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芥川龍之介・正続﹁西方の人﹂論
ー﹁クリスト﹂ の 造 形 ￨

ものではなさそうである︒
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和二・七・二五﹃東京朝日新聞﹄)︒聖書を読みながらキリスト教

川龍之介氏/劇薬自殺を遂ぐ(略)聖書を読みつ﹄最後の床へ﹂︿昭

を伝えた当時の新聞の見出しには︑次のようなものもあった︒﹁芥

昭和二年七月二十四日︑芥川龍之介は自殺を遂げた︒その事実

ついて︑知ったかぶりをしてもの書きなさんな︑と言う以外にな

健三氏の﹁(注・﹁西方の人﹂は﹀これまた︑よく知らないことに

オリジナルなものである﹂という指摘(注3) や︑聖書学者田川

英次氏の﹁﹃西方の人﹄は︑芥川によるイエス論で﹂あり﹁極めて

だが︑これらの指摘や批判は所謂正統的な聖書理解の立場との

相対的な判断である︒こうした批判の起ることを見越していたか

後者は芥川が死の直前まで執筆していた︒そのため︑前述の事柄

すのである︒厳しい日本のクリスト教徒も売文の徒の書いた

わたしは唯わたしの感じた通りに﹁わたしのクリスト﹂を記

のように︑テクストには次のような箇所がある︒

と関連付けてテクストを解釈し︑芥川の信仰告白と位置づける論

クリストだけは恐らく大目に見てくれるであらう︒

いう強い反対意見もある︒私見を述べると︑自殺する間際に書か

ある︒しかし注目したいのはここに引用した後の方の一文である︒

しばしば諸先行論で引用される﹁わたしのクリスト﹂の一節で

さ頁)
N

れたことを意識してテクストを部分的に読めば信仰告白と読めな

﹁売文の徒﹂と一見語り手自身を卑下した一節には︑うわべの腰

(﹁西方の人﹂﹁ 1 この人を見よ﹂

くもないが︑しかしテクスト全体となると信仰心をあらわにした

告白の文章とはどう読んでも︑理解することは不可能﹂(注2) と

者は多い(注1 1 しかしその一方で中村真一郎氏のような﹁信仰

九﹃改造﹄)は︑ともに新約聖書に素材を求めた評論である︒特に

﹁西方の人﹂(昭和二・八﹃改造﹄)・﹁続西方の人﹂(昭和二・

からして仕方のないことだろうか︒

いだろう︒﹂(注4) などの厳しい批判もある︒

いたものであることはしばしば言及されている︒例えば︑海老井

また︑所謂正統的な聖書理解から正続﹁西方の人﹂が距離を置

直

を心の拠り所にして芥川は死をむかえた︑そう考えられでも状況
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から到底﹁大目に見﹂てはもらえないであろう﹁クリスト﹂論を

の低さとは裏腹に︑正統的な聖書理解を自負する﹁クリスト教徒﹂

リストの一生﹂)・﹁孔子﹂(同前︑﹁ 3 7 東方の人﹂)などの名前

前︑﹁ 2 5 天に近い山の上の問答﹂)・﹁ゲエテ﹂(同前︑﹁3 6 ク

ツトマン﹂(同前︑﹁ 2 4 カナの饗宴﹂)・﹁モオゼやエリア﹂(同

イットマンも︑ゲエテも︑クリストの一人である︒﹂と吉田精一氏

が挙がっている︒﹁彼に従へば︑ストリンドベリイも︑ポオも︑ホ

以下に述べようとする自信が窺える︒
では︑テクストには一体どのような﹁クリスト﹂が描かれたの
だろうか︑以下に考察を進めていきたい︒

は書きとめている(注 5) が︑ここで筆者がいうような﹁クリス

ト﹂の明確な区別を吉田氏は持っていなかったようである︒

正続﹁西方の人﹂が特異であるのは﹁クリスト (b)﹂の概念を

(a)

﹂について論ずること

作り出したことにあると筆者は考えるが︑これに関しては稿を改

めて考察したい︒本論では﹁クリスト

﹁クリスト﹂とは何であるのかを考え始める前に多少整理をし
なければならないことがある︒というのは︑テクストの中に﹁ク

にする︒

﹂)︒﹁わたしはやっとこの

﹂を芥川龍之介の︿自画像﹀とみなす説は根強

リスト﹂という語は二種類の用例があるためだ︒

(a)

一つ目は︑新約聖書の主人公イエス Hキリストのことを指す﹁ク
リスト﹂である(以下﹁クリスト

頃になって四人の伝記作者のわたしたちに伝へたクリストと云ふ
(a)

