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第４0回読書会のまとめ 
『動かぬ時計』                           2021年8月28日 

読書会参加者６名+リモート参加１名+感想文のみ参加１名 

感想文提出７名 

 

 

【時計】 

 映像では小道具が作品の主題や登場人物の心理を表す手段として使われる、という発言がありま

した。有島のこの作品では、時計が王政国家滅亡を表す隠喩となっているという指摘が続きます。

R 教授が書斎に動かぬ時計を飾ったことは彼の行く末を暗示しているし、作品の始めと終わりにこ

の時計が出て来ることで物語全体の展開を示す暗喩になっているという感想も出ました。 

 時計からの連想で、『モモ』（ミヒャエル・エンデ）の時間泥棒の話もありました。時間泥棒は時

の管理をしているのです。時計にはいろんな種類がありますが、音楽時計、鳩時計、からくり時計

などはお馴染みでしょう。でも、鳩や人形が出て来るのを待つのも時に管理された行動だという意

見には成る程の思いでした。 

 時計がこの物語の鍵になっているという意見に対して、時計を使ったもっと複雑なレトリックが

ありそうだとの意見がありました。時計というシンボルが何を言おうとしているのかをもっと突っ

込んでいくと面白いのではないか。一例として、R 教授は動かない時計の針を見て今にも動きそう

だと期待してしまう。これを逆から見ると、時計は R教授に針が動くことを期待させるにも拘わら

ずわざと動こうとしない。つまり、R教授は時計に支配されているというわけです。 

 時計の意思が現れていてびっくりしたという感想もありました。それまで「動かなかった」とあ

ったのに、作品最後の一文では「動く事をしなかった」とあるからです。この感想に対しては、一

つのフレーズの違いだが時計の意思が読み取れるとか、この作品の中で時計の意思は大きな要素を

占める気がするとか、着眼点がよいなどの感想がありました。 

【赤い服の妖精】 

 赤い服の妖精が現れる言い伝えがあるらしいのです。本当かどうか分かりません。姿を変えて現

れては富と地位に溺れる君主達に忠告を与え続けたそうです。マリー・アントワネットもフランス

革命前夜に遭ったし、その他にもルイ 14 世の母親やナポレオンも遭っているとか。この妖精は女

性とは限らないのですが、自身の良心の声から出て来るということでした。 

C 博士は赤い服の妖精であったという意見が出ました。R 教授は、貪欲を正当化しようとする心

と本来持っていた良心の声との葛藤に苦しみます。たまりかねたのか C 博士の姿になって R教授の

前に現れたのですから、C 博士（という脅威）を生み出したのは R 教授ということになります。折

角忠告を与えに来たのに R教授は聞き入れることなく転落していきます。これはまた違う作品にな

りそうな面白い話です。 

【史実】 

 この作品には元ネタがあるのではと考えた参加者は一つの事実にたどり着きました。1911～12
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年に起こった天皇機関説論争です。天皇主権説を唱えた東京帝大の穂積八束教授（R 教授）とその

弟子の上杉慎吉教授（B 助教授）。対する相手は美濃部達吉教授（C 博士）です。その３人がモデル

だと推測しました。勿論物語は事実経過とは異なっていますが、探し出す執念を感じました。 

 別の推測もありました。岩野泡鳴と有島の論争です。刹那主義評論や日本主義で有名な泡鳴は伝

統を重んじます。一方の有島は自然主義派でした。作品では留学中に出合ったある学説が良いと思

ったものの日本的伝統と合わないと判断して、自分の気持ちを抑えて伝統に沿ったものを研究し輸

入しました。この筋書が泡鳴に対する批判になっていると考えたそうです。別の参加者も同じよう

なことを考えました。特に「伝統」と「個人主義」と「愛」に対する考え方に違いがあり、「伝統」

以前に「個人」だと主張する有島は、この作品を泡鳴に宛てたメッセージとして反論を試みたとい

うことでした。 

【切り口】 

 作品は５つの切り口でできているという感想がありました。その切り口を基にして別資料として

表も作成してありました。その５つとは、時計、老い、家族、C 博士、学説と保身のそれぞれを巡

る闘いというものです。それに加えて時代という視点を入れると、時計が持つ象徴としての意味が

現れてくるかもしれないという意見が出ました。つまり、この（国家主義という）時代にはもう戻

らないだろうと考える有島の意図が見えてくるのではとの指摘でした。 

【投影された有島自身】 

 登場人物と作者有島の関係ではいくつも意見が出ました。おのれはおのれでありたいという想い

を主人公に託したのではないか。C 博士は有島ではないか。いや、R教授、C 博士、B 助教授の３人

それぞれが有島の分身ではないか。 

また、作品全体に自分を重ねているように思うという意見もありました。作品に対する文壇の評

価、作品づくりへの行き詰まりに対する恐怖、自分の生き方や作品への批判者の登場、家庭生活で

体験した苛立ちの感情などが作品と有島の実生活とで重なっているというのですが、正にその通り

ですね。 

有島は R教授であり、C 博士である、と考えた参加者がいました。第二階級の形骸である「時計」

を R教授は引き取っており、その史的遺産を自分のものにしようとした第三階級を体現した象徴的

存在。そして C 博士もまた、第三階級でしかあり得ない自分を自己否定する有島自身を仮託してい

ると考えて、有島は R教授であり C 博士でもあるとなったそうです。 

つまり否定する自己と否定される自己という二重の自己が二人の人物に割り振られているので

す。実際の有島は、自分の中に否定する自己と否定される自己をもっているのですが、換言すれば、

自分の中に第三階級を否定する自己と否定される第三階級である自分が存在しているというわけ

です。これは結構分かりやすい構図でした。 

【家族、家庭】 

 家族にも階級に対する有島の考え方や悩みが投影されているようです。R 教授の妻の場合、革命

で打倒された第二階級の暗喩である時計と妻は同期されているが、R 教授にはその自覚がないとあ

る参加者は言います。妻は、R 教授と国家権力を一体化させる媒介としての存在であるが、その妻
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への苛立ちの意味を自覚することを R教授は無意識に拒否しているとも。 

 また、３人の子供を含めた家族を巡ってはいろいろなことが書かれていますが、R 教授に仮託さ

れた第三階級の本質部分を垣間見せた描写になっているという指摘がありました。 

【作家の根っこ】 

 作家と言えども、自分の意識を分割して別々の作品を書けるだろうかという疑問が出されました。

自分の意識は全てを通して共通するものではないかというのです。ジャンルは違いますが、例えば

映画監督の黒澤明の作品でも根っこの部分を探ってみると共通するものがあるのではないか。有島

の場合、共通するものは「自分は何者か？」という深いテーマで、妻との愛や階級の問題などいく

つもの切り口でそのテーマを考え続けたと思うという意見が披露されました。 

【作品の評価】 

 この作品を発表した時の世間の反応は芳しいものではなかったという情報も出されましたが、実

は有島自身も「失敗したんじゃないのか」と言っていたそうです。 

 参加者の間では、作品の最後に「物うげな眼を開いて…置時計を見た」とあるが行間に疲労感が

滲む作品だとか、有島らしくない歯切れの悪さがある、読みづらかった、読んでいてきつかった、

面白くなかったなどの読後感が出ました。その一方で、面白かった、言葉を上手に使って劇的な効

果を出しているなどの肯定的な評価もありました。 

【最後に】 

 折角感想文を出していただいたのですが、時間の制約や進行の拙さもあって読めなかったものが

ありました。申し訳ない気持ちでおりますが、各人が持ち帰って自分なりに読んでみるということ

になりました。このこともあって、次回からは読書会の進め方がまた変わりそうです。 

（文責：井上剛） 

 

 

※参加者：磯野浩昭、磯野美和、井上剛、梅田滋、高木直良、藤波ひとみ（五十音順） 

※感想文のみ参加：玉田茂喜 

※以下感想文の掲載順は、概ね当日の発表順です。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Message 
Ish. 

 
 
いつもサラッと読もうと思うが、敵（有島）はそうはさせない、難解でレトリックが趣味の作家は、

本質が中々見えずらい。頭の中、もしくは腹の中へ入れて反芻して、自分なりの答えを導き出そう

と、あえげばあえぐほど敵の術中にはまっている。ここは、素材の味を活かし軽く塩と胡椒で軽く

炙って様子を見ようと思う。あまり深く考えずに、素直に感じた事を筆？に託す。もしかしたら、

これは、誰かへの、メッセージ、応答文ではないか？誰に宛てたメッセージなのか？冒頭に、いき

なりマリーアントワネットの時計とある。権力の象徴？結局、時計は動かない。やはり気の利いた

ソースでもかけなければ、美味しく読めそうにない。有島が良く通ったであろう三笠ホテル、そう

フレンチでいこう。 
国家学の泰斗として活躍したＲ教授と、Ｒの後継者であるＢ助教授が共同で執筆した論文が、若手

のＣ博士に反駁
はんばく

され、ついにはＲが完敗を認めるまでの小景を描いた作品である。ありきたりの、

本の帯では、確かにその通りなんだけれど。思うに、Ⅽは有島ではないか？だと推測すれば、R 教
授に宛てたものか。それは誰なのか？これはここは懐⽯で⽇本伝統料理で⾏くとすっきりした。 

 
おそらくこの様なことであると思う。同時代に⽣きた、⾃然主義⽂学者の泡鳴と理想主義的作⾵の
⽩樺派に属した有島は、事あるごとに、議論の芽をぶつけていた。直接ではないかもしれないが。
特に「伝統」と個⼈主義に対する考え⽅が（もしかすると愛も）、受け⼊れざる者だったのではな
いか？そのことから考えれば、おそらく「動かぬ時計」は岩野泡鳴⽒に宛てたメッセージであると
思われる。⼩説というメデイアを使い、有島は泡鳴へ反論している。 
 
泡鳴 ＞ 有島君。「伝統」に拘束されているのではないか「⾃⼰」とか「個性」というものは。 
有島 ＞ いやいや泡鳴殿、⼈はいつか死ぬ。伝統というものは、⼈の死によって⼊れ替わる。普

遍的な物ではない。いわば「⽣」の新陳代謝がなければ、伝統は⽣まれない。 
 
Ｒは⾃分の書斎に、元々「マリー・アントワネットの寝殿」にあってフランス⾰命時に「ギロティ

ンの斧の刃が」「皇后の頸
くび

に、情け容赦もなく加へられた頃から」動かなくなったとある、いわく
つきの時計を⼤切に飾り、その時計の再動を願っている。それは王政の復活、つまりは⾃分の学問

的権威の復活を 象徴的に願っているに等しい。しかしながら、⼩説最後の「ダマスクの⼔⾸
あいくち

を思
はせる精銅の指針は凝 然

ぎょうぜん
として 動く事をしなかつた」という⽂⾔が暗⽰する通り、Ｒの復活はあ

りえない。〈学問〉の更新に対して、〈⽣〉の時間はどこかで脱落していく。 
 
他⼈を⾃分に同調させようなどと望むのは、そもそも⾺⿅げた話だよ。 
                                 - ゲーテ -  
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kanK note 有島 17より Zoom予定 
Kik. 

 

 

 葛藤は奈辺にありや 有島武郎は自身の生い立ちや環境、様々な体験、出逢いと別れの感懐をに

じませて、自身の内面・心理を深く見つめ、人間と社会の不条理を文学作品に表現しています。主

人公に託すのは「おのれは、おのれでありたい」との想いでしょうか。今回の課題「動かぬ時計」

では、取り巻く社会環境との葛藤が浮かび上がり、一筋の波光となって宇宙に投影されているよう

に見えてきます。 
 骨董置時計の仕掛け 作品の表題に潜ませたのは、人間心理と社会心理の綾でしょうか。有島は

欧米留学の際に知った、こわれて骨董品となっている「マリーアントワネットの置時計」から着想

し、構想を練っていたのでしょうか、定かではありませんが。 
 映像表現では、いろいろな小道具を作品の主題や登場人物の心理を表す手段として、使います。

この小説では王政国家滅亡を表す隠喩として、この置時計が存在感を発揮しました。 
言うまでもなくフランス革命で王政は崩壊し、美貌をうたわれた王妃もギロチンの露となりまし

た。華麗で奢侈な装飾がなされた置時計と国家の命運とが二重写しになります。 

 国家学の光と影 小説の主人公 R 教授は国家学者です。小説は 1917年（大正７）に発表されま

すが、当時の日本の政情はシベリア出兵に米騒動に象徴される専制的富国強兵政治と大正デモクラ

シーがせめぎあっていました。Ｒ教授はヨーロッパ留学で国家学を学び、日本に導入してその分野

での第 1 人者となりました。当時の統治機構を支える学説として社会的な評価を得るに至っている

との設定です。 
 作者の有島はＲ教授の人物像に何を託そうとしたのでしょうか。物語では、R 教授に真っ向から

対峙する若手のＣ博士が登場して、論争を挑みます。 
～内閣が議会の協賛を経ないで専攻したある外交上の処置に対して、やかましい世評が勃発した

のを、R 教授が学理の上から婉曲に内閣を弁護した、その内容を C 博士が批判～ 

ここから、R 教授の内面が複雑に描き出されます。順風満帆とも言えない家庭状況と相俟って、

C博士の論調に共感もあるものの、思考は様々に行きつ戻りつします。 
  ～もし変節すれば、（中略）擁護しなければならない国家の安全発達を阻止する結果に陥るのを如

何しよう～ 

Ｒ教授は C博士を打ち据えよう、との考えに至ります。しかし、 
～結局はＣ博士の反駁に同感し、屈服しないではいられないことを認めた。（中略） 

打ちくだかれたように眼を閉じて有罪の宣告でも受ける前のように～ 

もう一度振り返って書斎にあるマリーアントワネットの置時計見る。「～精鋼の指針は凝然とし

て動くことはしなかった」との描写して、幕を閉じます。 

 社会環境との摩擦疲労  
 自分自身であろうとする意思と、取り巻く社会環境の圧迫感。精神心理を超える二律背反の社会
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心理を、置時計というモチーフから巧みな構成で書きあげた力量はさすがですが、執筆はスムーズ

に進んだのか。クロポトキンの無政府主義に共鳴し、農場解放をやってのけた有島武郎でありなが

ら、なお行間に疲労感がにじむ作品に、却って共感を覚えました。（Ｅ） 
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動かぬ時計 読後感 
Tan. 

