﹁地獄変﹂

注1

の関心事でもゐったようである︒

芥川竜之介論

析が加えられてきている︒しかし︑作品に対する作者の精神︑感情など

従来︑﹁地獄変﹂の主題については︑諸氏によって︑じゅうぶんに分

J

で思想化された芸術と人生の問題は︑芥川の生涯を通じて︑かれの最大

﹁地獄変﹂は︑芥川の代表作の一つとされている︒そして︑乙の作品

察する乙とによって︑芥川の作家精神の一面を明らかにしたいと思う︒

乙乙では︑ ﹁地獄変﹂について︑作品と作者との関係を中心として考

はじめに

て

についての先学諸氏の分析には︑なお︑明確さを欠く点がゐると思われ
る
︒

薄田淳介宛)

松岡譲宛)

子

それでは︑芥川の︑生活と芸術の関係はどのようなものであろうか︒か

時期といえよう︒

っていて意気盛んなものである︒とにかく物心両面ともに生活が安定した

友人への結婚通知状︑終りのは結婚三日自に﹁生活より芸術の方が﹂と言

始めの書簡は︑毎日新聞社の社友となる件を頼んでいるもの︑二番目のは

位つよく僕をグラスブするかわからない(二月五日松岡議宛)

感激に打たれつつある(賂)新婚当時の癖に生活より芸術の方がどの

僕は今日ユ!デイツトをよんだいや今もよみつつあるさうして恐しい

(略)僕は明二日結婚する(二月一白

が強くなるのです(略)(一月三十一日

ますこの二月から生活状態が少しちがふので月収がふえると非常に気

(略﹀小説目下進行中です︒(略﹀その節御話しの件もよろしく顕ひ

乙の頃︑つぎのような書簡がみられる︒

とゐる︒

いる︒年譜によると﹁この期間は生活的にも芸術的にも最も幸福な時代︒
﹂
︒

仲
2

める︒芥川はこの年二月に結婚し︑三月に大阪毎日新聞社の社友となって

玲

し
可

芥川は︑﹁君看双眼色不語似無勝司という句を好んでいた︒私は乙

藤

つ

乙で︑かれが作品の表面で語っている乙とより︑語らなかった﹁愁﹂を
重視してみたいのである︒

生活と作品

広
いる︒

れは初期の﹁羅生門﹂と﹁鼻﹂の執筆動機について︑つぎのように述べて
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E

』
と

﹁地獄変﹂は︑大正七年五月︑東西の両毎日新聞に発表された作品で

E

注4

芸術に於ける成功は︑現世的な敗北を意味したのである︒

右は︑絵師良秀が芸術の世界では不朽になり得たが︑現実的には敗北した

自分は半年ばかり前から悪く乙だはった恋愛問題の影響で︑独りにな
ると気が沈んだから︑その反対になる可く現状と懸け離れた︑なる可

とする見解である︒

さらに︑ ζれらの見解を批判して︑三好行雄氏はつぎのように述べられ

秀の人生を滅ぼした道徳的責任は大殿様にめるという見解である︒

空5

また︑和田繁二郎氏は︑大殿様に象徴される権力の問題を重視して︑良

︿愉快な小説が書きたかった︒そこでとりあへず先︑今昔物語から材
料を取って︑乙の二つの短篇を書いた︒(未定稿﹁めの頃の自分の事﹂)
右の記事によれば︑生活が気分を滅入らせたので面白い小説を書いて気分
をひきたたせようとしたのである︒乙れを芥川の︑生活と作品の関係情造

る︒ただし︑大正八年一月に発表された﹁小説を書き出したのは友人の煽

浮﹂としてほうむること仕しに︑芸術家の意味はよく存立しえぬとい
おいや﹁戯作三味﹂をつぐ﹁地獄変﹂のテlマでゐった︒良秀の人生

ζの小説でほろぶのは︑良秀の人生だけでゐる︒全人生を人生の﹁残

ている︒

動に負ふ所が多い﹂という文章で︑

は︑ 娘の死とともに終っている︒良秀の死は︑みずから予感した運命

とすれば︑生活が幸福だから幸福な作品が生まれるとは隈らないようでゐ

その後今日まで小説を書き続けてゐるが︑本当に小説を書いて行かう

を実現するリフレインにすぎず︑作者にそれが必要だったのは︑良秀

s

というよりは︑彼自身の芸術が完成すると︑盛岡れ死なぎるを得なかっ

二︑絵師良秀の娘の気だてのやさしい乙と︒

て堀川の犬殿は現世でまれな権力者である乙と︒

内容をまず要約するとつぎの通りである︒
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といふ勇気を生じて来たのは︑最近半年ばかりの事でゐる︒
とあって︑かれが大正七年頃から︑作家としての自信を得てきた ζとがわ

