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序論 

 

 

１ 再生する私の位置をめぐって 

 

この論文を書くにあたり、まず自分の体験からはじめなければならないと思う。書

く自らがどこにあるかの、問題提起である。 

韓国ソウルで宿泊し、朝チェックアウトの手続きの時だった。カウンターには 2 人

の女性従業員がいた。一人は日本語の上級者であることが電話の対応のようすですぐ

に知れた。私の対応にあたってくれた方は、かたことだったので、やはりかたことの

私の韓国語とのやり取りの最中だった。そこに１人の酔っ払いが登場した。千鳥足、

朝から飲んでいるらしい。その 50 代も後半と思われる男性は、ろれつがまわらない日

本語で、カウンターを叩きながら、こんな意味のこと言っていた。今朝は卵がないぞ、

２週間滞在しているが、ないのは今日が初めてだ。なんでないんだ。ホテルの怠慢だ。

どうにかしろ、といったような内容だった。すぐに絵にかいたような不愉快な空気が

あたりに広がった。電話をしていた女性従業員は、気づいたらしいが無視。私の対応

をしていた従業員は直接話しかけられた状態になって、クレームだとわかったようで

あるが、それ以上にその客の状況にうろたえている。だんだん声は大きくなり、支配

人を呼べと叫ぶに至り、私はいたたまれなくなって、이 사람 오늘은 계란요리가 없는 

라고 …（この人、今日は卵料理がないって…）とその従業員に伝えた。すぐに、従業

員は、今日はないです、すみませんといった。それでも客はひきさがらなかった。再

び私は口を出した。今度はその客に向かってである。２週間も食べたなら、１日ぐら

いなくてもよいではないか、他のおいしい物をお食べなさい、と。  

 瞬間的に感じたのは、従業員が気の毒だ、という気持ちだったと思う。しかしそれ

だけだっただろうか。どこから見ても日本人であるその男に対する嫌悪感は、同じ日

本人として一緒に扱われるのは嫌だとか、日本人の暴挙を、同じ日本人として何とか

しなければならないとか、私の中にそうした民族意識が直感されたことからくるもの

ではなかったか。あるいは、同じ女性として、こうした男性の横暴に対して抵抗した

いという気持ちも働いたようにも思う。また「日本語」がわかるなら、私がどうにか

この場を収めなければないという思いもあった（それを伝えるべきもう一つの言語、
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韓国語がほとんどできないのにも関わらず、である）。まさかあの酔っ払いのために一

緒に卵がないことを抗議する日本人だと思われてはいないだろうか。最後にそんなこ

とを考えた。これらはすべて自分をどの場所に仮託して（あるいは所属して）語るか、

あるいは誰を主体化して語るかという問題と大きくかかわっている。  

ここが日本で、これが日本人だけの出来事なら、単に「不愉快な出来事」で終わっ

てしまうことも、日本を離れて、日本語の環境を離れると、途端に全く別の判断が働

く。私の場合は、自分が「日本人」としてこの場所にいることを自覚することとなっ

た。日本という、「主体」が揺れない場所を飛び出してみると、「研究する／私」とい

う主体が、頭の中だけで国家や民族、言語から自由であろうとしていたことに思い当

たる。むろんこの程度のことは、自分が生まれ育った場所をすこし離れれば、だれで

も一度や二度は経験するありふれた出来事だとも思う。が、どうしてもここから書き

始めようと考えた理由について、整理してみたい。 

 ここに居合わせたそれぞれのこの後はどのような展開を見せただろうか。ホテルの

従業員たちは、職場でおこった不愉快な出来事を、この日のランチタイムにでも同僚

たちに話しているだろう。あるいは SNS でつぶやいているかもしれない。一方、この

酔っ払いも、家族のもとに戻って、自分の行動を武勇伝として語っているだろう。こ

ういうことをきっちり言うべきだ。家族はどんな顔で聞くのだろうか。私は、自分が

この不愉快な出来事の中に、もっとも自主的に巻き込まれた、当事者として、この出

来事を記録する。ろれつの回らない日本語を自分が聞き取れた言葉にアレンジして、

直接とも間接ともつかぬあいまいな話法で記憶し、従業員の韓国語を日本語に意訳し、

その間にさまざまな感情というノイズと共にここに再生して、一つの物語を紡ぐ。そ

れは言葉を録音 reproduct して再生 replay するかのような作業である。この再生する

行為は、たとえば、そこに生きる人々とは異なる文脈によってそこに入り込み、記録

する民族学者たちが記録する物語と、どこか本質的に違うところがあるだろうか。  

たとえば J・クリフォードは、民族誌を書くということの６つの制約を否定的にま

とめているが、そのなかに「分類法による制約（民族誌は普通、小説や紀行文とは区

別される）」を挙げ、こうした制約要因が、一貫性のある民族誌的フィクションという

書き物を支配してきた歴史を周到に批判している1。ある出来事に関わった人々につい

                                                      
1 J.クリフォード『文化を書く』（紀伊国屋書店、1996 年 11 月）。クリフォードはフィ

クションの語源をラテン語のフィンゲレ（fingere）を「創られたもの、あるいは、装った
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て語り直すことによって物語を編成する。あらゆる場所で起こるこうした出来事が、

そこに録音／再生という行為の過程でどのようなことが問題となるのだろうか。  

繰り返そう。「書く」行為体として、この「特別な場所」から統括し、解釈を加え、

判断するとはどういう意味をもつのだろうか。あるいは言語が通じないコミュニケー

ション不在（あるいは言語の階層差が現れる）の場で、そこに介在し、当事者の言葉

を取り上げ、〈本人の意図〉とは関係のないところで「翻訳」してその場を再構成しよ

うとすることとは、いったいどのような力をもつのだろう。書く主体としてある出来

事に関わること、それを文学／文化研究という枠組みの中で考える時に、どのような

問題を取り出すことが可能なのだろうか。 

 

 

２ 語ることの不自由さと声の再生 

 

本論は、1900 年前以降の書き言葉としての日本語が、「文学」という枠組みを与え

られた際、どのようにそれを成立させる場を形成したのかについて、いくつかの事例

によって考察している。いわゆる文壇や文学サークルという「文学」に直接に関わっ

た人たちだけでなく、近代日本語が書き言葉としての定着をはかった時に、どのよう

に文壇以外の社会と関わっていったのかについても可能な限り留意した。「文学」とい

う枠組みが形成されていく過程で、いわゆる文学作品を読む、読まないに関わらず、

日本語社会にどのような影響を与えて来たかという立場をとっている。  

まず第一部では、「文学」を成立させるための言葉が、それを書くという行為を通じ

て階層化されていく過程を追う。1900 年以前から新たな局面を迎えていた日本語の言

文一致運動、とりわけ話し言葉を写す方法に着目して、「標準語」の亀裂としての口語

を考える。文学的トピックでもあった「写生」という営為を通じて行われる「記録」

とは、いったいどのような意味をもっていたのか。この場合の記録する主体は、記録

される対象との関係の中で、どのような位置を占めることになるのだろうかという問

いをたてた。口語の記述に大きな影響をもった『ホトトギス』のメンバー、とくに坂

                                                                                                                                                            

もの」に求め、「真実に対立するもの」とか「偽り」といった単純な意味ではなく、「文

化的真実や歴史的真実の部分性、つまり、真実といわれているものが実はいかに故意に整

理されていて、また排他的であるかということを意味する」として、民族誌とは何かを定

義する。（pⅠⅠ） 
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本四方太を中心に考察している。四方太は、雑誌『ホトトギス』の中でもとくに口語

の記録と、散文の言文一致に関して、いくつかの実験的記録文を残している。1897 年

に正岡子規が松山で立ち上げた雑誌『ホトトギス』は２年足らずで東京に拠点を移し、

定期的に音読披露や、実際の会話を時系列に沿って記録していく写生的方法の模索が

続けられていた。こうした過程で、四方太は会話の「今、ここ」を写すことを通じて、

口語文体の揺れと位相語としての「東京語」を発見している。東京語＝標準化を一般

化していく側（本郷文化圏）に属した四方太が、方言や下層社会の口語に着目し、そ

れを再生していく行為は、「国語統一」という趨勢の中で、いったいどのように機能し

たのかについて考察を行った。 

 ２章では、1 章で問題にした坂本四方太から 10 年、同じく『ホトトギス』を足場と

して、山会の音読会から出発した小説家、夏目漱石をめぐって考察している。イギリ

ス留学という英語圏での滞在を終え、日本の唯一にして最高学府であった東京帝国大

学から離れ、漱石が新聞社専属の書き手となるのは 1907 年のことである。最初に新

聞に発表されたその小説には、漢詩の絶句と「普通の文章」をスイッチさせながら日

記を書ける人物や、婚約者に英文学を個人教授する男とその友人たちが登場する。最

初の長編新聞小説となった「虞美人草」(1907 年)である。同じ家に起居しながら、兄

は漢詩漢文の素養を背景に持ち、妹は英語という近代化の象徴的言語によって、家の

継承をめぐって一見兄と拮抗する力関係を構成してみせるが、このテクストの最後に

用意されているのは、言語規範を主体的に形成し得た男性と、近代化の「余剰」とし

て英語を移植される女性とが善悪で判断されていく結末である。この小説が、明治後

期から大正期を代表する作家の新聞小説として、日々更新されていたことが、どのよ

うに日本語における階層性を表現しえたのかについて考えてみる価値はあるだろう。  

 また３章では、引き続き「虞美人草」の分析を通して、男同士の絆2が登山とそれに

よって得られる、「分有」の確認行為であったことを指摘している。そこで分有される

のは、1900 年代に学生、とりわけ高学歴男性たちの間で流行した登山とそれによって

得られる空間認識、またそれと同様に疑似的兄弟の関係を結ぶための一人の女性であ

った。 

                                                      
2 K.セジウィック『男同士の絆』（2001 年 2 月、名古屋大学出版会）。また男同士の連帯

的価値観や自己形成的な意味については P・アリエス『「教育」の誕生』（1983 年５月、

新評論）に詳しい。 
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「虞美人草」に限らず、漱石の描く小説群の男性中心主義については、多くの指摘

があるが、彼等男性たちの出自のもっとも顕著な場である本郷文化圏、東京帝国大学

の中の階層性については、ほとんど言及されなかったのではないだろうか。〈本郷文化

圏〉という言葉でテクストの内部を見渡すことを通じて、明治、大正、昭和へと続い

ていく知の体系の形成し、戦後にまで及ぶ帝国日本の中心となった人脈図や彼らによ

る功罪が明らかにされてきたことは否めない事実であろう。けれども一方では、その

知の権力が生起する場が、ある場合には、一枚岩的な男性／女性の関係を、阻害する

者／される者との二項対立的な構図に囲い込んできたという問題もある。前章でみた

ように、明らかに位相語として抽出できるような場合以外でも、存在する別の階層性

について、〈本郷文化圏〉内の人物分析を詳細に見直すことで、明らかにしようとした

のが第４章である。 

第４章で扱う「三四郎」には、「虞美人草」と同じく数多くの男性たちが登場する。

そこに登場する男性たちの多くは、一人を除いては、身辺におこる出来事を世界の外

側から概観し、あるいは自己の世界に引きこもる男性たちの集団である。彼らが集う

東京帝国大学という権力の場において、書くこと（あるいは書かないこと）がどのよ

うな階層性をもたらしているのかについて考えることは、階層化された特権的な言葉

を発見することでもある。 

表象される対象とそれを創る側の関係性に注目すると、質量ともに、圧倒的に女性

が支配される側に置かれるケースが顕著になる。男／女に分類できない主体に焦点を

当てる方法もあるが、ここでは性に限定された表象が前提とされた中で、より鮮明に

その非対称性の明らかに確認できる場合を例に、女性の身体が再生されていく場につ

いて考察した。 

第５章「再生される身体――泳ぐ女たちのモダニズム」では、個人の身体が社会の性

的規範の秩序の中に取り込まれ、規格化される様子がさまざまなメディアに投影され

ている状況を確認する。これまでの社会の中になかったような大きなスポーツイベン

トをきっかけに、見られる対象として、とりわけ女性の身体は、オブジェクト化され、

規格化される状況を顕著に見出すことができる「場所」である。オリンピック報道の

過熱の過程で、近代化を契機としてスプロール化していく都市空間や資本構造の変化

によって、身体の資本化と、文字通り分有へと追い込まれていく状況が、岡本かの子

「渾沌未分」（1936 年）の中で確認できる。取り換え可能な、アイデンティティを保
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証されるべきはずの身体が再現される過程でおこる主体の剥奪に対して、近代化しき

