志賀直哉﹁暗夜行路﹂

﹁暗琵行路﹂の主人公︑時任謙作は二つの﹁女の過失﹂に崇られた

して作者が書いたと推定される原稿が含まれている)において︑妻の

申語版型仔する﹁暗直行艶早稿﹂(この中に憩草当時は﹁時任謙作﹂と

ー二つの﹁女の過失﹂設定に関する一考察￨

人物である︒その一つは祖父と不義を犯した舟の過失であり︑もう一

加

つは従兄の要と不義を犯した妻直子の過失であった︒まず︑一つ自の

過失誌足︑或いはその出来事に関連する出合があらわれるのは草稿お︑
品︑初であり︑いずれもその執筆時期(推定を含む)を︑作者が﹁時
か

従来と伺じキ庖で書き続ける気を失った作者が︑先に述べた経緯によ

ていた作者は︑その作品一茂を見るより長聞に︑
作﹂の憩章に難宇 ν
逆に大正六年︑実生市よで父と和解する︒そのため︑﹁時任謙作﹂を

に続く︑父との確執をテlマとした自伝盟萎の強い作品︑﹁時任謙

きに通じたと説明している︒大正元年以降︑﹁大津哩白﹂ (M的・ 9)

といふ事を採η
4めげて書いた(中略)主人公は母のその事に出一明

むかも知れないが︑それ唱ムに案外他人をも苧しめる場合がν
ある
F

学屈は女の一寸したさういふ過失が︑￨￨自身もその為詮

うな一面接木がある︒

う設定に関しては︑﹁暗夜行路﹂のキ題について述べる作者の次のよ

つまη委の過失北陸疋は作者の手 フに﹁暗直行路﹂椅相蹴陪におい
て新たに設けられたものとの可能性か高い.ただ︑この妻の過失とい

をした事が︑﹁さういふ事泊の主人ぎを描いてみようという思い付

り主人公の不義の壬忌起を生み出し︑﹁時任謙作﹂の原稿を︑﹁暗夜

一寸した過失﹂として作者にとらえられている.これは作煮か母の過
失とそれより遅れて設定されたと思われる妻の過失を﹁女の過失﹂と

右の++覇軍明においては︑謙作の母の過失と妻の過失は共に﹁女の

事にX崇られる︑￨￨それを書いた︒

られ︑苦み︑漸くそれから解牌 ν
たと思ったら︑今度は妻のその

せたとい︑フのである︒
C
一方︑もう一つの﹁女の過失﹂設定︑後嗣第四に起こる妻の不義に

これは純粋に﹃暗夜行路﹄のために書いたもの﹂と作者は述べる︒

ついては﹁後輔の方は﹃時任謙作﹄では未だ書かれてゐない部分で︑

零

行路﹂へと(そこでは宿命的に父との不和が生じると考えられる)移

Z

母の不一義抗陸疋について作者は︑自身が屋島に旅行したある晩﹁主

友

任訴作﹂に腐心していたと考えられる時掛から玄幅に遅らせている︒

岡

日間

T
したら自分は父の子ではなく︑祖父の子ではないかしらといふ想ν
像﹂

下

さ辺』

n
u
q
o

謙作を繋フ母の過失と妻の過失という︑この二つの﹁女の過失﹂とは

過失﹂詮疋の有機的な精ひ付きを犀簡視する向きが決して少なくない︒

て二つの﹁女の
ころが︑後述するように︑ ζつした作者の言説に手 ν

いう統一した視点で作品に配直したことを印象づけるものである︒と

たたび相官起しないのか﹂︑また﹁過失をおかした直子の貌に︑謙作は

意への容れにまでさそわれたはずの不義の子の呪いを︑かれはなぜふ

念はなぜ出生の秘密にまでさかのぼらないのか︒しばしば見えざる悪

る︒だから︑﹁主人公﹂は﹁妻﹂

﹁謙作﹂の﹁行動﹂のみ安描くという限定条件をもってしても︑

ら解脱﹂したであろう経路は︑完全に看過されている︒主人公

の﹁過失﹂を知ったとき︑父の掌儲を思いやることをしない︒父
親の﹁母(注︑その妻)のその事に崇られ︑主F
Vみ︑漸くそれか

二つの構想の連結は間隙

の過失﹂設定の﹁間隙﹂を見る︒

z
t

いるのである︒更に町恩震も︑一一野氏同様︑次のように二つの﹁女

なぜ過失を犯した母の影を見をいのか︑妻の姦通に慎悩する心象の鏡
に︑なぜ父の惜しみ会晶じてみないのか﹂という疑問を提起してして

証知何なる関連雲﹄もって︑当官官謹比されているのか︒本稿は︑
この戸京萌らかにする事を目的として考軍宇﹄試みるものである︒

まず︑コ事行雄氏は︑謙作にとって母の過失は﹁いわば一ミ om
吉
コ
回
一
ZO﹂であり︑﹁ア・プリオリ﹂であるのに対して︑妻の過失は﹁そ
︑等置
うではなどから﹁女の過失を母の場ムF曇の場合とに解宇 ν