の墓標が﹁誰の墓とも知れないやうに苔蒸し﹂たという一行のためで
注6

かしたりうる︒

あった︒かれの一生が忘れさられでもなお︑芸術はその﹁人生﹂のあ

かるのである︒

主題と作者

として︑良秀の自殺は︑その﹁芸術﹂が﹁かれに人間の放棄を強制し︑そ

の死をもとめた己ものであり︑由民秀はその﹁苛酷な要求に乙たえた稀有の
考直司4

﹁地獄変﹂の主題については︑従来︑つぎのような各説がある︒

芸術家﹂でゐるとされている︒

思う︒

よる考察の便宜のために︑私なりに作品分析をする乙とからはじめようと

私は︑右の三好氏の見解に同惑である︒ただし︑ーに示した私の視点に

絵師良秀は︑自の前に最愛の娘を火にかけて焼き殺しながら︑自己の

た︒(略﹀芸術の偽にはあらゆる非道徳担行為を許され得一ると信じ‑た

﹁地獄変﹂は語か手によって地獄変の限付属の由来が語られている︒その

天才も︑道徳から犠牲を要求されざるを得なかったのである︒ハ路)

織だらけ伝満面に浮べ﹂ていた︒だが一たん道徳的な気持に立返ると︑

芸術的感興を満足し得た為に︑﹁さながら憐惚とした法悦の輝きを︑

の矛盾と︑﹁地獄変﹂との関係を重視して︑つぎのように言われている︒

m

吉田精一氏は︑前作﹁戯作三味﹂での︑ 馬琴の﹁先王の道﹂と芸術的感興

E

一ニ︑娘は大殿はじめ人々に好かれていたが父良秀は嫌われていた︒

時も本朝第一の薗師と申す事を︑鼻の先へぶらさげてゐる事でとぎい

強慾でilいや︑その中でも取分け甚しいのは︑横柄で︑高慢で︑何

ませう︒それも画道の上ばかりならまだしもでございますが︑ゐの男

四︑良秀は絵師としてはすぐれていたが人がらはきわめて下等でゐること︒

の負け惜しみになりますと世間の習慣とか慣例とか申すやうなものま

五︑その良秀が娘だけに愛情をそそぎ自分のそばにおきたがった乙と︒

で︑すべて莫迦に致さずには置かないのでございます︒ハ四)

うのでゐる︒良秀は︑他のものはすべて無視して芸術だけに生きている芸

あらゆる悪徳をそなえているが︑世俗の習慣行地どには超然としているとい

秀自身にも︑天才芸術家としての強い自負がある︒だから︑人間としての

右の説明によると︑良秀は客観的にみても本朝第一の絵師であり︑また良

七︑八︑九︑十︑良秀は大殿の命で地獄変の絵を描き始め︑それに夢中に
︒
ζと

六︑良秀の描いた地獄変の界風の類のない恐ろしさについて︒

伝っていた
十二︑娘の様子が変ってきたこと︒

術家として儲かれているのである︒

十て良秀は絵に何か行きづまりがきたらしいこと︒

十四︑十五︑良秀が︑牛車の中に女を入れて火にかけてほしいと望んで大

すなわち︑豪放で﹁大腹中﹂の人物で︑﹁大威徳明王﹂にもたとえられる

壮大と申しませうか︑豪放と申しませうか︑(略)(一)

