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第３4回読書会のまとめ 
有島武郎『老船長の幻覺』 

2020.8.22／参加者9名（うち感想文提出４名）＋他感想文のみ提出参加３名 
 

 

 今回の作品は正確には有島の二（三？）作目ですが、事実上の処女作だという情報が参加者から

ありました。創刊３か月目の「白樺」第１巻第４号(M43)に載ったようです。全編わずか 15 頁の戯

曲ですが、短編は読むのが難しいという意見が出ます。 

 ある参加者が当日欠席する代わりに戯曲風の作品を創ってくれました。役も割り振ってありまし

たので、出席者が劇に参加する形で読書会が始まりました。 

 

 さて、読書会で出た意見や感想をいくつか紹介します。 

・作品の最後になってどんな選択をするのかドキドキハラハラするような感じがして、自分では面

白がって読んでいた。 

・戯曲というのは台詞が中心で進んでいくが、状況を説明するト書きもある。小説であれば地の文

章でいくらでも説明できるし、逆に詩であれば必要な言葉以外を削ぎ落としていく。戯曲という

形式は言ってみれば小説と詩の中間に位置する感じだと受け止めている。 

 

死後の世界についてもこんな情報、意見がありました。 

・西方の海原に向かって航海する設定だが、西方に死後の世界があるという感覚は多くの国で共通

しているのではないか。 

・例えばエジプトではナイル川の東と西に分けられ、東側には人が多く住み、西側には墓が多い。

中国では多くの家庭で今でもベッド（と枕）は西に向け、亡くなれば北枕で安置する。ただし墓

は南向きだ。 

・アイヌの世界では、現世と死後の世界が合わせ鏡のように正反対になっているらしい。 

・西方世界、西方浄土は一般に考えられているように本当に安らかな所だろうか。 

 

戯曲という形式に関連しての意見です。 

・戯曲は読者を想定しているのではなく、実際に上演されるのでその場を共有する観客をこそ想定

していると思う。そう考えて自分が観客になったつもりで読んだが、何を言いたいのかよく分か

らなかった。 

 

疑問に思うところもたくさんあります。 

・医師の娘の写真を老船長が持っているのは何故か。 

・老船長の写真をボーイが持っていたのは何故か。 

・ボーイは誰に殺されたのか。 
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・ボーイの殺害後、老船長の写真は何故無くなったのか。 

・医師の娘は殺されたのか、自殺したのか。 

・幻像である医師の娘が最後になって消えたのは何故か、などなど。 

ある参加者の言葉にありましたが、頭の中は疑問符が一杯です。 

 

 老船長の悩み、心の葛藤は有島自身のものだろうという意見も複数の参加者から出ました。登場

人物はそれぞれが有島の持つ部分を仮託した存在だという意見もあります。妻との関係について、

文学で生きていくことについて、二律背反で悩みもがく有島ですが、二つの評論「二つの道」「も

一度『二の道』に就て」の中で二つのどちらを取るかで悩むのが人間であり、その矛盾の中で悩み

迷い抜くことを誇るべきだと書いている、との紹介もありました。 

 

 海図のない西方への航海についてそれぞれの考えが出ました。 

西の果てとは死後の世界のことだろうという意見がありました。仏教的に西方浄土という言葉を使

う人もいました。黄泉の国に向かう死出の旅を意味すると読んだ人は、現世と黄泉の国の境にいる

らしい三途の川の渡し守のような存在について外国の例をいくつも挙げてくれました。 

 そうかと思えば、航海の行先は老船長にも分かっていないとか、もう一度航海が可能だと考える

ことは幻覚だという意見、文学における有島の指針のない闘いのことだ、人生の矛盾の中での指針

の無い迷いを象徴しているという意見もあります。これらは死への旅とは違う考えです。波多野秋

子の連想から情死の赴く先を表しているのではないかとの考えもありました。さらに、西方への航

海は有島の棄教を意味するのではないかと考える人もいました。 

 

 読書ということに関してある視点の提供がありましたので、最後にそのことに触れたいと思いま

す。 

 ある参加者から、作品を読んで初めのうちは西方への航海というのは西方浄土つまり死出の旅を

連想したが、作品が書かれた前後に有島の実生活でどんなことが起こったかを調べて違う結論を出

したという発言がありました。それに対して別の参加者から次のような問いかけがありました。作

者の身の回りに起こった出来事まで勘案する読み方はしなくてもいいのでは？作品として世に出

て読者がそれを読もうとするときは、その作品の内容だけで勝負なのではないだろうか。多くの読

者は、作品の背景にある実際の出来事まで調べて読むことはしないと思う。作者はそこまでして読

むことを読者に期待しているだろうか、という問いかけです。 

 確かにそこまでして読んだ方が理解できる作家もいるでしょうし、そんな必要の無い作家もいる

でしょう。また、読者によって読み方が違うし、作品へのアプローチも違うことは誰しも認めるこ

とでしょう。それにしても、目の前にあるその作品を読むだけでいいのではないかという視点は改

めて新鮮で衝撃的でした。私自身読書会に参加した頃は何の知識もありませんでしたから作品だけ

を読んでいましたが、徐々に読み方が変わってきたように思います。変わる事は悪いことではあり

ませんが、作品だけを相手に読むという初めの頃の読み方も忘れないようにしたいと決意した次第
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です。 

 この読書会にはその二通りの読み方が混じっています。二つを使い分ける人もいます。自分なり

の読み方をして読書会で披露し、共有するということでいいのかなと思います。どちらの読み方で

アプローチしても十分に堪えうる有島作品だと思っています。  （文責：井上剛） 

 

 

※参加者：磯野美和、井上剛、梅田滋、佐藤智恵子、高木直良、高橋武志、藤波ひとみ、マイケル・

バーンズ、メイ・カンナン 

（五十音順） 

※感想文参加：磯野浩昭、菊地寛、玉田茂喜 

※以下感想文の掲載順は、概ね当日の発表順です。 
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戯曲「老船長という一つの幻覚」 
Ish. 

 

 

有島的妄想世界、多重人格表現、付きまとう亡霊。 
戯曲の登場人物が冒頭に書かれている。しかし読み進めていくうちに船長以外の全員が幻

覚、亡霊と思われてくる。昔、読んだ精神分析学の書籍に多重人格者の中の人格について

記されていたのを思い出した。実に多いもので２０もの人格が確認されたとあった。驚く

べきは、人格の一人一人を本人が認識していて、更に人格に相性があり喧嘩もするらしい

と・・・・ 
 
老船長＞  本当に、人の弱みに付け込んで、とんでもない奴らだっつ。 
両替商を追い出しホッとしたのも束の間、次の刺客が現れた。 
元ボーイ＞ よくも俺を殺したな！ 
老船長＞ あれは、事故だったんだ。不慮の事故だったんだ。 
元ボーイ＞ よくも俺を殺したな！ 
ボーイは老船長に掴みかかり、船長は胸苦しさのあまり蹲る。（うずくまる） 
老船長＞ 許してくれ、あれは医師の娘にそそのかされたんだ。 
気が付くと医師の娘が恐ろしい形相で老船長を睨み。 
医師の娘＞ あの男が悪いのよ・・そうよ全部、あなたが悪いんだわ。 
老船長の孫＞ おじい様は本当に悪い事をしたの？ 
難破船より救われた者たち＞ 何故、そんなことをしたのか、信じられない！！ 
              本当の事なんですか？ 
               本当なんでしょうか？ 
水夫長＞ そりゃ船長が悪い。 
 
走馬灯のように次々と亡霊、幻想が現れては消え、消えては現れ・・・ 
気が付くと冷たくそして鈍く光るピストルを自分の頭に押し付けていた。 
老船長は瞬きもせず、静かな動作でトリガーに指をかけた。 
老船長の孫＞ おじい様、いけないわ！おやめになって！ 
医師の娘≫ 早く早く、引き金をお引きなさい。さーさーさー！ 
水夫長＞ 船長、はやまっちゃいけねー！ 
“カチッツ” 暗く重い音がやさしくそして冷徹に響いた。 
老船長はなぜか再び引き金を引く気にはなれなかった。重い足取りで甲板に出ると水夫長

を呼んだ。 
老船長＞ おーい水夫長。オーイ！ 
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水夫長＞ はい、船長、何か御用で。 
老船長＞ 良かった、まだいたのか！フェアマストの修理は大丈夫か？ 
水夫長＞ 大丈夫です。 
 
どのくらい経ったろうシケはいつの間にか収まり、たった一隻、まるで夢遊病者の様に漂

えど沈まず、大海原にたたずんでいた。 
老船長＞ 誰かいるかーっつ、誰もいないのかーつ！ 
君がたとい誰であれ、動きも影もその君のためにあり、聖なる船も君のために聖なる海を

進んで行く。 
老船長＞ 誰だっつ 
わたしが行なうのは義務だからではない、人が義務として行なうものを、わたしはいのち

の衝動として行なっている。 
老船長＞ うるさいお前は誰だっつ・・・ 
老船長は頭を抱え、髪を掻きむしりベッドの横に蹲る。 
老船長＞ もう勘弁してくれっつ・・ 
「コケコッコー」突然、朝鶏が嬌声をあげた。 
もう朝・か・・。男は骨董屋で買った古びた操舵ハンドルを横に置きそしてデスク上に立

