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中島敦 ﹁プウルの傍で﹂
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﹁プウルの傍で﹂は中島の未発表の作品であり︑執筆時期も昭和八

は︑屈折した心情があったのではと推測される︒それもあってか︑﹁過

ただ︑彼は妻子と同居せず︑なぜか一人暮らしを数年間送る︒そこに

︑
rυ

ったものである︒確かに︑習作﹁ある生活﹂(昭和三年十一月)や﹁蕨︒
句

年頃としか分からない︒文学的完成度は高くなく (
1)︑﹁過去帳﹂(昭

と絡めて語るというも

去帳﹂にあった色濃い人生や青春の喪失感や不充足感が︑この作品に

V

るが︑それはいささか想像の気味があり︑取り戻すことのできない切

・竹・老人﹂(昭和四年六月)には︑主人公たちの憂欝が描かれてい

中島は︑昭和七年の夏に満州や北中国を旅行しており︑その帰途京

実な喪失感とは違うものだと思われる︒また︑﹁虎狩﹂や習作の﹁巡

査の居る風景﹂(昭和四年十一月)・﹁D市七月叙景﹂(昭和五年一月)

のように︑社会の問題を描き時代批判をするのでもないし︑また︑﹁下

回の女﹂(昭和二年十一月)や﹁ある生活﹂で試みられたような︑想

するのでもない︒﹁プウルの傍で﹂は主人公の過去の様々な︑彼にと

で﹂は︑初期の習作群と﹁虎狩﹂(昭和九年三月頃執筆)や﹁北方行﹂
︑
としての過去の回想という点で︑﹁虎狩﹂と近い関係にある (2) し

っては切実な出来事を通じて︑朝鮮という異境の地(だが︑中島には

像の中での恋愛という傾向があるが︑男女聞のドラマを主として造形

回想という性格で︑﹁斗南先生﹂(大部分は昭和八年九月頃までに執筆)

る
︒

少年時代を過ごしたかつての故郷)で自己分析や批判をするものであ

点で﹁北方行﹂とも縁がある︒

や﹁過去帳﹂などとも速なるし︑異境の地が作品の舞台であるという

(昭和八S十年頃執筆)・﹁過去帳﹂とを結ぶものである︒朝鮮を舞台

この作品と前後の諸作品との関連を概観するならば︑﹁プウルの傍

反映しているのは確かであろう︒

城に立ち寄り︑数日間友人宅などに滞在している︒その体験が作品に

のである︒

中学校のプ l ルで︑過去の回想を自己の︿性

和十一年頃執筆)系統の試作の一つだと推測される︒内容は︑作者の

学校に勤め︑同月末には長男が生まれ︑生活も安定し始めた頃である︒

昭和八年頃の中島と言えば︑三月に大学を卒業し︑四月に横浜の女
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も流れている︒これは︑それ以前の習作の作品にはあまり見られなか

はじめに

藤
面影を持つ主人公三造が︑かつて通学していた京城(今のソウル)の
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また︑作中の登場人物の幾人かにモデルが推測でき︑作中の三造の
身辺の出来事は︑作者の体験に基づいている可能性がある (3)︒特
に近親者の描写がそうである︒しかし︑その描写が﹁斗南先生﹂のよ

去の自分が現れ︑過去の出来事を回想するという︑意識の流れを描い
た一種の心理小説とも言える︒

作品中に︑その移り変わり(過去・現在の変転)が巧みに描かれて

しれないが︑継母や父との争いや︑また︑中島の文学には珍しい︿性﹀

昨日訪れた奉天と八年前の修学旅行時の奉天が重なり︑場面は過去に

一章では︑八年ぶりに訪れた母校のプlルで泳ぐ三造の念頭に︑一

いる︒以下︑作品の流れを簡単に見ておく︒

の事件などが私的に生々しく描かれている︒それらが事実そのままと

なる︒二章では棒高跳ぴの選手の姿から︑中学四年生の時分の回想が

うに︑批判はあっても無難なものであれば︑中島は後年発表したかも

いうよりも︑欠点を拡大するなどのマイナス方向にデフォルメされた

水の上に軽く浮いてゐた彼の気持を︑回想が静かに快くゆすっ

始まる︒継母のこと︑里山猫のことなどの回想が続き︑また︑現在に戻

研究者にも取り上げられることのほとんどない小編であるが︑この

た︒彼は眼をうすくあけて真上に拡る夕方の空を見た︒少年の日

可能性を否定できない点に︑文学に高い理想を求める中島 (4) にと

作品に描かれたもの︑特に主人公や女性の造型︑および彼らの関係の

の青空は︑今見上げる空よりも︑もっと匂やかな艶がありはしな

る︒その時の三造の状況を︑次に引用する︒

描写などを見ていき︑前後の諸作品との関連や作品の特色を︑本文を

か っ た か ? 空気の中にも︑もっと︑華やかな軽い匂ひがあった

っての︑この作品の未発表の一つの理由が想像される︒

読み解くことにより考察していく︒

のではなかったか?思出したやうに吹いてくる風は︑時々︑濡

れた顔を心地よく撫でて行った︒三造は︑旅の疲れのものうさと︑

帰郷の心に似た情緒との交った甘ずっぱい気持で︑長々と水の上

に伸びをするのであった︒(二)

