芥川龍之介の

'蜜柑﹂

﹃蜜柑﹄

﹁二︑沼地﹂として二作

r淡柑﹄の初山は﹁新糊﹂の大正八年五月号である︒﹁私の出遇
った事﹂という総題の下に︑

一 i i i Z I

F魔術L (大9・1﹁赤い鳥﹂一
﹃葱﹄ (大9・1﹁新小説﹂)
潮
﹂
)

端

俊

英

和訳rバルクザアル (アナトール・フランス)し(大3・2﹁新思

和訳r春の心臓(イェーツ)に(大3・6﹁新思潮﹂)

二mで桐成されている︒初出の﹁私の山過った事﹂において'r焚

以上︑大j L九年1月までの二年余に発表された十二筋と初期の和訳

が桝城されているが'両作品に直接的な関連はみられない︒翌九年
7月に刊行された第円創作災F彫焔稲し (赤以堂) に収められた際

三﹂と記されているところから'執甥は﹃蜜柑﹄の方が後になるが'

州3の末化には﹁八・四・三﹂と記され︑r田地.Bには﹁六・九・

には'純作品は分離されている︒この創作袋に収録された作品を'
目し (大r&・in Tij;軌﹂)

その順序に従って列記すると次の通りである︒

においてもr蜜柑3が港所を飾っているのを見れば︑作者の自信の

ほどがうかがえるQもっとも'r彫灼離し刊行後の刊=簡(大9・3

桝減にあたってはその間を逆に北べており︑また創作集r影焔慌﹄

F批﹄ (大8・5﹁中央公論﹂)

・31︑松岡讃あて) で︑﹁始めの方だけ少し読んでくれ給へ'Fき

Fm地) (大8・5﹁新潮﹂)

﹃間化の良人﹄ (大8・2﹁中外﹂)

りLとほろ上人伝﹄だけ自信がある﹂と述べているが'もともと自

FきりLとほろ上人伝3 (大8・3﹁新小説﹂)

F的之助の詣﹄ (大7・4﹁新小説﹂)

作についての自負を洩らすことの少なかった芥川のことであり'特

にF蟹柑﹂に触れなかったとはいえへ ﹁始めの方だけ少し読んでく

X3CIn

F小目E四種 ‑ 黄梁夢天ォ>‑2) 英加の㍑(大‑・2) 女体

れ﹂と言っているところから︑この作品を巻頭にふさわしい好箔と

天to・as)は生の信(火9・1)3
i‑Voの叫の・]分の小し (人rr.・‑i﹁中火公‑UI

して'自ら認める気持ちを掴めていたとみて差し支えあるまい︒か

って第1創作集﹃雑生門﹄ (大6・5︑阿蘭陀書房) の巻頭にr拝

Flじゆりあの・吉助し (大8・9﹁新小説﹂)
.F疑惑﹄ (大8・7﹁中央公論﹂)
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一・..,i.∴﹁1‑.'."い'i‑':‑.i‑'

二

∵∴

∵l

IT‑

r‑ij‑jを堪えたように︒F怒柑﹄が片々たる小爪にかかわらずtの
∴・.∵';'‑ ':. '. "': <トJい
蹄の花j (‑K; '改出社)にも収められていることから'芥川

二I‑蝣I・蝣.ト∴It‑ ‑∴.∵ ∴︑∴

にとっては'拾てがたい感動的スケッチであったことを知ることが
⁚∴・.相. ・ユ∵・:∵'

て‑"1り=・)

売新川﹂ 天︒︒・lO・O︑﹁若光の窓にて1五=八号創作の印貌﹂)

∵⁚"蝣'"・'1一一草・

で︑FきりLとはろ上人伝し(﹁新小説﹂三月・五7)について﹁技
・r‑‑^‑.:i∴・>v∵

以外に出てゐなささうなのが飽き足りなく感じられる﹂ ﹁余に智巧
はせない﹂と評Lt 1方F光柑﹄ F泊地しの二小品については'