い︒しかし︑この考え方を前提とするのは︑︿自画像﹀説自体に根

﹁クリスト

見ることは出来ない︒﹂(﹁西方の人﹂﹁ 1 この人を見よ﹂)︑﹁ヨハ

拠が乏しいせいもあって︑いたづらにテクスト解釈に荏桔を与え

人を愛し出した︒クリストは今日のわたしには行路の人のやうに
ネはクリストの伝記作者中︑最も彼自身に据びてゐるものである︒﹂

ている感がある︒以下に研究史を辿りつつその問題を追究する︒

この︿自画像﹀説を早い時期から唱えていたのは吉田精一氏で

(﹁続西方の人﹂﹁ 2 彼の伝記作者﹂)などの用例があげられる︒
二つ目は︑﹁ク小たい針作仇りかノ小たい﹂(傍点ママ︑﹁西方の人﹂

彼(注・芥川)は新約聖書を﹁小説的伝記﹂として︑即ち芸

ある︒

らゆるクリストたち﹂(﹁西方の人﹂﹁ 3 聖霊﹂)︑﹁後代のクリス

術として愛すると共に︑キリストの内に彼の自画像を見出さ

﹁
8 ヘロデ﹂)である(以下﹁クリスト (b)﹂)︒用例として︑﹁あ
トたち﹂(同前︑﹁ 1 9 ジヤアナリスト﹂)などがあげられる︒ま

うとしたのである︒さうして﹁西方の人﹂の独歩なる所以は︑

この点にか与ってゐる︒(略)クリストの一生が︑とりも直さ

た︑﹁クリスト (b)﹂ である人物として︑﹁パプテズマのヨハネ﹂
(﹁西方の人﹂﹁ 1 0 父﹂)・﹁ポオ﹂(同前︑﹁ 2 1 故郷﹂﹀・﹁ホヰ

n
r白

44

芥川隠之介・正続「西方の人」論

品と作家とを安易に結び付けることへの疑いが問題意識として見

一行一節といへども彼自身のせ

ず彼自身の一生であること︑

られる点では評価できるが︑笠井氏自身の方法にその問題意識を

﹁尾形了斎覚え書﹂の﹁篠﹂・﹁地獄変﹂の﹁良秀﹂・﹁杜子春﹂の

つぽつまった自画像でないものはないことについて︑叙説す
この︿自画像﹀説がほぼ研究史上の定説となっていることは既

﹁杜子春﹂・﹁おぎん﹂の﹁おぎん﹂・﹁河童﹂の﹁トツク﹂などの

徹底させたものではなかった︒笠井氏は︑﹁間中問答﹂の﹁僕﹂・

に述べた︒しかし︑吉田氏が﹁叙説する必要はない﹂としたこと

性格から︑﹁或る阿呆の一生﹂﹁3 5 道化人形﹂の﹁彼はいつ死ん

る必要はないであらう︒(注6)

は︑逆に根拠に乏しい説だという批判を受けても仕方ないことで

養父母や伯母に遠慮勝ちな生活をつ︐つけてゐた﹂に代表される芥

でも悔いないやうな烈しい生活をするつもりだった︒が︑不相変

正続﹁西方の人﹂研究史上最大の争点といえば︑佐藤泰正氏と

川の︿自画像﹀を抽出した︒そして︑それは﹁クリスト (a)﹂の

あろう︒
笹淵友一氏との間で交わされた﹁天上から地上へ登る﹂論争(注

造形とは一致しないというのが氏の結論である︒

しかしここで笠井氏の方法について疑問に思われるのは︑芥川

7) であるが︑テクストの正誤をめぐるこの論争には各々が吉田
氏の︿自画像﹀説を発展させた側面がある︒すなわち︑他の芥川
﹂解釈の助けと

テクスト分析に根拠の重点を置きながらも︑一方で﹁なお︑この

ら抽出される︿自画像﹀は︑論者によって自ずと個性的な像を結

また︑作品数が多く意識的に技巧を尽した芥川である︒そこか

が書いたテクストから︿自画像﹀が仮に抽出できるのであれば︑

(a)

一匂が﹃地上から天上へ登る﹄の誤りとすれば︑﹃西方の人﹄ばか

び︑決して統一的なものとはならないだろう︒たとえ笹淵氏が﹁芥

のテクストに︿自画像﹀を求め︑﹁クリスト

りでなく︑﹃文芸雑談﹄(昭和元・二己︑﹃或阿呆の一生﹄(遺稿)︑

川の全文脈とも調和する﹂といっても︑それは笹淵氏が選択した

それと同じ作業が正続﹃西方の人﹂で出来ないとしているのは辻

﹃保儒の言葉﹄(大正一二)など芥川の全文脈とも調和する︒﹂(注

内での﹁全文脈﹂であって︑決して厳密な意味ではない︒だとす

するのである︒佐藤泰正氏は︿反誤記説﹀を唱えるのに︑﹁問中問

8) と︑これらの諸テクストの芥川像に﹁調和する﹂ことを自説

れば︑他のテクストに︿自画像﹀を求める営為は︑恋意的な要素

棲があわないのではないだろうか︒

の根拠の一に挙げている︒争点ではE いに括抗する両氏の意見で

を含むものであり︑同時にテクスト分析において先入観を自ら背

答﹂の主人公を以てし︑また︿誤記説﹀の笹淵氏は飽く迄精密な

あるが︑どちらの説も芥川の︿自画像﹀が﹁クリスト (a)﹂に当

負い込むものといえる︒

その型に合

う・合わないという地平で議論がなされた研究史を考察した結果︑

他の芥川のテクストから (自画像﹀をつくりあげ

てはまるかどうかを意識していることで共通する︒
︿自画像﹀説がその是非を根本的に関われることなく定着する
中で︑それに疑いの眼を向けたのは笠井秋生氏である(注9 1 作
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この前提では正続﹁西方の人﹂で説得力のある論証をすることが

(aご は ど の

ロゾオは幸か不幸か精神病者の脳髄の上に聖霊の歩いてゐる
のを発見してゐた︒

(同前︑﹁ 3 聖霊﹂忠∞頁)

