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第12回読書会のまとめ：課題図書は『星座』 
 

	 	 	 	 	 参加者６名	 2017 年 11 月 18 日	 

 
	 

	 ついに雪の季節に突入したニセコ。読書会をしている間も降り続き、終ったときには銀

世界に変身していました。眺めている分には｢いい景色だねえ｣とのんびり構えていますが、

暮らすとなると｢ちょっとどうよねえ｣となり、それが４か月ほど続きます。	 

	 今回の『星座』を読むに当たって、中古本をネットで手に入れたのですが、その本がど

うも若者向けに作られているらしく、カバーからして若い女性の写真。さらに表紙をめく

ると５枚に亘って同じ女性のポートレートが続きます。破り捨てたいのを我慢して本文へ

と進んだところ、重大なことを発見しました。作品の始めにあるはずのホイットマンの詩

（英文）が見事にカットされています。この詩に触発されて、『星座』を構想したかもしれ

ない大事な冒頭部分です。その代わりとして若い女性の写真を５枚も載せるとは・・・後

悔することしきりでした。	 

	 

	 始まってすぐに、登場人物７人の学生を北斗七星になぞらえたのではないかという感想

があり、その着眼が皆の注目を浴びましたが、実はもう一人北斗七星だと思っていた人が

いてビックリ。よく聞いてみると、こちらの七星は５人の学生と２人の女性。二度ビック

リです。さらに別の解釈が出ました。『星座』という題名から考えると、主だった登場人物

を一つ一つの星座になぞらえているのではないか、という考えです。前の２人はみんなで

一つの星座（北斗七星）を形成していると捉えるのに対して、一人が一つの星座だと考え

たわけです。いろんな星座が集まって天空に一つの大きな星座図を作っているのでしょう。

ギリシア神話みたいだとか、それはそれで面白い捉え方だという意見が相次ぎました。ち

なみに小説冒頭のホイットマンの詩には constellations（星座の複数形）が使われていま

す。題名になった星座という言葉一つでも、参加者の解釈が異なる面白さを味わうことが

出来ました。感じ方の多様さが読書会の生命線です。	 

	 

	 武郎とほぼ重なる時代の作家に夏目漱石がいます。漱石の小説は純文学として読めるの

に対して…という意見が出ました。…の部分には当然武郎のことが入るのですが、見当が

つきますか？武郎の場合は作品の中に自分が入ってしまう、というのです。それこそが武

郎 大の特長のように思います。	 

	 この小説は、主人公たちが活動する場が札幌であるし、時計台も出てくる。実際北海道

に住んでいる者として現実感があると感じるという意見があり、それならば武郎の作品を

もっと読んでもらう工夫はないか、というところへと広がっていきました。昔は作品が教

科書に出ていたが、心中事件を機に姿を消し、世紀の変わる頃ニセコ町の副読本（？）で
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復活したらしい。小学生は遠足行事で有島記念館に来ている、などの情報が紹介されまし

た。ニセコの小中高生や町民に何とかして有島武郎を知ってもらういいアイデアはありま

せんか。	 

	 

	 読む人によってどの登場人物に肩入れするかが違いますが、星野、園、ぬいの３人は好

きになる人が多いようです。作中に渡瀬（通称ガンベ）という人物がいて、おぬいさんに

個人授業をしているときに、おぬいさんを自分のものにしようと心の中で思うのです。こ

の人物が も気になるという参加者がいて面白く思いました。皆で話をして、悪い人は気

になるのよねえ、となりました。	 

	 その渡瀬がぬいに個人授業する場面でビックリがありました。始めはぬいが主人公で、

彼女の心の動きを描いていますが、それに続いてまた同じ場面に戻って、今度は渡瀬を主

人公にして心の動きを描いています。初めて読んだときは乱丁の類かと思ったとか、意表

を突かれたという感想があり、武郎が聞いたら、してやったりとほくそ笑むに違いないと

思いました。	 

	 

	 ホイットマンも武郎も前向きだ、という意外なコメントがありました。世間の流れに巻

き込まれずに生きようとした感じのするホイットマンも、読むと暗澹たる気持ちになって

｢もう嫌だ｣と思うような小説ばかり書いている武郎も、なぜ前向きになれるのでしょうか。

ホイットマンはさておき、『星座』の場合、設定の年代を考えると武郎自身が札幌農学校の

学生であった頃と重なっています。同じ時代に生きる学生たちを描くことで、自分の人生

をリセットしたかったのではないかということです。小説を書くたびに何人もの登場人物

を自分の分身として描き、リセットを試みる。そのことがすでに前向きだということなの

です。しかし、この小説に限らず、それぞれの人物（または主人公）が自分の思うように

動いてくれず、結局リセットできずに終ることの繰り返しだったと思う、という意見もあ

りました。	 

	 

	 さらに、武郎が青春群像小説を書くのは珍しいよね、という話になりました。執筆年代

を知らずに読むとこれは初期の作品かと思うくらい明るいし、亡くなる前の作品群を読む

と、他の年代の作品に比べて妙に明るいのはなぜだろうという意見が続きました。答を出

せるほど読んでいないのですが、ローソクの火と同じではないかということも言われまし

た。死期が近くなった人が、亡くなる数日前に、元気だった時と同じくらいよく食べたと

いう話を聞いたことがあるとか、ローソクの火は消える前にぱあっと明るくなります。絶

望したまま暗く死にたくないと思っていたのかもしれません。死を覚悟すると思い悩むこ

とがなく、晴れ晴れとした気分になるのでしょう。でもそれらの作品は死を意識する前に

書かれていますから、当てはまらないとの感想もありました。	 
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	 武郎は作品の多くを大正時代に書いていますが、大正デモクラシーとの関連はあるのだ