す事でございますが︑(略)堀川の御邸の御規模を拝見致しましでも︑

る前には︑大威徳明王の御姿が御母君の夢枕にお立ちになったとか申

人とはいらっしゃいますまい︒噂に聞きますと︑めの方の御誕生にな

堀川の大殿僚のやうな方は︑これまでは固より後の世には恐らく二

現世的な価値の象徴として︑大殿はつぎのように儲かれている︒

十三︑語り手が娘を誰かわからぬ男性から教ったこと︒

殿がそれを承知した乙と︒
十六︑十七︑十八︑十九︑良秀の娘が牛車の中で焼き殺された︒それを眺
める良秀と大殿の様子︒
二十︑絵が完成し︑末代までの傑作と伝ったが良秀は自殺したこと︒
(てニ︑三・::・は︑作者による作品の章分けである︒以下の考察にお
いて使うて一一︑三・::・の符号は︑その部分が右の章のうち伺章に含ま
れているかを示すものである︒)

たのでゐる︒

ような︑絶対的な権力者である︒そして︑世間の人々の讃仰のまとでめっ

語り手は︑良秀の方は人々から非常に嫌われ︑大殿は人々から非常に崇

同以上によると︑乙の作品ではまず両極に極限化された価値の対立がみ

拝されていたと説くのである︒語り手自身も︑良秀をおとしめ︑大殿を讃

られよう︒それは︑芸術の価値と現世的なものの価値である︒作者は︑芸
いるのである︒乙の両者が︑対立・葛藤をへて︑遂に芸術の価値は現世的

術の価値と現世的なものの価値との両者を極端なかたちにして対立させて

嘆する︒語り手の口ぶりはそうだが︑その述べる両者の行跡を事実そのも

り泣きの声がき乙えたり︑肖像を描かれた女房たちが三年たたぬうちに死

たとえば︑良秀の儲いた絵については無気味な噂ばかりたっ︒絵から吸

のとしてみれば︑両者とも似ているのである︒

なものの価値を屈服させてしまうという図式がみられよう︒
芸術の価値は︑絵師良秀によって象徴されている︒良秀はつぎのように
説明される︒
その癖と申しますのは︑守合車問で︑短貧で︑恥知らずで︑怠けもので︑
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力によって︑神秘の世界に交渉するのでゐる︒また︑良秀は︑絵の完成の

部分においてである︒作者は乙の作品の主題の感動を︑この部分で最高潮

川芸術の価値が現世的なものにめざやかに勝つのは(十九)のさい Cの

んで行った句する︒大殿の方は︑百鬼夜行に遇っても事故もなく︑亡霊を

ためには自分の菊子の生命をも犠牲にしかねないし︑大殿は︑寵愛の重を

に盛りめげようとしていると思われる︒乙の部分での良秀の悦惚は︑芥川

の命も犠牲にして自己の芸術を完全仕ものにしたからであると言えよう︒

橋柱に立てたりする︒両者とも︑自負のうらに残酷な心をもっているので

の内面の瞬間の真実であり︑それはまた︑かれの否定精神の極致だったの

れは良秀が︑自己の芸術の完成のためだけに生きたからで︑娘の命も自分

ある︒大殿は権力によって良秀を支配している︒両者ともに︑現実に生き

では一なかろうか︒このことは︑﹁地獄変﹂に共通した問題を形象化した

も叱りとばす力をもっている︒す伝わら︑良秀は画力によって︑大殿は権

ているからでゐり︑現世的な権力者は大殿だからでゐる︒

秀の娘を入れて火をかける場面に至って最高潮となる︒‑始めは驚きと恐れ

境を述べたものである@乙の作品で︑馬琴は︑自分の作品の愛読者にも不

﹁戯作三味﹂は︑大正六年十一月の発表で︑馬琴に託して作者芥川の心

﹁戯作三昧﹂をみることによって︑より明らかに伝ろう︒

と悲しみで苦痛に打ちひしがれてみえた良秀が︑燃える牛車を眺めて歓喜

両者の対立は︑良秀の娘をめぐって深刻になり︑その葛藤は︑牛車に良

と法悦にゐふれてくる︒

現実に不快を感じる自分自身にも不快を感じる︒そのような現実を超える

快を感じ︑自分の作品をおとしめる者にも不快を感じる︒また︑それらの

その時の良秀には︑何故か人間とは思はれない︑夢に見る獅子王の怒

始め筆を下した時︑彼の頭の中には︑かすか伝光のやうなものが動い

ことができるのは︑創作に熱中している時だけである︒その熱中した時の

てゐた︒(略)経験上︑その何でゐるかを知ってゐた馬琴は︑注意に

りに似た怪しげな厳しさがとざいました︒(路)私たちは仕丁までも︑

阪も峰さず良秀を見つめました︒(略)が︑その中でたった一人︑御

注意をして︑筆を運んで行った︒神来の興は火と少しも変りがない︒

悦惚状態がつぎのように織かおる︒:

縁の上の大殿楢憾だけは︑まるで別人かと思はれる程︑御顔の色も青ざ

(略)

(略)異様な随喜の心に充ち満ちて︑まるで開眼の仏でも見るやうに︑

めて︑(略)丁度喉の渇いた猷のやうに鳴ぎつポけていらっしゃいま

一切を忘れながら︑その流の方向に︑嵐のやうな勢で筆を駆った︒

しかし光の需巳似た流は︑少しもその速力を緩め伝い︒(略﹀さうして

した・::・︒(十九﹀
右は両者の対立抗争の決定的な場面でゐる︒
︒一﹀では猿にたとえられていた良秀が︑この場面では獅子王の威厳をも

愛抽出でもない︒(賂)あるのは︑唯不可思議な悦びである︒或は悦惚

乙の時彼の王者のやうな限に映ってゐたものは︑利害でもなければ︑

ハ一)で大威徳明王の威をもっ ζとを暗示されていたのに︑ ζ ζ では﹁喉

ち︑開眼の仏にたとえられるに至るのである︒それに対して大殿の方は︑

乙の叙述に明らかなのは︑つぎのようなことがらでゐろう︒﹁経験上﹂と

たる悲壮の感激である︒

現世的なものの価値を屈服させるに至るのでゐる︒

あるのは︑芥川の創作時の悦慢状態をそのまま述べたものでゐろう︒また

の渇いた獣﹂にたとえられるのでめる︒両者の立場は逆転し芸術の価値が

川それでは︑芸術が地上の権力を屈服させ得たのはなぜでゐろうか︒そ
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肝心︑
;
l
u

僕は世の中の愚を指摘するけれどもその愚を攻撃しようよ思し均むか町一弘前

作者の日常︑対象に接する態度はつぎのようなものであ?たと思おお︑5
s一

た︒そして︑かれはそういった瞬間の悦惚にふけっている時だけが一︑人生

ない僕もさう一玄ふ世の中の一人だから唯その愚(略)を笑って免てゐ

その﹁神来の興は火と﹂変りがなく︑日常の中では消えやすいものであっ

の利害・愛憎を超えることのできる瞬間であった︒その創作時の感動は︑

身を偽る事に伝るのです(略)要するに僕は世の中にて一昨ヲ信感ず

利害・愛憎の存する現実に対置して述べられているといえよう︒そうする
と﹁地獄変﹂の良秀の悦惚状態は︑﹁戯作三昧﹂の馬琴の悦惚状態と相似

山山川︑

川︑心

U

E ミを加へるより︑監に慎む気
るが

すなわち︑世間も自分も愚かなものであるからご二四も憎悪も自分には位

右の文章の中で芥川は︑乙れが自分の真実であると言っているようである︒

‑04
叩は感じてゐ伝い毘時に又

のものである︒だから﹁地獄変﹂でのこの場面志︑芥川の創作時における

にもなれか怯いのです︒︿大正八年十一月十一日小田寿雄宛﹀

ζとは︑つぎの書簡によってもうらづけること

にとって︑現実を超克する唯一のものであったと言える︒それが︑芥川の

悦惚状態をそのままになわされたものでゐる︒そして︑その状態は︑芥川
瞬間の真実であったという

し︑作品﹁地獄変﹂には乙の作者の﹁羅生門﹂や﹁鼻﹂の主人公の形象に

ぃ︒自分にあるのは玄ミとZS喝の感情だけであると言うのである︒しか

あれはいやにポンパスティックで気に食はない作品ですが乗りかかっ

う︒﹁地獄変﹂の主題は右の文章のような芥川の日常性の真実には遠かっ

感じられるような作者の宮神可も同円︒ョも作品に関わっていないと言えよ
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ができる︒
た舟だから仕方ありません(四月二十四日薄田淳介宛)