てかけてあるホイットマン詩集を一瞥し。引き出しの中からとても大事そうにそして慈し

みをそなえつつ一つの封筒を取り出した。 
私の愛しい人よ、「ティルダ・・心の楽園もいにしえの出来事か。」遠くを見つめ、男は深

いため息をついた。 
 
「あなたっつ大丈夫！大丈夫！なのっつ」女の悲痛な声。 
女の横には見知らぬ初老の男がいた。私です。私がわかりますか！医者は慣れた手つきで

男の袖をまくり注射器を男の腕に刺した。 
医者＞ これでひとまずは安心です。暫く様子を見ましょう。 
医者は本棚の横に無造作に置いてある二十六年式拳銃を見つけた。そして女に向かって少

しため息をつき。 
医者＞ やはり隠していましたね。あれほど注意しなさいと言ったはずなのに。 
女は言葉も無く、ベッドに横たわったまま軽く相槌を打った。疲れ果てたその顔はまるで

老婆の様に艶がなかった。医者は強く療養を勧めた。 
 
医者は帰り際に応接間に飾ってある力強いタッチの絵に視線を遷し。 
さも懐かしむようにその絵に見入った。海の情景に強く描きなぶった岩が印象的な絵でそ

れは実に個性的でもあり妙に医者の心に響き渡った。それはまるで岩に打ち付ける波頭の

様に。 
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医者＞ そうだ療養するのは海があり、山があり空気が綺麗な場所が良い。 
女にそう言い残し医者は去って行った。 
 
もし私が愛するものを凡て奪い取り、愛さ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、奪わるべき何者もない。 
（「惜しみなく愛は奪ふ」） 
 
二人は引き潮に強く引き寄せられるように雨のそぼ降る中、塩沢に向かった。 
 
 
＜ ＣＡＳＴ ＞ 
 
ト書き    磯野 美和 さん 
老船長    井上 剛 さん 
水夫長と医者 梅田 滋 さん 
医師の娘   佐藤 智恵子 さん 
元ボーイ   高木 直良 さん 
老船長の孫  藤波 ひとみ さん 
難破船より救われた者たち 
       マイケル バーンズ さん 
 
全くの一存でキャスティングいたしました。 
もしよろしければ、どうぞお願いいたします。 
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老船長の幻覚 
Sac. 

 
 
 病を得た老船長が、現実の世界と幻覚の世界を行きつ戻りつしている。そして、病をお

して荒れようとする海へ船出しようとしている。 
現実の人間は、船出を引き留めようとする水夫長や孫娘ら。幻覚の中に現われるのは、

以前難破船から救助した人々（A、B、C）と医者の娘。A、B、C は助けられた恩義からか

悪天候の中の船出の危険性を説き船出を中止させようとする。しかし医者の娘は言葉巧み

に出航を促す。 
なぜ船出するのか？船の行く先は地図にもない西の果てだという。それはどこか？地図

にもない西の果てとはどこなのだろうか？ 
水夫長や孫娘ら現実の人間が、船出を思いとどまるように説得するのは、当然のことと

思う。しかし幻覚の中の人間が、船出に反対したり、唆したりするというのはどういうこ

となのか？それは船出すべきか？とどまるべきか？との船長自身の心の葛藤ではないの

か？ 
以前難破船から助けた人々の言動は、命の尊さを訴え、自ら死を求めることを回避すべ

きであることを主張している。それに対し医者の娘は、どういう立場なのか。医者の娘と

は？娘自身が医者なのか？それとも父親が医者なのか？ちょっと気にかかるが・・・かな

り自由奔放な女のようだ。夫がありながら、船長を誘惑していたようだが・・・その真意

は？船長もどんな心境だったのか？船上で決闘の果てに、女の夫を殺しておきながら、女

に見向きもしなかったし、女も船を降りている。その後、船のボーイだった若い男と行動

を共にし、3 日後には殺害している。ということは乗船中から若い男も誘惑していたので

はと勘ぐってしまう。もしかしたら船長が見向いてくれなかった腹いせに、若い男を誘惑

したのかも？医者の娘一人の言動で様々邪推してしまうのは私だけなのだろうか？ 
しかしながら船長は最後には出航を決意している。医者の娘の元へ行こうとしているの

か？最後の場面では医者の娘の幻覚さえも消えているがこれは何を意味しているのか。船

長が死出の旅への出航を実行することは、女の誘惑が功を奏したことを意味し、勝利した

女は満足して消えたのか？それとも老船長は、ただ一人で旅立とうと云うのか？ 
 
病を得た老船長が死を覚悟し、死出の旅に旅立とうとしている。地図に載っていない海

の果て、西の果てとは、死後の世界と思った。死後の世界は、仏教では西方浄土にあると

言われており、またキリスト教やイスラム教、その他の宗教では何というかは知らないが、

西の方に永遠の命の世界があるとする物語もあり、その世界に向かって船出するとあった。

洋の東西を問わず、永遠楽土は世界の西方、海の彼方にあるとの考えがあるようにも思え

る。誰にでも訪れる死というものに、どう立ち向かうのか？ふとそんなことを考えた。 
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「老船長の幻覚」を読み終わって、最初は有島の自死した年の多少前の書かれたものか

と思ったが、作品を発表したのは明治 43年であり、結婚した翌年、またキリスト教会を退

会した明治 42年の翌年であった。有島の念頭には、いつも生と死があったのだろうか？ 
私の頭は？マークだらけに・・・ 
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Kank note 有島 1２より 
『老船長の幻覚』 

Kih. 
 
 
海図になくとも羅針盤が 有島武郎の戯曲は主題が明確です。今回の課題作「老船長の幻覚」で

は、主人公の老船長のセリフによって、早い段階でこのドラマの方向が示されます。 
水夫長「～一体今度は何所に行くんです」 
老船長「この海図には出ていないて。こいつの西の方になるんだが・・・～」 

港に停泊中の帆船の船長室が舞台。老船長は自ら舵輪を操り、羅針盤が示す西へ舳先を

向けて船出したい、と願っているものの、今はその時ではないと逡巡する思いも去来しま

す。海図には未だ記されていない遥か西の方角。その先を「西方浄土」として、そこへ向

かおうとする人間の意志をテーマに位置付け、物語の軸を組み立てていると思います。 
安らかな西方世界へ こうした仏教の往生の概念をこのホンに位置づけることには異論があ

りましょうし、キリスト教にも縁の深い作者を思えば、ピント外れだとの指摘もあるかも

しれません。しかし、人間は悩み、苦しみ、迷いながらも、遠い水平線のかなたに視線を

向けて進むのだ、との想いを、作者は自身よりはるかに長い年月を生きてきた老人に託し

て、人間の本質を描き出しています。メタファー（隠喩）とイル―ジョン（幻想）を重ね

ながら、一幕構モノでの構成。舞台の作り、登場人物の設定、小道具、効果音など、有島

戯曲の作り方は今日にも通じる先進性があり、演出家の意欲を刺激します。 
幻像と現像 物語は老船長だけに見え、声が聞こえる『幻像』の登場人物を設定し、『現像』

とも言うべき現実に居る登場人物とのセリフのやり取りで進行します。虚と実の交錯は老

船長の内なる二面性とその葛藤を的確に表現しながらテンポよく展開します。 
幻像は老船長に救助された A,B,C ともう一人医師の娘が登場します。現像である水夫長

は、A,B,C と同じく、船を出したいとする老船長に思いとどまらせようとしますが、医師

の娘は出航を誘います。老船長の心にある妖しいまでの美貌の女性。老船長はピストルで

彼女の夫と決闘し、撃ち倒していたのですが、彼女は船のボーイと下船し、そのボーイを

殺していたと、水夫長から知らされます。そこへ幻像の彼女が現れて「もうふたりきりよ」

と。が、 
老船長「見えない」 

突然、舞台に電灯の灯がともり、女の影は消える。 
物語の冒頭で 幕が上がった時、老船長が独り、一枚の写真が眺めて黙想に沈んでいました。

観客からは何が写っているかは見えません。この小道具がラストシーンで再現され、妖艶

な彼女が写っているようです。そこへ現れる両替商の男、「高く代えるよ」と売り込むが、 
  老船長（憤怒）「You damn’d son of bitch! Get out there! 

（あばずれ女のクソ息子め！失せやがれ！）」 
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     両替商は、老船長から写真を取り上げて卓上に投げ出し、皮肉に笑う。 
錨綱を巻きあげる音に続いて、風の吹きしきる音。（盛り上がって FO） 

 西方へ。安寧を求めての出帆ですが、強風に揉まれる帆船の前途を暗示して、幕が下り

ます。有島後年の人生行路を予測しているのでしょうか。16 世紀初めにセルバンテスが作

り出したと言われるメタファー表現を、作者はこの戯曲でも試みたのかもしれません。 E 
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「THE LAST VOYAGE 『老船長の幻覚』から」 
                                   Ism. 