  
 
学会でも確固たる地位と権威を確立し、政界にもその学説が重用されるまでになった老教授 R

（と言っても子供たちの年齢から推定 50 代？）の社会的成功者と見える。しかし、若手の学者 C
から批判を正面から受け、私的には家族の振舞いへの不快感、自らの健康面で不安の種が急に膨ら

んできた心理状態が描かれている。 
象牙の塔ならぬ象牙の部屋での数時間の物思い、夫人とのやり取りが展開され、読者は暗い気分

に引きずり込まれる。そんな気持ちを少し、前向きにさせるのが全く時を刻むことのない、12 時

の数分前で止まっている時計が目の前で再び動き出す、きっとそうだと確信するようになる。しか

し、そんな奇跡は起ころうはずもない。 
この作品ではごく一般的な庶民の思いではなく、世間的には非の打ちどころのない確固たる地位

を築いた人物の思いを解剖して見せている。しかし、その晩年に本人自身が認めている権力へのす

り寄り的論拠が学問的に崩されそうになっているという設定である。 
「末子の中学生だけが…下らない袖珍形の書物に読みふけっている」「むら気で我儘な妻」「鉛の

ように冷ややかに鈍い彼の家庭の空気」「生活の失敗」「自分の思考力が何となく衰えて昔のやうに

きびきび動いてくれない」「やきやきと胸に突き上げてくる不安」 
「R 教授の上に学徒としての恐ろしい試練がきた」「幾千年かに亙る伝統的精神が最後の勝利を

占めた」「その学説が本国の伝承した長い伝統と、その当時の政治的勢力の意向とには全然駢馳し

えないものであることに気がついた」「歴史を超越しては一つの考察ですら可能でありえない」「学

者的良心の要求か。一身上の要求か。」「なぜなら国家と彼の学説と彼とは異体同心。…彼は固より

自分の学説の弱点が何所にあるかを一番よく知っていた。」「もし変説すれば、彼の良心の全部が彼

に与える絶対命令として擁護しなければならない国家の安全発達を阻止する結果に陥るのを如何

しよう。」「こんな風に考えてくると、彼は自分の学説を何処までも立て通さなければならないと固

く決心するのだった。」 
「スタイン博士」が気になり、実在の「ローレンツ・フォン・シュタイン（Lorenz von Stein、1815
年 11月 18日 - 1890年 9月 23日）は、ドイツの法学者・思想家。」のことだと確信した。すると

R も B も C も実在の人物であり、実在の「学説論争」があったのではと探ってみた。…ちょうど

明治末期から大正元年の 1911 年から 1912 年にわたる２年あまり続いた「天皇機関説」論争があ

った。大日本帝国憲法の解釈は、当初、東京帝国大学教授・穂積八束らによる天皇主権説が支配的

で、藩閥政治家による専制的な支配構造（いわゆる超然内閣）を理論の面から支えた。しかし、穂

積の弟子である東京帝大の 上杉慎吉 と美濃部との間で論争が起こる。 
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「甦る上杉慎吉」 

歴史から抹殺された一人の思想家、憲法学者の上杉慎吉。1878 年に生まれ、東大教授として憲

法第一講座を担当する。それを追いかけるようにして憲法第二講座担当教授に就いたのは、五歳年

上で一高出身のエリート、美濃部達吉だった。両者は美濃部の天皇機関説をめぐって 1910年代前

半に「天皇機関説論争」で激突する。結果は「天皇すなわち国家」（天皇主権説）と主張した上杉

の敗北だった。上杉はドン・キホーテ、片や美濃部は立憲主義のヒーロー。しかし上杉が 1929年
に没した後、美濃部は「上杉的なるもの」によって復讐される。「天皇機関説事件」だ。終戦とと

もに滅んだかに見えた、その「上杉的なるもの」は、日本と世界が激変する狭間で、再び目を覚ま

そうとしている――！  
…しかし当時は、学界で権勢をふるった恩師・穂積八束教授の後継者となった上杉のほうが実力

者でした。上杉が憲法第一講座の教授で、上杉より５歳年上の美濃部が憲法第二講座の教授となっ

たのは、上杉の就任後 10 年が経っていました。原田さんが本書で書くように、現代の認識とは正

反対で、上杉こそ「正統派」、美濃部は「挑戦者」だったのです。 

 
「かくのごとく内閣は立憲治下の臣民が当然保有すべき名誉と権利を毀損せり。而してＲ教授の

学説の根底をなす思想は、この不名誉なる内閣の行動を弁護し盡して更に遺漏あるを見ず。立憲治

下にありてかくの如き学説が如何なる価値を有するかは、識者を待たずして明らかにし知るべきを

うべきものなり」 
しかし、新進の有島武郎研究者の荒木雄太氏の読み方はこうだ。 

――著: 荒木優太『有島武郎―地人論の最果てへ』「第 3章 愛と伝統主義」 
泡鳴に応答する——有島武郎『動かぬ時計』の「伝統」の問題 

大正七（1918）年一月、『中央公論』に発表された有島武郎の短篇小説『動かぬ時計』は同時代

評は芳しくなく、研究者からもほぼ論及されることのない有島のマイナーなテクストにとどまって

いる。しかし、小説に先行する有島の評論文を参照してみたとき、そこには明治四三年と大正六年

に発生した岩野泡鳴との論争の波紋を読み取ることができる。主人公、Ｒ教授はかつて海外の「国

家学」を日本に輸入しようとしたが、その学説が日本的「伝統」と調和しないことを予感し、「伝

統」に沿ったかたちでの受容を決意する。ここには泡鳴がその刹那主義評論とともに展開していた

日本主義に対する応答がある。Ｒを泡鳴哲学に対する批評的形象として読むことで、小説にこめら

れた意味を明らかにしたい。 
…伝統主義者が敗北していくこの筋立てには、泡鳴との格闘のなかでもあくまで個性や愛の普遍

的な力を信じる有島の自恃が込められているでしょう。 

 
有島はこの作品に自分を重ねているのではないかとも思う。自分の作品の文壇的評価か、自分が

感じるいつか訪れる作品づくりの行き詰まりへの恐れか、彼の生き方や作品への批判者の登場なの

か、家庭生活で体験したいら立ちの感情なのか。 
誰しもが時の流れには逆らえず、晩年には自分の来し方を振り返り、その栄光の時代をかみしめ
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ながらも苦々しい思いも思い起こさざるをえないという体験をするのではないだろうか。 

 
大日本帝国憲法下で政党に基礎を置かず超然主義にたった内閣に対して使われた呼称。政党内閣

の反対概念。超然主義は初期の藩閥内閣に共通する政治方針であった。1889年（明治 22）憲法発

布直後の地方官会議で黒田清隆(きよたか)首相が、立憲制下では政党の存在は不可避だが、「政府ハ

常ニ一定ノ方向ヲ取リ超然トシテ政党ノ外ニ立チ」政局にあたるべしと訓示したことから、一般に

超然主義の呼称が使われるようになった。日清(にっしん)戦争前後から伊藤博文(ひろぶみ)派官僚

は政党との妥協・提携による憲政の運営を図り、政党内閣にも道を開いたが、山県有朋(やまがた

ありとも)派官僚はこれに反対し、以後も同派の内閣は超然主義的立場をとるものが少なくなかっ

た。 

日本は数々の権益を手に入れることに成功し、国内産業も発達していました。それなりの成果が

出たところで、第二次大隈重信内閣が終わり、その次に寺内正毅内閣が登場しました。彼は超然主

義者で、長州閥で陸軍閥、そのうえ政党の意向には無頓着でした。民党にとっては、どこをとって

も都合の悪い政権といえます。［阿部恒久］ 

 
日本法の源流をたどって――１９世紀ドイツ歴史法学 

明治期における西欧法の継受は、歴史的にはまずフランス法、ついで英米法という変遷 
をとげ、最終的にはドイツ法へと収斂していくことになりました。こうした歴史的展開は、 
明治 10 年代における当時の政権の政策転換とも結びついています。 

国家破綻で民主主義が崩壊するとき、私たちは天皇制とどう向き合うか？ 上杉慎吉と美濃部達

吉が命がけで戦った、天皇を巡る思想のドラマを描き出し、「天皇とは何か」を考える必読書！ 

ドン・キホーテか？稀代の先駆者か？ 
歴史から抹殺された一人の思想家、憲法学者の上杉慎吉。1878 年に生まれ、東大教授として憲

法第一講座を担当する。それを追いかけるようにして憲法第二講座担当教授に就いたのは、五歳年

上で一高出身のエリート、美濃部達吉だった。両者は美濃部の天皇機関説をめぐって 1910年代前

半に「天皇機関説論争」で激突する。結果は「天皇すなわち国家」（天皇主権説）と主張した上杉

の敗北だった。上杉はドン・キホーテ、片や美濃部は立憲主義のヒーロー。しかし上杉が 1929年
に没した後、美濃部は「上杉的なるもの」によって復讐される。「天皇機関説事件」だ。終戦とと

もに滅んだかに見えた、その「上杉的なるもの」は、日本と世界が激変する狭間で、再び目を覚ま

そうとしている――！ 
こんにちは、からまるです。 

甦る上杉慎吉.JPG 
今日は原田武夫さんの『甦る上杉慎吉 天皇主権説という名の亡霊』の帯付きの写真をご紹介し

ます。帯には少し小さい文字で、「上杉慎吉と美濃部達吉が命がけで戦った、天皇を巡る思想のド

ラマを描き出し、「天皇とは何か」を考える必読書！」と書きました。 
上杉慎吉も美濃部達吉も、ともに東京帝国大学で憲法学を教える教授でした。今では上杉よりも
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美濃部のほうがはるかに多くの人々の記憶の中にありますよね。「天皇機関説」を唱え、立憲主義

の知的基盤を学界で形成した一人です。しかし当時は、学界で権勢をふるった恩師・穂積八束教授

の後継者となった上杉のほうが実力者でした。上杉が憲法第一講座の教授で、上杉より５歳年上の

美濃部が憲法第二講座の教授となったのは、上杉の就任後 10 年が経っていました。原田さんが本

書で書くように、現代の認識とは正反対で、上杉こそ「正統派」、美濃部は「挑戦者」だったので

す。 
泡鳴に応答する——有島武郎『動かぬ時計』の「伝統」の問題——著: 荒木優太 

大正七（1918）年一月、『中央公論』に発表された有島武郎の短篇小説『動かぬ時計』は同時代

評は芳しくなく、研究者からもほぼ論及されることのない有島のマイナーなテクストにとどまって

いる。しかし、小説に先行する有島の評論文を参照してみたとき、そこには明治四三年と大正六年

に発生した岩野泡鳴との論争の波紋を読み取ることができる。主人公、Ｒ教授はかつて海外の「国

家学」を日本に輸入しようとしたが、その学説が日本的「伝統」と調和しないことを予感し、「伝

統」に沿ったかたちでの受容を決意する。ここには泡鳴がその刹那主義評論とともに展開していた

日本主義に対する応答がある。Ｒを泡鳴哲学に対する批評的形象として読むことで、小説にこめら

れた意味を明らかにしたい。 

 
天皇機関説の発展 
大日本帝国憲法の解釈は、当初、東京帝国大学教授・穂積八束らによる天皇主権説が支配的で、

藩閥政治家による専制的な支配構造（いわゆる超然内閣）を理論の面から支えた（天皇主権説とは

統治権の意味での主権を天皇が有すると説く学説である）。また、この天皇主権は究極のところ天

皇の祖先である「皇祖皇宗」に主権があることを意味する「神勅主権」説とも捉えられた[注釈 1]。
これに対し、東京帝大教授の一木喜徳郎は、統治権は法人たる国家に帰属するとした国家法人説に