たのある︒

同芥川は︑その死の直前に﹁歯車﹂を書いている︒﹁歯車﹂の﹁僕﹂は

作中人物と作者

地獄変はボムパヌティック伝ので書いてゐても気がさして仕方があり
ません(五月十六日小島政二郎宛﹀
前のは﹁地獄変﹂執筆中の書簡であり︑あとのは脱稿後のものである︒ニ
通とも︑﹁地獄変﹂が︑作者の日常性とはるかにかけはなれたものでゐる

恥しいと思いながら︑なぜ︑より以上に﹁ボムパスティック﹂なハ十九)

あらゆるものから﹁死﹂の予惑を感ずる︒乙の﹁歯車﹂の中で﹁地獄変﹂

乙とを述べている︒作者は執筆の途中で︑すでに﹁ボムパスティック﹂で気

の叙述へと盛り上げていったのであろうか︒それはゐの最高度に﹁ボムパ

を二度想い起しているのである︒つぎの引用文は︑﹁三夜﹂の部分でゐる︒

僕はナポレオンを見つめたまま︑僕自身の作品を考へ‑出した︒する

ナポレオンはまだ学生だった時︑彼の地理のノオ卜・ブックの最後に

と思われる︒だから︑作者は︑乙の時の良秀の姿を仰ぐ︑語り手はじめ人

ハ略)それから﹁地獄変﹂の主人公︑ 11 良秀の運命だった︒

とまづ記憶に浮んだのは﹁保障怖の言葉﹂の中のアフォリズムだった︒.

作者は︑亡の悦惚の惑激が︑瞬間のものではあるが自己にとって唯一の真

々を︑感激の極においたのでゐろう︒作者が瞬潤の悦惚という非日常的な

﹁セエント・へレナ︑小さい島﹂と記してゐた︒(略﹀

心情を中心にすえたゆえんである︒

実であるかぎり︑現実世界がそれに屈服しないはずはないと信じたかった

スティック﹂な場面が︑作者と絶対関係にあったからであろうと思われる︒

W

自身の運命を予言していた︒そのことに関連して︑芥川は﹁地獄変﹂の良

ζの文章によるとナポレオンが学生の頃︑ノオトに書いたものが︑後年の

崎を批判して芥川はつぎのように書いている︒谷崎の文学は

のでもゐったのでゐろう︒﹁あの頃の自分の事﹂(大正七年十二月﹀に谷

それは︑三好氏も指摘されているが︑芥川の了解した﹁近代﹂というも

喰占只︾

秀の運命を想い起して恐怖を感じているのである︒﹁地獄変﹂の良秀の運

氏の傾倒レてゐるポオやボオドレエルと︑(路)全く趣が違ってゐた︒

娘の死と自己の死とを鰭けて︑自己の芸術を完成しなければならなかった

命が乙の時芥川には自己の﹁死﹂の予兆のようにみえたのである︒芥川の

良秀は︑自分の娘と自分の死を予感しながら︑やはり自己の芸術の完成

良秀が︑右の文章のような冷輩出さをそなえていたことは明らかであろう︒

彼等の病的な耽美主義は︑その背景に恐る可き冷酷な心を控へてゐる︒

をめぎして進まねばならなかった︒良秀は地獄変の界風を描きはじめての

そしてそれは︑芥川の了解した西欧・世紀末の芸術家の心でゐり︑芥川の

みた良秀の運命とはどのよう往運命でゐろうか︒

ち︑つぎのような夢をみる︒

精神を形成していたものである乙とも明らか仕のである︒

うでゐる

同従来︑﹁大殿様﹂という人物については︑あまり言及されていないよ

﹁誰だと思ったら 11うん︑貴様だな︒己も貴様だらうと思ってゐた︒
なに︑迎へに来たと?だから来い︒奈落へ来い︒奈落にはii己の

知っているのである︒自分が遂には地獄を見なければなら伝いことも知っ

良秀は︑自分が見たものしか錨けないということを大殿も承知していると

作者は︑このように︑良秀が自分と娘との死を予感する ζとを書いている︒

正十三年に発表した﹁僻見﹂の中に少年の時に愛読した書物のうちの﹁岩

利をより大きくするための技巧であるともいえよう︒しかし︑芥川が︑大

て︑じゅうぶんに大殿の徳と力とを讃美している︒それは後半の芸術の勝

象されたものではあるまいか︒作品の前半で作者は語り手のかげにかくれ

e 乙の人物は︑芥川のロマンチシズム︑あるいは自然感情から形

娘が待ってゐる己(八)