難しい現状が見えてきた︒このことから﹁クリスト
ように芥川の︿自画像﹀とかかわるのかという問題から︑﹁クリス

﹂を信仰対

﹁必しも﹃聖なるもの﹄ではない﹂・﹁勿論︑神とも異なる﹂と

(a)

(a)

象として見ていないのは明らかである︒では︑そのあとのロムプ

いう﹁聖霊﹂観には︑その子供である﹁クリスト

﹂自体がどのようにテクストに描かれているのかという問

ト
題へと軌道修正すべきであることに気づかされる︒
﹂はどのように描かれているのか検

ロゾオが発見した﹁精神病者の脳髄の上﹂にいる﹁聖霊﹂とは何

(a)

証していきたい︒まず言えることは︑﹁マリアは唯の女人だった︒

であろうか︒

では︑実際﹁クリスト
が︑或夜聖霊に感じて忽ちクリストを生み落した︒﹂(﹁西方の人﹂

ロムプロゾオの名はイタリアの精神病理学者として知られる︒

﹁通史日本の心理学﹂︿平成九・一一北大路書庖﹀には三浦関造

(aごは︑﹁マリア﹂を

母とする﹁人の子﹂であると同時に﹁聖霊の子供﹂(注 10) であ

訳﹃犯罪と遺伝﹄(大正五)のみが紹介され︑現在的な意味では犯

﹁
2 マリア﹂)とあるように﹁クリスト

る︒﹁マリア﹂は﹁永遠に守らんとするもの﹂(同前)であり︑﹁聖

間でロムプロゾオの名前から思い出される著作は﹃天才論﹄だっ

罪心理学の実績が評価されている︒しかし︑当時の文学関係者の
﹂の一体どのような

霊﹂は﹁永遠に超えんとするもの﹂︿同前︑﹁3聖霊乙である︑
(a)

たようである︒この著作は︑邦訳される以前に既に夏目瀬石﹃文

と本文は説明する︒しかし︑﹁クリスト

ところにそれぞれの菓性がみられるというのだろうか︑本文を追

学論﹄・厨川白村﹃近代文学十講﹄によって日本に紹介されている︒

ではその﹃天才論﹄で﹁精神病者﹂がどのように位置づけられ

あった﹂という(注 11)︒

田芳太郎氏によると邦訳﹃天才論﹄の出版は﹁おおいなる反響が

因みに邦訳は大正三年一二月に辻潤によってなされている︒久保

っていきたい︒

﹁聖霊﹂について︑次の文章はその実体を考えるのに重要なヒ

とするもの﹂である︒(略)聖霊は悪魔や天使ではない︒勿論︑

聖霊は必ずしも﹁聖なるもの﹂ではない︒唯﹁永遠に超えん

不明ならしむるものであるといわれ得るかも知れない︒

才そのものの特別な心徴を暖昧にし︑更に撮欄病の性質をも

全に︑あるいは不完全に天才に発見せられるということは天

憂欝病︑惇徳狂︑偏執狂等の知き種々なる心徴があるいは完

ているのかを確認すべく次に引用する︒

神とも異るものである︒我々は時々善悪の彼岸に聖霊の歩い

ントを与えている︒

てゐるのを見るであらう︒善悪の彼岸に︑ lilしかしロムブ

し
か
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人の病理学との聞には符合する点が沢山にあるのである︒否︑

く存しているのである︒(略)であるから︑天才の生理学と狂

原因によって発する多様な循環的妄想は︑特に撮痢病に著し

合におけるが如く︑不完全なる精神病の徴候と最も些細なる

られるようになった︒そして︑殆どすべての変質的心徴の場

と惇徳狂)にも付け加えられるのであるということが説明せ

衝動及び幻覚的妄想より離れて知何なる精神病(特に誇大狂

しながら︑最近における研究の結果は癒澗病の領域を拡張し︑

に若かないのを感じてゐた︒この海のやうに高まった彼の天

歳かの彼の感激に満ちた産物である︒彼はどう云ふ前人も彼

にどの位情熱を感じてゐたであらう︒﹁山上の教へ﹂は二十何

自身には大体歓喜に満ち渡ってゐた︒クリストは彼の詩の中

ちの中に時々ヒステリイを起しながら︒￨￨しかしそれは彼

一時代の社会的約束を踏みにじった︒彼を理解しない弟子た

ボヘミアンになった︒彼の天才は飛躍をつづけ︑彼の生活は

クリストは古代のジヤアナリストになった︒同時に文古代の

(﹁西方の人﹂﹁ 1 4 聖霊の子供﹂出品頁)

才的ジヤアナリズムは勿論敵を招いたであらう︒

人が天才となり︑天才が狂人となる事実を説明している︒彼

﹁ヒステリイ﹂を起す﹁クリスト (a)﹂はロムブロゾオ的﹁天

実際の連続すら存しているのである︒この事実はしばしば狂
らは勿論各別の特徴を備えてはいるが︑要するに単純なる天

才﹂観に近いものがあるだろう︒﹁聖霊の子供﹂である﹁クリスト

(
注 1 3 Y ﹁クリストは僅かに十二歳の時に彼の天才を示してゐ

があるということは︑言説として広く信じられていたようである

ここでいうように﹁精神病者﹂と﹁天才﹂との聞に密接な関係

説の作者﹂(﹁続西方の人﹂﹃ 1 5 クリストの言葉﹂)のことであ

という︒﹁ジヤアナリスト﹂とは﹁﹃嘗喰﹄と呼ばれてゐる短篇小

上の教へ﹂もまた彼の天才によって生み出された﹁産物﹂である

a
)﹂は︑﹁ジヤアナリスト﹂と位置づけられている︒有名な﹁山

才の特徴の変態に過ぎないのである︒(注12)