ろうかと疑問が出されました。確かに大正デモクラシーの成果としては、女性の社会進出

や活躍が見られましたが、武郎の思想は時代よりもはるかに先を進んでいたと参加者の何

人もが思っていたことは驚きでした。	 

	 なぜ時代より早かったのでしょうか。折に触れ読書会では出てきていましたが、教会に

行って基督教に触れたこと、幼い頃から英語に触れていたこと、米国留学や欧州旅行を通

じて社会主義思想や自然と共に生きる思想に触れたことなどがその要因になっているので

しょう。物理的にだけではなく、外から日本を見ることが出来たことが大きかったと思い

ます。	 

	 

	 武郎が 晩年に書き始めたものの、途中で書くのをやめた小説があるという話になりま

した。『星座』と『運命の訴え』だそうです。奇妙なことにモデルとなった人がともに癩病

に罹るのです。筆を折ったことと関係があるのか、それとも書くことによって人生の次の

扉を開けることが出来ないということが分かったために書き続ける気力を失ってしまった

のでしょうか。『星座』に関して言えば、完成すれば５倍くらいの分量の長編になるはずだ

ったらしいので、『白官舎』から『星座』へ改題したときには、当然続編を考えていたと思

われます。これはこれで独立した小説になっているという意見もあるようですが、中途半

端感は否めません。有島武郎は謎の多い作家です。	 

	 

	 後に、文中、田の水を温める工夫をして成功した人の話が出ていて、武郎が灌漑溝の

仕組みを何処かで示したかったのではないかという意見がありました。灌漑溝が完成した

のが『星座』を書く前年だったからです。それに対して、千歳に｢水田発祥之地｣という碑

があり、それは中山久蔵のやったことを顕彰したものだという話が出ました。（調べてみた

ら千歳市ではなく北広島市でしたが、調べが足りないかもしれません。事実はどうなんで

しょうか。ちなみに、｢北海道水田発祥之地｣の碑は北斗市にあります。）作中、星野の実家

は千歳にあり、有島灌漑溝の仕組みも書いてあることと同じですが、小説ではやはり中山

久蔵のことを言ったもののようです。その人物の名前が作中では中島となっていて中山に

似ています。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 次回は２月２４日で、課題図書は『サムソンとデリラ』です。	 

	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （文責：井上剛）	 
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第 12 回読書感想文『星座』 
参加者：In 

	 

	 

	 この小説には主人公が３人いると考えました。星野清逸、園、ぬいの３人です。その他

にも部分的に主人公になる人物も結構いますので、オムニバス形式の亜種でしょうか。全

員が寮生とその関係者ですので、本来のオムニバスと異なるとは思いますが。	 

	 安っぽい新聞広告ふうに言えば、学生を巡る青春群像小説です。学生と言ってもどの時

代にも共通する学生像もあるし、今日とは大違いの側面もあります。今回は｢引用三昧｣で

脱線してみたいと思います。	 

	 

１．学生であること、そして生き方	 

	 先ずは二つの文部省唱歌を部分引用します。	 

「仰げば尊し｣・・・互いにむつみし、日ごろの恩	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 わかるる後にも、やよわするな	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 身をたて名をあげ、やよはげめよ	 	 （二番抜粋）	 

「ふるさと」・・・如何にいます父母	 	 	 	 	 	 志を果たして	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 恙無しや	 友がき	 	 	 	 	 	 いつの日にか帰らん	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 雨に風につけても	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （三番抜粋）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 思ひ出づる故郷	 （二番）	 	 

	 

	 自分の為もありますが、その自分が勉学を続けられるよう支援してくれている家族のた

めに、さらには故郷という自分の出身地の人々を代表して勉学をしている、という気概を

持って田舎から町に出てくる若者たち。現代よりはるかに興味を引くものは少なく、勉学

への、そしてそれに続くはずの立身（出世）への強迫観念も強かったと思われます。歌詞

からは一歩も引けない悲壮感も漂いますが、明治大正の時代はまだまだ清廉潔白とか凜と

して生きるなど、境遇の善し悪しに拘わらず、心の持ちよう（人としての在り方）が大事

にされていたように思います。私の好きな藤沢周平や葉室麟の時代小説に通じるものがあ

ります。	 

	 

２．自分はどうあるべきか	 

	 主人公たちは、相手を傷つけてしまったのではないかとか、自分は苦労しても相手まで

しんどい思いをさせない、と考えています。つまり相手を不愉快な気持ちにさせないこと

を第一に考えて、たとえさせても素直に謝ったり一歩退いたりします。人の気持ちを無に

しない、ということにも心を砕きます。ここで二つ目の引用です。	 

	 11／12（日）道新別刷り｢本と旅する｣は、大阪商人魂を描いた山崎豊子作『暖簾』と取
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り上げていました。記事の中の言葉を拾ってみます。	 

・老舗昆布商社長の話・・・「コンプライアンスはまず法令順守だと言いますけど、私らに

言わせれば、法律以前に商人魂というものがある。大阪商人は『してはいかん』という自

分なりのルールを持っている。よそに言うことではない。胸の内に秘めて、かたくなに守

り続ける。うちは創業以来 170 年かけて守ってきました。」	 

	 これは、自らを律する、ということだと思います。	 

	 

