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第４３回読書会のまとめ 
『御柱』                              202２年2月1２日 

参加３名+Zoom 参加１名  感想文提出５名（うち感想文のみ１名） 

 

 

 有島は生涯に 11 の戯曲を生み出しているという話から始まりました。その中でもこの『御柱』

は本人も満足度の高い作品であったようですが、観客からの評価も高かったという話が出ました。

方言がふんだんに出てくるので観客には分かりにくいという心配が先に立つだろうが、平四郎と嘉

助のやり取りが切り結んでいく迫力があり、また「魔がさしたんで」という台詞の意味や犯人は誰

かという謎解きの要素も巧みに織り込んであるので、観客は耳で聞いてきっと伝わっているはずだ

という感想がありました。 

 映画であればある部分を大写しにして観客の注意を引くこともできるが、舞台での演技であるの

で台詞のみでなく小道具をいくつも使い、それらの名前を台詞に入れて観客に分かりやすくするな

どの工夫があり、観客にも響くものがあると思う。どこまでも計算づくの戯曲づくりで感心したと

いう感想が続きました。 

 

 江戸末期の安政元年という設定はたまたまだろうかという話が出ました。安政年間は地震が相次

いだり、安政の大獄や桜田門外の変という大きな出来事がありました。また外国船も頻繁にやって

来て通商を求めるなど世の中が騒然としていた時代です。京都の大火により内裏が焼失したり、７

年ごとの御柱祭の開催年でもあったことから、この年を選んだのではないかとの意見も出されまし

た。 

 それにしても、この作品が実話をモチーフにした創作戯曲だという情報には驚きました。どのあ

たりが実際の出来事なのかは感想文をお読み下さい。また、この作品発表の２年後に有島が世を去

ったことから、「火の中に消えてゆく白装束」が出てくるのはその伏線だったかとの感想もありま

した。白装束の存在についてはもっと注目してもよかったという意見がありました。この存在によ

って嘉助の心の負担が軽くなったのではないかという意見や、神様の代わりである神主が火中に飛

び込んで燃えたということは神でもこの事態を止められなかったということではないか、などの意

見が続いています。有島の心に秘めた「かたちあるものはすべてむなし」というのが主題ではない

か（つまり色即是空です）という意見もありました。 

 

 「魔がさした」「魔性の奴」という言葉に注目した人がいました。やはりここに注目したかとい

う感想も出たくらいです。「ふと魔がさしたとでもいう…さあやっぱり魔がさしたんで御座いやし

ょう」と嘉助の台詞にありましたが、この２つの「魔がさした」はどういう風に役者は表現を変え

るだろうかという話になりました。嘉助は自分が犯人ではない前提で話をしていますから、初めの

方は別の人間が犯人だということだから自分がその犯人の心中を察するに…という感じで割に大

きめの声で、後の方は自分の心中を思わずさらけ出したという感じで小さい声でしみじみと言うの
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ではないかと想像した参加者がいました。脚本家でもある参加者からは、演出家が作者との葛藤が

ありながらこの台詞を役者にどう語らせるかを考えると面白いという意見です。この後も作者と演

出家と役者を巡って、どう演じるのか、どう演じさせるのか、どう演じてほしいのかなどいろいろ

な場面で意見交換（後述）がありました。 

 

 「柵」に注目した感想が出て、ここに注目したのは面白いとの意見がありました。題名の御柱と

大いに関係があるからです。生まれてからずっと諏訪（つまり柵の中）にいたが、ある時「柵を越

えて」江戸へ出た。２年余りの後、自分は出過ぎたことをしたと反省して、また信濃という柵の中

に戻ったという流れだというわけです。また、柵を越えることを御柱の禁を破ることだと捉えた参

加者もいました。 

 

 平四郎が嘉助の言い分をことごとく反駁するのですが埒が明かないので釿（ちょうな、まさかり）

で自分の作品を滅多打ちに砕く場面があります。これをきっかけにして嘉助が本心を吐露し始めた

と分析した人がいます。これに関しては、平四郎には下総に残していこうとしていた自分の作品を

砕いてしまうだけの意図があったと推理する人がいました。それは嘉助を赦（ゆる）すという意図

です。事実、このあと嘉助に対する平四郎の態度は明らかに変わるとの指摘がありました。ゆるす

と言えば「魔がさした」という言葉が出てきました。これを嘉助の逃げ口上と考えるのではなく、

２年余り嘉助が自負心と平四郎に対する嫉妬のはざまで苦しんでいたことの告白だったという意

味転換が平四郎の中で起こり、平四郎は嘉助に対して怒りから恕（ゆる）しに転じたと考えた人が

いました。 

 

 仙太郎（孫）の登場も嘉助に対する平四郎の態度が変わるきっかけになっているのではという意

見がありました。それに対して、そうは思えないという意見が出ました。孫はそんなに大きな役割

はないだろうということですが、脚本家の参加者によると、どの配役にも登場するだけの役割があ

るとのこと。例えば、明日は国に帰ろうと孫に対して言っているように見えて、その孫を介して周

りにも伝わる効果があります。孫を通じた方が本心を言い易くなることもあるだろうという推理も

ありました。 

 

 平四郎は自分の彫物を焼失しますが、冥利を超えた仕事をしたばかりにこうなったのだと嘉助に

言います。これは、自分の力量だけではなく神仏の加護があればこそ一流の仕事が出来るのだとい

う謙虚な言葉です。有島も同じ体験をしたのではないかと考えた人がいました。奇跡の３年間(T6

～8)と言われた時期に大作、佳作を次々と発表したのは自分の力だけで出来たことではなかったの

ではないかと有島自身が重く意識したのではないか。その証拠に、その３年間ののち意欲的に創作

に励んだ『星座』も『運命の訴え』も書き続けることができなかったという事実があると続きまし

た。有島は書けなくなったことを神罰が下ったと考えようとしていたのではとの推測が出ました。 

 もう一つ驚くことがありました。諏訪に実在した彫物大工の立川和四郎が郷里を出て千葉神社の
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普請に注力した結果、大評判になったのですが、不審火で燃えてしまい神主も火の中に飛び込んで

いるらしいのです。有島はこれをモチーフにして書いたと言ってもいいという意見がありました。

その立川和四郎が「人間冥利をぶっ超えた仕事をしたばっかに」と言ったかどうかは定かではあり

ません。この参加者が言いたかったことは、「嘉助」という人間性に着火した「魔」が平四郎の「冥

利」を超えた創造作品に咎を与える物語として可視化したのがこの作品だということで、「魔」と

「冥利」を結び付ける切り口は新鮮でした。 

 さらには「魔がさす」と「魔性の奴」が使い分けられているという考えも出されました。「魔が

さす」方は嘉助の罪を不問に付すための言葉。「魔性の奴」は職人の心に棲みついてひたすら芸の

完成を求めさせる衝動を指しているとの説明に、ストンと腑に落ちた感じがありました。 

 

 戯曲であるために、作者と役者と演出家の関係、役割が繰り返し話題になりました。魔性の奴と

平四郎自身がどのように格闘するのかという有様が描かれていないという感想に対して、古い時代

には職人は個を主張しなかったが、平四郎は職人とはどういうものか自説を披露しているのではな

いかと言う人や、たとえ脚本に描かれていなくても役者（又は演出家）はそれを乗り越えて表現し

なくてはならないこともあると考える人もいました。言葉の文字面をどう表現するかは、役者がそ

の役になり切って喋っているかどうかで全然違ってくる。だから、台詞通りに喋るよりも役者がそ

の役になり切れるか、演出家がそうなるように指導するかが重要になってくる。そこに役者や演出

家の腕の見せ所があるということでした。この芝居の場合、作者有島も観客も大いに満足したこと

から見て、役者と演出家に恵まれたと言えるのでしょう。 

 

 最後に、この脚本は時代を超えて使えるのではないかという評価が出されてお開きになりました。 

（文責：井上剛） 

 

 

 

※参加者：井上剛、梅田滋、菊地寛(ZOOM)、高木直良（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。 
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kanK note 有島 20より 
Kih. 

 

 

舞台は下総、人は諏訪と江戸 有島武郎は、小説はもちろん戯曲においても、表現の世界を

究めようとしていたのでしょう、生涯に 11 の戯曲を生み出しているとのこと。 
今回の課題作品「御柱（一幕劇）」では、幕末・安政元年（1854）の下総（千葉）の百

姓家を舞台に、信州諏訪（長野）の木彫師と江戸の宮大工が登場します。 
土地の妙見様（寺社）の建て替え工事が終わって明日は地鎮祭という夜に出火し、誇り

高き仕事人同士の魂がぶつかりあうという展開です。おりしも諏訪では大社の御柱祭の前

日。いずれの地にも有島は関わりがあり、その地で着想し、取材を重ね、組み立てた戯曲

です。登場する主役、わき役それぞれの気迫が、演ずる役者に乗り移ってゆくようです。 
切り結ぶ台詞 物語は一幕 3 段の構成。舞台正面には、古びた農家と納屋、庭先から土間

と座敷が客席から見えている作りです。諏訪から来て、ここを仮住まいに妙見様の様々な

飾りなど木彫物の仕事を請け負った平四郎（61）と娘夫婦、孫の 4 人が居ます。5 月 9 日

未明、2 年がかりで完成させた妙見様が火事で焼け落ちて、という設定で幕が上がります。 
火事は付け火で、建物工事を請け負った江戸の大工・嘉助（40）による仕業に違いない、

と火事現場から戻った弟子の娘婿が平四郎に報告します。平四郎の評判を嫉んでいたと言

い、焼け跡から焼け残りの彫刻物を持ってきて―と、次々と伏線を張りながら進行します。 
そこへ、当の嘉助が登場「～ああ、やっぱり魔がさしたんで～」。観客は一気に舞台に引

き込まれます。戯曲の基本構成に、謎解きの妙が綾なして、巧みです。 
方言、生き生きと 発端から徐々に葛藤が高まり、平四郎と嘉助、老・壮の役者は、台詞に

した言葉の刃で切り結びます。台詞には方言が混じり、それが生き生きとやり取りを盛り

上げ、緊張感をもたらします。戯曲作家としての有島の真骨頂でしょうか。 
嘉助は、焼け跡から持ち帰られた彫刻物に平四郎の腕前のすごさを知ります。と、平四

郎はそれを目の前で打ち砕く。嘉助「～平四郎親方・・・私や今になって始めて眼が覚め

やした」。さらに白装束の宮司が火の中に飛び込んで行った、という目撃証言が出てきます。 
平四郎は「～火の元は大工衆のあずかりだで。お前様の仕事も念の入った素晴らしいも

んだったに～」と。これを聞いて嘉助は退場、世代間の対決は決着して、ラストの場面で

す。 
虚実皮膜の真実 平四郎「～明日は発って在所に帰りますに・・・。仕事を遂へればへえ、

俺は名もない他国の老いぼれ爺ぞ～。信濃国の山猿には、裸身の外にこをる荷物も御座り

ましねえ～」と心は古里へ。土間に御柱祭りの引き綱を模して、8 歳の孫や娘婿と一緒に

四本柱を立てる綱引きです。「やれえんやらさんのういえー」の掛け声が響いて、幕が下り

ます。 
千葉を旅したときに見た古い焼け残りの木像や長野の軽井沢で見聞きしたであろう信濃
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大社の豪快な御柱祭り、実在した木彫名人や後に焼死した神職がいた、など実際にあった

話をモチーフにしての創作戯曲ですが、底流には有島の心に秘めた「真実」が主題となっ

ていると思います。それは「かたちあるものはすべてむなしい」とも、聞こえてきました。 
作品が発表されたのは大正 10 年（1921）10 月。2 年後、有島は自ら世を去ります。作

中の「火の中に消えてゆく白装束」は、その伏線だったのでしょうか。  （Ｅ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

「御柱おんばしら」を読んで、思い浮かぶこと 
Tkn. 