る︒﹂(﹁西方の人﹂﹁ 1 3 最初の弟子たち﹂)という用例もあるの

るとテクストの別の箇所で言われている︒この﹁天才的ジヤアナ

︿

で﹁聖霊﹂は﹁天才﹂の素質であると考えることが出来るだろう︒

リズム﹂がいかにすぐれているかを次に挙げる箇所は説明してい

のあたりにあるものを一度も利用せずにすましたことはない︒

直覚してゐた︒花嫁︑葡萄園︑瞳馬︑工人￨￨彼の教へは目

る︒クリストはあらゆるジヤアナリストのやうにこの事実を

くとも我々に迫って来るものは我々自身に近いものだけであ

我々は唯我々自身に近いものの外は見ることは出来ない︒少

﹂が狂人の素質を有しているといって
(a)

る

このことは﹁クリスト

いるようなものであって︑信仰対象としての神というよりは人聞

(a﹀﹂の﹁天才﹂はいかなる場面で発揮

の領域で捉えている︒言を繰返すことになったが注意が必要だろ

曹つ︒
さて︑ では﹁クリスト

されたというのだろうか︒次にあげる﹁天才﹂の用例を参照した

い

phυ

訓告
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ト教的ジヤアナリスト￨￨牧師たちは一度もこのクリストの

の傑作である︒抽象的な言葉ばかり使ってゐる後代のクリス

﹁善いサマリア人﹂や﹁放蕩息子の帰宅﹂はかう云ふ彼の詩

知り︑従って文人生に対する恐怖を抱いてゐる彼等にはこの

かなかった︒それは実に彼等には￨￨クリストよりも人生を

を招いたであらう︒が︑彼等はクリストを恐れない訣には行

E 頁)
(﹁西方の人﹂﹁ 1 4 聖霊の子供﹂ N

天才の量見の呑みこめない為に外ならなかった︒

に比べれば勿論︑後代のクリストたちに比べても︑決して遜

ここで言う﹁敵﹂が実際に﹁クリスト (a)﹂の前に立ちふさがるの

ジヤアナリズムの効果を考へなかったのであらう︒彼は彼等
色のあるジヤアナリストではない︒彼のジヤアナリズムはそ

﹂の天才を理解しないものたち

(a)

ではない︒しかし﹃クリスト

﹂の恐いもの知らずの理

の為に西方の古典と肩を並べてゐる︒彼は実に古い炎に新し

いて﹂いた︒逆に言えば﹁クリスト

(a)

は﹁クリストよりも人生を知り︑従って又人生に対する恐怖を抱
∞頁﹀
1MU

い薪を加へるジヤアナリストだった︒
(﹁西方の人﹂﹁1 9 ジヤアナリスト﹂肢吋

(a)

﹂は次第

由は︑﹁人生﹂を知らず︑﹁人生﹂に対する恐怖を抱いていないか

いえるだろう︒﹁人生﹂を知らなかった﹁クリスト

(a﹀﹂の話は報道的要

身近な事物を題材にして語る﹁クリスト

﹂の

らに他ならない︒ここで言う﹁人生﹂とは︑﹁人の子﹂の生き方と
(a)

にそれを知ることになる︒次項では﹁人の子﹂であることを﹁ク

‑4
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素もあっただろう︒そしてそのことは聞くものの心に現実的な問
題として﹁迫って来﹂ないはずはあるまい︒﹁クリスト

﹁天才的ジヤアナリズム﹂とは︑﹁善いサマリア人﹂や﹁放蕩息子

リスト

﹂が次第に自覚していく様子をテクストがどのように

の帰宅﹂のような即物的な﹁嘗喰﹂の当意即妙さに特性があるの

描いているかを見ていきたい︒

笠井秋生氏は﹁クリスト﹂について次のようにまとめた︒

(a)

である︒﹁クリストは彼のジヤアナリズムのいつか大勢の読者の為
に持て離されることを確信してゐた︒彼のジヤアナリズムに威力
のあったのはかう云ふ確信のあった為である︒﹂(﹁続西方の人﹂﹁ 9
﹂ の様子がここには描かれてい

リスト﹀は︑芥川の自画像ではなく︑︿超えんとするもの﹀と

(a)

クリストの確信﹂)︒己の﹁天才的ジヤアナリズム﹂に自信を得て
恐いもの知らずな﹁クリスト

一見恐れるものなどないかのような﹁クリスト (a)﹂

︿守らんとするもの﹀とに引き裂かれていた︑しかし結局は

﹁西方の人﹂に描かれる︿超えんとするもの﹀としての︿ク

だが︑寸分も隙がないわけではなかった︒一部引用が重複するが

する芸術家像と言うべきであろう︒(注 14)