続いて︑猫を交えた父との語いの回想が語られ︑また︑現在に戻る︒

﹁プウルの傍で﹂は全三章で構成されている︒と言っても︑二章が
作品の三分の二以上を︑一箪がその残りの大半を占め︑三章は﹃中島

h︑足をパタ/¥させて︑ク

追憶が今度は苦︿彼の心を噛んだ︒いきなり彼は水の上で身を

ひるがへすと︑顔を見ずにつけたま

敦全集﹄で言えば1 ページ分しかない︒(因みに︑﹁プウルの傍で﹂は
全口ベ!ジである︒)

夏の午後と︑過去である彼の中学時代とのこつに分けられ︑現在と過

の汚らしい女の子の後姿が︑彼に︑彼の最初の妖しい経験を思ひ出さ

その後︑彼はプl ルの傍に来た十一・二歳の朝鮮の少女を見て︑﹁そ

ロオルの真似事をやり出した︒

去が交互に登場する構造になっている︒プールに作む三造が旅行の疲

せる﹂︒この経験の描写が︑﹃中島敦全集﹄で言えば︑以降6 ページ分
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れとものうさと︑かっ︑思い出の地﹁京城﹂にいることによって︑過

また︑作品内の︿時間﹀は︑作品の現在である三造がプl ルにいる
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である︒

続く︒全体が幻ベ1ジであるから︑作品の四分の一以上を占める事件

れが﹁過去帳﹂ほど強くないのは︑主人公が置かれている状況の違い︑

に﹂でも触れたが︑作中には青春への回顧の情が底にある︒ただ︑そ

プウルの上を渡る風が︑そろ/¥寒くなってきたゃうである︒

方の遣いが︑作品の雰囲気の遣いを生じさせていると考えられる︒つ

帳﹂の方は卒業数年後の勤め人故であろう︒青春へのスタンスの取り

即ち︑三造は︑現在中学を卒業して大学生であるのに対して︑﹁過去

半身を水から出して立ってゐた三造は︑くしゃみを一つすると︑

まり︑意識の上でのことだが︑前者は青春晩期にしても︑まだその中

その三造の冒険の描写が終わると︑また場面は現在に戻る︒

もうあがらなければいけない︑と思った︒(中略)やっと上がり

婦街に行っていたという友人の証言がある (81 だが︑その時の体

ある (7)︒一つの傍証として︑中島が昭和七年の京城滞在の時︑娼

るが︑娼婦との経験(や上級生による暴力)が事実かどうかは不明で

いっていない︑関連して父とも誇いがあったであろうことは想像され

作者が中学四年生あたりから不良がかっていくことや︑継母とうまく

作文に登場する猫と似ているとの友人の証言がある (6)︒しかし︑

例えば︑父との語いとの原因となった黒猫は︑中島の中学校時代の

の可能性もあるということである︒

この作中の出来事の多くは作者の実体験の可能性もあるが︑逆に虚構

による暴力などである︒注意しなければならないのは前述のように︑

なものは主人公の中学校生活・彼と父の語い・娼婦との一夜・上級生

ソードによって成り立っており︑ それらを再度まとめて言えば︑主要

前節でも見てきたように︑﹁プウルの傍で﹂は︑過去の様々なエピ

いうことである︒

にいるのに対して︑後者はそういった時代を通り過ぎた位置にいると

てしまった︒

時間の移り変わり︑夕暮れの進行と共に夏の終わりをも連想させて︑

グピイの選手達が練習をしてゐたにと照応している︒

動場には誰もゐなかったにとあり︑作品冒頭の﹁グラウンドではラ

三章の冒頭は﹁ラクピイの選手達はみんな引き揚げてしまって︑運

この﹁妖しい体験﹂とその後の制裁に充てられている訳である︒)