基づき、天皇は国家の諸機関のうち最高の地位を占めるものと規定する天皇機関説を唱え、天皇の

神格的超越性を否定した。もっとも、国家の最高機関である天皇の権限を尊重するものであり、日

清戦争後、政党勢力との妥協を図りつつあった官僚勢力から重用された。 

美濃部達吉 
日露戦争後、天皇機関説は一木の弟子である東京帝大教授の美濃部達吉によって、議会の役割を

高める方向で発展された。すなわち、ビスマルク時代以後のドイツ君権強化に対する抵抗の理論と

して国家法人説を再生させたイェリネックの学説を導入し、国民の代表機関である議会は、内閣を

通して天皇の意思を拘束しうると唱えた。美濃部の説は政党政治に理論的基礎を与えた。 
美濃部の天皇機関説はおおよそ次のような理論構成をとる[4]。 

国家は、一つの団体で法律上の人格を持つ。 
統治権は、法人たる国家に属する権利である。 
国家は機関によって行動し、日本の場合、その最高機関は天皇である。 

統治権を行う最高決定権たる主権は、天皇に属する。 
最高機関の組織の異同によって政体の区別が生れる。 
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穂積の弟子である東京帝大の 上杉慎吉 と美濃部との間で論争が起こる。 共に天皇の王道的統

治を説くものの、上杉は天皇と国家を同一視し、「天皇は、天皇自身のために統治する」「 国務大

臣 の 輔弼 なしで、統治権を勝手に行使できる」とし、美濃部は「天皇は国家人民のために統治

するのであって、天皇自身のためするのではない」と説いた。 この論争の後、 京都帝国大学 教

授の 佐々木惣一 もほぼ同様の説を唱え、美濃部の天皇機関説は学界の通説となった。 

 
上杉が唱える「天皇主権説」とは、原田さんが簡潔にまとめているところによると、「多人数の

「臣民」が唯一の頂点である「天皇」の下に連なる集団」（p105）となる国家のことをさします。

大日本帝国憲法第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」として立憲君主制を規定して

いるのだから、天皇すなわち国家である、と。それが「日本人であれば誰でも抱いているはずの確

信」（p104）であろうというのです。 
この立場が学界において、明治末期から大正元年の 1911 年から 1912 年にわたる２年あまり続

いた天皇機関説論争で敗北します。学界や高級官僚の間で「上杉のザマはありませぬね」と嘲笑さ

れるまでに上杉は落ちぶれてしまったのでした。しかし、原田さんが本書で「上杉的なるもの」と

呼ぶ、人々の心の中に「確信」として存在する何ものかまでが潰えてしまったわけではありません

でした。 

「純学理」の研究へ 
以上のような事情から発足当初の学会は、学外の政治家・官僚との結びつきが強く、会員には学

者・大学教官のみならず、伊藤のほか大隈重信・井上馨・井上毅・渋沢栄一など「国家学専門ノ名

士ニシテ本会ノ目的ヲ協賛スル」学外著名人も含まれていた。この結果として学会内には、運営に

ついて憲法を中心とする国家学・ドイツ学の啓蒙普及を重視する一派と、それに反対し「純学理」

を重んじる一派が存在していた。しかし次第に後者のグループ（小野塚喜平次ら）が大勢を占める

ようになり、国家学会は東大法科（法学部）内部の公法学・政治学・経済学の研究者団体（その後

さらに経済学プロパーの団体として社会政策学会が分化）に純化した。1943 年に財団法人化し現

在に至っている。 

ローレンツ・フォン・シュタイン（Lorenz von Stein、1815年 11月 18日 - 1890年 9月 23日）

は、ドイツの法学者・思想家。フランス初期社会主義・共産主義思想、並びにプロレタリアート概

念をドイツにおいて、初めて学術的にまとまった形で紹介した。 

略歴 
シュタインはキールにおいてヘーゲル法哲学、歴史法学を学び、イェーナ、ベルリンで学んだ後、

1841年 10月から 1843年 3月までパリに留学し、フランス法制史を学びつつ、そこでコンシデラ

ン、プルードン、ブラン、カベといった社会主義者・共産主義者らと交わり、そこで得た知識を元

に 1842年に『今日のフランスにおける社会主義と共産主義』を著した。また、国法学・行政学の

立場からはパンデクテン法学によって統一法体系を作ろうとしたプロイセン（ドイツ帝国）の法政

策を批判した。 
キール大学在職中、シュレースヴィヒ＝ホルシュタインのデンマークからの独立運動に参加。ド
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イツ海軍設立委員として活躍する。しかし運動敗北後、彼は大学を追放された。その後、シュタイ

ンはウィーン大学において職を得て、国法学者・行政学者・財政学者として名声を博した。更にシ

ュタインはジャーナリズムにも関わり、多くの新聞や雑誌に学術論文や時事論文を掲載している。 
思想・影響 
伊藤博文にドイツ式の立憲体制を薦めて、大日本帝国憲法制定のきっかけを与えた人物としても

知られている。1882 年に憲法事情研究のためにヨーロッパを訪れていた伊藤博文は、ウィーンの

シュタインを訪問して 2ヶ月間にわたってシュタイン宅で国家学の講義を受けた。その際、日本が

採るべき立憲体制について尋ねたところ、プロイセン（ドイツ）式の憲法を薦めた（なお、この際

に伊藤は日本政府の法律顧問として招聘したいと懇願しているが、高齢を理由に辞退して代わりに

なる候補者を推薦している）。ただ、シュタイン自身はドイツの体制には批判的であり、日本の国

情・歴史を分析した上で敢えてドイツ憲法を薦めている。また、実際に制定された大日本帝国憲法

の内容にはシュタイン学説の影響は少ない。これには伊藤とともに憲法草案を執筆した井上毅がシ

ュタインに批判的であったことが大きな要因であるものの、伊藤にドイツ式を選択させた背景には

シュタインの存在が大きい。シュタインは山縣有朋が意見書 「外交政略論」の中で述べた概念で

ある主権線、利益線に影響を与えた[1]。 
また、カール・マルクスは 1842年のシュタインの著作『今日のフランスにおける社会主義と共

産主義』から社会主義・共産主義思想を学び、私淑しながらも自らの思索を深めていった。しかし

シュタインは、同時代人としての弟子マルクスを数多い著作において一貫して無視しつづけている。 
福澤 諭吉（ふくざわ ゆきち） 

明治 14年の政変と『時事新報』 
明治 13 年（1880 年）12 月には参議の大隈重信邸で大隈、伊藤博文、井上馨という政府高官 3

人と会見し、公報新聞の発行を依頼された。福澤はその場での諾否を保留して数日熟考したが、「政

府の真意を大衆に認知させるだけの新聞では無意味」と考え、辞退しようと明治 14 年（1881 年）

1月に井上を訪問した。しかし井上が「政府は国会開設の決意を固めた」と語ったことで福澤はそ

の英断に歓喜し、新聞発行を引き受けた[20]。 

しかし、大隈重信が当時急進的すぎるとされていたイギリス型政党内閣制案を伊藤への事前相談

なしに独自に提出したことで、伊藤は大隈の急進的傾向を警戒するようになった[21]。またちょう

どこの時期は「北海道開拓使官有物払い下げ問題」への反対集会が各地で開催される騒動が起きて

いた。大隈もその反対論者であり、また慶應義塾出身者も演説会や新聞でこの問題の批判を展開し

ている者が多かった。そのため政府関係者に大隈・福澤・慶應義塾の陰謀という噂が真実と信ぜら

れるような空気が出来上がったとみられ、明治 14 年には大隈一派を政府の役職から辞職させる明

治十四年の政変が起こることとなった。つい 3 か月前に大隈、伊藤、井上と会見したばかりだった

諭吉はこの事件に当惑し、伊藤と井上に宛てて違約を責める手紙を送った[22]。2,500 字に及ぶ人

生で最も長い手紙だった。この手紙に対して、井上は返事の手紙を送ったが伊藤は返答しなかった

[23]。数回にわたって手紙を送り返信を求めたが、伊藤からの返信はついになく、井上も最後の書

面には返信しなかった。これにより諭吉は両政治家との交際を久しく絶つことになった[24]。諭吉
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の理解では、伊藤と井上は初め大隈と国会開設を決意したが、政府内部での形勢が不利と見て途中

で変節し、大隈一人の責任にしたというものだった[25]。 
福澤 諭吉（ふくざわ ゆきち 
また戦費の募金運動（諭吉はこれを遽金と名付けた）を積極的に行って、自身で 1万円という大

金を募金するとともに、三井財閥の三井八郎右衛門、三菱財閥の岩崎久弥、渋沢財閥の渋沢栄一ら

とともに戦費募金組織「報国会」を結成した（政府が別に 5,000万円の公債募集を決定したためそ

の際に解散した）[40]。 

この年は諭吉の還暦であったが、還暦祝いは戦勝後まで延期とし、明治 28 年（1895 年）12 月
12 日に改めて還暦祝いを行った。この日、諭吉は慶應義塾生徒への演説で「明治維新以来の日本

の改新進歩と日清戦争の勝利によって日本の国権が大きく上昇した」と論じ、「感極まりて泣くの

外なし」「長生きは可きものなり」と述べた[41]。 

 
晩年 1901年（明治 34年）の諭吉 

諭吉邸の跡地にある福澤公園。明治時代にはこの場所から東京湾が一望できた。諭吉の邸宅が存

在した台地（慶應義塾大学三田キャンパス内） 
諭吉が馬を繋いだと伝えられる馬留石 

福澤諭吉・小幡篤次郎共著『学問のすゝめ』（初版、1872年） 
諭吉は日清戦争後の晩年にも午前に 3 時間から 4 時間、午後に 2 時間は勉強し、また居合や米炊

きも続け、最期まで無造作な老書生といった風の生活を送ったという[42]。このころまでには慶應

義塾は大学部を設けて総生徒数が千数百人という巨大学校となっていた。また時事新報も信用の厚

い大新聞となっていた[42]。 
晩年の諭吉の主な活動には海軍拡張の必要性を強調する言論を行ったり、男女道徳の一新を企図

して『女大学評論 新女大学』を著したり、北里柴三郎の伝染病研究所の設立を援助したりしたこ

となどが挙げられる[43]。また明治 30年（1897年）8月 6日に日原昌造に送った手紙の中には共

産主義の台頭を憂う手紙を残している[44]。 
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～「動かぬ時計」はかく語りき ～ 
Ism. 

 

 

マリー・アントワネットは 45個以上の置時計を所有していたという。 

人の所有欲の対象は様々だが、古代から狩猟や植物の採取時期を知り、安定した計画的な営みにか

かせない知恵が時を知る道具を生み出し、時を我が物にしたかのように人を操る権威の象徴が「時

計」なのだろう。「時計」という時をモチーフにした富の生み出す産物は、人間の叡智と技術、そ

して芸術の結晶とも言える。“〇〇商会”といった振り子時計が贈答用とされ、古い家や郷土資料

館に残されている。表彰の記念品に時計が贈られる。共同体で生活するには時間に管理されるのは

仕方がないが、音楽時計や鳩時計、からくり時計はやや時間泥棒（from「モモ」byミヒャエル・エ

ンデ）のえげつない支配を緩和してくれる。だが、いつ鳩や人形が出てくるかじっと待つ興味から

来る行動自体が、やはり時に管理されている。現代も腕時計を洗練された美しさ、地位や冨のステ

ータスとして身に着ける人も多い。「時計」を利用し、人間の心奥深くに潜む貪欲さを開花させる。

関わりをもつと、なんだか厄介で縺れたことになりそうだ。 

 

昔々、ブルボン王朝の時代、宮殿の置時計の中に赤い服の妖精が棲むようになった。赤い服の妖精

は君主に知恵を授ける友人に姿を変えて、冨と地位に溺れる君主たちに忠告を与え続けた。富がも

たらす貪欲さに負け、臣民のためにならない善からぬ行いを続けた挙句、失望を生み出すと、決ま

って友人は赤い服の妖精となり王や王妃の地位と名誉、そして命が奪われる前に置時計を抜け出し

て臣民の怒りの代わりに審判を下した。 

アンリ 4 世暗殺の朝に赤い服の妖精を見たという話が、その後も王朝に言い伝えられた。臣民に愛

されていた王への警告であったのだろう。ルイ 14 世の母親アンヌ・ドートリッシュもフロンドの

乱の数日前に赤い服の妖精に会った。忠告に従い反乱は治まったのであろう。時が変わり、時計は

テュイルニー宮殿に移された。フランス革命の前夜にマリー・アントワネットが赤い服の妖精に廊

下で会っている。パンがなければお菓子を食べればいいという言葉は、アントワネットが作り上げ

られたお姫様だから発せられた。アントワネットを攻撃するプロパガンダが群集心理をあおり、最

早取引は成立しなかったのであろう。 

最後は英雄から皇帝になりさがったナポレオンの時代のことである。王家の置時計はアントワネッ

トからナポレオンに移る。恐怖政治に終止符を打った英雄が、貪欲に皇帝の称号を名乗り堕落して

いった。ロシア遠征で敗北した彼のもとに赤い服の妖精が現れる。 

セントヘレナに島流しの刑を受けた彼は、命よりも大切なものを失った。 

 