構想の不自在︑必然性の欠如は明瞭である︒
コ
乞 σ一O﹂だが
また特に︑先の三好氏による︑母の過失は﹁一三 omuo

するのは︑あきらかに本質の不当弄我況化﹂と述べる︒よってそのよ
うな﹁母と妻の過失が女の過失の視点で統一されることなく個々に設

とも謙作にとっては一三g
s
oコω至︒であるという訊問一たかなされている﹂
との指摘を行った上で︑二つの﹁女の過失﹂霊の﹁自届回程﹂へ

妻の過失は﹁そうではない﹂とすゑ型々に対して﹁その規定の一般化

作者の思いつきはモチーフ﹀E ての宮高買をためされるまでもな

の批判については︑﹁その批判は墓号︑母﹀曇の過失という廓構は︑

定された鹿講の害程は︑ただちにその両様の設定か苗絹および後嗣

く︑害程︑ラフ・孟患のなかに解消した︒前編は母の過失たけ

作者の資質からみて︑妻騒の初児の死のような勢︑県ぎが成

は肯定できるとしても︑﹃暗草笛附﹄においては︑妻の過失は少なく

をえがき︑後絹は妻の過失たけをえがくという露呈な自届裂性︒

られない両かあ﹂るとし︑﹁他のものとの有機性を欠く︑そしてひび

の虐謹舗としてみごとに亀裂する︑という構成の害程にひきつがれ﹂

ν がら︑相互にひびき
ふたつの﹄廊構は女の過失とい︑っ培白⁝主下 な

認めたのは篠原拓雄氏である︒篠厚比は続けて﹁それでは二つの事件

たとし︑次のように続ける︒

あって作品の方向を決定する事態はついになかった︒
更に三好氏は︑二つの﹁女の過失﹂華奈﹁自コ出量﹂的であると

ν︑次のよう弁白酵を示
を統一するものはないだろうか﹂﹀聾簡を呈 I

きあいのない不講義たせ︑そのトぢ室震でのドラマ性文ぷ﹂と

τ

いう︑旦一体的な根拠として﹁直子の過失を告白させたとき︑謙作の思
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れる︒時任謙作という名の人聞が﹁その運命を出来るだけ賢く意