れない身体が、どのように抵抗の痕跡をみせるかが、ここでの考察の中心である。  

 

 

３ 遺稿集の力学 

 

第二部では死んだ後に出版される「遺稿集」について考察した。近代以降、印刷技

術の変化と教育普及によって読み書く人々が増加し、それに伴い「読者」は近代以前

と質量ともに大きく変化していく。木版、手製本、ある程度限定された中で行われて

いた時代には考えられなかったような出版環境の到来によって、質量の両方が変化し

ていく時代でもある。前章で見た〈本郷文化圏〉に集う学生たちの場にも、そうした

プロの書き手以外による、集団によって形成される出版物があったことが確認できる。

その一例として、第６章では、東京帝国大学予備門としての役割をもった第一高等学

校の『校友会雑誌』の検討からはじめてみたい。東京帝国大学出身の作家たちの何人

もが、在学中にこの雑誌の書き手、あるいは編集委員として積極的にかかわっている。

そのうちの一人が、魚住折蘆（影雄）（1883～1910 年）である。第一高等学校在学中

から、校友会雑誌の積極的な書き手であり、文芸委員であった魚住は、東京帝国大学

時代に F・ケーベルらの下で美学哲学を学び、哲学科を卒業後は朝日新聞に評論を連

載し、美術評論雑誌『美術新報』社でプロの書き手になるが、卒業後わずか 1 年で他

界する。生前彼が書き残した評論エッセイは、美術分野に限らず、校友会雑誌時代に

書かれた校風問題や藤村操の自殺に関わる国家と個人のあり方をめぐる評論、自然主

義批判など、広範囲に及ぶ。いわば、これからを嘱望される書き手の夭折という事態

が、周囲の人間たちを動かして出来上がったのが『折蘆遺稿』（1914 年）である。 

遺稿集とは、死後に関係者によって編まれる、近代以前から続くジャンルを横断す

るテクストの集合体をさす。故人の「関係者」―ある場合には近親者であり、別の場

合には和歌の宗匠や宗教家、思想家などの師弟関係にあった者たち―が、その編纂に

関わっていく。遺稿集の最大の特徴は、著者がその書物の成立に絶対に関与すること

がないという点にあるが、特に著者名に記されたその死者が、どのような関係者によ

って、また何を目的にまとめられるかによって、大きな異なりを見せる。  

著者の死後にしか遺稿集が編まれないという、一見当然の、同時に不思議な事実は、
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私たち読者が、著者をその書物の完全な支配者であり、作者がその書物の全体に関与

していることを前提としていることに気づかされる。ここで扱う『折蘆遺稿』という

遺稿集の最大の特徴は、一度公表された署名入りのテクスト以外にも、おびただしい

数の書簡が収録されている点にある。また夭折したために、折蘆のありうべき未来、

書かれるはずだったテクストは、彼の遺した友人宛書簡の書簡という生々しい声が補

填されることで完結する。〈遺稿〉が、死ぬことで完結される彼の全人格の投影という

手続きを経てもたらされるものであり、読者によって「再生」される行為がそこに介

入するということを指摘した。そもそも魚住が批評その他を発表した媒体が『校友会

雑誌』という閉鎖空間だったことにも注目した。一般的な読者が想定される新聞や雑

誌ではなく、学閥とジャンルの偏向した同人的意識の強い閉鎖的な空間によって生み

出され、そこに集う人物たちによって読み書かれたテクストであったことも、『折蘆遺

稿』の特別な〈文学場〉の性質を大きく規定している。  

第 1 章で見たように、坂本四方太が市井の人の日常の語りという文学的方法で他者

の声を写し取ったのと同様、魚住折蘆の言葉は、美術評論や校友会雑誌という枠組み

を超え、死後にそれを編む人々によってトレースされ、反復される場が与えられた。

それによって形になったのが『折蘆遺稿』である。ここでは『折蘆遺稿』が、折蘆と

帝大で友人関係にあった岩波茂雄、（のちの岩波書店店主）が最初に出版した単行本で

あること、ほぼ同時期に夏目漱石の小説『こころ』（1915 年）という、死後の語りで

占められる書簡体小説が同じ岩波書店から刊行されていることとの関連の中で見る。

これらを結び付けて考えることで見える、死者とその言葉をどのように再生していく

のかという課題は、同時代の文学的流行（自然主義による真実の暴露、告白という装

置、私小説的語りの定着）を背景にしてしか考えられない。そこではやはり本郷文化

圏という、ホモソーシャルな共同体が形成する、特別な〈文学場〉が背景にあること

を確認できた。 

第７章では、６章でみた〈遺稿〉という死者の再生装置が、閉鎖空間的語りを保ち

ながら、一方でその語りの真実性や普遍性を文学場のなかで獲得していったという仮

説をもとに、夏目漱石の死を巡る文壇ゴシップ小説「破船」を分析した。固有のテク

ストが文壇ゴシップ情報を取り込みながらテクスト化されていく文学場の状況につい

てはいくつかの言及がある。ここで扱う久米正雄の「破船」は、そのモデルである「夏

目漱石」を取り巻く文壇小説であると同時に、作家が自らの身辺情報をもとに描く「身
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辺小説」として位置づけることも必要であり、文壇作家の文学史的位置づけや自然主

義からの影響に加えて、読書空間の変容、雑誌メディアを取り巻く問題として認識さ

れている。本論では、読者には真偽の確認不可能な身辺情報によって身辺小説的テク

ストを成立させる問題としてではなく、小説をはじめとする文学テクストがどのよう

に「真実らしさ」を獲得できたのかという問題としてとりあげた。小説内部の「実在

した」（という前提で読ませる）人物が握っている「空白」の心理が、完全に検証不可

能になった時に、それを真実であるかのように「錯覚」し、文学を読むという行為を

そうした「真実」を求めて読むこととは、どのような〈文学場〉のなかで生じている

のかについて考察した。 

第６章でとりあげた『折蘆遺稿』が、出身大学やその周囲の文学者を中心に広がり

をみせたとすると、7 章は「夏目漱石」そのものが一つの〈文学場〉のような働きを

もたらしていた点を指摘した。死者とその継承者という関係の中で作られた、もの言

うことのできなくなった人の言葉を１冊の書物にすることとは、あらゆる意味で政治

的である。そして、そのテーマが恋愛や結婚という異性（＝女性）を対象化する、一

方的な性（＝男性）の語りによって形成されている点を、父権的支配――父夏目漱石か

ら、未来の夫になりそこなった久米正雄へ――の物語として描かれている点にも注目し

た。 

続く 8 章で扱った有島武郎の妻である有島安子の遺稿は、きわめてドメスティック

な遺稿である。折蘆の場合と違い、有島安子は、文壇内の人間でもなければ、公にさ

れたテクストも死ぬまでもたなかった人物である。極論すれば、娘と、夫有島武郎の

妻として「記憶」された「記録」として有島安子遺稿『松むし』は存在する。しかし

それが書物の形で残され、夫有島武郎の作家活動の一部として存在することの中には、

死者の言葉をどのように記録し、再生するかという、遺稿集全般に関わる問題を抽出

することができる。二度と主体的に語りえない存在である存在の著者が、「遺稿」とい

う枠組みを与えられて再生されるとき、そこには書き／語る主体の代行者が関わらざ

るを得ない。そして必ずその代行者は、亡き著者との関係において、代行するという

行為を通して、特別な関係（ここでは、モノガミーな愛の信憑性）を形成することに

なると結論した。 
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４ 「私」の語りの裂け目―行為体あるいは主体化をめぐって 

 

第三部では、第一部の近代日本の文学場を形づくる文壇内部からの力と、その際に

階層化され、主体化された対象と、第二部で見た、失われた主体の再現をめぐる考察

に基づき、言葉を書く主体がどのように「語る権利」を与えられ、「本当の主体」とし

て強固な真実性を与えられていくかについて、考えている。特にこの第三部では、1945

年以前に、日本が旧植民地で展開した同化政策の中で、「日本」に編制されようとして

いた「他者」を、どのように記録し再生しているかに注目した。また日本語を積極的

に習得し、母語を日本語にもつという他者性よりも、主体的に日本語を選び取る身振

りで、自らの声を再生していた人々の記録に注目している。  

 第９章「知里幸恵、〈民族〉を記憶する場所」では、アイヌのコタンに潜入する 2 人

の青年に注目する。１人はコタンに潜入し、アイヌの古老の様子を一枚の絵にした青

山熊治。そしてもう１人は、アイヌ語の研究と収集を目的として入村した金田一京助

である。彼らはそれぞれ芸術と学術という、それぞれの目的によって当時内国植民地

となった北海道に渡って、その目的を遂行している。身体と言語という、個々の人間

にとって取り換える事の出来ないアイデンティティが、異なる文化を背景とした人に

よって表象されるとき、そこには表象する側の欲望が映し出されることになる。  

第 10 章は、柳宗悦の 1920 年代の「朝鮮」をテーマとする言説を通した、「語りの

主体化」と「文学場の政治性」の関係性についての一考察である。サイードが『オリ

エンタリズム』（1986）で提起した権力と知識との癒着の問題は、文化を語る主体を

前景化したが、現在の表象文化研究の成果を踏まえて見たとき、サイードが表象その

ものの暴力性について充分自覚的であったかどうかについては、検討の余地がある。

G・C・スピヴァクは、第三世界におけるサバルタンに目を向けることで、植民地支配

を受けた対象が本質化されてきた事態を「行為体／エイジェント」という概念を通し

て、それこそが別の主体によって創造（捏造）された実体化できないものであること

を指摘した。第三世界のみならず、あらゆる国家や民族、性、経済的格差など、あら

ゆる階層化によってもたらされる「従属的地位にある人々」の定義を援用するならば、

1920～30 年にかけて「朝鮮芸術」について論じた柳宗悦の複数のテクストには、それ

を造りだす人々への「共感」と立場の分有の痕跡が散見される。いわば柳にとっての

「朝鮮人」とは、語りえないがゆえにそのサバルタンとしての内面を補完し言語化す



10 

べき対象として意味づけられていた3と指摘し、その上で内面の補完と代弁という行為

の検討を行った。その例として、常に論点の一つとなる 1919 年 3 月 1 日の独立運動

と日本軍による武力鎮圧をきっかけに始まったとされる、柳による「悲哀の人々＝朝

鮮人」という認識の検討からはじめ、柳や有島武郎など、白樺派に共通するヒューマ

ニティの方法について論じる。植民地支配を拡大していく帝国日本と、その周縁に位

置づけられた外地へのまなざしの性質、それらが現在では映画や展覧会などのメディ

アを通じても反復されている点についても問題にしてみたい。  

 第 11 章「黄氏鳳姿、〈台湾の少女〉を語る」では、さらに 1930 年代から 40 年代の

事例の一つとして、植民地台湾で「綴方少女」と呼ばれた黄氏鳳姿に焦点を当てた。

同化政策によって日本語を国語として学ぶことになった黄氏鳳姿が、日本の赤い鳥運

動との連動を背景にして見る時、どのような文壇力学の中に置かれていたかが明らか

になった。決して文壇内部でプロの書き手となることはないポジションから、「彼女自

身」が綴った言葉が、彼女をどのような主体として再生していったのかについて考え

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 無論植民地下においても、「朝鮮人」と呼ばれた人々がサバルタンであったというわけ

