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第９回読書会のまとめ 
	 	 	 	 	 参加者６名	 	 	 	 	 2017 年 8 月 26 日	 

	 

	 

	 今回の課題作品は『カインの末裔』と『小作人への告別』の２作品。作品ごとに感想を

出しました。	 

	 

《カインの末裔》	 

・発達障害という観点が出されました。必ずしも主人公に当てはまるとは限りません。し

かし、皆さん意表を突かれたのか、そういう見方も面白いという意見が出る一方で、当て

はまらないという意見もありました。発達障害にはどんな症状があるのか分かってからは、

それは自分にも大いに当てはまるという参加者がほとんどで、場が一気に盛り上がりまし

た。	 

	 

・主人公のような言動は昔よく見られたし、許容されていたので、主人公はその典型のよ

うだという意見もありました。小作人ということでは、様々な要因で農場に定着しない、

出来ない人も一定程度いたと思われます。確かに、乱暴な言動を病気が原因だと思う人は

ほとんどいなかったわけですから、迷惑だと思いながらも、それはその人の個性だと皆が

思っていた部分があったのでしょう。主人公（仁右衛門）は自分に正直であったと思う、

生まれと育ちが彼を造ったのだ、という意見もありました。	 

	 

・言わば、性格破綻の人物を描いたわけですがその意味について、武郎が自己分析をして、

自分にも凶暴な一面が隠されていると認識し、それをデフォルメして主人公としたのでは

ないかという意見がありました。ジキルとハイドではありませんが、誰しも表の顔と裏の

姿がありますので、この意見に皆が頷いたようでした。	 

	 

・武郎の内面にある凶暴性に関しては、	 

その「凶暴性を出してみたい欲求」が結実したのがこの作品ではなかったか。彼は、結局

は敗北していく主人公を書きたかったのだ。その主人公と自分を重ね、自分も敗北しか道

はないということを再認識したかったのだろう。	 

という深い読みが出されました。	 

	 

	 

《小作人への告別》	 

・農場の共有化という理想は分かるのですが、能力を含めた個人の力量と努力を総合して、

勤労をどのように評価するかという問題にぶち当たります。それに関して、絶対評価と相
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対評価という考えが出されました。	 

	 一方で、農場の共有化は地主の存在を否定したことに意義があるものだから、その後に

出てくる利益配分の問題に傾きすぎるのはよくないのではないか、という意見がありまし

た。	 

	 他方で、共有化されるに当たり、収入をどう分けるかを考えることは大切だったのでは

ないか。しかし、共有化も含めてどのやり方がベストなのか分からないので、武郎は自分

が理想と考えるところを述べたのだろう。つまり武郎は答えを持っていないので、どれが

ベストか皆で実践しながら探ってほしいという気持ちがあったはずだ、という意見も出さ

れました。	 

	 

・有島農場は、昭和６～７年頃だったか、「有嶋米」ブランドで全道２位の評価をもらって

いたと聞いているので、農業収益は高かったと思うし、狩太共生農団は、戦後 GHQ の農地

改革により解団させられるまで続いたわけだから、利益配分を含めてうまく組織運営がさ

れていたのだろう、という話もあって、武郎の気持ちを十分に汲み取っていた様子が分か

り、何故だかほっとした気分になりました。	 

	 また、「農場解放当時のことを知る人から、随分前に話を聞いたことがあって、その時の

印象から、理想社会を目指して農場を解放した武郎の精神が人々の心に根付いているなと

感じた」というエピソードが披露されたときには、一地方の小作人たちではあるけれども、

武郎の気持ちに応えるべく、日本中に誇れる動きをしたんだなあと心が温かくなりました。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （読書会スタッフ）	 
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第９回読書会 感想文 
参加者：A 

	 

『カインの末裔』	 

	 何度読んでも難しい作品だったが、自分の感じたことを書く。骨組みは、（１）自然に翻

弄される人間	 （２）発達障害を疑わせる主人公	 （３）『カインの末裔』というタイトル	 

の３つだ。	 

	 

（１）自然に翻弄される人間	 

	 「自然は厳しい」というのは簡単だが、生活実感が伴って初めて得心する。５０歳を過

ぎて初めてニセコで一人暮らしを始めた私は、その年の冬に１週間降り続く雪を経験した。

毎日３０cm ずつ積もっていく雪に底知れぬ恐怖を感じた私は、１月の半ばに家から逃げ出

し、三重県の家族の元に帰り、春になるまで戻らなかったことがあった。	 

もとより主人公たちの辛さはこんなものではない。現代においてさえ辛く厳しい雪の季

節で、自然には抵抗できないことをトコトン教え込まれる。春になったときの喜びは総て

に勝る。小さな人間の存在。作品では、抗いがたい自然（の猛威）が主人公の心の荒れよ

うをより一層増幅させている	 

作品から抜粋：	 

P.6	 「心細いほど真直な一筋道を、彼と彼の妻だけが、よろよろと歩く二本の立木のよ

うに動いていった。」	 

P.61	 「二人がこの村にはいった時は一頭の馬も持っていた。一人の赤坊もいた。二人

はそれらのものすら自然から奪い去られてしまったのだ。」	 

P.61～62	 「二人の男女は重荷の下に苦しみながら少しずつ倶知安の方に動いていっ	 	 

	 	 	 た。・・・二人の男女は蟻のように小さくその林に近づいて、やがてその中に呑み	 

	 	 	 込まれてしまった。」	 

	 

（２）発達障害を疑わせる主人公	 

「主人公の被害妄想的な発想からの言動→周囲の困惑→孤立→根無し草の生活」という

主人公の生活を描いた作品、ではない視点で考えてみる。	 

主人公のような、一言で言えば「乱暴な」「非常識な」人間は昔はたくさんいたような気

がする。例えば暴力、暴行、殴り合い、いきり立っての小競り合いなどはよく目にしてい

た。家庭内でも無茶な行為や暴力はあった。非常識で言えば、私の父親も道路によく痰を

吐いていたし、歩き煙草も多く、吸い殻のポイ捨てなど日常であった。また、父親ではな

いが、立ち小便姿も至る所で見かけた。この中には単に非常識なだけの行為もたくさん含

まれているが、今で言う「発達障害」であったろうという例も多くあったように思われる。

病気が世間的に認知されておらず、従って治療法もなかった時代が長く続いた。「発達障害」
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が言われ出したのは今世紀になってからだろうか。	 

ちょっとおさらいをしてみる（岩波明著『発達障害』（文春新書）を参照しました）。発

達障害には、ASD（自閉症スペクトラム障害）と ADHD（注意欠如多動性障害）、その他が含

まれるが、初めの２つが大きな割合を占める。	 

《ASD の特徴》	 	 自閉症、アスペルガー症候群など	 	 

1．コミュニケーション、対人関係の持続的な欠陥（対人関係の障害）	 

1)他人の気持ちが理解できない、場の空気が読めない	 	 

2)社会性に障害を持つ患者は対人関係が苦手で、教室では興味のない授業は全く参加しな

かったりする	 	 

3)常識的には必要な場合においても、自分が重要だと考えないことについては無視してし

まいやすい	 

4)他者の存在に対する関心が薄いため、他者からの孤立を招く	 

２．限定された反復的な行動、興味、活動（強いこだわり、常同的な行動パターン）	 

	 1)他人の考えを推察する能力に障害があると推定されている	 

2)自分の思ったことや本当のことを言いたい気持ちを抑えることが出来ない	 

《ADHD の特徴》	 	 

１．多動、衝動性（落ち着きのなさ）	 

1)興味を感じる特定の対象に対しては、過剰な注意、集中力が向けられ、かなりの成果を

もたらすことがある（個人プレーに近い職業や業務には能力を発揮しやすい）	 

2)内面の衝動性---重要な事柄でも思慮深くなく、簡単に物事を決めてしまう	 	 	 

3)外面の衝動性---爆発的な行動をとったり、いらいらしやすい、	 

比較的小さな引き金で怒りを爆発させる、	 	 情緒不安定になりやすい、	 

気分や行動は変わりやすく予想しにくい、	 

些細なやりとりからキレて暴力的となることがある	 

4)アルコール依存や薬物依存などの依存症が合併しやすい（海外データではギャンブル依

存）	 

２．不注意（注意、集中力の障害）	 

1)忘れ物が目立つ、大事なものを落としたりなくしたりする	 

2)あることに注意していても次の瞬間別の刺激が入ってくると、 初の事柄を忘れてしま

うことが多い	 

3)無関係な音や目に入る物体に気を取られ、そちらに注意が向きやすい	 

4)気になるものがあるとその方向へ行ってしまうため、迷子になりやすい	 

	 

発達障害は生まれつきのもので、成人になってから発症するものではないが、この点を

よく誤解される。	 

よく似たものに「適応障害」がある。	 
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症状：	 ストレスがたまりムシャクシャしてしまう、イライラしがちになる	 