制裁に関する事柄が2 ページ分近くあるから︑実に作品の三分の一は︑

しく感じ﹂させるのである︒(付け加えて言うと︑この上級生による

た︑あの﹃肉体への屈服﹄と︑﹃精神への蔑視﹄とを︑彼は再び事新

い中学生へのひけめと相まって︑文末の﹁上級生に打たれた時に感じ

かれる (51 この感情が︑現在に戻った三造が眼前に見るたくまし

生による暴力と︑それに対する三造の﹁償り﹂や口惜しさなどiが描

なかろうが︑次に︑﹁妖しい経験﹂の後に彼を襲った﹁制裁﹂ 1上級

して︑飛び立ってしま﹂う︒怪我と不吉な雰囲気の鴻からの連想では

発見する︒そこで︑彼が近寄っていくと︑﹁璃は短い濁った鳴声を残

怪我をした三造はプl ルから離れるが︑傍の木に朝鮮国仰がいるのを

，
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過去と現在の流れる﹁時間﹂の性質を暗示してはいまいか︒﹁はじめ
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きった時︑右の手が滑って︑たたきの角で一寸肘の所を擦りむい
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造が﹁ポオルとヴィルヂニイ﹂を読みながら︑娼婦の横で何もせずに

と一夜を過ごしたというのは虚構の感じがする︒何故なら︑作中で三

験が作品の描写に役立っているのは確かにしても︑中学生の時に娼婦

がゴロ/¥と咽喉を鳴らすのを聞きながら︑その柔かい毛の感触

学校の時から飼ってゐた大きな黒猫を抱いて寝た︒その真黒な獣

愛されなかったやうに思はれる︒(中略)夜になると︑彼は︑小

一匹の黒猫を例外として︑彼は誰をも愛さなかったし︑又誰にも

うな時だけ︑彼は︑その肉親に対する軽蔑や憎悪を辛うじて忘れ

一夜を過ごしたというのは︑小説の題材としては面白いが︑どこか作

いずれにしても︑この冒険が後の上級生による制裁の原因となり︑

ることが出来た︒決心した通り︑彼は決して家族と言葉を交さな

を明喉や顎のあたりに感じながら︑彼は毎晩寝に就いた︒そのや

その暴力に対する三造の心情1 ﹁肉体への屈服﹂と﹁精神への蔑視﹂

ミコ
:
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り物の感じがするからである︒

ーを生じさせる︒ただし︑この三造の心情は︑作者としては意味を持

一
一

みと成長が分かるようになっている︒やはり︑﹁プウルの傍で﹂は中

の面の彼の姿やその後が描かれていて︑断片的描写ではなく︑彼の深

似通っているが︑﹁虎狩﹂では︑そこから越の詳細な描写が続き︑別

定できない (91 これは︑﹁虎狩﹂で上級生に殴られる越の心情とも

つのだろうが︑作品では問題提起で終わっており︑中途半端の感は否

尾l ﹁十年前の彼は︑自分が伯父を少しも愛してゐないと︑本気で︑

気味であり︑晩年(昭和十七年)に付け加えられた﹁斗南先生﹂の末

測される︒ただし︑作中に描かれた家族への軽蔑や憎悪は︑多く誇張

し︑周辺の人々の証言から考えて︑似たようなことはあったものと推

小動物への主人公の愛情は︑﹁北方行﹂や﹁過去帳﹂にも出てくる

今にして驚くの外はない︒﹂ーのように︑それは自己中心的な感慨で

ろう︒回想であることや中学生という限界はあるにしても︑それまで

ことに満足を覚えるような学生時代を過ごすが︑次の描写から︑彼に

孤独感の中にいた三造は友人たちと背伸びして︑学校の規則を破る

あって︑後年の中島にとっては反省の対象となったろう︒

の習作群には見られなかった︑一歩踏み込んだ︿性﹀を持つ主人公の

は性欲とロマンティシズムが混在しているのが分かる︒

れる性欲に直接結びつくものではない︒伏線の一つは︑黒猫への愛情

とは遣い︑﹁時として︑どうにもならない爆発的な力﹂(二)と表現さ

こっそりと継母の美顔水をつけたりして︑ふら/¥と街へ出て行

彼はぢつとしてはゐられなかった︒彼は顔の面胞を気にしながら︑

街の灯であった︒夜になって︑街に灯がはひり出すと︑どうにも

hり立てたのは︑夜の

と裏腹にある彼の孤独感であり︑何かを求める彼のロマンティシズム

った︒何か空気のふくらむものがはひってゐるかのやうであった︒

それにもまして︑たまらなく彼の気持をそ

であろう︒

娼婦との一夜の冒険は︑それまでの作中の春画や﹁不自然な性行為﹂

描写がそこにある︒

小説佑しようとした姿勢とその内実を︑点検・評価していく必要はあ

だが︑娼婦との一夜の描写は作品のクライマックスであり︑それを

さう考へてゐた︒人聞は何と己の心の在り処を自ら知らぬものかと︑
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断と中途半端の感が否定出来ない︒
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甘い白粉の香は︑少年の三造を途方もない空想に駆立てた︒