な連関なく牢楽あらわれるものとしてとらえる視点でのみ統一さ

うのない︑ただ黙って受容するしかない運命︑それだけに有機的

三つの事件を︑不可抗主命︑少なくとも支公に車互の持ちょ

﹁運命﹂の力を目存仔ける出来事﹀Eて共に有効に生かされていると

が横たわっている︒母の不義と妻の不義というこつの事件が作品内で

というこつの事件易詰去最付けには︑依然として一つの大きな問題

という視点では統一されていない事を融り返す︑この篠原氏の﹁運命﹂

しかし着用︑三野氏に続いて︑母の不一挙 ζ妻の不一義は﹁女の過失﹂

事︑仕方のない﹁運命﹂として作品内にFPTているという指摘自体
は首肯出来る︒

志的に抜け出さうと努力する﹂(稲村雑談)過程安描いた小説と

託尋﹄る出来事が共に﹁女
しても︑では何故︑その﹁運命﹂の力を感v

している︒
それは︑前にみてきたように︑女の過失という裡県ではなく︑

して捉えられたときにのみ︑﹁暗夜戸釘附﹂を評価する視点か存す

の過失﹂の内容に拠っているのか︒単に﹁運命﹂の力を見サ仔ける出

来事を作品内で展開させるだけならば︑これら二つの事件を両者 ζも

るのである︒
篠原氏は﹁暗夜行路﹂において︑二つの﹁女の過失﹂と更にその聞

﹁女の過失﹂にする必然性はなかったはずである︒また︑先に述べた

一一つ目の設定までが﹁妻の過失﹂﹀きれる所以はやはり明らかではな

に起きた初児の死は全て﹁有標的な連関﹂がないとし︑それ故︑それ

生まれる以前の謙作にとっては︑自身︑児信行の手紙に書いたように︑

く︑ただに﹁運命﹂の力のためだけならばそれである援雀は乏しい︒

ように母の不義設定が︑旧稿﹁時伴譲作﹂を生かすため仁詰寄ぐれた

あくまで﹁責任の持ちゃうのない事﹂(第二・七)であり︑また妻の

果たして本当に︑先の三煮か述べるように︑﹁暗夜行路﹂における

らは突知一としてあらわれる﹁不亙机套建命﹂としてとらえる視点のみ

過失も作中では謙作の旅行中不意に起こった︑彼には手の届かない︑

母の過失と妻の過失という二つの大きな出丞事は﹁女の過失﹂として

という作品外の理面にも関与した仮に必然のものであったとしても︑

防ぎようのなかった事とされている︒また︑母の過失相手の祖父は

の視点で統一される事をく︑作中において問領的に存するだけなので

で統一されているものと価値付けするのである︒確かに︑母の過失は

﹁生れながらに下根の質に出来上ってゐた﹂(第二・十)と説坦ぐれ︑

あろ︑フか︒

は︑次のような思いであった︒

一一つ目の設定︑妻の過失か明らかになった時︑謙作がとらわれるの

作品訪から常に下県T翁として︑明らかに父に比べて劣っている
ように描かれており︑それと同様に︑直子の過失習すの要も︑軽率な
釘事乞とる﹁若い独身者﹂(第四・十五)とされている︒つまり︑そ
こには弐対姐交︑謙作対要が対等︑或いはそれ以上となる程の緊張関
係︑過失後主一斉関係が成立し得ヲ令程の人頭宮内か︑過失相手に成さ
れていない︒この事からも︑この二つの﹁女の過失﹂が一過性の出来
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に拘泥する替用が一重の不幸を生む事を知ってゐるからだ﹂彼は

﹁直子を憎まうとは思はない︒自分は故す事が美穂だと思って
赦したのではない︒直子が憎めないから故したのだ︒又︑その事

問困は女が罪の報から逃れる事会量目げはない︒罪の報として白掠す

故周囲は女に対し面軍大であっていい笥た︒(中略)所が周囲
は女に対して何故か特に厳格である︒厳格なのは未だいいとして︑

しかし平供の頃から一緒に住んでいたお栄がその摘桔の甚だしきに鷲

子を列車から突き飛ばす行動としてあらわれる︒謙作自身はあくまで︑
生理的に体を壊したための﹁其時芦ちの摘晴︑﹂(第四・八)という︒

銃で直子の着てゐる主弱を襟から背す品で裁ちきったり﹂︑果ては直

って︑﹁食卓の食器を洗ひざらひ庭の踏石に叩きつけたり﹂︑﹁裁縫

あなたのは云って直ぐ一あなたがそれを亡︑紅子市で誰れも何とも思

る程度のものだし︑お政や栄花のはさう簡単には行かないだらう︒

﹁そりゃあ︑異ふよ︒あなたのは云ひさへすれば誰れでも故せ

に露呈してしま︑フ︒

を喜ばない﹂﹁周囲﹂とほとんど同じ感情を抱いている事を次のよう

ところが︑直子と結婚した後︑償支に栄花や腹のお政の事会﹄語る謙
作は︑自身がかつてはこのように批判した﹁女が罪の報から逃れる事

ている腹のお政という女性の生き方を知る謙作は︑罪を犯したA闘の
一つの教われ方として周聞か寛大な心で許主事をここで求めている︒

'在や︑逆に自身の過去の罪を屈指する震で﹂二位要請﹂じ

るのを見て当罪
F4宇と考へる︒(第二・十三)

自身の犯した罪を罪として現在でもよ肥望的﹂に生きる栄花という

τ

前夜直子に云った事を又頭の中 融返してゐた︒
﹁掠主事はいい︒宮蔭それより生力がない︒:・:・然し笛同馬鹿
を見たのは自分だけだ﹂(第四・六)
ここには明らかに﹁考﹂(第四・十)では許すとしながら︑﹁感情﹂
(第四・十)はそこまで行き着いていない諒候かいる︒そうした謙作

き︑謙作には黙って兄の信行を呼ぼっと考えたり︑事智伊﹂知る末松か

の﹁考﹂と肩痛﹂の不一致は︑﹁発作的な摘楕﹂(第四・八)とな

しきりに旅行を勧める事実から見ても︑謙作の行動は直子を許そうと

霊化と腹のお政との比較から︑持ノの﹁敦い﹂しか得られないなら

はないが︑悪い事によっては儲悔したら其僅その気持を持ち続け
てゐて呉れなければ困るといふやうなのがあるだらう︒直マせい

ばならぬ﹂(第四・八)と頭では考え続ける︒だが︑謙作の︑罪を犯

ば︑むしろ惜悔する事なく﹁哲前﹂に生きている方が余程向精出来

しながら︑許せない﹁成帯﹂の存在を知らしめているのである︒しか

した A簡に対する﹁考﹂と﹁成︑信﹂の不一致は︑直子の過失か起こる

るとし主搾の言い分には︑悪事会Eたλ闘に﹁直マせいノ¥された

ノ¥されたらいい気がしないよ︒﹂(第三・十三)