衝動的な行動を起こしたいという感情に襲われる	 

現れる行動：	 アルコールの暴飲、喧嘩・口論、無断欠勤、早退など	 

ただし、この適応障害は、ある環境変化が起こったことで明らかに症状が出現し、その環

境から離れると明らかに症状が改善する、という特徴がある。	 

作品から抜粋：	 

〈社会性や対人関係の障害〉	 

	 P.8	 「彼は妻と言葉を交わしたのが癪にさわった。」	 

	 P.11	 「人間の顔――ことにどこか自分より上手な人間の顔を見ると彼の心はすぐ不貞

腐れるのだった。」	 

	 	 	 	 	 「彼は辞儀一つしなかった。」	 

	 P.13	 「仁右衛門はもう向腹を立ててしまっていた。」	 

	 P.14	 「挨拶一つせずにさっさと分かれて歩き出した。」	 

	 P.33	 「気を腐らせれば腐らすほど彼のやまははずれてしまった。彼はくさくさしてふ

いと座を立った。相手がなんとか言うのを振り向きもせずに店を出た。」	 

	 P.40	 「彼の前にあるおきてはまず食うことだった。」	 

	 P.48	 「彼は腹を決めた。そして・・・商人と結託して、事務所へ廻すべき燕麦をどん

どん商人に渡してしまった。」	 

〈行動面の衝動性〉	 

	 P.23	 「『汝（わり）ゃこれ嫌いでなかんべさ』と言いながら懐から折木（へぎ）に包ん

だ大福を取り出して、その一つをぐちゃぐちゃに押しつぶして気息（いき）のつ

まるほど妻の口にあてがっていた。」	 

	 P.25	 「仁右衛門はあたり近所の小作人に対して二言目には喧嘩面を見せたが、六尺ゆ

たかの彼に楯つくものは一人もなかった。」	 

	 P.33～34	 「彼は何か思い切った事をしてでも胸をすかせたく思った。・・・仁右衛門は

長幼の容赦なく手あたり次第に殴りつけた。」	 

	 P.36	 「仁右衛門は木の葉のように震えながらずかずかと近づくと、突然後ろからその

右の耳あたりを殴りつけた。」	 

	 P.47	 「凶暴な仁右衛門は赤坊を亡くしてから手がつけられないほど凶暴になった。」	 

	 P.50	 「彼は自分で何が何だかちっともわからなかった。・・・事務所の角まで来るとな

んということなしにいきなり路の小石を二つ三つ掴んで入口の硝子戸にたたきつ

けた。」	 

〈大事でないと思うと無視しがち〉	 

	 P.14	 「仁右衛門は黒い地平線をすかして見ながら、耳に手を置き添えて笠井の言葉を

聞き漏らすまいとした。・・・しかし仁右衛門は小屋の所在が知れると後は聞いて

いなかった。」	 
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〈周囲からの孤立〉	 

	 P.54	 「『まだか』、この名は村じゅうに恐怖を播いた。彼の顔を出す所には人々は姿を

隠した。」	 

	 	 	 	 	 「市街地でも農場内でも彼に融通をしようという者は一人もなくなった。」	 

	 	 	 	 	 「すべて村の中で起こったいかがわしい事は一つ残らず仁右衛門になすりつけ

られた。」	 

	 P.55	 「仁右衛門には人間がよってたかって彼一人を敵にまわしているように見えた。」	 

〈衝動性？〉	 

	 P.6～7	 「彼はいまいましそうに草の中に唾を吐き捨てた。」	 

	 P.20	 「そこに妻もおずおずとはいって来て、恐る恐る頭を下げた。それを見ると仁右

衛門は土間に向かってかっと唾を吐いた。」	 

P.21～22	 「突然馬鹿らしいほど深い嫉妬が頭を襲ってきた。彼はかっと喉をからして

痰を地べたにいやというほど吐きつけた。」	 

〈得意分野、興味のあることには能力を発揮しやすい〉	 

P.19	 「冬を目の前にひかえて何を先にすればいいかを二人ながら本能のように知って

いた。・・・畑の中に立っているのは仁右衛門夫婦だけだった。少し高い所からは

何処までも見渡される広い平坦な耕作地の上で、二人は巣に帰り損ねた二匹の蟻

のようにきりきりと働いた。」	 

P.24	 「根雪になると彼は妻子を残して木樵に出かけた。・・・彼は骨身を惜しまず働い

た。雪が解けかかると彼は岩内に出て鰊場稼ぎをした。そして山の雪が解けてし

まうころに、彼は雪焼けと潮焼けで真黒になって帰って来た。彼の懐は十分重か

った。」	 

P.25	 「未来の夢がはっきりと頭に浮かんだ。三年経った後には彼は農場一の大小作だ

った。五年の後には小さいながら一個の独立した農民だった。十年目にはかなり

広い農場を譲り受けていた。その時彼は三十七だった。帽子を被って二重マント

を着た、護謨長靴ばきの彼の姿が、自分ながら小恥ずかしいように想像された。」	 

〈ギャンブル依存〉	 

P.38	 「この村にはいりこんだ博徒らの張っていた賭場をさして彼の足はしょうことな

しに向いて行った。」	 

P.48	 「仁右衛門はそのころ博奕にふけっていた。」	 

P.52	 「彼はプラオを売って金に代えた。雑穀屋からは・・・麦や大豆の前借りをした。

そして・・・賭場に出かけた。」	 

	 

	 実際のところ、主人公に発達障害の気味があるのか、適応障害なのか、いくつかの複合

なのか、単に個性と言っていい程度なのか、判断がつかない。主人公の言動は行き過ぎだ

とは言え、昔はこういう傾向の人はどこにでも居たように思う。また、がむしゃらに働く
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頑丈な男の存在を必要とした時代が長かったのかもしれない。やることさえやってくれれ

ば、規律や常識を多少はずれても、それもあり、という風土があったようにも思う。社会

の許容範囲が広かったのかもしれないし、誰もが堪え忍んでいたのかもしれない。	 

	 

（３）『カインの末裔』というタイトル	 

	 何故『カインの末裔』なのか。弟（アベル）を殺して神様から追放され、さまよう人生

を運命づけられた兄（カイン）の物語は旧約聖書に出てくる。「末裔」と言うからには同じ

ような運命を歩んだ男の話、即ち、自暴自棄の行動に出て、その土地から追い出される話

を書きたかったのだろうか。そうであれば個人のレベルの問題だが、そうではなくて、武

郎はそこに、社会（体制）の問題という要素を入れたかったのではないか。	 

	 主人公を見ていると、個人の力だけでいろんな障害を乗り越えようとしていて、跳ね返

される自分に腹を立て、跳ね返す社会の仕組みを憎んでいって、段々と自暴自棄になって

いくという悪循環になっている。個人では社会の仕組み、体制には対抗できないというこ

とを武郎は言いたかったのだ。	 

	 突然「衣食足って礼節を知る」という言葉が浮かんだが、誰にも（主人公にも）当ては

まるとは限らない。金持ちや相応の立場にいる人間が先ず礼節を知らなければ、社会のモ

デルにはならないのだと思う。	 
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『小作人への告別』	 

	 ポイントであると思われる部分を作品の中から４箇所抜き出してみる。	 

１．「・・・生産の大本となる自然物、すなわち空気、水、土のごとき類のものは、人間全

体で使用すべきもので、あるいはその使用の結果が人間全体に役立つよう仕向けられ

なければならないもので、一個人の利益ばかりのために、個人によって私有さるべき

ものではありません。」	 

２．「この農場も、諸君全体の共有にして、諸君全体がこの土地に責任を感じ、助け合って、

その生産を計るよう仕向けていってもらいたいと願うのです。」	 

３．「・・・勤勉であった人、勤勉であることのできなかった人等の差別があるわけですが・・・

いったんこの土地を共有した以上は、かかる差別は消滅して、ともに平等の立場に立

つのだということを覚悟してもらわねばなりません。」	 

４．「終りに臨んで諸君の将来が、協力一致と相互扶助との観念によって導かれ、現代の悪

制度の中にあっても、それに動かされないだけの堅固な基礎を作り、諸君の精神と生

活とが、自然に周囲に働いて、周囲の状況をも変化する結果になるようにと祈ります。」	 

	 

ちょっと意地悪なことを考えてみたくなったのは暑さのせい、または、季節外れの涼しさ

のせいだと思いたい。	 

１）ポイントの 1と２はどう関係しているのだろうか。	 

空気、水、土のごとき類は個人所有されるべきではない。では、それらの要素で出来

ている農場も、個人所有されるべきではないのか。	 

２）「空気、水、土は個人所有されるべきでない」という武郎の文章を言い換えてみる。	 

	 	 「空気、水、土のごとき類のものは・・・一個人の利益ばかりのために、個人によっ	 

	 	 て私有さるべきものではありません。」	 	 

	 	 	 	 	 →	 「空気、水、土のごとき類のものは・・・集団の利益ばかりのために、集

団によって私有（あるいは共有）さるべきものではありません。」	 

	 	 これは是なのか非なのか？	 個人によって私有されていなければよいのか、集団であ

っても占有（あるいは私有、または共有）されていればダメなのか？それとも、集団で

の共有は許されるのか？	 それは何故か？	 

３）農場共有の意味（意義）は何か？	 

有島農場の中で土地によってはたまたま土壌が耕作に不適であったなどの理由で、作

物の出来、不出来はあっても仕方がない。それを個人の努力の結果とせず、農場全体で

平均化して皆で平等の利益を得て、生活していってほしい、ということだと思うが、そ

れだけではなく、周囲を取り囲んでいる資本主義原理に集団で抗ってほしいという「見

果てぬ夢」も込められている気はする。	 

４）個人の能力や努力の差を考えてみる。	 

(ア)冒頭のポイント 3にあるように、「勤勉であるとかないとかの差はあるが、共有し
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たらそういう差はなかったことにして皆平等だと考えなければならないことを覚

悟してほしい」と武郎は言っている。この考え方は万人（農場の全小作人）が納

得するだろうか？	 

(イ)絶対と相対を考えてみよう。能力や努力など全てを含めて 10 の力を持っている人

が 10 の力を出し、15 の人が 15 の力を、5 の人が 5 の力を出した場合、皆が等し

く努力したと評価することになれば、これは絶対評価と言える。他人と比べず、

その人だけで考えるのである。それに対して、15 の力を出した人が 5 の力量で 5

の力を出した人に向かって、お前は俺の 1/3 しか力を出していないわけだから取

り分も 1/3 だ、と言うのが相対評価になると思う。5の人も精一杯努力したのに、

である。	 (ウ)理想は絶対評価なのだが、皆が等しく力量に応じて努力したことを誰が評価する

のだろうか。怠けていても取り分だけは平等であれば、努力した人から不満が出

よう。努力の度合いを誰がどうやって見抜き、どう評価に結びつけていくのだろ

うか。	 (エ)現在日本で、成果に応じた報酬をもらえるのがよいとか、所得が低いのは努力が

足りなくて自己責任に帰すべきことだとか言われ出したのも、相対評価を誇張し

たものと言えるが、その考えを裏で支えているのは、誰がどうやって見抜いて評

価するかに対する不信感ではないだろうか。	 

	 

５）武郎が言いたかったことは何だろう？	 

「農場の中には力量の異なる人が居る。それは人間の集団であるから仕方のないこと

だ。大事なことはどの人も自分の力量に応じて精一杯努力すること。それを皆で認め合

い、支え合って生計が立つようにしてもらいたい。」ということであるようにも思える。

そして、「勤勉であった人」やそう「できなかった人等の差別がある」にも拘わらず、

「かかる差別は消滅して、ともに平等の立場に立つのだ」という理想は、当時にあって

は画期的であったし、今でも掲げられるべき理想であることは間違いないと思う。	 

しかし、それを容易に受入れないのが人の心である。受入れられないことを分かった

上で、当該の小作人たち（心の中では全国民）に対して敢えて進むべき道を示したかっ

たのだ。それが冒頭ポイント 4に現れていると思う。	 
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「カインの末裔」を読んで 
参加者：B 

 
	 この作品は大正６（1917）年の作で、今年でちょうど百年前の作品。大正 5 年に妻と父

を亡くして、本格的に文学者として歩み出すことになった有島武郎が狩太の事務所で書か

れたもので、自分の農場をステージとしている。 
 
—八合目まで雪になったマッカリヌプリー 
—昆布岳の斜面に・・・日は沈みかかっていたー 
 
	 晩秋の夕景など、私にとって故郷に近い狩太への懐かしさを思わせてよみ始める。 
	 K 市街地は狩太だし、蹄鉄屋の火花は、市街地だけでも昭和 30 年頃まで 3 軒あった。 
 
	 松川農場と表現されているけれど、字松岡という地名があったし、地主は函館に住む方

で、職務上主人は函館に伺った事があり、神社の近くで、今は一寸改装されて建っている

のが事務所だったという。 
 
	 カインは旧約聖書に書かれているアベルとカインから、一人の小作人をモデルとして一

つの人間性を偶像化して表現したもので、モデルといわれる方はその後、小樽に住んでい

て穏やかな方だという。 
 
—根雪になると、彼は妻子を残して木樵に出かけた。マッカリヌプリの麓の払下げ官林に

入りこんで、彼は骨身を惜しまず働いたー 
 
	 羊蹄山の五合目までは戦後でも森林を伐り、狩太駅まで簡易鉄道が敷かれて貨車が真狩

の辺から走っていた。 
 
—雪が解けかかると彼は岩内に出て鰊場稼ぎをした。・・・彼の懐は十分重かった。・・・

農場に帰るとすぐ逞しい一頭の馬とプラオとハーローと、必要な種子を買い整えた。— 
 
	 私が函館から狩太に来た 60 年前は、冬は帯広へ馬と一緒に出稼ぎに行ったと聞いていま

す。作品の中に出る川森さんは山森さんのことで、駅の辺から広い土地を所有していた方

で、今もどなたか住んでいます。 
	 大正時代の狩太は、不在地主の所有地が多かったようで、有島地区の住人も入れ代わり

唯一人、今五代目の 70 歳になる方は、小さ過ぎる営農をしていました。 
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—亜麻だけは平年作くらいにはまわった。青ビロードの海となり、瑠璃色おじゅうたんと

なり荒くれた自然の中の姫君なる亜麻の畑はやがて小紋のような果をその繊細な茎の先に

結んで美しい狐色に変った。— 
 
	 大正時代の北海道で亜麻をすでに育んでいたとは、まるで初耳のような私。伊達市の畑

で可愛い花をつけていたし、狩太にも今の中学校のあたりに事務所があった。その亜麻種

で、仁右衛門の懐の中には手取り百円の金が暖くしまわれて、—彼は居酒屋を出て反物屋

に寄って派手なモスリンの端切れを買ったーのに、赤痢にかかった赤ん坊は死んでしまい、

村の共同墓地に。国道５号線のこのあたりだと教えられたことがあった。 
 
	 文中、百姓の仁右衛門も時々は畑をしていてほっとしたりしながら、—痩馬もいたし赤

ん坊をおぶって K 村に来たのに、去っていく時は、二人の男女は蟻のように、林の中に呑

み込まれてしまった。 
 
	 これ程、大正時代の百姓のある一人を描写した分は珍しいと思い、有島武郎の狩太への

置きみやげの感じもしてしまった次第です。 
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「カインの末裔」「小作人への告別」 
参加者：C 