べてが美しく見えた︒さういふ夜︑若い女とすれちがった時の︑

飾窓の装飾も︑広告燈も︑朝鮮人の夜庖も︑灯の光の下では︑す

のいきほひに女は驚いて手を放し︑瞬間︑許しを乞ふやうな女ら

音がした︒彼の上衣のボタンが二つ三つ土の上にころがった︒そ

もう一度烈しく女を突飛ばして身を退いた︒ピリツと布の裂ける

三造には性欲と共に︑﹁訪僅を好む気質﹂(﹁斗南先生﹂)があり︑彼

女は嬉しそうに笑って頭をふった︒﹁返してくれょにと彼はむき

った︒﹁ボタンを返してくれ︒﹂と︑彼は手を出しながら言った︒

しい表情を浮べた︒が︑すぐに今度は︑急いで︑そのボタンを拾

の言動や心情の多くは︑﹁ロマンティシズムにエグゾティシズムにそ

になってもう一度言った︒女は又笑ってボタンを見せながら︑後

(二)

﹀られたため﹂(﹁斗南先生﹂)ではないか︒

の家を指して︑不器用な口つきで言った︒﹁アガンナサイ︒﹂

".旬、

ものの半丁も歩いたかと思ふ頃︑後からパタ/¥と小刻みな足音が聞

女は小柄であった︒まだ子供だらうと思った︒描眉毛もうすく︑

回想の中核をなす娼婦との冒険は︑ある晩︑﹁一人の友達と一緒に

いった心情と冒険心から︑﹁二人は何のこともなく微笑し﹂て︑娼婦

鼻もうすく︑容もうすく︑耳も肉がなく︑小さかったが︑大きな

え﹂︑女がボタンを返しに追ってきた︒三造は︑街灯の下で女を改め

街へと通じる道を歩いて行く︒そこでは︑﹁低い土造の朝鮮家屋の門

朝鮮人らしくない︑くり/¥した目附が割にその顔を派手にして

街を歩いてゐる﹂時から始まる︒家族との反目から﹁三造は家へ帰り

毎に︑真白に塗立てた女達が四五人づ﹀立ってゐ﹂て︑不慣れな日本

ゐた︒下袴はうすい紅で︑右の腰のあたりで︑大きな蝶結びに結

て見る︒

語で呼びかけ︑﹁しつこく彼等を雌さなかった︒﹂︒その結果︑﹁彼等は

ぼれてゐた︒安物らしくピカ/¥光った上衣の袖から︑華著な小

ボタンを渡すために女は三造の手を求めた︒彼は手を出した︒

すっかり狼狽し﹂逃げ出すと︑﹁そこの角を一つ曲った所に︑思ひが
ってゐ﹂るのを見る︒三造は︑女に﹁どうしたはずみか︑ひょいと﹂

少女はボタンを置き︑そのま h自分の手を彼の手の中に握らせた︒

さな手が出てゐた︒

笑いかけてしまう︒女は勘違いして︑﹁小さな手で︑しっかり彼をつ

﹁キナサイ︒﹂

まへぢっと真直々に三造の眼を見上げて言った︒

柔かく冷たく︑しめり気のある感触であった︒少女はその姿勢の

ろけたが︑彼の制服の上衣をつかんだ手を隠さなかった︒三造は

彼は反射的にその手を払ひのけた︒女は案外弱く︑よろよろとよ

かまへ︑もう一度笑ひながら﹃イキマセウ﹄と言﹂う︒

けなく︑又小さな低い土の門があって﹂︑﹁今度はたった一人の女が立

たくな﹂く︑﹁出来ることなら︑何時迄も歩いてゐたかったよ︒そう

女がボタンを返さないので︑彼は腹を立てて︑歩き出す︒﹁彼等が

三造はしばらく女を院んでゐた︒

一
一

、
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はちがった種類の混乱を感じた︒彼は︑彼の手の中にある少女の

を請求するやうな態度であった︒三造は︑妙な混乱をl先刻のと

ぞれは少しも帽を含んだ態度ではなかった︒あたりまへのこと

ぅ︒ただし︑ それが近親者ではなく︑他人である一娼婦ヘであった点

伯父が死ぬ時に︑主人公が感じた﹁不思議な感動﹂に近いものであろ

をいとほしく思はせる﹂心情と繋がっていようし︑﹁斗南先生﹂での

故に︑﹁家のものは皆︑彼女をひどく嫌った︒それがまた彼には︑猫

かり握﹂り︑﹁黒瞳でかれを見上げた︑その表情に︑その時︑はじめ
て煽らしいものが現れ﹂る︒三造はそれを振り切って去ろうとするが︑
﹁三十歩ほど歩いてから振返ると︑先刻の街灯の下に︑まだ︑あの少
女の立ってゐるのが小さく見えた︒﹂︒彼は友人に嘘を言い︑﹁自分の
興奮と動停を静めるために︑ことさらに大股に︑今おりて来た坂道を
また登り始め﹂︑彼女に会いに行く︒
ボタンを返してくれた少女の善意と︑﹁柔かく冷たく︑しめり気の