 
 

 戯曲は江戸末期の安政元年（1854 年）5 月 9 日、ペリーの 2 度目の来航や地震1が続く

など騒然とした時代の諏訪地方を舞台にしている。苦労して宮大工の腕を磨いてきた職人

の親方が主人公だ。なじみのない舞台となる時代や地域、宮大工という配役特有の言葉が

たくさん出てくる。物語の全容を把握する上で、一語一語確認しながら読み進んだ。物語

の設定上、気になるキーワードから思い起こしたことを書いてみたい。 
「つけ火」…放火である。当時も現在も重い犯罪だ。思い出すのは八百屋お七の放火事

件、悲恋がもとで放火し、鈴ヶ森処刑場で火刑になったことで浄瑠璃や歌舞伎の演目にな

り、人気を博した。三島由紀夫の小説『金閣寺』の題材は、1950 年 7 月 2 日未明に実際に

起きた「金閣寺放火事件」から取られたようだ。小説は読んでいないが、映画「炎上」に

なったことで、映画館（倶知安劇場）の前で市川雷蔵の写真を見たことをかすかに覚えて

いる。小説も映画も大きな評価を受けた。 
犯罪に至る人間にはそこに至るまでの「理由」があり、文学や様々な作品の題材となっ

ている。嘉助には嘉助の理屈があり、平四郎への世間の評価に納得がいかない思いが募っ

て行く。そして「魔がさす」ときを迎えてしまう。「魔がさす」とは何だろうか。英語にす

ると「 “be tempted by an evil spirit”で、“be tempted”には 「誘惑される」 という意味

があり、 “an evil spirit”には 「悪霊」 や 「魔物」 という意味があります。」とネット

の辞書にあった。つまり、ふつうにはありえない行動をある瞬間、まるで悪魔にそそのか

れたように、実行してしまうということだろう。 
 嘉助は最初、人ごとのようにこの災難を「思いもよらぬ」といい、これを「やっぱり、

魔がさしたんでございやしょう。」とうそぶいていた。これに腹を立てた平四郎は、根っか

らの職人魂から出る言葉で、自分と娘婿久和蔵の仕事ぶりを思い切り嘉助にぶつけ、「末代

までも國の寶とならづものを、手前はよくも一晩の中に灰にしたな。…手前がへえ己一人

の愚かさから國の寶を滅ぼしただぞ。」あわや、刃傷沙汰かと思いきや、平四郎は自分の彫

刻物を滅多打ちにして砕いてしまう。物音に目覚めた孫の仙太郎には「仕事は終えた」と

繰り返し、「仕事はやめて、ゆるりとお前と遊び暮らす」と宣言する。「歳をとるとこらえ

性が失せるでなあ。お前はさっき魔がさしたと言ったが、全くだ。人間冥利をぶっ超えた

仕事したばっかに焼け終えたとおもえば腹を立てるでもなかった」平四郎はこの言葉で自

らの激しい怒りをいさめた。またこの言葉で嘉助の罪を許そうとする。「今になって始めて

眼が覚めやした。済まねえことをしてしまひやした。」（嘉）「眼がさめたか」（平）「ええ、

 
1 1854 年 6月 15日（7月 9日）: 伊賀上野地震（安政伊賀地震）。11月 4日（12月 23日）: 安政東海地震（東南海
地震含む）。津波でディアナ号遭難。11月 5日（12月 24日）: 安政南海地震。稲むらの火のモデル。11月 7日（12月
26日）: 豊予海峡地震。1855年 2月 1日（3月 18日）: 飛騨地震。 
10月 2日（11月 11日）: 安政江戸地震。小石川の水戸藩邸で藤田東湖・戸田蓬軒圧死。 
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私や何という人非人だ。」（嘉）「魔がさしただよ。誰の科（とが）でもねえわやれ。」（平）

「…その魔性の奴の可哀さはやれ…」（平）「やくざな爺だが、一囈にはまり込んで…長い

年月を苦労したばっかで、その魔性のものの殊勝さがしみじみと胸にこたえますだ。…お

前様の心持も今になると俺にはよっく分かる。」「火事を仕出かしたは、何処までもお前様

のあやまちだが、過ちは誰が身の上にもあるものだでなあ。」（平） 
 
 働く同僚や上司との葛藤、同じジャンルでの作品づくり・発表の場での葛藤はありふれ

たテーマで、よく接する作品に存在する。潜在意識を実行に移す「魔がさす」瞬間をどう

現実性をもって表現するか。世間の称賛が仕事を終えるきっかけとなるのか、燃え尽き症

候群のタイミングだったのか。人の過ちを許すことを本当にできるのか。思いをめぐらし

た。 
 
朝の TVニュースショーを見ながら、感想文を書き始めた。 
羽生結弦選手が松岡修三キャスターからインタビューを受けている。修三氏の最初の「あ

りがとう」の言葉に思わず後ろを向いて、目頭をぬぐっている映像を見ている。やや落ち

着いて「努力してもむくわれないこともある」と語る。後輩たち 2 人は、2 位、3 位を占

めたが本人は 4位に終わった。この世界も職人の世界だと思った。多くのアスリートや作

家・芸術家も同じ悩みをしょって生きている。そして平凡な我々も多かれ少なかれ…。 
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『御柱』 
Int. 

 

 

１．題名は『御柱』 

 まずは題名が気になる。御柱祭というのは長野県諏訪地方で７年ごと（寅と申の年）に

行われる式年祭のこと。御神木を山から落とす際によく死傷者が出るので注目を集める、

危険と隣り合わせの祭りである。なお由来は主人公の平四郎が語っている。 

 祭りはハレの日なので確かに無礼講の要素はあるが、本来はその土地や神社の神様と結

びついたものと想像する。平四郎が神棚を拝む場面があるように、職人や商売人など神様

を無心に（時に欲得絡みもあるが）拝む姿を見ると宗教の持つ重要性を忘れてはならない

と思う。平四郎も神前で今ある力を精一杯出して仕事に取り掛かろうとする意気込みを神

様に知ってもらおうとする心の有り様が感じられるし、今の自分ではまだまだ努力が及ば

ない、もっと精進しますという謙虚さ、冷静さを取り戻すことができるのであろう。それ

が神への誓い、拝むことの意味であろうか。 

 

２．作品から見えた二つのこと 

 作品には大きく二つのことが書かれていると思った。一つは御柱と神の存在、もう一つ

は平四郎の嘉助に対する態度の変化である。 

１）御柱と神の存在 

  御柱は元々、神を閉じ込めておく柵を造るために四隅に立てた柱のこと。作品では、

孫が祭りを見たいと言うと平四郎がそれに応えて下総の仮住まいで再現しようとする場面

が最後に出てくる。その時に気になったのが、おじいさま（平四郎）の身のまわりに高々

と四本ぶっ立てるだ(p201)、という平四郎の言葉。それと関連があるらしい次の言葉がそ

の前に出ていた。 

    彫物一切を引受けたらと名古屋の頭梁から名指しがあった時、俺れは死物狂いで、 

山又山の柵を踏み越えて江戸の空へと転り出ただ。(p195)（下線筆者） 

 信濃の山々を柵に見立て、そこに閉じ込められていた自分が江戸へ出た。しかし信濃国

の気質として一旦腹をすえて山を出た上は、出ただけのことはしねえではおかねえ人気（ひ

とげ）(p195)であるから２年余に亘って精一杯働いた。その結果、立派な妙見神社が出来

上がりそうだったのに火事で焼失してしまった。 

 自分の努力が報われなかったことに落胆して嘉助を責めることを思いつくが、それも最

後には、人間冥利をぶっ越えた仕事をしたばっかに焼け終えたとおもえば、腹を立てるで

もなかった。(p197)と考えが変わる。神様から罰を受けたと感じたのだろう。嘉助の動機

に対しても、お前様の心持ちも今になると俺れにはよっく分る(p198)と、加害者・被害者

の域を超えて人間として共感する姿勢になる。そのあとに出てくる言葉が上に引用したお
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じいさまの身のまわりに高々と四本ぶっ立てるだ。(p201) 

 自分の実力を試してみたくて柵を越えて江戸に出たが、神様の罰を受けて年貢の納め時

と思ったか、信濃へ、つまり柵の中に戻り（つまりは規を超えず）隠居する決意をした、

という流れになるだろうか。 

 

２）平四郎の嘉助に対する態度の変化 

 以下に、この作品のハイライトと思える、嘉助に対する平四郎の言葉を抜き出してみる。

流れとして大きく三つに分けられると思う。 

①平四郎はむしゃくしゃして嘉助を馬鹿にしたようにからかう。 

・（久和蔵に向い）手前は嘉助が来ても出しゃばるじゃねえぞ。俺れには俺れの分別がある

で。（p189） 

・今朝はむしゃくしゃするで顔洗いをやるぞ。(p190) 

・やいやい久和蔵、親方からいただいた肴をそれ、戸間口にでも出しておけ。犬でも来て

食うづらに。(p192) 

・これで一杯こう（燗徳利に手をかけ）あつつ…熱いわ。熱過ぎるわ…これは全くお前様

見たような酒だわやれ。（放笑）(p192-3) 