さらに時を経て、誘拐される少女プルセルピナが指針盤を持つ時計が、日本の国家学の一人者 R教

授の手に渡る。 

冨の神プルートのわなにかかり誘拐され、時の番人となったプルセルピナは、春の女神として春の
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訪れを告げるように簡単に 12 時の鐘は鳴らさない。冥界の女王となっても鐘も鳴らさない。プル

ートの意志のままには動かない頑固さを持ち合わせている。時をもねじ伏せる傲慢さがあるのか。

とすれば、時を止めるのは富の象徴プルートの化身であろうか。 

しかし最早、かつての少女は冨などに簡単にひれ伏さない。時計が動くことに淡い期待を寄せるの

は、運試しで解決するおごり高ぶった気持ちに支配される力を欲すること。 

指針が動いたとしたら、赤い服の妖精と取引をすることになり、プルートの冥界へゆくカロンの船

の乗船名簿に名を連ねることになることを知りながら。 

R 教授のものとなった置時計に、運試しの神は宿ってはいないことをお仏蘭西の質屋の主人は知っ

ている。質屋の主人こそプルートだ。だから言い値で売り渡した。それが R教授の価値だと R教授

は知らない。 

赤い服の妖精は自身の良心の声に帰依する。C 博士という脅威を生み出したのも R 教授である。貪

欲を正当化しようとする心と、良心の声との葛藤にあい苦しむ。 

だれもプルートに鈴は付けられない。 

 

 

プルセルピナの略奪 

byベルニーニ 
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『動かぬ時計』その１ 
Ino. 

 

 

１．冒頭は題名にある時計の話で始まる。フランスブルボン王朝のマリー・アントワネットが使っ

ていた寝殿にあるマントルピースを飾っていたもので、彼女が断頭台の露と消えた頃から動かなく

なったらしいことや、時計の材質、意匠などの説明が続いたあと、今はその時計が国家学者の R教

授（主人公）の書斎の一隅に置かれて大切にされているという辺りから物語が動き出す。しかし、

そのまま一通り最後まで読んでみると、実はこの最初の部分で既に結末に向かう伏線があることに

気付く。長い引用をする。 

（ｐ370 ４～７行目） 

 金で縁取られた雪白の指針盤は、厳粛ながら何所までも優雅な時計全体の塊的（マッス）の中央

に、プルトーに抱きすくめられていたプロサービナのように抱きすくめられていた。ダマスクの匕

首（あいくち）を思わせる精鋼の指針は凝然として動かなかった。然し短針より一寸おくれて十二

時の少し手前を指している長針を見やっていると、澄み亘った十二の音が、時計の腹に仕掛けてあ

る黄金の鈴から、今にも凛々と鳴り出しそうに思われた。 

（ｐ380 最終６行） 

 金縁を取った雪白の指針盤は重々しいながら、何所までも優美な時計全体の塊体（マッス）の中

央に、プルトーに抱きすくめられたプロサービナのように抱きすくめられていた。ダマスクの匕首

（あいくち）を思わせる精鋼の指針は凝然として動かなかった。短針より一寸おくれて十二時の少

し手前を指している長針を見ていると、澄み亘った十二の音が、時計の腹に仕掛けてある黄金の鈴

から、今にも凛々と鳴り出しそうに思われた。 

 然しダマスクの匕首を思わせる精鋼の指針は凝然として動く事をしなかった。 

 

 上で見るように段落がほぼ同じ文章になっている。異なるのは最後の一文が加わっていることと、

その頭に「然し」が移っていることだ。そしてこの最後の一文こそがこれから起こるべき結末を受

け入れざるを得ない主人公の運命を表している。ということで、この最後の一文に向かって物語は

進んでいくのであるが、読んでみるとこの作品は５つの切り口が、あるものは他と絡み合いながら、

登場することがわかる。その切り口はそれぞれに R教授の救いのない状況を上塗りしつつ、速度を

早めながら最後の一文に向かっていく。息詰まる展開にハラハラドキドキしながら読んだあとで、

R 教授が絶頂からどん底へ転がり落ちるきっかけとなったのは何だったのかと考えさせられた。自

分にとっても他人事ではないからだ。 

 さて、５つの切り口とは次の様である。 

   １．時計を巡る闘い  ２．老いを巡る闘い  ３．家族を巡る闘い 

   ４．C 博士を巡る闘い  ５．学説と保身を巡る闘い 

以上の５つとも「闘い」と書いた。「もがき」であったり「悪あがき」の方が相応しいと思うもの
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もあるが、敢えて５つとも同じ形に揃えた。それらを基に表を作り、別文書として付けた。 

 

２．R 教授は欧州留学から持ち帰った学説が国内で受け入れられて以来、飛ぶ鳥を落とす勢いを味

わっていた。しかし実は、留学の際に研究したある学説に引きつけられた過去があった。その学説

は最も理に適った正当なものであったが、本国の長い伝統とその当時の政治的勢力の意向とは共存

できないものであった。そこで彼は一計を巡らすことになる。自分が最適と思った説ではなく、究

極の選択として、本国の歴史が要求すると思われる方の学説を研究したのである。R 教授なりの打

算があったのだろう。彼はそこで妥協した。振り返ってみれば、その選択が転落の遠い始まりであ

っただろう。しかしその学説を持ち帰ってみると、国内唯一の「国家学的名説」として受け入れら

れてしまったのは皮肉と言うしかない。 

 きっかけは、自分の後継者と目する B 助教授に起草させて自分の名で国家学史上の論文を発表し

たことだった。若手の旗手として台頭して来ていた C 博士が真っ向から反駁した。C 博士は自分の

教え子でもあるが、長女との縁談を断ってきた相手でもある。若いだけに切れ味が鋭い。その鋭い

切れ味で自分の論文が切り刻まれている。反論したいが、老いのために頭が回りきらない。 

 C 博士の主張は理解できるので自説を曲げようと思えばできなくはないが、老境に入ったこの時

点では、国家と彼の学説と彼は「異体同心」であった。自分が変節すれば国家の将来が危うくなる

とまで考えたからそれはできなかった。それどころか C 博士を「足腰の立たないまでに撃ち据えて

置かなければならないと思うようになった。」自分ではそんな人間ではない筈だと思いながら、保

身と自己弁護に徹して延命を計る。速度を上げながら坂道を転げ落ちているのだが、それが自分に

は見えていないのは老眼のせいだけではないだろう。 

 勝ち目のない勝負に出ざるを得なかったのは、ひとえに老いのせいである。一年毎に老眼鏡の度

が強くなっていく。時計を眺めていて突然「死」を考えて寝不足になっていく。身体のあちこちに

故障が出てくる。頭脳も昔ほど明晰ではなくなり、C 博士に対しても反論する気力が失せていく。

それに加えて、家庭における妻との確執や思い通りに育たず世間の評判もよくない末子の長男。こ

れらが絡み合って転がり落ちる速度を上げている。最早彼に残された道は、C 博士の反駁に同意し

屈服を受け入れることと、時計の針が動き出し、１２時の鐘が鳴るのを願うことのみである。 

 

３．さて、冒頭に戻るようだが、もう一度言おうと思う。時計はこの物語の鍵を握っている。R 教

授はまるで自分の運命を委ねるが如く、時計に期待する様子が見てとれる。物語の流れを決めてい

くのが R教授の「時計を巡る闘い」ということになるだろうか。以下に抜粋する。（下線は引用者） 

 

１）ダマスクの匕首（あいくち）を思わせる精鋼の指針は凝然として動かなかった。然し～澄み亘

った十二の音が～今にも凛々と鳴り出しそうに思われた。（ｐ370） 

２）実は一年程前から教授はこの時計に対して奇怪な一つの妄想を抱くようになっていたのだ。そ

れはその時計がいつか昔の通りに動き出すに違いないという想像だった。実際時計は今にも動

き出して、凛々と鳴る金の鈴に、昔の栄華を語り出しそうに思われた。（ｐ378） 
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３）彼れは時々その時計から突然「死」というものをぴったり考えさせられて思わずぎょっとする

事があった。～凡ての学説も、家庭の中の幸不幸も、今まで持ち続けて来た名誉も～眼の前で

消え失せてしまい、一歩一歩死に近づいて行く彼れの姿だけが惨めにも想像された。それは老

境に進んで、来世の安心もなく、現在に自信の壊れかけた自意識の強い人ばかりが、誰れにも

語り得ないで、独り淋しく味わねばならぬ物凄さだった。（ｐ378） 

４）この忌わしい心の経験は、R 教授に時計の動くのを益願わせるようになった。何かいい事が起

る前兆としてその時計は屹度動き出すに違いないと思うようになった。（ｐ379） 

５）ダマスクの匕首を思わせる精鋼の指針は凝然として動かなかった。短針より一寸おくれて十二

時の少し手前を指している長針を見ていると、澄み亘った十二の音が、時計の腹に仕掛けてあ

る黄金の鈴から、今にも凛々と鳴り出しそうに思われた。 

   然しダマスクの匕首を思わせる精鋼の指針は凝然として動く事をしなかった。（ｐ380） 

 

 上の１）と２）では時計が鳴り出しそうに思われたのに、３）では突然「死」を考えさせられて

ぎょっとする。これを契機として４）と５）ではもう一度復活したいとか、輝かしい自分を取り戻

したい気持ちが湧き上がり、時計に動いてほしいと考えるようになっている。時計は自分とは何の

関係もないはずなのに、自分を時計に重ねて考えてしまうところまで追い込まれていると言えるだ

ろう。最後の最後まで何とかならないかと一縷の望みにすがるが、最後の一文で運命に冷たく見放

される自分が見えたことがわかる。 

 有島の巧みさと言えるのだろう。目を瞠ったことが２つある。上の１）と５）の段落がほぼ同じ

であることは初めに触れた。そこで注目すべき３つの部分を抜いてみる。 

  「指針は凝然として動かなかった」 「然し」 「今にも凛々と鳴り出しそうに思われた」 

この３つが１）では書いた通りの順で出てくるので読者に期待を持たせ、作品の初めに相応しい。

しかし最後の５）では逆順になっていて希望が断たれたことが分かる。そのことが R教授における

順風の人生前半と、逆風の人生後半という流れを暗示している。これが一つ。なるほど同じフレー

ズを逆順にすることでこんなにも劇的になるのかと思いつつ、読み返してみて大変なことに気が付

いた。 

 作品の最後の一文はその３行前に出てくる文と１か所違っている。３行前では「指針は～動かな

かった」と客観的に事実を述べているのに対して、最後の一文では「指針は～動く事をしなかった」

とあり、時計が自分の意思によって、動くことを拒否する印象を与えている。更に言えば、R 教授

の思惑を超えてまるで時計が彼の運命を握っているような書き方である。「人としての趣味を抛っ

て」究極の選択をした彼に、人生の最後を巻き込んで償わせようとする時計の意思を感じる。マリ

ー・アントワネットのような悲劇的な結末を迎えるのだから時計を安易に所有すべきではなかった

のだと、教え諭しているような犯人の冷酷さを感じてしまう。わずか数文字を変えただけで、松本

清張が書くミステリータッチの社会派小説のような趣向が生まれている。読み返してみて、ゾッと

した。有島武郎、やはり恐るべし！ 
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370

R教授の学説は何時の間にか実際政治施設の根本⽅

針を定める基礎として重んぜられるようになった。

…彼が⼤学に開講してから四⼗⼆年の間矻々と造り

上げた分⾝は雲のように多勢になってその晩年を賑

やかにした。彼に取って凡てが思い通り⾏ってるよ

うに⾒えた。

372

C博⼠の極めて秩序⽴った、急所をえぐるような論旨が、⾸肯さ

せずには置かないぞというように、ぐんぐんとR教授の脳裡に

迫って来た。…R教授の学説の根柢にまで誤たず逼って来て、其

周囲に⽳を掘り下げてでも⾏くような⽂意がちょいちょい⾒出さ

れた。

370

R教授が当時欧州の学界を席捲する程な勢を⽰した

スタイン博⼠の学説を取⼊れて帰朝した時は…学術

上の既成観念が⼀つも⽇本に存在していなかった…

R教授の主張は唯⼀の国家学的名説として、スポン

ジによって⽔が吸い込まれるように、⽇本の学界に

受け⼊れられた。彼の名は忽ちの中に群⼩を圧し

て、国内から海外まで響き亘った。

371

１ 時計を巡る闘い ２ ⽼いを巡る闘い ３ 家族を巡る闘い 4 Cを巡る闘い ５ 保⾝と学説を巡る闘い

⼀年⼀年度の強くなる⽼眼鏡

末⼦の中学⽣は然し彼の貧しい収穫だった。ようやく⼗七に

⼿の届くばかりなその⼦は、不良少年団の利者という評判を

新聞にまで書き⽴てられていた。…変態⼼理学者に云わせれ

ば先天的犯罪性とでも名づけそうな悪慧い鋭い眼が箝めこま
れていた。R教授はその⼦を⾒るといつでも淋しい苦々しさを
覚えて、眉をひそめずにはいられなかった。

372

-3

その年嵩の⽅はC博⼠にやろう
としたのを、C博⼠が断った…

372

 ⾴

その当時の内閣が議会の協賛を経ないで専⾏したある外交上の処置
に対して、やかましい世評が勃発したのを、R教授が学理の上から
婉曲に内閣を弁護した、その内容を容赦なくC博⼠が批判した…C博
⼠は極めて徹底した論理を⽤いて…びしびしと指摘した。⽽して少
しも破綻のない理路を辿った末に、「…⽴憲治下にありてかくの如
き学説が如何なる価値を有するかは、識者を俟たずして明らかに知
るを得べきものなり」と結論している。

