路
b

の
位

置

辺

健

の定まらぬものが多いけれども︑

﹃迷路﹄はその最たる作品である︒﹀と述

家だ﹀と言っている︒一方︑山田昭夫氏は︿いったい︑有島の作品には評価

っている︒その他︑乙の作品に触れている多くの論者が否定的芯評価を下し

要求されているのだが︑観念小説として読んでも失敗作ではあろう︒﹀と言

含清︐白)

場所に﹃迷路﹄は放り出されている︒有島の分からなさと︑ ﹃迷路﹄の評価
の定め難さ︑それは勿論別のものではない︒ 一言で言えば︑近代日本文学史

ζろを集約すれば︑おおよそ次の如くである︒

文体の問題︒序編と本編における不統
本
多

(山田)︒上ずった観念性の

会
主

会事b)

乙とに終りの三分の一一は︑逐字的に読むにたえぬ上ずった悪文という ζ

小説鑑賞限からいえば︑箸にも棒にもかからぬ駄作という乙とになり︑

ている Aが︑本編になると一変して安易な自己肯定をする人簡に変貌するの

かもしれない︒序編﹁首途﹂においては︑いかにも厳しい反省を自らに諜し

︒
っ
︐ 一つは︑主人公Aの甘さである︒あるいはAを見る作者の甘さと言うべき

とに仕ろう︒

(﹁﹃白樺﹂派の文学﹂)

そして︑さらに挙げれば︑次のような点もそれに加える乙とができるであろ︑

これらの指摘は︑それぞれ正しく﹃迷路﹂の欠陥を突いていると思われる︒

構成の雑で︑平板な点(江口・豊島)︒

主人公の形象化の不十分さ(江田換・豊島与志雄)︒

(
体

ZV

大き佐観念を字んだが故の足元の不確かさ(本多)︒

P夫人の懐妊を虚妄であったとする設定の不徹底さ(山田)︒

主人公の胎児に対する愛情の説得力のむさ(菊池寛・本多・山田)︒

文
体

上の異類という ζとである︒良くも悪くも︑有島武郎はそういう作家である︒
ととろで︑その有島の分からなさをそのまま作品にしたものが﹃迷路﹄で
あると言ってよいだろう︒したがって︑ ﹃迷路﹄の解明と︑その正しい位置
づけとは︑有島の分からなさを解く際の︑欠かせ位い一階悌であると恩われ
る︒本稿のねらいは︑その点を遠哀しつつ︑有島の作品系列中での﹃迷路﹄
の位置を確かめようとしたものである︒

﹃迷路﹄は︑芸術的完成度という点から見れば︑おそらく失敗作と断じぎ
るを得ない作品であろう︒本多秋五氏は次のように述べている︒

では︑乙の作品を失敗作とする論拠はど乙にあるのか︒諸家の指摘すると

ている︒

(注方白)

山田昭夫氏も︑ ζの本多発言を受けて︑︿つまり︑普通ならざる鑑賞眼が

田
べている︒八よくわからぬ作家﹀の︑最も︿評価の定まらぬ﹀作品︑そん役

(
祥

本多秋五氏は︑最近しばしば︿有島武郎は私にとってまだよくわからぬ作

T
)

迷

アメリカ遊学時代の経験をあつかった長篇﹃迷路﹄は︑日本の普通の

1
.

強

6
. 5
. 3
.4
. 2
.
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司

を十全なものとする点︑懐妊をしたというP夫人に対する態度︑ K の批判に

pkp夫人との情事を告白する時の態度︑自らの才能や性格・容貌

作品の破綻が生まれたと言えよう︒それが文体の不統一を招来し︑虚構のゆ

それができずに︑自らの若き白の視点にのめり込んで行ったところに︑乙の

リアルに描き上げるためには︑ K の視点を大幅に取り入れる必要があった︒

である︒

十分に応えていない点︑すべて然りである︒山田氏の指摘した︑ P夫人の懐

るみを生み︑Aの甘8を作り出したのである︒

﹃迷路﹂は芸術的完成度という点から見るとき︑きわめて低

妊を虚妄であったとする設定の不徹底さも︑Aを決定的な試練に立ち向かわ
ζのように︑

い評価をしか与え得ないのであるが︑勿論この作品を称賛する声もなかった

せるのを回避しているという事になるでゐろう︒そういった甘さを持つ Aが
︑
いか Kも深刻 K煩悶するために︑それがかえって滑稽を感じをすら与えかね

わけではない︒有島の他の作品と同じように︑文壇的には不評でありながら︑

を読んだ時私の愛着は絶頂に達しました﹀とまで絶賛している︒石坂氏が感

である︒山田間夫氏によれば︑ ﹃迷路﹂発表当時︑石坂養平氏は︑︿﹁迷路﹂

一般的には広く迎えられるという図式は︑ ζの作品の場合にも見られたよう

ないのである︒
また︑ Aのキリスト教からの離脱と︑社会主義思想への接近の経緯も︑非
常に簡略に説明的にしか描かれていない︒
総じて︑多様な観念的要素を十分に形象化し得なかったという ζとである︒