的で'作その物としては面白味︑巧さと云ふ以上の物を私の心に思

二[∴;

桁利1生泊を反映して争わず'班の弱味がそこで血を流すといふこと

がない﹂ので'安心して読んでもらえるという思いが芥川にはあっ

‑・‑/'‑*蝣*‑‑,‑¥ォ蝣**'t"‑﹂‑11

り﹁心︑Z‑‑‑蝣"K¥l

たろう︒しかし﹁芥川の弱味を息耶しいまでに呼吸してゐる﹂よう

見せた﹂作として好感を持たれたようである︒では︑﹁弱味を息苦

吉‑‑.<,,/

しいまでに呼吸﹂するような﹃蟹紺3執筆時の芥川の精神生活は'
いかなるものであったか︒

工

レ

二.I∴

日?・ご・‑;蝣:‑,・蝣蝣‑.蝣i¥

∴‑.f‑‑./∴∴︑・,・∵∵⁚ハ⁚s*'.

ひとつの行き詰まりの時期であった9

玩::,HJL一

∴・‑・‑・‑蝣3.蝣‑蝣蝣‑・・‑‑fVlバ

ト︑.;⁚

小島政二

大阪悔口新聞社々友(報酬月謝五十円という条件)となることによ

31腿gサ:

住いをした・当時,月給百円という生活上の心細さは︑結婚の#L月
'

十九日鎌介に借家が見つかるまで'二か月近‑の間へ械須賀で下宿

̲サi,,,‑.,‑rサ

私は初めてはんたうの (少‑とも私には)氏の心の間非へ引き

∴

入れられたT‑'.‑tびを感じた︒共に脚かも表現に無駄のない'作者の
は

って1応の解消をみた︒そのころのfL前(‑Kf

し

大とかを概噂する人f=]派的意味の物ではないにしても'トルスト

∴・.‑‑・*.'I‑.‑∴ハ*蝣蝣蝣'・'.‑"'?‑''‑:¥蝣':'‑'.蝣蝣'蝣

郎あて)によると︑﹁制八時から牛後三時まで時間の布鰯に間はら

作家生活にとって群痛であることを洩らしている︒そうして'壁桝

⁚‑.¥'サ・)'・‑・J'‑[

イがチェエホフの戎小品を指して﹁これは真珠のやうな変すべき
作品だ﹂と云つたやうな心拍で'私はかうした心の世壁せ見せた

・⁚・

‑・!‑・‑

‑';

‑‑:‑・蝣‑LJ."盈⁚⁚

i‑^‑り蝣蝣".‑.'.'・/:i,'

りr:蝣‑

蛙活への脱出を回り'慶応義塾への就職依頼も始めていたが︑話は

氏の作により強‑心をぷかれるものであるO

一:.

と述べへ芥川が自信をホしたFきりLとほろ上人伝﹄ よりも F蟹

‑

思わしく進んでいなかった︒この咋'紙術後の鎌倉生活のなかで充
(r‑")

∴*''‑'蝣*!

柑﹄の方を'はるかに苅‑評価している3,﹂の点については'進藤
純孝氏も音っようにt F‑tttりLとほろ上人伝Lは﹁ただ桝⁝川に仕立
てられてゐる面白い話﹂というだけに一望さないがへ ﹁珍し‑芥川の