ではない。彼らは当事者として柳を批判することが可能だったし、「アクセスできない主

体」や、まして「内面を持たない主体」などではなかった。朴鐘鴻らに始まる柳批判は、

そのような従属的地位に置かれることに対する抵抗としてとしてとらえられるべきである。 
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第一部／語ることの不自由さと声の再生 

 

 

第 1章 坂本四方太、声を写す―写生のイデオロギー 

 

１ 写生のイデオロギー 

 

 概ね現在の近代日本語における言文一致（俗語革命）とは、二葉亭四迷や山田美妙

を中心とする小説を書くための言語を以て初期的な完成期とし、それを成熟させる「写

生文」や自然主義者たちの「文」学運動への流れとして捉えられていると考えてよい。

本章ではまずその成熟期ともいえる文学テクストの写生文を中心的話題とし、雑誌『ホ

トトギス』の中でも中心的な写生文の書き手であった坂本四方太の文と言について考

察する。 

 前提として、なぜ言文一致を考えるのに写生なのかという点と、写生のなかでも特

に『ホトトギス』という雑誌媒体を取り上げる理由を説明したい。 

 まず近代における言文一致が、特に二葉亭や山田美妙を草創期としてある一回的な

現象でないことは、いうまでもない。それらはある時には方言や国字国語1という形を

借りて何度も繰り返される政治的問題であって、自然発生的な現象でないことも同様

である。文の生成という具体的事例が国民国家形成の現象として提示されている以上、

そこにはその時々での社会的背景を投影する問題がある。通説的に言われるような、

円朝落語の速記本が二葉亭らの小説を準備したという近代初発の言文一致観も、国会

議事録の信頼と同様、「速記」という科学性に依拠したものであることがよい例である。

そうした出自を持つ言文一致が、言文一致小説の時代を通過して、科学的文章の形成

を目指した自然主義隆盛の時代 1900 年～1910 年ころ「文学」の近代化という思想の

中に取り込まれてゆくまでの過程を、雑誌『ホトトギス』を中心とした「写生」運動

のなかに捉えようというのが一つの目論見である。 

 

                                                      
1 下野雅昭「日本の国語政策と方言」（『新・方言を学ぶ人のために』1991 年２月、世界思想

社 
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日本は方言の珍しく多い国、それがいつまでも幅をきかせて居る国であつた。

私たちが是を単なる停滞と見ず、何かまだ隠れたる歴史上の理由、地理から心

理に亙つてのくさ／＼の原因の、微妙に作用するものがあることを想像して、

永い年月の間、注意をこの現象に傾けて居たことは事実であるが、しかも是を

以て世のいはゆる標準語化運動の障碍であったかの如く、説かうとする者がも

しあるならば、それはたゞ一種失敗の口実にすぎない。国語の統一は大きな趨

勢である。 

 

1949（昭和 24）年、柳田国男は『標準語と方言』と題する著作をまとめる。引用は、

1949 年から 1947 年までの間にかかれた諸論文の巻頭にのせられた自序の一節であ

る。太平洋戦争で敗戦を経た国家で言語政策に大きく関わった一人物の言として「何

れも終戦前の仕事で2あるが、それを一冊にまとめたのは、互ひに説明を補充せしめん

が為に他ならぬ。私の立場は以前からちっとも変つて居ない」という言葉ではじまる

この自序を読むと、あまりにも開放的な自己一貫性へのこだわりによって、戦中と戦

後が接続された言語観に違和感を禁じ得ない。しかし柳田が語った現在よりはるかに

音声メディアが浸透した今日でも、完全に「方言」は駆逐されてはおらず、柳田の時

代より遙かにその数や地域を変容させながら「生き延び」ている。むしろ「方言」が

様々なメディアによって利用され、その母体語である日本語の多様性やそれを話し／

書く主体の個性を演出する手段になった観さえある。 

 しかし、なぜ「方言」が個性を表現する手段たり得るのかや、「方言」が使用され

ることそれ自体への疑義は、ほとんど唱えられることがないように思われる。そこで

は現象としての「方言」だけが問題にされる素朴なローカリティへの期待が繰り返さ

れているのではないだろうか。 

 この小論では柳田の『標準語と方言』に典型的にみられるような言語観の二元的構

造に楔を打ち込む「方言」の表象を、特に初期『ホトトギス』の中の記述を対象とし

て、「国語」というスタンダードが立ち上げられる一つの過程を元に検証してみたい。

                                                      
2 『柳田国男全集』（筑摩書房刊）によれば、全十一編からなる同書は、一九三九（昭和十四）

年～一九四一（十六年）に発表されたものだが、書き下ろしをのぞく一編「国語史の目的と方

法」（一九四七年）だけは戦後に発表されたものである。 
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「写生」をスローガンに掲げた『ホトトギス』が、どのように口語を写そうとしたの

かという問いは、声を写すことの可能性と限界を浮き彫りにするはずである。 

 

 

２ 雑誌『ホトトギス』の山会―声を記憶する場所 

  

 1897 年１月、正岡子規は松山で『ホトトギス』を発行する。高浜虚子を発行人とし

て河東碧梧桐や内藤鳴雪、佐藤紅緑、寒川鼠骨らが活躍することになる雑誌の出発で

ある。そこからわずか１年９ヵ月後、１月にはホトトギス発行の場を東京に移し、「日

本」派俳句の拠点としての第二次『ホトトギス』が幕をあける。子規によって始めら

れた「山会」や「文章会」は子規の死後、周辺に集まった人々を駆り立て、学生の同

人誌的な俳句雑誌『ホトトギス』を〈写生文〉3運動の牙城となってゆく。  

 ところで、子規が 1899 年から始めた文章会が、音読披露を原則としていたことは

よく知られるところである。ここに集まった人々はどのようにして「会話」を「文章」

へと変えていったかを、「根岸草廬記事」（1899 年 12 月）によってみてみたい。同

記事は、のちに『ホトトギス』子規追悼号（1902 年 12 月）に発表された坂本四方太

の「写生文のこと」によれば、同年２月から文章を批評されていた四方太が、毀誉褒

貶の果てにようやく子規に「仮免状」をもらったという文章でもある。 

  

主人はやがて飯を食ふ。飯は茶碗なり。青々例の調子にて、これは奈良茶といふ

のと又ちがひますか。みなみな食事はつれば、引つゝきて、八百松の話、精養軒

の話、梅月の話、青木堂の話など、再び盛んなり。 

 主人の北堂、これは苦いか知らぬけれどと、何やら見慣れぬ菓子を持ち出でら

る。一寸見た処、餡入りカステイラとでもいふべきものなり。こは柚の実をゑぐ

り出し、代りに饅頭を二つか三つねぢ込み、之を蒸して輪切りにしたるものにて、

茶人が柚味噌の代りに用ふものなりとぞ。吾輩こんなものを食ふは、臍の緒切つ

                                                      
3鈴木章宏は「商標としての「写生文」」（『漱石研究』第７号 1996 年 12 月、翰林書房）の

なかで、「写生文」という言葉は子規自身の使用例が極めて少なく、死後周辺の人間によって

事後的に作り上げられたことを指摘している。 
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て以来、はじめてなり。苦いから、皮を外づして食ひ給へと、主人いふ。柚の皮

の苦いは、固より承知と風味試む。 

  

文中にある「青々」とは、弥三郎松瀬青々である。1869 年に大阪船場の薪炭商の長男

として生まれ、数学教師や銀行員を経た後、中村良顕の和文会に所属して国学と和歌

を学んでいる。松山時代の『ホトトギス』に投句したのをきっかけとして、1901 年

10 月には上京し、ホトトギス編集員や課題句選者もつとめることとなる人物である。

実質上、1899 年の「文章会」発足にあたるこの根岸草蘆の会に参加しているところを

みると、大阪と東京の行き来は、それ以前にも何度かあったものと考えなければなら

ないだろうが、青々が大阪へ移り住んだのは 1902 年の夏である4。そして青々の言葉

は「これは奈良茶といふのと又ちがひますか」と記録されたとおり、四方太によって

「例の調子」の上方語（厳密にはいわゆる大阪の船場言葉であろうか）として認識さ

れている。この文章のなかには、「 」の引用符によってくくり出されてはいないが、

明らかに直接話法を用いて「声」という生々しさを記録しようとした痕跡が認められ

る。一方数行先には子規の北堂（母親）の言葉として、こちらも「 」はない形で「こ

れは苦いかしらぬけれど」とある。しかしこちらの引用は明らかに地の文に引きずら

れたような文語調になっている。酒井直樹のいうように引用概念やそれを表現する引

用符そのものが言説空間の中で制度化されていない時代ならともかく5、18 世紀後半

の絵入り狂言本のような、語り手や登場人物を明らかに区別するような概念そのもの

がないという時代ではない。もちろん完全な制度化がされていたとはいえないが、少

なくとも口語と文語の文体上の揺れを地の文と会話文との中で葛藤していた四方太に

                                                      
4 「僕なども頻りに写生を勧められたから漢学も和学も何等の素養のないものには是れ幸とむ

やみに言文一致で以て書散らしたが今日では未熟ながら兎に角我派の写生文仲間の末席に列な

つて明治の美文は写生文の他にないと信ずるに至つたのは僕の最も名誉とする所である。扨て

同卅二年の夏頃になつて、大坂から青々が遣つて来てホトゝギスを手伝ふ事になつてから文章

熱は一層盛になつた。青々は俳句も上手なり学問もあつたが写生文には手古摺つたと見えて大

分手ひどく遣られた様だ。何しろ斯う文章が盛んになつた以上は俳句会と同じく文章会を遣つ

たら善からうといふので十一月に至て其第一会を催した。」（坂本四方太「写生文の事」1902

年 12 月『ホトトギス』子規追悼号）とある。 
5 たとえば、18 世紀後半の歌舞伎の台本と異なって、絵入り狂言本には、語り手や役者や観客

の視点を同定するための文法的標識が備わってはいない。（略）当時は引用符やそれに相当す

る記号は知られていなかったのである。（略）引用概念、すなわちある人の会話を他の人の会

話と区別するという考えそのものが、この言説空間では制度化された実践として定着していな

かったのである。（酒井直樹『過去の声』2002 年６月、以文社、199 頁） 
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とって、それは意識されないはずはないのである。では坂本四方太の葛藤を言語政策

との関わりの中で見るとき、どのような問題系を取り出すことができるだろうか。 

 坂本四方太（1873～1917 年）は文泉子、角山人、虎穴生などの別号をもつ写生文

家・俳人である。鳥取藩士坂本熊太郎の長男として生まれ、1878 年に京都第三高等中

学校を経て、1884 年に第二高等学校（仙台）から大学予科に入学後、虚子や碧梧桐と

俳句を通して知遇を得、俳句の手ほどきを受けている6。 

 1886 年に東京帝国大学文科に入った四方太は、1898 年４月より『ホトトギス』の

選者となる。子規や虚子、碧梧桐ら中心的な書き手のテクストを縦覧すると、『ホト

トギス』の散文作品の口語化は、1899 年から 1900 年を境界としていることがわかる。

このことは、たとえば、言語学者が認識する「方言にかかわる本格的な国語政策は明

治三十年頃にはじまり、その考えは方言を統一して標準語に収斂しようという、国権

的性格の強いものであった。7」とする言語政策史観が指し示す時期と一致しているこ

とは、単なる偶然ではないように思われる。安田敏朗は方言学者東條操の「方言研究

のあゆみ」（1957 年）と題された回顧録を根拠として、近代日本語の成立過程には「三

度の山」があったことを指摘しているが8、注目してみたいのはそれぞれの「山」が日

本の国家としての有り様に大きな変化が生じた時期とほぼ一致していることである。

『ホトトギス』掲載散文の「口語化」は「第一の山」にあたる時期、わずかに先行す

る２、３年前にあたり、ほぼその山と重なっている。ここで安田がいう第一の山とは

1902 年以後の国語調査委員会を中心とする方言の全国的調査の時期である。 

 1900 年以降、四方太が『ホトトギス』誌上に発表する散文も、文語から口語へと変

化しているが、それはどのような形で移行されたのだろうか。坂本四方太という「写

生文家」の『ホトトギス』掲載文を見ることをとおして、さらに「口語」の問題へ結

びつけてみたい。 

  