では︑ ﹁迷路﹂がそのよう伝失敗作 K終った根本的な原因はど乙にあった

的伝有島愛読者の声でもゐったと言えよう︒強大佐壁ゃ︑愚かしいと思われ

ん進んで行く﹀青年 Aの姿であった︒乙の石坂氏の賛辞は︑その当時の一般

じ入ったのは︑︿自己を堅く守りながら自己の道を切り開かうとしてどんど

のであろうか︒私はそれを作者有島の視点の不安定さに見る︒周知のように︑

る障害にぶつかりながらも︑真撃に生き抜こうとするAの︑誠実な魂のおの

豊富な可能性は持ちながらも失敗した作品︑という感が強い︒

ζの作品は有島のアメリカ留学時代の体験をもとにして作られたものであり︑

期を客観的に再検討しようとしているのであるが︑その視点に十分に徹し得

ソンやエリスの理論を武恕にして︑自らの︿精神的革命の時代﹀である青春

﹃迷路﹄執筆時の有島は︑ベルグ

うなAの生き方は︑あたかも近代日本の自我の︑迷いに満ちた歩みを象徴し

議青年層に広く迎えられた最大の要因が︑そ乙にあったと思われるコ ζのよ

違いない︒有島の文学が︑文壇の︑いわば玄人筋には受け往くて︑ 一般の知

のきと観念の戦いとは︑作品の出来不出来を越えて︑若い読者の心を打つに

その序編は当時の日記を下敷にしている︒

ていないのである︒丙垣勤氏の研究で明らかなように︑日記は意識的に改変

ていると言ってもよいのではあるまいか︒

の視点はAのそれであり︑ ﹃迷路﹄執筆時の視点が K のそれである@未経験

て言えば︑Aの視点とK の視点と言ってもよいであろう︒ つまり︑古い白記

がそのまま残ってしまったのである︒その二つの視点は︑作中の人物に託し

そして︑最近では野島秀勝氏が︑︿:::﹃迷路﹂の文体を認めねばならぬの

相不変少しのタルミも見せない︒﹀とその文体の確かさを高く評価している︒

解も持ち得役い︒﹀という留保条件はっけながらも︑︿作者の力強い描写は︑

また︑菊池寛も︑︿主人公の胎児に対する愛情に就ては︑自分は何等の理

(
普
)

され︑思惣も入れ替えられてはいる︒しかし︑時としてその古い日記の視点

で甘いロマンチストである A K対して︑ニヒルな社会主義者 K の眼は︑まさ

だ︒それをバタ臭いといい︑感傷的と断定するのは容易だが︑かかる断定に

s
w
a
)

しくリアリストのそれである︒有馬の若き日の分身である Aを︑過不足なく
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﹃暗夜行路﹄の文体が行きつくと ζろは﹃山鳩﹄でしかない︒

﹃迷路﹄

まって日本近代小説のす ζやかな生育が歪曲された乙とは確かな事実祉ので
ある︒

会
主

の文体は確実に﹃或る女﹄を用意しているのである︒﹀として︑その文体の
重要性を強調している︒
今一つの肯定論は︑前述のように︑芸術作品としての﹃迷路﹄を︿箸 Kも

﹃卑怯者﹄ K︑もし翼をたたんだ姿勢における作者が見られるとすれ

﹃迷路﹄には︑飛刻状態にゐる作者の姿がみられる︒

﹃卑怯者﹄と﹃迷路﹄と l!ζ の二つの作品をつなぐ線は︑有島武郎

の文学という精円のもっとも長い直径のように恩われる︒

﹃卑怯者﹂を﹃迷路﹄

(﹁﹃白樺﹄派の文学﹂)

大筋の方向としては首肯できる意見であるけれども︑

と並置する点は納得できない︒本多氏はこの論の前の章で次のように述べて

棒にもかからぬ駄作﹀ときめつけた本多秋五氏によって提出されている︒︿
それにしても︑近代文学の精細仕手法のうちに︑ ζのように大きな観念の戦

いる︒

作者の人柄とは︑翼を収めた鳥に似たものではあるまいか0・静止した

いを試みた作家が︑有島以前にあったであろうか 0V
・ と︒氏は︑同じような
意味の ζとを﹃座談会大正文学史﹄の中でも述べ︑有島に日本には貴重な観

さらに︑今一つ私見をつけ加えれば︑ Kとジュリヤの人物形象にはかなり

を飛矧圏内に収めているかは見きわめがたいように︑ある作家の人柄だ

能力を察知するのが困難であり︑ましてその鳥が現実にどのような地需

鳥の姿だけからは︑畳んだ翼をいっぱいに拡げてとぷ︑その烏の全飛朔

成功していると言えようのどの人物も十分には形象化されてい伝いこの作品

けからは︑彼の創作の全貌を察知しえないのがむしろ本当仕のではある

念文学の可能性を見ている ζとが了解される︒

の申にあって︑ ζのニ人の人物のイメージは相当にあざやかなものがある︒

まいか0・

﹃迷路﹄

K Kは﹃星座﹂のガンベ陀通じる不敵なリアリストの面影があるし︑ジュリ

﹃卑怯者﹄は作者有島の人柄を且取もよく一示す作品︑

は有島の︿創作の全貌を察知﹀できる作品︑という ζとに位るであろう︒た

乙れに従えば︑

ζのよう K毘てくるとき︑芸術的にはほとんど破綻している﹃迷路﹄が︑

しかに︑本多氏の言うように︿僕等の周囲には走禽類的な作家があまりに多

ヤには﹃或る女﹄の葉子を初衡させる娼婦型の女の面影がある︒

近代日本文学史上︑きわめて重要な問題を字んだ試みであった乙とが分かる︒

い﹀し︑八有島にあっては人柄から作品の全幅的伝ひろがりが予測されえな

は位いか︑と言うよりも︑有島文学のすべては ζ ζから流れ出る︑つまり︑

私は︑むしろ﹃迷路﹂ 一一編だけで︑有島文学の構円を描く乙とが可能なので

すべてを収める乙とができる︑とするのはいかにも安定が悪い感じである︒

む長編﹃迷路﹂とを結びつけて︑それを直径とする惰円の中に有島の作品の

'面

iI卑怯者意識を描いた作品にすぎない︒そういう小品と多様な問題を字

﹃卑怯者﹄は有島の人柄の単なる

その試みをいかに正しく掘り起こし︑育成していくかが︑我々の課題であろ
J

いという事実﹀はある︒しかしながら︑

'
勺

﹃迷路﹂の世界に踏み込んで︑それが有島の作品系列中で

︒
そ ζで次には︑

どのような位置を占めているかを考えてみたい︒

管見によれば︑今日までのと ζろ︑有島の作品系列中における﹃迷路﹂の
位置づけや試みたのは︑本多秋五氏ただ一人である︒
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、
ば