‑‑ 260

阪行目新聞﹂退城) などで︑王朝物・発話・南蛮物・江戸物の代表

学﹂一'﹃枯野抄3 (十月﹁新小説﹂)t F邪宗門,3 (十月〜十二月﹁大

r蜘妹の糸.] (七月 ﹁赤い鳥﹂)︑F奉教人の光し (九月 ﹁三m文

7咋のF触河 ﹄ (大3・co﹁婦人公論﹂) から始まる保書物︑さら

よって感じとられた芥川のこの新しい﹁身動き﹂は'やがて大正十

﹁i*J売新聞﹂ (大ォ・‑1‑S﹁読後感油田) で評している Ei見に

逆賊小説 (大
であったが'﹁作者芥川氏柄気
のため未完の伐1先づこの稿を終る﹂として'三十二回で巾絶され

となって‑る︒F邪宗門Lは﹃地は変3につづ‑﹁大阪短日新聞﹂

出Y)れたのでおiC'‑
しかし︑F邪宗門しあたりから創作上の行き訪まりは抹刻なもの

7応の安定を得た生泊のなかから'これらの充実した群心作が生み

作といってもよい力作を主としている︒妻や伯母を迎えた新居での

二附の膏・ fCを﹁我鬼肘﹂と号して満前いた︒こうして始まった火茄

娘三がインフルエソザで死亡しており'多忙のなかで心労も大きか

叩機旧学校を退職することにしたが'その月の十五日には実父新原

専念すべ‑'大jE八咋三月大阪晦日新聞社に正式に入社を決め'海

風の作品につながる作風転換のきざしと言えるものであろう︒

には﹃大導寺信仰の半生﹄ (大s・ ﹁中央公論﹂)へとつづ‑自伝

(注‑)

た︒叫尖'当時の出師によると︑芥川は十1月初めからスペイン風

生活の以初に発表された作品がF私の川過った事 ‑ ﹁蜜柑﹂ ﹁刑

芥川は苛4術その他﹄ (大oo・﹂﹁新税﹂)のなかで次のように述べ

﹃邪宗門﹄の挫折後'深刻さを増していた創作上の苦悩について'

ったcL川月二十八日には︑鎌倉を引き上げ'東京田端の自宅に移りI

慶応義判への就職を断念した芥川は帥淑石にならって作家生活に

による高熱に整われて'柘比に東城しており'以後十二月にかけてな

地﹂ ‑ hと﹃拙﹄とであった.

としばしないかという大毎社友としての気づかいもあり'せっか‑

(ユin)

かなか立ち直れなかった︒そういう苦境のなかで'読者の評判を落
王朝時代を狩出に三十二回まで〟三昧境ルを盛り上げながら'つい
に節を折ってしまった︒そこには扶持としてのスケールに大き‑仕

される︒只見指はFあの頃の自分の∃AJについてへ ﹁今までの作風

﹃父﹄ (大5・5﹁新思糊﹂)以来措かれなかった退位物として注H

﹁加糊﹂)であった︒この二作はr大川の水.! (大3・4﹁心の花﹂一'

の‖分の ! 大8・1 ﹁中央公論﹂) と﹃毛利先牲j (大8・1

る︒そうした大1E七咋末の挫折感のなかで雷かれたのが︑﹃あの頃

動作川が始まる︒と云ふ意味は'同じやうな作品ばかり*蝣'‑サ‑事

しなければ必退華丁るのだ︒芸術家が退歩する時'常に1柾の臼

可⊥ir>‑s>のは仲村だ︒いや︑芸術の坊に停相と云ふ郡はない︒進歩

‑為に'この毛虫の迫りの危険を均がなければならぬ︒就中恐る

抱えず姓命の危険に迫られてゐる︒芸術家もその生命を保って行

樹の枝にゐる7匹の毛虫は'気氾︑天仮へ鳥類等の敵の為に'

融fgmk

以外に辺を求めようとする身動きとして興味はあったけれども︑ま

のと思はなければならぬ︒僕自身﹁龍﹂を古いた時は'明にこの

だ︒自動作用が始まったら'それは芸術家としての死に減したも

上げてい‑前史な段階で息切れてしまった芥川のあえぎを感じさせ

だ︑もう少し枇ってしまわなければならない泡が残ってゐる﹂と
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椛の死に激してゐた︒
㌧