                                                      
6 四方太と子規をはじめとする『ホトトギス』執筆者たちとの関係については、「思い出づる

まゝ」（『ホトトギス』子規追悼号、1902 年 12 月 27 日）に詳しい。 
7 下野雅昭「日本の国語政策と方言」 （『新・方言を学ぶ人のために』1991 年２月、世界思

想社） 
8 ちなみに第二の山が昭和三年以後東京方言学会を中心とし東西の大学に方言研究の学会が結

成され、研究発表の機関雑誌「方言」が発行された時代、第三の山とされるのが昭和二十三年

設置の国立国語研究所を中心とする地方語の研究の起こった時期であるとする。（『〈国語〉

と〉〈方言〉の間』一九九九年、人文書院） 
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３ 会話する〈今／ここ〉を写すこと 

 

四方太の散文が最初に『ホトトギス』に掲載されるのは、1898（明治 31）年 10 月

（２巻１号）の「雑話」で、文体論の体裁をとる２頁余りの小論である。「明瞭」と

「露骨」、「幽玄」と「朦朧」などを比較しながら「写生」を概念規定したものであ

る。誌面で前後のページを占めた「俳諧無門関」（俳狐道人）と「小園の記」（正岡

子規）が完全な文語体であることもあり、四方太の口語体はジャンルを問わずに見る

と『ホトトギス』内では早い時期のものである。次が同年 12 月（２巻３号）の「山」、

複数人が山をテーマに少しずつ分担しているが四方太は「○僕は山の中で育つたのです

が、山はつめたい感じがして嫌ひです。町の方が温かで善い。（四方太）」とだけ記

している。これもほぼ全員が文語文や漢文訓読調であるなか、極めて早い口語体の使

用例である。しかし翌月明治 32 年１月（２巻４号）の同企画「夢」では、全体の調子

に合わせるかのように、和文脈の文語体となる。この頃の四方太は、口語体を志向し

ながらも、意識的に口語に執着するという態度を持ち得ていないといえるだろう。 

 1900 年の言文一致会結成、1902 年の国語調査委員会による言文一致体推進の動き

が間近に迫った時期であることを考えれば、むしろこのような四方太の態度は慎重で

さえある。だが実作的な場に直面したとき、四方太がスタイルを文語体にするのか、

口語体の形式を採るのかという選択は、この時点では、常に揺れ続けていたというの

が妥当な見方だろう。たとえば、「田園日記」（1899 年１月）や「鮒釣」（同 11 月）

では地の文は文語体を守りながらも、会話は口語文で表記されるという特徴があり、

これも口語／文語の揺れという先の見方を裏付ける。これらに共通してみられる文体

の揺れをどのように意味づけることができるだろうか。「田園日記」と同 1899 年 11

月の「鮒釣」をみてみたい。 

  

十日。二百十日、一天晴れ渡りて裏山秋高く風穏やかなり、いでや野川に釣りす

べくとて庵を出づ、稲大方花散りて穂は垂れがちに千頃の浪を打寄せたり、厄日

十日の間幸にして風雨の災害もなく民安堵の思をなしてこゝに愁の眉をひらく、

この調子でいつたら今年は大豊作だと道行く人の物知り顔なるもめでたし夕方鮒

すこし獲て帰りぬ（「田園日記」） 
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三時も過ぎぬ、待てどもく少しも釣れず、やをら立ち帰らんとて背伸びなどす、

たまたま一老爺村の方よりくはえ煙管にて橋を渡りきて我方に歩み寄りつゝ釣れ

ますかといふ、いやちッとも釣れぬ何処かよい釣場はないかと問ふ、さればでご

ざります村の出口にも一所ござりますが今日は騒がしうて迚も釣れますまいと覚

束なげにいふ、はァそうかナ先程念仏鐘が鳴つたのはあれは何かナといへば、あ

れは昨日村長様の娘御がなくなられて今日はお葬式でござりますので寄せ鐘を叩

いて人を集めたでござりますといふ、「鮒釣」（傍線引用者、以下同） 

  

２つの散文に共通するのは、文全体が文語体であるなかで、「田園日記」の「この

調子でいったら今年は大豊作だ」という部分と、「鮒釣」に見られる「さればでござ

ります」から「集めたでござります」までの直接引用の形で会話を写した部分とが、

口語体で書かれている点である。会話を口語体で書けるならば、地の文を含め全体を

口語体で統一することによって文体は確立されるはずである。しかし中山昭彦や紅野

謙介の指摘9にあるような、地の文が括弧でくくられた会話文を主導するという地の文

―会話文という序列は、やはり可逆性（会話文による地の文の制御）を持ち得ないの

かもしれない。先にふれた「山」や「墓」（1899 年９月）はこの「鮒釣」より前にか

かれているが、短いながらも口語体によって全体を統治する文体を四方太は持ち得て

いた。それならば、四方太の文体の完成を阻害するものとは何だったと考えるべきだ

ろうか。 

 先の「根岸草廬記事」の続きには、書き手自身の心内語にあたる部分「吾輩こんな

ものを食ふは、臍の緒切つて以来、はじめてなり」という一文が記されていて、こち

らも「食ふのは」や「はじめてである」といった口語体が採用されてはいない。また

下線部分「こは柚の実をゑぐり出し、代りに饅頭を２つか３つねぢ込み、之を蒸して

輪切りにしたるものにて、茶人が柚味噌の代りに用ふものなり」は他の人の声でもな

く、また自分の心内語＝声でもない言葉、いわゆる地の文に近く説明としての読み手

に向けた「文」が挟み込まれている。こうした語りは書き手自身の内的発話にせよ、

子規の母親の言葉にせよ、明らかにその時に発せられた、あるいはその時に心中に浮

                                                      
9中山昭彦「翻訳する／される〈言文一致〉―多言語性と単一言語性の間―」とその後質疑応答

における紅野謙介の指摘（『日本文学』vol.47―４ 1998 年４月）。 
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かんだ生のことばではなく、この文章を書いている時点での書き手四方太によって制

御される「書き言葉」＝文である。もし、写生文の真価が状況の再現性という点にあ

るならば、四方太の「根岸草蘆記事」は失敗であるが、それが様々な声や言葉の多層

性を「写す」という散文実験であった点は評価すべきだろう。 

「根岸草蘆記事」を文語文による写生的文体の完成の一過程として見た場合には、

青々の言葉がその「声」を再現することに忠実であったために、文語文としての統一

を欠いたものとなったという結論になる。統御されていた文章全体が、「これは奈良

茶といふのと又ちがひますか」という上方言葉の「言」と「文」の一致によって、そ

の均衡を失ったという考え方を導入すればよい。もし、青々の「声」を、文語として、

たとえば「こは奈良茶といふものと又ちがふか如何」とでも書いたなら、この時点で

の文語を使用した写生の試みとしては、（「言」―「文」の一致という価値とは次元

を同じくしないが）１つの到達を見たことになる。しかし、それが統一されなかった

ために「声」は「方言」を通して、生き残ったのだといえる。 

それでは、青々の「声」と他の人物（子規、北堂、碧梧桐、虚子、他）たちの「声」

との差はどこにあるのか。それは「方言」か否かという点に尽きよう。文語体の書記

化された会話文を、先行するテクストの中から拾い出して再現することは、ホトトギ

スに集まった書き手には難しいことではなかっただろう。しかし「方言」を現在自分

が話すことのない文語の形で地の文に埋め込むという作業を、四方太は選択しなかっ

たということではないだろうか。「できなかった」というよりは「選択しなかった」

という根拠は２つある。 

 その一つは、四方太の演芸全般への関心であり、これについては特に四方太が関心

を示した落語をはじめとし、講談本、浄瑠璃、近世の草双紙の類があり、これらに「江

戸語」以外で書かれた「声」のテクストが存在するからである。もう１つは、四方太

の、〈今／ここ〉で話されている「方言」への関心である。 

  

 

４ 「東京語」が「田舎者」を笑うとき 

  

 坂本四方太の死後編まれた『ホトトギス』の四方太追悼号（1917 年７月号、20-10

（「噫文泉子」））のなかで大谷繞石は、四方太が「不用意に話す田舎者の対談なん
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か注意して写生した」こと、「他人の口癖や音声の抑揚を真似る事は頗る旨かつた」

ことなどを書き残している。四方太が移り住んだ鳥取県岩井郡と京都市、仙台市は、

いずれも全く異なった「方言」をもつ地域であり、その違和感や疎外感を、若い四方

太が敏感に感じ取ったであろうという事は、想像に難くない。彼の口語による写生文

の完成や、口語そのものへの関心について考えるとき、彼の出自は看過しえない。同

時に、「方言」をめぐる言語統制の論議喧しい明治 20 年代後半から 30 年代にかけて

の国語学者や文人たちの言語的闘争と切り離して考えることは不可能であろう10。 

「上田万年は 1867 年に江戸大久保の名古屋藩屋敷で生まれ、東京で育っているた

めでもあろうか、実体としての一つの「国語」「日本語」の存在には初めから疑いを

入れていない。」とした上で、「上田の認識としては、『三千年来われわれの使つて

居る日本の言葉は、畏れ多くも上は 天皇陛下より、下は極々卑しい村落の百姓まで

が普通に用ゐて居る言葉である』というように、ごくあっさりと『日本の言葉』の歴

史的一貫性と階層的同一性を認めてしまっている」と安田敏朗は分析する。無論ここ

から逆説的に、四方太には歴史的一貫性と階層的同一性に疑義を差し挟むことができ

たといえるわけではない。だが、四方太にとっては「方言」が現在性と現前性とを実

現するシステムとして意識されており、地の文に制御しきれない亀裂としての会話を

描くこと、それこそが彼にとっての写生の目的の一つであったといえるのではなかろ

うか。 

 四方太の散文が地の文、会話とともに口語に統一されるのは、1900（明治 33）年１

月「下宿屋」からである。付け加えておくならば、このころの『ホトトギス』の常連

執筆者たちの中でみても、地の文を差し挟まず、直接話法で書き続ける場面を多く持

つのは、四方太に見られる大きな特徴である。そしてこの「下宿屋」は、のちに四方

太が子規たちとの文章修行から成果として語られる記念碑的な位置づけの写生文11で

もある。この写生文は、引っ越し先の新しい部屋の描写にはじまり、下宿人たちの様

子や会話を次々に描写した小品である。この下宿屋には二十幾人の下宿人がおり、書

生を筆頭に、国民英学会に通っている学生、腰弁で外務省に通う「小役人」などで占

められている。そこに彼らの世話をする「下女」が二人いる。 

                                                      
10 安田敏朗『帝国日本の言語編制』（1997 年 12 月、世織書房 34 頁） 
11 「こんな工合に上げたり下げたりして奨励されたものだから益々勇気を鼓して駄作を試みた。

子規子始め其他の諸子も熱心に作られた。ホトゝギスの第三巻第四号にでた小品文は多く此研

究の結果である。」（「写生文」『ホトトギス』子規追悼号 1902 年 12 月 27 日） 
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一人のやつは実に夥しい顔つきで、一寸形容の仕様もないが、強いていはゞ先

づ不等辺三角形とでもいふのだらう。目は猿のやうで、（中略）東京ひろしとい

へども恐らく又とあるまいとのこと、それさへあるに此女の口のきゝ様が又頗る

変なので、これも人々の笑ひの種になる。それは、於早う御じやますとか、お内

で御じやますとか、何んでも詞の尻に、御じやますをつけるのださうで、その語

原はいふ迄もなく、御座いますの約言だというふ説である。今一人のやつも、多

少如何はしい女ではあるが、併し御じやますに比べると、余程人間らしく見える。

勿論勢力は此方にあるのだ（「下宿屋」）12 

  