373

１ 時計を巡る闘い ２ ⽼いを巡る闘い ３ 家族を巡る闘い 4 Cを巡る闘い ５ 保⾝と学説を巡る闘い

374
-5

欧州に留学した間に研究した政治学説の中で、原則
として考える以上、最も理屈の詰った正当な⽴論と
して⾸肯しなければならない⼀つの学説があった。
…研究すればする程、その内容と結論とには⼈間⽣
活の深い要求と合理的傾向とが畳み込まれているの
を発⾒せずには置けなかった。…同時に…その学説
が本国の伝承した⻑い伝統と、その当時の政治的勢
⼒の意向とには全然駢馳し得ないものである事に気
付いた。…そこにR教授の上に学徒としての恐ろし
い試練が来た。

374

かくて彼は本国の歴史が要求すると思わしい学説を
⼤成する為に、彼の「⼈」としての興味を抛って、
スタイン教授の⾨下に参じた。

374

⼀⾝の栄達ー彼にはそんな事は断じてない筈だ。
が、⼀般にはよくある事だ。…簡単に云えば、何等
かの形で現世の栄誉栄達を収めたい為に、⾃分の⼈
⽣観なり学説なりを決めるのはよくある事だ。少く
とも極めてあり得る事だ。
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 ⾴

まだ若くて前途の多い⼈を気の毒ではあるけれども、⾜腰の⽴たな
いまでに撃ち据えて置かなければならないと思うようになった。

376

彼は⾃分の学説を恥じもせず悔いもせず、⼀度でも
変節しようなどとは思わなかった。…何故なら国家
と、彼の学説と、彼とは異体同⼼だからである。

375

若し変節すれば、彼の良⼼の全部が彼に与える絶対
命令として擁護しなければならない国家の安全発達
を阻⽌する結果に陥るのを如何しよう。…彼は⾃分
の学説を何処までも⽴て通さなければならないと固
く決⼼するのだった。

376

⽼境というものはせっかちなものだ。死の来る
前に決めておく事はちゃんと決めて置かない
じゃ取返しがつかんという⾵に、段々寝不⾜に
なって⾏くR教授の頭を⾊々な問題でこづき廻
した。

375

１ 時計を巡る闘い ２ ⽼いを巡る闘い ３ 家族を巡る闘い 4 Cを巡る闘い ５ 保⾝と学説を巡る闘い

彼れは学者である以上、学問の尊厳を第⼀に考えね
ばならぬ筈だった。筈だった。そこに微細な⼼の働
きがあった。学者的良⼼の要求か。⼀⾝上の要求
か。…彼の錐のように鋭い冷静な判断⼒も、⼆つの
要求の間に截然たる区別をつけかねた。然しそれに
何の不思議があろう…彼はその点をそのままそっと
しておく事にした。「筈だ」という⾔葉でその解決
は⼗分だと思った。

375

 ⾴

実は⼀年程前から教授はこの時計に対して奇怪
な⼀つの妄想を抱くようになっていたのだ。そ
れはその時計がいつか昔の通りに動き出すに違
いないという想像だった。実際時計は今にも動
き出して、凛々と鳴る⾦の鈴に、昔の栄華を語
り出しそうに思われた。

378

彼は時々その時計から突然「死」というものをぴったり考えさ
せられて思わずぎょっとする事があった。⾃分も活きなくなっ
てしまう時があるのだ。凡ての学説も、家庭の中の幸不幸も、
今まで持ち続けて来た名誉も、わくわくした気持ちの旋⾵に吹
きまくられて眼の前で消え失せてしまい、⼀歩⼀歩死に近づい
て⾏く彼の姿だけが惨めにも想像された。それは冷やかに取り
返し難く彼の気⼒を沮喪させた。それは⽼境に進んで、来世の
安⼼もなく、現在に⾃信の壊れかけた⾃意識の強い⼈ばかり
が、誰にも語り得ないで、独り淋しく味わねばならぬ物凄さ
だった。

378

376

彼はむら気で我儘な⾃分の妻の事を苦々しく考えた。…結婚
当時からではあるがR教授は暫くでも離れていて、ふと顔を⾒
交わす度毎に思わず不快な⼼持ちを起こさせるのがこの夫⼈
の顔⽴ちだった。…永年添いなれた今でも、⼀眼⾒た時の不
快さは同じ事だった。

377

4 Cを巡る闘い ５ 保⾝と学説を巡る闘い

何と云っても下り阪になったと彼は思った。元
ならば何の苦もなく跳り越えてしまった⾝体の
故障を妙に気にせずにいられなくなっていた。
何、死ぬ時が来れば死ぬまでだと思っていた彼
が、近頃は⾃分ながらおかしい程養⽣にも注意
し、無病とか⻑寿とか云う⼿段ならば、何事に
よらず試みるようになっているのに気がついて
…

１ 時計を巡る闘い ２ ⽼いを巡る闘い ３ 家族を巡る闘い
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 ⾴

彼は然し結局C博⼠の反駁に同
感し屈服しないではいられない
事を認めた。

380

彼は⾃分の思考⼒が何となく
衰えて昔のようにきびきび働
いてくれないのを感じた。何
時ともなく段々失われた気⼒
が、⼆度と彼には帰らないの
を痛々しく知った。

380

この忌わしい⼼の経験は、R教授に時計の動くのを益願わせるよ
うになった。何かいい事が起こる前兆としてその時計は屹度動
き出すに違いないと思うようになった。

378
-9

鉛のように冷やかに鈍い彼の
家庭の空気が、今更ながら彼
に⽣活の失敗を苦々しく思い
知らせようとした。

379

１ 時計を巡る闘い ２ ⽼いを巡る闘い ３ 家族を巡る闘い 4 Cを巡る闘い ５ 保⾝と学説を巡る闘い

この表について：
１．多くの引⽤は、現代かなづかいと常⽤漢字に直してあります。
２．⼀つの分類のみに当てはまる場合でも、引⽤量が多ければその左⼜は右あるいは左右の枠
  のそれぞれ半分まで拡張してあります。
３．⼆つの分類にまたがって関連するものは枠を結合させています。
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有島読書ノート36：アベルの末裔 
『動かぬ時計』の暗喩構造 

Ush. 
 

 

有島武郎は、複数の創作作品を同時に発表することがしばしばあった。 

特に、爆発的な勢いで作品群を生み出した 1917(大正 6)年と 1918(大正 7)年はその例が多かった。 

たとえば、1917,7.1「カインの末裔」「平凡人の手紙」、同年 9.1.1「クララの出家」「実験室」、

同じく 10.1.1「凱旋」「奇跡の咀」、1918.1.1「小さき者へ」「暁闇」「動かぬ時計」。 

執筆期間に多少のずれはあると思われるが、創作行為はそれぞれがほぼ重なっていただろう。 

それぞれの作品を読みながら、執筆を同時並行した武郎の内面がどのようであったのか、興味を惹

く。たとえば、「カインの末裔」と「平凡人の手紙」については既に「有島読書ノート 31」の中で

その関連性について触れたが、他の組み合わせについても、わたしなりになるほどと思う。 

今回取り上げる「動かぬ時計」(T7.1)はどうか。 

同時期執筆の上記２作品との関係以上に、半年前に発行した「カインの末裔」との関連に読後感が

吸引された。 

それは、どういうことか。 

 

１．暗喩の構造 

主人公の国家学者 R教授が留学先のパリの骨董屋で購入した古い置き時計は、マリー・アントワネ

ットが愛用し、彼女が処刑された時から動かなくなったという謂れのものである。 

この「動かぬ時計」は、アンシャン・レジームの終焉、王公貴族に代表される第二階級が革命によ

って打倒されたことを意味する暗喩である。そして、この「動かぬ時計」を R教授が自分の書斎に

飾ったこともまた、R教授の行く末を暗示しているのである。 

武郎は作品の中に暗喩を組み込むことの多い作家で、物語全体が暗喩になっているものもあるが、

この作品においては、冒頭と末尾を飾るこの「動かぬ時計」そのものが物語全体の含意を象徴する

端的な暗喩となっている。 

 

２．R教授と C博士 

日本における国家学の創始者であり権威となった R教授は、国家主義を掲げる政府と密接な関係を

築いてきた一方で、厳格な学究一途の徒であり、円満な人格者として尊敬も集めていた。 

その彼が、国のある政策的事項に関する内閣の対応を支持する論文を書いたことから、新進気鋭の

C 博士から鋭い論駁を受けた。R教授の論文に潜む急所を鋭く抉ったその論駁書の論点と論理の完

璧さを認めざるを得ない R教授は、それが単なる学理上の議論にとどまらず、彼の権威の礎となっ

たアイデンティティに深く関わる生き方そのものの自己対象化を余儀なくしていることに気づく。 
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「簡単に云えば、何等かの形で現世の栄誉栄達を収めたい為に、自分の人生観なり学説なりを決め

るのはよくあることだ。少なくとも極めてありうる事だ。R教授の心の中にも実を言うとかういふ

反省は時々起こってこないではなかった。彼は極めて冷静に物の真相を考察しうると自信していた

だけに、この問題に対しても決して容赦はしない積りだった。然しどう考えてみても自分がそれ程

さもしい人間だとは思われなかった。彼は学者である以上、学問の尊厳を第一に考えねばならぬ筈

だった。筈だった。そこに微細な心の働きがあった。学者的良心の要求か。一身上の要求か。それ

は一方の要求を満たせば、ひとりでに、他の要求も満たされるという都合のいい、而して都合の悪

い場合であるだけに、彼の錐のやうに鋭い冷静な判断力も、二つの要求の間に截然たる区別をつけ

かねた。然しそれに何の不思議があろう、彼は心理学者ではないのだから。彼はその点をそのまま

そっとしておくことにした。「筈だ」というその言葉でその解決は十分だと思った。」（『動かぬ

時計』P375） 

 

それは、より明示的に言い換えれば、次のようなことでもあった。 

 

「何故なら国家と、彼れの学説と、彼れとは異體同心だからである。彼れは固より自分の学説の弱

点が何所にあるかを自分で一番よく知っていた。」（同上書 P375） 

 

R 教授は、心の奥底に見出した学者的良心と一身上の要求の狭間に立って、自身の潔癖を計りかね

ている。C教授の論駁はこの点に潜む曖昧さを鋭く衝いてきたものであったが故に、R教授は自身

のこれまでの生き様を貫く根源的論点が白日の元に曝されていると受け止める。 

しかも、それは彼の学究的誠意をも鈍くしている。 

 

「彼の生活が崩れてしまうのを恐れるよりも、彼の主張を極力維持しなければならない理由は実は

外にあると彼は思った。若し変説すれば、彼れの良心の全部が彼れに與へる絶対命令として擁護し

なければならない国家の安全発達を阻止する結果に陥るのを如何しよう。」（同上書 P376） 

 

国家と学説と自分自身が一体である R 教授の「良心」の複雑な矛盾構造が、ここに示されている。

吉本隆明的表現を借りれば、共同幻想と一体化した自己幻想の良心の破綻、という状況が R教授を

襲っているのである。襲っている直接の当事者は C 博士だが、R教授は自分こそが最もよく知りう

る自らのこの弱点を正当化するために、自らの良心を国家設立の史的根拠と重ねることで自身の破

綻を避けようとする心理に傾いていく。 

 

「まだ若くて前途の多い人を気の毒ではあるけれども、足腰の立たないまでに撃ち据えて置かなけ

ればならないと思ふやうになった。」（同上書 P376） 
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R 教授は、C 博士によって示唆された自身の「良心」の根本的矛盾故に国家も全否定される論駁に