有島文学の原点が乙こにあると考えるのである︒
流れ出ている︒
そ乙で︑次に︑いくつかの項目によりながら︑
を考えてみようと思う︒

﹁卑怯者﹄も当然そこから

﹃迷路﹄の原点である所以

第一は︑二元論的思考の問題である︒これは﹃迷路﹂の基調をなす思考パ

﹃迷路﹄の世界は︑大きく分けて二つの世界から成っている︒仮りに︑

つを思想の世界と名付けるならば︑他は愛の世界と言うことができよう︒乙

の二つの世界は︑かなり時間然と区分されている 3 ζ の点からすでに二元論的

ではある︒そして︑このありょうは﹃宜号一己の世界に酷似している︒

思想の世界においては︑自由論と決定論︑ロマンチシズムとリアリズム︑

キリスト教と社会主義などの二元相剖がゐる︒

それは僕の

自由論と決定論の対立のさまは︑ Aの日記に次のよう K記されている︒

3

二元的な性格の根抵から湧き出て来る厳粛な問題だ︒自分の心を見詰め

自由論と決定論とは僕に取って単伝る知的遊戯ではない

しかも︑初復する Aの主体までが二元に11ベルグソンのいわゆる外的自我

ると︑そこには意志の絶対自由がある︒即ち無限の自己責任がある︒自

ターンである︒キリスト教という絶対を失なった Aの限には︑すべての物事
︑
︑
はニ元に分裂して見えるのその迷路に似た世界を Aは絶対を求めて街復する︒

と内的自我・純粋持続とに￨分裂している︒まさに二元地獄とも言うべき

分は ζの誇りから一歩でも退くのを屑しとしない︒けれども現象の扇々

{TT)

迷路世界である︒

父による南方の血と︑母 Kよる北方の血を受け継いで以来の ζとであった︒

て以来︑それは彼の体質にまでなった︒いや彼自身の言葉によれば︑それは︑

は︑すでに常識に属すると言ってよい︒札幌農学校時代にキリスト教に接し

あるからではない︒僕は口では反対しながら︑如何かすると心の中で荷

反対してゐる︒それは然し僕の小さな策略 K過ぎないコ僕の心に確信が

ら︑パンを口に運ぶのは苦しい事だ︒僕はスコアト樽士の宿命説に極力

る
︒

相を見渡すと︑そこには宿命の鉄鎖がある︒即ち厳確な運命の統流があ

彼の文学的出発が﹃臼棒﹂に発表した﹁二つの道﹂によってなされたのも︑

手ぞ挙げて賛成してゐる︒

有島武郎の思想と文学を語る際花︑その特質として二一元的椙到を挙げるの

きわめて象徴的である︒彼の生涯の軌跡は︑乙の二元的椙剖からの脱却を目

は新字体化改めた︒以下もこれに往らう︒)

柱を形造ったキリスト教から離れて︑二元相刻の只中にさまよい出た︑自ら
往す)
言うように︿精神的革命の時代﹀でゐった︒その︿精神的革命﹀の実態を検

伝的伝作品である︒彼にとって乙の留学時代は︑その時までの彼の精神的支

﹃迷路﹄は︑有島のアメリカ留学時代の内的経験をもとにして書かれた自

し︑自由論を信奉しようとする A の足元を揺がそうとする存在である︒ Aの

者となっている人物である︒乙のスコ yト博士は︑自己本位に生きる決意を

うな低い声で誇々と予定説を説かれて以来︑﹁貴様はカインと一緒に永遠に

スコ yト樽士は︑ある監督教会の若い牧師から︑カルグィンを思わせるよ

(﹁首途﹂木月三十一日の項︒漢字の旧字体

(中略)統一された純一な生活が欲しい︒乙の葛藤に悩まされなが

指して︑ほとんど血まみれの闘いを闘った者の苦悩の記録であった︒

証し︑形象化しようとした作品であれば︑有島におけるこ元的相剖のさまが︑

言う自由論は︑︿自由に行動するという乙とは︑自己を取り戻すことである︒

況はれた霊魂だぞ﹂という悪魔の声に脅かされるようになり︑狂癒病院の患

最も生の形で表われているのは異とするに足りない︒
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よってニ元栢削からの脱却の理論的支えを与えられた有島の自由論比外なら

論化︑近いものであると言ってよいであろう︒そして︑それは︑ベルグソンに

純粋の持続のうちに自己を置き返す ζとである︒﹀というベルグソンの自由

リアリズムは︑いつもロマンティシズムか︑それの生々しい他折かに支

の大きな観念の昂揚なしには大き伝リアリズムはありえない︒牙のある

トであった ζとを証明する以外のなにものでもない︒ロマンティシズム

ある観念的な構成力がはたらいている乙とも︑有島が本格的なリアリス

{注目

ない︒乙の留学時代︑有島はベルグソン的自由の大らか位体現者ホイットマ

えられていた︒

(﹁﹃白機﹄派の文学﹂)