・ ‑ ‑ . ' I ︑ 蝣 5 ; 蝣 ? . : ‑ > ‑ ' ‑ I

によったものだが'r琳34・﹃芋粥しの焼き拍Lとも言えるような
作目川で,すでに古典牧村の作風もマンネリ化に阿っている︒題材の
払鵬による﹁一種の白動作川﹂を感じていた芥川にとって'大iE八
坤は芸術家としてのT大危機を意識していた時期といえる.当時の
芥川について'片岡良一氏は次のように述べている︒
r拙﹄の書かれた前後頃から'固定化しかけた此の作者の作風
にも,或る変化が生れようとしつつあった︒兎もすれば機智と才
欠とのかげに隠れて'得意気に北壁笑享つとした従来のそれの代
りに ‑さうしてさうした北里笑みを自ら苧楽しようとした態比

状態にあったものと考えられる〇
三

1・]員.⁚・い'̲∴=∵*・蝣:ti・'i.'一∵・・蝣'.':..'

えられてきた︒﹁人情炎と去現がしっ‑り合って'作者が1両に持
(て
托尉
7た
)よさと'美しきを柿に表白したもの﹂﹁人生地車のスケッ
っ
(<t‑=>
チとしても,ものものしい用意のない'すっきりとした小品﹂﹁機

門と誠刺と討虚と冷笑の仮面をとって'素顔を見せたかと思われる
(托9)(注10)
ような作﹂﹁誓らしく人生に対する明るい肯定的な作口巴などとい

う見方が定着しているようである︒
菊池兜が買芸作品の内容的価的し(‑K;﹁新潮﹂)で'﹁芥

川氏のm柑Lと云ふ小品がある︒私は'あの題材を芥川氏から口

封で聴いたとき'既にある感動に打たれた︒﹂と述べていることから

の代りに'もつと真正面に'直接的な感動をF=き生かさうとする
と同時に,単なる機智や才分や'まして従来好んで用ひた諭計な

景が芥川に強‑焼きつけられたものであったかも推察することがで

に感動を与えるような伝え方をしているところから'いかにこの光

よいだろう︒また,この作品を光来する以前に'すでに口所で茄池

も,また初山の総出が﹁私の川過った叩﹂であったことからも'こ
∵∵'*‑''!い‑*"‑**Ii・'
‑i
・:
¥i
‑・>t二.

∴・・:〟‑'二・・'仕︑ ・い 年∴.I

どでは'到底背き生かされないやうな'そんな和布の題材とも︑
(往5)

‑‑¥y‑'‑‑.;‑‑‑¥'<'

出ようとしたのだ︒

きる︒では,この市中での小体験が︑なぜそれほど大きな感動をよ

つまり,転換期に正面した芥川の︑自己との闘いのなかからF怒
紺﹄は生まれたのである︒初山では﹁八・四・三﹂と記されている

・・'‑vい,∴一[.⁚蝣・‑蝣・・‑蝣・,,‑.̲‑̲‑..‑︒‑̲ii
f,
S疲
=労
)と侶忠にうちひしがれた﹂心教瓜Hが感動の下地となって
ろ

わりによってm解されなければなるまい︒
語田粁元は,﹁花火の1瞬の輝きを'いやが上にもひきたたせ

ぶものであったのか.それは'当時の芥川の精神状態との深いかか

から,この題材に直接出会った﹁戎曇った冬の日暮﹂とは︑大阪毎
日新関祉入社もはヾ確定的となり'海軍機問学校を辞める決心もつ
いた二月ごろのことではなかったか︒教職からの解放'転居という
生活上の1人転機を迎えようとしていた芥川は'﹁死に漸し﹂た創
作上の射地に立ちながら'新しい転換・解脱を求める﹁身動き﹂に
よって︑公夫に晴れ間を見山そうと嘩っ'少な‑とも前向きの桁神
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かな心の寛ぎを感じながら﹂ ﹁眼の前の停車場がずるずると後ずさ