ているのである︒また︑娘が︑大殿の恋瞳帽に従わない乙とも知っているの

見重太郎﹂についてつぎのようにき一口っているのでめる︒

岩見重太郎の軽蔑出来ぬ所以はあらゆる架空の人物の軽蔑出来ぬ所

である︒それに大殿の冷酷さも知っているとなれば︑それらの乙との結末
はどうなるか︒良秀は何もかも︑何となく予感していて︑それでも進まね

以である︒(略)

と共に神と云ふ偶像の法律をも援稽レたと云はなければならぬ︒乙れ

ばならないのでゐる︒それはちょうど︑芥川がみたキリストの姿に近いも

は重太郎一人に限らず上は素愛鳴尊から下はミカエル・パクウニンに

すると重太郎は牢破りと共に人閣の法律を援踊し︑更に又次の挽退治

(路)新しい宗教を説いてゐるうちに︑十字架に懸らねばならぬ気持

クリストを十字架に駆りゃった者はクリスト自身の宗教だったらう︒

至る豪傑の生涯を象徴するものである︒(略﹀岩見重太郎は今日もな

のだったであろう︒かれはキリストの死について

ちになって仕舞ったのだと云ふのでゐる︒(文芸雑談昭和一元年)

し︿感じられると述べているのである︒それは﹁人間の法律﹂も﹁神と云

芥川は右の文章で︑少年時に愛読した伝説上の人物が現在もなお︑なつか

聞を保ってゐる︒(略)
ほ僕の中に溌刺と A

なねばならぬようになったとみえた ζとでゐろう︒芥川の芸術至上主義は

と書いている︒﹁歯車﹂の芥川は︑良秀の姿も芸術に生きているうちに死

﹁死﹂をともなうものであったのでゐる︒
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ふ偶像﹂も援事した英雄でゐった︒乙の文章に書かれている伝説上の人物
は芥川の形象した﹁地獄変﹂の﹁大殿様﹂に相似ているといえよう︒
さらにまた︑右の同じ文中で︑現代の政治的豪傑は︑容貌︑風来など知
られていてイメイジが制限されるが︑岩見重一太郎は︑
象の体重を情祝する甲は必ず重太郎の体重の象につり合ふ乙とを承認
するであらう︒
と一一一口う︒すなわち︑読者のイメイヲは伝説上の人物に対しては自由である

ついて一行も説明がないのである︒それは︑読者のイメイジの自由にまかさ

と言うのである︒そこで︑﹁地獄変﹂の﹁大殿様﹂をみると︑容貌や嵐釆に

れているといえよう︒このことからも︑﹁大殿橡﹂という人物が︑作者の
伝説上の人物を愛する自然感情から形象されたものでゐると言えるのでは

また︑芥川の﹁手帳ニ﹂にはつぎのようなメモがみられる︒

(絡)

絵を書き始めても︑かれの芸術家のしての生き方がゆがめられるわけでは

違ひのやうに﹂かわいがっていたのだから︑娘のことがきっかけになって

それは芯ぜであろうか︒たとえば︑右の山即を加えても︑良秀は娘を﹁気

ある︒だからすぐつぎのエの部分で﹁娘をお下げ下さいますやうに﹂と願

る︒また︑良秀が苦い顔をしていたのは︑大殿の恋樟帽を知っていたからで

ち消すのだが実は大殿が恋情から召し出したという事実を暗示するのでゐ

したのは大殿の恋情からでゐるという噂に触れている︒語り手はそれをう

る者には暗打をかけるだろうと言ったすぐあとにウの部分で︑娘を召し出

である︒右に分けたイの部分で良秀の娘への愛情の性質を述べて︑言い寄

右のような叙述に続いて大殿は良秀に地獄変の界嵐を箔くことを命ずるの

なかろう︒まして︑凶によると﹁次第に仕事に熱中して娘のことは忘れて

うのでゐる︒また︑大殿が﹁それはならぬ﹂と吐出すように言うのも︑自

汗 ー
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なかろうか︒

山大殿は地獄変の界風と共に娘を返す約束をす︒
間良秀始めは娘を忘れず次第に仕事に熱中す︒地獄変︒(右二ケ条書
き加へよ︒)