 

 

お迎えの幻覚は、思い入れの深い人との再会を果たしてくれる脳から最期の自分への褒美

とすれば、これは死へ向かう人に備わった自衛反応なのだ。 

 

そう、あの日、医者の娘が上陸した日≫ 

医師の娘への一成一代の厚情が、痴情の茶番劇へと成り下げになった、あの日だ。 

老船長の走馬灯がゆるりと回り始めた。 

出航して何があったのか……、あの時は……、どうだったというのか。 

わざとしけの中に出航し何を葬ったのか……。暗闇……。 

両替商だと？どこの国へ行くというのだ！黄泉の国の通貨への両替など必要ない！自分の

人生で充分過ぎるほど払ってきたはずだ！ 

いや、待てよ。 

孫娘を悲しませた。おじい様！と、亡くなった娘と同じ瞳を向ける。幸せだった頃の、こ

の世へのまともな唯一の未練だ。  

医師の娘とは、何かしら心の安寧が揺さぶられる関係だった。それだけではない。水夫長

の云う‘まやかし’というところの、妖魔だ。 

 

気が付けば宙に浮き自分を見下ろし≫ 

老船長が良人を殺すよう仕向け、遺品と所持金を自分のものとした医師の娘は、護身のた

めボーイに少しの金品をちらつかせ、ボーイはあとを追って下船した。 

老船長は、まだ医師の娘の計画が順風満帆あることに気づいていなかったのである。 

頭の悪いボーイは、酒場で彼らしくもなく舶来スコッチなんぞをダブルで注文し、金を支

払う際に老船長の写真をうっかり胸ポケットから落とした。その写真は Bar カウンターの

足元を流れ飛び、並びに偶然居合わせた水夫長が親切心から写真を拾った。「何だって、あ

んたが、そんな厳めしい顔をした老いぼれの写真を持っているんだい。」という問いかけに、

「ちょっとね。まあ、これから野暮用ってところさ。」とボーイは答え、一気にスコッチを

喉の奥に流し込み、そそくさと出ていった。水夫長はその時、「船長か、まさか。」と頭に

浮かんだ鋭い閃きを打ち消した。 

本能的な直感で宿を見つけるのに多くの時間は要さなかった。部屋には医師の娘とボーイ

が一緒にいた。娘の肩越しに、老船長の写真が 1 枚、その上に拳銃一丁が載っているのが

見える。 

「この男、良人の遺品なんかを欲しがって！」娘がボーイの左腕を指さし、「本当に恐ろし
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ゅうございました。」と、老船長の脇に駆け寄った。ボーイが無理矢理に言い寄ったとつら

りと大演技を振るう娘の期待通り、船長はボーイの首に手をかけ事を済ませた。我に返っ

た老船長が目にしたものは、小さなゴブラン織りの手荷物を手にして、立ち去ろうとして

いる医師の娘の醜い女の姿だった。自分の後始末を、はした金と偽りの約束をしたボーイ

に正に濡れ衣を着せ、何もなかったように生きる計画をしていた空恐ろしい娘へ、そして、

自身への嫌悪感で眩暈を覚える。 

気が付くと娘のこめかみに銃口を当てていた。 

そうだ。舵取りは渡し船の番人には任せられない…… 自分の船であの世へ出航すること

に決めたのだった。  

 

殺した相手が迎えに来るとは。続きを見ようではないか！ 

三途の川は大海原。しかも荒れている。人の道を外れた人生。色欲に溺れ、殺人という大

罪を犯し、そうしなければ救われないのであろうか懺悔しないまま秘めてきたことがある

者にとって、穏やかではない死出の旅が待っているのが相場だ！いや、光栄だ！Holy！祝

福に値するのだ！老船長は大袈裟に笑い出した。 

一陣の風が、深紅の稲妻をとばし、老船長は気絶した。 

 

さらなる死出の旅へ≫ 

こめかみから血を流す医師の娘が振り返る。 

まあ、あなた、なんて酷い恰好をなさっているの。ああ、いいえ、あらためてお久さしゅ

うございました。ああ、なんということ。私、ずっと、あなたを待っていましたの。 

こんなに長い年月。お懐かしいあなたが漂う姿が、向こう岸にはっきりと見えたんですわ。

本当に。……、ああ。いいえ。地獄の入り口にもたどり着けずこの有様。 

あの守銭奴の両替商ときたら、化粧室へ行くチップすら持たない私のことなぞ相手にもせ

ず、あの東洋の懸衣翁Ken-e-ohだの奪衣婆 Datsu-e-baだのはドレスを見定めて追い払い、

マルコ=ポーロは彼が崇拝する両替商の守護聖人マルコを訪ねろと、それから･･････、なん

でも、アケロン川の大衆舟の渡し守カローンという融通の全く利かない男が２００年後だ、

１９９年と３１８日だとか怒鳴るばかりで、お話になりません。かのデンマークの人魚姫

MELUSINA は水の泡で過ごし５０年目と夢見心地の瞳で「あなたもご一緒に。」などど毎日

のように私みたいな者を勧誘に来るわ。忍耐強いにもほどがあるというもの。まっぴらよ。

エジプトのファラオ流れのトゥト某は、天国へ行く扉の呪文を覚える時間もないまま暗殺

されたそうで、言葉拾いの旅をしているとか。どれもこれも一筋縄ではいかないことばか

り。 

さあ、今のうちに早く出航なさって！出航するのは当然のこと！ 

私、あなたとの約束を裏切ってあの男と船を降りたわけではなくってよ。 

「自分も後悔したさ。」老船長は呟く。 
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ですけど、そのうち私･･････、そう、確か少しの持参金を持っていましたの。そのことで

低劣なもめごとになって、私の髪が乱れていて、あなた勘違いなさって、拳銃で撃ったの

ですわ。なんと恥ずべきこと。 

静かに、You damn’d a real bitch!  Get out there! と、口の中で唱える。 

老船長は、またしても、引き金を引いた。 

 

走馬灯はもう走らない≫ 

盆東風の微風に押され船は漂い始め、広州に寄港し乗客は天地銀行に向かい両替に急ぐ。

まるで行き先がわかっているかのように舳先は上がり宙に浮き始める。カローン船長に三

回長音の汽笛を送り右側を通り抜けた。水の泡の MELUSINAは老船長に祝福を与え、トゥト

某はカルナック神殿に降ろされた。 

大清国の人から話に聞いた忘川橋が見えてくる……。すべての乗客は白い光に導かれるま

まよ亡台に向かい孟婆のスープが振舞われた。白い無が老船長を包み込んだだけであった。 
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感想文『老船長の幻覺』 
Int. 

 

 

 わずか１５頁の短い戯曲。登場人物８人のうち半数の４人が実在。残る４人は幻像と紹

介されているから生身の体がそこにいるわけではない設定だ。主人公の老船長は、時折あ

る写真を眺めながら黙考する。水夫長や孫娘と会話をするものの、頭痛に悩まされている。

老船長は出航したがっているようだが、水夫長と孫娘はやめるよう言う。そして最後、老

船長が「俺れは行くと決めたんだ」と宣言する、という話だ。 

 にもかかわらず、何度も読む。二十回は超えている。なぜこういう劇を書いたのか分か

らないから読むことを繰り返すしかない。でもミステリーではないので、なぜを考えても

仕方がない。作品のどの部分に反応し、自分はどう考えるかを書くしかない。いつも思う

事を実行するのが抜け出る近道だ。短編は読むのが難しい。 

 

 初めのうち、この航海は死出の旅、即ち、老船長は死のうとしていると思った。 

 

水…一体今度は何所に行くんです。 

老…この海図（チャート）には出てゐないて。こいつの西の方になるんだが・・・ 

Ｃ…そんな地図のないところにまあ。而して何の御用でいらつしやいますの。 

老…今度の目的ばかりは自分でもはつきり判らんがね。（ｐ31） 

 

海図に出ていない西の方と言えば西方浄土を連想してしまう。しかも 

 

老…俺れの死は近いのだ。（ｐ35） 

 

と言っているし、その少し後で 

 

老…風でも嵐でも凌いで見せようが、俺れは一体どう行くんだ（ｐ35） 

 

とも言っている。また医師の娘は 

 

医…海の彼方に・・・ね・・・行きませう・・・（ｐ36）・・・彼方の海に行きませう・・・ 

  死んでも死骸が人の眼にかゝらない所まで・・・（ｐ37） 

 

さらに船長は行くと決めたあとの孫娘との会話で 
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孫…それでは今度も歓迎會があるの？ 

老…いや今度はない。歓迎會は愚か人一人ゐないとも限らぬ。・・・お前も大きくなると是

非一度はそこに行かねばならぬ時が来る。（ｐ40） 

と言う場面まであるので、これは死出の旅だと思ってしまう。 

 

 でも何故か、昨日食べた魚の骨がのどに引っ掛かっている感じがするので、また何度も

読むことになる。スッキリしないまま、いつの作品だったかと年譜を見ていたら、1910(M43) 

年７月と書いてある。創刊されて間もない雑誌『白樺』に載ったらしい。ついでにその前

後を見渡して分かったことはつぎの通り。 

1901(M31) 札幌独立基督教会入会（武郎 23歳） 

1903(M36)-06(M39) 米国留学 に続けて 06-07 欧州旅行 

1909(M42)  神尾安子と結婚 

1910(M43) ４月 『白樺』創刊され弟たちと同人になる 

      ５月 基督教会を退会、評論『二つの道』を発表（白樺） 

      ７月 『老船長の幻覺』を発表（白樺） 

      ８月 『も一度「二の道」に就て』を発表（白樺） 

1914(T3)  妻安子が結核を発症したため東京に移る 

1916(T5)  ８月 妻安子死去  12月 父武死去 

1917(T6)   農科大学退職（武郎 39 歳） 

 