︿守らんとするもの﹀に従わざるを得なかった芥川の︑憧慢
この海のやうに高まった彼の天才的ジヤアナリズムは勿論敵

しかし︑

四

次の箇所を見てみよう︒

る
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ない不十分なものである︒既に述べたように﹁クリスト︿ a﹀﹂は

a
)﹂ の﹃聖霊﹂の要素にしか注目してい
井氏の説は﹁クリスト(

﹁クリスト (a)﹂を﹁超えんとするもの﹂としか見ていない笠

へなければならなかったであらう︒最後に￨￨或は人気のな

ければならなかったであらう︒それから彼女自身の過去も考

哀れである︒ マリアはクリストの言葉の為にヨセフに恥ぢな

司頁)
N

い夜中に突然彼女を驚かした聖霊の姿も思ひ出したかも知れ

(a)

4'H'uv

the

(﹁続西方の人﹂﹁ 8 或時のマリア﹂

﹂ の造形

﹁人の子﹂でもある︒そしてこのことが﹁クリスト
に重要な要素であると思われる︒
﹁クリストはナザレに住んだ後︑ヨセフの子供でないことを知

リスト (a)﹂のもう一つの顔として﹁人の子﹂がテクストには刻

時から正に二度目の誕生をした︒﹂(﹁西方の人﹂﹁ 1 0 父﹂)︒﹁ク

前者よりも決して重大な事件ではない︒﹃人の子﹄クリストはこの

ひたち﹂) であった︒﹁クリスト

ことは羊飼ひたちを騒がせるほど︑醜聞﹂(﹁西方の人﹂﹁ 6 羊飼

﹁マリア﹂に思い出させてしまう︒﹁マリアの聖霊に感じて苧んだ

その裏返しとして夫以外の相手の子供を生んでしまったことを母

﹂が強調すれば︑

み込まれている︒浅野洋氏は﹁キリストには﹃聖霊の子供である﹄

の﹁天才的ジヤアナリズム﹂は﹁威力﹂を持った力強い活動であ

(a)

使命感よりも﹃ヨセフの子供でない﹄ことを知った疎外感や孤独

ったのは先に見て来たとおりである︒しかし︑その影で﹁醜聞﹂

﹁聖霊の子供﹂ であることを﹁クリスト

の方が人生のより重要な転機となったの意︒﹂(注 15) とこの箇

の種として周囲の目にさらされる母﹁マリア﹂は傷ましく弱い存

ったであらう︒或は聖霊の子供であることを︑￨￨しかしそれは

所について述べているが︑まさにその通りであろう︒﹁人の子﹂と

在である︒その弱い存在﹁マリア﹂の子であるにもかかわらず強

﹂の矛盾を︑﹁クリストよ

りも人生を知り︑従って又人生に対する恐怖を抱いてゐる﹂人た

(a)

﹂ の﹁聖霊の子供﹂として

して描かれる﹁クリスト︿ a
)﹂は︑﹁聖霊の子供﹂としての力強

いものとして振る舞う﹁クリスト

(a)

い性格と対照的に︑どこか暗い悌を宿している︒
クリストの父母は彼を見つけ︑﹁さんざんお前を探してゐた﹂

ちは受け入れることはできなかったであろう︒

自分を全くの﹁聖霊の子供﹂であると信じ︑﹁マリア﹂の子つま

と言った︒すると彼は存外平気に﹁どうしてわたしを=尋ねる
のです︒わたしはわたしのお父さんのことを務めなければな

りは﹁人の子﹂であることを忘れて人々に向かう﹁クリスト (
a
)﹂

クリストの母︑美しいマリアはクリストには必しも母ではな

りません﹂と答へた︒﹁されど両親は其語れる事を暁らず﹂と
動かすのは﹁其母これらの凡の事を心に蔵めぬ﹂と云ふ一節

かった︒彼の最も愛したものは彼の道に従ふものだった︒ク

の姿は次に挙げる箇所にも描かれている︒

である︒美しいマリアはクリストの聖霊の子供であることを

リストは文情熱に燃え立ったまま︑大勢の人々の集った前に

云ふのも恐らくは事実に近かったであらう︒けれども我々を

承知してゐた︒この時のマリアの心もちはいぢらしいと共に

ni
aq
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はマリアを憐んだであらう︒かがやかしい天国の門を見ずに

立ってゐたことであらう︒(略)しかしクリスト自身も亦時々

た︒マリアは定めし戸の外に彼の言葉を聞きながら︑情然と

大胆にもかう云ふ彼の気もちを言ひ放すことさへ樟らなかっ

た昔を懐がってゐたかも知れない︒

は名高いジヤアナリストになった︒しかし時々大工の子だっ

んじない心もちは我々にも決してない訣ではない︒クリスト

疑ひのない事実である︒(略)この名声の高まると共に自ら安

けれどもジヤアナリストとなった後︑彼の孤身を愛したのは

MS 頁)

﹁クリスト (a)﹂が﹁聖霊の子供﹂であることに飽きてきた様

(﹁続西方の人﹂﹁ 1 4 孤身﹂

ありのままのイエルサレムを眺めた時には︒.
(﹁西方の人﹂﹁1 7 背徳者﹂ Mua頁)
﹂が﹁マリア﹂を憐れむことはあった︒しかし︑

子が右に挙げた箇所に見える︒﹁大工の子だった昔﹂とは︑﹁聖霊

(a)

この時点では﹁人の子﹂を自分の菓性の一部として認めていない︒

の子供﹂であることを知る以前の﹁人の子﹂であった頃をさす︒﹁人

﹁クリスト
﹁クリストの一生の最大の矛盾は(略)彼自身を理解出来なかっ

﹂には︑それが失

の子﹂であった頃を懐かしがる﹁クリスト

(a)