 
「小作人への告別」	 

有島が農場解放に際し、70 数戸の小作人を前にした宣言。有島の農場解放の精神、基本

的思想、解放後の農場の在り方等について、有島の考えを述べたもの。 
 
この解放は、有島の中に培ってきた社会主義思想やキリスト教精神に基づいた、また、

これまでの人生の中で育んできた思想によって行われた有島の理想社会を目指す事業であ

ると思う。この解放による社会への反響等を考慮し、この事業の遂行のために、小作農を

前にして行った宣言がこの「告別の辞」であると思う。 
 
有島の基本的な考え方…土地は全体の共有とする（頭数に分割するのではない）。生産の

本体の自然物・空気、水、土のごとき類のものは人間全体で共有すべきである。 
協力一致と相互扶助との観念で農場の運営をせよ。また、小作人の有島に対する負債は、

返還せよ。ただし、これは返還後、農場全体に寄付するので、向後の費途に使用せよ。 
 
負債を無かったことにしたならば、小作人にとっては嬉しいことかもしれないが、考え

ようによっては不公平である。いかなる事情で負債ができたかは個々によって異なり、本

人の働き、工夫、努力によっては返済可能となる事もあろう。負債を返還するためには、

今後もより一層勤勉であらねばならず、それは本人自身のためであろう。 
これは、有島の理想社会を目指した解放宣言であろうとは思うが、この告別の辞を聞い

たとき、どれくらいの小作人がこれを理解し得たのか？ 
しかしその後、徐々にではあったが有島の精神に基づいて有島地区が発展していったと

言うことは、先頭に立った吉川銀之丞らの指導力の賜物でもあったと思う。 
20 数年前に有島農場解放当時を知る古老（故人）に話を聞いたことがあったが、当時を

知る人々の間にはこの精神が根付いていたと思った。 
 
農場を解放するという事業をなし、現地でこのような告別の辞を述べたのは、ある意味

有島の自分自身へのケジメであり、農場へ対する社会の影響・弾圧等に対する一種の布石

だったのではないか？と私は思う。 
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「カインの末裔」	 

 
広岡仁右衛門とは？ 

六尺（180ｃｍ）余りの大男、体力に自信あり、働き者、無知、粗暴、女・酒・バクチ

好き、26～27 才、彼の掟はまず食うこと、彼の笑顔は人を引き付けるが、気に入ら無いと

仏頂面、将来の夢も持っている（根拠はないが…） 
 
「カインの末裔」を読んで 近よく言われる負の連鎖、貧困の連鎖が思い浮かんだ。 
仁右衛門は、社会の底辺に生まれたが故に、無知であらざるを得なかった。それ故にあ

らゆる所、あらゆる機会に不利益を被ってきたであろうことが想像できる。これを自力で

跳ね返すために、肉体的には恵まれていたので粗暴な振る舞いに走った。体力がなかった

ならば泣き寝入りとなったのでは……。こういったことが当然であった時代だった。 
彼は働き者である。農場に入った時も、夜星朝星で働いていた。また、山や漁場で働け

ば、大金を手に入れられるということは、骨身を惜しまず働いていたということだろう。

そして真は優しい人間であろうと思う。子が死んだ時、馬を処分するとき等、妻に対して

も居丈高ではあるが時に優しさの片鱗が見える。 
また、笠井の娘を暴行したのは仁右衛門ではないであろうと想像するが、日ごろの行動

から、すべて罪を擦り付けられてしまっている。 
彼は無知なりに、地主と小作人の関係を考えている。収穫が皆無に近い状況で、この窮

状を地主に訴えようと行動を起こした。しかし、地主の屋敷の立派さに圧倒され何も言え

ず、地主に罵倒されっぱなしですごすごと帰る。 
 
もし、もう少し自分の考えをまとめて、相手に意を伝えることができる能力があったな

らば、仁右衛門の人生ももう少し違ったものになっていたのでは。 
初は思わなかったが何度も読み返すうちに、仁右衛門は自分自身に正直であったのだ

と思った。しかし、実際に身近にこのような人間がいたら、きっと毛嫌いするし全否定す

るとは思うが…… 
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『小作人への告別』…有島武郎 農場解放への道程に思うこと 
参加者：D 

	 

有島武郎が、有島農場を小作人に開放するに際し、直接語りかけた言葉を個人雑誌「泉」

創刊号に掲載したのが、この一文です。私が強く惹かれるのは、明治維新からそうたって

いない時代に、地主の長男として生まれた武郎が、その農場を解放したという事実とその

思想的背景、そしてその時代背景です。この書の読後感と言うより、そうした問題に触れ

ながら感じた点を書きます。	 

	 	 

初版から 20 年後、武郎 41 歳のとき 1919（大正８）年執筆した『リビングストン伝・序』

では、「かねてから機会があったら、告白しなければならいと思っていたことをここに明白

にすべき絶好の機会をえた。」と 初に書いています。いわば彼がキリスト教信仰を捨てる

に至る思想遍歴を明らかにした一文です。 初の出版に至る学生時代の信仰生活の経過と

ともに、卒業後の体験と内面の変化を綴っています。1年間の志願兵としての体験、その

後のアメリカ留学中のキリスト教信仰への疑問、ヨーロッパへの遊学も含めた 3年半の内

面の変化が綴られています。留学後すぐに日露戦争が始まり、これが彼の思想的転機と重

なります。キリスト教国国民の日露戦争に対する見方や対応に大いに疑問を持つ一方、ト

ルストイの反戦論やアメリカ人や日本人の「社会主義者」の友人との出合いがあります。

その後図書館に通い、芸術作品だけではなく社会主義思想や無政府主義のクロポトキンの

著書「相互扶助論」などに出会い思考を深めていきます。1907（明治 40）年 2月 29 歳の

ときにはロンドン亡命中のクロポトキン宅を訪問しています。	 

	 武郎はこの 2か月後に帰国しましたが、『農場開放顛末』では、「明治四十年頃に私はこ

の農場を投げ出すことを言いましたがそれは実行が困難でありそれに父に対して、たとい

このことが父のためにも恩恵を与えることになるとは知っていましたが、徒に悲しませる

ことになると思ったのでともかく父の生きている間は黙っていることにしたのでした。」と

書いていますから、15 年間抱き続けてきた思いを実現したことになります。『小作人への

告別』では、「…親心としてこれは有難い親心だと私は今でも考えています。けれども、私

は親から譲られたこの農場を持ち続けて行く気持ちが無くなってしまったのです。」とも述

べています。	 

死の前年（1922 年）、農場解放の直前の 44 歳で執筆した『宣言一つ』では、当時の日本

社会をブルジョアとプロレタリアの階級社会とみなした上で、社会問題の解決に向けての

運動（階級闘争）について、「いわゆる学者もしくは思想家の手を離れて労働者そのものの

手に移ろうとしつつある」、「実生活の改造は」労働者自体（第４階級）の手で行われるに

違いない、第 4 階級に理解を示す学者や思想家がその運動に指導者、啓発者として寄与で

きると思うのは間違いだと論じています。その上で自らについて、「私は第４階級以外の階

級に生まれ、育ち、教育を受けた。…私は結局在来の支配階級の所産であることに相違な
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い…」と言い切っています。	 

雑誌「改造」に掲載されたこの『宣言一つ』は当時社会的に大きな反響を巻き起こしま

した。ここで述べているテーマに関して、評論の発表前や発表後のいわゆる進歩的知識人

とのやり取りは非常に興味深いものがあります。この中で、5年前の 1917 年に起きたロシ

ア革命後の社会状況にも言及しながら、いわゆる「知識層」の性格、位置づけについてず

い分とシビアなやり取りをしています。	 

当時、気鋭のロシア文学者の片上伸（1884-1928）は、一月後の『階級芸術の問題』で、

「自分がプロレタリア芸術を認め、ブルジョアジーの没落を認めながら」「ブルジョワジー

の生活に浸潤しきれなかった人間であるが故に、新興階級に参加することができないと理

論づけていることに対し、そんな理をたてて、その理のなかに自分を守る態度に満足し、

甘んじうるのだろうか」と言う趣旨を述べて、批判しています。また当時 21 歳の東大生だ

った宮本顕二氏は、この片上伸氏の論を支持して有島批判をしています。（1929 年『過渡

時代の道標』）両氏がこの半年後に実行に移された農場の解放そのものをどう評価したのか、

その際に発した『小作人への告別』をどう読んだのかは不明です。	 

僭越ながら現在の年まで生きている私の立場（27 歳年上）からは、当時の日本という政

治的な時代背景のもとで、20 歳代からほぼ 15 年間におよぶ長い自問自答を経ての実行に

ついて、「これでようやく重荷から解放されたね。よく決断し、実行に移したね。」と語り

かけたい気がします。しかし、一方で引き渡された側のいわば手本のない組織の運営上の

困難について、「具体案」作成は友人森本厚吉に任せ、共に悩み手探りで実践する現場から

は身を引くことへの「虫の良さ」も感じざるをえません。しかも、4年前の 1918 年、文筆

家の武者小路実篤が始めた共同体「新しき村」運動への共感と供にその「失敗を予言」し

ており、（『武者小路兄へ』）「私もある機会の到来と共に、あなたの企てられた所を何らか

の形に於いて企てようと思っています。而して存分に失敗しようと思っています。」と述べ

ています。	 

『農場開放顛末』ではこう述べています。	 

「…あの農場を小作人の共有にするということが許されないなら残った方法は二つで財団

法人にするか組合組織にするかであります。…今度出てきた施行案は土地は皆のものであ

るとして小作株というのを持たしてあるので、そのため公有になっても実際の状態は私有

制度だといわれるのであります。…小作株は一応買い取ってしまってそれの転売をも防ぎ

利益配当の不平等をなくするように―名実ともに公有にせよ…農民自身がトレインするも

のでもっと自由な共産的規約にいたしたく思っています。…	 

私はこの共生農園の将来を決して楽観していない。それが四分八裂して遂に再び資本家

の掌中に入ることは残念だが観念している。武者小路氏の新しき村はともかく理解した

人々の集まりだが私の農園は予備知識のない人々の集まりで而も狼の如き資本家の中に存

在するのであります。併し現在の状態では共産的精神は周囲がそうでない場合にその実行

が結局不可能で自滅せねばならない、かく完全なプランの下でも駄目なものだーこの一つ
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のプルーフ（proof=証拠、証明）を得るだけで私は満足するものでこの将来がどうあるか

ということはエッセンシャルなこととは思っていないものであります。」	 

当時の社会情勢を冷静に見つめ、限られた状況の下での「不可能→自滅」（上記引用分の

下線部分など）を想定しつつ実行に移した彼の行為のすべてを、前述したように単純な肯

定感のみでは語れません。それでも、「農場解放」を思想的に裏付けた、彼が到達した社会

経済システムへのまっとうな批判、社会主義へのアプローチについての記述には、その先

進性に驚かされました。	 

明治維新、明治期、大正期の日本の思想、社会・政治運動の変遷、発展について学び直

そうという気持ちをかきたててくれました。また、私が生まれ育ち、半世紀ぶりに生活の

場としたこの地でのできごとだったことで、その思いは一層増幅されるのです。	 
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有島読書ノート13： 
『カインの末裔』における有島武郎の実験 

参加者：E 
 
１．４年前に読んだときの印象	 

	 

大正６年に発表された『カインの末裔』によって有島武郎は作家として大きく注目される

ことになったが、それに先立つ大正２年、『或る女のグリンプス』を書き上げている。この

『或る女のグリンプス』は、幸徳秋水を襲った大逆事件の嵐の中、武郎が文学によって権

力に向き合うことを秘かに決意し、狩太の有島農場事務所で執筆を始めたという点で、後

の農場解放と無縁の作品ではない。	 

それから４年経って書き上げた『カインの末裔』においても、「主人公の広岡仁右衛門は自

分である」と明言しているように、武郎は、矜持と自己嫌悪の内部葛藤を抱えながらも、

国家権力や社会風潮との終わりのない戦いの迷宮に入り込んだことを暗喩の中に表現して

いるように感じる。物語の冒頭と 後の描写が、仁右衛門の運命に輪廻を強いているかの

ような循環構成になっていることが、その端的な証である。	 

	 