・きつねうどん発祥の店の 3代目店主の話・・・「産地に足を運んでみると、土地土地で漁

師さんが苦労したこと、しんどさも辛さもわかるんで、何とかして昆布のよさを引き出そ

うという気持ちになってしまうんですわ」	 

	 他人の苦労、気持ちを無にしないように、それを受けて頑張る。言ってみれば｢気概のリ

レー｣でしょうか。	 

	 

・小説のモデルになった昆布商の社長の話・・・「大阪の昆布屋さんはみんな『うちは昆布

屋や』という意地がある。コンブはやめない。ずっとこだわりたいと望んでいます」	 

	 一言で言えば、意地。気概が意地になっていると感じます。	 

	 

	 ｢矩を踰えず｣という言葉があります。三つ目の引用です。	 

	 子曰、「吾十有五而志于学ニ。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳順。七十

而従エドモ心所慾、不踰矩（人間の道を踏み外すことはなくなった）。」	 （論語	 為政篇）	 

	 この作品の主人公たちは、ここから先はしてはいけない、言ってはいけないという範囲

を自分で決めて相手を思いやることが出来ているように感じられ、小気味よさと感動を覚

えます。矩を踰えないように我慢する。それが報われれば望外の喜びなのですが、報われ

なくとも不平不満を言わない。それが、凜とした生き方につながっていく。他と較べない。

自分の中に物差しを持っている。そんな生き方です。	 

	 

３．負の能力と共感	 

	 そうは言っても強く生きられる人間ばかりではありません。主人公たちの人生も苦悩、

難問の連続です。うまい解決策がすぐに見つかるわけでもありません。しかし、そんな時

でもじっくり考え、結論を出すのを急ぎません（もっとも、すぐに結論が出ないことだか

ら、ということもあります）。ここで四つ目の引用です。	 

	 11／12（日）道新朝刊 1 面の｢卓上四季｣に、帚木蓬生（作家、精神科医）の近著『ネガ

ティブ・ケイパビリティ（負の能力）』の紹介が載っていました。	 

題名の意味は「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」｢性

急に証明や理由を求めずに不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力｣とあり

ます。｢分からないものや不思議なものがあると、とりあえず意味づけをして分かろうとす
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るが、理解は低次元にとどまるらしい。分かったつもりにならず宙ぶらりんの状態に耐え

抜く。それが対象の本質に深く迫る方法であり、相手を本当に思いやる共感に至る手だて

だとあります。｣（下線は井上）	 

	 主人公たちはそれを実践しているように思えますし、昔の人たちはいい意味であまり急

ぐ必要もなかったので、期せずしてそのような状態であったのかもしれません。	 

	 下線部に｢共感｣という言葉が出てきました。自分だけで何とか努力して解決することの

できる人には、この言葉は無縁でしょう。しかし、ほとんどの人は他人の助けを必要とし

ます。他人の助けこそが社会集団を作る基本要素なのだと思います。そこで五つ目の引用

です。	 

	 

４．弱さがあってこそ人間	 

	 11／12（日）道新「ほんの森」で紹介された『うしろめたさの人類学』（松村圭一郎著）

の書評の中にこんな言葉がありました。	 

	 負債は完済すべきで、債務者の債権者への服従は当然だと現代人は考えているが、人類

の長い歴史を見れば、完済できない負い目を互いに認め合うことで成り立っているのがま

っとうな社会だった。だったら｢うしろめたさ｣を手がかりに、もっとまっとうなかたちで

つながり直してみよう、と著者は言う。頼りは私たちの中の｢公平さへの希求｣。（下線は井

上）	 

	 

	 昔は田植えも稲刈りも周りの人に来てもらって作業をし、次は自分も応援に行くことが

常態だった、と有島の人へのインタビューで知りました。有島でのあり方は日本全国どこ

でも見られただろうと思います。積極的に借りを作り（それは弱さを認めることで出来る

ことです）、その借りを返し合うことでつながりが生まれ、結び付きも強くなっていきます。

今は借りないようにしているらしいし、借りるのをためらわせる雰囲気もあります。つな

がりがなくなり、孤立化する所以でしょうか。誰もが強くなろうとするのではなくて、｢み

んなが弱い｣社会が目指すべき未来像のような気がします。	 

	 どうにもならなくなるまでは自分なりに頑張ってみる。周りの人の中にはその辺の事情

が分かった上で、手を出さず見守る人がいてくれます。どうしようもなくなったら助けを

求める。それに応えて周りから救いの手が差し出される。そういうサイクルが昔はあった

ように思います。私も子供の頃、母親に言われて隣家に醤油を借りに行ったことを思い出

します。（それは母親のうっかりなのですが、お互い様でした。）それが相互扶助の一つの

現れ方ではないか、と思えてなりません。お互いが優越感や劣等感（負い目）を感じずに、

頼り頼られるあり方がよいように思います。人の一生を見ても、赤ん坊や幼少期、高齢期

には人に頼りますし、青年期、壮年期には頼られることが多くなります。	 

	 

その他思いついたことを書いてみます。	 
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・３人の主人公を中心に展開する話だと思いますが、 後は園がぬいをもらいたいと、母

親とぬいの前で申し込むところで終っています。星野は上京できるのか、園とぬいは結ば

れるのか。本当に珍しく、先を読み続けたい小説でした。	 

登場人物は学生が多いので、多少乱暴だったり傍若無人の所が見受けられますが、誰も

が周りの人に遠慮しいしい慎み深く生きています。家族に犠牲を強いて学問を続けさせて

もらっている、その後ろめたさ、申し訳なさを存分に両肩にしょいながら生きている若者

たちでした。	 

	 