る︒寒々とした準b寂しさの中にいた﹁私﹂は'発坤の間に﹁かす

う粒の中に閉じ込められた当時の芥川の心情を投膨したものであ

位な惜誤は'T人工の封﹂で飛期する拙作もままならず︑沈滞とい

に似つかわしい景色に思えるほどである︒確かに'これら外界の階

が﹁雪曇りの空のやうなどんよりした影を落してゐた﹂私の心持ち

フォオムの椎の中の一匹の小犬の悲しそうな声も'﹁疲労と悔む﹂

の体験は﹁或曇った冬の日暮﹂のことである︒人影のないプラット

生活上の心痛・不火に台しんでいた︒それを放散するように'﹁私﹂

いることを指摘している︒前述したように'芥川は当時︑創作上・

たもとの憂哲のなかに戻りかけたとき'踏切りの柵の向こうに﹁=]i

垣尚潮に通した怒りも︑苦々しい感情を残しながら引きはじめ'ま

れの﹁蔚只とした﹂暮色の風由以が見えて‑る︒局面の急転により'

串は随道を抜けて﹁枯草の山と山との問に挟まれた﹂貧しい町はず

達した﹁私﹂は﹁所ごなしに叱りつけ﹂ようとしたがへ そのときn

情が強烈である3次の瞬間︑満面に煤煙を浴びせられ'怒り心弱に

行為を険しい旧でi川やかに眺める﹁私﹂には︑咽笑的・差別的な感

窓を下ろそうと淀城苦闘している︒﹁感純な﹂小娘の別解に しむ

は﹁私﹂の隣に接近Lt汽車が随道口に迫っているにもかかわらず'

幾分か後'不吉な予感に脅やかされて眼をあけると︑嫌悪する小娘

である︒絶望的な如気力状態に陥って脱をつぶっていた﹁私﹂は'

の既に駆け込んで来た田舎娘の﹁下目mな﹂顔だちと'﹁不況な﹂服

動き出した汽車の中で﹁はっとした心もち﹂になりかかったが'前

惨たる風物﹂のひとつでしかなかったが︑手を挙げ﹁何とも正味の

色の中に1色に独りつぶされた子供たちは︑﹁私﹂にとっては﹁陰

でいる姿が視界にとび込んで‑る︒暮色に‑すんだ町はずれの冬景

(往̲)

りを始抄るのを待つともな‑待ちかまへてゐた﹂のである︒ここに

の陰惨たる風物と同じやうな色の着物を着﹂た三人の男の子の弛ん

装と'二等車と三等串も区別できない﹁巌鈍な﹂心によって︑たち

かり暖なじの也に染まって﹂乱落する比類の蜜柑を見たのである︒

瞬間へ窓から半身を乗り出した娘の霜焼けの手から﹁心を雌らすば

天に押しす‑められたかと思ふ程'揃って背が低﹂‑'﹁町はづれ

も'琉苦しい状況からの脱出を願わずにおれなかった芥川の心の動
きが反映していることを注目しておきたい︒﹁私﹂は'おもむろに

まち不快感と腹立たしさがこみ上げて‑る︒﹁私﹂の気持ちの臆に
は'明らかに軽侮の念を伴った反射的な拒否反応と繊細なインテ‑

で見送りに来た弟たちとの間の純朴な変が描いた1光景であったこ

そして同時にへ これから奉公先へ赴こうとする姉と'それを途小ま

分らない城声を7生懸命に挙りせ﹂ていTるのにふと心をとらわれた

特有の違和感が潜んでいる︒心班的に田舎娘から過ぎかろうとして
閃いた夕刊の紙面も'繊細な夫の追求者には'もはや憂軒を魁める

とを了解したのである︒﹁陰惨たる﹂冬景色を竹山山にして﹁心を躍

何はどの力も持たなかった︒﹁卑俗な現実を人間にしたやうな面持
ち﹂の小娘に対する不快感は︑随道を走る汽印の間塞感や夕刊の記

は思わずへ蜜柑の暖色に染めぬかれた︒それは︑デリケートな芥川

らすばかり﹂蜜柑が聯いたように︑暗色にかげっていた﹁私﹂の心

誹の索涼感とひとつになって'すべてが﹁不可解な'下等な'退J‑
な人生の象徴﹂としか思えないほど苛立たしさを増附させてい‑の
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の神経を1瞬麻押させるほど強烈な刺激であったaそして'何のた
と述べている︒