ンに溜返している︒外界の一切の権威にとらわれ伝い︑反逆的自由人・ロ l

由論と決定論の相剖ほ︑有島におけるこ元棺到の中核的問題である︒後に項

ギl源としながら︑有島は生の歩みを続けたのである︒したがって︑乙の自

由との聞に引き裂かれ芯がら︑というよりも︑そのこ元相到をむしろエネル

実が一不す通りである︒キリスト教的倫理あるいは宿命論と︑ロ l ファ i的自

られたのである︒しかし︑それがただちに問題の解決花伝らなかったのは事

一元的生への自擦を与えられ︑ベルグソンによってその理論的裏付けを与え

っていた有島にとって︑まさに渇仰の対象であった︒ホイ yトマンによって

を指摘している︒こうした有島の文学観に徴してみれば︑本多氏の指摘する

凡化﹀を救うものとして︑︿一味ロマンテイ yクな内容更新の気勢﹀の存在

である ζとを強調して︑さらに︑︿リアリズムの病弊となり易い形式化や平

上の文学的作品を生み出すに適した傾向﹀は︿リアリズムを基調とする傾向﹀

センチメンタリズム@ロマンチシズム︑そしてリアリズムをあげ︑︿最

に流れている︒有島自身︑﹁生活と文学﹂の中で︑文学の内在的傾向として︑

き出した﹃カインの末喬﹂にしろ︑その底にはロマンチシズムの水脈が豊か

にしろ︑北海道の自然と野性人広岡仁右衛門を厳密なリアリズムの手法で錨

近代日本文学におけるリアリズムの最高の達成であると言われる﹃或る女﹄

﹃迷路﹄に見られる︑本能や生命力に対する

ファーとしてのホイァトマンの生き方は︑キリスト教的倫理 K足がらみに位

を改めて触れる予定であるが︑

有島文学の特色は決して偶然のものでない ζとが分かる︒

﹃迷路﹄においても︑‑乙の特色はきわめて重要伝要素として存在している︒

賛美・信仰は自由論の立場から出てくるものであるし︑八人生とは畢寛運命
の玩具箱だ﹀と嘆ずる虚無的な眼は︑宿命論に足を奪われた A のものである︒

﹃迷路﹂において︑乙の両傾向を人物形象 K即して言えば︑

新しい人生の指針を求めて初律するAの姿は︑いささか観念的な甘きを持ち

AとK ︑フロラとジュリヤの対照に見る ζとができる︒キリスト教を離れて︑

なってはいない︒

ただ ζの作品の場合︑前述の成功した作品のようには︑両傾向が海然一体と

﹃かんかん虫﹂や﹃カインの末喬﹂にも︑多

乙のキリスト教的倫理・宿命論とロlファl的自由との相到をテ ! ? Kし
た作品が﹃或る女﹂であった︒
分にその要素が見られる︒
ロマンチシズムとリアリズム︒本多秋五氏は︑有島文学 Kおけるこの二つ

処女作﹃かんかん虫﹂から﹃星座﹄にいたる有島の作品が︑リアリス

はるかの彼方に輝いている︒それに対して︑ニヒル芯影を持つ社会主義者K

処女フロラは︑Aにとっては︑ロマンチ yクな憧慢の象徴の如︑き存在として︑

ながら︑若々しい青春のロマンチシズムに溢れている︒そして︑冥想的な型

ティァクでありながら︑しかも底にロマンティシズムの流れを湛えてい

は︑現実の裏表を知り尽くしたようなリアリストである︒また︑無意識のコ

の要素に触れて次のように述べている︒

るという乙とは矛盾でもなんでも泣い︒対象の執拘級密な追及の背後花︑
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本的な原因として︑ K の視点を多く取り入れる ζとなく︑ A の視点の申にの

捕としてしか白宣揚してこない点にある︒先に︑乙の作品の失敗作に終った根

ンチシズムの甘さを引き締めるべきリアリストのKとジュリヤが︑わずかな点

それを担う人物であるAとフロラの形象化に十分成勿していない点と︑ロマ

かれているっただ問題は︑乙の作品ぶロマンチシズムを主な色調としながら︑

ケットリイを持つジュリヤも︑リアリスチ yクな女性のイメージをもって描

判も見られる︒ ζういう点には︑当時の革命運動家に対する有島特有のi

位表現のある事を直感し﹀︑八主義の腰弁になってしまった﹀玄に対する批

なっている︒が︑それだけで芯く︑︿K の言葉の中に煽動者の常用する空虚

は女性関係のだらしなさに対する清教徒的倫理感からの反発が大きな原因 K

ない︒ AがKK同化できないのは︑

義思想からの影響が考えられる︒しかし︑

定しがたいが︑一つには︑彼が共鳴を感じていたロ 1 7 7 1思想や無政府主

ー

は︑有島にとって二元相到の原点に外なら位い︒彼自身︑﹁﹃聖書﹂の権威﹂

愛の世界における二元椙刻は︑霊と肉のそれであるコこの霊肉の椙刻乙そ

たのだが︑次には︑今一つの世界におけるそれに触れなくてはなら伝い︒

以上は︑ ﹃迷路﹄の思想の世界における二元論的思考のパターンを見てき

﹃宣言一つ﹄にも通じるl
l批判が影を落としていると思われるコ

K の裏表のある言動や粗野な点︑あるい

﹃迷路﹄ではその点は描かれてい

めり込んでいった点を指摘したが︑それが乙の問題に係わってくると思われ
る︒本来有島はロマンチァクな傾向の強い作家であり︑しかも﹃迷路﹄にお
いては︑主人公を自分自身をモデルとして描いたせいもあっ七︑十分に突き
放してリアリスチァクに形象化する ζとができなかったものと思われる︒と
もあれ︑有島文学の一特色である︑ロマンチシズムとリアリズムの融合は︑
﹃迷路﹂においても不満足ながら重要な要素として存在している︒