・有島の小説には、人が泣く場面がよく出てきます。昔の人はよく泣いたと思います。涙

することでストレス状態が解消されたり、感情を和らげ安定させることをよく知っていた

のかもしれませんし、それだけ情に動かされやすかったのかもしれません。あるいは、悲

しいことが多かったのかも。今でも悲しいこと、心配なことは多いのですが、もっと涙と

笑いがあった方が救われると思います。	 

	 

・文中にあった場面です。清逸がふと目覚めたあと父の声が聞こえます。	 

｢中島は水田をやっているうちに、北海道じゃ水が冷っこいから、実のりが遅くって霜

に傷められるとそこに気がついたのだ。そこで田に水を落す前に溜（たまり）を作ってお

いて、天日で暖める工夫をしたものだが、それが図にあたって、それだけのことであんな

一大分限（ぶげん）になり上がったのだ。｣	 

大正 11 年作の『星座』だが、その前年に完成した｢灌漑溝｣の仕組みが解説されていま

す。きっと何処かで使いたかったに違いないと思いました。	 
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「星座」を読んで 
参加者：Sa. 

	 

 
明治 33～34 年頃、白官舎に暮らす札幌農学校の学生、星野、園、西山、柿江、森村、人

見の 6人とガンベと綽名される渡瀬を交えた 7人の青年と周りの人々を通して若者の学問

への憧憬と人生への葛藤を描いているのかと思う。	 

この時代に大学進学はかなり優秀でなければ叶わないことであろうし、また金銭的にも

かなり大変なことであったと思う。自家が貧しければ裕福な家庭の援助を受けてという例

も有るだろうが、家族や親戚等多大な犠牲の上での勉学であったことが知れる。	 

本作品を通し学問もさることながら、哲学を語り、政治や理想を語りあう若者像が好ま

しく感ぜられた。そしてまた、恋愛や性愛に悩む若者の姿が良く見えると思う。	 

	 

まず星野清逸について考えてみる。22～23 才、実家は千歳、かつての父の放蕩がたたり、

家族は貧しい暮らしを余儀なくされている。そんな中で、地域でも注目されるほどの秀才

の清逸。将来を嘱望され無理な算段の上、農学校に学びながら肺結核と言う病を抱えてし

まい、学業がままならない。清逸に対し卑屈ともいえる家族、それに対し居丈高になって

しまう清逸、焦りと葛藤の表れか？	 

	 

次に園。２２才	 寺の息子で次男坊。多少なりとも親との葛藤を抱えている。成績優秀、

真面目人間、文学への憧憬を持ちながらも科学者を志す。絵にかいたような聖人の雰囲気

を醸し出している。個性の強い登場人物の中で、清涼剤のような役割を果たしているよう

に感じる。	 

	 

そして、おぬいさん 19 才。元小銀行の重役の娘。父の死後、産婆の母親と貧しい暮らし。

美しく慎ましやか、それでいて利発な娘であることがうかがえる。人格者の父母に慈しみ

育てられた素直さ、品の良さが随所に感じられる。園とともに清涼剤として輝いている。	 

	 

柿江は空想家、理想主義者なのか？衝動的に能弁になり、ウソも方便のようなところが

ある（夜学校での終身の話等）。西山は奇行の多い暴れ者、独創性がないと周りから評され

ている。森村・人見はまだ小人扱い。おたけさん（とクレオパトラ）は、男たちの目を引

き付けているようだが、この後どんな役割を果たすのか？	 

	 

後にガンベ（ガンベッタ）と綽名される渡瀬について。瘡のため醜い容貌で大工の息

子、酒好き、女遊びの道楽者を演じており、秀才でもありずけずけとものを言う男。体格

がよくバンカラ学生のような風体の男と思い描いた。他人、持てる者（新井田夫妻等）を
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利用することや放蕩を特に気にもかけていない男が、ぬいに相対することで自分でも気が

付かなかった自分を見出していく過程…が気にかかる。本文の表現「渡瀬はもとよりおぬ

いさんを憎んでいるのではない。けれども一日おきに、向かい合っているうちに二人の距

離と、彼自身の中に否応なしに育っていく無体な欲念との間に、ほとんど憎しみともいえ

そうな根深い執着を感じ始めていた。ある残虐な心さえ萌していた。けれどもおぬいさん

と面と向かって、その清々しい心の動きと、白露のような姿に接すると、それを微塵に打

ち壊そうとする自分の焦燥が恐ろしくさえあった」抑えることのできないぬいへの気持ち。

自分の主観でぬいを追い詰め、彼女の涙で自分が悪党であると自覚する。「彼は自分が忠義

深い士のような心持だった。伏姫にかしずく八房のようでもあった」打ちのめされたよう

な心持で、酒に逃げる。逃げて逃げて、ぬいを諦めようとしていると思える。渡瀬は、本

当は純粋な人間なのでは？自分の外貌等により、知らず知らずに世を拗ね傍若無人な行動

に出ていたのでは…と思ってしまう。	 

私には、本書の中で も気になる人物だった。	 

	 

「星座」は、これら７人の青年を北斗七星になぞらえたのか。かなり大作の構想であっ

たとのこと、有島が生きてこの作品を完成させていたら作中の人物はどんな人生を歩んだ

のだろうか。続編を読むことが叶わないのは残念。	 
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有島読書ノート17：『星座』とホイットマン 
参加者：Um. 

