在する限りの反逆であ

る。社会が存在する限りの反逆である。彼等は何ものをも成就しない。何等功績の承認を

受けることが出来ない。彼等は個性としても社会の一員としても野獣のごとく孤独だ。」

（同上書）	 

	 

まさに、広岡仁右衛門であり、早月葉子の姿である。つまり、有島武郎が逃げ水のように

追い求めた自己の姿であろう。社会においても時代においても認められることのない反逆
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者に、自らを重ねているのである。しかし、自らもその一人となりうるのかどうか、この

書の中では、まだ彼には明確にわかっていないようだ。	 

	 

「だから時代をして社会をして反逆者を迫害せしめよ。その心の十分な満足にまで彼等を

迫害せしめよ。これが恐らく彼等に対する最上の報酬であり承認であるだろう。永遠不断

の反逆を肯うものの小さな群れは今日も私の前を行く。私はその群れに向かって私の好意

をこめた握手の手をさし延ばそう。」（同上書）	 

	 

第三階級でしかあり得ない自分の限界を認めた有島武郎が、彼の憧れた「永遠の反逆者」

に贈与できることは、確かに「握手の手を差し延べる」ことしかなかったであろう。それ

は、十字架を背負ったイエスへの限りなき同化ともとれる、彼自身の自己否定の 終的な

決断の、一歩手前の姿だったのかもしれない。	 

	 

有島武郎は、この『永遠の反逆』の後、いくつかの評論・感想を書いて、人生を閉じる。

『詩への逸脱』（T12.4）も、その一つである。	 

	 

	 

［５：『詩への逸脱』］ 
	 

「私もまた長い間この憧れを持っていた。説明的であり理知的である小説や戯曲によって

自分を表現するのでは如何しても物足らない衷心の要求を持っていた。けれども私は象徴

にまで灼熱する力も才能もないのを思って今まで黙していた。けれども或る機縁が私を促

し立てた。私は前後を忘れて私を詩の形に鋳込もうとするに至った。どんな物が生まれ出

るか私自身といえどもそれを知らない。私は或は私の参詣すべからざる聖堂を窺っている

のかも知れない。然し私にはもう凡てが已むを得ない。」（『詩への逸脱』）	 

	 

有島武郎にとって、「自己表出」の昇華された純粋な表現形態は、「詩」であった。そし

て、それは、シャレにもならないが、「死」でもあった。ここに、かれの遺書の匂いを感

じるのは、私だけだろうか。	 

	 

遺書としての詩・・・	 

	 

「私は前後を忘れて私を詩の形に鋳込もうとするに至った。」	 

「長くせきとめていた水が溢れたのだから。」・・・	 

	 

（終り）	 