「草原の上には一本の樹木も生えていなかった。心細い程真直な一筋道を、彼れと彼れの

妻だけが、よろよろと歩く二本の立木のやうに動いて行った。二人は言葉を忘れた人のや

うにいつまでも黙って歩いた。」（『有島武郎全集	 第三巻』	 P87）	 

	 

「椴松帯が向うに見えた。凡ての樹が裸かになった中に、この樹だけは幽鬱な暗緑の葉色

をあらためなかった。真直な幹が見渡す限り天を衝いて、怒濤のやうな風の音を籠めてい

た。二人の男女は蟻のやうに小さくその林に近づいて、やがてその中に呑み込まれてしま

った。」（同書	 P128）	 

	 

物語の舞台となった松川農場が実は有島農場であり、その農場主であった有島武郎が、農

場主による小作人の苛烈な搾取と小作人の卑屈さを描きながらも、一方でその枠に決して

収まろうとしなかった主人公広岡仁右衛門の凶暴な生き方を描いたことに、武郎自身の自

己否定の悲鳴のような叫びを感じる。後に武郎が有島農場の無償解放と自死へと急いだ生

き方の伏線は、既に『カインの末裔』にも、さらにその前の『或る女のグリンプス』にも

秘めやかに刻まれているように思われてならない。	 

	 

仁右衛門は無知な自然児そのものでありかつ凶暴な性格として描かれ、それ故の反社会的

抵抗者の側面が強調される作品分析や評価が多い。たしかに作品としてはそのような形で

武郎の「自己否定」性が暗に表現されている訳だが、仁右衛門のモデルとされた有島農場
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に実在した小作人広岡吉太郎（吉次郎？）さんという人は、はっきりとした自己主張と信

念に基づいて困っている人の面倒を見た親分肌の人物であったこと（※阿部信一著『有島

の里』S53）を想起すると、武郎が仁右衛門に託した屈折した「自己否定」の意味合いが滲

み出てくるように感じる。武郎が文学に託した見果てぬ夢の目指す先は、かくも切なく痛々

しいものであった。	 

	 

そして、この作品では、羊蹄山が控えめながら奥行きのある表象として登場していること

に気が付く。	 

物語の冒頭、仁右衛門夫婦が入地先の松川農場（有島農場）を目指して平原をとぼとぼ歩

く光景を、じっと無言で見つめている羊蹄山・・・	 

	 

「寒い風だ。見上げると八合目まで雪になったマッカリヌプリは少し頭を前にこごめて風

に歯向かいながら黙ったまま突っ立っていた。」（同書	 P87）	 

	 

これは、物語の展開を予兆するかのような描写であるだけでなく、仁右衛門の運命や仮託

された意味をも象徴しているかのような表現である。	 

	 

ちなみに、羊蹄山はこの時代、公的には「後方羊蹄山（しりべしやま）」と称されていたが、

その呼称の背景に込められた国家伸張主義的イデオロギーを知らないはずのない武郎は、

この時代風潮の中にあって、敢てアイヌ語呼称の「マッカリヌプリ」を意識的に使用して

いたと思われる。この「マッカリヌプリ」にも、有島武郎の秘された決意が透けて見える、

と言ったら、深読み過ぎるだろうか。	 

この時代、羊蹄山は、その呼称ひとつとっても、向き合う人を試さざるを得ない存在であ

ったのである。	 

	 

	 

ここまでは、４年前の 2013 年９月 8日に FB 投稿した原稿の一部である。	 

この読後感は、今も基本的に変わっていない。	 

	 

しかし、今回の読書会に向けて何度目かの読み返しをして、新たな気づきもあった。	 

読み返して気付く新たな意味合いは、読み手である自分自身の中に潜んでいたものである

ことが多い。	 

今日の新たな気づきに、ハッピーバースデイ！	 
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２．４年後の読後感（その１）	 

	 

有島武郎の 初の代表作（と言って良いのだろうか）が、有島農場の実態から着想を得て

書かれた『カインの末裔』であることに、読み返してみて、今さらながら必然とも意外と

も言える不思議な感慨を覚えた。この奇妙に覚醒された気持ちで改めてこの作品の読後感

に心を委ねているうちに、「ひょっとしたら・・いや、きっとそうだ！」との問題意識を抱

えることとなった。 
 
有島武郎が、自ら所有していたこの農場（作品の中では松川農場と称されているが）を仮

想舞台に『カインの末裔』を書いたのは、どういうことだったのだろうか？ 
 
『カインの末裔』を発表した大正６年、武郎はそのほぼ同時期に、『平凡人の手紙』『クラ

ラの出家』『凱旋』を書いている。 
これらを読んで、私は、武郎は「ありのままの自分とはどのような存在だろうか」と探り

続けていたのではないか、と感じた。文学は、読み手の情況に応じてどのように読んでも

かまわない表現媒体ではあるが、それにしても、私がこのように感じた背景には、さらに

その前の作品群、『宣言』『An Incident』『お末の死』『小さい夢』『かんかん虫』、そして『実

験室』『死と其の前後』などから受けた印象が尾を引いていた可能性がある（有島読書ノー

ト 10、11、12 参照）。その理由の詳述は措くが、白樺派時代の創作活動から妻安子の闘病

と死を経て、有島武郎が小説家として大きく飛躍していく時期の彼自身の問題意識の 重

要な軸に、この「ありのままの自分とは何か」という、それまでも途絶えることのなかっ

た自問が意識的に組み込まれていたことは確かなことのように思える。思える、というの

は、読者である自分自身の問題意識の返照であるのかもしれないが。 
 
『カインの末裔』を読み返して、オヤッと、これまで感じたことのない強い印象を受けた

箇所がある。 
 
これまで、広岡仁右衛門という主人公の強烈な印象は、次の文から読み取られていた。 
 
「・・・彼れは巨人のやうに威丈高にのそりのそりと道を歩いた。人々は振り返って自然

から今切り取ったばかりのやうなこの男を見送った。」（『有島武郎全集	 第三集』P124） 
 
仁右衛門が、自ら陥った苦境からの起死回生を期して、函館に住んでいる地主との小作料

値下げ交渉に乗り込む場面である。この一文が、多くの文芸評論によってこの作品の真髄

を示す人物像と評された部分であり、私も、このイメージを一面的にとらえていた。しか

し、今回読み直して迂闊にも初めて気が付いたのだが、次のフレーズが、その前にしっか
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り刻印されていた。下線部の部分である。 
 
「動もするとおびえて胸の中ですくみさうになる心を励まし励まし彼れは巨人のやうに威

丈高にのそりのそりと道を歩いた。人々は振り返って自然から今切り取ったばかりのやう

なこの男を見送った。」（同書	 P124） 
 
仁右衛門のこのような二面性について触れている箇所は、他にもあった。 
 
「彼はその灯を見るともう一種のおびえを覚えた。人の気配をかぎつけると彼れは何んと

もか身づくろひをしないではいられなかった。自然さが s の瞬間に失われた。夫れを意識

することが彼れをいやが上にも仏頂面にした。「敵が面前に来たぞ。馬鹿な面をしていやが

って、尻子玉でもひっこぬかれるな」とでも云いそうな顔を妻の方に向けて置いて、歩き

ながら帯をしめ直した。」（同書	 P88-89） 
 
「仁右衛門の口の辺にはいかにも人間らしい皮肉な歪みが現れた。彼れは結局自分の智慧

の足りなさを感じた。而してままよと思っていた。」（同書	 P110） 
 
「然し列車の中の沢山の人の顔はもう彼れの心を不安にした。彼れは敵意を含んだ眼で一

人ひとり睨めつけた。」（同書	 P124） 
 
ちょっと眼に触れただけでも、これだけ随所でこのような性格描写がなされている。 
そしてまた、仁右衛門の意外に思える程の心の優しさを垣間見せる表現もあった。 
二人が農場を去る、 後の場面である。 
 
「妻が風呂敷を被って荷を背負ふと仁右衛門は後ろから助け起してやった。妻はとうとう

身を震わして泣き出した。二人は言ひ合わせたやうにもう一度小屋を見回した。」（同書	 

P127） 
 
どれも、仁右衛門の性格に潜む矛盾の葛藤が露わに見える表現である。 
これが、有島武郎が言う「仁右衛門は私である」ということの表出の一部なのではないか。 
そして、この内面の葛藤が折々に露わに表現されているからこそ、仁右衛門という存在が、

ステレオタイプに陥ることなく、鈍い刃物のような生々しい衝撃をもって私たち読者の心

を襲ってくるのである。 
武郎は、この人物像に、このような自分自身を仮託したのだ。 
しかし、それは、どういうことなのだろう。 
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二つのことを思った。 
 
『An Incident』を、想起して欲しい。主人公は、夜泣きする子供に苛立ち、獰猛な心にな

って子供を折檻し妻を苛む。そしてその直後に、呵責のない自己嫌悪に追い込まれる。 
これが、武郎が見つめていた「もう一人のありのままの自分」の一面である。 
誰しも、自分の中に潜んでいるもう一人、あるいは複数の自分を感じながら生きているが、

武郎はこのような自己の内面を執拗に見つめ続けた作家である。シリアスに、そして『平

凡人の手紙』ではシニカルに、コミカルにそんな自分を自嘲気味に書いている。 
 
この問題意識「あるがままの自分とはどのような自分だろう」というテーマを様々な情況

設定とその中での人物措定によって作品にしてきた彼が、自らが抱えている も苛酷な情

況の中に自分自身を仮託した人物を登場させた作品が、『カインの末裔』である。 
武郎が生涯を通じて不本意に抱え込んでしまった も忌むべき自分の姿とは、そして、嫌

悪しつつも骨肉の愛情の中で受忍するしかなかった自己矛盾とは、言うまでもなく、農場

主としての自分自身であった。 
彼が、農場を手放そうと内心決意したのは、明治 40 年、アメリカ留学から帰った直後に両

親と一緒に狩太の農場を訪れた時であったことは、『農場解放顛末記』の中に述べられてい

るが、父の手前その思いを封印していただけに、大正 5 年の父の死後は、その決意の実行

に想いを馳せていた筈である。その結果は、大正 11 年の農場無償解放に結実する訳だが、

これは、単なる彼の社会的意識によってのみ行われたものでないことは、『小作人への告別』

（T11）に述べられているとおりである。 
 
「八月十七日私は自分の農場の小作人に集会場に集まってもらい、左の告別の言葉を述べ

た。これは謂わば私の私事であるけれども、・・（略）・・」（『小作人への告別』冒頭の序） 
 
ここで言う「私事」とは、自分個人が所有する農場の解放自体が私事であるという意味に

加えて、農場解放については母による強い反対があったにも関わらずの事業であること、

さらには、自身の思想信条や文学上の必要性、就中、農場主としての生き方に刻印された

自己矛盾を解消したいという切実な欲求があったことなどが根底にあることを、指したも

のであろう。 
 
この「私事」としての想いを、文学としてより深く表現したのが、『カインの末裔』である。 
それは、どのようにしてなされたのか。 
 
広岡仁右衛門という人物像が、実在した小作人広岡吉太郎さん（吉次郎という記載もある）

をモデルにしたものであることは、既に述べた。 
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しかし、広岡吉太郎さんと言う人が、小説の仁右衛門とは似ても似つかない、弱い者の面