 
 
11月読書会のテーマ『星座』について、３年程前FBに書いた文章を読み直してみた。	 

「あゝ、そうだった・・」	 

今の自分を導くような読み方をしていたことを思い出して、少しびっくりした。	 

それは、作品冒頭と微妙な関連を伺わせる、巻頭のホイットマンの詩を羅針盤に作品を読

み解こうとした文章だった。	 

	 

思い返せば、3.11以降、私はこの詩の世界に苦しんできた。	 

自分のしていることや、周りの世界との関係にリアリティを感じなくなって、かと言って、

独りで存在しているという納得にも遠かった。	 

その頃の私は、周りからも自分自身からも彷徨っていて、おそらく取り付く島が見えない

雰囲気を漂わせていただろうと思う。	 

存在の淋しさに漠然と怯え、ずっとイライラしていたことを思い出す。	 

	 

当時の文章を、ほぼそのまま再掲したいと思う。	 

	 

	 

この作品は、有島武郎晩年の大正10年に冒頭の一部が『白官舎』と題して『新潮』に発表

され、翌大正11年に書き加えられて『星座』と改題され、ひとまとまりの作品として出版

された。武郎の構想としては、全体でこの５倍にあたる長編になるはずだったというのだ

から、遂に実現されず幻に終わった“未完の大作”ということになる。しかし、未完とい

っても、余韻を含んだまとまりのある世界観が描かれ、それに何と言っても、おそらく当

時の文壇にあっては画期的と言える実験的試みが導入されたと言う点からも、彼の作品中

にあって傑作の一つと思う。	 

作中の舞台は、そのほとんどが札幌で、一部、千歳と小樽が登場する。羊蹄山麓の文学、

と言えるのかという疑問はあるが、関係なくもないのである。それは、この作品の成り立

ちと行く末に関係する論点であるので追々記すとして、まずは、ものがたりの流れを追っ

てみたい。	 

	 

この作品の 大の特徴は、プッチーニの「ボエーム」を思わせるボヘミアンのような複数

の登場人物の内面的描写を中心に、場面を追って順次主人公が入れ替わるように登場しな

がら、作品全体のテーマとストーリーが紡ぎ出される、多元展開になっていることだろう。

物語が進むに従って、内面が描写される人物が入れ替わり、その人物が、異なる場面では
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別の登場人物の内面描写の外部に存在する描写対象となる。この手法は、おそらく現代の

小説においては普通に見られることなのかもしれない。たとえば 近読んだもので言えば、

高村薫の『晴子情歌』『新リヤ王』にも用いられている。しかし、高村の作品のように、

骨太でがっちりと安定した構成を示している事例と比べると、まだまだナイーブでちょっ

と不安定な新鮮な印象を受ける。たとえば、渡瀬とぬいが英語の個人授業で交わす心理の

緊迫したやりとりの場面において、著者は、 初、ぬいをその場面の主人公として渡瀬に

相対する彼女の心理ドラマを描き、そのすぐあとに、今度は時間を戻して、まったく同じ

場面を、渡瀬の側からの心理劇として表現してみせる。発表当時、この場面について、作

者の校閲不足を指摘する評があったというほど、ある意味、読者の意表をつく表現だった

ようだ。事実、高村の作品を既に読んで多元的展開に慣れていた自分にとってすら、この

場面には衝撃を覚えたほどである。そのような特徴を有するこの作品は、従って、複数の

登場人物に、ある程度同じ重さの存在感と、それ故に明確に描き分けられた多様な個性と

境遇が付与されている。	 

	 

ここで、この表題の『星座』の意味に触れておいた方が良いかもしれない。既に気がつい

ていると思うが、登場人物の多彩な輝きと互いに密接に絡み合って展開するこの繋がりが

「星座」に暗喩されていることはもちろんである。しかし、表面的なアナロジーとしての

それだけではなく、著者は、作品の冒頭でその秘密を明かしている。それは、著者が生涯

を通して心酔していたアメリカの詩人、ウォルト・ホイットマンの詩集から引用した一節

である。有島が意図したその意味するところについては、作品全体を読み進めながら、ゆ

っくり考えてみたい。	 

	 

	 「私は星座等が更に近くにあるべき必要を見ない、	 

	 	 私はそれらが極めて正しい所にあるのを知る、	 

	 	 それらに属するものはそれらに満足しているのを知る。」	 

	 	 	 （「大道の歌」有島武郎訳『ホイットマン詩集』第一輯所収／大正10年11月11日刊）	 

	 

舞台は、明治31年秋から明治32年冬までの、札幌農学校の寄宿舎「白官舎」と札幌市中で

あり、そこに生活する学生たちとその周辺の人々が、互いに繋がりながらそれぞれに人生

の軌跡を暗中模索し、さまざまな悩みを深めていく物語である。この時代設定は、有島武

郎自身が札幌農学校に在籍していた年代である。自身の回顧と重ねてそこに自分を未来に

投影する照射を得ようとしている作者の目論見を感じるが、それも作品の本質の一つかも

しれない。	 

さまざまな登場人物の中で、内面描写の対象となっていわば星座を構成していると思われ

るのは、星野、園、渡瀬、西山、柿江の５人の学生と、おぬい、おせいの２人の若い女性

である。北斗七星のような構成になっているのは、意図的なことだったのだろうか。	 
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星野清逸は、学業だけでなく深い洞察力などにおいても学内随一の存在で、白官舎のみな