ずっと以前から︑栄花と腹のお政︑そして母といった︑罪を犯した女

らいい気かしない﹂といった﹁厳格﹂さ︑半ば残酷な気持ちが舎まれ

し︑それでも謙作はなお意白地に﹁兎に角自分で自分を方面しなけれ

性に対する﹁考﹂と﹁成信﹂の形で作中に割安れていた︒まず︑女の

ている事が明らかにされる︒しかし︑﹁そんなら(弘理拳著注︑罪を

犯した人はその後)どうすればいいの?﹂と直子に聞かれた謙作は

罪に対する謙作の﹁考﹂は次のように現れている︒
元々女は運命に対し︑盲目的で︑それに惹きずられ易い︒それ
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﹁不意に云い奇品﹂り︑示図亡き母の事が想ひ浮ん﹂で﹁協同八に落

の.貴方はお考へでは大変帽早末なんですけど︑本統はさうでない
んですもの﹂(第四・十)

ない事実に気付いたからであろう︒確かに︑諒作は母の罪に基づく自

語っ左一一日葉はその母を追い詰める︑母を茸早﹂ないとする‑=棄に他アより

お政の罪に畳間心ではいられなかった謙作︑そしてそこにある謙作の

り壬がら本当はそうではない事を指摘する︒母の罪故に︑栄花や腹の

した人聞を寺
1 難い略事乞謙作が持っている事︑﹁考﹂では軍大であ

直子はかつての栄花や腹のお政に対する謙作の云畢雰患い︑罪を犯

己の出半夜に︑周囲の皆が﹁自分の背後に何時も何か醜い亡霊を見︑

ちたやうな気が﹂する︒それは諒候か心から﹁慕ひ様子 ν
てゐた﹂(序
詞)母︑彼女も罪を犯した人間の一人であり︑これまで自分が直子に

それに顔を背ける気持を持ってゐ﹂(第二・十四)るとの釜高事抱

罪を犯した母はその後一体どっすればよかったのか︒﹁横悔もいっそ

今︑お前がいったやうに寛大な俺の考と︑軍大でない俺の感情とが︑

の指摘に対して︑謙作は﹁もういい︒宮高際お前の云ふ事は或る程度に
は本統だらう︒然し俺から云ふと総ては純粋に俺一人の問題なんだ︒

の通底か︑巧みに計られている事が見て取れよう︒こうした右の直子

本当の函館明﹂を知るが故に︑苛 C
れた気には到底なり得ない妻直子︑
ここには︑栄花や腹のお政の話を介套手﹄た︑母の過失と直子の過失

γ

かざるを得なかった︒そして﹁恐しく惨めな気持に絶 えず追ひつめら
れ﹂︑﹁安々とは息もっけない心の状態﹂(第三・一)に苦しめられ

俄悔しなければ悔悟の気持も続くかも知れないが︑仕てしまったら却

たのである︒しかし︑ではそのように謙作を追い詰める原因を作った︑

って駄目だね﹂(第三・士二)という︑栄花や腹のお政といった他人

ピッタリ一つになって呉れさへすれば︑何も彼も問題はないんだ﹂
(第四・十)と答えている︒

に対して語っ左一一量玄¥謙作はさすがに母の場合にそのまま当てはめ
る事は出来ない︒

謙作は︑既に見て来たように直子の過失を知った直僚から︑執劫に

そしてこの時の対話は︑過失を宇 ν
た後︑走り出した列車から諒作
にホ!ムへと突き飛はされた直子に﹁腹のお政とかいふ人を但見にな
った話ね︒あの時︑貴方が云っていらした事が︑今︑大一変気になって

は彼女を卦専をい︒そこ会曲げて︑謙作は性急に直子を許そうと焦り

彼女を自分自身が﹁許せるか︑卦拝をいか﹂といった事に拘り一続ける︒

﹁機悔と云ふ事は着用一遍こっきりのものだ︑それで罪が消え

続け︑苔同妻の過失を﹁純粋に俺一人の問題﹂と言い︑あくまで自分

来たの﹂(第四・十)と語らせる事になる.諜作が﹁どん主事﹂と尋

た気になってゐる人間よりは機悔せず一人苦んで︑張のある気持

一人でそれを解決しようとする︒菅間二つ目の謹見︑妻の過失による

しかし妻の過失以前に明らかであった彼の﹁感伺精﹂ではとても直ぐに

で居る人間の方がどれだけ気持かいいか分らない︑﹀きう仰有っ

そのよう弁金世作の行動は︑果たして先に紹介した三好氏︑町田氏︑篠

ねると彼女は次のよ︑つに続ける︒

たわ︒(中略)それが今になって︑大変私につらノ金ひ出される
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羽白地に次のよ︑フに明らかにされていた︒