倒見がいい親分肌の任侠的な人であったことは、たとえば、実際に吉太郎さんと親交があ

り隣家に住んでいた、同じ小作人仲間の阿部信一さん一家の証言によっても明らかである。 
 
「退場を命ぜられた者は、必ず広岡仁右衛門（※吉太郎の誤記と思われる）の所に泣きつ

いた。仁右衛門（※吉太郎）はこのような連中を黙って見てはいられない・・・管理人（※

吉川銀之丞のこと）の所へどなりこんでいくのである。だから、管理人は広岡を嫌った。

退場を命ぜられた者には部落の人たちが嘆願書を有島さん（有島武郎）に提出するのであ

るが、いつも嘆願書は管理人のところで握りつぶされていた。」（『有島の里』阿部信一著	 

P64） 
 
武郎が、このような広岡吉太郎さんの人となりを知っていたか否かは、わからない。おそ

らくは、知らなかっただろう。しかし、それは本質的なことではない。武郎が作品の中で

描きたかった人物像は、矛盾を抱えつつも周囲の人間社会に是非も無く反抗して闘い、結

局は敗北していく存在であった。当時の有島農場の小作人社会にあって、おそらく吉川が

非難がましく語った吉太郎さんに関わるエピソードからインスピレーションを得たのだろ

うと思う。 
吉太郎さんという人物像の重要な側面を極端に歪め、裏面から射るようにデフォルメされ

た性格付けを行うことによって仁右衛門という主人公を創造し、武郎自身の「ありのまま」

を炙り出す装置、登場人物としたのではないか。 
 
武郎がこの作品によって追求したことは、このような人物像そのものの表現ではなく、こ

のような人物ならば農場の小作人社会の中でどのように生きていくだろうか、という想像

が、武郎の自己探求に関わる問題意識であり表現の構成であり手法であったと思う。 
言い換えれば、この作品は、小作人社会によって構成されていた当時の有島農場、ひいて

は当時の農村に広く見られた自己抑圧的なコミュニティの中で、仁右衛門という人物に仮

託された「裏」武郎がどのように自分を表現し行動し「ありのままの自分」を見出してい

けるのか、そのシミュレーション、つまり実験を行った物語作品なのではないか。 
今回読み直して、「ひょっとしたら・・いや、きっとそうだ！」と感じたのは、そのことで

ある。 
 
そのような目論見によって書かれたこの作品の中で、仁右衛門は、先に引用したような脆

弱な自己矛盾故の過激な自己主張によって、そのほとんどが周囲の人間関係やコミュニテ

ィと絡み合うことも無く一方的に自滅していったことは、物語のめまぐるしい急な展開に

よって鮮やかに描かれている。状況や心理の描写が、凝縮され切り詰められた早いテンポ

によって深刻の度を膨らませながら、メビウスの輪の上を転がっていく。 
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作品のタイトルも、このことを象徴的に表わしている。 
言うまでもなく、『旧約聖書』の「創世記第４章」に描かれた兄カインと弟アベルの物語で

ある。カインはアベルへの嫉妬から彼を殺し、その罪により、神の国から子々孫々の代に

至るまで追放される。 
『カインの末裔』とは、このアナロジーを直接受け継いでいる標題であり、通奏低音とし

て流れるテーマである。 
それは、冒頭と結末の循環によって、強烈に暗示されている。 
 
とは言え、この物語は、何等かのメッセージを含んでいる、というものではない。 
そうではなくて、武郎が模索した「ありのままの自分」ということが、この作品による実

験の結果、このような経過と結果を目の当たりにした、ということであった。 
壮絶な実験だった、と思われてならない。 
 
したがって、文壇や社会から大きな衝撃と反響をもって迎えられ、武郎が文壇の寵児とし

て一躍脚光を浴びるきっかけとなったこの作品への評価は、武郎自身にとっては、狙って

得られたものではなく、思いもかけない評価であった可能性が高い。彼は、「そのままの自

分」とは何かという、それ以前からの問題意識に基づく実験小説としてこの作品を書いた

に過ぎないにも拘らず予想外に大きな反響への、戸惑いがあったのではないだろうか。 
 
「足助、宮原の評によると「カイン」は僕の作物中の 大駄作だ相です。又「平凡人」は

単なる皮肉に過ぎない相です。実際前者はもっと長いものであるべき筈だったのですが、

雑誌社に制限されて三分の二位にしてしまったのです。あれでは駄目です。書きなほしま

す。」（大正 6 年 7 月 19 日	 吹田順助宛／『有島武郎全集	 第 13 巻』	 P489） 
 
実際に書き直したのかどうか私はわからないが、足助ら文壇関係者からの厳しい声にも関

わらず、読者層からの評価が高かったことなどから、おそらく書き直さなかったのだろう

と思う。確かに、心理描写などがより具体的に加わっていたならば、彼のこの実験の成果

はさらに深いものになっていたように思う。この作品の書き直しで得られたかもしれない

彼自身にとっての成果は、従って、これ以降の作品に繰り延べて託されることになった。 
しかし、仁右衛門程のキャラクターと有島農場の小作人社会という得難い状況設定は、こ

れ以降の作品の中で燃え尽きたかのように、再度追求されることはなかった。 
 
文学作品としての不十分さを武郎自身も自覚していながら、これを書くことに賭けた彼自

身の目的、自分のありのままの姿を作品の中から逆照する実験的狙いは、とりあえず果た

されたのではないか。 



 24 

この実験の成果は、何度も繰返すが、物語の冒頭と結末の循環構造に衝撃的に示されてい

る。それは、敗北を繰返しながら永続的に続く、自由で暴力的な自己否定、自己変革の姿

である、と言って良いだろう。 
 
孤独と自由を求めるホイットマンの芸術と生き方が、「ありのままの自分とは何か」の答え

であって欲しい。何度も挫折を繰返しながらもそのことを追求する生き方が、「ありのまま

の自分」であってほしい。 
そのような、悲壮な希望と壮絶な覚悟を表わした作品が『カインの末裔』だ、と思えてな

らない。 
 
ありのままの自分とは、どのような自分か。 
私自身にとっても、この自問は、数年来抱え続けてきた課題だ。そして、自分の裡に閉じ

こもった反芻だけでは答えは見つからないことに気が付いた、この２、３年であった。 
武郎にとっての気づきのきっかけは、妻安子の死であったかもしれないが、その後の探求

を導いたのは、農場の小作人たちであり、ホイットマンであったのではないだろうか。 
これは、私の返照としての妄想である。 
 
 
３．４年後の読後感（その２）	 

 
後に、関連してもう一つの読後感を述べておきたい。と言うか、妄想に近い感想だが。 

 
『カインの末裔』は、有島武郎の「ありのままの自分とは？」の探求に向けた実験だった

のではないかと述べたが、結果として、そのことと深く関連することになるもう一つの位

置付けがあったのではないか、と感じた。 
 
武郎が、自らの農場をいずれ小作人たちに解放しようと思い立ったのは、明治 40 年の農場

訪問の時であったことは、既に述べた。そして、大正 5 年に父が没することによって、農

場解放の実践が大きく現実味を帯びてきた。文学の創作に本格的に邁進して自身の道に感

触を得ることも、農場解放と密接に関連していた。それは、生活面と、精神面における課

題解決という両面において、密接に関連していた。 
 
一方、農場内の現実的問題として深刻に想定された課題は、解放後の農場経営がどうなる

のか、ということであっただろう。それは、直接的には、新たな経営体をどのように築き

維持運営するかという問題ではあったが、武郎としては、そのことに劣らない、もう一つ

の重い課題認識があったはずだ。 
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それは、小作人たちは解放後の新たなコミュニティの中で、どのような関わりと生き方を

するのであろうか、ということであっただろう。 
 
大正６年のこの時期に、このテーマに関して何等かの考察を加えた形跡は、発表した幾多

の文章からは伺えない。 
しかし、農場を訪れて小作人の状況を直接間接に知るにつれ、人間存在の深淵にも触れそ

うな問題が農場コミュニティに内在していることを感ぜざるを得なかった筈である。とは

いっても、彼の知り得た知識や経験だけでこの問題に解を見出すことが出来るとは、武郎

の謙虚で真摯な思考傾向からは考えにくい。 
この問題を真剣に意識しはじめた筈のこの時期、武郎は、その問題を考える一つの方策と

して、小作人社会における個人の自由と共同体運営上の制約などに関連して、小作人たち

の多様な個性に基づく関係性のありようを観察するための実験を、小説創作という手法の

中で試みたのではないか。 
 
農場解放は、解放する武郎の側において私的側面と公的側面が絡み合っていたように、解

放される小作人側の内的側面においてもさまざまなドラマが想定される。このことを無視

した表面的な制度設計や形式的な心構えだけで、解放後の共産的農場経営が可能になると

は、思えなかった筈である。 
この疑問について、自分として考えるきっかけを見出したい、と、思ったのではないだろ

うか。 
それが、『カインの末裔』だったのではないだろうか。 
 
大正 11 年に農場を解放して以降、武郎は、関連する論考小文を次々に発表している（※有

島読書ノート５より）。これらの中で、解放後の農場経営について、単なる経済的経営論に

とどまらない深い思索を傾けていたことを披瀝しているが、これらの小文からも、その思

索の源流が『カインの末裔』にあったことが想定できる。 
 
これは、私の妄想だろうか。 
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有島読書ノート５ 
『小作人への告別』、『農場開放顛末』など： 
「自己否定」で得ようとしたもの 

参加者：E 
	 

有島武郎の農場解放については、高山亮二氏の緻密で詳細な研究成果（『有島武郎研究—

農場解放の理想と現実—』S47.9、『有島武郎のもう一つの死』H8.5	 など）があり、その

アグレッシブな問題意識と展開手法には、読み返すたびに心打たれる。このテーマについ

て、この先新たに出来ることはあるのか、という諦めのような気持ちも拭えないが、自分

自身の内面の軸線を明確にするためには、高山氏の研究成果から一旦離れて、有島武郎の

関連著作のみを読み直すことだと、一読者としての想いを定めた。	 

	 

『小作人への告別』（『泉』T11.10）、『農場開放顛末』（『帝国大学新聞』T12.3）を中

心に、『私有農場から共産農場へ』（T12.3）、『農村問題の帰結』（T12.4）、『狩太農

場の解放』（T12.5）、『農民文化といふこと』（T12.6）も合わせて読む。	 

	 

［１．『小作人への告別』］ 
この小文は、大正11年7月18日、有島農場内の弥照神社に集まった小作人たちに、有島武郎

が農場解放の真意を伝えた時の内容を、後日、武郎の個人雑誌『泉』11月号（創刊号）に

掲載したものである。小文の冒頭に、その経緯について触れた短い文章を添え、解放宣言

以降新聞紙上などでも報道されているので、誤謬が生じないよう自分の所見を発表してお

きたい、と述べている。また、農場解放は「謂わば私の私事」とも言い添えているが、何

故農場解放なのか、という世間の耳目に対して、その背景や立ち位置を明確にしておきた

いという意志も感じられる。ただ、この小文を書くに至った上述のようないきさつについ

ての説明には、武郎なりの計算も含まれているように思える。農場解放宣言当日7月18日の

彼の日記は、次のように結ばれている。	 

	 

「 後に第二農場の人々が集まった所で、私は立ち止まって大體左のようなやうな趣旨の

ことをいった。（趣旨については「泉」第一號を見よ）農民達は不思議な面持ちを以而私

に耳傾けていた。この日も何やら蒸し暑い半曇りの日であった。」（『日記』七月十八日）	 

	 

有島武郎の日記は、いかにも小説家のものという風情を感じる。自己表出の たる媒体で

ある「日記」のなかにあっても、どこか他者の目を意識しているような表現性が漂ってい

る。そこが、日記であれ作品としての卓越性を感じる所以なのだが、この日記によると、

武郎は、解放宣言すると同時に、その趣旨を公表する準備も進めていたことになる。しか

も、その公表の場が、武郎自身の作品だけを掲載する個人雑誌『泉』の創刊号であると告
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げているのだから、彼の並々ならぬ決意のほどと、ある種の戦略性が伺える。特に、農場