この「下女」は、「御座います」を「御じやます」と発声することで「人々の笑ひ

の種」になる。先にも引用した大谷繞石の証言、四方太が「不用意に話す田舎者の対

談なんか注意して写生した」とはまさにこういった点で裏付けられる。四方太から見

て「田舎者」、あるいは「江戸語」「東京語」の規範から外れる者は、その写生すべ

き最たる特徴として手厳しく再現され「田舎者」であることを暴かれてゆく。先に見

た「根岸草蘆記事」での子規の母親、あるいは子規自身もそうであるし、この総勢 20

人にもなる下宿人たちの凡てが東京地方で話される言葉を操ったかどうかは、実際の

ところ極めて疑わしい（『ホトトギス』の書き手はほとんどが非東京出身者）。けれ

ど、下宿人たちは次々と「非田舎者」の象徴たる「書生ことば」を展開する。 

  

「佐藤か。まア這入れ、今勧進帳をやつてゐるんだ。」「よしてくれ。冗談ぢや

ないぜ。ときに、どうだ、往かないか。」「こうつと今夜は……」「京子の三十

三間堂に小清の御殿。」「往かう、山田君、往かないか。」「僕は、まアよさう。」

「ソンナニ勉強すると、肺病がでるよ。」「ふム、ちと肺病にでもなりたいんだ。」

「和歌浦には名所が御座るか。一に権現二に玉津島だ。佐藤傘がいるか。」「ナ

ニ、上つてるよ。」「さうか、そいつはありがたい。一寸来てくれたまへ、足袋

をはくから。」此時例の下女が来て「佐藤さん。寄席に入らつしやるので御じや

ますか。」「ハイ左様で御じやますで御じやます。」「アラ憎らしい、大きに御

                                                      
12坂本四方太「下宿屋」『ホトトギス』1900（明治 33）年１月 
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世話様で御じやますよ。」「フウ、やつぱり御じやますだ。わッはッは、山田君、

それじや失敬。」13 

  

嘲笑の対象になりながらも、自分の言葉を操ることが出来ない「下女」を相対化する

ものは、一様に「書生ことば」を用い、「言語的弱者」を作り出しそれを取り囲む集

団である。「書生」という文化階層が用いたこの独特の位相語は、彼らの出自を見え

なくする隠れ蓑として機能している。そう考えるならば、ここで再現されている写生

とは、ある階層語が別の階層語を序列化する道具であり、同時に書生ことばが下女の

作り出した位相語を抑圧する、書生や腰弁の役人たちのもつ「空気」でもあり、一人

一人の話す個人的言語の再現に忠実であろうとする「写生」の目的とは、対極に位置

するものである。この時点で四方太の口語的写生文をひとつの「文体」として支えて

いたものは、「声を写す」ことで「写生」を目指す在り方ではなく、捏造された「言」

＝「書生ことば」によって一人の女性の「声」＝「方言」を打ち消してしまうことに

よって成立するリアリティである。実際を写すということが高い再現性を保証すると

いう事実（「御じやます」）と同時に、或る部分をデフォルメして伝えること（＝抑

圧）が、同一階層に所属する者たちの連帯感を裏付け補強するという、事実の露呈で

ある。 

「下女」の側に寄り添って、もう一度捕らえ直してみよう。「下女」が東京出身者

か否かはこの散文からは受け取れないが、仮に彼女の出自がどのようなものであれ、

彼女の話す位相語は、彼女の無教養を暴露することはあっても書生たちの嘲笑から自

らを守る隠れ蓑には成り得ていない。彼女は自分の話す言葉を、書生に奉仕するとい

う職業的位相に従って翻訳しようとして挫折しているのだといえる。また「御じやま

す」を「笑いの種」にする書生たちの残酷さは、社会的階層において上層に位置する

（という勝手な位置づけによって）自分たちが、それを当然のこととして「東京ひろ

しといえども恐らく又あるまい」という「夥しい顔」と結びつけた上で、非東京人と

して語られる点にある。「御座います」を「御じやます」としか発音できない「田舎

者」は、嘲笑の対象になる。それは結果、同一階層に属する書生達の連帯感を呼び覚

まし、同時に「東京人」としての自己同一性を保証する。 

                                                      
13四方太「下宿屋」（注 12 前掲） 
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 「下宿屋」に展開するヒエラルヒーは、四方太たち『ホトトギス』の中心的書き手

たちが、みな地方出身者であり、同時に東京へ「文学」の志をもって上京してきた人々

で構成されているという点にも起因する。東京に生まれ育たなかった者にとっての「標

準語」を、上京後に身体化しようと努め、国家の中央に位置し、そこで近代化し統一

化されていく過程をトレースするように自分たちの雑誌を発行しつづける。書くこと

の出発点で、「方言」を地の文に塗りつぶしてしまうことに立ち止まった四方太が、

こうした形でしか「声」を「文」として拾えなかったことは、当時の標準語と方言を

めぐる書くことの難しさを露呈してもいるのである。 

 

 

５ 写生の政治学 

  

 四方太が『ホトトギス』に次々と散文を掲載するころ、子規は病床で「俳話」（1900

年 10 月 30 日号）での問答形式の文章や、数行の説明をのぞき全文が会話文で構成さ

れた「初夢」（1901 年１月 31 日号）を書く。「初夢」の中には、家人（おそらくは

母親）や車夫、書生時代の下宿屋の婦人の話しぶりが描かれている。しかし故郷松山

についての回想や、方言や階層に関する極端な言及は少ないように思われる。遡るこ

と十数年、子規は自らの故郷松山の変化についていくつかの点を列挙している。その

なかに「一、総べての風が東京に似ること 言葉も多少東京に似ること」14という項

目がある。生前未発表の「筆まかせ」は、四国仙人／沐猴冠者という署名で翌年も書

き続けられており、そのなかに「言語の変遷」とする一文がある。そこでは前年一行

だけふれられた言葉の変化について、さらに踏み込んだ感慨がのべられている。 

  

言語も追々一様になるの傾きあるが、さらば何地方の語が全国に流行するやと

いふに どうしても首都たる東京の語なり 何人でも一度や二度は出かける東京

において地方言は用ゐられぬ故 多少東京語のまねするに至るなり また地方に

出ても東京語ならば見苦しきことなし 否むしろ威張りたる位なればいやしくも

多少東京語を解する者ハ皆これを使用すれど 甲地の人が乙地に在て自分の故郷

                                                      
14 「帰郷中目撃事件」『筆任せ』（1889 年） 
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の方言を談ずることは能はざるべし、さればその地の方言を習ふか或ハ東京語を

話すの二途あるのみ、ここにおいて東京言葉ますます勢力を得るに至る  

  

この「言語の変遷」は、言葉の言い回しのようなレベルだけでなく、東京からの人

や物の流入が故郷の空間そのものを淘汰していく様子にふれており、1890 年代の早い

時期に、子規はすでにローカリティが危機に瀕しているという認識を持ち得ている。

それと同時に言文一致をになった「東京語」と「江戸語」の連続性を根拠にした山田

美妙に代表される〈標準語〉観をこの時点での子規も共有していることが伺えるだろ

う。イ・ヨンスクの指摘通り、山田美秒らが「江戸語と東京語との連続性を強調する

ことで、現在の東京語の標準的地位を正当化したのだが、実は江戸語と東京語との間

には一つの断絶があったことも忘れてはならない15」だろう。空間（地域）に依拠し

た「江戸語」が、「東京の士君子」、「東京中流社会のことば」という階層性に依拠

する言語になるとき、「東京語」は「標準語」へと接続される。子規のいう「地方に

出ても東京語ならば見苦しきことなし」という根拠は、こうした教養人の上昇志向と

中央志向とに支えられている。ある階層に限定された人々の話す「標準語」は「見苦

しきこと」がないという意味なのである16。「甲地の人が乙地に在りて」体験する異

なる地域間でのコミュニケーション不全は、地域差によるだけではなく、新たな中流

社会や教養層として東京に移り住んだ子規や、前節で述べた坂本四方太の写生実践に

よって強化される。 

 言文一致という社会目的化された言語規範によって「方言」は駆逐されていくとい

う「国語」統一の趨勢に対して、四方太の「方言」への注目と記録的眼差しは一種の

抵抗であったのかもしれない。しかし、四方太の声を写す写生文は、「書かれた言葉」

として「方言」を尊重しようとする姿勢と、「話される方言」を抑圧する構造を立ち

上げてしまうのである。そうした写生のイデオロギーは、「方言」を写生した現在に

                                                      
15 イ・ヨンスク『国語という思想』（1996 年 12 月、岩波書店） 
16 「江戸っ子」を自称する青年の登場する「坊っちゃん」（1906 年４月『ホトトギス』）に

は、同じ江戸っ子の画学教師野だいこが「御国はどちらでげす？」と話しかけて坊っちゃんが

江戸っ子を返上したいと語る場面が描かれる。一方で野だは文学士で教頭の赤シャツに対して

は「全くターナーですね。どうもあの曲り具合つたらありませんね」と答えるのである。野だ

は東京を経由した２人の人間に対して、江戸語と東京語とをスイッチできる人物である。子規

同様の「見苦しきこと」を内面化した人物造形である。 
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しかない「死んだ言葉」の領域に追いやり、「東京語」という位相語を「標準語」へ

と押し上げるその原動力となっていたのである。 
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第２章 夏目漱石「虞美人草」の言語位相 

 

 

１ 素養としての漢文／余剰としての英語 

 

「虞美人草」中には、甲野の日記が何度も引用されている。日記は、漢詩と漢文訓

読体に近い文体とを基準に書かれてあり、しばしば地の文に続いてゆく。甲野の日記

が、漢詩というジャンルを選択したことに、しばらく注目してみたい。最初に甲野の

日記が紹介されるのは、宗近と旅行にでた京都の宿である。 

 

  「一奩楼角雨、閑殺古今人」 

  と書いて暫く考へて居る。転結を添へて絶句にする気と見える。（中略） 

  「忽耳吾弾琴響、垂楊惹恨新」 

  と甲野さんは別行に十字書いたが、気に入らぬと見えて、すぐ様棒を引いた。あ

とは普通の文章になる。 

  「宇宙は謎である。謎を解くは人々の勝手である。勝手に解いて、勝手に落ち付

くものは幸福である。疑へば親さへ謎である。兄弟さへ謎である。妻も子も、か

く観ずる自分さへも謎である。此世に生まれるのは解けぬ謎を、押し付けられて、

白頭に儃回し、中夜に煩悶する為めに生まれるのである。（中略）」（３の２）（下

線引用者、以下同。） 

 

絶句形式で書き始められた日記は、途中から「普通の文章」へと書き換えられてい

る。この（３の２）の回は、「古い京」の「いやが上にも寂びよと降る小糠雨」の中か

ら始まる。東京を離れて京都の「寂び」た空間を描写するのにふさわしいのが、書き

直し以前の絶句の方であることは疑いがない。ところが甲野の日記は中断され、意識

的に「普通の文章」に書き換えられて、一種の紀行文的気分は一掃される。理由を求

めるならば、ひとつには、徐々に明かされてゆく甲野の立場が、家族と精神的に断絶

された世界であることをあげられる。旅先気分に浸ることに違和感を感じ、「普通の文

章」へと書き換えられるていると推測ができる。だがもっと重要に思われるのは、甲

野の日記が、漢詩と「普通の文章」以外では書かれていない点である。以後たびたび
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漢詩が日記に書き込まれることからもわかるように、たんに甲野の語彙や知識の多寡