にも尊敬されているが、肺結核を患い、千歳にある貧しい実家に居を移し、自身の学業を

更に磨くため上京を企て、家族の協力も願い出ながら、自身は中央からの評価を得るため

論文『折焚く柴の記と新井白石』に全力を注ぐ。札幌を去るにあたって、星野は、親友の

園に、自分が想いを寄せ英語を教えていた女性三隅ぬいに対する個人教授の引継を依頼す

る。自分の想いを諦め、心のどこかで、園とぬいが慕わしい関係を深めることに期待して

の、辛い決断でもあった。彼が戻った貧しい実家では、知恵遅れの弟との確執や、小樽の

奉公先で苦労している妹おせいを大切に想う一方で、東京への進学希望が家族全体に大き

なしわ寄せを深めることに心を痛めつつも、自身の持てる力を解放したいと願う心に、喀

血しながら苦しみ続ける。星野清逸のモデルは、ほぼ近い実像で実在していた。有島武郎

の農学校の同級であった星野純逸氏であり、有島は早逝した畏友を偲ぶ一周忌を催してい

るので、この登場人物に深い思いを寄せていることは、作品中の描写から感じ取れる。作

品は、星野の死を予感させる余韻を 後に残している。	 

	 

星野からだけでなく、全ての登場人物に好感を寄せられている園も、星野に近い、まじめ

で心優しい優秀な学生である。文学に強く心魅かれながら科学への道を決意するのだが、

園がその決意を固めた時計台内部でシラーの詩を読む場面は、時の静寂な形而上的流れと

その時を刻む歯車の形而下的動態との衝撃的な融合を示唆する描写によって、作品中の白

眉の一つとなっている。	 

	 

	 	 「夢中になってシラーの詩に読み耽っていた園は、想いも寄らぬ不安に襲われて詩集

から眼を放して機械を見つめた。今まで安らかに単調に秒を刻んでいた歯車は、急に息苦

しそうにきしみ始めていた。と思う間もなく突然暗い物隅から細長い鉄製らしい棒が走り

出て、眼の前の鐘を発矢と打った。狭い機械室の中は響きだけになった。園の身体は強い

細かい空気の振動で四方から押さえつけられた・・・（略）・・・あまりの厳粛さに園は

しばらく茫然としていた。・・・（略）・・・園は、時間というものをこれほどまじまじ

と見つめたことはなかった。」	 

	 

園は、一旦は、星野の依頼であるぬいに対する個人教授を断る。ぬいに対する星野の心を

大切に思う園は、やはりぬいを想う自分の心にどうしても素直になれない。ぬいの個人教

授は、渡瀬に代わるが、その後結局園が引き受けざるを得ない状況になってある日のこと、

園に父が急死したことが知らされる。星野からの上京に関する依頼のハガキと同時に受け

とった家族からの急報を開封しないまま、実家のある東京に急遽戻る決心をした園は、同

時に、もう一つの決意を固める。それは、自分の中でとどめようもなく深まって行くぬい

に対する想いを、ぬい自身と彼女の母親に告白しようという決意であった。何度も自問し

ながら固めた深い決意をふたりに告げた園は、戸惑い混乱するぬいと母に帰京を告げて、



 13 

夜汽車に乗る。駅までの道、園は、告白した自分の行為を振り返り思い返し、熱い涙を眼

に溜めながら、自分を責め苛む後悔と、しかしながら自身の愛を肯定しようとする「魍魎

の巣の中を喘ぎ喘ぎ歩いていくもののように歩いた。」	 

	 

	 	 「科学者らしい雄々しさを持て。真理の前には何事を犠牲にしても、微笑していられ

るだけの熱情を持て。その熱情を誰にも見えない胸の深みに静かに抱いていろ。おぬいさ

んを愛するのを止めるというのではない。貴様の愛し方は間違っているとはいえない。そ

の愛がその人の前に明らかに表明された以上、貴様の心は朗らかに晴れて行かねばならぬ

はずだ。それだのに結果は反対ではないか。なんという愚かな苦しみを喜ぼうとしている

のだ。・・貴様の科学は今どこに行ってしまったのだ。そんな風に園は無茶苦茶に停車場

の方に向いて歩きながら、自分で自分を鞭うってみた。」	 

	 

このように、未完の大作はひとまず終わっている。	 

	 

星野とぬいから始まった物語は、園とぬいで一つの大きな区切りがつけられている。星野

と園の“友情”と、それぞれが抱くぬいに対する“清純な愛”は、もう一人の登場人物に

よって、その輝きが一層増していくようにも、作者は用意周到に筆を運んでいる。それは、

同じように、ぬいに魅力を感じながらも自分自身の性格故にそのこと自体に傷つき自分を

貶め退いた、渡瀬の存在である。	 

大人との色恋にも長けた渡瀬は、ぬいの個人授業を引き受けたことから、ぬいの純粋な心

に付け入るような心理の葛藤を交わす。しかし、ぬいの、物事や人間を真っ正面から素直

に見据えて自分自身を保つ自恃のしなやかな強さを前にし、自分自身の心のありようを深

く顧みることになり、自虐的な気持ちの中でぬいに対する愛を感じるにつれ、ぬいを諦め

る心の中で、自暴自棄の行動に沈んでいく。泥酔した渡瀬は、白官舎に行き、ぬいに対す

る個人授業と愛情を園に託す。この作品の中で、 も感動的な場面の一つだと、自分は思

う。愛を想うとき、ひとは誰でも、自身を深く振り返ることになる。そして、自らを貶め、

どうしても、喜びより苦しみの総量が増えていく。その点では、星野も園も渡瀬も、本質

的に同じだ。そして、ぬいはどうなのか。星野に対する信頼が、渡瀬との葛藤をへて、園

に対する深い愛へと目覚めていくのではないか、と、幻の続編に想いを馳せてしまう。星

野も渡瀬も園も、おそらく、有島武郎自身の本質の一部を仮託した存在であろう。	 

	 