いが自然な恋心(とまで言えなければ︑同情心)の発動の描写が︑こ
こにはある︒

場面は彼女の部屋に移る︒﹁その部屋は天井の低い三畳ほどの温突

で﹂︑﹁少女は彼を連れて部屋にはひると︑堅い床の上にペタリととん

ぴ足に座って︑鏡をのぞいて紅を脅にきした︒﹂︒三造は買春のために

姿が︑彼をして彼女の元に行かしめた︒それは明らかに性欲からでは

え︑その場を去った後の﹁街灯の下に︑まだ︑あの少女の立ってゐる﹂

それと知らないで︑ しゃべってゐるのは︑彼女の表情とちぐはぐ

がら︑変な日本語を使ふのが︑彼に妙な気持にさせた︒(中略)

弱々しさうな身体つきと顔立をした少女が︑やさしい表情をしな

ではなく︑値段の交渉をする︒

なく︑客のいない彼女への同情からであろうし︑先程は逃げた臆病心

な滑稽なものを感じさせた︒

た時のものとは遣い︑娼婦ではなく︿少女﹀の与えるものだろう︒別

とする︒それを受けてか︑呼称も﹁少女﹂から﹁女﹂に変わる︒しか

三造は少女に惹かれるが︑彼女は娼婦として︑自分の勤めを果たそう

一種のエキゾティシズムと相まって描かれている︒

れた後も彼を見ている﹁少女の立ってゐる﹂姿が︑彼には愛情の存在

い︑﹁よく風邪をひいて︑くしゃみをしたり︑滋を垂らしたり﹂する

な彼が答えたのである︒それは︑彼の飼い猫がっつすよごれて艶を失﹂

伝えようとするが︑うまく伝わらない︒女は三造に︑往来のやり取り

い︒彼は︑﹁自分の意図﹂

1 ﹁かういふ所を見に来ただけ﹂ 1を女に

し︑三造は性欲から︑即ち買春をしようとして︑ここに来た訳ではな

、
ー
‑
'

を感知させたのではないか︒いわば孤独な彼女の可憐な誘いに︑孤独

少女の魅力が︑

を破ろうとする背伸びによる冒険心や好奇心もあったものと思われる︒

ある﹂手の感触や︑黒瞳の訴えるものなどが︑彼に﹁妙な混乱﹂を与

は注目に値する︒習作の﹁ある生活﹂や﹁下回の女﹂で欠けていた幼

小さな柔かい手を強く握って︑﹁さよなら︒﹂と言った︒

一
一

彼はその場を立ち去ろうとする︒﹁とっさに少女は﹂﹁彼の手をしつ

、
‑
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つまり︑彼の抱いた﹁妙な混乱﹂は︑先刻の娼婦たちから逃げ出し
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︿︑彼が再度やって来た時には︑商売気を離れたものを感じていたの

から推測しても︑稼々ためだけの﹁好意﹂を見せかけていたのではな

なり︑やさしい調子で言った︒

べながら︑手を出さうとしなかった︒彼はふと︑女が可哀さうに

の上に重ねた︒彼女は︑更に恐れたやうに︑三造と銀貨とを見較

あった︒(二)

って︑今度は︑ほんたうに︑身仕舞をして︑床にはひったゃうで

女はまだ怪訪な表情を続けてゐた︒(中略)その中に女は立上

お前だけ寝ればい︑ふんだよ︒﹂

﹁い︑ふんだよ︒怒ってるんぢゃないんだ︒い﹀から銭をとって︑

ではなかろうか︒ただ︑彼女のその愛情の表現は︑﹁売春﹂という行
為である︒三造の好意(愛情)は︑金による押しつけたものという面
ゃ︑年齢による幼さという面はあるにしても︑性欲から彼女を抱かな
いところにある︒両者の思惑が異なった結果︑女は困惑せざるを得な
くなる︒
女は彼を訊ねるやうな眼附で見上げた︒

以上が︑上級生による制裁を除く﹁妖しい体験﹂の顛末であり︑最

終文の﹁床にはひったゃうであった﹂という推測が︑この夜の締めく

女は全く当惑しきってゐた︒
女は手持無沙汰で困惑した面持であった︒(二)