怠>をいっそうくっきりと逆照射する︑たまゆらの幻彫でしかない﹂

から瞬時解放されても全的に解放されるもの﹂でないとしへ ﹁結.iZ

茄地弘氏は﹁所詮'心に焼きつけられた娘の光景で︑俗宙と披労

(江1)

めらいもな‑素直に感応し'心を躍らせることができたのである︒
﹁昂然﹂と頭を挙げ'﹁まるで別人を見るやうに﹂小娘を注祝したの

い可能性をつかみかけながら‑ 主体的に帰1化して其の意味での

は出会った夫しい感動︑感激も ‑ そこに1柾のほのかながら明る

急に拭き上がった﹁別な心﹂のみなぎりを意識しながら﹁私﹂は'
である︒小娘の外貌は先刻までと少レも変わってはいないが︑その

転換へまでの姿束とはなりえず'そこに圧しゆがめられた生の邦悩

娘を﹁まるで別人﹂のように見つめたのは'﹁私﹂の方が﹁別人﹂
に変わったために仙ならない︒芥川にとってこの体験は'決して些

と悲痛rJ﹂があるのを観じとっている︒

のみであって︑しかも︑それは偶然おとずれたものにすぎないので

して存在するのであり'この人問発見の物語も﹃伴にし意識される

また'平岡敏夫氏も﹁﹃不可解な'下等な'退舶な人生﹄は依然と

<‑J2)

小な出来事ではなかった︒みすぼらしい田舎娘の山別によって'あ
﹁私はこの時始めて︑云ひやうのない疲労と倍忠とを'さうして又

れほど分厚かった憂哲の壁が瞬時にもせよ打ち砕かれたのである︒
不可解な'下等な'退舶な人生を煤に忘れる叫が出来たのである3﹂

ある︒∧自若れ∨の意識は依然としてつづいている﹂として︑作品

結びの一文の中の﹁箆に﹂の1語に注目し︑人生の7瞬を彩った

の底部に芥川の﹁絶望の声﹂﹁揃ましい努力﹂を見ようとしている︒

(‑iJ

という7文でこの小品は結ばれている︒
さて'これまでのいくつかのF蜜柑し論において各論者は︑地役

うものでしかなかったとする各氏のよみとりは︑的碓なものであり'

蜜柑の輝きも'所詮芥川の﹁日暮れの意識﹂の中におおわれてしま

の一文をふまえて作者芥川の拭いがたい人生の侶忠を強‑よみとろ
小埠uh氏は﹁r下t.?な'近地な人生しの中に秘められた意外な真実

うとしているので'以下に凹氏の見解を示しておこう︒
を発見した歓喜へと感動を=升華させることな‑'わずかに人生を忘

ついてである︒﹁雌に﹂もせよ︑人生の俗畠を﹁忘れる事が出来

特に異論をさしはさむ余地もなかろう︒しかし'その上に立ってあ
えて強調しておきたいのは'芥川には珍らし‑雌煉な精神の一間に

た﹂という叫尖である︒先刻まで'あれほど小娘を娘慈し︑その﹁

却できた満足をあぢはふ傍観的消極性に'小iE思インテ‑ゲソチャ

存在を忘れたいと云う心もち﹂でいた﹁私﹂は'堆相の叩きせ境に

の負はされたものへの肌K,さを覚えずにゐられない﹂とし'﹁ほん
たうの歴史的︑人生的︑生活的真実のモメソトにふれながらふたた

して'見違えるような変化をみせている︒今までの沈紺はかき消さ

三好行雄氏は﹁歓呼する子どもたちの上に'∧乱落する鮮な蜜柑

は変革を遂げている︒それは︑蜜柑の暖色に心打たれた﹁刺邪に7

れ︑意気は﹁朗然﹂と高まり'小娘に﹁別人﹂を感じるまでに志誠

(注1)