・そうか、へえ顔は洗っただか…頸根っ子も序でに、洗って来さっしゃると世話がなかっ

たに…(p193) 

・顔が洗ってあれば俺らが言葉もちったあ解らず。(p193) 

・（放笑）先ず拙いながらお前ほどの腕があったら、物のよしあしは見極めがつく筈だ。…

それがお前の不仕合わせになっただなあ。意気込みだけでは仕事の出来るものではねえ

からな。(p193) 

・お前みたような未熟者がそんな口をきいていたら、犬も尿をひりつけめえまでよ。(p194) 

・見舞に来ればではねえ、探りに来ればというだそこは（放笑）そう短兵急に気をいらっ

ちゃ、お前は寿命を取り逃がさず。(p194) 

・腕のちがいが知りたければも一度眼をすえてしっかとこれを見たがいいだ。これを見て

も誠頭が下がらずば、お前の心はへえ慢心の業病で息気の根が絶えるだぞ。(p195) 

・よっく見ろ…見えたか…手前もそれが見えねえ程のみじめな腕ではねえ筈だ。…それで

もまだ頭が下がらねえか…口の先きでは何とでもいえ、手前づれが俺れと肩を列べられ

る大工かそうでねえか、胸に手をあてて思案して見ろ…たわけたこんだわ。…手前がへ

え己一人の愚かさから国の宝を滅しただぞ。(p195) 

 

②平四郎は彫刻物を自ら砕いて老いを感じるが、孫が間に入ることで心が穏やかになり自

分を振り返る余裕ができる。それにつれて嘉助への態度も変わっていく。 

・偖て俺れも年を喰ったなあ。愚に返り腐ったわやれ。(p196) 

・うむ、気にすまねえ仕事は俺れはこうして敲き割るだ。(p196) 
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・おじいさまはへえ仕事はやめて、ゆるりとお前と遊び暮らすだ。へえ元のようには腹は

たてねえぞ。…お前だけを可哀がるとおとなしいおじいさまになるらよ。(p197) 

 

③自分は年取ったので堪え性がなくなり腹も立てたが、もう引退する。罪人の嘉助ではあ

るが、まだ若く腕もある、まだこれからだ、と言って逆に励ましている。 

・嘉助親方。俺れも今は、ひとむきに腹を立てた。年を取るとこらえ性が失せるでなあ。

…お前様はさっき魔がさしたといったが、まったくだ。人間冥利をぶっ越えた仕事をし

たばっかに焼け終えたとおもえば、腹を立てるでもなかっただ。(p197) 

・魔がさしただよ、誰れの科でもねえわやれ。(p198) 

・俺れはへえこうしたやくざな爺だが、一芸にはまり込んでこの長い年月を苦労したばっ

かで、その魔性のものの殊勝さがしみじみと胸にこたえますだ。…お前様の心持ちも今

になると俺れにはよっく分る。手前だ、お前だと呼ばれる人間では無え、お前様は矢張

りお前様だ。…お前様はまだ生い先が長いだから、念にかけて早まったことをするでは

ねえぞ。(p198) 

・お前様の仕事はこれからだで、夢にも短気は出さねえもんだ。…火事を仕でかしたは、

何処までもお前様のあやまちだが、過ちは誰が身の上にもあるものだでなあ。この界隈

の衆がどのような噂を立てようとも、びくともするではねえ。…お前様の仕事も念の入

った素晴らしいもんだったに、それを無残無残と焼き遂えたお前様の心を思うと、老い

ぼれは涙もろいで、貰い泣きになり腐りますだ。(p200) 

・長生きをさっしゃれ。俺れは信濃の雪の中からじっくり見ているづらに。(p200) 

 

 ①で平四郎は久和蔵（娘婿）に対して、自分には考えがあるから出しゃばるな、と言っ

ている。どこまでが自分の考えだったか分からないが、最後までの全部ではなく、初めの

考えとしては①のみで、こてんぱんにやっつけて腕の違いを見せつけ、分からせてやろう

としていたのではないか。 

 それがなぜ変わっていったのかは②を見ると分かる。自分が突然憤を発して自分の彫刻

物を微塵に砕いてしまうことと、それに驚いた孫の仙太郎の登場がきっかけである。孫と

会話する間に心が落ち着いてきて、嘉助に対する見方が変わったとしか言いようがない。

世代を超えた人物を登場させる辺りが有島の巧みなところだろう。これと同様の関係性が

『凱旋』に出てきた。 

 そのあと③に移ると、嘉助がいかに未熟者であるかを思い知らせ、一泡吹かせてやろう

というそれまでの企みもどこへやら。嘉助に対する自分の言動を反省し、今度は嘉助の腕

を褒め、早まったことをせずに立派な仕事をするよう説き始める。神様の罰と嘉助への共

感を考えると、平四郎は嘉助を自分より劣った者ではなく、どちらも過ちを犯す同じ人間

だと対等に見て赦（ゆる）していると言えるだろう。この辺りの書き方は有島の宗教観と

関係するのかもしれない。 
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【要約抜粋】有島読書ノート39：『御柱』～冥利の咎～ 
Ums. 

 

 

「人間冥利をぶつ越えた仕事をしたばっかに焼け終へたとおもへば、腹を立てるでもなかっただ。」 

「その魔性の奴の可哀さはやれ。・・俺れはへえかうしたやくざな爺だが、一芸にはまり込んでこ

の長い年月を苦労したばっかで、その魔性のものの殊勝さがしみじみと胸にこたへますだ。・・お

前様の心持ちも今になると俺れにはよっく分かる。」 

 

ここには、武郎自身の深い自省とやりきれない困惑が込められているように読める。 

冥利を超えた仕事をしたばかりに、人間の魔性を誘い出してしまい全てを水疱に帰した、という平

四郎の悔恨は、嘉助の咎を責めているというより、むしろ、自身のありようを後悔しているような

自省である。 

「冥利」というのは、知らぬうちに神仏からの恵みを受けるということである。 

平四郎にしてみると、自身の努力によって得られた彫り師としての作品の実績やそのことに対する

評価が、自身の力量によるというよりも神仏の加護により得られたものだったのではないか、とい

う自省である。平四郎は、嘉助の付け火により全てが灰になって初めてこの事を悟ったというので

ある。 

芸術作品は、自身の力によってのみ成就されるものではない。神仏の加護としか言いようのない、

聖なるものの力によって初めて可能になるという実感であろう。俗によく言う「ひらめく」「降り

てくる」などの表現も、この事を指すと言える。いずれにしても、彫物や堂宮などの大工も芸術作

品としての神秘性を謙虚に受け止めるべきだという思いが、平四郎にこのような言葉をもたらした。 

平四郎のこの言葉によって、嘉助も自身の創造性に本来の謙虚さを取り戻すことができた。そして、

人間の魔性、つまり、奢り、虚栄、嫉妬、妬み、攻撃、復讐などといった誰にも普通にみられる感

情をそのまま受け止めつつもそこに居直る事をせず、そのような魔性を誘い出す状況から自らを解

放しようとする決断が、平四郎の老境を祝福するかのように訪れたのである。 

平四郎の台詞にあった冥利を超えた仕事の咎とは、武郎にとっては何なのか。 

奇跡の三年と言われた大正六年から八年にかけて、質量とも充実していたかに見えた武郎の作家冥

利が、実は自分の力だけでできたことではなかったのではないかという自らへの懐疑が、大正十年

のこの時期になって重く意識されるようになった、ということなのだろうか。 

現に、この時期に挑んだ大作『星座』も『運命の訴え』も、取り組み時の意欲に反して創作を継続

することができなかった。このことは、言い換えれば、自分のこの３年間の創作活動のどこかに冥

利を犯す無理があったのではないだろうか、作家冥利がもはや自分には訪れないことの前兆なのか

もしれない・・と、そのように感じたことを意味するのではないだろうか。 

この作品について、作者武郎は例外的と思えるほど、様々な機会を捉えて自註を書いている。また、

書簡の中で作品に触れている頻度も多い方だ。つまり、作者はこの作品に深い思い入れがあった、
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とみて間違いはないだろう。であればなおさらのこと、「暗示」と「豊かな教訓」が気になる。 

そして、その謎を解くのは読者に託された冥利であると受け止めるべきだろう。 

そう、その「冥利」が問題を解く鍵ではないか。その理由は、次の点にある。 

武郎自身による解題によると、「御柱」が「暗示」のヒントである。「御柱」がヒントだとすると、

それは何を意味する暗喩なのか？ 

この祭りについて、武郎はいくつかの起源説を述べた上で、彼にとって「都合も良かった」その解

釈によると、信州の彫刻大工立川和四郎が郷里の信州を出て千葉神社の普請に力を注いだことは

「御柱祭」の禁を犯したことになり、しかも彼の創作表現行為が神仏をも驚かせるほどの評判を呼

んだということがもとで、彼は、「冥利」を超えた所業の神罰を受けてその作品が焼失した、とい

うことになる。その神罰の担い手として、戯曲の構成上堂宮大工嘉助による付け火が構想された、

ということではないのか。 

もちろん、これはかなり穿った見方であり、根拠は明示できない。しかし、そのように考えること

によってその意味合いが浮上してくるキーワードが、「冥利」である。 

「冥利」を超えた所業としての優れた彫刻作品つまり芸術作品の創造行為を、神仏という聖的力に

おける「冥利」の観点から語るのではなく、「嘉助」という人間性に着火した「魔」が平四郎の「冥

利」を超えた創造作品に咎を与える物語として可視化したのが、この作品である。これは、人間の

性（さが）に関する文学上のテーマを、「冥利」を「暗喩・暗示」として表現したものである。 

そして、このような暗喩もしくは暗示は、作品世界の中で奥行きを示す仕掛けであると同時に、作

者武郎自身にとっても、作家活動における悲劇的な自省の種を埋め込むことになった。 

このことが、武郎自身にとって「豊かな教訓」となったという意味である。 

作者自身によるこのような作品解釈の提示は、極めて異例のことだろう。 

しかし、なぜ武郎はここまで踏み込んだことを書いたのだろう。 

この時期、武郎は、『星座』も『運命の訴え』も、最後まで書き貫くことはできなかった。 

このときの、創造と表現における彼の苦悩は、どのようなものであったろう。 

ここは他者が軽々しく踏み込んではいけない芸術創造の領域であるが、彼自身は、自らの状況を極

めて冷静に、誠実に、客観的に見つめようとしていたに違いない。 

武郎は、平四郎と嘉助を、彼自身の内部矛盾を仮託した存在として描くことで、彼自身の奇跡の三

年間が「冥利」を超えてしまった所業であり、それが原因となってその後、咎・罰が自分に下され

たと受け止め、奇跡の三年に続く自分自身をそのまま受け入れようとし始めていたのではないか。 

作家として生き続けようとした彼にとってたとえそれが受け入れ難いことであっても、そのように

虚心に向き合いたい、という想いが、この作品を産んだ陰の動機であり、そのことを創作作品とし

てそれなりの形に表現できた、つまり、劇として上演されるに至ったという満足感をささやかな喜

びとすることができたのではないだろうか。 

本音においては必ずしも上演内容に満足していなかった武郎が、このような肯定的な評価を舞台に

献じているのは、そこに彼自身にとっての祈りのような願いが託されているからではないだろうか。 

私は、文学の創造にまつわる「冥利」に苦しむ作家有島武郎が、そのような自分自身と向き合う誠
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意を創作活動の縁（えにし）にしている姿を愛さざるをえない。平四郎と嘉助に注がれた作者の愛

情は、武郎が自らに注ぐ妥協のない苦悩から生まれたものであるように思えた。（了） 
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有島読書ノート39：冥利の咎～『御柱』 
Ums. 