くりと︑三造の位置!善意ではあるが︑彼自身も余裕がなく困惑して

また︑引用文中の﹁彼が機嫌を悪くしてゐる時︑それに据びようと

いるlを象徴していよう︒

三造は彼女に︑自分を放っておいて﹁寝るんだよ︒﹂と繰り返す︒
しかし︑彼自身も余裕があるわけではなく︑持参した小説を読んで時
間を費やそうとするが︑﹁気が散って︑同じ所を幾度読んでも︑中々

女は益々困ったやうな︑泣笑ひのやうな表情をした︒彼女には︑

かった︒彼はふと︑女が可哀さうになり︑やさしい調子で言った︒﹂

更に恐れたやうに︑三造と銀貨とを見較べながら︑手を出さうとしな

する彼の黒猫の眼が︑今のこの女の表情に似てゐた﹂や︑﹁彼女は︑

どうにも︑客の気持がのみこめないのであった︒彼女は︑聞の抜

からも分かるように︑女の恐れが三造にやさしさをもたらすのである︒

意味がとれ﹂ず︑﹁読んでゐるふりを続けて﹂いたのである︒

けた︑困惑しきった微笑を︑浮べて横に首を曲げながら︑婿びてい

彼の孤独な心が癒され︑他者との心の交流を感じる時だろう︒実母を

って黒猫が唯一の救いであったように︑少女の存在はそれに近い︒

知らず︑二人の継母に愛されることもない︑自己嫌悪の強い三造にと

﹀ものか︑どうか︑といふ風に︑客の顔色をうか立った︒
(一一)

三造は︑女に﹁やや烈しい口調で﹂寝るように指図すると︑﹁彼女

彼が機嫌を悪くしてゐる時︑それに据びようとする彼の黒猫の眼

のかもしれない︒後に︑﹁北方行﹂で無軌道な生活を送る伝吉を打っ

弱者の悲しみが︑三造を打つのである︒彼は弱者に︑自分自身を見る

だが︑その奇妙な状態には注目せざるを得ない︒他者に庇められる

附が︑今のこの女の表情に似てゐた︒突然彼は上衣の内ポケット

たのが︑同棲相手の連れ子である二歳の男の子の孤独であった︒伝吉

は怯れたやうに身を退﹂く︒

から財布を出し︑五十銭銀貨を四つ取出して︑それを彼女の鏡台

‑4
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を﹁ある生活﹂のマサキのように︑弱者としてだけ考えるのは偏って

心情的に重なり得るということを暗示してはいまいか︒ つまり︑中島

倍浄と﹁優者﹂としての三蔵法師の両存在のように︑どこかで作者は

るのではないか︒また︑その延長線上に︑﹁悟浄歎異﹂中の弱者たる

は弱者に自己を見るのと同時に︑相対的に︑強者としても存在してい

情・愛情・共感があるーその背後には︑作者がいよう!とすると︑彼

ろう︒同様に︑﹁プウルの傍で﹂の娼婦の如き弱者に対する三造の同

は男の子の孤独な姿にかつての自分(﹁母を知らぬ少年﹂)を見たのだ

ろう︒が︑伝吉たちの持つ女性への不信感や幻滅に近いものを︑回想

帳﹂や﹁北方行﹂の主人公たちが︑現在の三造の延長線上にいるのだ

即ち︑彼は︑不充足の状態に陥ろうとしているのではないか︒﹁過去

感じている︒この状態は︑﹁北方行﹂の伝吉の無気力さを連想させる︒

華やかな軽い匂ひがあったのではなかったか? ﹂(二)と︑三造は

もっと匂やかな艶がありはしなかったかっ・空気の中にも︑もっと︑

弛緩した状態にあろう︒﹁少年の日の青空は︑今見上げる空よりも︑

感に満ちた娼婦との出来事と違い︑現在の三造は旅の疲れも加わり︑

や青春の盛りを過ぎたような焦りや物愛げなものが漂っている︒緊張

いない︒と言っても︑現在の三造がそうだという保証はない︒むしろ︑

いるのかもしれず︑彼の中には︑見る者1作家として見る者ーとして

だが︑﹁プウルの傍で﹂の三造は︑相対的に少女に対しては︑強者

過去の自分の純情さや︑それ故の葛藤を噛みしめているのかもしれな

される三道(﹁プウルの傍で﹂)は︑彼が中学生であるためか︑持って

として対するが︑弱者に同情・共感するし︑ 一般人のように彼女を蔑

ぃ︒八年後の三造は倦怠の中にいる︒

三章ではラグビーの選手たちのいなくなったグラウンドゃ︑﹁ゴオ

ぴた紺色に変りつ﹄あ﹂る情景が描かれる︒ただ︑プ1 ルには競泳の
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の強者がいるのかもしれない︒