立ち向かい、論駁との全面対決に臨む覚悟を固めていく。しかしその結果について、R教授は必ず

しも勝算を得ているようには見えない。それは、どのような暗喩を意味しているのか。 

武郎は、R教授であり C 博士である。 

崩壊した第二階級の形骸である「動かぬ時計」を引き取った R教授は、その史的遺産を自身のもの

にしようとした第三階級を体現した象徴的存在として描かれており、それは紛れもなく第三階級で

ある武郎自身を仮託した人物像である。そして R教授を批判する C 博士もまた、第三階級でしかあ

り得ない自らを自己否定する武郎自身を仮託した人物像である。 

自己否定における否定する自己と否定される自己という二重の自己が、二人の人物に配されている。 

そして、この内部矛盾を特徴づけるもう一つの要素として、第三階級における学問と芸術の分裂を

挙げている。 

 

「然し実質のない甘さは、畢竟するに詩人の食物だ。そんな事に耽るのは学者の恥じねばならぬ事

だ。」(同上書) 

 

R 教授のこの信念は第三階級に普遍的な意識である、ということを意味しているわけではない。し

かし、R教授のこの言葉は第三階級におけるある特徴的な傾向を示している。 

それは、学問も芸術も生活も労働も人間活動のあらゆる領域は人間性の全的一体性発露のそれぞれ

であるにもかかわらず、第三階級を支える社会構造と精神構造はそれらの全てを分断し、個々が孤

立し場合によっては敵対し合う関係が強いられている、ということである。R教授は、自らの「良

心」に照らし自身を深く内省しているにもかかわらず、この陥穽から免れていない。 

武郎は、自らの「良心」を問い糺しながら、自身の内奥に潜むこの闇を見つめようとしている。 

R 教授は、自らの内奥に潜むその闇を自身の家族を介して垣間見ている。 

 

３．自己崩壊の内的要因 

R 教授の階級的栄華の要因は、彼の家族一人一人のありようにその本質の一端が暗示されている。 

夫人は明治初期に権力を得た参議の娘であるが、R教授と国家権力の関係を象徴するかのような夫

人の立ち居振る舞いに、R教授は常にある苛立ちを覚えていた。 

 

「彼れは書類の中に市中の埃が飛び込んで来たやうにうるさく思った。 

 埃といふ連想から教授はふとマリー・アントワネットの置き時計の方を見た。」（同上書 P378） 

 

R 教授にとって、夫人の存在は彼自身にとって切り離すことのできないある本質を表象するものと

なっている。夫人は、革命によって打倒された第二階級の暗喩として用いられているマリー・アン

トワネットの置き時計と根底において同期されているにもかかわらず、R教授はそのことを自覚し

ていない。夫人は、R教授と国家権力を一体化させる媒介としての存在であり、その夫人への苛立



 26 

ちが彼自身にとって何を意味するのか、彼は自覚することを無意識のうちに拒否している。その無

意識を代理しているのが、マリー・アントワネットの動かぬ時計である。 

二人の娘もまた、R教授の学問世界における人間関係の采配の中に位置づけられている。 

そして、息子は、第三階級の表層部分の闇を暗示する夫人や娘とは異質の、さらなる深層に腐敗し

澱んでいるおぞましい闇を暗示する存在として描かれている。 

 

「姉達に似て、女にしても見たいやうな容貌の中に、変態心理学者に云はせれば先天的犯罪性とで

も名付けさうな悪慧い鋭い眼が嵌めこまれていた。」（同上書 P372） 

 

これら家族の諸相は、R教授に仮託された第三階級の本質部分を垣間見せた描写であり、武郎にと

って、自分自身を含む第三階級の人間性をより多面的に観察分析するための合わせ鏡としての表現

である。 

このように分析的表現を施された対象である R教授は、「動かぬ時計」という重層的な暗喩から最

も直接的かつ深刻な暗示をうける。 

 

「時というものを刻み出すべき時計が、凝然として止まってしまっているのを見るのは恐ろしくも

神秘的なものだった。・・（略）・・さういふ折に彼れは時々その時計から突然「死」といふもの

をぴったり考えさせられて思わずぎょっとすることことがあった。・・（略）・・凡ての学説も、

家庭の中の幸不幸も、今まで持ち続けてきた名誉も、ワクワクした気持ちの旋風に吹きまくられて

眼の前で消え失せてしまひ、一歩一歩死に近づいていく彼れの姿だけが惨めにも想像された。・・

（略）・・それは老境に進んで、来世の安心もなく、現在に自信の壊れかけた自意識の強い人ばか

りが、誰にも語り得ないで、独り寂しく味はねばならぬ物凄さだった。 

この忌まわしい心の経験は、R 教授に時計の動くのを益願はせるやうになった。」（同上書 P378） 

 

時計が再び動くようになるという妄想を誘い出した R教授の身辺のさまざまなことは、畢竟、C 博

士による論駁書が招いたことであったが故に、現実に還った彼の思考は、ある明確な自己認識をも

たらすことになった。 

 

「彼れは然し結局 C 博士の反駁に同感し屈服しないではいられないことを認めた。彼れは自分の思

考力が何んとなく衰えて昔のやうにきびきびと働いてくれないのを感じた。何時ともなく段々失は

れた気力が、二度と彼れには帰らないのを痛々しく知った。彼れは鞭で打ちくだかれたやうに眼を

閉じて有罪の宣告でも受ける前のやうに、やきやきと胸に突き上げてくる不安を強ひて抑へ付けよ

うとした。」(同上書 P380)  
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武郎は、さまざまな文章の中で、自分は第三階級の滅びを自ら促進する方向に自身を追い込んでい

くことを生涯の指針としていると述べている。武郎は、そのような究極の自己否定を自らに課して

いた。 

武郎は、その創造的シミュレーションをこの作品の中で行った。 

権力と権威に繋がり栄華を極めた R教授は、その根幹に秘められていた「良心」の矛盾を鋭く指摘

した C 博士によって打倒されようとしている。 

 

「然しダマスクの匕首を思はせる精鋼の指針は凝然として動くことをしなかった」（同上書 p380） 

 

作品最後のこの一行は、マリー・アントワネットの「動かぬ時計」が、R教授の存在とその内奥凡

ての暗喩的象徴であったことを物語っている。 

そしてこの暗喩は、私にもう一つの連想をもたらした。 

それは、この作品の約半年前に発表した「カインの末裔」である。 

この作品の中で、武郎は第四階級としての広岡仁右衛門を描いた。 

そして、「動かぬ時計」の中で、第三階級としての R教授を描いた。 

「動かぬ時計」は、もう一つの「カインの末裔」、いや、「アベルの末裔」であった。 

そして、「仁右衛門は自分である」と言い切った武郎は、「R教授も自分である」と心の奥でつぶ

やいていたはずである。 
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『動かぬ時計』・・・・・50年目の危機 
Tam. 

 

 
1 初めに 

 老境にある R 教授は C 博士の論文に刺激されて人生を振り返り、心血を注いで確立した国家学

や自らと国家との関係、更には家族の関係を問い返すうちに、自らを囲繞する現実も思想的立場も

予期以上の危機に瀕していることに気づかされ、暗澹とした気持ちに陥る。有島は誠実に生きた R
教授が逢着する危機を描くことを通して、明治欽定憲法体制が内包する矛盾とそれを打開する方途

の見えないことを暗示しようとする意欲的な小説が『動かぬ時計』である。 

 しかし、この小説の評価は高くないようだ。私の手元にある数冊の有島武郎研究の書籍ではこの

小説を論じたものがない。また、同時代の批評を有島全集別巻の中で探すと、「有島の他の作品に

比べてレベル以下で、特色に乏しく」「情緒の凝縮と単純の理智の光に薄暗く戦いているあの黝色

な『動かぬ時計』の印象」(全集 501頁)と大雑把な印象を語る批評があった(福士幸次郎『有島武郎

論』)。 
 ところで、『凱旋』では御者と老馬が老将軍の心境の合わせ鏡の役回りを演じていた。老将軍は

日清戦争を語らないのだが、一日の苦役を終えた老馬＝凱旋が人々に忘れられる姿を描いて老将軍

のすべてを象徴させてた。『動かぬ時計』では R 教授は『凱旋』の老将軍の沈黙とは対照的に、国

家と自らの在り方についてくどいほどこだわって語っている。私にはこの二つの作品は有島が戦争

や国家について語る一対の作品のように見える。今回の感想では国家について R 教授がどのように

考えるかという点を中心に掘り下げてみたい。有島の明治欽定憲法への慎重だが鋭い批判が見えて

くるはずだ。 

 
2 「動かぬ時計」の意味 

 「動かぬ時計」に関して小説は、マリー・アントワネットの寝室に置かれていたという来歴と、

文字盤がプルトー(pluto)＝冥界の王がプロサービーナ(proserpina)＝春の女神であり冥府の女王で

もある妻を抱きすくめるような意匠であること、及び R 教授が入手して大切に保存してきた経緯の

三点を説明している。そして、小説の掉尾の一句「然しダマスクの匕首を思わせる精鋼の指針は凝

然として動くことをしなかった。」が小説の主題を示している。 
 時計の意匠が神話に拠っているのは絵画などでも主題を神話に採るのが普通だった時代なので、

いかにも王妃の所有物にふさわしい。しかしここでは「ダマスクの匕首」を思わせる針が十二時直

前を指して止まっていると付け加えられていることの方が重要である。ダマスクは絹織物のことな

ので、匕首とは馴染まない。それで私は「ダマスク」を「ダモクレス」の意味で考え、有名な「ダ

モクレスの剣」の故事につなげて考えたい。つまり物語は R 教授自身に危険が迫っていることを暗

示して閉じられると解釈する。 
 「動かぬ時計」の「動かない」にはまた別の意味も託されている。時代が大きく変転する中で変
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化することなく 40 年以上支持されてきた自らの国家学説の学説としての水準が、スタインに学ん

で以降新たな展開がないことを R自身が気に病んでおり、停滞を打破したい、しなければならない

という欲求が膨らみつつあることを示している。そのことは 1年前から時計が再び動き出すことを

夢見るようになったという告白に現れている。R 教授が自らに迫る危機に気づいていることでもあ

る。 

 
3 1917 年(T7)の出来事 

 『動かぬ時計』は 1918年 1月 1日発行の『中央公論』に掲載されているので、執筆は前年の秋

から冬にかけてだろう。数年来、時代の転換を示す大きな出来事が起きている。時間軸に沿ってい

くつか取り出し、その意味を考えてみる。 

 16年 1月、吉野作造『憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず』発表。10月大隈重信

辞職。11 月裕仁立太子。12 月大山巌没。民本主義の記念碑的論文、明治の最初期からの政治家の

事実上の引退と所謂元老の死。大正天皇の主権者としての資質を危惧した権力中枢が成人となった

裕仁を急いで立太子させた。 
 17年 4月アメリカがドイツに参戦。7月政府が段稘瑞内閣援助決定。11月石井ランシング協定。

11月ロシア 10月革命勃発。アメリカの参戦は第一次世界大戦の終わりの始まり。袁世凱の失脚後、

代わって権力を握った段稘瑞に寺内内閣は借款などで肩入れをし、アメリカとは日米の権益を尊重

しあう協定を結んで中国侵略を進めている。ロシア革命の成功は共産主義を現実の脅威として権力

者たちを震撼させた。 

 18年 1月ウィルソン 14 か条綱領発表。7月米騒動。8月シベリア出兵決定。11月ドイツ・連合

国休戦協定。第一次大戦終了後の世界秩序の構想が明らかとなる一方で、国内では政情不安となり

寺内内閣が退き原内閣ができる。ロシアへの干渉・対米協力の標としてシベリアに出兵する。以後

の戦争は総力戦となることを示した第一次大戦がようやく終結した。 
 世界の帝国主義体制そのものが転換期を迎えていることを表す出来事は多かったが、その転換が

底深いものとならざるを得ないことまで鋭敏に感じ取っていた者は少なかった。有島はその数少な

い者の一人だった。1917年は明治維新から 50年目に当たっている。通過点に過ぎないともいえる

が、徳川幕府を倒してからの 50 年であり、R 教授の国家学説が支持する明治欽定憲法が発布され

てから 28年を経過している。 

 維新を実現し、初期の政権を担った藩閥政府もすでに人材の面から行き詰まり、薩長で権力を独

占するための超然主義も綻び、民党の成長も遅々として進まなかった。伊藤博文が期待をかけた政

党政治も原内閣の登場でようやく緒に就いたとは言え明治欽定憲法下ではいずれ政治的駆け引き

の中で堕落し躓き破綻するだろう。いわゆる元老たちで生き残っているのは山縣有朋と西園寺公望

だけになった。伊藤はドイツ型の憲法を明治欽定憲法のモデルとしたが、それとは異なるイギリス

型の議院内閣制を目指したとみられる大隈重信も志を遂げられずに退陣した。また大逆事件で幸徳

秋水たちが死刑となり、石川啄木が「時代閉塞の状況」を書いたのはわずか 6 年前のことである。

時代の希望は表向き政党政治と民本主義の成熟並びに労働者たちの運動の帰趨にかかっていたが、
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時代の暗雲が晴れる見通しはない。 