 この辺りの出来事を眺めて、こう考えた。 

武郎の人生を、1916年の妻と父の死で二分したとして、この期間は前半の大きな山場だ

ろう。その中でもハイライトは札幌独立基督教会からの退会に違いない。退会と同じ 5 月

に『二つの道』を書いた。目の前には二つの道があって、そのどちらに進もうか悩むのが

人間だとある。一旦決めたように見えても一つの道だけをずっと進んでいけば人でなくな

るとも言っている。家族の反対を押し切って入会した基督教会を退会するにあたって、武

郎は随分苦しんだようだ。退会すればそれまでの自分を殺してしまうことになる。その辺

りの苦悩と決断の過程が『老船長の幻覺』になったと思う。この作品は若くもない船長が

最後になるやもしれぬ航海に出ようと決心する話だが、きっぱりと決断するまでには、幻

像が主張する２つの意見（出航を決意せよ／出航は止めるべき）がさんざん登場するから

だ。 

最終的に出航を決断したことは退会を意味するだろう。それと同時に、死への旅の意味

もあるのではないか。先に「自分を殺してしまう」と書いたが、自分の肉体的な存在がな

くなるのではなく、これまで生きてきた自分を殺してしまって、新たな自分の歩みを作っ

ていかねばならない。一方の道から他方の道へと移るのだ。死と再生。キリストの歩んだ

道。そういうふうに暗喩を考えると、他にも、船外の暴風は棄教することに対する世間の



 16 

人びとからの非難の強さだろうし、海図に使う両脚器（コンパス）を医師の娘（幻像）が

捨ててしまえと言うが、それは世間の常識的な考えを捨てることだろう。出航したあと「一

体どう行くんだ」と老船長が言っているのは、棄教したあとの歩み方がまだ分からないと

いうことだろうか。 

最後に、作品を読みながら細かいことをいくつか考えたので記してみたい。 

１．頭痛のこと 

 頭痛がするのは幻像が見える予兆ではないか。頭の中で現実とは異なる世界が展開する

ことになる。 

２．鳥島の噴火のこと 

 記録に残っている最近の噴火には、1871、1902、1939、1998、2002年があるが、武郎に

関係するのは 1902年。８月７～９日の大噴火で、アホウドリ捕獲のため移住していた島民

125人は全員死亡したらしい。 

３．決断したときの様子 

 

老…俺れは行くと決めたんだ。 

医…はゝゝゝ 

（Ａ、Ｂ、Ｃ、忽然として影をかくす）（ｐ39） 

 

 老船長が決断したあとの医師の娘の笑いは勝利宣言だろうし、それまで引き留めようと

していたＡ、Ｂ、Ｃは努力が無駄に終わって役割を終えたので消えたと考えた。 

４．孫娘に「今度も歓迎會があるの？」と聞かれて 

 

    老…歓迎會は愚か人一人ゐないとも限らぬ。（ｐ40） 

 

と答えているのは、棄教の決断に対する理解者が全くいないとも限らないの意だろう。 

５．孫娘に言う台詞 

 

    老…お前も大きくなると是非一度はそこに行かねばならぬ時が来る。（ｐ40） 

 

この台詞の理解に苦しんだが、人生を賭けた二者択一を迫られる時が来るという意味か。

孫娘であるから当時を考えれば、結婚とか職業選択であろうか。 

６．医師の娘との最後の会話 

     

医…もうあなたと二人きりよ。 

    老…あゝ。 

    （室内暗らくなる） 
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    医…さあもつとよく私をご覧なさいまし。 

    老…見えない。 

    医…もつとよく（室内益暗らく、殆ど綾目をわかす）（ｐ42） 

    老…見えない。 

  （この時突然上より垂れたる電燈の灯ともる。医師の娘の影は消えて・・・）（ｐ43） 

 

なぜ室内が暗くなって、医師の娘がだんだん見えなくなり消えるのか。Ａ、Ｂ、Ｃが消え

たと同様と考えられよう。老船長が決断してしまったために、医師の娘の存在が必要でな

くなったことを意味しているのだろう。 

７．これも難解だったシンハリース人の登場 

１）シンハリース人とは？ 

 スリランカの 7 割以上を占める民族をシンハラ人と言い、英語形がシンハリーズらしい。 

２）なぜ両替商が登場するのか考えたが、２つ思いついた。 

一つは、この世の中はどう逆立ちしても資本主義社会。どんな場合でも金で考える資本

主義者への皮肉。シェークスピアの『ベニスの商人』を意識している気もする。先に触れ

た２つの評論ともに『ハムレット』に言及しているのできっとそれも読んでいるはずだ。 

もう一つは、最後の出航に金が必要だとすれば、思いつくのが「三途の川の渡し賃（六

文銭）」ではないか。やはり死のイメージがある。棄教するには決死（又は必死）の覚悟が

必要であると同時に、それまでの自分の死を意味しているように思う。 
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有島読書ノート28：不条理の海 
～『老船長の幻覚』 

Um. 
 

 

数年ぶりに再読して、強い衝撃を受けた。 

以前気がつかなかった自分のうかつさにも呆れたが、事実上の処女作において、不条理劇といって

もいいラジカルな展開が彼の文学のエッセンスを垣間見せていることに驚いた。 

 

『老船長の幻覚』は、明治43年７月発行の「白樺」第１巻第４号に発表された戯曲である。 

同年４月発行の「白樺」創刊号（第１巻第１号）には『西方古傳』を発表しているが、仏教を素材

にした一種の説話のような習作的作品であるのと比べ、二作目である『老船長の幻覚』は時代に先

駆けて不条理性を織り込んだ本格的な戯曲であり、有島文学の波乱に満ちた幕開けを象徴するにふ

さわしい前衛的作品である。 

 

この明治43年を年譜によって振り返ると、４月の「白樺」創刊号に説話風の小説『西方古傳』を寄

せた有島武郎は、翌５月の「白樺」２号に評論『二つの道』を発表し、同月札幌独立教会を退会し

ている。そして７月「白樺」４号に戯曲『老船長の幻覚』を寄稿し、翌８月には「白樺」５号に評

論『も一度「二の道」に就て』を書き、『二つの道』への反響に応えている。その後も「白樺」に

は様々な作品を描き続けるが、この明治43年は白樺派時代の有島武郎にとって特別の一年となった。 

さらに彼の個人的状況を言えば、前年の明治42年３月に武郎は神尾安子と結婚し、大学生活におい

ては社会主義研究会に関心を強める一方で、翌43年には札幌独立教会を退会して恩師新渡戸稲造や

内村鑑三と袂を分かち、「白樺」の同人として文学と美術に没入しようとしていた時期である。第

三回黒百合展に絵を出展し、それが若き木田金次郎の目に止まって二人の交流が始まったのもこの

年であった。 

一方で明治41年に山本農場を有島武郎名義に変更して農場主となって以降、自らの良心と思想に反

する農場主としてのありように悩みを深める日々が始まった頃でもあった。 

武郎を取り巻く公私様々な領域で、まさに激動の1年であったことがわかる。 

 

このような時代背景を思い浮かべると、『老船長の幻覚』の不条理性を理解する上でのいくつかの

手がかりが見えてくる。しかし、その手がかりだけでは説明しきれない不可解さが、作品全体に重

苦しい影を落としていることも無視できない。 

これらの観点から、『老船長の幻覚』を改めて読んでみる。 

 

 

１： 
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体調の優れない老船長は、荒れ模様の天候を押して敢えて出航しようとしている。しかし、その行

き先は海図にもない不可知の海原である。老船長の健康を気遣う水夫長は、目的地の明確でない航

海を諦めるよう説得するが、彼は一向に耳をかさない。小さな孫娘は一緒に連れて行ってほしいと

老船長にねだるが、それもはねつける。かつて難破しそうになった船を救援して老船長が命を救っ

たA、B、C３人が老船長の幻覚に現れ、頻りに出航を引き止めようとするが、これをも無視する。

そんな中で医師の娘が幻覚に現れ、彼女は老船長に早く出航するよう促す。彼女は、かつて老船長

が愛した女性で、彼女も老船長を愛したが二人は別々の境遇に別れた。老船長は、医師の娘の声に

従って、最後に、船を出す決断を皆に告げる。しかし、船がどこにいくのか、老船長自身も知らな

い。誰も知らない西の海原を目指す、ということしか彼自身にも分かっていない。それでも、彼は

水夫長に出航を命じた。 

 

「老―（妄想を払うが如く医師の娘の乗せたる額の手を払いながら稍起き直り）うむ、風でも嵐で

も凌いで見せようが、俺れは一体どう行くんだ（再び両脚伎を取りて海図の上にあてがう）」（『老

船長の幻覚』より） 

 

深い暗喩に富む作品である。 

船の向かう先がどこなのか、何が目的なのか、多様な読み方がありうる中で、著者にとっても読者

にとっても正解はわからない。そこが不条理劇の所以だともいえるが、作品の表現手法以前の問題

として、武郎自身にとっても解が分かっていないからこそこのような作品を描いたのだろう。 

 

嵐の中で船が向かう先は、教会の権威を捨てたキリスト教の望ましい信仰のあり方とも考えられる

し、棄教の先に彼が目指した文学の世界とも捉えられるし、出航を唆す医師の娘との愛への執着と

も思えるし、そしてその愛の向こうから手招きするかのような死への渇望とも見えてくる。医師の

娘の幻覚には、死の影が漂っている。 

そのことを感じて、私はあの恐ろしい予感で鳥肌が立った。 

 

医師の娘とは、波多野秋子ではないのか。 

いや、それはもちろん読者だけがなしうる妄想だが、相手が誰であれ情死の赴く先が海図のない西

の海原が示唆する境地ではないのか。 

もちろん、根拠のない単なる妄想に過ぎないことだ。 

 

このように想起できる全ての可能性を含むもの、その境地とは彼の「人生」そのものであろう。 

 

「老―いやいや酔ってはならん。それにお前も大きくなると是非一度はそこに行かねばならぬ時が

来る。その時まで待っているんだ。」（同上書より） 
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これは、老船長が同行したいとねだる孫娘をたしなめなだめる台詞である。 

小さな娘がこれから迎える人生の悩みを示唆したこの言葉は、しかし、一般的な意味での「人生」

ではない。選択の迷いが余儀なくされ、決断不能に陥る苦悩に導かれる人生を暗示している。小さ

な孫娘とは、文学を描き始めたばかりの武郎自身の仮託であろう。 

 