解放は「私事」と言い添えていることに、さりげなく装いながらも逆に農場解放に秘めた

志の深さを垣間みることができる。そしてその志の深さは、柔らかい語り口調ながら、こ

の評論『小作人への告別』全体の構成の中にしっかりと骨太に示されている。つまり、こ

の小文は、少々大げさにいうと、「有島農場解放宣言綱領」といった趣を感じなくもない

のである。そこで、このような視点、つまり「解放宣言綱領」的目線から、この作品を改

めて読んでみる。	 

	 

■農場解放を決意した背景	 

「親心としてこれは有難い親心だと私は今でも考えています。けれども、私は親から譲ら

れたこの農場を持ち続けて行く気持ちが無くなってしまったのです。で、私は母や弟妹に

私の心持ちを打明けた上、その了解を得て、この土地全部を無償で諸君の所有に移すこと

になったのです。」（『小作人への告別』）	 

	 

「私事」と称した背景の一端を述べているわけだが、有島武郎の農場解放や東京の私邸処

分については、早くから彼自身がその意思について表明していたこともあり、新聞社など

世間の関心も高く、またその結果、国家権力からも、また他の大農場地主からも、様々な

形で圧力と妨害の動きがなされていた。つまり、彼の直接の意思に関わらず、単に「私事」

と言い切れない大きな社会的影響が予測されてもいたのである。したがって、武郎の決断

は、そのような社会的、政治的な背景に対しても、自身の立ち位置の明確化が迫られてい

たはずである。	 

ところで、武郎が農場の解放を考えるようになったのは、彼自身の表明によると、アメリ

カ留学から帰国する時期に端を発していたようである。	 

	 

「明治四十年頃に私はこの農場を投げ出すことを言いましたがそれは実行が困難でありそ

れに父に対して、たといこのことが父のためにも恩恵を与えることになるとは知っていま

したが、徒に悲しませることになると思ったのでともかく父の生きている間は黙っている

ことにしたのでした。」（『農場開放顛末』）	 

	 

しかし、クロポトキンの社会主義思想などに基づく農場解放の実行を後年に至るまで封印

せざるを得なかったのは、彼を取り巻く直接的な社会・政治的事情というよりは、むしろ

肉親に対する配慮によるものであることを、武郎はここでも表明している。ただ、「農場

解放における私事」というのは、日本社会における家庭の家父長的な共同幻想をも示唆し

ているのであって、単なる個人的事情といったレベルの話ではない。社会的、政治的桎梏

から農場を解放するためには、まずもってその社会的、制度的制約が根深く浸透している

家庭内共同幻想を打破しなければできないことである、と、武郎は言外に告げているので
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ある。そしてこの闘いに、彼は数年を要した。父武が大正5年に逝ったあとも母との確執が

続き、解放宣言の時に至っても、母の了解は得られていなかった。したがって、完全に家

庭内共同幻想を解決した上での実行と言うにはほど遠く、彼としては、彼自身に関わる別

の切実な要因との関係で、家庭内調整についてはギリギリの見切り発車であったのだろう。

しかし、武郎のこのような「私事」重視の姿勢は、当時の他の社会主義者達が示した家庭

無視の行動と比べると、人間的な弱さもしなやかさも持ち合わせたケースだったのであり、

そのような彼の人間性に対しては共感せざるを得ない。	 

いずれにしても、武郎は、農場解放の背景として、家庭に内在している国家主義的社会の

共同幻想との闘いと、そのような身内の利害を超える「自己否定的投企」の両面について、

表白しているのである。	 

	 

■土地の自然的価値認識にもとづく私有財産制の批判的位置付け	 

「こう申出たとて、誤解をして貰いたくないのは、この土地を諸君の頭数に分割して、諸

君の私有にするという意味ではないのです。諸君が合同してこの土地全体を共有するよう

にお願いするのです。誰でも少し物を考える力のある人ならすぐ分ることだと思いますが、

生産の大本となる自然物、即ち空気、水、土、の如き類いのものは、人間全体で使用すべ

きもので、或はその使用の結果が人間全体に役立つようし向けられなければならないもの

で、一個人の利益ばかりの為に、個人によって私有されるべきものではありません。然る

に今の世の中では、土地は役に立つようなところは大部分個人によって私有されている有

様です。そこから人類に大害をなるような事柄が数えきれない程生まれています。それ故

この農場も、諸君全体の共有にして、諸君全体がこの土地に責任を感じ助け合ってその生

産を計るよう仕向けていって貰いたいと願うのです。」（『小作人への告別』）	 

	 

有島武郎の、社会主義的、というより、共産主義的思想の根源にあたる世界観が示されて

いる。それは、自然界が分割し得ないひとつの有機的体系として人間全体に価値創造の源

泉をもたらすという視点であり、農場の土地全体を自然界に見立てた「コモンズ」として

共同運営すべきことを訴えている。この視座から、私有財産制に対して批判を投げかけ、

その克服に向けて、土地の共産的共同経営とその運営理念としての相互扶助を提唱してい

る。コモンズを運営していく相互扶助が、解放後の農場を支える も重要な理念である、

と言っているのである。	 

	 

■土地の社会的価値認識に基づく私有財産制の批判的位置付け	 

「それから開墾当時の地価と、今日の地価との大きな相違はどうして起って来たかと考え

て見ると、それは勿論私の父の勤労や投入資金の利子やが計上された結果として、価格の

高まったことになったには違いありませんが、そればかりが唯一の原因と考えるのは大き

な間違いであって、外界の事情が進むに従って、こちらではてを束ねている中に、いつか
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知らず地価が高まった結果を来しているのです。かく高まった地価というものは、謂わば

社会が生み出してくれたもので、私の功績でないばかりでなく、諸君の功績だともいい兼

ねる性質のものです。このことを考えて見れば、土地を私有する理屈は益々立たないわけ

になるのです。」（同上書）	 

	 

農場解放はもちろん私有財産制度を否定する行為なので、武郎はその理由について明確に

述べようとしている。先の自然的価値認識に基づく批判に続いて、ここでは、もうひとつ

の重要な視点を提示している。それは、経済構造に基づく物象化された価値はどのように

生まれているのか、という観点からである。土地の価値に反映されるそれは、単にその土

地に関わった地主や小作の労働によってのみ創出されるものではないということ、つまり、

労働の搾取や金融経済等、資本主義経済社会全体の構造によって土地の貨幣的価値が高め

られているので、自身の労働以外によって膨らんだ土地の価値は、土地を所有していると

いうことを理由にして私物化して良いものではない、ということである。この観点は、武

郎が留学時代にマルクスなどから学んだ世界観に基づいている。これはとりもなおさず、

農地の無償解放を受けて自作農となることを期待している小作人に対して、価値創造につ

いての認識を根本的に改めて欲しい、という期待を込めた要請である。汗水流して働けば

その分自分自身に帰する価値は高まる、という考え方は、自作農、言い換えればプチブル

ジョアの基本的なイデオロギーだが、それは社会全体の仕組みから言えば一種の幻想であ

って、実態構造としてはそのようになってはいない、という示唆である。むしろ、価値創

造の行為もその享受も社会全体が主体となるべきであって、個人が主体とはなり得ないも

のだから、少なくとも農地は農場構成員全体が共同所有する形で解放するのだ、と言って

いるのである。武郎は、この観点が自然的価値認識に匹敵するほどラジカルなものである

ことを十分認識した上で、理想論的な理念として提示しているように見える。当時のロシ

アに於ける一国社会主義革命の前途に幻想を抱いていなかった武郎の冷静な状勢分析は、

自らの農場解放の行く末に対しても同じように適用せざるを得ないことを痛いほど知って

いるにも関わらず、しかし一方では、このように未来への希望を託さざるを得なかったの

である。ここにも、アジテーターとしての社会主義者とは一線を画する、武郎の深いジレ

ンマがある。	 

	 

■相互の未済の貸借を平等と共同の原則のもとで処理する経過措置	 

「大体以上の理由のもとに、私はこの土地の全体を諸君全体に無償で譲渡します。但し正

確に言うと、私の徴収した小作料の中過剰な分をも諸君に返済せねば無償ということがで

きぬのですが、それはこの際勘弁していただくことにしたいと思います。」（同上書）	 

「なおこの土地に住んで居る人の中にも、永く住んでいる人、極めて短い人、勤勉であっ

た人、勤勉であることのできなかった人等の差別がある訳ですが、それらを多少斟酌して、

この際私からお礼をするつもりで居ます。但し、一旦この土地を共有した以上は、かかる
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差別は消滅して、共に平等の立場に立つのだということを覚悟して貰わなければなりませ

ん。」（同上書）	 

「また私に対して負債をして居られる向きもあって、その高は相当の額に達しています。

これは適当の方法を以て必ず皆返済していただかねばなりません。私はそれを諸君全体に

寄附して、向後の費途に充てるよう取計らう積もりでいます。」（同上書）	 

	 

これまでの地主・小作制度の中で蓄積されてきた矛盾や貸借関係を、今後の新たな共産的

農場経営に向けて、どのように処理するのか、その経過措置について述べている。ここに

挙げているのは過度的段階に於ける措置ではあるが、ここでも武郎は、できるだけ目指す

べき原則、すなわち農場構成員の平等な関与を念頭において提案している。ここで武郎は、

これまでに徴収した過剰分、つまり搾取した分については返済するのが当然なのだがあえ

てそれを免除して欲しいと言っているが、既に、大正10年に造成した灌漑溝にかかる費用

に関する銀行の融資分は武郎自身が返済していく予定でいたので、いわば、過去の搾取分

についての埋め合わせとして位置づけていたのではないかと思われる。もっとも、この銀

行返済分は、武郎の自殺によって、結局返済義務が共生農団に転嫁されることになったの

で、武郎の意図からすると画竜点睛を欠くこととなったと言わざるを得ない。いずれにし

ても、武郎の人間性としての律儀さを垣間見せているところである。	 

	 

■民主的な指導体制と透明な意思決定プロセスの保障	 

「つまり今後の諸君のこの土地に於ける生活は、諸君が組織する自由な組合というような

形になると思いますが、その運用には相当の収斂が必要です。それには、従来永年この農

場の差配を担任してきた監督の吉川氏が、諸君の境遇も知悉し、周囲の事情にも明らかな

ことですから、幾年かの間氏を累和わして（固より一組合員の資格を以て）実務に当って

貰うのが一番いいかと私は思っています。」（同上書）	 

「けれどもこれ等巨細に亘った施設に関しては、札幌農科大学経済部に依頼し、具体案を

作成して貰うことになっていますから、それが出来上がった時、諸君がそれを研究して、

適当だと思ったらそれを採用されたなら、少なからず実際の上に便利でしょう。具体案が

出来上がったら、私は全然この農場から手を引くことにします。」（同上書）	 

	 

新たな農場運営組織の制度設計とその運営について、徹底した民主的手続に基づいて行う

べきことを提案している。民主的組織は民主的手続によってしか保障されないことを、武

郎は熟知していたかのようである。新しい組織が、はたして解放された小作人たちによっ

て適切に設立され運営されるかの不安を抱えながらも踏み切ったことであろうし、武郎が

その制度設計案の作成を委嘱した札幌農科大学経済部の教授にして親友であった森本厚吉

もまた、はたして小作人たちが解放された農場を武郎の理念に沿って首尾よく運営できる

か、はなはだ懐疑的だったようである。実際には、農民達は後年、その森本も驚く程見事
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に農団の運営を成就していく訳だが、その背後に吉川銀之丞の苦労があったことも確かな

ことであった。しかし、他の構成員達がその吉川の粉骨砕身をどのように評価していたの

か、多少心もとない後日談が聞こえているのも事実である。だが、それは責められること

ではない。何といっても、希有な歴史的事業を遂行した「狩太共生農団」の数十年がこの

後続いたのだから。	 

	 

■内部における運営哲学の確立と対外的な波及効果への期待	 

「終わりに臨んで諸君の将来が、協力一致と相互扶助との観念によって導かれ、現代の悪

制度の中にあっても、それに動かされないだけの堅固な基礎を作り、諸君の精神と生活と

が、自然に周囲に働いて、周囲の状況をも変化する結果になるようにと祈ります。」（同

上書）	 

	 