!?の一つであった︒青年期の精神的支柱であったキリスト教を棄てて︑新

と言っているように︑ ζの相到は︑札幌農学校時代にキリスト教に接した符

云ふ時期があります︒私の心の中では聖書と性欲とが激しい争闘を注品し九ゾ

の中で八人には︑性の要求と生の疑問とに圧倒される荷を負はされる青年と

しい絶対を求めていた有馬に同じような力をもって働きかけてきたのが︑ホ

以来︑彼の青春のすべてを暗く関した煩悶の最大のものであった︒それがた

キリスト教と社会主義︒乙の二つの思額の対立も︑有島にとって重要伝テ

イ yトマンKよるロ l フ7 1思想と︑金子喜一による社会主義思想であった︒

﹃迷路﹄執筆当時の有島は︑すでに教会からも脱会しており︑ベルグソン哲

めに︑森本厚吉と自殺行に出掛けた乙とはよく知られている乙とである︒

る乙とによってロ!ファ l思想の方へ︑さらにはその延長線上の無政府主義

学も受容していて︑乙の問題は解決ずみであったのだが︑自らの青春期を描

そして︑前述したように︑有島の志向はベルグソン哲学に理論的裏付けを得

思想の方へ傾斜していく ζとに位る︒ ζの経緯は﹃迷路﹄にも描かれている︒

く上は︑絶対に触れなければ位らないものであった︒

想的な聖処女で︑ Aにとって憧僚の象徴の如き存在である︒そして︑ P夫人

P夫人によって形象化されている@フロラについては先に触れたように︑冥

﹃迷路﹄における霊肉の棺刻は︑ Aの前に現われるこ人の女性︑フロラと

キリスト教思想を代表する人物がスコ yト博士であれば︑社会主義思想を代
表する人物は︑金子喜一をモデルとするK である︒そして︑ Aがキリスト教
から離れていく様が︑スコ yト樽士の自殺によって象徴されているとすれば︑
社会主義思想にも入って行けない様が︑

は︑お互に憎しみ合いながら︑ただ単に肉的欲求のために Aと結びついてい

K の死によって象徴されていると言

えるだろう︒有島自身が社会主義に同化できなかった原因は︑にわかには断
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﹁宣言﹂のY子
︑

ζ のフロラは︑いわ

である︒言うならば︑フロラは霊の女であり︑ P夫人は肉の女である︒
ζのあたり︑かなり図式的だが︑そういう設定である︒

ば有島のベアトリ l チェとも言うべき存在であって︑

(﹁首途﹂八月二十三日の項)

僕の心の底には程々にしておく事の出来ない一つの力が潜んでゐる︒

僕はその力を欺きおほす事が出来往い︒

:::信仰の生活色︑二箇月の狂績病院の生活の聞に鯖麗に崩してしま

った︒何んにも仕かった︒何んにもなかった︒唯自由と若さだけがあっ

﹃フランセスの顔﹄のファニ l

座﹄のおぬい︑

﹃サムソンとデリラ﹄の

た︒だから︑彼は小児のやうに快活で無頓着であらねばならなかった︒

ー・ワイニンゲルのいわゆる娼婦型の女であって︑
﹃石にひしがれた雑草﹄のM子︑

﹃星座﹂の新井国夫人などに近い穿在である︒ Aは始め

デリラ︑ ﹃老船長の幻覚﹄の医者の娘︑
﹃或る女﹄の葉子︑

P夫人との肉的関係に浸っていたが︑後にはフロラを白己の理想的半身とし
て自覚するという具合に物語の筋は展開する︒ A Kそういう自覚を促したの

を尖った暗い揮沌に還った︒謂はY飽電しながら︑それを発散する機縁

を失った黒雲のやうに︑力強い非形が彼の心に満ちyヘてゐた︒我れ立

がらその虚無の力を彼はあっかひあぐんだ︒(﹁迷路﹂一)

う﹀な︿力強い非形﹀の命力︑それ乙そが︑ Aを駆って迷路世界を初復せし

Aの心の底に矯る︿飽電しながら︑それを発散する機縁を失った黒雲一のや

った ζとを知らせる ζとによって︒ジュリヤは A の求愛を︿あなたは東洋の

める根源的なエネルギーに外なら位い︒その力は︑あるときは信仰に︑ある

ときは肉欲 K︑あるときは社会主義 K︑そしてあるときは愛に向かって Aを

突き動かす︒あたかもそれは︑ふさわしい出口を求めて噴出しようとする地

リブレーンは︑乙の噴出せんとする生命力をからくも制御しようとする理性

中のマグマさ伝がらである︒ Aがくり返しつぶやく﹁静かに静かに﹂という

リスト教と社会主義︑霊と肉などの二元論的対立は︑ ﹃迷路﹄の基調をなし

﹃迷路﹄を統一する力は ζれである︒先に述べた様々な

呼ぴ︑︿愛Vと呼んだものに重なる概念である︒八本能とは大自然の持って

乙の生命力は︑有島が後年﹃惜しみなく愛は等ふ﹂において︑︿本能﹀と

れている︒

元栢剖も︑後に挙げるいくつかの要素も︑すべて ζの力によって収数させら

れを支えている︒

の菌感の声である︒青春のとの横溢する生命力が﹃迷路﹄全編を貫いて︑と

以上見てきたように︑自由論と決定論︑ロマンチシズムとリアリズム︑キ

P夫人が不十分な形象に終っているために説得力に欠ける︒

作者は肉に対する霊の勝利を歌っているよう K思われるが︑肝腎のフロラと

方ですよ︒よござんすか︒﹀と手厳しく拒絶する乙とによって︒乙の作品で︑

は︑二人のリアリスト︑ Kとジュリヤである︒ KはP夫人の懐妊が虚妄であ

然し事実は反対だった︒彼に与へられた命力は働きかける対象を失った
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
為めに︑彼の肉体の中でのたうちまはって苦しんだ︒その力は色と形と