 

 

『御柱』（T10.10）は、芸術表現と向き合う有島武郎の誠意が、迸るように表出された作品である。 

一幕もののこの戯曲に込められた作品世界としての想い、そして、この戯曲が成立した背景と経緯

に伴う武郎の意図、二つの面から武郎のこの時期（T10）における文学との葛藤について述べてみ

たい。 

 

１．作品から読み取れること 
粗筋の紹介は省くが、この作品の肝は、彫物大工平四郎と堂宮大工嘉助が対峙する会話部分である。 

 

「平四郎久和蔵の持ち帰りたる彫刻物を嘉助の前に置く。嘉助初めは軽蔑の態度を示せしが、段々

と牽きつけられるやうになって、それを熟視する。 

平四郎―よっく見ろ・・見えたか・・手前もそれが見えぬ程のみじめな腕ではねえ筈だ。・・それ

でもまだ頭が下がらねえか・・口の先では何とでもいへ、手前づれが俺れと肩を並べられる大工か

さうでねえか、胸に手をあてて思案して見ろ・・たはけたこんだわ。・・末代までも國の寶となら

づるものを、手前はよくも一晩の中に灰にしたな。（没義道に嘉助の膝許から彫刻物を奪ひ取る。

嘉助その言葉に思はずぎょっとして平四郎を見守る）手前がへえ己一人の愚かさから國の寶を滅し

しただぞ。」（『御柱』P195） 

 

対峙する二人の前提となる、確執の背景に関する描写部分である。 

平四郎は嘉助に対して、仕事における二人の技術の差異を客観的に提示し、そのことの率直な認識

を迫る。しかし、嘉助は、その事実を認めようとはしない。 

 

「嘉助―飛んでもねえ。聞き捨てならねえよまひ言をほざく上は、俺れにも俺れの覚悟がある。老

の繰言と思って黙って控へていれば方図のねえ。 

平四郎―俺れの言葉がまだ胸にはこたへねえか。仕事づくで争ひも得ねえ畜生はかうしてくれるわ。

久和蔵、釿をよこせ。	

久和蔵素早く釿を平四郎に渡し、己も獲物を取り上げる。嘉助も懐に手を差し入れて身構える。平

四郎釿を手にし、やや暫く嘉助を睨みつけていたが、突然憤を発して自分の彫刻物を滅多打ちに打

って微塵に砕く。一同思はず片唾を呑む。 

仙太郎その物音に眼を覚まし、大声に泣出す。お初小間にかけこむ。久和蔵その場にくづれて男泣

きに泣く。 

平四郎―（釿をがらりと投げ棄てて）偖て俺れも年を喰ったなあ。愚に返り腐ったわやれ。・・久

和蔵、明日は俺れは在所に帰るぞ・・」（同書P196） 
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この物語の真髄に触れる場面である。 

平四郎は、なぜ自分が心血注いだ彫刻物を自ら釿で破壊したのか。 

平四郎と嘉助のやりとりはこの点に収斂し、物語のクライマックスを迎える。 

引用が少し長くなる。 

 

「平四郎―・・（中略）・・嘉助親方。俺れも今は、ひとむきに腹を立てた。歳を取るとこらへ性が

失せるでなあ。・・お前はさっき魔がさしたといったが、まったくだ。人間冥利をぶつ越えた仕事

をしたばっかに焼け終へたとおもへば、腹を立てるでもなかっただ。 

嘉助―親方・・平四郎親方・・私や今になって始めて眼が覚めやした。済まねえことを仕でかして

えしまひやした。 

仙太郎驚きて平四郎よりお初の膝に移る。 

平四郎―眼が覚めたか。 

嘉助―ええ私や何ていふ人非人だ。我が身の腕の足らねえのは棚に上げて、町の人も村の衆も親方

の仕事ばかりに眼をつけるのを腹にすえかねて、かうして普請が出来上がった上、二人の名前が末

代まで刻んだら、死んでも死にきれねえ業曝しだと一図に思ひ込んだその揚句が・・何をお隠し申

しませう、親方、仕事場一帯に・・ 

平四郎―魔がさしただよ、誰の科でもねえわやれ。 

喜助―さういって安閑としては居られません。私は・・ 

久和蔵―したら手前が 

お初―むごい事をし腐る人畜生・・ 

平四郎―（押しへだて）何んの、魔がさしただといふによ。・・その魔性の奴の可哀さはやれ。・・

俺れはへえかうしたやくざな爺だが、一芸にはまり込んでこの長い年月を苦労したばっかで、その

魔性のものの殊勝さがしみじみと胸にこたへますだ。・・お前様の心持ちも今になると俺れにはよ

っく分かる。手前だ、お前だと呼ばれる人間では無え、お前様は矢張りお前様だ。・・お前様はま

だお生ひ先が長いだから、念にかけて早まったことをするではねえぞ。 

嘉助―・・・」（同上書P198） 

 

舞台と観客の間では、御涙頂戴の場面であろう。 

しかし、武郎が表現したかったのはそんな愁嘆場ではない。 

重ねて引用する。 

 

「人間冥利をぶつ越えた仕事をしたばっかに焼け終へたとおもへば、腹を立てるでもなかっただ。」 

「その魔性の奴の可哀さはやれ。・・俺れはへえかうしたやくざな爺だが、一芸にはまり込んでこ

の長い年月を苦労したばっかで、その魔性のものの殊勝さがしみじみと胸にこたへますだ。・・お

前様の心持ちも今になると俺れにはよっく分かる。」 
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ここには、武郎自身の深い自省とやりきれない困惑が込められているように読める。 

冥利を超えた仕事をしたばかりに、人間の魔性を誘い出してしまい全てを水疱に帰した、という平

四郎の悔恨は、嘉助の咎を責めているというより、むしろ、自身のありようを後悔しているような

自省である。 

「冥利」というのは、知らぬうちに神仏からの恵みを受けるということである。 

平四郎にしてみると、自身の努力によって得られた彫り師としての作品の実績やそのことに対する

評価が、自身の力量によるというよりも神仏の加護により得られたものだったのではないか、とい

う自省である。平四郎は、嘉助の付け火により全てが灰になって初めてこの事を悟ったというので

ある。 

芸術作品は、自身の力によってのみ成就されるものではない。神仏の加護としか言いようのない、

聖なるものの力によって初めて可能になるという実感であろう。俗によく言う「ひらめく」「降り

てくる」などの表現も、この事を指すと言える。いずれにしても、彫物や堂宮などの大工も芸術作

品としての神秘性を謙虚に受け止めるべきだという思いが、平四郎にこのような言葉をもたらした。 

平四郎のこの言葉によって、嘉助も自身の創造性に本来の謙虚さを取り戻すことができた。そして、

人間の魔性、つまり、奢り、虚栄、嫉妬、妬み、攻撃、復讐などといった誰にも普通にみられる感

情をそのまま受け止めつつもそこに居直る事をせず、そのような魔性を誘い出す状況から自らを解

放しようとする決断が、平四郎の老境を祝福するかのように訪れたのである。 

 

「平四郎―・・（中略）・・火の元は大工衆のあづかりだで、火事を仕でかしたは、何処までもお前

様のあやまちだが、過ちは誰が身の上にもあるものだでなあ。・・（中略）・・お前様の仕事も念の

入った素晴らしいもんだったに、それを無残無残と焼き遂へたお前様の心を思ふと、老ぼれは涙も

ろいで、貰い泣きになり腐りますだ」（同上書P200） 

 

「平四郎―・・（中略）・・仙太、これからな、おぢいさまはへえ仕事はやめて、ゆるりとお前と遊

び暮らすだ。へえ元のやうには腹は立てねえぞ。・・お前だけを可哀がるおとなしいおぢいさまに

なるらよ。」（同上書P197） 

 

『凱旋』の老将軍を思わせる、平四郎の台詞である。 

これは、作者武郎のどのような心境、状況を指している表現だろうか。 

 

平四郎の台詞にあった冥利を超えた仕事の咎とは、武郎にとっては何なのか。 

奇跡の三年と言われた大正六年から八年にかけて、質量とも充実していたかに見えた武郎の作家冥

利が、実は自分の力だけでできたことではなかったのではないかという自らへの懐疑が、大正十年

のこの時期になって重く意識されるようになった、ということなのだろうか。 

現に、この時期に挑んだ大作『星座』も『運命の訴え』も、取り組み時の意欲に反して創作を継続



 17 

することができなかった。このことは、言い換えれば、自分のこの３年間の創作活動のどこかに冥

利を犯す無理があったのではないだろうか、作家冥利がもはや自分には訪れないことの前兆なのか

もしれない・・と、そのように感じたことを意味するのではないだろうか。 

 

このような自身の状況において、武郎は『御柱』の中でどのような想いと格闘したのだろうか。 

『御柱』が書かれるに至った背景や経緯における、武郎の内面の葛藤について辿ってみよう。 

 

２．作品が描かれる背景から読み取れること 
武郎は、『御柱』に関して、少なくとも５つの自註を書いている。 

『老匠と頭梁』（T10.9）、『私の新作一幕劇「御柱」上演に就て』（T10.10）、『脚本と材題』（T10.10）、

『「御柱」の舞台を観て』（T10.11）、『「御柱」劇余談』（T10.12）である。 

 