これは、有島農場のあったニセコ町におけるまちづくりの根本的理念として称揚されてい

る「相互扶助」が明確に打ち出されている、武郎渾身のマニフェストである。農場経営に

おける根本理念としての相互扶助が、自ずと周囲に敷衍し、その未来に全人類の相互扶助

を夢見たいと言う、武郎の究極の「見果てぬ夢」が語られている。クロポトキン由来の理

想的将来像を見据えながらも、至る道のりの歩み方についてはホイットマンのごとき究極

の自由に基づいて積み重ねていきたい、という武郎の晩年の思想的地平を明確に感じさせ

る実践宣言である。このような、周囲への波及を祈るこの姿勢が、当時の国家権力にとっ

て危険思想でなかった筈がない。『泉』創刊号に掲載されたこの『小作人への告別』が官

憲にマークされていたからであろう、翌大正12年３月から4月にかけて、吉川銀之丞が突然

警察に呼び出され、灌漑溝工事の補助金の件で取り調べを受け、立件されることになった。

高山亮二氏が推論している（『有島武郎のもう一つの死』H7.6）ように、この「補助金騙

取事件」立件が、農場解放によって宣言された武郎のラジカルな社会主義思想への弾圧で

あることは、極めて至当な分析のように思える。	 

	 

農場解放への感謝の念と解放の精神を後代に伝えたいと言う農民たちの要請に応え、武郎

は「農場解放記念碑文」を寄せたが、この内容と表現の殆どは、『小作人への告別』から

引用されている。つまり、この作品が、武郎の思想的営みの 終的なマニフェストであっ

たということである。であったが故に、この「碑文」は官憲の許可を得ることができず、

大正13年に建立された記念碑の碑文は、結局、弟の里見弴による現状のものに差し替えざ

るを得なかった。武郎自身による「農場解放記念碑文」は、武郎の死後、共生農団事務所

内部に掲げられ、現在の有島記念館の も中心的な展示物として、記念館訪問者にその情

熱的な理想を語りかけている。	 
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「この土地を諸君の頭数に分割してお譲りするという意味ではありません。諸君が合同し

てこの土地全體を共有するやうにお願ひするのです。誰れでも少し物を考へる力のある人

ならすぐ分ることだと思ひますが、生産の大本となる自然物即ち空気、水、土の如き類い

のものは、人間全體で使ふべきもので、或はその使用の結果が人間全體の役に立つやう仕

向けられなければならないもので、一個人の利益ばかりのために、個人によって私有され

るべきものではありません。それ故この農場も、諸君全體が共有し、この土地に責任を感

じ、互ひに助け合ってその生産を計るやうにと願ひます。諸君の将来が、協力一致と相互

扶助との観念によって導かれ、現代の不備な制度の中にあっても、それに動かされないだ

けの堅固な基礎を作り、諸君の正しい精神と生活とが、自然に周囲に働いて、周囲の状況

をも変化する結果になるやうにと祈ります。	 

以上は農場主有島武郎氏が大正十一年八月十七日この農場を我等に開放した時の告別の言

葉の一節である。	 

刻して記念とする。」（『農場解放記念碑文』）	 

大正十一年十一月	 狩太共生農團	 

	 

［２．『農場開放顛末』］ 
大正12年３月発行の『帝国大学新聞』に掲載した、これも短い評論である。農場解放の時

点で書いた『小作人への告別』以降の状況を追補し、特に「小作権」と共生農団の組織形

態について、有島武郎がどのように考え、悩みを深めていたか、そして、その中から農場

解放後の展望をどのように描いていたのか、簡潔ではあるが率直に表現している。	 

	 

■再び、農場解放を決意した背景について	 

農場を解放するに至った武郎の内面世界を、『小作人への告別』より具体的に表明してい

る。特に、家族の間に財産問題があることによって家族の人間関係がどのように変質を余

儀なくされるのか、家庭内共同幻想に濃密な影を落とす資本経済の影響を、自身の場合に

引き寄せて論難している。	 

	 

「人は財産があるがために親子の間の愛情は深められるといいますが私はまったく反対だ

と思うのです。本能としての愛で愛し合ってこその愛情が純粋さを保つのであって経済関

係が這入れば這入るほど鎖のようなつながりに親子の間はなるのであるとこう信ぜられる

のであります。私の家庭では毫も父によって圧迫を感じさせられたことはなかったのでし

たが、私自身にとって親子の間に私有財産が存在するということが常に一つの圧迫として

私にはたらいていました。」（『農場開放顛末』）	 

	 

ホイットマンに共感している武郎の心情がまっすぐ吐露されている文章である。このよう

な家族愛を希求し続けたが故に、農場の解放を願いながらも、そのことが家族を悲しませ
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るというジレンマの中で、十数年に亘り農場解放を封印し続けてきた武郎が、では何故、

この時点で解放に踏み切ったのか。武郎は、二つの理由を挙げ、自身の文学と思想に関わ

る抜き差しならない切迫した自身の胸の内を明かす。	 

	 

「私が自分自身の為仕事を見出したということもこの抛棄の決心を固めさせてくれました。

文学というところに落ち着くことが出来た。それでその自分の為仕事を妨げようとするも

のはすべてかいやりたくなってしまったのです。」（同上書）	 

「それからもう一つは農民の状態をみるとどうしてもこのままにしておけない、このこと

も強く自分に迫って参ったのでした。」（同上書）	 

「狩太農場を開放するに至りました動機、それをたずねてみましたら先ず以上のようなも

のであります。」（同上書）	 

	 

家族の中に不労所得の源泉である農場を抱えることで、資本主義に侵された共同幻想が家

族の人間関係に悪影響を及ぼすことに苦しみ続けてきた武郎は、譲ることの出来ない「自

己否定」の貫徹こそが、苦境に陥っていた自身の文学上の隘路を打開する必要不可欠の策

であったこと、そして、自身の良心を苛み続けてきた小作人の窮状を解消する途であった

ことを、祈るような気持ちで追い求めたようすが、切々と伝わってくる。この断行が、彼

ののっぴきならない期待に対してどのような結果作用をもたらしたのか、それはまた別の

機会に読み込んでみたい。	 

	 

■「小作権（小作株）」を残した共生農団に託した想い	 

小作人は、所持する「小作権」を売買しながら農場を転々と移る。その過程で土地そのも

のを購入できて自作農に転ずるものもいれば、逆に、「小作権」の目減りや喪失を経て、

より零落した状態に身を落としていく農民もいた。武郎の農場でも、小作権の売買によっ

て小作人の転入出は行われていたが、その実態は武郎の心をいつも悩ませていた。	 

	 

「二十四五年たちました今は七十戸ほどに増していますがその内で障子をたてたりして幾

分でも住居らしくなった家は、小作をしながら小金をためて他の小作へ金を貸したりした

人のもので、農業ばかりしていた小作人の家はいつまでたっても草葦の掘建て小屋なので

あります。この農場の小作人の出入りは随分激しく 初からの人はなく始めて七年後に入

ったのが一人あります。併し他と比べて私の農場は変わらない方なのです。」（同上書）	 

「私は明治二十七八年頃から小作人の生活をみていますが実に悲惨なものでありまして、

そのため私の農場の附近は現在小作権というものに殆ど値がつかないのであります。」	 

	 

小作人の世界の中でも、資本主義経済システムの再生産が行われ、プチブルジョアジーの

輩出源になっていることが説明されている。有島農場の場合、その活性化度合いが他の農
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場より少ないということであり、それは、農業生産にのみ従事する小作人の割合が多かっ

たことを意味し、その分、貧しく、小作権の売買も小作人に都合良い方向には活性化しな

かったのだろう。しかし反面、あるいは、農場解放後は共生農団内部の定着度の高さにも

つながったのかもしれない。これは、想定仮説である。	 

	 

小作権というのは、所有権ではなく、一種の「使用権」のようなものと思うが、この小作

権の額的多寡は、そのままある意味で小作人内部の貧富の差を導くことになるので、武郎

はこの小作権をどうにかして解消させたいと思ったようである。しかし、森本厚吉から出

てきた農団の組織案の中には、小作権が温存されていた。この点については、おそらく議

論もなされたのであろうが、結局「小作権」は残された。そのことについての武郎の考え

方は、いかにも彼らしいものである。	 

	 

「今度出てきた施行案は土地は皆のものであるとして小作株というのを持たしてあるので、

そのため公有になっても実際の状態は私有制度だといわれるのであります。忠告してくれ

る人はその小作株は一応買取ってしまってそれの転売をも防ぎ利益配当の不平等もなくす

るように―そして名実ともに公有にせよといってくれるのであります。土地の利益と持株

の利益とを別にしてしまうことも必要と思っていますが、兎も角十分に案に付き練りまし

た上で、農団の総会に提出したいと考えているのです。農民自身が自身をトレインするも

のでもっと自由な共産的規約に致してきたく思っています。今迄に例がないのでクリエイ

トするより仕方ありません。この農場は共産農園と名付けることを望んだのでしたが共生

農園という名になりました。」（同上書）	 

	 

武郎は、社会主義的組織そのものの意義に、幻想を持っていなかった。その組織がどれ程

理想的に見える仕組みを採っていても、いつかその形式の固陋化に侵される権力的弊害が

生まれると認識していた。だから、組織形態の完成度には拘らずに、むしろ、あえて不完

全性や課題を抱え込みながら、その改善とさらなる改良に向けた永続的な変革、そのため

の自由な「自己否定」的取組み自体を重視した。「小作株」についても、すんなり解消で

きるなら解決しておきたいと思ったには違いないだろうが、それは断念して、将来のトレ

インやクリエイトの対象としたのかもしれない。「小作株」を解消することで、私有制度

否定の姿にいっそう近づくことについても、それを望むと同時に、「小作株」の解消自体

を望み続ける権利所有者自らが「自己否定」するトレイン課題として逆に残すよう、武郎

はあえてどこかで妥協もしくは戦術的に仕込んだのかもしれない。これは、憶測に過ぎな

い。しかし、実際に、共生農団が設立する段階で、小作人たちの数名はこの未来イメージ

を共有できずにこの農場を去ったのであり、農団設立後も様々な形で去った農民もいたの

であろう。逆に言えば、残った農民は、共生農団の未来に自分の将来を重ねた人々であり、

武郎のトレイン戦略は一定程度実を結んだとも評価できるのである。共生農団が、第二次
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世界大戦後の農地解放政策によってGHQから解散が指示されるまで維持されたことは、農団

構成員の様々な努力の賜物であるが、武郎の読みの深さや戦略性についても、改めて評価

の物差しを当てる必要があるだろう。	 

	 

■共生農団に永続的な自己否定を託した武郎の想い	 

この小文を、武郎は、彼自身の思想的深淵を表出する内容で結んでいる。	 

	 

「私はこの共生農園の将来を決して楽観していない。それが四分八裂して遂に再び資本家

の掌中に入ることは残念だが観念している。・・・（略）・・・私の農園は予備知識のな

い人々の集まりで而も狼の如き資本家の中に存在するのであります。併し現在の状態では

共産的精神は周囲がそうでない場合にその実行が結局不可能で自滅せねばならない、かく

完全なプランの下でも駄目なものだーこの一つのプルーフを得るだけで私は満足するもの

でこの将来がどうあるかということはエッセンシャルなこととは思っていないものであり

ます。」（同上書）	 

	 