られぬ作者にはがゆさをおぼえ﹂ている︒

び観念の迷路にまよひこむ'そして迷路そのものを人生としか考へ

の色∨は︑不可解で︑下等で'退屈な人生のもたらす∧疲労と描
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﹁死﹂そのものに包まれていたなら︑目の色に染まった蜜柑もあれ

日に照らされた鮮かな蜜柑の色に敏感に反応したのは'他ならぬ芥

ほどの威力を光抑することはなかっただろう︒青っまでもないが'

切を了解﹂したのが炎機となっている︒﹁1切﹂とは'下層の幼い
姉弟間のほのぼのとした交楠が蜜柑の輝きに結H州したという事情で

た︒

a

a

w

M

t>・CTi・Tォ'小島政二郎あて)'F枯野抄﹄ 天サーS‑2t iiE

1︑芥川が自作についての自信を示したのは﹃苓数人の死﹄ (大

(
#
)

い︒改めて考察を試みることにしたい︒

時代思潮との関係や作品の比較研究等について論じてい‑余裕がな

﹃蜜柑﹄との関連の深さを少なからず感じさせる3しかしここでは︑

鋭い観察者である︒また'著しい好悪の感情や人間性の幸美など

為者になっており'後作の﹁わたし﹂は傍観者であるが'いずれも

﹁白樺﹂一という串内を舞台にした短箔がある︒前作の﹁自分﹂は行

我には﹃網走まで﹄ (明S3‑*﹁白樺﹂) や﹃出来事﹄ (大2・9

とよんだ志賀直哉からの彫哲を感じないわけにはいかない.志班出

風樹とも無縁ではなかろう︒とりわけへ芥川が﹁投も純粋な作家﹂

蝣

人の問題にとどまらない.時代の背景をなした大正デモクラシーの

以上に述べたF蜜柑﹄における人間味単式の作風は︑単に芥川個

hi

を柑なかった芥川が'﹁促に﹂点じた健康な精神の﹁火花﹂であっ

C ォ 2 )

r蜜柑﹄は'やがて自虐と狂気の﹁迷路﹂に踏みこんでいかざる

川その人であったということである︒

ある︒従ってへ ﹁私﹂は姉娘に対してだけでなく ﹁何とも意味の
分らない戚声﹂であった弟たちの声にも︑﹁小鳥のやうに﹂心など
む饗きを感じとっているのである︒
砥かに'この強烈な感動も偶然の出会いにすぎず'しかも﹁特効
共﹂の効き目程度の瞬時の解放でしかなかったかも知れぬ︒しかし
当・叫の芥川に感動の持続・界華や全的解放は容易に期待すべ‑もな
い︒﹁私﹂の倦怠感の必然性が明らかでないという作品のもつ弱さ
のために︑感動も人生的な桁彩に欠けるという点もあろう︒だから
といって'この瞬間を偽りの感動と見るわけにはいかない.死に瀕
したような精神状態のなかにあって︑瞬時たりとも脱出の契機をつ
(注17)

かみ得たことの意味を並祝したいのである︒それも﹁中流階級﹂出
身のインテリが︑虚栄や偽善に全‑汚されることのない﹁下流階級﹂

の純真な人間味に裏打ちされた﹁閃光﹂に触発されたものであった
という点に着目するなら'芥川にも健康な精神が脈打っていたこと
(ユlわ)

がわかる︒行為者である粗野な田舎娘と︑それ曇尚みから傍観して

いた負族的感覚を持つ﹁私﹂との位追関係は'﹁私﹂の完全な敗北
によって逆転している︒しかし︑その敗北は意識の変革と人生的な
歓苗とをよびさますものであって︑芥川の自己との闘いにおける勝
利を意味している T・fl術その他﹄において芥川は︑自己の殻に
﹁1生懸命に﹂なろうとする税梅的な精神の姿勢を示している︒も