「人生」については、物語の中で、もう一つ明快なメッセージを暗示している。 

 

幻覚に現れた老人Aは歩んだ道の到達点にある人生の象徴であり、若き商人Bは仕事と生活の渦中に

ある人生の象徴であり、中年婦人Cは家庭と家族を世界の中心とする人生の象徴である。それぞれ

の世俗に難破の危機が訪れることがあるのも人生であり、老船長がそんな彼らを救ったというのは、

文学はそれら世俗の危機を救うことができるという暗喩であろう。このA、B、Cは、武郎自身の世

俗的人生局面を仮託した暗喩と読むこともできる。 

そのような暗喩の中で、老船長は嵐の中にさらなる文学の秘境を求めようとしているのである。 

 

しかし、嵐の中に求める文学の秘境は、父武を中心とする家族の桎梏、安子との結婚生活で抱え込

んだ愛の齟齬、そして何より農場経営の矛盾を逆境として、いまだ打開の展望が見えない怒涛にこ

そ見出そうとしているのである。 

彼の前途に広がっているのは、そのような人生の闘いそのものであった。 

 

この展望が見えない闘いの境地について、武郎は『老船長の幻覚』の直前と直後に書いて発表した

評論『二つの道』『も一度「二つの道」に就て』の中で触れている。 

 

「我々は今まで此矛盾を苦痛だと思い、恥ずべきことだと思い、統一した一筋道を歩まねば、内的

生活は立ろに消滅すると思っていたが、絶対的実在とか真理とかいうものは、全然人間の思度以外

にあるものと感じては、此矛盾こそ人間本来の立場だということを覚って、其中に安住し得るのを

誇るべきだと思う」（『も一度「二つの道」に就て』より） 

 

進もうとする前途に伸びている相反する二つの道の矛盾の中で徹底的に迷うことが人間としての

存在の証であって、迷いの思考を停止し片方にのみ固めてしまうことは人として生きることの放棄

を意味する。人は常に迷う中で生き進もうとする存在であり、理想として望んでいる絶対的境地へ

の統一はあり得ないことであっても、しかしその境地を目指さずにはいられない存在なのだ、と武

郎は捉えている。 

これを『老船長の幻覚』と重ねて考えると、目指す海図のない海原とは、そのような二律相反、人

生の中で避けられない矛盾の中での、指針の無い迷いを象徴していることに気づく。その解決の指

針は、信仰にも哲学にもあり得ず、指針が存在しないことをそのまま受け止めてその中での迷いや

苦悩をありのまま表現する文学を目指すことが、作品における老船長に託されたテーマである。海
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図のない海原への出航は、彼が目指す文学における指針のない闘いを意味しているだろう。そこに

迷いが無いはずはない。老船長自身の内部葛藤も、その葛藤を助長する幻覚としての医師の娘も、

文学への希求と不安の内部矛盾を表象した暗喩である。 

 

 

２： 
『老船長の幻覚』は明治 43年 7月発行の「白樺」に向けて書かれた作品であるが、その後、大正 7

年 11 月発行の「有島武郎著作集第７輯」に所収される際に大幅に改稿されている。細部も含める

と相当箇所にわたっているが、主要な改稿箇所は「医師の娘」に関わる部分であり、その主な改稿

部分から、武郎がこの作品を描いた意図をより鮮明に窺い知ることができそうである。 

 

「（孫娘入り来り黙したる儘水夫長の膝の上に上る。船長は其頭を撫でんとする如く手を延ばす。

届かずして医師の娘の肩に置く）」（明治 43年稿） 

 

「（この時孫娘入り来り、黙したる儘水夫長の膝に上る。老船長はその頭を撫でんとする如く手を

延ばす。届かずして医師の娘のさし出す掌の上にその手を置く）」（大正 7年稿） 

 

老船長に対する医師の娘の積極的な姿勢が窺えるように、改稿されている。 

これは老船長の幻覚なので、彼の妄想がそのように期待していることが鮮明になるよう改稿したと

いうことだろう。老船長は医師の娘が今なお自分を愛していると夢想することで、それを出航の意

味づけにしようとする潜在意識があることを示唆した表現である。これは、未知への船出の動機の

中に、医師の娘との愛の悔恨を取り戻したいという願望を託していると受け止めていいのではない

か。武郎にとって、それは安子との愛と結婚を捉え返すことを意味しただろうし、それを海図のな

い海原への出航へと結びつけるこの作品は、武郎のこの後の文学作品に帰結する深い意図を示唆し

ているものと受け止めることもできる。 

 

このように受け止めることが可能な改稿は、他にも見られる。 

 

「医―・・（略）・・それが貴方が、見事にあの人の脳天を撃貫いて、ビクともなさらず平気でいら

っしゃるのを見ると、私は女に生まれた甲斐があると思ひました。」（明治 43年稿） 

 

「医―・・（略）・・けれどあなたが、見事にあの人の脳天を撃貫いて、びくともなさらずにいらっ

しゃるのを見ると、私は始めて男の力といふものを知りました。」（大正 7年稿） 

 

三角関係に対する医師の娘の受け止めかたが、自尊やナルシズムから、自分を得ようとする男の愛

の強さやロマンティシズムへの憧れに変化したことを、改稿によって明らかにしている。これが老
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船長の幻覚の中の彼女の言葉であることから、自分に対する彼女の愛の深まりをそのように期待し

ている思い入れが現れた表現である。これは、決闘という仮構を勝ち抜く「奪う愛」を強く表出す

る武郎の恋愛観が色濃く反映された改稿であって、この時期既に『惜しみなく愛は奪う』初稿版を

発表していることを想起すると、その中心思想が反映された改稿であると受け止めることもできる。

いわば、女の魅力によって誘発され籠絡された男同士の闘い、といった男の派生的従属的行動とい

う位置づけから、女の魅力を命をかけて主体的に奪いあう男同士の愛の闘いによって逆に女を籠絡

する、という位相に自らの主体性を強めようとした老船長の妄想の深化を意味した改稿である。 

 

さらに連想を敷衍すれば、明治 43年暮に書き始めた『或る女のグリンプス』における田鶴子から、

『或る女』における葉子への変化を反映しているようにも深読みできる改稿である。つまり、性的

魅力を武器に闘う女の生き方から、男も女もそれぞれの想いを武器に男女入り乱れて互いにそして

ライバルとも奪い合う真っ向からの恋愛へと、その表現をより鮮明にしていった武郎の変化がここ

に見られる。 

 

そして、背筋が凍りつきそうな改稿が、その後述に導かれている。 

 

「水―其ボーイが貴方の写真を持って居たんだが、殺された跡に行って見ると、其写真だけが無い

んだ。夫れからってものは、娘の影も消えた様に無くなって仕舞ったんですとさ。」（明治 43年稿） 

 

「水―それが変だっていふものは、そのボーイがあなたの写真を持っていたんだが、殺された後に

いって見ると、その写真だけがなくなっていたんですとさ。（老船長写真を取り上げて眺める）そ

れからってものは、娘の影も消えたやうに亡くなってしまったんですとさ。」（大正 7年稿） 

 

漢字一文字の違いだが、武郎がこの改稿によって表現しようとしたことは、明確になった。 

これは、この作品の深層に漂っている不条理を醸す作者武郎の深層心理を表出している謎として、

作品の価値を大きく引き上げている。 

どういうことか。 

 

この挿話は、理解することがなかなか難しい。 

しかし、この作品の不条理さを理解する上で決定的に重要な暗示を含んだ挿話と思われるので、あ

らためてこの不可思議な謎を辿り直してみる。 

 

医師の娘に魅せられ彼女の良人とピストルで決闘した老船長は、若い軍人であった彼の脳天を撃貫

き、彼女の心を鷲掴みにして二人だけの愛の航海に出かける直前、手を握ることもなく彼女を陸に

下ろしてしまった。彼女のその後については、老船長は知ることもなく時を過ごしてきたが、水夫

長はその後の次第を知っていた。 
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「老―上陸してから如何なったか知っとるか。 

 水―すぐ男をこしらえましたよ。 

 老―（驚きの色）何！ 

 医―はははは 

 水―それがね船長変なんですよ。今まで黙っていましたがね、その娘の男というのは、この船に

いた、それ何とか云う名の、質の悪い目付きをした三十恰好のボーイでね。何でも上陸してから三

日目かにその女に殺されちゃったんだ。 

（医師の娘険しき眼色して水夫長を睨む。老船長は熱心に水夫長の語る所に耳を聳てる） 

 老―何だってやっつけたんだ。 

 水―それが変だっていうものは、そのボーイがあなたの写真を持っていたんだが、殺された後に

いって見ると、その写真だけがなくなっていたんですとさ。 

（老船長写真を取り上げて眺める） 

それからってものはその娘の影も消えたように亡くなってしまったんですとさ。・・・略・・」 

（『老船長の幻覚』より） 

 

老船長は、なぜ命を賭けて愛した医師の娘を船から下ろしたのか。 

医師の娘は、なぜ質の悪いボーイを自分の男にしたのか。 

ボーイは、なぜ老船長の写真を持っていたのか。 

娘は、何故そのボーイを殺したのか。 

そして、彼女は何故失踪し自殺したのか。 

 

これら問いの一つ一つについての合理的な答えは、そもそも不要だろう。 

なぜなら、これらは全て、ひとまとまりの大きな暗喩を構成する小さな諸側面だからだ。 

その大きな暗喩とその諸側面とは、老船長の強い愛を信じた医師の娘が彼に裏切られたと思い込ん

でその代償行為としてボーイと関係を結んだが、それが代償行為でしかないことを悟らしめる老船

長の写真を見たことで、その写真に写る老船長ごとボーイを殺し自らも死んだ。つまり、失意と悔

恨を抱えた後追い心中であったと読むことができるのではないか。 

 