しまうのである︒﹁ゐれ程の子煩悩がいざ絵を抱くと云ふ段になりますと︑

分の恋情を良秀に悟られていると知ったからである︒乙れをみると︑娘を

めぐって︑大殿は良秀と心理的葛藤をしているといえよう︒大殿は︑吐き

件で始めても少しもおかしくはない︒とすれば︑乙のメモが書き加えられ
た場合︑変ってくるのは大殿のイメイジではなかろうか?

娘の顔を見る気もしなくなる﹂良秀だから︑絵を描く以前に︑娘を返す条

ハ右ニケ条書き加へよ︒﹀とゐるが︑ニケ条とも書き加えられていない︒

と
。

出すように﹁それはならぬ﹂と言ぃ︑度々良秀に願われてその都度︑ ﹁そ
れはならぬ﹂とはっきりき一口っているはずでゐる︒界嵐絵のために娘を返す
約束をするはずはないであろう︒それに︑大殿の権力はそのような約束を
しないでも良秀に絵を描かせることはできるはずでゐろう︒それでも︑も
し︑作者が界風絵とひきかえに娘を返す約来を加えたとしたら︑大殿のイ
メイジは非常に卑小になってしまうのではなかろうか︒大殿が作者の自然

も探摺してよい︒しかし︑卑小でゐつてはならないのである︒このように

三好行雄﹃作品論の試み﹄(至文堂﹀

第4号﹀で

昭和三十七年八月)

芥川竜之介﹃地獄変﹄の分析﹂

三好行雄﹁﹃地獄変﹄について﹂(国語と国文学

和田繁二郎﹁現実と芸術との栢魁

i

竜之介の研究﹄︑宇野浩二﹃芥川竜之︿ハ﹄などがある︒

伝お︑同一見解のものに︑宮本顕治﹃敗北の文学﹄︑竹内真﹃芥川

吉田精一﹃芥川竜之介﹄新潮文庫︒

筑寧版全集八巻の年譜による︒

剖戯作集﹃羅生門﹄の一房一︒作品﹁一二つの窓﹂︿昭和二年六月)

で触れているので詳説しない︒

拙稿﹁﹃屡気棲﹄について﹂(広島女子大学文学部紀要

はないかと思う︒

1

8 7 6 5

感情から形象されたとすれば︑大殿は﹁人聞の法律﹂も﹁神と云ふ偶像﹂

みて︿ると︑大殿のおおらかさは︑芥川の内面の︑﹁古代﹂にその農をお

注

4 3 2

三好行雄﹁﹃地獄変﹄について﹂
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ろしていると恩われるのである︒

このようにみて︿ると︑良秀対大殿の構図︑すなわち︑芸術対現世的な
ものの権威という構図は︑芥川の内面では︑ゐるいは制でふれた︑かれの
なかの﹁近代﹂と仰でふれたかれのなかの﹁古代﹂との抗争だったのでは
なかろうか︒大殿を育んだ芥川の内面は︑﹁芋粥﹂の利仁を︑またのちの
作品の素発鳴尊を育んだものではあるまいか︒

おわりに

E︑

ンがいくつかめって︑考察の方法しだいでは︑それらが︑整理 できるので

もりでめる︒芥川文学の多様性には︑その底に︑かれの精神のパター

れる︒

wについては︑芥川の多層的な作家精神の深い面に探りを入れたつ

秀の悦惚状態を人格化したものが︑良秀という象徴的人物であるとも思わ

Wのような結果を得た︒ E について︑勝手な推測を許されうるならば︑良

以上︑作品と作家との関係を中心として考察を進めてきた︒そして︑

V