武郎の、ある意味で諦念とも言える想いのなかに込めたこの密やかな期待を、どのように

受け止めたら良いのだろうか。	 

先の引用でも触れたように、先ず一つの意味合いとしては、単独の社会主義的コミュニテ

ィ建設の試みは、それ自体が完璧を目指したところで、コミュニティの持続性を保障しは

しない、ということである。「将来像」という言葉で言い替えるとしたら、将来像とは、

静的な理想的姿ではなく、常に革新され更新される自己否定的な永続的反逆の動的エネル

ギーを指すものだ、ということだろう。コンテンツ、ではなく、コンテキストに近い。こ

の姿勢は、限りなくラジカルであり、自らに不完全性を宿命付け、安住できる楽園もなけ

れば物象化された理想郷のイメージも拒むものである。日々の自己否定とその本質的な囚

われの無さに保障された全くの自由そのものである。まさに、ホイットマンのローファー

の境地である。無政府主義にもとづく理想社会の姿を追い求めたクロポトキンに倣いなが

らも、すでにその射程距離を超えて、理想とする自由な生き方を導く逃げ水の如き道標を

見定めつつ生きていく覚悟を定めた武郎の幻姿を見ることができる。然らば、実際に共生

農団の歩みはどうだったのか。武郎の想い入れと想定を、如何なる方向性と内容によって

報いたのか。これは、現在の有島謝恩会の姿につながるup	 to	 date	 な問題なので、別のノ

ートとしたい。	 

	 

［３．『私有農場から共産農場へ』］ 
『解放』の大正12年３月号に掲載されたインタビュー記事である。同時期に発表された『農

場開放顛末』とほぼ同じ論点について述べられているが、重複を厭わず、その内の一つだ

け核心的なフレーズを引用しておく。	 
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「資本主義政府の下で、縦令ば一箇所や二箇所で共産組織をしたところで、それは直ぐ資

本家に喰ひ入られ終ふか、又は私が寄附した土地をその人達が売ったりして、幾人かのプ

チブルジョアが多くなる位の結果になりはしないか。結極、私のやることが無駄になりは

しないか。といふやうな反対意見があったのです。然し、私は私のやったことが画餅に帰

するほど、現代の資本主義組織が何の程度まで頑固なものであるか、何の程度まで悪い結

果を生むものであるか、そればかりではなく、折角私が無償で土地を寄附しても、それで

すら尚農民達は幸福になれないのだといふことが、人々にはっきり分って良いのでじゃな

いかと思ふのです。私は、その試練になるだけででも満足です。」（『私有農場から共産

農場へ』）	 

	 

多少ニュアンスの異なることを述べている部分として、「折角私が無償で土地を寄附して

も、それですら尚農民達は幸福になれないのだといふことが、人々にはっきり分って良い

のでじゃないかと思ふのです。」という吐露がある。マスコミや世間話のレベルでは、有

島の農場解放も、せいぜい一種の「善行」として捉えられ、その限りで社会的には歓迎さ

れもしている。しかし、そのような理解は問題の本質的な解決に結びつくものではないこ

とを社会に理解してもらいたい、この農場解放が、本質的な解決に至る途について真剣に

考えトライする機会となって欲しいと言う有島の思想的、運動論的考え方が提示されてい

る。つまり、農場解放というのは、彼のそうした生き方そのものの可視化であって、農場

解放自体が永遠の反逆、永遠の自己否定の、単なるひとつのステップに過ぎないことを表

明しているのである。これで終わることではない、始まりのほんの一歩としての生き方を

示したに過ぎない。「たかが、されど」の生き方を率直に示した、ということであろう。	 

	 

［４．『農村問題の帰結』］ 
『青年』大正12年4月号に掲載された小文である。それまでの小文でも述べてきた農場解放

の理由について、少し踏み込んだ視点を提供しているので、確認しておこう。	 

	 

「・・（略）・・今に地主と小作人との間が崩潰する時が来るだろうと云う事だけは云へ

る思ひます。」（『農村問題の帰結』）	 

「百姓が貧乏する、地価が低落する、従って資本のない小地主は次第に倒れていきます。

小地主は小作人と大地主の間で安全弁のやうな役をしているのでありますが、小地主が倒

れて大地主対小作人のもんだいになると、資本家対労働者と同じやうに利害関係で折衝す

るやうになります。其処で何うしても崩潰をまぬがれない事になります。」（同上書）	 

「國有でも社会有でも良い兎も角土地が私有でなくなるのが大切なことだと思います。」

（同上書）	 
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農場の共同所有を条件に無償開放しても、農民はいずれ自作農に転じていくのではないか、

との批判が周囲からあったが、武郎自身はそうであってもよいのだ、と達観的な見通しに

立っていたことが『私有農場から共産農場へ』の中に述べられていた。この『農村問題の

帰結』では、そのパースペクティブの射程距離を更に延ばして、それは、結極のところ、

小作農が一時自作農になっても大地主と小作農の極限的な関係性に落ち込んでいかざるを

得ず、プチブルジョアに成り損ねる小作農は、結極のところ労働者同様第四階級の担い手

として、私有農場を止揚して共産農場にしていくことが歴史的に避けられない筈だ、と確

信のほどを示している。そして、その歴史的必然性を学び、途中段階における甘い幻想に

惑わされないようにすべきだ、と警告し、その担い手として農村青年に期待を寄せている。	 

	 

「それでは現在の社会制度のもとで、何うすれば農民が救はれるか、私は農村の青年が他

から騙されないやうに自分自身で自分の救済法を講ずるより道はないと思ひます。」（同

上書）	 

	 

頼るべきは、第四階級以外の指導者でもなく、何等かの融和的な制度や組織でもなく、

後は自分で自分を律する孤独で自由な闘いを志向しながら、その上で互いに結びつけば良

い、と、メッセージを送っている。この「自分の救済法」は、自ら獲得する自由によって

のみ実現可能であることも言外に含んでいるが、そのことについては、次の『狩太農場の

解放』のなかで少しく触れたい。	 

	 

［５．『狩太農場の解放』］ 
大正12年5月、『小樽新聞』に寄せた小文である。これまで発表された関連小文と比べ、い

くつかの点でさらに踏み込んだ考えを表明している。一つは農場解放の理由である自身の

文学創作上の情況であり、もう一つは、小作農に託す自由獲得と克己の激励である。	 

	 

「夫れで私自身が何等労働するの結果でもなく小作人から労働の結果を搾取する事は私の

良心をどうしても満足せしめる事が出来なかった。で其の結果は私の文芸上の作品を大変

に汚す事になり自己矛盾に陥って苦しんで来たのである。そこで私は私の土地を小作人達

に興へたもので私としては、土地解放に依って永らく悩まされて居た実際生活と思想との

不調和より来る大煩悶から逃れたもので、晴晴しい心地に今日なり得たのは全く土地解放

の結果です。」（『狩太農場の解放』）	 

	 

農地所有が、彼の良心と思想だけでなく、文学創造の上でもいかに自己矛盾を苛む要因だ

ったのか、率直に語っている。彼の作品上でその痕跡を具体的に辿ってみる事は今後の課

題にするとして、例えば『カインの末裔』『親子』等の作品は、彼自身の良心と精神を苛

んだ農場所有と言う自己矛盾意識がなければ生まれなかったであろう事を考えると、作者
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とは別の位相から、一読者としても複雑な想いに囚われてしまう。この問題は、非常に奥

の深いことだと思うので、機会を改めて作品を読み込み考えてみたい。ただ、いずれにし

ても、農場所有という、彼個人に留まらない家族全体にとっての抜き差しならない状況が、

彼の思想と文学と生き方そのものを決定的に規定し左右してきたものである事は間違いが

ないだろう。であるからこそ、農場解放は、彼にとって、文学創作上の悩みを根底から解

消する為の起死回生の策として目論まれたものである事は間違いない。我々としては、そ

の問題意識の多面的なそしてラジカルな意義を心の奥深いところで感動の念を持って受け

止めるのであるが、同時に、文学者有島武郎と農場所有という、恐らく本人も扱いかねた

ほど大きく重いテーマの存在に、改めて真正面から向き合う必要があるように思われてく

る。それは、武郎や自分や多くの和人にとっての北海道、という歴史的原罪とも言うべき、

とてつもなく深いテーマに向き合う事をも迫り続けている、という認識を意味している。

そこに求められるのは、まだまだゴールの影すら見えない永遠の「自己否定」の積み重ね

であるのかもしれない。そして、それを可能にするのは、武郎の言う「自由の獲得」であ

ろう。	 

	 

「 近勃興せる水平社運動の標語の中に『与へられる自由はない』と言ふのがある。私は

其の通りだと思ふ。■も痛切なる自覚せる結果に依って獲得したる制度なり習慣なり権利

でなくては真に獲得者が之を我物として活用する事は不可能である。」（同上書）	 

	 

武郎が永続的な反逆を主張するその根幹にあるのは、制度面からのイデオロギーとしてで

はなく、「自由」そのものであり、「自由」は、たとえその保障を趣旨とするものであっ

ても制度化されることによって劣化は避けられないものである、という認識である。ホイ

ットマンのローファーに限りない愛着と共感を寄せ続けたのは、それが「自由」のかくの

ごとき実現の難しさを慰め、その可能性を一人一人の生き方の中にこそ見出す事ができる

という確実な実例であり、可視化された芸術的真実の一つであるからだろう。武郎にとっ

て、農場の解放は、ローファーを目指す道標の一つに過ぎなかったとも言える。しかし、

その道標一つにしても、そこを過ぎ超えて歩み続ける事が、いかに深い悩みと周囲の無理

解と自身の創造の苦悶を伴う事であったか。本人もそうかもしれないが、読者たる我々に

とっても、日常の中では背負いきれないほどの重い課題として迫ってくる。とは言え、武

郎は、そこに、手が届きそうな明るい灯明をそっと置いてくれている。それは、読者に向

けた、武郎特有の優しさなのかもしれないが、「共に歩んで欲しい」という、切なるメッ

セージなのかもしれない。それは、「自分の良心を満足せしむる」ということである。こ

の小文は、次のように結ばれている。	 
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「私は結局自分の行った土地解放が如何なる結果になるか分らない。只自分の土地解放は

決して自ら尊敬されたり仁人を気取る為の行動ではなく自分の良心を満足せしむる為めの

已むを得ない一の出来事であった事を了解して欲しいと思ふ。」（同上書）	 

	 

［６．『農民文化といふこと』］ 
『文化生活の基礎』（大正12年6月）に掲載された小文である。農場解放後、発言を求めら

れた一連の機会に寄せたものであろうけれど、その機会を重ねるごとに、武郎の主張はよ

り簡潔に、より鮮明に、よりラジカルに深められているように思える。この小文では、私

有財産制度を滅する過程で農民自らが自由を獲得しない限り、農民の文化というのはあり

得ない、と断じている。武郎が解放した狩太農場のその後の展望に向けた、率直なメッセ

ージと言うべきである。	 

	 

「ではこの私有財産制度から、如何にして解放せらるべきかと云うことが問題であります

が、これは先ず私達が機械化された生活から自由を回復しなくてはなりませぬ。・・（略）・・

けれども兎に角今日の私有制度を滅さねばならぬという云ふこと丈は云ひ得ると思ひま

す。」（『農民文化といふこと』）	 

	 

武郎が、自らの所論を必ず自身の立ち位置を考えながら展開している事は、この小文にお

いても明らかである。特に、小作人の解放に結びつく農場解放において、その後の文字ど

おりの全的解放に向けていかに自由が大切であるかを説く武郎は、自由を自らの力で奪い

取る事を農民に勧めている。と同時に、彼等の主体的な行動に対して、第三階級である自

分自身がいかに連携できるか、ということについても基本的な方向性を示している点で、

この小文は大きな意義を有している。この『農民文化といふこと』以降、武郎は農場解放

に触れる文章を公にしていない。しかし、『農民文化といふこと』において小作農の解放

に向けた未来のプログラムイメージとして、階級意識をより鮮明にする事になるだろうと

いう見通しに沿って受け止めると、『両階級の関係に対する私の考』（t12.6）、『行詰れ

るブルジョア』（T12.7）、『唯物史観と文学』（T12.7）など、自死の直前まで、武郎は

自らのラジカルな思想について表明し続けるのである。	 

	 

「例え漸進主義的方法を採用するにしても、恩情的に文化を或は自由を与えようとするや

うなことなく自由を持たざる人が自己に目醒めて、進んで自由を掴得したいと頭を擡げて

来た時に、その気勢を看取して、それに充分の力を添へてやると云ふ方法を採ることが大

切であると思ひます。」（同上書）	 

	 

※これは、2014年7月27日、FBに投稿した「有島読書ノート５」である。	 