老船長は、水夫長が語るこの挿話を聞き、出航を決断した。 

最後まで残っていた出航を躊躇するただ一つの疑問、「自分は何故に未知の海に突き進んでいくの

か」への答えを確信できたからである。 

医師の娘が自分への愛に死んだことを知った老船長にとって、出航はもはや医師の娘の幻覚と共に

死に向けて突き進むことであり、自分の最後のミッションとして十分に納得できた。 

老船長と医師の娘の間に生じたこの誤解とすれ違いは、どこかハムレットとオフィーリアを連想さ

せる。 
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最後に残る不条理は、情死が愛故に死へと突き進んでいく愛の自己破壊であり、自分自身がそのよ

うな存在になりうることを武郎は予感していた、ということだろうか。 

もちろん、それはありえないことだろう。 

 

それにしても、なんということだろう・・ 

このテーマを、処女作のこの段階で書いていたとは・・・ 

いつか自身に戻ってくる運命にある不条理であることを知る由がなかったとは言え・・・ 

 

彼の人生を想うと、何とも背筋の寒くなるような旅立ち、処女作である。 

 

 

 

有島読書ノート28：不条理の海（追補／自稿への異説） 
～『老船長の幻覚』 

Um. 
 

 

FBに投稿した時から自分の中で解けていない、大きな宿題があった。 

 

「医―さあもっとよく私を御覧なさいまし。」 

 老―見えない。 

医―もっとよく（室内益暗く、殆ど綾目もわかず） 

 老―見えない。 

 （この時突然上より垂れたる電灯の灯ともる。医師の娘の影は消えて、老船長はその写真を見つ

めつつあり）」（『老船長の幻覚』P42-43） 

 

医師の娘の幻覚が終幕に至って消えたのは、なぜか。 

それが、宿題として残っていた。 

この宿題は、「医師の娘」とは何の暗喩なのか、という問いと一体のものである。 

 

再々度読み返して、「そうか！」と腑に落ちるものがあった。 

「医師の娘」とは、武郎の中における、妻安子との葛藤を仮託した暗喩なのだ。 

 

「医師の娘」を愛したがために、その夫と決闘し撃ち殺して手に入れたにもかかわらず、「手を握

る」ことさえせずに船から下ろし別れた、というのは、安子を愛し結婚したものの性的関係への躊
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躇からその愛が二人の間を次第に不安定なものにしていったことを暗示した設定なのではないか。 

 

武郎はそんな安子とのことを自問する作品を、この頃からいくつか書いている。『クララの出家』『幻

想』などは、そのような状況が色濃く反映されたものだろう。 

そんな武郎の逡巡の背景にあったのは、文学を強く欲求しているにもかかわらず、それが叶わない

自分の社会生活、家庭生活への深い悩みであった。『二つの道』『も一度「二の道」に就て』は、そ

のことから生まれた、内面の葛藤に向けた指針であった。 

 

医師の娘が「亡くなった」という水夫長からの伝聞は、安子の不安定な精神状況の危機を色濃く象

徴していると読めるし、老船長が「西方の海」つまり「異界」への無謀な挑戦を最終的に決断した

直後に医師の娘の幻影が消えたのは、安子との愛を向こうに追いやってでも文学への野望に進んで

いこうという「決意」を表現したということなのではないか。安子との愛の生活を封印してでも突

き進もうとした文学の道への不安と葛藤を象徴するのが、医師の娘の「幻影」である。この医師の

娘の「幻影」は、老船長つまり武郎自身の分身でもある。 

 

しかし、その「決断」は、「決断」というにはあまりにも不安定なものだった。この作品全体が、

その決断の危うさを対象化している。危ういことを自覚しつつ、それを打ち消して進もうとする老

船長の、つまり武郎自身の、複雑な内部矛盾を表現している。 

最終幕に登場する「両替商のシンハリース人」と彼に投げかけられた呪いの言葉が意味するものも、

一筋ならではいかない彼の根深い自己矛盾への憎悪であったろう。 

 

安子との愛と、文学への渇望と怖れ、それがこの作品に込めた「医師の娘」の幻覚の暗喩である。 

これは、『二つの道』『も一度「二の道」に就て』『幻想』、そしてのちの『クララの出家』『実験室』

『ルベックとイリーネのその後』などへと続く、武郎の初期の作品に通底する一貫したテーマであ

った、と読むことができる。 

そしてこのテーマは、彼の歩みの中で、次第に秋子との情死に導かれていく。 
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『老船長の幻覚』…… Untold want 
Tam. 

 

 

1 未完の航海 
『老船長の幻覚』は初めての戯曲だったためか、白樺の同人たちで戯曲の競作が行われ

たためか、かなり実験的な試みの跡が感じられるが、感銘を与える作品とは言い難い。一

言でいえば、老船長が未完の航海のゴールを目指してもう一度航海に出かける決心をする

物語である。 
 
2 戯曲の枠組み 
戯曲には三つの時間の層が組み込まれている。一つは幕が上がってからシンハリース人

が登場する終幕まで続く「現在」で、この時間の中では「決心までの迷い」が演じられる

が、それは戯曲における中心的な出来事ではない。二つ目は劇中で回想される「過去」の

ある時間で、その時間は老船長が医師の娘(以下、単に女と呼ぶ)と出会い、女とともに航

海を開始したものの、途中で女を下船させ、航海が未完に終わるまでの時間で、ここが中

心的な時間である。三つめは船長が女と出会うまでに流れた時間で、船長にも女にもそれ

ぞれ異なる時間の堆積があり、その時間の経過に中心的な出来事が熟成準備されている、

いわば「もっと前の時間」である。そのもっと前の時間において船長と女がどのような人

生を歩んでいたかということについてはほとんど明示的に語られていない。なお、女を下

船させた後、現在までに流れた時間があるが、ここでは「現在」の中に含めて考える。 
戯曲は出来事の起承転結が登場人物たちの会話を通して解き明かされていく構成をとっ

ている。しかし、繰り返しになるがこの時間構成の中で最も古い時間層における、中心的

出来事の原因となる部分はあえて伏せられていて、過去の出来事という結果から推測する

しか方法がない。この構成の仕方には訳があると思われるが、この戯曲においては過去の

出来事ともっと前の時間をどのように読み解くかが最大の焦点になると思われる。隠れて

いる部分の読み方によっては意外に深刻な事柄が浮かび上がってくる。その意味でこの戯

曲の方法は野心的な試みとも、技巧倒れの拙い方法ともいえるのだろう。 
 
3 「今ここにない」もの 
全集の 34頁から 35頁にかけて女が語ることを整理すると次のことがわかる。船長は女

の誘惑にそそのかされて女と二人で航海しようと決心し、そのための具体的な行動をとる。

それは女の夫である軍人と決闘して射殺し「二人」になる条件を作ることだ。殺人を犯し

てまで女を自分のものにしようとしたのだから、女の魅力は並外れていたのだろう。その

時の船長の様子を女は「あなたの胸の奥の奥底に、私の良人の手から私を奪おうという執

念が、陶物竈の火のように燃えていた (p34)」と回想している。ただし女の魅力が船長の
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理性を狂わせたため船長が殺人という常軌を逸した行動に走ったのではない。船長は冷静

に行動している。決闘という形式は双方が納得したうえで行われる。どのような結果にな

ろうとも双方が合意しているわけだ。危険を冒してまで女を自分のものにしようとしたそ

の船長の欲望の中には、船長が「二人きり」を選択せざるを得ない動機が隠れていた。言

い方を変えると誘惑されたという受け身の態度としてだけでは語れない事情、誘惑を積極

的に受け入れる心境が女との出会いの前に成熟していた事情が存在しており、それは船長

が「もっと前の時間」において、特に妻との関係が危機的状態にあり、そのことが女と二

人になりたい欲望を持たせたというような背景があったと想定できる。普通なら背景にあ

る事情とは船会社との雇用被雇用のトラブルとか、従来の航海目的に飽き足らなくなって

いるとか様々ありうるのだが、今は、私的な妻(家族)との関係の危機に限定して考えてい

いと思われる。 
簡単に言うと、誘惑を受け入れ、これまでの船長の行動とは全く別の行動を選択してい

く背景には船長自身が「今ここにはない」何かを得たい願望があるということだ。それは

「今ここにある」ものを否定したいということだが、このことは女の「而してあなたと二

人きりで、この船で、人の知らない遠い所に行こうと思った p34」という言葉を暗黙裡に

船長が受け入れていることで裏付けられる。この願望についてはもっと掘り下げて考える

べきだし、掘り下げれば願望の不可能性が浮かび上がってくる。その前に、航海の中断の

ことを考える。 
 
4 航海の不可避的中断 
女と共にこれまでとは異なった、新しい航海を始めようとしたが、自ら女を下船させた

ことで相棒・共謀者を失った。航海はこの時点で継続できない。つまり、航海は女が不在

だという意味で未完となり、継続できないという意味で未完に終わったのである。この航

海中断という結果は船長自身が自業自得として受け入れなければならない。女不在ではた

とえ目的地に着いたとしても決して航海が成就したと納得できないと船長自身が知ってい

たのに女を下船させる、その決断はなぜ生じるのか。船長が女との関係の不十分さ、未成

熟さに耐えられなかったからだと推測できる。そもそも女の誘惑を受けた上で始まった航

海だったのだから女が不在ということは目的が消滅するということだ。それに、中断する

瞬間まで行先は固有名詞を充当できない「どこか」であった。「どこか」を「ここ」と名指

しできないのは船長も女も同じである。もし二人の関係が成熟していれば「ここ」を具体

的に語ることができただろう。このことからこの航海は女抜きでは成り立たないものであ

ること、目的地は女の協力があって初めて明確になる性質を持っていることがわかる。女

の手さえ握らずに女を下船させたのは女との関係への期待が消え、「どこか」への情熱も持

続できないことを不承不承だが認めたためだが、同時に中断が必然的であると受け入れる

ことでもある。この必然性について二つのことを考えるべきである。 
一つは繰り返しになるが、行き先が不明であるためにそれ以上の航海が継続できなかっ
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たとい点だ。「どこか」へ向かうために女の夫を殺すことはできたが、「どこか」でしかな