 『動かぬ時計』はこのような時代の中で書かれた。 

 
4 R 教授の国家論 

(1) R 教授の国家論に課せられた制約 
 作者である有島は R 教授にどのような国家論を語らせることができるかという設問から始めた

い。これは小説本文に触れる前に提出する演繹的な設問である。この小説の中ではマキャベリやホ

ッブスのような、あるいは荒唐無稽な国家観念を展開することはできず、明治欽定憲法を支持する

国家観・憲法観に行き着くような国家論でなければならない、これが制約がある。このことは R 教

授という人物の設定の上で明確に示されている。 

 有島は R 教授を大学南校を卒業後、政府に選抜されて欧州に留学した人として描いている。 
 大学南校は 1870年(М3)に、政府が各藩から貢進生を集め、洋学の教授を通して新政府に有為な

人材を養成する目的で開設した修業年限 3年の学校であり、初年度は 300 人余が入学した。入学に

は年齢制限があり 16歳から 20歳の間に限られていた。大学南校としては 3年間だけ存続し、曲折

を経て 1877 年(М10)に校名を東京大学と改めた。卒業生の中から優秀な人物を欧米に毎年留学さ

せている。有島は R 教授を貢進生の中にいた一人として設定している。 

 R 教授は約 3 年間の留学を終えて帰国し、すぐある大学の教授となって以後、42 年間が過ぎた

ところが小説の中の現在である。老境の国家学者と言えるだろう。 
 R 教授の留学目的はその経緯から見て、政府が必要とする国家論を見極めその蘊奥を究めること

にあったことは疑いない。有島が R 教授を大学南校の卒業生と設定したことがそれを語っている。 
 すると、R 教授を主人公として描くときに欠かせない要素がいくつか出てくる。まず、学者とし

て優秀であり人として誠実であること、誠実な学理の追究がやがて明治欽定憲法に結実する法理と

この憲法を必要とする国家の根本理念に共感していること、根本理念は R 教授個人の倫理ないしは

価値観としても受け入れ得るものであることなどである。世俗的な出世欲に駆られて表面的に政府

の求めている方向に迎合した人物として描いたのでは、1917 年の現在になって陥る悩みが生じて

こない。 
 有島の R 教授はこのような制約を満たす人物なのだが、それでは国家論はどのように描かれたか。 

 
(2) 二つの国家論 
 有島は R 教授がスタインに師事するに至る経緯を次のように語る。 

  
 欧州に留学した間に研究した政治学説の中で、原則として考える以上、最も理屈の詰まった正当

な立論として首肯しなければならない一つの学説があった。・・・彼は非常な興味と熱意とを以て

奥深くその学説を研究した。研究すればするほど、その内容と結論とには人間生活の深い要求と合

理的傾向とが畳み込まれているのを発見せずには置けなかった。・・・而して彼の心は非常にそれ

に牽きつけられた。同時に、彼の聡明さは、その学説が本国の伝承した長い伝統と、その当時の政
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治勢力の意向とには全然駢馳し得ないものである事に気付いた。その学説が取り入れられる為に本

国の歴史そのものの解釈を根本的に改める必要のあることに気付いた。そこに R 教授の上に学徒と

しての恐ろしい試練が来た。然して彼の習性となるまでに強く深い幾千年かにわたる伝統的精神が

最後の勝利を占めた。彼は思った。学説というものは畢竟歴史の所産でなければならぬ。歴史を超

越しては一つの考察ですら可能であり得ない。歴史を撥無して人間本来の要求を充足する思想があ

るなどと考えるのは衒学者の空想にすぎない。・・・そんなことに耽るのは学者の恥じねばならぬ

ことだ。かくて彼は本国の歴史が要求すると思わしい学説を大成するために、彼は「人」としての

興味を投げうって、スタイン教授の門に参じた。(374頁 4 行目～16 行目)  

 
 「一つの学説」は「原則として考える」と最も筋が通った正当な政治学説だと、R 教授は評価し

た。その学説の「内容と結論とには人間生活の深い要求と合理的傾向」が込められているので「人」

として大いに研究意欲をそそられた。だが、最後は「人」としての興味を放棄してスタインに師事

した。二つの学説の内容を比較検討する記述がないので、学説を内在的にみて優劣を弁別したか否

かは不明である。R 教授が研究すべき学説を決めるにあたっては、「原則」・「理屈」・「正当な立論」

など以上に重視すべき採否の基準があった。多少筋道が通っていなくても、「人間生活の深い要求」

に合致しなくても、「合理的傾向」に背馳する内容の学説でもよかったのである。この言い方は意

地悪な形式論理にすぎないが、学説内容への論及を回避しているので、このような対比でスタイン

学説の輪郭を推定するのはやむを得ないところだ。言い換えると、「一つの学説」は日本の伝統と

政治勢力の意向とに沿うことができないだけでなく、「R の習性として精神に根付いている伝統的

精神」にも合致しない点が疑問視され、この二点が「一つの学説」を排除するときの鍵となった。

もちろん、小説は国家論の講義を聞く場所ではないので両方の国家論の内容そのものについて語ら

れなくても一向にかまわない。 

 「一つの学説」か「スタイン学説」かを選択するにあたって、「政治勢力の意向」、「伝統的精神」、

R 教授自身の「習性」が基準となることを示した後、これらの観点を重視すべき根拠を「学説は歴

史の所産でなければならぬ」という点に求めた。「歴史の所産」かそれとも「原則」かという対立

項を立ててみると、「歴史」の方が「原則」よりも優先度が高いのであり、「歴史を無視して人間本

来の要求を満たしうる思想」は存在しないと言い切っている。仮に誰かが R 教授に「一つの学説」

が「歴史の所産ではない」ということを示さないまま退けるのは乱暴ではないかと質問をしたらど

んな答えが用意されていただろう。しかし、政府派遣留学生として研究すべき国家論は、アメリカ

合衆国憲法のような共和制に基づく憲法ではなく、プロイセン憲法など君主制に基づく憲法以外に

なかった。そして、有島が R 教授に「一つの学説」を意義深げに語らせたそのあとで徐に退けるの

は、作家的な手法(重要なことは後から持ち出す)だろうが見え透いている。しかし、実はそうでは

なく、R 教授自身がこの時点で苦渋の選択を迫られたやむを得ぬ結論だったと示しておく必要があ

り、そうでなければ後々の展開に差し支えがあるのである。 

 以上、有島は国家論の外側にある事情(政府の意向・伝統精神など)を根拠にして R 教授に決断を

迫らせざるを得なかったが、R 教授自身は自らの「習性」に合致していると選択の合理化にも成功
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している点で必ずしも絶望しているわけでもなかった。微妙な状況である。 

 
(3) 「一身上の要求」の是非 
 スタインに師事する選択は一点の曇りもない判断だったのだろうか。「一つの学説」における「歴

史性」を不問にして退けた点に瑕疵が残る可能性に言及しておいた。が、その他にもう一つ自らの

人格的品性には絶対の自信を持つ R 教授自身にしてなお自らに説明しきれないことがあった。 

 
 彼は学者である以上学問の尊厳を第一に考えねばならぬ筈だった。筈だった。そこに微細な心の

働きがあった。学者的良心の要求か、一身上の要求か。それは一方の要求を満たせば、ひとりでに、

他の要求も満たされるという都合のいい、而して都合の悪い場合であるだけに、彼の錐のように鋭

い冷静な判断力も、二つの要求の間に截然たる区別をつけかねた。然しそれに何の不思議があろう、

彼は心理学者ではないのだから。彼はその点をそのままそっとしておく事にした。「筈だ」という

言葉でその解決は十分だと思った。(375頁 5 行目～10 行目) 

 
 有島は周到な構成をしているというべきだろう。厳しい制約下の学説選択であったとしても学者

的良心に恥じない選択をしたと R 教授に語らせようとした。しかし、その語りは R 教授自身がそ

うである以上に読者には筋道の曖昧な語りになった。 
 R 教授自身が自己判断が難しい理由を説明する部分は敢えて曖昧な表現を用いて本当のところ

を韜晦しているだけかもしれない。今、引用の該当部分である「一方」と「他」に「学者的良心の

要求」と「一身上の要求」を代入すると次の文になる。 
 「学者的良心の要求か、一身上の要求か。それは学者的良心の要求を満たせば、ひとりでに一身

上の要求も満たされるという都合のいい、而して都合の悪い場合であるだけに」…「二つの要求の

間に截然たる区別をつけかねた」  
 例を用いて考えてみる。即ち、「ひたすら成果を上げようと研究に打ち込こみ、学者的良心の要

求を満たす充実した日々を過ごすうちに、やがて目に見える業績が上がった。するとひとりでに他

方でこのことが学会で評価され、世間にも名声が広まり一身上の要求も満たされることになった」。

R 教授はこの事態を「都合のいい、而して都合の悪い」事態だと捉えるのである。両方 get できた

のだから「都合のいい」結果だと思うが、これのどこが「而して都合の悪い」場合なのだろう。こ

の点の説明が出来なければ例の理解としては不十分でる。 
 一つの結果がその結果を生み出した当人にとって「都合のいい、而して都合の悪い場合」などあ

りうるのだろうか。小説の展開の中だけでは説明がつかないので、小説の外からいわば超越的な有

島自身も意識していなかっただろう人物設定条件を持ち込めば一つだけ可能性が生まれる。それは、

R 教授にとっては初めから一身上の要求は求めてはならぬものとして禁止されていたという条件

である。倫理観としてリゴリズム(rigorism)を信条とする人物ならば、自らに禁じていた「一身上

の要求」が与えられるのは「而して都合の悪い場合」と言える。求めるべきでないことが結果とし

て求めたことに付随して生じてしまう、この事態を指して「都合が悪い」と言うと解釈するのであ
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る。これはつじつま合わせの窮余の解釈である。ただ、貢進生として政府に出仕する程の資質の持

ち主として儒教的な世界に親和的な人物なら大いにありうることだ。確かに、R 教授は「現世の栄

誉栄達を収めたいために、自分の人生観や学説を決めるのはよくあることだ」「しかし…自分がそ

れほどさもしい人間だとは思われなかった」(375頁 2 行目から)と、他の凡俗な人物ならいざ知ら

ず、自分自身においてはあり得ないことだと明言している。 
 スタイン学説の選択が学者的良心を裏切った結果の選択ではなかったと断言しきれないことを

「二つの要求の間に截然たる区別をつけかねた」ときっぱり否定するでも渋々でも認めるでもなく

告白している。それを「筈だ」を繰り返すことで上書きしている。「筈だ」という言葉は R 教授自

身のぎりぎりの心的状況を示している。R 教授はむしろ自分は自己欺瞞を行ったと言いたい素振り

なのだ。辞書によれば「筈」は「当然そうなるべき道理であることを示す。またその確信を持って

いることを示す」意味である。「スタイン学説」の選択は道理(三つの観点と学説の「歴史性」)に従
ったものであり学者的良心に恥じるところのない選択だったと言いながら、他方で微細な心の働き

として異なる選択をしていたのではないかと問いかけてみて、実態は心理学者ではないからどちら

だったか断定できないと判断を棚上げしている。ただ、そのように厳格に問い詰めさせて心底の暗

がりに潜むものを抉り出すところは有島の倫理観が投影されているだろうし、R 教授の文学的造型

としても読者を頷かせるところだ。 

 さて、儒教的な教養を背景にしたリゴリスト R 教授としては「スタイン学説」の選択に当たって、

自らの裡に「一身上の要求」が皆無だったわけではないことを判断保留の形で暗に認めていた。だ

から、心底の棘として新たな葛藤をうみだす種として残っていることにも気づいていた。C博士の

論文によって、眠っていた棘が再び痛み出す。 

 
(4)  40 余年後の棘   

 R 教授は書斎で C博士の論文を読んでいる。その論文とは、「内閣が議会の協賛を経ないで専行

したある外交上の処置」について「学理の上から婉曲に内閣を弁護した、その内容を容赦なく」批

判した論文である。論文の結論はこうだ。 

 
 かくの如く内閣は立憲治下の臣民が当然保有すべき名誉と権利とを毀損せり。而して R 教授の学

説の根抵をなす思想は、この不名誉なる内閣の行動を弁護し尽くして更に遺漏あるを見ず。立憲治

下にありてかくの如き学説が如何なる価値を有するかは、識者を俟たずして明らかに知るを得べき

ものなり(373頁) 

 
 論文を熟読した R 教授は最終的に C博士の批判が正しいことを認める。彼の立論は R 教授の学

説の弱点を完膚なきまでにおり反論しきれないのである。批判は憲法運用上の政府の誤りを弁護す

る R 教授の立論に向っている。立憲制度下で保障されている臣民の名誉と権利を蔑ろにした点に R

教授の学説の本質的な誤りがあるというのである。具体的にどこがどのように誤りなのかについて

は語られていないが、ことは立憲制度、欽定憲法の在り方の根柢にかかわる。だから C博士の批判
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はスタイン学説を選択した 40 数年前の自身の行動の回想を誘い出す。R 教授の学説が崩壊し始め