によって選ばれたスタイルなのではなく、甲野の書き言葉の手がかりに、この日記は

注目されるべきである。武田充啓は、甲野の手によって〈書かれた言葉〉から、「〈父〉

に向かい合おうとする甲野の個人的な倫理や欲望」をみようとする1。武田は、甲野が

日記を投火しようとするにいたる過程を、他者に対する翻訳不可能な言葉の模索とそ

の崩壊、と捉えている。そう考えるならば、逆に甲野が、彼の表現のなかから、小説

全般にわたって、漢詩というジャンルを捨てず、日記の基準に漢詩文を選びつづけた

ことも、問題にできるだろう。なぜなら、日記以外の甲野を取り巻く書物はといえば、

書斎の反故屑にいたるまで「大抵西洋紙」に「西洋字」で書かれているからである（18

の 10）。また甲野の読み書きの場であり、１日のほとんどをそこで過ごしている部屋

も、「仏蘭西窓」に「楠の木の床」、「壁面を書棚で埋められ」た書斎（15 の１） であ

る。甲野のこうした教養の痕跡は、日記を「西洋字」で書かず、漢詩を選びとったこ

との不自然さへと眼を向けさせるのに、充分ではないだろうか。明治の教養人として

の例をとるなら、漱石の漢詩漢文の素養については周知のとおりだが、漱石に限らず、

明治の知的エリートたちの教養の根幹に漢（文）学は位置している2。しかし作品中の

甲野の現在には、たとえば床の間を背に、書見台で『古文真宝』や『文章軌範』を読

み、夥しい漢籍の世界へと読書範囲を広げていくような生活は、どこにもない。彼が

日記に選んだ文字・文体と、彼の教養の痕跡には、明らかに断絶がある。甲野の成長

過程で、そうした生活が残っており、外交官としてイギリスで病死した父親と、欧化

される以前の伝統的な教養を共有することも、過去にはあったのだろうが、父親の不

在は、そうした教養伝達の痕跡を隠蔽している。甲野の漢詩は、彼の欧化の甚だしい

生活の中でも、過去につみかさねられた、まさに教養とよぶにふさわしい記憶から、

                                                      
1 『虞美人草」の「小供」たち」（『奈良工業高等専門学校研究紀要』32 号 1996 年）「「一

奩楼角雨、閑殺古今人」と起床された絶句に始まる甲野の日記に、〈父〉への言葉を見つける

ことはできない。彼はもっぱら自分の日記（に記す言葉）を俗世間から距離を置くための方便

として用いている。「家」を出ようとする決意さえ、他人事のように漢詩にしてしまう甲野の

日記（の言葉）は、父を迂回し続けているようにさえ見えるのである。」 
2 村上哲見は『漢詩と日本人』（1994 年 12 月、講談社叢書メチエ）で以下のように述べてい

る。「いずれにせよ漱石が明治十四年、十五歳のとき、二松学舎に第三級第二課修了の学力を

認められて第一課に入学し、七月にはこの第一課を「卒業」していることはまぎれもない事実

であり、更に第二級第三課に進んで学習を続けたことも間違いあるまい。さきの『二松学舎百

年史』にみえる課程表がそのまま実施されていたとすれば、漱石は二松学舎において、『論語』、

『孟子』、『史記』、『文章軌範』、『古文真宝』、そして『唐詩選』、『三体詩』などを習

い、その間ずっと作詩作文の指導も受けていたことになる。」 
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断ち切られないまま、日記の中に根を残したのだと考えられる。甲野の欧化した生活

様式の変化は、小説の外にあり、読み解くことはできないのである。一方、甲野個人

の変化とは対照的に、日本のなかで漢（文）学をとりまく状況は、「虞美人草」発表当

時、甲野より一世代前の表現手段としての位置づけから、新たな「価値」を付加され

ていたことを併せて考えておくべきだろう。それはたとえば、次の『太陽』掲載記事

からもみてとれる。 

 

明治二十年以後、国民の自覚心やや生じて、国学起り、文法も行はれ、漢文直訳

の体やまりて、今の普通文を起したるは、大に喜ぶべき現象也。然れども、漢文

の領域を蚕食して、今日の気風の堕落を致したるの罪もまた大也。（中略）国語国

文法はひと通りにして、それよりも国学の根本たる漢学を多く課する法が、修養

の補にもなり、理解力を養ふたよりにもなり、作文の為めにもなり、よるづ利益

多し。漢学の分量は、外国語と相対峙するまでにせざるべからず。これ小にして

は、今の煩悩堕落を医する精神上の最良治療法也、大にして、教育勅語を註解し

て、日本国民の道をつくすの法也。日本は、将来益々世界的にならざるべからざ

るは、今更云ふまでも無し。世界の中心は、今や欧洲にあらずして、東亞にあり。

漢字を棄てべからざるは、言ふまでも無し。（大町桂月「漢学を起すの議」／1907

年３月１日） 

 

全文の主旨は、近来の「国語」政策の一つである漢字廃止論と羅馬字採用論に反論し、

漢学を奨励するというものである。大町桂月が漢学を奨励する理由は、漢学が外国の

国学としてある謂いではなく、日本の国学の根本として機能するという信念に基づい

ているためである。そしてそうした漢学の理解は、「日本国民の道をつくすの法」とし

てナショナリズムの方便へとすり替えられてゆく。漢学の学習が「修養の補」「理解力

を養ふたより」「作文の為」の有効な方法として、国民国家の形成という大義を支える

という論理には、次第に「漢文直訳の体やまりて、今の普通文を起したる」風潮のな

かに、修養を背景にした理解力や作文能力の低下に対する懸念がある3。 

                                                      
3 こうした国語政策論の背景は、明治 20 年以前の正当な文章の規範が、漢学にあったことをう

らづけてくれるだろう。「虞美人草」に即して考えるならば、彼の日記を対象として、そこに

透けて見える甲野という人物に形象化された、彼の言葉を支えている規範がうかがえるのでは

ないだろうか。具体的にいいかえれば、甲野のかかえている家督相続や家族不和という「病」
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冒頭に引用した日記の記述からみられるのは、自然と人事の交感と言い換えられる

ような性質のものだろうか。それはおそらく、紀行文的な叙情の場としての漢詩文対

実用文としての普通の文章、といった静的な構図ではない。大町桂月の言をまつまで

もなく、本来漢詩を含む漢文学全般において、日本人が伝統的に学んできたのは、主

知的に思想を制御する、議論文的な文章構成論や修辞法であった。甲野のおこなった

「普通の文」への書き換えは、旅先の宿での「寂びよと降る小糠雨」という、感傷に

傾きそうな風景をまえに、何らかの理由でおこなわれる。かりに、甲野が叙情的な場

面に自分を委ねようとしたのだ、と考えてみよう。しかし、彼の言葉は、彼の積み重

ねてきた彼の教養の舞台から抜けだしはしない。「宇宙は謎である」の部分でいえば、

「ＡはＢである」という命題として冒頭に「謎」が配置され、宇宙というアナロジー

によって「謎」の具体が構成されている。命題は「宇宙」から「謎」、そして「死」へ

と急転して閉じられる。なぜ謎が発展すると死を呼ぶかということよりも、そうした

展開が求心的な力をもって、全体を緊密に構成している言葉が、甲野のもつ言葉の規

範をありありと映し出している点を、見逃してはならない。こうした論法は、小説結

末のいわゆる「悲劇」論にいたるまで、一貫して変わることがない。甲野が社会的教

養層をあらわす漢詩文
ラ ン グ

詩文を拒否し、「普通の文」という、個人的な言語
パロール

を希求したの

だとしても、そのことがかえって、強固に構築された、主知的な彼の言語規範をあら

わにしていると考えられる。 

 

 

２ 〈言文一致〉という思想 

 

  「虞美人草」の発表された頃の雑誌をみていると、文章を書く者ならば、注目せず

にはおれなかったであろう記事が眼にはいる。たとえばそれは、『太陽』に代表される

「国語国字」をめぐる記事4であり、『文章世界』ならば言文一致に関する特集5がそう

                                                                                                                                                            

の意味内容を問うことをテーマとする議論から、日記を書き、他人と語る言葉から透けて見え

る、言語行為の問題へと焦点をずらしてみることであり、言語表現の起源へと遡ることが、考

察の主旨である。 
4 上田万年「二十世紀に於ける国語学の位地」／1906 年６月 15 日、加藤弘之「国語仮名遣の

改良に就て」／1907 年１月 11 日、無記名「国語国字問題」1907 年２月１日、梅謙次郎「文

部省の仮名遣い改定案に対する意見」、長谷川天渓「国語国字問題に就て」など、1907 年まで

に同誌では計 12 件確認した。 
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である。ここにある話題の中心は、評論や小説といった特殊な文章を書く者にだけふ

りかかる、限られた問題ではなく、日常的な言葉全てを巻き込んでおこなわれる、言

語生活の基盤にかかわる問題である。そこに大きく横たわっているのは、話し言葉と

書き言葉の一致をめざすという、〈言文一致〉のスローガンである。 

  1900 年代の言文一致論争の焦点は、日清戦争後いわゆる「内地雑居」を経て、国

民としての自覚を育てるために、いかに「国語の統一」（標準語選定）をはかるかにあ

った6。「虞美人草」の発表された 1907 年前後、新聞や雑誌をにぎわせている言文一致

の問題は、具体的には「国語国字」問題の形をとってあらわれている。「国語国字」の

発端は、1900 年の小学校令改正にともなっておこった、第一次国定教科書（1904 年）

の編纂に拘わる、「漢字節減」と「字音仮名遣い」の基準をめぐって噴出した問題であ

るといえる。いわば日本語の最小単位（文字）に着目して論ずるのが「国語国字」問

題であり、その背景には、最大単位（文章）のありようを問われる〈言文一致〉の思

想が控えている。 

 

一体言文一致は、話すことゝ書くことゝが一致することであるから、文が言葉

に近くなって行くよりは、寧ろことばが文に近くなつて行く方が主きを以てゐる。

（中略）唯だ平常使ふ言葉を、第一に品がよく、力があり、文
あや

があつて、且つ精

確で、しべて述べたいことを、多くもない少くもなく述べられるやうに改良すれ

ばよいのである。／この言葉の改良が、自然に文章の上に現はれるやうになれば、

茲に始めて本当の意味の言文一致が出来るであらう。もしこれを考へずに、文章

の方からのみ言葉に似せて行くとすれば、結果は唯だ文章を堕落せしむるに過ぎ

ぬ。（徳富蘇峰「先づ言語を改良せよ」）7 

 

蘇峰は「本当の意味」での言文一致を、話しことばの書き言葉への歩み寄りに見る。

1900 年前後、言文一致を論じるときに「文を言に近づけると同時に、言を文に近づけ

るやうにもして、両者を同時に、対等に発達せしめ」8ようとする多数派からみると、

                                                                                                                                                            
5  「言文一致につきて」／1906 年５月 15 日、「言文一致以外の文章を学ぶ必要ありや」／1908

年 11 月 15 日。 
6 イ・ヨンスク 『「国語」という思想』1992 年２月、岩波書店。 
7 徳富蘇峰「先づ言語を改良せよ」『文章世界』1907 年５月。 
8 幸田露伴「理想的言語を作れ」『文章世界』1906 年５月。 
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この「言葉が文に近くなつて行く」という提案に対して、奇異な感じを拭えない。し

かしこの蘇峰の言文一致観は、口語の引き移しによって、一足飛びに十全な文章が完

成されるというような、単純な言と文の流通性に疑義をはさむものであり、文章には

文章の「平常使ふ言葉を、第一に品がよく、力があり、文
あや

があって、且つ精確で、す

べて述べたいことを、多くもない少くもなく述べられる」規範を作ることでしか、本

当の言文一致がおこなわれないのだというものである。続いて、先に示した露伴の文

章と同時に掲載された、二葉亭四迷の主張にも注目してみたい。 

 

  自分には元来文章の素養がないから、動もすれば俗になる、突拍子もねえことを

云やあがる的になる。坪内先生はも少し上品にしなくちやいけぬといふ。徳富さ

んは（其の頃国民之友に書いたことがあつたから）文章を言語に近づけるのもよ

いが、も少し言語を文章にした方がよいと云ふ。けれども自分は両先輩の説に不

服であつた、と云ふのは、自分の規則が、国民語の資格を得てゐない漢語は使は

ない、例へば、行儀作法といふ語は、もとは漢語であつたらうが、今は日本語だ、

これはいゝ。併し挙止閑雅といふ語は、まだ日本語の洗礼を受けてゐないから、

これはいけない。（中略）日本語にならぬ漢語は、すべて使はないといふのが自分

の規則であった。9 

 