いために女との関係ではそれ以上の何かが生まれようがなかった。一つは女の夫を殺すと

いう乱暴な行動を通して女を選ぶことは即ちそれまで築き上げていたはずの社会人として

の立場を放棄することを意味する。決闘という形式ではあれ殺人が社会的に糾弾されるこ

とを承知の上で行動したわけだ。そのことはもっと前の時間に作り上げていた家族の一員

という立場も放棄すること、家族から船長自身が見放されることでもあった。それがもた

らす凡てを引き受ける覚悟の上の行動である。ところが思いがけないことが生じる。一方

で「どこか」を明瞭にするための対話が女と二人のあだで深まらず、他方で放棄した家族

への関係意識が船長の当初の思惑通りに一件落着とはならなかったことだ。家族との閲歴

を整理整頓してもっと前の時間という古い時間層の底に封印できるはずだった。しかし、

家族をめぐる気持ちがいわば座礁してしまった。女を上陸させたのはこの座礁を認めたこ

とでもある。このことについては登場人物の設定にそのように考えるべき手掛かりがある

と思われる。 
命がけで浮気をしたところが、社会的制裁を受け、妻たちからの批判を浴びて身動きが

取れなくなったなどという類の話は至る所に転がっているだろう。捨てた家族に後ろ髪を

引かれるなどという話もざらにある。船長もそれと似たようなものだから、わざわざ難し

く考えるほどのことではないともいえる。しかし、どうもそんな風に軽く流せるほど単純

ではない。 
 
5 孫娘の親や祖母(船長の妻)が登場しない 
 思惑外れの座礁について人物配置から得られる手掛かりとは、孫娘は登場するのに妻子

などの家族が登場しないことだ。例えば船長の健康状態を気遣って出航をやめるように説

得する場面が描かれるがいかにもおざなりで、健康云々は戯曲の主題でないことは明白で

ある。もし健康が重要な要素なら、家族の中で情理を尽くして説得できる妻や子供などが

その任に当たるのがふさわしい。このことは人物配置が情理を尽くす家族も、彼らが用い

るはずの情理といった既成の世俗的常識に基づく観念も航海の再開をめぐる「現在」の進

行から排除する意図に基づいていることの表れである。つまり、船長という人物が戯曲の

中では家族を含む社会・習俗が泥んでいる常識や観念から外れた(外れようとしている)人
物として設定されているということだ。 
不貞腐れを自認する女に誘惑される船長は女が不貞腐れだからこそ誘惑されるのであっ

て、女が既成の観念から逸脱している人物だから船長の共感を得、外れること自体に船長

が激しい欲望を持つからこそ、人殺しを実行してまで手に入れたいものなのである。船長

は自分が作り上げてきた家族という関係の在り方に疑問を抱き、それとは異なる人間関係

を欲している人物である。だから妻も子供も登場せず、無害な孫娘だけが登場する。同じ

孫でも男の子では具合が悪いのだがそれは後に触れる。 
誘惑に成功した女は船長の妻との勝負の勝者のはずだが、実は完勝というわけではない。
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船長は確かに相当程度に女にのめりこんでいるが、そのことと最終目的地まで行動を共に

するエネルギーを女から供給され続けることとは、直ちに一致することではない。女にの

めりこむ深度と妻子と絶縁する強度とは逆方向に相関している。女を上陸させたという結

果から考えれば、船長が妻子と決別する強度が弱く、そのため航海の行く末に危惧が生じ

航海の継続に躊躇いが生じてしまった。女が供給するエネルギー(女に執着させる魅力)が
不足していたのである。女の側にも「ここではないどこか」についてそれ以上船長を説得

する展望がなかった。船長も自分だけでそれを紡ぎだすことができない。女の誘惑という

きっかけがなければ「ここではないどこか」を目指そうという行動も生まれなかったのだ

ったが、船長自身の目的地に対する展望も曖昧なのだった。 
結局のところ、女の航海への欲求が鮮明な分だけ男の目的も鮮明なのであり、その逆も

しかりである。エネルギーは相互に供給しあうものであり、ゴールも共に描き出して共有

するものである。女の「どこか」が具体性を欠くなら、女が船長に与えるエネルギーは枯

れていく。 
 
6 覗き眼鏡 
 脇役たちの語りから船長像が浮かんでくる。船長は船の責任者として勇敢で大胆でどん

な危険をも克服してきた人物であり、船乗りとしては成功した人物で、ひとかどの財産も

築き上げ老後に何の心配もない人物である。他の人物たちが老いた船長が今、再び危険な

航海に出ることに賛成しないのもそのためだ。脇役はどの人も常識人であって、船長に口

に出さない願望があることを想像さえできない。船長だけが現在の状態に不満を持ち、あ

の未完の航海を完結させたいと願っている。この願望は家族を捨て、家族という関係の基

盤にある社会制度の一切を否定したい衝動に突き動かされている。 
話を制度や習俗などにまで広げて考えてみる。もっと前の時間における船長は妻子とと

もに生きることを通して社会の制度を受容し、恩恵を受け、その限りで制度に組み込まれ

る存在である自己を肯定してきたと言えるだろう。その時、妻子は船長が社会を見るとき

の覗き眼鏡である。妻子が毎日の生活に満足しているなら、家族を媒介にして船長の意識

に反映する制度や習俗も肯定的に映るだろう。もし覗き眼鏡越しの社会が船長に我慢なら

ないものと見え広がるなら、その時、社会制度を受容する心に亀裂が走り、さらには妻子

との関係性にも罅割れが生じる。もし妻子との関係が破綻し始めたなら、覗き眼鏡の向こ

うの社会の見え方も崩れ始める。 
船長と家族と社会との三者の関係の成り立ちを、妻子を間に挟んでその両側に船長と社

会とが向き合うような配置としてとらえれば、船長と妻の性的な関係を基盤にして出来上

がる家族関係と丁度見合った姿態で社会制度が立ち現れる。船長と妻の関係のあり様(二人

の関係意識も含めて)と社会制度・習俗のあり様とは相補的な関係にある。 
もっと前の時間について戯曲中では伏せられているので、女を選んだという結果からさ

かのぼって考えざるを得ない。すると、女の誘惑を受け入れたとき船長の覗き眼鏡である
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家族との関係は罅割れており、従って社会との関係も破綻している。もちろん船長はその

ことに気づいているが、悲しいことに、自ら家族を壊した後、何が新しく訪れるかについ

て確たる指針はなかった。女と二人で航海を始めたとき、新しく訪れるものの予感と期待

ばかりが満ちていたが、また悲しいことに、この予感と期待は急速に委縮し、女を上陸さ

せることになった。女との新しいはずの関係そのものを突き動かすエネルギーの供給が止

まるからである。なぜエネルギーが枯渇し萎縮が生じるのか。 
船長の航海への欲求は新しい成果を求めている。しかし、妻子との関係性を維持したう

えで続ける航海なら従来の繰り返しでしかない。異なった航海に向かうには新しい在り方

を模索できる相方が必要である。それが不貞腐れ女なのである。しかし、航海が始まって

から船長に見えてくる女は、ここではないどこかとは言えてもどこかをここと明示的に示

すことができない。どこに向かうかについて具体に触れる会話を女は船長と一度も交わし

ていなかった。 
 
7 大杉栄と三人の女 
 唐突だけれど、自由恋愛主義を実践した大杉栄の女性関係の話を手短にしたい。彼と同

棲した女性がとりあえず三人いた。一人は堺利彦の義理の妹で掘保子という。大杉が強引

に言い寄ったと言われているが、入籍はしなかった。二人目は神近市子で、日陰茶屋事件

を起こして大杉に重傷を負わせ、入獄している。三人目は伊藤野枝で、大杉の子を五人産

み、1923年 9月憲兵によって大杉と一緒に殺されている。 
堀保子と同棲している時、二人の前に現れる友人たちや、社会各層の人々ひいては社会

そのものに対して二人が共通して抱く感情や見方があったはずだ。これを甲とする。大杉

の金蔓でもあった神近市子と同棲していた時に二人が社会関係を結んだ社会そのものに対

する共通の感情を乙とする。同じく伊藤野枝と同棲しているときに生まれていた対他関係

の意識を丙とする。「感情や見方」も「共通の感情」も「対他関係意識」もここでは男と女

がその組み合わせの時に限って成り立っており、従って二人に同型の心的な在り方が共有

されている。これを対幻想と呼ぶ。その時、大杉とそれぞれ異なる女が生み出した甲・乙・

丙はそれぞれ異質である。ついでに付け加えると、伊藤野枝の場合は、大杉と出会う前に

しばらく辻潤と同棲していた時期がある。伊藤が辻との間に成り立たせた対幻想と、伊藤

が大杉とともに抱いたそれとは質的な隔たりがあったはずである。 
 覗き眼鏡の比喩は船長と「もっと前の時間」における彼の妻との対幻想の存在とそれの

破綻が戯曲の暗黙の前提になっていることを言いたかったからである。この考え方に基づ

けば、船長と妻、船長と女が作り出す対幻想はそれぞれ異質なものでなければならない。

ではどのように異なっているのかが問われるべきだ。そしてこの点が『老船長の幻覚』と

いう戯曲の核心を解き明かす問題点だと言えるだろう。 
 
8 女と船長の目的地 
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ここではないどこかへ行きたいと船長と女は願った。そのどこかがどこかを突き止めら