などにその類似のイメージを求める乙とができる︒そしてP夫人は︑オ yト

﹃クララの出家﹂のクララ︑

星

ている︒そして︑それらのいずれの問題も有島の思想と文学の基本的テ 1 7
を往す・ものであるととは言うまでも位い︒

第二は︑本能ないしは生命力 K対する興味@信仰である︒ ζの要素は︑

﹃迷路﹄におけるそのような力の発現は︑たとえば次の知くであ

ゐる意士山を指すもの﹀でゐり︑︿人関によって切り取られた本能 l lそれを
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笥軍司

﹃迷路﹄の竜骨の役割を担っている︒作品全編を貫いて乙れを支えているも
のである︒
る
。

人は一般に愛と呼﹀ぶというのである︒ ζの本能の力についてさらに明確に
触れた文章が︑﹁生活と文学﹂の中にある︒
凡ての力はそれが善くあらうとも悪くゐらうとも︑必ず破壊の力を伴
って居ます︒もっと正当にいふと力には悪い力はありません︒其の力が

﹃迷路﹄のみならず︑有島文学の根幹を貫く最大のものは︑ま3しく ζの

生命力・本能記対する並々ならぬ興味︒信仰であると言えよう︒乙のような

本能信仰は︑雪一一口うまでも往く︑ベルグソン・ニ l チェらの﹁生の哲学﹂の有

ある以上︑文学も亦一つの厳しい力です︒その破壊力を恐れて︑最も尊

きものを築き上げて行きます︒人聞の生活の凡ての現はれが力の働きで

(それが現在に於て一見どれ程尊いものに見えようとも)︑築き上ぐべ

人物形象︑ ﹃迷路﹄の作品構造の上で︑乙れが欠かせない要素であることは

貫くものである程には︑これは多く描かれてはいない︒しかし︑主人公Aの

たが︑それと一見矛盾する要素として ζれがある︒勿論︑前者が作品全体を

第三は︑虚無の眼である︒第二の要素として︑生命力・本能信仰を指摘し

島なりの受容に裏打ちきれたものである︒

いもの h隠されて居るのを忘れるのは︑不幸だといはねばなりません︒

確かである︒若い︑健康位Aにおいて︑生命力の横溢はむしろ当然のことで

その奥底から純粋に湧き出した場合には︑必ず破壊すべきものを破壊し

生命の力︒本能の力をこのよう伝ものとして把握するとき︑それが有島の

あるが︑その Aが時として ζの虚無の陥穿に足をとられる乙とがある︒それ

から告白を聞いた後の記事である︒

一つは︑﹁首途﹂において︑Aが︑宿命論にとらわれているスコ yト樽土

を明瞭に表現しているのは次の三個所である︒

﹃
或

代表作のすべてに奔騰せんばかりに溢れている乙とに気付くのである︒

﹃老船長の幻覚﹄ ﹃宣言﹄ ﹃石にひしがれ

﹃サムソンとデリラ﹄ ﹃生れ出づる悩み﹄などは

﹃かんかん虫﹄

る女﹂や﹃カインの末商﹄
言うまでもなく︑

た雑草﹄ ﹁星座﹂などにも︑それは色濃く表われている︒さらに︑一見それ‑

眼の前には果てしもない暗黒が蛸壁のやうに巣てしもなく連ってゐる︒

後ろには底無しの深淵が音も立てずに凝然と澱んでゐる︒僕は力を尽し

らとは対照的な作品のように思われる﹃クララの出家﹄も︑本多秋五氏り一一一口
﹃カインの士木

て庄分の周囲から暗黒を追ひ退けようとしてゐるのだ︒僕は一人で︑僕

う如く︑その力を描いたものに外伝らないのである︒試みに︑

高間﹂についての有島自身の言葉を聞いてみれば︑彼の考えた力がどのような

一人の力でそれを押しもどして行かなければ伝らない︒然し暗黒は動も

(八月二十四日の項)

で封印されたものだったら︑彼の生活は畢寛何んだ︒彼が生み出した生

利を叫ぶ事が出来たとしても︑若し P夫人の生んだその子の一生が不幸

いかに彼自身の生活がよく生活されて︑気息を引き取る枕の上で︑勝

P夫人の胎児を空想して煩悶する場面である︒

ニつめは︑Aが Kから離れて田舎の地主の農場で働くよう陀なってから︑

すれば却って僕を呑まうと迫って来る︒

ものであったか︑さらに判然となるであろう︒
私はあの作のうちに︑人間の己むに己まれぬ生花対する執着の姿を見
て貰ひたいと思ふ︒それが人に与へられたどういふ運命であれ︑悪い運
命であれ︑人は生に対する不思議な我執をもってゐる︒それが然し乍ら

(﹁自己を描出したに外なら

私達の力であらねばならぬ︒その力を私達の凡ての生活の現はれに於て︑
徹底的に考へて見るべきではあるまいか︒
ない﹃カインの末商﹄﹂)
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とはその玩具箱に投げ込まれた人形だ︒箱の申で人形が頭を上に足を下