しかし、武郎は本来、多くの作家がそうであるように自作について自らが多くを語るということは

基本的にしない作家だった。 

 

「内容については、この一幕劇の中に私が何を盛ろうとしたかについては茲に管管しくいふ必要は

ない。成功しているにせよ、失敗しているにせよ、それは舞台上の芸術が説服すべき筈のものだか

ら。」（『私の新作一幕劇「御柱」上演に就て』P303） 

 

では、この作品において、なぜここまで自註の機会を重ねたのか。 

 

「此の脚本およびその上演に対して、私はこんな披露をするのを恥かしくさへ思っている。然し今

度の試みは私に可なり豊かな教訓を與へてくれたようだ。」（同上書P303） 

 

この「豊かな教訓」とは、何だったのだろう。 

その疑問の答えを探る前に、これらの自註から読み取れる『御柱』成立の背景について辿ってみる。 

 

「「御柱」と云ふあの芝居は、前から書いて見度いと思っていました所に、恰度吉右衛門から、何

か脚本を書いて貰ひたいと頼まれたので書いたのです。」（『「御柱」劇余談』P631） 

 

ここで、「前から書いて見度いと思っていました」という事情については、彼が『脚本と材題』に

書いた次のような経験を指している。 

 

「この春、私は千葉県の方へ旅行しました。その時千葉神社に参詣をした。ふと境内を見ると、穢

い掘立小屋があったので、何だろうと思って中に入ってみると神社の欄間や梁に使う彫刻、唐獅子、

力士―等の木彫がたくさん並べてありました。その彫刻は、子供が悪戯の道具にしたり、雨ざらし
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にしたと見えて、黒くすすけて、穢れた古びきったものでした。私の鑑賞眼で見ると、それぞれ、

しっかりした力の籠った、大したものだと思はれました。私はこんな所に、かうした立派な彫刻が

あるのを不思議に思って、其辺にいた老爺に訊ねて見ました。」（『脚本と材題』P623） 

 

この時にその場にいた老爺から聞いた話をもとに、武郎は其時其處から着想した「暗示」（『老匠と

棟梁』）を創造の種として、吉右衛門に頼まれた戯曲を書いたという。 

その「暗示」とは何か？ 

先に述べた疑問「豊かな教訓」と合わせて、どのように理解したら良いだろうか。 

武郎の自註五文章の中では、「暗示」についても「豊かな教訓」についても直接触れてはいない。

直接触れないのは、下記に書かれているように当然のことだろう。 

 

「作者との関係、之れは勿論普通の場合は一旦書いた物が芝居の人の手に渡って上演される以上、

その人々の解釈に従うのが当然でしょう」（『「御柱」劇余談』P633） 

 

この作品について、作者武郎は例外的に思えるほど、様々な機会を捉えて自註を書いている。また、

書簡の中で触れている頻度も多い方だ。つまり、作者はこの作品に深い思い入れがあった、とみて

間違いはないだろう。であれば、なおさらのこと、「暗示」と「豊かな教訓」が気になる。 

そして、その謎を解くのは読者に託された冥利であると受け止めるべきだろう。 

そう、その「冥利」が問題を解く鍵ではないか。 

その理由は、次の点にある。 

 

現在でも諏訪では評判の残っている立川和四郎という実在の彫刻大工の作品が、一夜にして不審火

によって焼失され、その残骸が今なお現地に打ち捨てられている実態を武郎が偶然目にしたことで、

創作の種が芽吹いたという。 

この創作の芽とは、何か。 

このことについては、ヒントがある。 

 

「平四郎が畢世の仕事として仕上げたものが一夜の中に灰塵になった時、丁度その翌日故郷で執行

さるべき御柱の祭を感慨深く連想すると云ふのは、伝統的な、而して緊迫した心の姿を絵にして見

せ得ると私は考へた。それ故それを題にした。」（『私の新作一幕劇「御柱」上演に就て』P302） 

 

武郎自身による解題によると、「御柱」が「暗示」のヒントである。「御柱」がヒントだとすると、

それは何を意味する暗喩なのか？ 

この祭りについて、武郎はいくつかの起源説を述べた上で、次の起源説に関心を示している。 

 

「・・（中略）・・タケミカヅチの尊に追われて遁げて来た大国主の尊の子タケミナカタの尊が、信
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州まで来た時に降伏的な和睦を申し出た結果信州を所領に与えられたけれどもその境以外には足

を踏み出さない条件で、自分の居城の周囲に柵をめぐらした。その柵の心を今日まで伝えたのだと

云ふ解釈もあるらしい。どれが考古学的に正しい解釈であるか知らないが、最後の考方が一番伝奇

的でもあり、都合も良かったので私はその解釈を採用した。」（『私の新作一幕劇「御柱」上演に就

て』P302） 

 

武郎にとって「都合も良かった」その解釈によると、信州の彫刻大工立川和四郎が郷里の信州を出

て千葉神社の普請に力を注いだことは「御柱祭」の禁を犯したことになり、しかも彼の創作表現行

為が神仏をも驚かせるほどの評判を呼んだということがもとで、彼は「冥利」を超えた所業の神罰

を受けて焼失した、ということになる。その神罰の担い手として堂宮大工嘉助による付け火が構想

された、ということではないのか。 

 

もちろん、これはかなり穿った見方であり、根拠は明示できない。 

しかし、そのように考えることによってその意味合いが浮上してくるキーワードが、「冥利」であ

る。 

「冥利」を超えた所業としての優れた彫刻作品つまり芸術作品の創造行為を、神仏という聖的力に

おける「冥利」の観点から語るのではなく、「嘉助」という人間性に着火した「魔」が平四郎の「冥

利」を超えた創造作品に咎を与える物語として可視化したのが、この作品である。これは、人間の

性（さが）に関する文学上のテーマを、「冥利」を「暗喩・暗示」として表現したものである。 

そして、このような暗喩もしくは暗示は、作品世界の中で奥行きを示す仕掛けであると同時に、作

者武郎自身にとっても、作家活動における悲劇的な自省の種を埋め込むことになった。 

このことが、武郎自身にとって「豊かな教訓」となったという意味である。 

 

「そして、若し感違ひされないやうに云っておきたいのは、嘉助に対する平四郎の気持ちが、許す

と云ふよりもあきらめの方がより強く働いていることなのです。・・（中略）・・つまり、平四郎は

もうこの上将来に光明を見出すことは出来ないで、絶望的からあきらめの心境へ入って、つひに凡

てを放擲する心持ちになったのです。」（『「御柱」の舞台を観て』P626） 

 

作者自身によるこのような作品解釈の提示は、極めて異例のことだろう。 

なぜ、武郎はここまで踏み込んだことを書いたのだろう。 

 

この時期、武郎は、『星座』も『運命の訴え』も、最後まで書き貫くことはできなかった。 

このときの、創造と表現における彼の苦悩は、どのようなものであったろう。 

ここは他者が軽々しく踏み込んではいけない芸術創造の領域であるが、彼自身は、自らの状況を極

めて冷静に、誠実に、客観的に見つめようとしていたに違いない。 

武郎は、平四郎と嘉助を、彼自身の内部矛盾を仮託した存在として描くことで、彼自身の奇跡の三
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年間が「冥利」を超えてしまった所業であり、それが原因となってその後、咎・罰が自分に下され

たと、奇跡の三年に続く自分自身をそのまま受け入れようとし始めていたのではないか。 

いや、作家として生き続けようとした彼にとってそれが受け入れ難いことであっても、そのように

虚心に向き合いたい、という想いが、この作品を産んだ影の動機であり、そのことを創作作品とし

てそれなりの形にできた、つまり、劇として上演されるに至ったという満足感をささやかな喜びと

することができたのではないだろうか。 

 

「舞台の上の出来栄は、先ずあれで私は満足していいと思ひます」（『「御柱」劇余談』P631） 

「作品としてはともかく、上演しては「死とその前後」よりも「御柱」の方が良かったかもしれま

せんね」（同上書P633） 

「御柱も御蔭で見物に深い印象を與える事が出来、早千秋楽に近づきました。」（山内英夫宛書簡／

T10.10.27） 

 

本音においては必ずしも上演内容に満足していなかった武郎が、このような肯定的な評価を舞台に

献じているのは、そこに彼自身にとっての祈りのような願いが託されているからではないだろうか。 

私は、文学の創造にまつわる「冥利」に苦しむ作家有島武郎が、そのような自分自身と向き合う誠

意を創作活動の縁（えにし）にしている姿を愛さざるをえない。平四郎と嘉助に注がれた作者の愛

情は、武郎が自らに注ぐ妥協のない苦悩から生まれたものであるように思えた。 

 

そして同時に、読者である私の生き方に私自身が振り下ろすべき「釿」がもたらす魂の痛みを想像

することにもなった。 

幸か不幸か、私には「冥利」の訪れがないまま、生を終えることになりそうだ。 

しかし、それはそれで幸福なことなのかもしれない。 

『凱旋』の老将軍や『御柱』の平四郎が、意識的に迎え容れようとした老境の幸福。 

でも本音を言えば、幸であっても不幸であっても、僭越なことだが武郎と同じ苦悩を抱いて生の末

路を歩みたいと思う。 

たとえ妄想に近いことであるとしても。 
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『御柱』･･････名人気質の悲劇   要 約 
Tms. 