れるだろうか。突き止めるためにはもっと前の時間の中で船長が妻とどのような家庭を作

り、それのどこが破綻していたのかがわかると手掛かりになる。船長と女が目的地につい

てどんな会話をしたかがわかるとなおよい。 
しかし、戯曲を読み返すと船長が妻と語る場面はどこにも出てこない。過去よりももっ

と前の時間に存在した関係で、あえて伏せられた時間に属すので分析して割り出すことは

できない。ただ、女と船長が思い描く目的地とは異なった方向を向いていただろうと推測

できるだけだ。 
船長自身も水夫長の質問に「今度の目的地ばかりは自分でもはっきり判らんがね(p31)」

と語る。 
女とは目的地について議論する場面もなく、女もまたここではないどこかという以上の

ことは語っていない。ここは少し注意が必要なところだ。過去に船長を誘惑した女は、水

夫長があの女にはあやかしが憑いていると語っており、確かに実在の女だ。しかし、現在

の女は船長以外の誰にも見えない船長の幻覚の中にだけ登場する女だ。幻覚の女はどこに

いるかというと、船長の意識の中、記憶の中にいる。だから現在の場面において女が船長

と交わす会話は実は船長が自分自身と交わす会話であって、実在の女と交わすものではな

い。だから現在において女と船長が交わす会話は船長の自問自答・自作自演の会話だ。女

が「出航しよう」と囁けばそれは船長が自分に「出航しよう」と言い聞かせている囁きだ。

こうして、現在船長と女が新たな対幻想を生み出し、共同で社会への関係意識を形成でき

る条件は存在しない。 
従って、再び航海を始めゴールを目指すとしても、新しく明確化されるゴールは存在す

ることができず、あの時目指した「どこか」と呼ぶ幻の目的地以上の目的地はあり得ない。

従って、もう一度ゴールを目指すと船長が決心しても、あの時と同じく中断せざるを得な

いだろう。 
言えることは、女が幻覚であり、もう一度航海が可能だと考えることが幻覚であり、海

図のない海に行けばここにはない何かが得られると期待することが幻覚であって、ただ何

かを手に入れたいと願うことだけが真実であるということだ。もし何を手に入れたいのか、

どんな欲望に取りつかれているのか、このことを船長自身が語るならば、自作自演でもよ

いから幻覚の女と対話をするならば目的地に固有の名前を与えられる可能性が生まれる。 
このように考えてくると船長が自らの心のうちに、だれにも語らずにいる何らかの欲望

があることだけが確かなこととなる。その欲望を Untold want と名付けよう。この「語ら

れぬ望み」がどんなものかについて語りうるのは作者自身しかいない。そこで、次には有

島の創作意図のようなものについて考えることになる。その前に三人の人物について補足

的に取り上げておきたい。 
 

9 孫娘・女・シンハリース人 
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孫娘は二つの役割を担っている。一つは船長が捨てたはずの家族に対して消し去りきれ

なかった直截な感情を表現するための人物という役割である。孫娘に対する慈しみと同時

に叱責したりもするが、祖父としてのごく平凡な感情であり、ひいてはもっと前の時間の

家族への感情の質をも示す役割を果たしている。もう一つは「お前も大きくなると是非一

度はそこに行かねばならぬ時が来る(p40)」という説諭を受ける役割である。船長の精神世

界を未来において引き継ぐ可能性を期待した、そうあってほしいという共感者の代表とい

う役割である。この役割を担い得るのは次の時代を生きる者でなくてはならない。その意

味の共犯者であり得るのは(妻や女がそうであったように)対幻想の対象として性的な関係

を必須とするので女つまり孫娘でなければならないのだ。作者がそのように認識した上で

孫娘を登場させたか否かはわからないが。 
 女もまた二重の役割を追っている。一つは過去の出来事の中で実在の女として船長を誘

惑する役割。一つは船長の自問自答を可視化するための役割。いわば合わせ鏡の役割なの

で独立した人格としては登場できない。 
シンハリース人の役割はよくわからない。二つ考えられる。一つは船長の願望に対して

異質な現実をぶつけることで、船長の幻覚を相対化する役割。観客の意表を突いて広大な

すそ野を持った戯曲であるかのような錯覚を生じさせる役割である。もう一つは作者の「語

られぬ望み」もまた金銭という現実のくびきから逃れられないという皮肉・自嘲を示す役

割である。 
 

10  Untold want 
 有島は戯曲の構想に当たって目的地がどこかについては棚上げにして、出航の決断に至

る心理を劇的に表現することに重点を置いたと思われる。それは少しだけ成功している。

開幕直後の場面で船長は女の写真を見つめながら出航すべきか否かに迷う人として登場す

る。迷いから決断に至るために、現在・過去・もっと前の時間という三層の時間を会話が

行き来する。出航という結論を観客に納得させるために船長の心が揺れ動く有様への興味

を掻き立て、興味を支えとして戯曲が進行する。女のそそのかしと他の人物たちの引き留

めの綱引きの中で出航の決断に向かって緊張感が高まっていく。行き先が未知の海図もな

い海となれば一大冒険物語の様相さえ帯びてくる。 
しかし、船長が迷う人というのは見せかけのことで、実は初めから出航の決意を固めて

いる人物なのだ。出航しなければならないという強迫的な欲望に急き立てられる一方で、

胸底で船長を駆り立てる「語られぬ望み」については口を噤む。この欲望と望みは船長に

は二律背反として現れている。多分、有島は船長にいったん望みについて口を開かせれば

立ち往生することに気づいていたのだと思われる。女と妻という二人の女性と紡ぎあげた

対幻想の内容について書かなければ望みを十分に展開できないことを知っていて、戯曲が

そちらに踏み出したときの失敗を恐れ、欲望の方を書いたのだというのが私の見立てであ

る。 
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 このようにも言える。航海が中断した理由は、対幻想を紡ぐ対象を妻から女に変えたか

らには幻想の内容が妻との間に作られていたそれと質的に変わらなければならないのに、

鮮明な幻想として描ききれず、どのように変わるのかを見通せぬまま女と航海を続けよう

としたところにあった。再開に当たって対話をする女は船長の観念の中の女だから、船長

の観念が堂々巡り・循環するだけで質的に新しいものは作り出せない。かつての航海とは

別の異質の航海をすることはできない。元の木阿弥でしかない。作者は航海の再開にとっ

て先決事項である対幻想の質的展開をなおざりにして物語を構成している。この点に構想

上の壁があることに有島は気づいていたはずだと思う。 
 またこのようにも言えるだろう。船長の出航へ向かう欲望はどこからやってくるのか。

女を媒介にして社会との間に新しい関係を作りたいという願望からくる。しかし、それが

具体的にどのような関係かと私が語ることは不可能だ。船長の発話にも戯曲の流れにもそ

れをうかがわせる要素がないからだ。船長が語るべきなのは自らの欲望を具体的に語るこ

と以外にない。しかし、これは作者有島自身の問題と言わざるを得ないだろう。なぜなら

作者が船長にそのような自己内対話を行わせていないからだ。そして、有島にはそのよう

な対話を描くことができなかった。 
有島武郎の紀行作品『旅する心』(1920年)の冒頭に「生と陸地によって語られず、つい

に満たされぬ望みを／さあ海をゆく者よ探し求め見出さんとて走り進め」というエピグラ

フが付けられていて、それはホイットマンの詩『語られぬ望み』の全文であるという。語

られぬ望み＝Untold want である。ホイットマンにおける海の意味や『老船長の幻覚』と

の関連などについて考えている余裕がないので、言葉だけ利用させてもらった。戯曲の奥

底に、有島が船長に仮託した船長が語らずにいる欲望があると見てそれを Untold want と
名付けた。Untold want とはいみじくも言い得た言葉だ。隠しておきたいから言わないの

ではない。用いるべき言葉が見つからないが言わねばならぬことがあるとだけはわかって

いる状態を示すには好適な言葉ではないか。『クララの出家』のつながりでいえば「未分化

なコトバが言葉を求めて渦巻いている状態で言語化を求める当のもの」を示している。 
1910 年、『白樺』に掲載したということは、作家として立つ決意表明の作品である。書

きたいことがあるということだけは書いたのだから、これからの作家活動の主題はこの「語

られぬ望み」そのものを語ることであるだろう。その際、女性をどのように描くか、女性

を媒介にした対他意識をどれだけ描きこめるかという点が鍵を握ることを、この作品を書

いて感じ取っているのではないかと思う。 
 
終幕近く出航の準備が始まるところで船長と女は次のような会話をする。 
女「あなた!もうあなたと二人きりよ」／船長「ああ」／女「さあもつとよく私を御覧な

さいまし」／船長「見えない」／女「もつとよく」／船長「見えない」 
なぜ見えなくなるのか。航海が女との対幻想を原動力として成り立つものなのにその前

提条件が欠けている。それが「見えない」という言葉に託されている。相棒・共犯者が消
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える。これは航海を完成させたい欲望にもかかわらず前回と同じ次元で航海が中断される

ことを暗示している。 
 
 