いも同様な屡気楼に過ぎか怯いのだ︒人生とは翠寛運命の玩呉箱だ︒人間

若い彼の心が夢惣して築き上げようと努力してゐる人生は︑有つでも無

活は畢寛何んだ︒さう思ふと彼の限の前で人生は墨のやうに暗くをった︒

る︒その時笹は跳ね起きてみせる︒春を迎へてぐんノ¥生長するために跳ね

思はなかった︒彼は雪に埋もれた笹のやうに自分を感じた︒雪はいつか解け

いる︒ kw比したたか酬明弄された後でも︑︿然し彼は確かに打負かされたとは

揺れ動くのは︑青春一般の特性であろう︒ Aもまたそのような青春を生きて

の h空しさVK想到したAの青春は︑この上なく暗い︒こういう暗さを描い

八人生とは皐寛運命の玩具箱だ﹀と観じるA︑人間の営みの︿この総てのも

ている︒︿限の前には果てしもない暗黒V ︑︿後ろには底なしの深淵﹀を見︑

たように︑スコアト博士に代表される宿命論に足を奪われた時に︑Aを襲っ

無の思いにとりつかれている︒Aにおける乙のような虚無の思いは︑先述し

起きて見せる︒﹀と︑自らの若い力を誇り得たAも︑たちまちこのような虚

(﹁迷路﹂ごハ)

にして順当らしく立ってゐたとした所が︑それは逆立ちをしたり︑ぶつ
刷削れたりしてゐる人形があると同様 K偶然な事だ︒
そしてム寸一つは︑ ﹃迷路﹂終末部︑ K の死を一人看取った Aが暁簡の中で
抱く感慨を述べた部分である︒
﹁乙の総てのもの﹄空しさはどうだ﹂

K の棺の前の窓権に腰かけてゐたAは︑夜の空を見上げながら不図

は影のない明るきである︒病んだことのない健康さである︒有島もたしかに︑

﹃白樺﹄派主流の明るさ

今朝の今朝まで︑彼の一顕を一杯に領してゐた大き伝問題 llp夫人の

明るさを持ら健全性を持つてはいる︒しかしながら︑それは背後に深い影を

た作家は︑ ﹃白樺﹄派の中には有島より外にない︒

tは︑玄の一言の為めに︑今は煙よりも果敢なく跡形
胎に宿った嬰児l

背負った明るきであり健全性であった︒虚無の暗閣を通り抜けでこそ︑実在

かう独語ちた︒

(申略)理屈から言ふと︑ KがP夫人の近況を

の明るさを真に認識できるものであるとすれば︑有島は︑そして﹃迷路﹄の

も往くなってしまった︒

語って聞かせた時︑彼は思はず愁ひの眉を開くべき答だった︒実際そん

主人公Aは︑たしかにその認識のとば口花立っている︒

(﹃スネ lク﹂所載の文章︒鑓田研一氏による︒)

﹃迷路﹄以前の有島の作品にはほとんど見ら

れ位いものである︒だが︑それ以後の作品では︑それは次第に多く現われて

このような暗い虚無の限は︑

という有島の発言は︑別の面からそれを諮ってはいないだろうか︒

思ったのです︒

とした事です︒あの時代を通らなければ新しい肯定の時代は生れ伝いと

そして私の目ざしたいのはあの迷ひの中に現代青年のよき迷ひを捕かう

故に悪であるとは思ひません︒その迷ひ方に善惑があるのだと恩ひます︒

﹁迷路﹂は題名が示す通り元より迷ひの表現です︒然し迷ひであるが

な心持は十分彼の胸に湧き起ってゐた︒それにも拘はらず︑そんな心持
までを押包んでどす黒い空虚が彼を戦かした︒総ては一場の悪夢に過ぎ

(中略)

なかったと喜びもしよう︒然し ζの悪夢を生んだ人間の心はどうだ︒そ
れは伺んといふ暗い姿だ︑ P夫人と云ひ︑彼自身と云ひ︒

今彼の心からも体からも︑総てのものは残り往く去ってしまってゐた︒
彼にはP夫人の事を恩ひ煩ふ必要もない︒ Kは又Kで死んでしまってゐ

(﹁迷路﹂一九)

た︒空しい憂欝と厭世の心が古沼のやうに熱も光もなく澱んでゐるばか
りだった︒

栄光への明るい希望と︑虚無への暗い絶望︑乙のニ極の闘を振子のように
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くる︒たとえばそれは︑﹃或る女﹂の中で︑病み疲れた葉子が︿燃えるやう
︑︑︑︑︑
な青空の中﹀の︿あからさまな景色を夢かなぞののやうに眺め続けてゐた﹀

会官)

眼に典型的に示されている︒野島秀勝氏は︑乙れを︿末期の限﹀と言った︒
﹃運命の訴え﹄を経て︑有島の死の年の作

﹃脅﹂になると︑それはもう全編を蓋い尽すも

そして︑ ﹃石にひしがれた雑草﹄
﹃或る施療患者﹂

葉子と倉地との関係のように本格的には追及されていないけれども︑やはり

見逃Cす乙とのできない問題である︒ AとP夫人は始めから愛し合ってはい

ない︒ただ肉欲のためにだけ結び付いているという関係である︒

i‑‑‑夫人との関係を汚
撲き殺してくれたい程P夫人を僧んでゐる癖 K

i‑‑‑僕は矢張りどんな嵐にか夫人に執
れ切ったもんだと思ってゐる癖 K

着を持ってゐるんだ︒:::僕はその結果&:::結果を命にかへでも慈し

品﹃酒狂﹂
のにまでなっている︒特に﹃詩への逸脱﹄を宣言した有島の詩︑﹁瞳なき眼﹂

ま往いではゐられないんだ︒

(﹁迷路﹂一一)