して謙作の頭にあった事は︑債が川出削﹁女の罪﹂について考えた際の

寛大な心でもって許した父︑その父の態度は守派なもの︑賢い決断と

した母︑謙作という罪の詰木である子まで宿してしまった母︑彼女を

のない︑無縁のものであり得ただろフか︒かつて祖父との問で罪を犯

原氏の述べるように一つ目の設定︑母の過失設定とは﹁有機的な連関﹂

ではなかろうか︒母の過失と妻の過失の繋がりは︑謙作の明確な言葉

過失を自分一人の問題と言い張る︑音筒埴な態度もより理解し得るの

いだろうか︒そう読み取る事によって初めて︑謙作のあくまでも妻の

それに直接触れる事を避けよ︑フとしてきた事実を示しているのではな

片時も忘れ得ていない事実︑むしろその事に拘るが故に︑彼の回︑年一ゅは

そういった判断とは全く逆の︑つまり母の過失に纏わる事を︑謙作が

く︑彼の空際行動によってそこに香ぐれているのである︒

や回︑家主︑母や父や自身の出生の事がのぼるという害切な万法ではな

と/¥不幸な女になってゐたに違ひない︒ひいては自分の存在も

母の周囲が︑もっと愚かな人々でとり巻かれてゐたら母はもっ
どうなってゐたか分らない︒幸に芝の祖父でも︑本郷の父でも︑

そしてまた別の面から見れば︑かつて母の罪を軍夫仁許したあの父
でさえ︑否が応でもその大きな過去の傷を想起させ得る存在︑つまり

賢い人々だった︒自分は此事戸﹂けでも本郷の父へは心から感謝℃

に︑謙作も直子を許すと言いながら︑宮古際︑彼女の姿を目の前にすれ
ば︑やはり許 1語い︑どうしょうもなく押さえ難い五倍﹂をもてあ

一不されていたともとれる︒自分に冷たかった父に対し︑どうしても心
から成詣 Iζc
れなかった謙作が︑直子の過失という事件によって初め

かったよう

なければ漬まないわけだと彼は考へた︒￨￨彼の感帽は却々堂前
まで行か字かったけれども︒(第二・十三)
こうした母の過失の際の父の賢さが︑母と更には﹁自分の存在﹂を

まし︑それが﹁摘痛﹂といった形﹀をって表面化する事会前ぐ事が出

m
g

も救った事を知る謙作は︑本当の﹁成稽﹂がそこまで行き着いていな

む事﹂(第四・六)への危模︑そしてそれを避けるべきとの叡智が働

て︑父の背中に負わされていた﹁永い﹂﹁苦しみ﹂(第二・七)を真

謙作に対して﹁常にノ¥冷た﹂(座詞)くならざるを

いのにも関わらず︑半ば強迫観念的にも過失を犯した直子を許そうと

来'なかった︒こうして︑二つ目の妻の過去 問
A 疋によって謙作がたどる
道程は︑一つ目の母の過失設定による父の能書況によって既にある程度

いていた事は図虐いないであろう︒しかしながら︑やはりそこにはか

に思い知らされる立場へと置かれるのである︒二つの﹁女の過失﹂設

したのではなかったか︒彼女を許すべきと考える謙作には変制︑彼自
身が繰り返して言フような﹁その事に拘泥する苗木が二重の不幸を生

つて同じ立場に立たされ︑母をそれりょに不幸にはさせなかった父の

定は︑愛する妻の裏切りに遭うといった︑かつての父と同じ立場に立

また︑謙作は自身の出生の秘密を知らされた際︑ ﹁あの母がど︑っし

たされる主人公を描︿事による︑﹁ハ益解﹂の試みを可能としている
のではないか︒

E ていると考えられるのである︒妻の過失後︑作中に
態度が強︿訪露
謙作の考えとして父や母の事︑自分の出生の事が全く書かれていない
から︑侠がそれを相想謹
ω起していないとする
さか早急ではないだろ︑うフか︒謙作の︑直子の過失への対応の内実は︑
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てそん玄雪したか﹂と︑﹁母のした事を芸‑由来な﹂(第二・六)