視していないことを確認しておきたい︒逆に︑彼は肉体的優越者に対
して︑卑屈な思いを抱いている箇所が散見される︒彼は自覚的にとま
では言えないにしても︑弱者と強者の間で動いている︒
次に︑この事件(娼婦との一夜)に対する現在の三造の思いを考え
ると︑この事件に接続していく文章(本稿一節で引用したもの)に︑
三造は怪我をして垂れる血を見て︑﹁他人事のやうに締麗だなと思﹂

選手の二人の中学生が泳いでいる︒彼らは︑﹁鮮やかな泳ぎぷりで・

ルだけが寂しく残って・日はすでに落ちて・空の色は次第に黒みを帯

ぃ︑朝鮮鴻の描写へと続く︒ここに描かれる果︑さやくしゃみ・血・朝

良い体格をしてゐた︒﹂︒三造は自分の貧弱な身体と比べて︑彼らを﹁此

丁度何年か前︑上級生に打たれた時に感じた︑あの﹁肉体への屈

鮮鴻などのイメージを連続させてみると︑これは﹁妖しい経験﹂への︑

いないだろうか︒それらは夏の盛りを過ぎたイメージであり︑ ロマン

服﹂と︑﹁精神への蔑視﹂とを︑彼は再び事新しく感じるのであ

の上なく羨ましいもの﹂に思い︑次のように感じ︑作品は終わる︒

ティシズムの持つ華やかなイメージとは遣い︑どこか前途への不安感

拡大して言えば︑少年時代への現在の三造の思いや位置を暗示しては

その解答があろう︒

五
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った︒
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これらは︑前述したように問題提起で終わるが︑﹁虎狩﹂︑続いて﹁か
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るが︑他者に与えられる愛として︑彼の進むべき一つの道として示さ

れる︒﹁プウルの傍で﹂執筆時期頃の作品では︑まだそれは明確にさ

娼婦との一夜に表れたような︑自己の︿実感﹀・︿生﹀ではなかったか︒

れておらず︑問いかける入り口にすぎなかった︒恐らく﹁プウルの傍

容れるなどといふ事は意地からでもしないけれども︑たとへば︑

主人公の感情の起伏の激しさは青春の混乱であり︑それはコントロl

まことに意気地の無い話だが︑私は︑暴力1腕力に対して︑ま

殴られたやうな場合︑どんな態度に出ればいいのだらう︒此方に

ルされなければならない︑たとえそれが青春の終わりだとしても︑作

で﹂で彼の書きたいものは︑そういった観念的テ1 マよりも︑過去の

腕力が無いから殴り返す訳には行かぬ︒口で先方の非を鳴らすっ・

やがて︑中島の暴力への対応の苦慮は︑﹁内なる貴さ﹂を併せつつ︑

家たらんとする者にとって︑自己は制御・解明されなければならない

が︑(傍人に見えるのは差支へないとして)自分に意識されて立

運命や時代の悪および不条理への抗議の念や悲しみと拡がり︑それに

さういふ時の自分の置かれた位置の惨めさ︑その女のやうな哀れ

派とは思へない︒(中略)暴力の侵害(腕力ばかりでなく︑思ひ

苦しむ人々l例えば﹁山月記﹂の李徴や﹁李陵﹂の司馬遷や李陵など

と︑意識されていたのではないか(印)︒そのためにも︑自己の葛藤

がけない野卑な悪意︑誤解なども之に入れていい)に打克つだけ

ーを作品の対象に選ばせ︑作者の共鳴により︑作品と作者自身が共振

な館舌が厭なのである︒その位なら︑いっそ超然と相手を黙殺し

のカを備へてゐるのは結構に違ひないが︑相手に対抗し得る腕力

していき︑彼らの苦悩や自己主張の姿を生彩あるものにさせたのであ

や混沌は︑何度となく書かれなければならなかったのだろう︒

・権力を有たないでゐて︑(或ひは有ってゐても︑それを用いず

ろう︒

敬してもよいと思ふ︒それはどんな方法によるか︑私には想像も
つかない︒(四)