は︑.それを恐ろしいまでの象徴として表現している︒

劫初から劫末へ︑

見開いたま h瞬きをしない眼だ︒

大千世界は殖の芯い限だ︒

おきたい乙とがある︒それは︑従来﹃迷路﹂の謎とされている胎児幻銀の問

れ以上の論及はできそうにもない︒ただ︑乙れに関連して︑一つだけ触れて

そのままである︒あまりにも簡単明瞭に答えが出てしまっている感じで︑乙

断ち切る乙とができ伝い︑というAの煩悶は︑有島の考える八男女の争闘﹀

二人の関係について︑AがKK話している個所である︒憎みながら執着を

ギヤマンの皿にすかして見る烏賊の皮膚の色のやうな白眼だけが︒

題である︒Aが P夫人の胎児(幻惣の ) K対して抱く︑常識的には考えられ

あからさまに云はう︑

凝然として︑動かずに︑流れずに︒

﹃迷路﹄においては︑この虚無の眼はまだ部分的にしか現われてこない︒

発現するとは私にも納得がいかない︒しかし︑だからと言って︑乙む信︑八父

とされている︒たしかに不可解である︒父性愛というものが︑そういう形で

位い程の愛着は︑作品発表当時から︑ほとんどすべての論者によって不可解

奔騰する青春の生命力がそれを圧倒しているからである︒しかし︑以後乙の

性愛とか︑肉親の愛情とかいうものではない﹀︿純粋に倫理的な責任感であ

(後略)

ニつの要素は有島文学の中で絶えざるせめぎ合いを続け︑ついには逆転して︑

る︒﹀(本多秋五)︑︿Aは父性愛と責任感とを混同しているのである︒﹀

簡の中で次のように言っている︒

始めは窮状から理知的に一種の義務観念で胎児の愛

‑e要求しても︑胎

(山田昭夫)というふう花︑簡単に置き替えてはならないだろう︒有島は書

虚無の限が他を圧倒し去ってしまう︒そ乙に有島の死があった︒

第四︑男女の争鴎︒乙れは︑有島自身が﹃或る女﹄のテ!マとして取り上
げたと述べている周知の問題である︒歴史的社会的な原因のため男女は互に

児が世に出て来るのが近づくとそ ζに親として本能的な要求︑郎ち愛が

(足助素一宛・一九一八@一・一五)

仇敵の間柄にありながらも︑本能として愛し合わざるを得ない︒ ζの矛盾か

明されてゐないのだらう︒

激しく働き出すと思ふのだ︒然し僕の場合では其経路が恐らく十分に説
﹃武る女﹄における

﹃迷路﹂においては︑ ζの要素は

ら種々の悲劇は生まれるというのである︒

AとP夫人との関係K取り入れられている︒乙の場合︑

一純一

そして︑作中の Aも ζれとほとんど同じことを考えている︒
彼のた Y 一つの望みは夫人の生むべき子に父親の愛を感じたい事だっ

(﹁迷路﹂一 O)

た
︒ ζの動物的な本能は︑寂しい彼の心を遮二無二ひっ措へて離脱れやう
とはしなかった︒
﹁如何なる父も私以上には強く愛し仕かった︒愛する所に権利がある︒

(﹁迷路﹂一五)

さうだ︒愛のある所に権利がある︒私はこの権利によってあなたに訴へ
る︒子は私 K返せ﹂
我々はやはり︑有島の意図ゃ︑ Aの考えを尊重しなければならないだろう︒
すなわち︑ Aの胎児への執着は父性愛であると︒たとえそれがいかに不可解

る︑重要なテ!?・問題がほとんどすべて出揃っているといえよう︒勿論︑

﹃日本文学﹂
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(昭四六・三・一 O)

鑓田研一氏﹃有島武郎創作全集﹄第二巻解説による︒

一九一六・七

﹁人道主義の振幅 ￨ l有 島 武 郎 論 ll﹂ 昭却・ 112 ﹃文学界﹄
日記

m

岩波文庫本 頁

﹃
迷

それらが十分花形象化され︑高い芸術的完成度に達しているとは言い難いけ

れども︒原点というものが︑鰭い揮沌たる非形の・ものであるとすれば︑

末来社

路﹄はまさしく有島文学の原点と言うにふさわしい作品である︒

(注)
﹁﹁白樺﹂派の作家と作品﹂
明治書院

山田昭夫氏の前掲書による︒

﹃有島武郎﹄

5
.

﹁有島武郎覚え書ll 信仰離脱反の時期をめぐって￨￨﹂

4
.

﹃時間と自由﹄
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であろうとも︑それはそのままに理解されなければなら役い︒そこに︑有島
の特異性があるのだから︒勿論︑作品の評価の問題は ζれとはまた別のもの

﹃迷路﹄と周年に発表主れた﹃小さき者へ﹄に吐露さ

である︒このよう伝父性愛も︑﹁生の哲学﹂の影響による本能信仰の一つで
あろうか︒あるいは︑

れている︑八何しろお前たちは見るに痛ましい人生の芽生えだ︒泣くにつけ︑
笑ふにつけ︑面白がるにつけ︑淋しがるにつけ︑お前たちを見守る父の心は
痛ましく傷つく︒﹀という︑有鳥自身の︑母を失なった子供達氏寄せる胸の
うづくような愛情の︑それは反映ででもあったろうか︒
ただ︑このような形の父性愛を描いたものは︑有島の作品の中で乙れ以外
には見当らない︒

﹃迷路﹂の場合︑さして重要伝要素とはなっ

乙のほかの要素として︑労働者に対する共感ゃ︑偽善者意識・臆病者意識
などを挙げる乙とができるが︑

てい伝いので︑こ ζでは取り上げないでおく︒
以上のように見てくるとき︑ ﹃迷路﹄には︑有島武郎の思想と文学におけ
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