﹁安住したがる性質﹂に反抗し︑﹁信ずる所をはっきりさせて﹂
しも'下地にこういう精神の活動がな‑て︑ただ無気力・無感動の

y

2Go

忠遺あて) などであった︒
2︑進藤純孝﹁伝記芥川乱之介﹂一六興出版一
3︑﹁身のまはり﹂ (大l・1﹁サソデー柘口﹂)
4︑実母フクの姉フキと同居した︒
5'﹁今までが今までだから評判が意るかないかと思って大に社
の為に気づかつてゐます﹂ (大t‑・;=j・o>'潜田浮介あて)
(昭2・9'

6'片岡良一﹁芥川龍之介の道﹂ (‑>‑3'﹁文学﹂)
7︑千葉色雄﹁作品を通して見たる芥川龍之介﹂
﹁太陽﹂)
摩書房一

8'吉田精7 ﹁芥川龍之介全集・第二巻・解説﹂ (昭3・3︑筑
9'臼井吉見﹁現代日本文学全集26︑芥川拙之介集'解説﹂ (旧
8・<*>︑筑摩書房)
10へ米田活7 ﹁空相﹂ (川副国基舶﹁人と作目3・現代文学講座・
大正編皿﹂昭8‑^'明治書院一
11'吉田椅T ﹁作品鑑賞・蜜柑﹂(﹁近代文学鑑賞講座1 1︑芥川龍
之介﹂昭S3・サ'角川書店)
﹁彼はこの人工の翼をひろげ'やすやすと空へ舞ひ上がった︒

1.r或阿呆の1生﹄十九﹁人工の賀﹂に次の7節がある︒I
.同時にまた理智の光を浴びた人生の歓びや悲しみは彼の目の下
へ沈んでいった︒彼はみすぼらしい町々の上へ反語や微笑を落
しながら'遮るもののない空中をまっすぐに太陽へ登って行つ
ilJ¥

13へ小原元﹁芥川龍之介﹃蜜柑﹄の鑑賞﹂一﹁国文学'解釈と鑑賞﹂

昭s・蝣*)

14'三好行雄﹁F舞踏会・蜜柑﹄の作品解説﹂ (昭‑31*.‑I︑殉川文
庫)
SI

15'菊地弘﹁芥川龍之介F蜜柑ヒ(﹁国文学'解釈と鑑賞﹂昭4・

C7>)

16︑平岡敏夫﹁H暮れからはじまる物語﹂(﹁香川大学国文研究︑
こ昭

17︑自伝凪の小説﹃大導寺信輔の半生﹄で芥川は﹁下層階級の貧

の生んだ人間だった︒﹂と少年時を追憶している︒

困よりもより舶偽に甘んじなければならぬ中流下層階級の諮因

18︑小坦光へ注13と同じ)は﹁外貌のゆゑにまった‑美と無縁な

倣﹂や﹁藤原為他の中性紀貴族的美観となんら興るところのな

存在であるといふかんがへ﹂は﹁清少納言の州山族的優越︑侭

いものであった﹂と述べている︒

線は不柑変鋭い火花を放ってゐた︒被は人生を見渡しても'何

3.可成阿呆の1生﹄八﹁火花﹂に次の一節がある︒‑ ﹁架空

も特に欲しいものはなかった.が︑この紫色の火花だけは'

った蝣蝣>I

‑ 禎まじい空中の火花だけは命と耽り換へてもつかまへたか

がある︒

‑

﹁志賀直哉氏は僕等のうちで最も純粋な作家I

20︑F文芸的な'余りに文芸的な﹄五﹁志賀直哉氏﹂に次の1節

でなければ最も純粋な作家たちの1人である0﹂﹁志賀前識氏の

(同朋大学助教授)

作品は何よりも先にこの人生を立派に生きてゐる作家の作品で
ある3﹂
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