たことである︒(略)彼の言葉はその外にも知何に我々人間の弱い

われてしまったユートピアのように感じられたのであろう︒

﹁クリストは﹃弧は穴あり︒空の鳥は巣あり︒然れども人の子

った︒﹁ソロモンよりも大いなるもの﹂を以てみづから任じて

クリストは十字架にかかる前に彼の弟子たちの足を洗ってや

﹂が悟る

は枕する所なし﹄と言った︒彼の言葉は恐らくは彼自身も意識し

ゐたクリストのかう云ふ謙遜を示したのは我々を動かさずに

(a)

しかし︑﹁人の子﹂であることは﹁聖霊の子供﹂であったときよ

りつらい現実を彼に教えた︒そのことを﹁クリスト

なかった︑恐しい事実を苧んでゐる︒我々は狐や鳥になる外は容

は措かないのである︒それは彼の弟子たちに教訓を与へる為

リ
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かと云ふことを教へてゐる︒しかも彼は彼自身もやはり弱いこと
を忘れてゐた︒﹂(﹁続西方の人﹂﹁ 1 2 最大の矛盾﹂)とあるよう
に︑彼自身が﹁人の子﹂つまり﹁弱い﹂存在であることはその生

易に時の見つかるものではない︒﹂(﹁西方の人﹂﹁3 7 東方の人﹂)︒

ではない︒彼も彼等と変らない﹁人の子﹂だったことを感じ

のは彼の生涯に幕を閉じる直前であった︒

ここで﹁然れども人の子は枕する所なし﹂と言った﹁クリスト

た為におのづからかう云ふ所業をしたのであらう︒(略)

﹂に忘れられていた︒

(a)﹂は︑己がよもや﹁人の子﹂としての憂き目を見るとは﹁彼

アは唯この現世を忍耐して歩いて行った女人である︒(略)或

(a)

自身も意識しなかった﹂であろう︒﹁聖霊の子供﹂として波に乗っ

はクリストの母だったと云ふ以外に所謂ニウス・ヴァリュウ

涯の大部分で﹁クリスト

ていた﹁クリスト (a)﹂は自分が﹁人の子﹂であるという﹁恐し

のない女人である︒弟子たちの足さへ洗ってやったクリスト

は勿論マリアの足もとにひれ伏したかったことであらう︒

い事実﹂を想像すらしていなかったのである︒
彼のジヤアナリズムや奇蹟は彼に人々を集まらせてゐた︒(略)

マ
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﹂

十字架にかかることを避けられないと感じた﹁クリスト (a)﹂

(﹁続西方の人﹂﹁ 1 1 或時のクリスト﹂混同頁)

クリストの悲鳴に過ぎない︒しかしクリストはこの悲鳴の為

見出すだけである︒﹁エリ︑ヱリ︑ラマサパクタ‑ごは事実上

霊の子供たちでないものは堆彼の言葉の中に﹁自業自得﹂を

(a}

に一層我々に近づいたのである︒のみならず彼の一生の悲劇

は己が弱いもの・﹁人の子﹂であることを悟った︒﹁クリスト
の最期の時についてテクストは次のようにいう︒﹁十字架の上のク

を一層現実的に教へてくれたのである︒

︿﹁西方の人﹂﹁3 2 ゴルゴダ﹂)民∞ iNS 頁)

リストは畢に﹃人の子﹄に外ならなかった︒﹂(﹁西方の人﹂﹁3 2
ゴルゴダ﹂)︒

﹂の十字架上の﹁悲鳴﹂
は︑﹁クリスト

(a)

(aごは︑﹁聖霊﹂を父に持つ自分が全くの﹁聖霊の子供﹂・﹁天

の悲劇を一層現実的に教へてくれた﹂とテクストはいう︒ここで

﹁人の子﹂に外ならない﹁クリスト

才﹂であると信じて恐いもの知らずな振る舞いをしていたところ︑

求心力となった﹁悲鳴﹂は﹁人の子﹂としてのものである︒﹁聖霊

以上見て来たように正続﹁西方の人﹂に描かれた﹁クリスト

己の処刑を前にやがて無力さを感じ﹁人の子﹄であることに気づ

の子供﹂として人々を引きつけた時とは違う︒対照的な例を挙げ

(a)

﹂)の後に生れたクリストた

﹂を﹁我々に近づけた﹂といい︑﹁彼の一生

かされる︒言い換えるならば︑生い立ちを踏み台に己の才能を信

るならば︑﹁彼(注・﹁クリスト

ゲヱテを愛するのはマリアの子供だった為ではない︒(略)我々の

﹂

ゲエテを愛するのは唯聖霊の子供だった為である︒﹂(﹁西方の人﹂

(a)

﹂は︑

/﹁わが神︑わが神︑どうしてわたしをお捨てなさる?﹂/

十字架の上のクリストは畢に﹁人の子﹂に外ならなかった︒

皮切心A・﹁動かす﹂為に﹁人の子﹂としての生涯を捧げた︑言わ

した︒﹂(﹁続西方の人﹂﹁2 2 貧しい人たちに﹂)とあるのは︑人

ジヤアナリズム至上主義を推し立てる為にあらゆるものを犠牲に
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(a)

じ奮闘・成功するも︑結局挫折を強いられるまでの人間としての

ちの一人﹂として﹁ゲエテ﹂が見られる︒この場合では︑﹁我々の

(aご を 位 置 づ け

ドラマが描き出されていると言えよう︒
では次に︑テクストはどのように﹁クリスト
ているか見ていきたい︒

(a)