その題名の文語調に反して、まさに話すように書かれてはいるが、話し言葉が引き写

しに再現されることが本質的な話し言葉と書き言葉の一致に繋がるわけではない。ま

た二葉亭によって、徳富蘇峰よりもさらに強く意識されているのは、その語を使用す

る際の文章の素養や品格の有無ではなく、また口語か文語かによって使用するかどう

かの基準が定まるのでもなく、その語の日常性
アクチュアリティ

こそが、彼の言語規範であるという考

え方である。ここで私が言語規範というのは、規範によって現象が排除されるべきで

ないといった、近代科学的な磁場にたつわれわれの言語観と、彼らの言語観とが、矛

盾すると考えているわけではない。どこかしら一貫する言語規範をとおしてこそ、言

葉は言語行為としてその人物のなかで有効に機能するのだという問題なのである。 

二葉亭の言葉に対する規範は、そのアクチュァリティにあったが、同様に「虞美人

草」に応用するならば、「漢詩」を「普通の文」に書き換えても、甲野のなかには一貫

                                                      
9 二葉亭四迷「予が言文一致の由来」『文章世界』1906 年５月。 
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して、漢文学的素養によってつくられた言語規範が、ゆるぎなく存在しているといえ

るだろう。 

 Ｊ・オングの主張10を日本の中で考えるならば、アクチュァルであることを言語規

範とした日本語の模索、言文一致の洗礼を経てなお、たとえば、甲野のような人物形

象のなかに漢文学の影響は、言語規範として存在しているのだといえよう。 

 

 

３ 引き裂かれる言語規範 

 

「虞美人草」を言語規範形象化の物語として考えるとき、甲野の対極にいる人物が、

藤尾であると考える。 

最初に藤尾が登場するとき、美しく装丁を施された「書物」を「静かなる昼を、静

かに栞を抽いて、箔に重き一巻を、女は膝の上に読」んでいる。 

 

「墓の前に脆いて云ふ。此手にて―此手にて君を埋め参らせしを、今は此手も自由

ならず。捕はれて遠き国に、行く程もあらねば、此手にて香を焚くべき折々の、

長しへに尽きたりと思ひ給へ。（後略）」（２の１） 

 

小野と藤尾の空間に、割って入った母の言葉によって、この場面は、小野が藤尾に英

語を教える時間であることが知れる。したがってこの『プルターク英雄伝』は、藤尾

と小野の前では、英語版であったと考えるのが原則だろう。では果たして、訳文にこ

のような雅文体を選んだのは、語り手なのだろうか、それとも藤尾なのだろうか。引

用は「 」によって地の文と区別されているから、いちおうは藤尾が訳したと見なす

のが妥当であろう。藤尾の翻訳能力については「英語丈は御陰さまで大変好きな模様

                                                      
10 『声の文化と文字の文化』桜井直文他訳、1991 年 10 月、藤原書店。オングは、ラーアン語

がヨーロッパで話し言葉でなくなったのちも、高度に体系化された知識と、抽象的な概念操作

によって、新たな知の論理を生み出すために必要不可欠な道具となったことを指摘し、それら

はアカデミアという特殊な空間のなかだけで特権的な知的エリートの男性だけが習得し、有効

に機能させる言葉であったことを指摘している。敷桁してかんがえるならば、ヨーロッパのラ

テン語にあたる働きをしたのは、日本においては漢文学的教養であり、そうした教養をもつも

のともたないもののつくりだす差は、「虞美人草」においてコミュニケーションを阻むものと

してはたらいていると考える。 
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で―近頃では大分六づかしいものが読めるさうで」（２の５）という母の挨拶から推し

ても、「詩人」である小野の指導のたまものというふうに、考えなければならないだろ

う。 

村瀬士郎はこの点について、藤尾の英語も、糸子の裁縫や、小夜子の琴同様、「花嫁

修業」として行なう「稽古事」の範疇を出ないもので、卒業後の〈教養〉の積み方に

よって、藤尾は「英語」をアイデンティティーに転換できた、という。同様に、小夜

子が時勢に遅れたのは、そうした〈教養〉の質の差である、と結論している11。同様

に藤尾の教養を考えるなら、『プルターク英雄伝』の翻訳文は、藤尾という人物のつく

りかたを、具体的にさししめしているように思われる。書物に印刷された書き言葉を、

彼女の言葉に翻訳する作業は、彼女の言葉のひとつの規範をあらわしていると考えら

れる。実際訳されている文体をみるかぎり、藤尾の能力は「稽古事」の英語の問題だ

けではなく、流麗な和文脈（雅文）に書き換えるような教養を、彼女が背負わされ増

幅させるという、再生産者としての問題を担っている。彼女は英語で書物を読み、理

解し、彼女の言葉に書き直すという、優れた読み書き能力を有するが、それは当時あ

ったおびたただしい種類の文体のなかから、「趣味を介する」小野によって、ひとつの

〈文体〉選び採らされた、ということに他ならない。 

藤尾にとっても言語の規範は、実際の読み書きのなかでつくられていくものだ、と

考えねばならず、その過程で、和文調の柔軟で流麗な文体を選ばせるという、小野の

介在が行われたのだと考える。したがってこの部分の藤尾は、小野が考える言語規範

に形をあたえる人物であるといったほうが適切であるかもしれない。 

 

「紫？よく紫と仰やるのね。何故紫なんです」 

「何故って、さう云ふ感じがするのです」 

「じゃ 斯んな色ですか」と女は青き畳の上に半ば敷ける、長き袖を、さつと捌い

て、小野さんの鼻の先に翻す。小野さんの眉間の奥で、急にクレオパトラの臭が

ぷんとした。 

「え？」と小野さんは俄然として我に帰る。（２の２） 

 

小野との会話を見る限り、藤尾の読書の目的は、物語の世界にむかっているというよ

                                                      
11 「変容する「金時計」―「虞美人草」論―」『近代文学論集』第 23 号、1997 年 11 月。 
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りは、目前の小野と自分との恋愛のかけひきにある。ここで藤尾が物語から現実へと

話題をずらしてみせるのは、彼女が「我の女」として主導権を握るための、当然の話

題転換であろう。小野が藤尾に教えるのは、母親がいうように英語だけではない。言

葉に限らず、透明で純粋に伝達の内容だけが伝わることなど、ありはしないからであ

る。ここでいえば、紫の着物を着て「長き袖を、さつと捌いて、小野さんの鼻の先に

翻す」藤尾の行為は、話題をずらしてみせる話題転換よりさらに露骨に彼女のプライ

ドをものがたる。それでも彼女を言語的なセンスの植え付けによって統御するのは小

野であり、その意味で彼女の「英語」には、つねに小野の力がはたらいている。その

読み方や感じ方、日本語への読み換えのセンスの伝達が問題であり、現実の小野の在

不在は問題ではない。藤尾の読書が小野との（恋愛を含んだ）かけひきであるという

前提にたてば、藤尾と小野の交際が、新しい局面を迎えるまでは、『プルターク英雄伝』

が２人の恋愛のテクストとして読みつづけられるだろう。反対に小野との大森行きが

実現されていれば、そうした２人の恋愛の駆け引きに相応しい、次のテキストが用意

されたであろう。だからこそ藤尾の生活の中に、読書は抜きがたい根をおろしている

ともいえる。しかしそれは兄である甲野の素養として幼少期からの教育の中で身につ

けた漢詩漢文とは異なる次元にあるものだ。彼の漢詩漢文が素養であったとするなら

ば、藤尾の英語とは小野の身に着けた近代知の余剰としての英語である。それはどこ

までも移植されたものでしかない。小野が小夜子を選んだ瞬間に、藤尾との交際は新

たな局面（破局）をむかえるが、藤尾の読書のなかから小野を引き抜くことができな

いならば、言語の規範を伝達されている藤尾が、その大きな伝達者を失うことで死ぬ

のは、不思議なことではない。 

博覧会場では、イルミネーションに照らされた建物を、甲野がクレオパトラの冠に

たとえる。藤尾に「どうして御存じなの」と鋭く聞かれ、甲野は「おまえの持つてい

る本に絵がかいてあるぢやないか」と応えている（11 の２）。藤尾の詰問は、小野と

藤尾の二人の「趣味」の空間には、他人の介入を許さない、という強い調子がある。

他人の介入に身をゆだねて読むことを、甲野によって難じられれて腹をたてたとも、

受けとられる場面である。いずれにせよ、藤尾は実際の交際の中では、小野を犬のよ

うに、尾を逆にして狂わせて得意でありながら（12 の４）、繰り返し得意に語る「詩」

的生活の中では、小野に服従させられているといわねばならない。このような現実の

力関係の逆転は、「だって琴は隣よ、あなた」のひとことで、藤尾の空想を打ち壊した
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（６の４）糸子への面あてや、宗近への気持ちをあらわした「いやかいつて、…あん

な趣味のない人」（８の２）という言葉にも通じている。藤尾はあらゆる対象を「詩」

的要素と「趣味」の有無によって選別し、己の「詩」的ポテンシャルを誇示している。

選別能力のみが異常に発達した藤尾には、その基準値の妥当性や、「詩」の本質を問い

返すきっかけが与えられていない。別の場面をみてみよう。一見すると藤尾は小野と

糸子との会話で、京都の風景をめぐって、遠景近景をとりまぜながら自由に組み立て、

「詩」的な情景をつくることができるようにみえる。 

 

「私？私はね、―さうね―裏二階がいゝわ―廻り椽で加茂川がすこし見えて―三条

から加茂川が見えても好ゝんでせう」 

「えゝ、所によれば見えます」 

「加茂川の岸には柳がありますか」 

「えゝ、あります」 

「其柳が、遠くに烟る様に見えるんです。其上に東山が―東山でしたね総麗な丸い

山は―あの塔の名は何と云ひますか」（６の５） 

 

２人の応答は、単に京都をよく知る小野に、事実確認をしているだけではないだろう。

小野と藤尾にとって、この応答は詩趣の即興であり、口頭による試問なのである。裏

二階の廻り椽は「詩」になるか、加茂川には柳が相応しいか。藤尾は話し言葉のなか

でも、巧く詩趣にかなうものを集めてきて小野の前に披露できるようにみえる。ただ

し、その柳は「遠くに烟る様」であって、東山は「綺麗な丸い山」でしかない。行っ

たことのない古都の町を、自分の教養にてらして再現しようとするのではなく、さり

とて際だった写生の能力をみせもせず、凡庸な詩を組み立ててしまう。また、あつめ

てきた「詩」を帰納させて、「詩」とは何であるかを問うことも藤尾にはできない。そ

の機会は、「虞美人草」の語り手によって、藤尾自身から奪われている。彼女の教養は、

冒頭の『プルターク英雄伝』を翻訳してみせた人物とは思えない程、よるべなく、浅

薄である。 

藤尾が小野からの「英語」教育を受けてつくってきた「詩趣」と、彼女の使用する

言葉（小野や糸子への態度を含む）の露骨さとは、言語的な規範の分裂をもって、失

われているというしかない。 
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甲野の言葉は、漢詩体と「普通の文」との文体の往還をとおして、実は彼の言語規