作中でもうひとり、重要な存在感を示しているのが、西山と柿江である。特に西山は、現

実社会への関心を深め、社会の矛盾に身を投ずるべく、星野に先んじて上京を果たす。東

京で自分の道の足掛かりを得た西山は、星野への手紙の中で、自分の状況を誇らしげに語

る。それはしかし、自慢ではなく、星野を元気づけようとする彼なりの友情であろう。	 
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他にも、触れなかった星座の星たちの輝きも描かれている。とくに、星野の妹のおせいに

も、作者の愛情を感じる。苦しい家庭の事情故に、高利貸しとの結婚を迫る父に対し、兄

清逸の励ましも得て必至の抵抗を示し、自分の人生を見据えようとするおせいには、おぬ

いとは違うタイプの純な強さを感じる。まさしく星座のひとつとして、孤高に輝いている。	 

	 

これらの星たちは、作者にとってどのような創作上の意味をもっているのだろうか。ここ

で、もう一度、ホイットマンの詩に戻ってみたい。	 

	 

—星座の星たちは、互いに近くに寄り添っているから繋がっているのではない。それぞれの

自立した輝きが他の星の同じような輝きと相照らしあうから、繋がりが見えてくるのだ。

それは個々の星の輝きが、それぞれの条件に基づいて精一杯輝いているからこそ、自ずと

互いに敬意と愛とを育むことができる。—	 

	 

ホイットマンの詩をそのように読み替えると、『星座』の星たちが、傷つきながらも精一

杯生きているその輝きが、読者に対して『星座』として認識できる啓示となっていること

に気がつく。ホイットマンを師と仰ぎ、文学においても、あるいは国家に対する思想的立

ち位置においても、その本質に基づいて自らを律していた有島武郎が、『或る女』以降創

作に苦しんでいた自身の作家情況の起死回生を賭けた大きな挑戦が、『星座』であったと

想われる。星座のように多様な輝きを放つ複数の多彩な主人公たちのそれぞれに自らを投

影し、自らにとってのあるべき方向性を作品の中に模索した、いや、模索しようとしたの

が、この『星座』であろうと想う。	 

しかし、この登場人物たちの輝きと繋がりに深い影を落とす陰影が示されていること、つ

まり星と星の間を埋める深い闇があってこそ「星座」の存在が納得できるという、逆説と

しての真実を垣間見せているような気がする。そこには、＜存在の淋しさ＞と言い得る、

根源的な諦念がある。有島武郎が抱えていた、深い闇のような心の欠乏感に想いを至らす

他ない。園と星野、おせいの内面の寂寥感の描写として作中の随所に出てくる、作者の吐

息・・。	 

	 

	 	 「園の手は自分でも気付かないうちに、外套と制服の釦をはずして、内衣嚢の中の星

野から託された手紙に触れていた。表に「三隅ぬい様」、裏に「星野」とばかり書いてあ

るその封筒は、滑らかな西洋紙の触覚を手に伝えて、膚ぬくみになっていた。園は淋しく

思った。そして気がついてゆるみかかった歩調を早めた。」	 

	 	 「エルムは立っていた。独り、寂かに、大きく、淋しく・・大密林だった札幌原野の

昔を語り伝えようとするもののごとく、黄ばんだ葉にうっそうと飾られて・・」	 

	 	 「実際清逸に見やられる自然は、清逸とはなんのかかわりもないもののように、ただ

忙しく夜につながろうとしていた。河は思い存分に流れていた。空は重い存分に暗くなり



 15 

まさっていた。木の葉は思い存分に散っていた。枯枝は思い存分に強直していた。その間

には何等の連絡もないもののように、清逸は深い淋しさを感じた。」	 

	 	 「人間っていうものはやはりこんな離れ離れな心で生きていくものなのだ。底のない

ような孤独を感じて彼女はそう思った。」	 

	 	 「ふと眼を挙げるとそこにおぬいさんの眼があった。何の恐れげもなく、平和に、純

潔な、そして園の心におのずと涙ぐましさを誘うような淋しさ、—淋しさではない。淋しさ

ということはできない。淋しさに似てもっと深いもの、いい言葉はない―を籠めた、黒目

勝ちな眼、慎み深い顔の仲にその眼だけがほのかにほほえんで、そこにつぎつぎに開けて

いく世界を頼り深く眺めようとするように見えた、おぬいさんのその眼があった。」	 

	 

そう、この「淋しさに似てもっと深いもの」を探し求めている著者の深い渇望が、この作

品全体を寂しく押し出している。では、このような意欲的な、あるいは切迫した意図を抱

えたこの作品が、なぜ、その１年後に、作者の自殺という形で前途が断念されたのだろう

か。もちろん、それは、誰にもわからないことだが、やはり、私たちは知りたいと思う。

有島武郎に魅せられるその深さに応じて、その闇のような謎に心が惹かれているはずだ。	 

	 

有島武郎の研究者、山田昭夫氏は、『星座』脱稿前後の有島の書簡などから、この謎に迫

ろうとした。	 

	 

『星座』脱稿直前の大正11年３月４日、武郎はティルダ・ヘック宛ての手紙で次のように

書いている。	 

	 	 「・・・私は目下新しい小説に全力を尽くして居ります。随分長くかかりますが、そ

の成長を楽しんでいます。それは私の若い時の学生生活をモデルとしたものです。そこに

は私が黙して居られない沢山の喜ばしい、又悲しい追憶があります。」	 

	 