 
 
1 嘉助の自負心 
 江戸深川の宮大工棟梁嘉助は、腕がよく大工たちの差配にも辣腕を振るう名の知れた大工だったので、

当然自らの技量には自信があり誇り高い人物である。しかし、信濃国の彫り物師瀧川平四郎と妙見様造

営の仕事を二年間一緒している間に、平四郎の人並外れた腕に嫉妬心を持つようになっていた。明日が

妙見様の地鎮祭という夜、自らも丹精込めた妙見様に火をつけて灰にしてしまった。火災が嘉助による

付け火であることを平四郎の娘婿のる久和蔵は見抜き、激しい怒りを覚えている。翌日未明のころ、下

手人である嘉助が何食わぬ顔で平四郎の所へ火事見舞いにやってくる。ここから、嘉助と平四郎の直接

対決が始まるのだが、なかなか本題には入らない。 
2 平四郎による「魔がさす」の意味変換 
 嘉助がしらばくれて自らも被害者だという立場で見舞いの言葉を述べ、火災は何者かが引き起こした

ことで自分に責任はないということを「魔がさした」という言葉で伝えようとする。 
 平四郎は嘘や逃げ口上には手厳しい。嘉助による付け火だと知っている平四郎は見舞いに来たのでは

なく探りに来たのだろうなど辛らつに嘉助を問い詰めるが、嘉助も居直りの言辞を吐いて鞘当てが続く。 
 やがて、平四郎の 33 回目の台詞「(略)俺も今はひとむき腹を立てた。年を取るとこらえ性が失せるで

なあ。･･･お前様はさっき魔がさしたと言ったが、まったくだ。人間冥利をぶっ越えた仕事をしたばっ

かりに焼け終えたと思えば、腹を立てるでもなかっただ」 (197 頁)があって、嘉助は「目が覚めた」力

不足を棚上げにして、親方の名の脇に自分の名が残るのは恥さらしだと思い込んでいたと、詫びる。こ

のやり取りを境にして本題に入っていく。 
 勿論、火付けの犯人として世間的には罪が問われる筈だが、芝居の中では平四郎の「魔が差した」の

一言で、周囲のものの不満を圧してしまい不問に付されてしまう。「魔がさした」は逃げ口上ではなく、

二年もの間嘉助が自負心と嫉妬のはざまで苦しんでいたことの告白だったという意味変換が平四郎の

中で起こるのである。職人であるからこその悩みをくみ取った平四郎は嘉助に対して、怒りから恕(ゆる)

しに転じ、職人とはどんなものかという自説を語り始める。 
3 「魔性の奴」 
 本論の中で、私はこの意味変換に触れていない。今、要約を書いていてそういう仕掛けだったのかと

気が付いたので、慌てて書き加えた。 
 「魔がさしただというによ。･･･その魔性の奴の可哀さはやれ。･･･はへえこうしたやくざな爺だが、

一芸にはまり込んでこの長い年月を苦労したぱっかで、その魔性のものの殊勝さがしみじみと胸にこた

えますだ。お前様の心持も今になると俺にはよっく分かる。」(198 頁)(平四郎 36 回目の台詞)  
 引用の第一文の中で「魔がさす」と「魔性の奴」が使い分けられていることが理解できなくて一晩考

えたが、平四郎はこの二語の間に在るポーズ「･･･」で話題を切り替えようとしているのだと解釈する

以外に方法はなかった。つまり、「魔がさす」は嘉助の罪を不問に付すための言葉で、「魔性の奴」は職
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人の心に棲みついてひたすら芸の完成を求めさせる衝動を指しててて､平四郎の本題は職人の芸に対す

るあくなき追及心の切なさを語ると頃にあった。第二文は、彫り物師として最高の作品を求めずには満

足できない己の心に魔性の奴が棲みついていて、たえずこれで十分かと耳元で囁き続けるので、それを

聞かされ続けるのに堪えるのは半端な覚悟では耐えられないのだと語っている。嘉助が嫉妬したのは平

四郎の作品に憧れるからであり、向上心があるからだと嘉助の職人魂を認め、職人にはついに満足の境

地は来ないことを語る。 
4 近代の個性  
 信濃を出る時「相模の運慶、飛騨の甚五郎には及ばずとも、信濃国ではあばき足らぬこの腕っぷし、

根かぎり試して見ずと思い立った」(195 頁 8 行目)。平四郎は、彫り物師として名をあげる野心を持っ

ていたわけだが、究極の美を求め、名声を求める精神は江戸職人のものではなく、文明開化以降の近代

人のものである。例えば甚五郎は「職人というものは･･･」という「論」など残していないし、近代の

美学者などが褒め称えるまで、それぞれの地方で有名ではあっても、実は無名の匠であっただけである。

それに対して、平四郎は個人として自らの生き方を追求することができ、そこにこそ人としての価値が

あると考える人間である。 
 明治 17 年に作成された唱歌「仰げば尊し」の一節「身を立て名をあげ やよ励めよ」は平四郎の精

神と共振している。この歌を歌って育った観客たちにも馴染のイデオロギーであり、平四郎の言説には

容易に共感できたはずだ。その意味では芝居の脚本として観客のニーズなどにも配慮した周到な準備を

していたことがわかる。  
 惜しむらくは、魔性の奴と平四郎自身がどのように格闘するのかという有様が描かれていないことで

ある。人には困ったことにと同時に素晴らしいことに「魔性の奴」が棲んでいるのだという発見・認識

を語るところにとどまっている。この限界は、芸の道の近代性を求めても、他の側面では相変わらず当

然のように江戸期の庶民感覚そのままの言辞にも表れていた。 
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『御柱』･･････職人気質の悲劇 
Tms. 

 
 
1 嘉助は火刑となるか 
 幕が上がると、未明の暗がりの中でお初と久和蔵がゆうべ八時過ぎに出火してまだ鎮火しない妙見様

の様子を話している。今日、五月九日は諏訪の山中から出てきた彫り師平四郎親子も加わって、二年越

しで造営してきた下総の妙見様の地鎮祭が執り行われる筈だった。平四郎の出身地である信州の諏訪明

神の御柱祭を明日に控えていた。ところが妙見様は付け火のために未だに燃え続けており、久和蔵によ

れば犯人は浅草の宮大工棟梁嘉助に間違いないという話である。 
 観客は、『御柱』という芝居が嘉助の付け火をめぐる話だと了解し、なぜ火を付けたのか、どんな男

なのか、付け火の下手人は火刑が定めだが嘉助はどうなるのか、お初たちと嘉助とはどんな間柄なのか、

妙見様と信州の御柱祭りと何の関係があるのかなど、様々な方向に興味を掻き立てられながら舞台に見

入る。 
 『白水会記録』の難読箇所を読み解く作業の手伝いに加わっていた時、記録の中に 水木涼太という

人が有島の戯曲について批評した記事が新聞に掲載されているのに気付いた。曰く 「･･･全体の傾向と

して言えば、氏のものは戯曲のうち多分に小説的分子が含まれているが、一昨年吉右衛門が市村座を脱

退して間もなく新富座で上演した『御柱』は氏のものとしては最も芝居味の勝った面白いものだと思う」

と。この記事から推測すると上演当時この芝居は好評だったらしい。確かに、随所に歌舞伎的な処理が

施されているし、話題も人間心理の綾を取り上げてなかなかの出来栄えと言えるのだろう。私も例えば

『大洪水の前』などは芝居として上演可能か疑問に思うので、『御柱』が「最も芝居味の勝った」作品

だという批評には同感だ。 
 さて、『御柱』は棟梁嘉助と彫り物師平四郎が厳しく対立する様と、嘉助を平四郎が恕(ゆる)すと同時

に芸道の玄妙さについて語る姿を描く芝居である。そこでこの二人について考えたいのだが、始めに嘉

助についてである。 
 
2 嘉助の二つの顔 
 大工の棟梁として職人たちを仕切る嘉助は江戸浅草では名の知れた宮大工である。その嘉助は腕がよ

く大工たちの差配にも辣腕を振るうという表の顔の他に、別の顔を人知れず持っていた。裏の顔につい

て知っているのは平四郎親子など少数の者だけだった。 
 嘉助の台詞は全部で 21 回あるが、三か所を引用する。前後の脈絡は無視しているが、それでもこの

中に嘉助の二つの顔が表れており、嘉助が付け火に至る心の動きも読み取れる。 
(1) 誇り高い嘉助 
 
 「(略)、親方、何から申してよろしいやら、お互いの災難とは言いながら、こんなことになろうとは、

夢の夢にも思わねえことで御座いやした。口惜しいといったんじゃ方図がつくが、私の胸は方図なしに
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かきむしられるようでございます。お悔やみを申しに来ていて、こんなことをいっちゃ間抜けじみてい

やしょうが、私の心の中もおもいやって下せえまし。･･･親方と一緒になってこうして二年の余りも、

誠心のありったけをこめて、江戸職人の名折れになるまいと、夜の目も合わさず精を出しやした。(略)、

だがこうなっちゃ私も損得づくじゃございません。痩せ腕ながら後々の人に後指をさされねえ仕事をし

たいと念じ切っていやしたが、ふと魔がさしたとでもいう･･･さあやっぱり魔がさしたんで御座いやし

ょう、思いも寄らねえ災難が持ち上がって･･･私は、親方、生きている空も無えようで御座いやす」(191

頁)  (嘉助 2 回目) 
  
 これは平四郎の家に火事見舞いにやってきた挨拶の台詞の後、二回目の台詞である。ポイントが三つ

ある。始めは「お互いの災難」だと語っていて嘉助自身も被害者として、際限もなく悔しいと語る立場

である。しらばっくれて「事実」を隠し通そうという意図が見える。二つ目は江戸職人の名折れになら

ぬよう精進してきたという話である。平四郎への対抗意識が働いていること、分が悪いと意識していた

ことが伺える。この背後には江戸の宮大工としての並々ならぬ自負心が働いている。第三は「思いもよ

らぬ災難が持ち上がった」と被害者の立場を訴えるつもりが、うっかり「魔がさした」と続ける点であ

る。 
 「魔がさした」というときの嘉助は「定かではない外在的なもの」が付け火を唆かしたのであり、自

分に責任はないと言い張る心算のようである。 
(2) 嫉妬を抑えられない嘉助 
 
「親方･･･平四郎親方･･･私や今になって始めて眼が覚めやした。済まねえことを仕でかしてしまいやし

た」(197 頁最終行) (嘉助 12 回目) 
 「ええ私や何という人非人だ。わが身の足らねえのは棚に上げて、町の人も村の衆も親方の仕事ばか

りに眼をつけるのを腹にすえかねて、こうして普請が出来上がった上、二人の名前が末代まで列んだら、

死んでも死に切れねえ業曝しだと一図に思いこんだその揚句が･･･何をお隠し申しましょう、親方、仕

事場一帯に･･･」(198 頁 4行目) (同 13 回目) 
  
 注目することが三つある。一つは平四郎より腕が劣っていると嘉助が素直に認めていること。二つ目

は妙見様が出来上がると実力差が広く人目に晒されることになり、それは自分では制御できない苦痛だ

ったこと。嫉妬心が抑えられなかったことである。三つめは付け火は自分がやったことで済まないこと

をしたと謝っていること。ただしこの三つめは言い切りの形ではなく、観客がそう受け取ればよいとい

う台詞回しになっている。 
 結局、嘉助の二つの顔とは誇り高い顔と嫉妬を抑えきれない顔の二つであるが、一つの心の両面であ

ると言った方がいいのかもしれない。  
 
3 平四郎の二つの顔    
 さて、『御柱』は平四郎という人間を描くことに中心があり、嘉助はそのためのいわば敵役という役
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回りである。平四郎が嘉助とどのように対峙するかということを通して人間像が浮かぶように造型され