りのし主主主が﹁故意に蓄積長芝

いに﹁健明をたよりに海を泳ぎ渡﹂って来るが︑ ﹁或る嵐の夜︑心変

﹁娘は途中で溺れ死﹂

い気持ちにとらわれていた︒しかし︑彼は大山での壮語を経て危篤状
ぬ
︒

L ﹂︑

態に陥った時︑駆け付けた妻直子に対し﹁者た嘗て何人にも見ト奇苧の

るのだが︑二つの﹁女の過失﹂設定に関連して述べるナぷ勺ば︑このよ

そこには過失を犯した妻に対する︑謀作の心からの許しが表されてい

が﹁先年﹂見た︑腹のお政の慢悔していながら救われない様子がそれ

も惨潅たる生活を続すている事が︑続ノ金ν
二・士一には︑京都で謙作
F

第二・十一には栄花(現在の桃奴)が赤児明

また︑先にも触れたように︑謙作の母と妻の過失安詰ぷ伏践として︑

うに最終的に大自然の中で︑妻を{基エドト許せる心情を掴む主人公安描

ぞれ詳細に描かれている︒更に第二・十三では︑﹁寄慶一五人として出

ない︑柔かな︑揖脅に満ちト眼差﹂(第四・二十)を向けるに至る︒

く事は︑かつて同じ罪を犯した母安志許す事になるといった︑﹁母理

てゐた﹂錯屋殺しの花井お栴を見介謙作が︑被女から﹁惨めな︑不快

女性の番樫と特にその撃諜さを手 ν
たものとして︑第二・九で

の罪を犯し︑それ以降

解﹂の試みをも同時に百誌としているのではなかったか︒
する︑時に﹁誰よりも自身一を惨めな人間と思はないではゐられなかっ

車夫か謙作にする︑お菊評伍には毎年秋になると﹁お菊の怨霊の虫に

な﹂印一孝乞受けた事が一語られている︒

た﹂(第二・十三)という謙作自身の生の原点の認容をも意味してい

なったものが﹂﹁境内の木の枝にTゐ﹂という話や︑第四・十二で宿

人企か基ゑにゐる十五六の女中と閉館して︑その女に出来た赤児を堕

る︒第了一において謙作を﹁不愉快﹂にしれ'﹂阪口の小説には﹁或主

や罪といったその﹁暗部﹂に着目したエピソードが少なからず存在す

には︑その弱さや愚かさ︑或いは不忠桂から生じる女性の非筒︑過失

かってい子宝枠が思い出した︑幼時に焼か﹁女中の背中で持たされて

二・十)︒更にそフした女在の不蒔桂は︑屋坦で自伝的長禍にとりか

よらず所噌元良性のある女たった﹂と思い︑﹁いやな気﹂がする(第

(第一・十)︒謙作は小

謙作のごく旦吊でも︑彼の妹にホ際を申し込む手事包山
うに青
年を唆したのが︑ T病院の二立でい﹂重露であった事が分かる
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そして︑更に付け加える4
2
6りば︑この母への許しは︑母の罪に起因