﹁
3 6 クリストの一生﹂)とされる︒この点が﹁クリスト

と﹁ゲエテ﹂との大きな相違点であろう︒﹁クリスト

もまた人々をひきつけるのである︒﹁クリストのジヤアナリズムは

﹁聖霊の子供﹂としてだけではなく︑﹁人の子﹂としてのその一生

貧しい人たちゃ奴隷を慰めることになった︒(略)しかし彼の一生

勿論英雄崇拝者たちは彼の言葉を冷笑するであらう︒況や聖

はいつも我々を動かすであらう︒彼は十字架にかかる為に︑ーー

﹁クリスト (a)﹂が処刑される件をテクストがどのように捉え

五
ているかを︑再び一部引用を繰返すことになるが︑次に確認した

v
¥
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ば自らの死をジヤアナリズムの対象として人々に与えた︑﹁クリス

クリストを求めずにはゐられないのであらう︒﹂(﹁続西方の人﹂﹁ 2

︿
注 1) 正続﹁西方の人﹂に関連して芥川に信仰心を看取する

が残る︒今後稿を改め︑その他の問題と併せて考察したい︒

(a)

﹂ととる論が多いが果してそうだろうか︑筆者には疑問

2 貧しい人たちに﹂)などは︑﹁(注 1)﹂に挙げたように︑﹁クリ

﹂の葛藤の生涯が描かれていることは既にのべた︒しか

スト

ト (a)﹂に対する感嘆の心であろう︒

(a)

テクストに﹁聖霊の子供﹂と﹁人の子﹂との聞でゆれる﹁クリ
スト
し︑その悲劇を悲劇として鑑賞するレベルにテクストは留まって
いるのではなく︑さらにその生涯が人々の心を引きつける仕組み
を洞察しているのである︒

論は﹁我々はエマヲの旅びとたちのやうに我々の心を

燃え上らせるクリストを求めずにはゐられないのであ

リスト (a)﹂に語り手が惹かれていった理由は︑いわゆる信仰の

と判断を下す恐れがある︒しかし︑テクストを追っていくと﹁ク

見よ﹂)などの記述に接すると︑その時点でキリスト教信仰の告白

クリストの姿を感じてゐる︒﹂(﹁続西方の人﹂﹁ 1 再びこの人を

かしわたしは四福音書の中にまざまざとわたしに呼びかけてゐる

云ふ人を愛し出した︒﹂(﹁西方の人﹂﹁ 1

この人を見よ﹂)︑﹁し

以上で﹁クリスト︿ a
)﹂に関する考察を終える︒﹁クリストと

平成三年八月朝文社)は﹁私たちは︑骨骨砂脹によっ

名が挙げられる︒また︑佐古純一郎氏︿﹃芥川論究﹄︑

川龍之介とキリスト教﹄︑平成七年三月翰林書房)の

芥川・太宰と聖書﹄︑平成一 O年一一月)・曹紗玉氏(﹃芥

想﹄︑平成一 O年五月翰林書房)・奥山実氏︿﹃激石・

年三月筑摩書房)・河泰厚氏(﹃芥川龍之介の基督教思

て︑関口安義氏(﹃芥川龍之介とその時代﹄︑平成一一

てその証左とすることで共通する︒代表的な論者とし

おわりに

営みにはおさまらないところにある︒生前から死後に至るまで人

て認識されないキリストの認識が︑いかに的はずれに

らう︒﹂(﹁続西方の人﹂﹁ 2 2 貧しい人たちに﹂)を以

々を惹きつけた﹁クリスト (a)﹂の内面や振る舞いに注目してい

なるものかをまざまざと芥川のキリスト論によって教

に我々の心を燃え上がらせるクリストを求めずにはい

マ
マ

を否定する一方で︑﹁我々はエマヲの旅びとたちのやう

えられるであろう J (傍点ママ︑官︒頁﹀と︿信仰﹀

るのだ︒
また︑この考察は未だテクストの一部を見たに過ぎない︒﹁クリ
スト (b)﹂についての考察は全く手付かずのままである︒また︑
・(b) いずれに属するのか判断しづらい用例もある︒例え

られないのであろう︒/これは文字どおり芥川龍之介

(a)

ば︑﹁我々はエマヲの旅びとたちのやうに我々の心を燃え上らせる
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を芥川が最終的に信じていたということで︑信仰説の

のと思われるが︑ここでは神としてのキリストの存在

氏は︑︿信仰﹀という語をより厳密に捉えられているも

うことができるであろうJ C出 頁 ) と 述 べ る ︒ 佐 古

そのゆくてに望みつつ自らその生涯の幕を閉じたとい

ヱマオの旅人のように︑復活のキリストとの出会いを

が地上にのこした最後の文章である︒つまり芥川は︑

に︑彼の歩みを圧する抵抗感と挫折の意識が︑したた

な︑逆説的な機知を弄した比喰とも見える言葉のなか

た︒﹁天上から地上へ登る﹂に二見︑いかにも芥川的

論﹂︑昭和三六年九月﹃国文学研究﹄)で論争は始まっ

之介管見￨￨近代日本文学とキリスト教に関する一試

に引用しているのを佐藤泰正氏が批判する形(﹁芥川龍

る論争︒﹁地上から天上へ登る﹂と吉田氏が著書(前出)