ティルダ宛ての書簡だから、と言う点を割り引いても、どちらかといえば明るい気持ちが

漂っている文面だが、その後の書簡を見ると、打って変わってくる。脱稿以降、有島の心

境は次のように反貸している。	 

	 

	 	 「・・あと千枚ほども書いたら多少目鼻のつくものが出来るかとおもいますが、ああ

いったものを書く気が少し退縮し始めましたかた果たして完結し得るか如何か疑問です。」

（大正11年4月27日	 牧山正彦宛書簡）	 

	 	 「・・・「星座」を書くについても、私にはまだ本当のところに自分が立っていない

という感じがしてならなかった。然し考えていることが必ずしも常によいことではない。

ぶつかっていくことも大切だと考えた。」（大正11年7月31日	 「『芸術の生活』書後」）	 
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しかし、実は、武郎は、この作品の執筆中から、迷いを感じながら筆を進めていたことが、

別の書簡からは明らかになっている。先のティルダへの手紙は、ティルダへの想いによっ

て幾分か癒された、バイアスの掛かった気持ちの吐露ではなかったのか。	 

	 

	 	 「・・・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ようで

創作ができません。これは単に怠惰からばかり来ているものとは考えられません。寧ろ内

部のものが私に怠惰を強いるのです。「白官舎」の続きなる「星座」に既に業に執筆に着

手してあるべくしてまだ着手していません。近頃小説のプロットなど考えているのが変に

気が引けてきました。」（大正11年１月19日	 吹田順助宛書簡）	 

	 

『或る女』以降の創作意欲の減退が、『星座』執筆によってもなお恢復していない情況が

伺われる。しかし、『星座』において実験的に取組んだ多元的な主体の心理描写は、有島

武郎の晩年の 後の創作作品『独断者の会話』とも相通じる試みとして、作家としての内

面の危機を懲り越えるための起死回生の策であることは疑いようもないと思われる。その

ことが、後世の文学における心理描写の多元的展開の嚆矢となったと言えることからも、

有島武郎の根源的な苦しみが、後世の文学に大きな影響を与えたと言う点で、この作品は、

有島個人の悩みの枠から普遍性の世界に滲み出ていった大きな文学史的意義を有するもの

と言って良いのではないか。	 

	 

後に、『星座』をあえて羊蹄山麓の文学に列して読んだ私の想い入れを、少し書きたい。	 

	 

この作品は、既に触れたように、大正10年から大正11年にかけて書かれた、札幌を舞台に

した作品である。このとき、狩太の有島農場ではどのようなことが進んでいたか。現象的

にはお互い関係のないこととは言え、有島武郎の中では、作品世界と現実世界は密接に結

びついていたと想定できる。	 

有島は、この時期、既に心の中で有島農場の解放を決意していた。解放後の営農の安定を

期すため、畑作主体の農場経営から水田主体の営農に切り替えることを、吉川銀之丞と諮

り、大正８年から水稲栽培の実験に成功していた。栽培面積を順次拡大するとともに、大

正10年からは、水田の水利に向けて灌漑溝の建設に取組む。大正10年5月に着工し、同年10

月竣工。翌大正11年5月に北海道の補助金の処理をすませている。丁度、『白官舎』から『星

座』を執筆していた時期と、灌漑溝の工期が重なっている。そして、11年の7月に農場解放

の宣言を発したのである。つまり、武郎にとって、灌漑溝の工事は、既に踏み出してしま

った新たな道を対外的にも可視化する投企である。その決意のほどは、自分自身の中でも

容易には消化し切れていない中での事業ではなかったか。そして、『星座』のとりあえず

の終幕における、ぬいに対する園の愛の告白。どちらも、逡巡しながらの、自身の未来を

雄々しく創造するための「投企」である点で、文学者であり農場経営者であった有島武郎
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に中で、何らかの必然的な連動性がなかったとは思えない、大きな判断であったはずであ

る、と私は思う。	 

	 

そしてもうひとつ。「存在の淋しさ」、いや、「淋しさに似てもっと深いもの」（『星座』）

が、人間関係の中に投影される深い存在論的な隘路であることを認識した有島は、その拠

って来る所の源泉の一つに、自然の厳然たる自立した存在を感じていることも、星野の心

理描写の中に埋め込んでいる。そして、そのことに気付いた有島武郎は、北海道の自然の

中にこそ自らを表現するのがふさわしいと考えたはずである。有島武郎の文学世界は、北

海道の自然によって育まれたものであることは、彼自身によっても、また後代に有島文学

を分析した評価の中においても、定立されている。であれば、彼の作品の系譜が、次第に、

北海道の厳しい自然や農場の矛盾に満ちた生活実態、その背後から厳然と圧迫し続けてく

る国家権力の動向と、どのように格闘し続けてきたのか、という疑問が残る。その疑問を

解くため、少なくても、『秋』『星座』『親子』そして『独断者の会話』へと続く有島武

郎の 後の心の叫びに、私たちはもっと耳と眼を澄ませてみるべきであろう。そこには、

きっと、マッカリヌプリの裾野に広がる狩太の大自然と有島農場の困窮の生活実態が、深

い音色の音楽として流れていたのではないだろうか。	 

	 

羊蹄山麓の文学25『星座』有島武郎	 (2014.6.8)	 より再掲	 

	 

	 