たのである︒

の女中が語る︑多怠7池の﹁大蛇になっ﹂たお種という規か︑﹁或時︑

4 たのを﹁口惜しがり﹂︑
鳥取の侍を追ひかけ﹂るが家の中に逃げ吋苦 れ

胎する﹂事が書かれており︑謙作はそれを﹁多量奉天た﹂と基℃て

ゐた食パン﹂を﹁通り主かりの椅麗な奥さん﹂が﹁包みのまま﹂﹁引

自身の鱗を﹁門の扉に貼りつけて帰つ﹂たという﹁伝説﹂がある︒

いる︒ミつした'友軽の悲劇は第二・四において謙作が思い起こす︑次

き抜いて持って行った﹂(第二・一二)事や︑百娃娘のプロスティチュ

τ
t 後になってもその霊蕗ι
の
事を﹁見かけに

のような﹁ド語﹂にも見える︒﹁若い娘が毎夜﹂︑他の島の恋人に会

罪を犯した妻や母の存在︑その視点から旦直すと﹁暗夜行路﹂会床

四

ートが﹁愛されてゐるといふ自信から︑よく偽りの悲しげ玄堺乞して﹂
他アよりない︒

い︒危フくそうした替差起こすA簡に自牙もなっていたかもしれな

そのお才に玄荏計き後︑半ば軍窃られた形で仕事に失敗したお栄は︑
京城で警部の野村宗一に犯されそうになった顛事基副作に語る(第四

ら︑自分が痴情の詩いで﹁出刃包丁を振回し﹂た話をし(第三・六て

こしてしまう︑す在という性そのものへの理解を促す意味を持ってい

数々の﹁女の暗部﹂は︑母と妻の場合を核としつつ︑こつした罪を起

では︑謙作に最阜人事とは回︑中わせない程に︑彼に崇り続けた﹁女の

い︑とそう謙作が考ゐ付るのは︑母の過失と妻の過失企すしたからに

諒作から金を共￡1ムげる(第二・三)事にも見える︒
また︑お栄の従妹のお才は﹁まさか本気でもなかった﹂と言いなが

・二て更に謙作が大山へと旅立っても︑そこで知り合った竹さんに

j

海を渡って自分に会いにくる娘を軍窃る伝説の中台歪台︑或いはお栄
を力 つくで犯そうとした野村宗一の存在のように︑﹁女の暗部﹂の背

過失﹂︑﹁女の暗部﹂とは一体何なのか︒作品中に提示し続けられた

は︑﹁生来の淫婦で︑竹さん以前にも︑以降にも︑また翠仕にも一人

るかと回︑中われる︒しかし︑そこに争 Qのはただに﹁女の暗部﹂のみで
はない︒例えば︑恐らくは事実である︑女中に堕胎をさせる阪口や︑

ア子なす︑晴夫と云ふやうな男を持ってゐる﹂妻がいる事が明らかにな
る(第四・十五)︒
以上のように︑母と妻の過失が起こり得る宣告して︑支柱の﹁暗

後にはしばしば里艇の﹁暗部﹂もが口認入けられるのである︒

机でて﹂果てた︑﹁本明飲みで︑事審のみ﹂で﹁骨まで浸み貫った放

そしてそうした回在の﹁暗部﹂は︑﹁殆ど明かな原因なしに﹂﹁自

う︒この妻は仕但同夫である竹さん安除いた

蕩者﹂という︑お栄のかつての同棲相手(序詞)や︑謙作の口ゐ信行か

部﹂︑その存在が作品全体において提示され続けていたのである︒特
に作品最終部に描かれる︑安﹂んの淫蕩な妻はその甚だしい例であろ
内の一人の男に机殺杖変夫さ﹄れれ︑もう一人の男も重傷を負うのである︒この事

しつけた河合という男(第一・士一)︑或いは屋島の宿の門に﹁死人

(第二・五)や︑﹁善良そのもの﹂のふ

PEて主人を

︑﹁金ま

のやうにぐったりと傭伏して倒れてゐ﹂る新太という﹁独者の乞食﹂

ら融通して貰った金を﹁家族が病気で弱ってゐる﹂人に﹁す罰で﹂貸

f枠は自身の待濯を振り返って次のように思っ︒
件を聞いれ 議
J寧ろ過失と
謙作は母の場合でも直子の場合でも苓貝といふよn

云ひたいやう宇 bのが如何に人々に出一謂ったか︒自分の場合でいへ
ば今日までの生涯はそれに崇られとほして来たやうなものだった︒

うけしてゐた﹂草木屋の亀吉(第二・士己︑または﹁維量刑に﹂敦

ν
F

(中略)謙作自身にしても︑骨事し臼持の気持がなく︑仕事に対す

四・一己︑大山で強盗を繰り返し﹁米子で死刑になった﹂男(第四・
士二)などにも見えるのである︒

人に草窃られて﹁札つきの不遅鮮人﹂となり︑処理ぐれた開徳元(第

賀で捕らえられて非轄を最期を遂げた佐々木重蔵達(第三・八)︑役

い事だ﹂謙作は回はずこん宰言いった︒(第四・十七)