ている。そのため嘉助像の方は明快なものとなっている。ところが平四郎という人物は一筋縄では捉え

きれない。嘉助に怒りをぶつけるかと思えば次の場面では観客の理解が追い付かないうちに恕してしま

うという急変ぶりである。いま、平四郎が怒りと恕しの二つの顔を見せている箇所を、45 回を数える平

四郎の台詞の中から例示してみる。 
(1) 怒りの激しさ 
 
 「やいやい久和蔵、親方からいただいた肴をそれ、戸間口にでも出しておけ。犬でも来て食うずらに。」

(192 頁 13行目) (平四郎 17 回目の台詞) 
 「･･･見舞いに来ればではねえ、探りに来ればというだそこは･･･そう短兵急に気をいらっちゃ、お前

は寿命を取りにがさず」(同 23 回目) 
  
 つぎつぎに棘のある言葉が口をつく。嘉助が「意趣でもあるのか」と気色ばむとはっきり「意趣はあ

る」と買い言葉を返す。平四郎のこれらの言葉は怒りの噴出であるが、怒鳴り散らすのではなく、ゆっ

くり嘉助を追い詰めていく冷静で底意地の悪い怒りである。 
(2) 恕しの唐突さ 
 先に、嘉助の 12 回目と 13 回目の台詞(付け火の自白など)として取り上げた台詞に続く平四郎の台詞

はこうだ。 
  
 「魔がさしただよ、誰の科でもねえわやれ。」(198 頁 8行目) (平四郎 35 回目) 
 「何の、魔がさしただというによ･･･その魔性の奴の可哀さはやれ。･･･俺はへえこうしたやくざな爺

だが、一芸にはまり込んでこの長い年月を苦労したばっかで、その魔性のものの殊勝さがしみじみと胸

にこたえますだ。･･･お前様の心持ちも今になると俺にはよっく分る。手前だお前だと呼ばれる人間で

は無え、お前様は矢張りお前様だ。･･･お前様はまだ生い先が長いだから、念にかけて早まったことを

するではねえぞ。」(同 36 回目) 
  
 突然の恕しがやってくる。「誰の科でもねえわ」の一言で付け火は罰されるべき行為ではなくなって

しまう。そのうえまるで後見人ででもあるかのように先の長い人間だから大事に生きろと諭しさえする。

それに対してお初が「むごい事をし腐る人畜生･･･」となじる一言は他の人々の怒りを代表している。

お初たちは社会の掟を犯すことの罪深さを言うのであるが、平四郎は地上的なものとは別の世界を見て

いる。地上的なものより重要な芸道を主張するこの違い、この落差が平四郎像の核心を形成しているの

だと思われる。次にそのことを考えてみる。 
 
4 「魔がさす」と「魔性の奴」 
 前項「恕しの唐突さ」では触れなかったが平四郎の 36 回目の台詞には少なくとも疑問が二つある。

恕しは唐突に見えるが、見えにくいだけで実は恕しに至る隠れた回路があるのではないか。「魔」につ
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いて「魔がさす」と「魔性の奴」の二種類の表現があるが、どのように使い分けているのだろうか。 
(1) 「芸」を競う職人の本分を尽くせ 
 
 「先づそう悪あがきをするものでねえ。･･･腕の違いが知りたければも一度眼をすえてしっかとこれ

を見たがいいだ。これを見ても誠頭が下らずば、お前の心はへえ慢心の業病で息気の根が絶えるだぞ。

(ト書きが入った後)よっく見ろ･･･見えたか･･･手前もそれが見えねえ程のみじめな腕ではねえ筈だ。･･･

それでもまだ頭が下らねえか･･･口の先きでは何とでもいえ、手前づれが俺と肩を列べられる大工かそ

うでねえか、胸に手を当てて思案して見ろ」(195 頁)  (平四郎 24 回目の後半部)     
 
 この例は嘉助が保身(居直り)の言葉を吐くのを聞いて、平四郎が怒りを抑えつつ腕の差を認めよと厳

しく迫る言葉である。これに対して嘉助の嫉妬を取り上げたとき引用した嘉助の 12 回目や 13 回目の台

詞(腕の差を認め、付け火を自白する)の後では恕しの言葉をかける。 
 つまり、職人として「芸」に精進する者という立場に嘉助が戻るとき、平四郎は嘉助の罪を問わず、

「魔が差した」のだと言って恕すのである。芸道以外に平四郎は嘉助に関心を持つ理由がない。平四郎

は職人魂を語りたいのである。 
(2) 「魔がさす」と「魔性の奴」の使い分け 
 しかし、事柄はもう少し複雑である。「魔が差した」と言い、「誰の科でもない」という言葉の直後に

「魔性の奴の可哀さ」「魔性のものの殊勝さが」胸にこたえると言っている。この二つの言葉の飛躍は

わかりにくい。 
「魔が差す」と「魔性の奴」はどのように使い分けられているのか。 
ア 「定かではない外在的な」魔 
 『明解』国語辞典は、「魔が差す」には「ふと悪い気を起こす」「日ごろの本人からは考えられない失

敗や事故を招いた理由を、定かでない外在的なものに求める語」という二つの意味が掲げている。嘉助

が後者の意味で使った(2 回目の台詞)ことは先に触れた。 
 『明解』に基づけば、嘉助が出来心で付け火をしたのではなく、「定かではない外在的なもの＝力」

が嘉助に付け火をさせたのであって、嘉助が悪魔を心内に養っているのではない、だから、「誰の科で

もない」のだということになる。平四郎が言いたいのはこのことだと納得できる。「科」を『大辞泉』

は「人から責められたり非難されたりするような行為、過ち」と説明する。この語義を加味して平四郎

が「魔が差す」と言う意味は、火災という不幸な事故について、責任を問われるべき者は誰でもな。あ

えて言えば「定かではない外在的な」何かが、嘉助の嫉妬心を使嗾して付け火に及ばせたのだから、責

任はその何かにあり嘉助に責任はないという訳だ。 
 3 日は節分だった。節分の話に逸れてみる。人の素直な心に外から穢れがやってきて人に悪を犯させ

る。だから祓いによってとりついた穢れを取り除けば人は元の素直な正しい人に戻ることが出来る。豆

まきで鬼を追い払うのは、鬼という穢れを祓う意味である。これは民間の習俗と見なされているが、靖

国神社を支える古来からの神道の基本原理の一つである。荷田春満、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤な

ど少しずつ違いはあるものの国学イデオローグたちもこの原理を主張している。使い勝手のよい便利な
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「思想」だから、例えば安倍晋三は「桜を見る会」問題のとき「魔が差した」と一言だけ言えば済んだ

はずである。会計帳簿を隠すか公開するかはこの呪文を唱えればどうでもよくなる。 
 しかし、安倍晋三を「魔が差した」でチャラにする人は「穢れと祓い」信者たちで、相当数にのぼる

としても国民の全部がそうだとは思えない。同様にお初夫婦も家主とその女房も嘉助の弟子たちでさえ

嘉助のやったことをチャラにできるとは思えないだろう。平四郎だけが世間的な道徳とは異なるところ

(神道という意味ではない)から嘉助の「罪」を見ているのである。桟敷に座る吉右衛門のファンたちも

平四郎のリクツに共感したはずだ。 
イ 人の心に巣くう「魔性」 
 「魔性」について、『大辞泉』は「悪魔のような人を惑わす性質、またそれを持っていること」と説

明している。「魔性」で肝心なのは「人を惑わす性質」を持っているのは悪魔ではなく「魔性の奴」＝

「人」である。「人の心」に魔性が棲み着いているのである。「魔性の女」という用例でみれば女が例え

ば男を惑わすのだが、魔性を持つ人がその魔性によって自分自身をも惑わすことがしばしばあることに

注意したい。自分の中の魔性に惑わされる事態はどんな人にも嘉助にも訪れうる。嘉助は己の心に潜む

魔性に惑わされたと仮定してみる。この時嫉妬を統制できず、火付けの誘惑を拒み切れなかった。外か

らやってきた何かの力が使嗾したためではなく、自らの魔性によって、ということは嘉助の責任におい

て主体的な行動として付け火に及んだのであり、科は嘉助自身にある。「魔性」の定義からすれば「魔

がさす」は明らかに詭弁である。これが仮定の結論である。嘉助の付け火は「魔がさした」ためか「魔

性の奴のせいか。大問題である。先に引用した平四郎の 36 回目の台詞の後半を再掲する。 
 
 「魔がさしただというによ･･･その魔性の奴の可哀さはやれ。･･･俺はへえこうしたやくざな爺だが、

一芸にはまり込んでこの長い年月を苦労したばっかで、その魔性のものの殊勝さがしみじみと胸にこた

えますだ。･･･お前様の心持ちも今になると俺にはよっく分る。」 
 
 三つの文からなっている。第一文は tricky だ。私はまんまと罠にかかって、長い間意味がつかめず、

「その」とは何のことか、何を指示しているのか一晩考えた。結論的に「その」を連体詞として考える

と訳が分からないので、「アー」とか「ウー」とか発語のための特に意味のない語だと見なす。そうす

ると「･･･」の前後で話題が変わっていると読むことが出来る。前の方は嘉助の付け火の責任問題の話

であり、後ろは一般論として「人は自らの裡に魔物を抱えている」という話の切り出しで、第二文を導

く。この話題の転換をこの場面で意識的に行った平四郎というより作者はすごいものだと感心する。 
ウ お前様の心持 
 第二文と第三文で平四郎が自分自身を振り返りつつ語っていることは次のようなことだ。 
 自分は若いころから彫り物師としての芸にのめりこみ苦労して精進を重ねるうちに、芸そのものを究

めなければ治まりのつかない自分を発見した。精魂込めた作品を前にした時、これで十分かという問い

が耳元で聞こえる。自分の中の魔性の奴に自分が操られている。あれも未だ到達しておらず、これも未

だ不足があると囁かれる。作品を見る目を持てば持つほどそのようになる因果な性質だ。嘉助の嫉妬心

は芸を究めようとせざるを得ない心が誤った方向に向かっただけで、美そのものを求めるという心持の
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殊勝さ、魔性の奴に捉えられたものの可哀さがよく理解できる。 
 職人はよい作品、美しい作物を生み出すことに心を奪われる。だからこそ不出来なものを残すことに