るように思われる「辛い」心持の背後にあって、もっと「辛い」、眠っていたあの棘が痛み出す。

棘というのは学者的良心の要求と一身上の要求とのどちらを選ぶかという選択の岐路に立って、

「筈だ」の一語で解決を棚上げにしていた問題に起因する。この棘の痛みはさらに「人としての興

味を抛」ち、「人間生活の深い要求と合理的傾向とが畳み込まれている」「一つの学説」を捨てたこ

とにまで遡る。そのことは「政治勢力の意向」「伝統的精神」R 教授自身の「習性」と「歴史の所

産」という自らの国家論の根柢の正しさに疑問を突き付けることでもある。 

 明治欽定憲法は主権が天皇に在ったという一つの特徴に集約して理解できる。例えば「国務各大

臣は天皇を輔弼し其の責に任ず」(明治憲法 55条の 1、平かな部分は原文ではカタカナ表記)行政権

は主権者である天皇が執行するのであるが、一人ですべてを執り行えるという前提のもとに成り立

っているとともに、天皇が誤りを犯したら天皇が責任を取るわけにはいかないので代わって国務大

臣が責任を取るシステムになっている。他のすべての事項も天皇主権で運用できるように制定され

ている。が、その通りに運用できたかどうかは別問題だった。 

 R 教授は明治欽定憲法に国家論として理論的保証を与えた人物として設定されているので、「人

間生活の深い要求と合理的傾向」は非欽定憲法的な内容のものである。だから「一つの学説」は範

囲を狭く考えれば大隈重信たちが目指したとされるイギリス型の議院内閣制が想定されていたか

もしれない。あるいは植木枝盛が紹介した共和制がそれにあたる可能性もある。アメリカ留学を経

験している有島なら、R 教授に大統領制を想定させ、天皇主権ではなく国民主権を構想させてもお

かしくない。先に「３ 1917 年の出来事」で取り上げた通り、時代は君主制の破綻の兆候がさま

ざまに表れている大きな転換期にあった。特に C博士のモデル問題にもなるが、吉野作造 が黎明
会を組織して民本主義の論陣を張り、世論に大きな影響を与えた時期とこの小説の発表とは符節を

合わせているのである。 

 明治維新から 50 年が過ぎて、欽定憲法体制の危機を語るものは有島しかいなかった。C 博士に

批判される国家学の重鎮の内省という形式でそれを語るのは巧みな方法である。R 教授が功名心の

ためにスタイン説を選択したのではないかと自らに厳しく問い詰めるその激しさは、自己批判であ

るとともに立憲制度推進者たちの心に巣くっていた功名心の指摘であり、愚民観に引きずられて憲

法制定の道を誤らせたという、有島の明治初期の為政者への批判でもある。C博士ならぬ吉野作造

は「民主」を「民本」と言い換えることで現実的ではあるが妥協的な方法を選択した。有島は C博

士に批判される R 教授を囮にして欽定憲法体制を慎重に批判した。 
 石坂養平が『有島武郎論』で、「学者の実生活の空虚をよく突き当てた作品です」(全集別巻)と批
評したのは完全に空振りなのだ。この程度の批評をする読者しか持ちえなかったのは有島の不幸で

あった。 

 
5 補遺 

  冒頭で設定した課題には一通り答えが出せたので、今回の感想は終わりなのだが、書き足りな

い気分も残るので、以下簡潔に補足させてもらいたい。 
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(1) R 教授の国家論が逢着している危機とはなにか 
 天皇主権の根拠にまでさかのぼって疑問符がつく事態だという認識を示したと指摘したかった。

「政治勢力」「精神的伝統」「習性」「歴史性」のそれぞれに肉薄して解き明かす必要があるが、今

回の主題から遠く離れる。 
(2) 欽定憲法が内包する矛盾を打開する方法 
 私の見るところ、維新後の政治体制は権力を天皇が握り、運用を支える原理を儒教の徳治主義に

求めた。これは憲法公布以前も公布後も変わらない。藩閥政治も元勲による首班たらいまわしもそ

の表れである。徳治はとどのつまりは人治だから、人がいなければ成り立たず、時間が過ぎるにつ

れて人材が枯渇し、制度は腐敗していく。様々な矛盾を弥縫してみても、権力のありかと運用原理

が変わらない限り解決にはならない。一旦出来上がった体制には慣性の法則が働い自壊作用が進む。

出発の際にそれに気づかなかった明治新体制の不幸であった。 
 の解決はこの小説から 30年後連合軍の占領下でようやく形ができはじめる。 

(3) 「50年目危機」という副題 
 維新以来 50年を経過した小説執筆の時期にあって、明治憲法体制が陥っている隘路を R 教授の

生き方が陥る危機の側から逆照射して論評した小説だと捉えたかった。  

 恐らく、啄木の『時代閉塞の状況』を引き継いで、国家原理の変更を求めたい欲求が有島の中に

潜んでおり、明治欽定憲法体制の行き詰まりが意識されている。気づかれにくい政治的テーマを隠

したこの小説を書く有島は高揚感が溢れていただろう。 

(4)  C博士を叩きのめす 
 小説の展開上、C 博士に反論できないと内心思っていても、「参りました、自説を変更します」

とは書けない。指摘されるまでもなく自分の学説の弱点は知っていて、「変説するつもりは全くな

い」のである。国家学説は R 教授にとって命であり彼は国家と一体であり、国家精神を自ら体現し

ていると自負している。従って、現実の現実では R 教授自身が打ち立てた学説以外にあり得ないの。

つまり、弱点を克服する方法は存在しないのだ。変説することは国家の安全発達を阻むからだ。だ

から、C博士をどのような形であれ叩きのめさなくてはならない。 
(5) R 教授の年齢と家族の年齢 
 大学南校に 16 歳で入学→18 歳で留学→3 年の研究生活の後 21 歳で帰国→直ちに教授職に就い

て 42年経過、多少幅を取る必要もあるが計算すると現在 R 教授は 63歳から 65歳。 
 家族構成の設定に無理があると感じる。次女は 19歳、長男は 17歳とあるので、長女の年齢は多

分 22歳前後。R 教授が女児を儲けたのが 40歳過ぎのころとなる。R 教授の将来を嘱望して参議が

娘を嫁がせた。当時の結婚年齢は二十代前半なので帰国早々に結婚したと見なすのが自然。すると

妻の初産は 30代の半ば以降ということになって奇妙で違和感がある。 
(6) 弁護すべき外交案件 

 1910 年代の実際の外交案件で、議会に内密で専行した外交案件があるか探してみたが該当する

ものが見当たらない。あるとすれば大隈が「対支 21 条要求」を「元老」に知らせずに行ったこと
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くらい。議会にではなかった。小説としては架空の案件で構わない。C博士が R 教授の国家論を批

判する材料になりうるものなら何でもよかった。 
(7) R 教授のモデルは誰か 
 R 教授のモデルになりうる人物を探したけれどそれらしき人物は特定できなかった。多分複数の

人物を合成して一人の人物に作り上げている。 
(8) 有島の悪文 二つの例 
 「『一身上の要求』の是非」の項で「都合のいい、而して都合の悪い」の解釈が困難だと書いた。

悪文なのである。「一方」と「他」を本論と逆の形に入れ替えて考えると全く意味が分からなくな

る。頭がよすぎる有島が読者の理解力など無視して書く悪癖の例である 
 もう一つニーチェを引用した部分も私には理解ができなかった。この二か所をどう理解すればよ

いか教えてくれる人はいないだろうか。 
(9) 天皇主権の前提 
 徳川幕府を倒して新しい権力を樹立するとき明治政府はなぜ天皇主権でなければならなかった

のか。 
 「伝統的精神」の語で想定されているのは、古来日本は天皇が統治してきたとか民衆は天皇を敬

愛してきたというイデオロギーである。明治維新の魁のひとり吉田松陰や平田派の神道家や藤田東

湖たちの水戸学派が唱えて、あたかも実態がそうであったかのように思いなされてきた。体系と言

えるほど堅固な思想は形成されなかったが、それで十分に機能できたのは陽明学という極めて心情

的な儒学の流れが裏から支えたからだった。そして、中下流武士たちが自らの立場を伸ばすために

も、農民たちを支配するためにも使い勝手のいい「思想」だった。実際「天皇主権」は維新の志士

たちにも下級武士にも、自由民権の志士たちにさえ支持された。天皇制という「伝統」に依拠した

統治機構は結局のところ徳治主義という一種のアリストクラシー(aristocracy)あった。 

 
 

『動かぬ時計』・・・50年目の危機 簡約 
Tam. 

 
 
 私は何度か有島の作品の感想を書かせてもらったが、一度も褒めたことがなく、けなし

てばかりだった。しかし、この作品についてはほめ過ぎるほど褒めた。何に感心したか、

それはなぜかという点について簡単に触れたい。本論で十分展開できなかったことについ

て「こういうことが言いたかった」と紹介するためだ。簡約と本論にギャップが生じるが、

勘弁していただきたい。 
 
 「ダマスクの匕首」という比喩が出てくるがこれは「ダモクレスの匕首」でなければな

らないと思う。「ダモクレスの剣」の故事は有名なのでここでは踏み込まないが、 R 教授の身辺に
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危機が迫っていること、明治欽定憲法体制も同じく危機が迫っていることの比喩だと思う。 
 R 教授は国家学の研究のために留学する。初期研究で「一つの学説」に出会い「人」と

してほれ込み素晴らしい学問だと一層研究するが、最終的にはスタインに師事してスタイ

ン学説の研究をすることになる。 
 R 教授は国家学の権威として日本の政治関係の学会に 40 年以上君臨し、明治欽定憲法を

国家学の面から支える重鎮である。順風満帆の人生のように見えた。 
 しかし、彼を批判するものが表れた。C 博士は R 教授の理論の破綻を R 教授が政府の政

策を弁護した事案を用いて、政府の政策批判をしつつ R 教授批判も行った。R 教授は批判

を正当に受け止め、自らの誤りを認めるが、表向きは C 博士を叩き潰そうと闘志を燃やす。

しかし、理論・国家・名声の三位一体の栄光に満ちた人生が崩れようとする危機に瀕して

いると感じている。。 
 R 教授は留学期の自己を振り返って、二つの事柄を回想する。 
 一つはどの学説を専門に研究するかという岐路に立った時、つまり「人」としての興味

と「国家の要請」のどちらを選択するかという岐路で、政府派遣の留学生という立場から

「国家の要請」を選択した。それを正当化するために四つの観点を持ち出している。「政治

勢力の意向」「伝統的精神」「自らの習性」「学説の歴史性」である。これらに基づかない学

問は空想にすぎないと見なし、自分の選択は良心に恥じるところがなかったと言っている。 
 もう一つは、しかし、本当に良心に恥じるところはないかと自問して、断じて恥じない

と断言できなったことの回想である。この一身上の要求を暗に考慮したという気持ちが棘

となって刺さっている。 
 C 博士が、R 教授を批判したとき反論しきれなかったのは第一の問題即ち「人」としての

興味を捨てたときの選択の仕方に起因するとともに、第二の問題「一身上の要求」に自ら加担したとい

う長らく眠っていた棘の痛み、つまり良心の呵責のためである。勿論、C 博士は第二の点を批判の

論点とはしていないが、R 教授はリゴリスティクにそのような自己の在り方まで含めて自

らを問い詰めていくのである。これは作者有島らしい厳格さである。脇道に逸れるが、学

生時代に読んだ小説の主人公正木典膳(高橋和巳『悲の器』)を思い出した。 
 R 教授が C 博士に対して敗北を認める在り方は明治欽定憲法体制の危機を認めることで

もあるる。作品が書かれた 1917 年は、明治維新から 50 年目に当たっており、明治欽定憲

法の公布から 28 年が過ぎている。維新の志士や元勲や民権運動家たちがどれほどの夢を託

したかわからないが、すでに制度疲労が目立っている。元老による首相推挙など、徳治主

義的な手法は元老が存命の間は機能しえても、いなくなれば恣意的に運用されるだけだ。 
 有島は国家学の重鎮が批判される姿を通して、しかも彼が反論できないと認める姿を描

いて、いわば搦め手から体制批判をしているのである。そう読むべきだ。 
 1918 年はウィルソンが 14 か条の綱領を発表し、第一次大戦後の世界秩序転換の提案を

している。有島は帝国主義の世界構造が転換を求められていることに鋭敏に気付いている

が、政界も文学界も友人たちも好景気に酔うばかりである。 
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 『動かぬ時計』に対する世間の評価は低いが、時代の読者の目が濁っていたためである。 
 
 なお、取り上げたい問題がたくさんあったが、割愛せざるを得なかった。 
 
 