﹁プウルの傍で﹂は︑様々な回想を作中に取り込みつつ︑過ぎゆく

に)唯精神的な力だけで悠揚と立派に対処し得る人があれば︑尊

た方がましだ︒併しその場合にも猶︑負惜しみ的な弱者の強がり

るで対処すべき途を知らぬ︒勿論︑それに屈服して相手の要求を

﹁かめれおん日記﹂から該当部分を︑次に引用する︒

は逆の場合の対処の仕方への問いかけである︒

中島はその解答を考え続け︑作中で一つの解答を出す︒それが︑後

園町』
苗な

この点を考えると︑この時期の中島にとって︑それらは作品で展開し

u
g

年の﹁倍浄歎異﹂中の三蔵法師の持つ﹁内なる貴さ﹂であろう︒それ

5暴

たいテl マだったと思われる︒つまり︑肉体的弱者として︑知何に他

でペ

は精神的な高みにあるため︑弱者である倍浄には得られないものであ

ウルの傍で﹂から引き続いてのものだろう︒

い主

者と関わるかという倫理的な疑問である︒これは︑弱者である娼婦と

めれおん日記﹂でも主人公の感慨や問いかけとして繰り返されている︒
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青春への思いを渉ませながら︑︿性﹀を前面に出し︑中島のこの時期

深く分け入っていくのに対し︑他方は逆にある特定の対象へと

昭和六十年四

平成元年三月)

この事件の描写が後に︑﹁虎狩﹂の越への制裁事件の造型に

の遺稿である﹁章魚木の下で﹂にもっとも端的に表れている︒

中島の文学の理想の高さは︑様々な小説に散見されるが︑彼

のことなど﹂(﹃中島敦・光と影﹄新有堂

小山政憲﹁﹃校友会雑誌﹄その他のこと﹂︑杉原忠彦コニ角地

ウルの傍で﹂のモデルの一人だという指摘(小山氏)もある︒

ら︑学校をさぼり始めたのも事実らしい︒また︑杉原氏が﹁プ

庭の不幸はよく知られたものであり︑彼が中学生の四年生頃か

中島の中学生時代からの友人たちの証言によれば︑中島の家

月)

﹁﹃北方行﹄の一側面﹂(﹃中島敦論考﹄桜楓社

回想が外に向かっていくのである︒﹂という指摘がある︒

(3)

のテl マ1他者と如何に関わるかという問いと︑どう対応していいか
分からず混乱する自己の分析1を︑考えようとし始めた作品であり︑
次なる飛躍のために︑過去を眺めやり整理しようとした作品であると
言えよう︒だが︑そのためには︑﹁北方行﹂や﹁過去帳﹂の文学的模

(4)
(5)

影響を与えていよう︒

(6) 伊東高麗夫﹁興味ある存在︑中島敦﹂(﹃中島敦・光と影﹄新

となる﹂と評価している︒また︑鷺只雄氏は﹁回想の核をなす

の伝吉の回想によれば︑﹁初めて知ったのは中学の四年の時︑

(7) 中島のこの時期の女性遍歴の実体は不明であるが︑﹁北方行﹂

平成元年三月)

ものは朝鮮や満州のエキゾティックな風物と性への目ざめ﹂だ

年上の友人にさそはれて行った私娼窟でであった﹂(第三篇・

平成

それ故に︑他の作品で同テ1 マを展開する必要があったとも

元年三月)

山崎良幸﹁中島君を憶う﹂(﹃中島敦・光と影﹄新有堂

一一一)とある︒断定はできないが︑中学四年の時に︑何らかの事

平成二年五月)

件があったのかもしれない︒

昭和五十二平九月)
鷺只雄﹁﹃虎狩﹄﹂(﹃中島敦論﹄有精堂

奥野政元氏に﹁同じ回想ではあっても一方は自己の内面へと

(9)

潰川勝彦﹁﹃虎狩﹄まで﹂(﹃中島敦の作品研究﹄明治書院

(8)

とされ︑﹁そこには作者の耽美的な発想があらわ﹂だと批判す

とされ︑﹁やがて﹃狼疾記﹄﹃かめれおん日記﹄を生み出す調泉

造の態度を﹁自己及ぴ自分をつつむ一切のものへの厳しい態度﹂

を顧みることによって自己を確認しようとする作品﹂とし︑三

川勝彦氏は︑この作品を﹁斗南の血をうけた自分の経歴1過去

り上げられでも簡単に触れられているに過ぎない︒例えば︑演

﹁プウルの傍で﹂は︑研究者に取り上げることも少ない︒取

索ーより徹底した自己の追究と表現lがまだ必要であった︒

(1)

(2)

有
堂

る

注

4a

企

4q

中島敦「プウルの傍でJ論

(印)

考えられる︒注 (2) 参照︒
﹁過去帳﹂や﹁北方行﹂に︑似たような感慨が登場する︒そ
の一例︒
﹁曾て自分にも多少は感覚の良さがあった時分には︑私はそれ
にのみ奔ることを倶れて︑自分の欲しもしない・無味な概念の
かたまりを考へることによって感覚を鈍くしようと力めた︒﹂

たけし)

(﹁かめれおん日記﹂二)

(ふじむら

Fhd

aq