晶ほどんな人間になってゐたか分らなか
る塾宥がなかったら︑ A
っ
た
︒
﹁
肌
︑

τ

は謙作にとって人事ではな
この甘えの妻を中心とした血塗れ事 c

‑37‑

の書き込みが本文に存する︒草稿おについては憩草期日の雪哨か

日﹂︑﹁七月士百﹂︑﹁八月六日﹂︑﹁八月背五日﹂との日付

こうして見ると︑主人低時任謙作が自分が最も愛した母と妻という
一一人の女性信窃られる掌暴にあ︑ユ事で︑見さるを得なかった﹁女の

ないため︑ここでは﹁暗直行警十稿﹂が収録された﹃士費藍盟主

推定に従う︒﹁時任謙作﹂の憩草は﹁大正元年秋﹂から﹁三﹄牛の

暗部﹂︑それはつまるところ︑現在をも含めた︑人閉会床の﹁暗部﹂

夏﹂にかけて主に布われた(﹁続創作余談﹂における笠告の言及

﹁大正七年筆すから九年並までの間であることはたしか﹂との

県長さ︑或いは不忠桂から悲劇や罪︑過ちを日々引き起こしている︒

に拠る︒長絹望 中
T である事会記した日記・量信の存在︑大正二

・ 8 岩波書盾)佳記における︑紅野敏郎氏の
集﹄第六巻 (S嶋

それが人聞社会の紛れもない現実の一側面であろう︒そして︑そうし

年七月︑夏目激石室訪ねて連載小説懇害乞辞退している事申窒寸か

の存在といった問題の聾不にも較的かっているのではないか︒﹁暗直行

た人間の﹁暗部﹂は時に本人のみでなく︑他入をも巻き込んで傷付け

路﹂の﹁暗夜﹂の一つはそこにある︒少なからぬ人々が自らの事ぐや

る︒この様相を誰より毛鮮明に目据え得るのは︑妻と母の過失に出宗一わ

ら現段階でそれを援う材料はない︒)と見られ︑その後︑憩草が

断続的に布われたとしても最下臨は父との和解がなされた大正六

れたキ丈公であった︒
二つの﹁女の過失﹂設定は決して﹁自己閉鎖﹂的でもなく︑また

年までと考えられる︒なお︑池内輝雄氏に﹁暗夜行警十稿﹂中︑

H 5・
2 筑摩書居﹀所収
(4)本多秋五氏も︑謙作が妻の過失後に﹁祖父と母との間に間違い

・ロ﹃解釈と鑑賞﹄八﹃一一一好行荏著主第五巻作口器の試み﹄

︿﹃士費直哉の領域﹄ H 2・
8 亙墾﹀所収)︒
(3) ﹁仮構の︿私﹀￨￨﹃暗夜行路﹄志賀直哉﹂ S判
・ 318n
・

既に存する(﹁お差損一の意味﹂

E

﹁時任諒作﹂に を近い原形娃早稿口︑日︑刊であるとの論考が
︒
︒
円
sm ・叩﹃日本近代墓古泣集 ︒

﹁構想の不具﹂でもない︒この芸品は﹁女の過失﹂巳度も出玄れ続
けた主人公謙作の眼を通じて﹁女の暗部﹂の存在を知らしめ︑更には
人閉会葎の﹁暗部﹂をも描き出す︑この作品の︑一表象として必然で
はなかったかと考えられるのである︒

注﹁暗夜釘附﹂本文︑及ひ﹁続創宏一議﹂(注1)の引用はそれ
ぞれ﹃志賀面琵全集﹄第五巻 (S川
崎
・ 6 岩波書庖)︑同全集第

があったことを知らされたとき﹃総てを赦す﹄と返事してきた父

てきたかをなぜ一度も思い出さいのだろう﹂との疑問を口子 ν
て
いる(﹃嘉貝直哉巾﹄ H 2・
2 岩波書︿岩波新書﹀)︒

八巻 (S相
・ 6)に拠った︒伺じ︑漢字は新字体に改めた︒

6 ﹃改造﹄) 以下︑本稿における作
(1) ﹁続創生譲﹂ (SU・
者の壬一回は全てこれに拠る︒

(ち)﹁﹃暗直'打路﹄主題苧
l ﹃内なる自然﹄の確立・﹃外なる自

のこと︑また帰国後の父がどゐな気持で妹の出生まで母﹀毒らし

(2)草稿おは﹁大正十年七肩宜百﹂︑草稿おは﹁十一年七月十一

然﹄との調和￨￨﹂ S日・叩﹃一冊の謹挫志賀直哉﹄亙聾
崎
・ 9 ﹃近代文学論﹄ 5八﹃日本文
(6) ﹁小替芳雄と志賀直哉﹂ S川
学研究大成志賀直哉﹄ H 4・叩国軍司打会﹀所収
(7)論文筆者は先に﹁暗夜行路﹂の登場人物の考察から当作品の
﹁運命﹂のモチーフについて述べた事がある(拙稿﹁志賀直哉
﹃暗直行路﹄弘叩￨l典義人物にみる作品楕造の一端￨￨﹂ H 7・
9 ﹃広島女子奇文﹄第ロ号)︒
(8)この﹁ハ益解﹂というモチーフに関して︑作者士︑賓の当記作品執
筆動揺を探る立場から︑﹁父・ y
同様に﹃不義﹄をされて苦しむと
いう筋立て﹂は︑志向貝の実生市上における﹁和解した父に対する
最高の挨拶あるいは儀礼であった﹂とする関良一氏の論考が存す
る(﹁暗夜行路﹂ Sお
・7・
9・
n ﹃国文守一一忌詰と文芸﹄第41
6号︿﹃日本文学研究資型書士費直哉﹄ S羽
・ 6 喜望﹀
所収)︒関氏は志向 H
ほ当作品において﹁父と主人公とを同一の次
元に位置支持︑そのことによって︑父のみを哉さ︑父のみを罰し
ていたかつての自分自身を裁き︑罰しなければか?りなかったので
はないか﹂と推察Lている︒小高はこの関氏の論に沿いながらも︑
あくまで作品内部構造の解明に主眼を置くものである︒
な生活を送る﹃女﹄をめぐる塑‑窃片は圧倒的に少﹂なく︑﹁そ

(9)当記作品の'友牲に関するエピソードに触れ︑﹁規範的に﹃幸福﹄
の他﹃暗夜行路﹂に登場する全ての女たちは︑何らかの形で規範
を逸脱してしまっている﹂事を指摘した論考に︑小森陽一氏の
﹁いまだ終らぬ行路﹂ (S白
・ 1 ﹃国文学解釈とF皿賞﹄︿﹃日本
5 有粧盟呈
文学研究資料新集計志賀直哉自我の軌跡﹄ H 4・

﹀所収)がある︒しかし︑﹁謙作の墓尚も︑地の文の表翠主体の
切‑謡も︑そフした切片を一つの物語緩にっかきあわせることはな

い︒それらは多¥まで散在しているだけ﹂という氏の読みと小稿
とは異なる︒

(しもおか ゆか)
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