耐えられず、先ほど俺が彫り物をたたき割ったのも丁度それだった。嘉助にしても同じことだ。例えば、

(脚本の中に描かれているわけではないが)妙見様の大伽藍正面を飾る破風の曲線を美しく仕上げようと

精魂傾けよという魔性のものの声から逃れることはできない。 
 引用の最後の部分では、平四郎の嘉助に対する意趣を含んだ関心は既に職人魂の問題に置き換わって

いて、火刑の対象であるか否かにも関心はない。世間的な罪と罰の世界とは別次元で嘉助を遇している。

一人の個性ある芸道途上の職人として対等の存在と遇するので呼び方も「お前様」という敬称が使われ

る。 
 職人には芸を磨かずにはいられない魔性が息づいている。この共通の気質、魔性に捕らわれたものと

いう共通性への信頼が嘉助を諭し、恕しを与える根拠となっている。この意味では『御柱』は、職人の

一途さを称える芸道物の話としては上出来だという評価がふさわしいかもしれない。ふと、芥川龍之介

の『地獄変』を思い出した。『宇治拾遺』の話をもとに、娘が炎に焼かれる姿を見て地獄絵を描いた絵

仏師良秀の話である。人倫に反してでも芸のためには犠牲をいとわない良秀は平四郎に似ていなくもな

い。 
 
5 制約に縛られて守られる 
 依嘱を受けて歌舞伎芝居という商業演劇のための脚本を引き受けたわけだから、主題や所作や台詞回

しなど歌舞伎の型や約束事を守る必要がある。吉右衛門という主役を引き立てながら、付け火事件の解

決と平四郎の帰郷と大団円までの道筋を書き、上演時間や観客の興味の斟酌など計算しなければならな

いことは多い。そのような制約に縛られた脚本としての出来ばえを見ると、なかなかよくできていると

言えるだろう。 
(1) 髷を付けた近代人 
 遠い鎌倉時代の運慶はともかく、江戸時代の甚五郎が彫り物の芸道について自ら語った言葉は残って

いない。「名」を求めた痕跡もないようだ。柳宗悦が称揚した民芸の匠たちも黙して語らず無名のまま

だった。だから「魔性のもの」が自分の中に棲んでいてそれが芸を究めよと囁くのだという述懐は、20

世紀の小説家が近代になって生まれた観念を過去に投影したものだ。平四郎も嘉助も「名」を重視して

いる点は甚五郎と違う。何よりも心の中のある抑えがたい衝動を「魔性のもの」として対象化すること

自体が近代西欧の思想に触れなければ生じ得なかったはずだろう。1910 年代、輸入されて日の浅い「芸

術至上主義」という芸術観が背後で働く人物造型だったと思われ、その意味では伝統的な歌舞伎の世界

からはみ出している。作者は平四郎を江戸末期の職人として設定してたのに精神のあり様は現代人であ

り、気づいてか気付かぬままでかいつの間にか 20 世紀の日本が求める美を平四郎に求めさせ、同時に

大正時代の観客が求める美に迎合していた。結果として古い革袋に新しい酒を盛る式の脚本となったが、

同じことを左団次の一座でも試みていたはずであり、作者も大正時代という時代の空気に乗って構想し

たものだろう。 
 妙な言い方だが、平四郎は髷をつけた 20 世紀人で他の登場人物は江戸時代人である。ただし平四郎
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も芸道に関して近代人だが、他の面では江戸時代人のままである。例えば娘お初や久和蔵たちが嘉助に

接する態度をきつい言葉で叱るのは、父親・家長として有無を言わせない態度であり、そのことに全く

違和感を持たない江戸時代人の叱り方である。桝席の観客たちも 20 世紀人だが尻尾には江戸の感覚も

引きずっているから、ごく自然に芝居の進行についていく。この新旧の考え方・感性が混合した芝居だ

から受けが良かったともいえる。「仰げば尊し」は 1884(М17)年に文部省唱歌として採用された歌だが、

それを歌って小学校に通ったはずの観客たちは歌詞の中の一節「身を立て名をあげ やよ励めよ」を平

四郎の言説を聞きながら思い出していただろう。 
(2) 出自と移動の自由 
 名古屋(尾張と言わないところがみそ)の棟梁の引きで江戸に出てきたと平四郎は語る。農民はもちろ

ん、原則として移動の自由が与えられていなかった職人たちが国を離れるときは後ろ盾を必要とした。

他人と関係を結ぶ時には出自を語る必要があった。信用してもらわねばならないからだ。神社改築とい

う数年かかりの仕事をする間、仮初の共同体に迎えてもらうためにも出自の語りが必要である。1910

年代急速に人口が膨張する東京では、様々な田舎・農村から人々が流入してくるが、彼らも平四郎と同

じように移動してきた人間として、移動の自由は得ていたが、東京という「ムラ＝共同体」に迎えても

らうために出自を語らねばならなかった。だから、平四郎の語りは自然なものと見えた。江戸時代の尻

尾を観客たちも残している。 
(3) 妙見様と諏訪明神の取り合わせ  
 下総の妙見様の建立という設定だ。21 世紀の現在千葉県には妙見様を祀る神社が 50 社ほどあって、

中でも人見神社という社名の神社が有名らしい。妙見様は妙見菩薩のことで仏様である。神仏習合の時

代だからもう一柱神道側の主神がいて天之御中主命という。天地開闢の時、初めて現れた命とされてい

る。関東一円で信者の多いよく知られた神社なので、その神社の改築という設定なら、観客の理解も得

られやすいと見たのが、妙見様を舞台にした理由だろう。 
 では、信州諏訪の諏訪神社の御柱祭りが、つまり平四郎の出身地がその地である必然性があるのだろ

うか。諏訪神社の来歴を覗くとそれらしい理由が見えてくる。ただし説得的であるか否かは怪しい。妙

見様に匹敵する社格の神社に縁の人物という保証があれば、因縁話の好きな観客にも歌舞伎世界の常套

的語りにも受け入れられやすかっただろう。 
 さて、平四郎は「昔話」として諏訪明神の祭神は大黒天(大国主命)の子の建御名方尊であり、「仔細あ

って信濃国に屏門になられた」と語る。神話の世界では、天之御中主命系の天津神が出雲で地祇系の大

国主命に国譲りの談判をした時、天津神系の建雷神との争いに負けて建御名方尊は諏訪の地に逃げたが、

追いかけてきた建雷神にこの地から将来とも外に出ないことを約束して許され鎮座することになった

と説明される。この誓約(うけい)が守られていることの証しとして寅と申の年に屏門を象徴する柱を神

社の四隅に建てる習わしが生まれたらしい。御柱祭りの由来である。平四郎が「信濃国はそういう国だ」

と言うのは信仰心が篤いことと「誓約」を守るのだということを言いたいのだろう。ただし、この二つ

は必ずしも歌舞伎の展開に不可欠な要素であるとも言えない。中心人物が出自を語るにあたって、出身

国を語るだけでは奥行き不足なので、このような話を膨らませる必要があったと推測する。むしろ、そ

のすぐ後に「一旦腹を据えて山を出た上は、出ただけのことはしねえではおかねえ人気だぞ」と平四郎
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が語るところに国を出る覚悟が示されていて、そのマクラに神話世界が使われたものと見たい。また、

信濃に戻ると言い出して周囲を慌てさせる場面もあるが、建御名方尊の「屏門」蟄居をなぞったものか

もしれない。 
 なお、wikipedia で調べると、諏訪神社上社本宮は 1838(天保 9)年に諏訪立川流二代目立川和四郎が

建立したとある。『御柱』の瀧川平四郎の名はこれにあやかったのだと思われる。 
(4) 木曽義仲の忌中札 
 嘉助が舞台から去った後、筵に忌中と書いて吊るすのは悪ふざけだと家主の五兵衛に言われて、能力

豊かな木曽義仲が天下を取る意気込みで京に上ったが、武運拙く敗れ犬死した話をし、「その昔を今の

ことのように思い出して」(平四郎 40 回目)弔い心を示すのとうるさい見舞客を近づけないためだと説明

する。そもそも諏訪明神の昔話をする前にお初に命じて「忌中 客無用」と書かせておいたもので、お

初が縁起でもないと不服を言うのに「木曽の義仲が死んだわやれ」(同 24 回目)と語っていた。だから、

24 回目の話の時には理由も考えていたわけだ。しかし、その訳は表向きで、義仲が犬死したように平四

郎自身も江戸で犬死をさせられたと感じていることを義仲に託していったのである。「信濃国ではあば

き足らぬこの腕っぷしを、根かぎり試して見ずと思い立った」(同 24 回目)その覚悟が灰になったことを

痛切に感じていた。 
 御柱に見立てた虹梁を孫とともに引くが動かないことと合わせて、名人平四郎の名人であるために招

いた悲劇が閉じるのである。 
(5) 有島の隘路 
 諏訪明神と義仲伝説に平四郎は自己の identity を置いて魔性のものの殊勝さを語った。これはある種

の藝術至上主義の立場だし、魔性のものを人間的本質として拘ることへの共感が込められていた。しか

し、平四郎は魔性の奴がいるということまでは語ったが、魔性の奴が己の中でどのように己を迷わせる

のかを語りえていない。中心人物が平四郎なら、平四郎自身が葛藤する話であるべきだろう。嘉助が付

け火に及んだことは「魔が差した」という別ルートで恕した。もし、嘉助の付け火が「魔がさした」の

ではなく、彼の内なる魔性そのものに依っていたという展開にしたら芝居の筋書きは一変する。「魔が

さしただというによ･･･その魔性の奴の可哀さはやれ。」の「･･･」の沈黙・ポーズは有島がそちらを選

択をするか否かの瀬戸際にあったことを示すように思う。結局話題の転換で処理してしまったが、自己

の生き方を自己の責任において引き受けるという個人主義というか、ベルグソン的というか方向へ問題

を掘り下げる機会を回避した。この回避に有島自身がどの程度気づいていたか確信が持てないが、わか

っていて素知らぬ振りをしたのだと思われるのである。 
 この、途中まで語って中断する展開は、思い出してみれば有島の作品には何度も登場していた。一度、

作品を中断場面のあり方という視点で横串に刺して眺めてみたら面白いことがわかるかもしれないと

感じるようになった。 
 それにしても、途中でも何回か触れたように大正デモクラシーという時代の雰囲気の中で、その雰囲

気に支えられて作品が好感を持って受け入れられたのは、歌舞伎の型に従うという制約にも助けられた

ことと合わせて有島にとって幸いなことだった。 
 