一節について﹁地上から天上へ﹂の誤記か否かをめぐ

定性﹂を問題視し︑﹁結局﹃地上から天上へ登る﹄の誤

て笹淵友一氏は﹁この一句の﹃西方の人﹄の中での安

かに告白されている J と佐藤氏は述べる︒これに対し

一つとみなすことができるだろう︒
(
注 2) 中村真一郎﹁解説﹂﹃芭蕉雑記・西方の人﹄(平成三
年一 O月岩波文庫)
(
注3) 海老井英次﹁解説﹂﹃株儒の言葉・西方の人﹄(平成

書解釈は︑じっさい︑鼻もちがならないくらい誤謬に

として佐古純一郎氏(前出)のものがある︒﹁芥川の聖

100 聖書﹄(平成一一年六月作品社)︒同様の意見

(
注 4) 田川健三﹁あとがきに代えて﹂﹃日本の名随筆別巻

学1 0・近代編E﹄)・﹁﹃西方の人﹄論﹂(昭和四五年

透谷・芥川を軸として﹂(昭和四四年五月﹃講座日本文

究﹄)︒以後佐藤泰正氏は﹁近代文学とキリスト教￨￨

学とキリスト教・試論﹄﹂︑昭和三九年三月﹃国文学研

記説﹀の立場を取る︿﹁書評・佐藤泰正著﹃近代日本文

植か︑原稿の書き誤りと解するのが妥当﹂とする︿誤

満ちている︒信仰の書である聖書を信仰を通さないで

二月﹃国語と国文学﹄)などで︿反誤記説﹀を唱える︒

五年九月新潮文庫)

解釈したのだから誤謬はむしろ当然だったのかもしれ

之介﹃問中問答﹄と﹃西方の人﹄﹂(昭和六三年一二月

あるが︑佐藤善也氏﹁天使・悪魔‑Egg‑‑芥川龍

月︑明治書院)などで自論を展開する︒なお余談では

方の人﹄論﹂﹃明治大正文学の分析﹄(昭和国五年一一

の人﹄について﹂(昭和国一年一二月﹃国文学﹄﹀・﹁﹃西

対する笹淵氏は﹁芥川龍之介とキリスト教￨￨﹃西方
﹁三十七西方の人﹂﹃芥川龍之介﹄(昭和

ない︒﹂︒
(
注5) 吉田精一

一七年一二月三省堂)
﹁それは天上から地上へ登る為に無残にも折れた梯

(
注 6) 吉田精て前出︒
(
注 7)

子である︒﹂(﹁西方の人﹂﹁ 3 6 クリストの一生﹂)の

EA
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ず︑最近の注釈書である神田由美子氏﹃保儒の言葉・

︿誤記説﹀は説得力を増した感がある︒にもかかわら

︿平成五年五月双文社﹀所収)などの分析によって︑

二年七月﹃梅花短大国語国文﹄︑﹃芥川龍之介作品研究﹄

￨︿クリスト﹀は果して芥川の自画像か﹂(初出は平成

摘したのが︑御承知の通りロムプロゾオの功績です︒﹂

と云っても差支へありません︒その差別のない点を指

中になると︑まづ精神病者との聞に︑全然差別がない

っきりしてゐないのです︒況んやかの天才と称する連

で通ってゐる人間と精神病患者との境界線が︑存外は

学士・新田が﹁いや︑実際厳密な意味では︑普通正気

日1同年八月八日﹃大阪毎日新聞﹄)第二五章には︑医

西方の人﹄(平成七年九月改版新潮文庫)及び浅野洋

(﹃芥川龍之介全集﹄第五巻︿平成八年三月岩波書底﹀E

﹃立教大学日本文学﹄)・笠井秋生氏﹁﹃西方の人﹄￨

氏﹃芥川龍之介全集第十五巻﹄(平成九年一月岩波書

頁)と語っている︒

(
注 15) 浅野洋︑注 7参照︒

(
注 14) 笠井秋生︑前出︒

底)などは︿反誤記説﹀を支持する︒
(
注8﹀笹淵友一﹁芥川龍之介﹃西方の人﹄新論﹂(昭和五
二年三月﹃ノlトルダム清心女子大学紀要国語国文学

※正続﹁西方の人﹂の引用本文は﹃芥川龍之介全集第十五巻﹄(平

編﹄︑引用本文は﹃日本文学研究資料新集 2 0 芥川龍
之介・作家とその時代﹄︿昭和六二年一二月有精堂﹀

なおゆき)

成九年一月岩波書庖)による︒

(あいかわ

による︒)
(
注9) 笠井秋生︑注 7参照︒
(
注 10) ﹁西方の人﹂では第2 5章・第 2 6章・第2 8章
︑
﹁続西方の人﹂では第 1 7章で﹁精霊﹂の用例が見ら
れる︒誤記か︒
(
注 11) 久保田芳太郎︑﹁辻潤﹂(﹃日本近代文学大事典﹄
第二巻︿昭和五二年一一月講談社﹀出回頁)
(
注 12) ロムプロゾオ﹁天才論﹂(辻潤訳︑大正三年一二
月植竹書院︒引用本文は﹃辻潤全集第五巻﹄︿昭和五
七年五月五月書房︑さ∞1 5︒頁﹀による︒)

(
注 13) 例えば︑芥川の小説﹁路上﹂(大正八年六月三 O

ワ
白

FD