範がひとつの強固な基準をもつことを伝達している。甲野の日記は「小説家」を名乗

る語り手によって、しばしば地の文へと剰窃されているが、その「小説家」は、同時

に藤尾を美文で描写し、藤尾の背後に小野を配置する「小説家」でもある。「虞美人草」

の人物が類型的に映るのは、その人物たちの言葉こそが、くっきりとした輪郭を示し

てしまうせいなのではなかろうか。ひとりひとりの人物を、その人物の言葉遣いによ

って描きわけるだけではなく、その背後の教養を何重にも重ねて映し出すような語り

方によって、その位相差からリアリティを表現すること。それが「虞美人草」のなか

で行われている、文体の実験ではなかったか。 

「虞美人草」に限らず、新聞小説作家としての漸石の作品が、その時事性を十分に

意識した小説であることについては、すでに多くの指摘がある12。こうした指摘は、

新聞という発表媒体に即した時代風俗へのまなざしをもっており、エンターティメン

トとして漱石の小説を楽しんだ読者の姿を浮かびあがらせてきた。しかしそうしたリ

アルタイムに進んでゆく物語には小説家―誤解を恐れずに言えば漱石自身―のつくり

だした、人間が生きてきた年月分の、教養の重なりを、同時に感じることも出来るは

ずなのである。移りゆくものが明瞭な輪郭をもち始めるとき、言語規範という変わり

難いものの姿も立ち現れる。 

一方、文体の位相に注目することは、漱石が新聞小説の読者の教養層を、どのあた

りに設定していたのかを知る手がかりにもなるはずである。たとえば、前年『新小説』

に発表された「草枕」には、俳句、英詩、漢詩とさまざま文学形式が寄せ集められて

いたが、「虞美人草」のなかでは、知識としてギリシャ神話や謡曲、画家や詩人の話が

扱われるものの、直接引用される形で他の作品が小説内に組み込まれるのは『プルタ

ーク英雄伝』のみである。『新小説』のような文芸雑誌を媒体とした「草枕」のような

場合、読者層の把握も容易だろうが、新聞小説の読者の文学的テクストのリテラシー

は、漱石にとっても予測不可能であったはずである。むしろ、それまで通りに読者層

を予測できないという制約が、「草枕」とはちがった、文体の模索を可能にしたのでは

なかっただろうか。小森陽一がいうように13、『文学論』が、文学テクストのリテラシ

ーの高い漢文学の読者としての漱石と、語学学習の域にとどまった英文学の読者とし

                                                      
12 たとえば、石原千秋「博覧会の世紀へ―虞美人草」（『漱石研究』創刊号、1993 年 10 月。） 
13 小森陽一『〈ゆらぎ〉の日本文学』1998 年９月、ＮＨＫブックス（52～54 頁）。 



36 

ての彼との分裂から生まれたものであるならば、「虞美人草」が、1907 年以降の日本

の文壇のなかで、漢文学的土壌から再出発していることから眼をそらしてはならない。

それは、漱石自身が、時代にむけて、言語規範を確認するような作品であったはずな

のである。 
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第３章 夏目漱石「虞美人草」 ―風景を分有する男たち 

 

 

１ 「山岳趣味」の中の男たち 

 

「虞美人草」に限らず、漱石の小説では山に登る場面が効果的に用いられている。

たとえば、「二百十日」の「圭さん」と「碌さん」の阿蘇山、「行人」における「一

郎」と「Ｈさん」の箱根山などは男二人で登るという設定である。これらの作品が友

人同士が共に山に登るという設定である一方で、「草枕」（1906 年）や「坑夫」（1908

年）など、単独行のパターンもある。これら単独で山に登ってゆく、または山あいの

町や村に向かうという設定は、同時代あるいは先行するの多くの作家たちが、「山に

登る」という設定を小説に持ち込んでいる。これらは藤森清1によって、島崎藤村の「破

戒」（1906 年）や、田山花袋の「蒲団」（1907 年）以前、同じく田山花袋の「重右

衛門の最後」（1902 年）や泉鏡花の「黒百合」（1898 年）、「高野聖」（1900 年）、

「風流線」「薬草取」（1903 年）に遡って、「山岳文学誌」とでもいいうる共通のコ

ードがしかれていたことが示唆されており、これらの文学的状況は、自然主義文学の

メルクマールとして郊外生活者の物語が受け入れられる前に、「紀行」や「山岳」と

いうテーマのなかで認識されていたということを、当時の読みのスキームとして指摘

することができると思われる。 

そうした意味で藤森氏の指摘は有効である。しかし、漱石の作品に限ってみた場合、

山に登ることすべてを一様に取り上げ、論じることは後でみるように大切な問題を見

落とすことになると思われる。今回は「虞美人草」とその作品の書かれた 1907 年前

後、明治末年に時間を限定して、当時の人々の山登りを巡る時代的背景に着目しなが

ら、「虞美人草」を読み直してみたいと考える。 

「虞美人草」は甲野欽吾と姻戚関係にもあり友人でもある宗近一との比叡山への山

登りの場面から始まっている。「虞美人草」全 19 章中の１章と、分量的には問題にな

らないほど少ないが、周知のとおり、夏目漱石はこの年英国留学をはさんで勤めてき

た大学を離職し、朝日新聞社に入社、その新聞発表の小説第一作（小説掲載直前に「文

                                                      
1 藤森清「明治三十五年・ツーリズムの想像力」（『メディア・表象・イデオロギー―明治三

十年代の文化研究』1997 年５月、小沢書店） 
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芸の哲学的基礎」が掲載されている）がこの「虞美人草」であったわけであり、国の

最高学府にして唯一の大学である東京帝国大学を辞めた、いまだ作家という職業が社

会的にまっとうな職業として認知されていない時代にあって、好奇の目と絶大な期待

とをもって迎えられた作家「漱石」の連載の冒頭５日間を、この比叡山への「山登り」

が占めたのである。読者の関心という点から考えれば、軽んじられる場面ではないと

いうことを指摘しておきたい。 

  

「随分遠いね。元来何所から登るのだ」 

と一人が手巾で額を拭きながら立ち留つた。 

「何所か己にも判然せんがね。何所から登つたつて、同じ事だ。山はあすこに見

えて居るんだから」（１の１） 

  

語り手が語り出した時点で甲野に「随分遠い」と言わせ、まだ春だというのに額の汗

を拭わなければならないほどの山道を、二人は歩いてきたらしい。「何所か己にも判

然せん」という宗近のことばは、京都への旅行中、比叡山への登攀が当初からの綿密

な計画の上に実行されたものではなかったことを表わしている。それは甲野の「人を

連れ出して置きながら、何処から登つて、何処を見て、何処へ下りるのか見当がつか

んじやないか」（同）ということばや、 

  

「あの山でもいゝが、あの山は高さ何千尺だか知つてゐるかい」 

「知るものかね。そんな下らん事を。―君知つてるのか」 

「僕も知らんがね」（同） 

  

という会話からも、山登りに対して２人の関心が希薄であることが読み取れる。歩い

て山に登るならば、おおよそでも登山ルートや標高程度は承知しているのが当然だろ

う。 

ところで「虞美人草」発表の２年前、1905 年に、日本初の「山岳会」（のち日本山

岳会）が発足している。志賀重昂の『日本風景論』（1894 年）が多くの関心を集めた

ことはよく知られているが、たとえばその一人、山への憧憬を募らせ日本アルプスへ

の初登攀を成した人物として、小島烏水は 30 年代後半からすでに知名度が高い。小島
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の活躍の場は山だけにとどまらず、山へ登攀した時の記録やその印象を、雑誌の『文

庫』や『太陽』への寄稿し活躍していたからである。一方同じころ、東京府立中学校

に在学中であった武田久吉やのちの言語学者、市河三喜らが 1901 年以後「日本博物

学同志会」を発足させ、雑誌『博物之友』などでの活動をとおして烏水に出会ってい

る。ここには博物学を志したり、現役の弁護士であったりする人々が集い、複合的な

専門分野と目的をもった日本山岳会が発足し2、「虞美人草」連載の前年には雑誌『山

岳』を出している。会の発起人の一人である高頭式は、これに先だって 1906 年２月

『日本山嶽志』という総頁 1400 ページに近い大著を出版する。可能な限りのあらゆ

る山を地理別に大別し、国分索引と総画索引、そして折り込み地図までついたもので

ある。この『日本山嶽誌』には、1906 年時点で認められる、山という山がすべて網羅

されているのである。柄谷行人が指摘するように、あらゆる対象は現象としてあるだ

けではなく、それが発見されるとき「風景」として人々の前に立ち現れる。その意味

で、志賀重昂の『日本風計論』から始まり、高頭式の『日本山岳誌』にかけての山が、

山を、単なる土地の隆起した見晴らしのよい山から、「日本」という国家を構成する

領土の認識を新たにするものとしても同時に認識されてゆくことになる。 

同時に、鉄道の整備に代表される、いわば日本という国家を時間や距離、そこにか

けられる金銭という客観的な値に置き換えて認識できる装置が出来あがって行くこと

が、空前の旅行ブームを準備した。それが日本の明治 30 年代であった。そうしたイン

フラ整備が一応の完成をみることと時期をたがわずして、『日本山嶽志』は出版され

た。「日本」という国家にある、あらゆる山の地理的位置、地質的構造、歴史といっ

た情報がまとめられたのである。そして『日本山嶽志』だけでなく、烏水の山への関

心の発端となり、日本固有の風景の発見をうたった『日本風景論』同様、雑誌『山岳』

も「先づ欧州の The Alpine Jaurnal（ﾏﾏ）の例に倣ひ」、日本における新たな山岳趣

味を奨励する。「山岳に関する考察紀事、一切を網羅し、山岳趣味と知識の啓発に任

せんと欲す、然れども、本会の事業たる、単に雑誌発刊の事に止むべきにあらず、山

中に登山者宿泊の小舎を立つるも可なるべく、登山新路を拓くも可なるべく、全国に

亘りて山岳案内記を出版するも可なるべく、各登山者間に連絡を通ずる方法を講ずる

                                                      
2日本山岳会の発足当時の経緯については『小島烏水全集』第６巻「解題・解説」（大修館、1979

年９月）、武田久吉『明治の山旅』所収「付録山岳会創設前後（講演録）」（平凡社ライブラ

リー、1999 年２月）に詳しい。 
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も又可なるべし、為すべきこと極めて多くして、未だ一も其緒に就きたるはあらず、

之を大成するは、一に趣味嗜好を同じうする、諸君子の援護に待つの他はある可らず、

蓋し是れ実に国民的事業にして、決して少数人士の能く為し得るところにあらざれば

なり」3とあり、「趣味嗜好を同じうする人々」が全国至るところに分け入ってゆくこ

とで、「山」という空間が発見され、ほとんどを山が占める「日本」の国土から未知

の空間を消してゆく。のちに柳田國男が『山の人生』（1926 年）について「二十年も

前から考えていた問題」（同書「自序」）と書き残しているが、これがちょうど明治

末期の「山岳趣味」の奨励期にあたるのは偶然ではないだろう。柳田は、旅行の場や

擬似的な日常の場として山に親しむことを奨励し、山の再発見を喜びとした人々とは

違う山との関わりを持った人たちのこと、すなわち「山人」や「山民」と呼ばれる人々

のことを書き記す。こうした背景には日本山岳会発足前後の山岳趣味の提唱に背を向

ける柳田の姿が見て取れる。 

烏水らが提唱した「山岳趣味」とは、幾日も費やしておこなわれる大掛かりな山登

りもあり、たとえ甲野や宗近の山登りが「六十度の勾配に擦り落ちもせず立ち留つて

居る」（１の３）ようなものだとしても、興味や関心を欠いた山登りを「山岳趣味」

と見なすことはできないだろう。先にもふれたが叡山行は当初の予定にないものであ

ったし、宗近は中折れに米沢絣の羽織、袖無
ちゃんちゃん

、毛脛に纏はる竪縞の裾（袴）に太い桜

の洋杖、一方甲野は深靴に蝙蝠傘の、おそらくは洋装である。洋装自体は問題がない

のだが、先の『日本山嶽志』では登山時の携帯品として「洋傘は大抵の旅行晴雨共に

必要なれど、登山には断じて携ふ可からず、（中略）路の急峻なるに遭へば身を扶く

るもの唯一の金剛杖あり、傘は畢竟無用の伴侶のみ（中略）太刀式に挟むも妨げざれ

ど、進退の便を欠く、殊に洋装ならば背に負ふより外に如何とも為し難し。」と、特

に傘の携帯を禁じている。甲野はもとより「見たくもない叡山を見」（１の４）たわ

けであり、同時代的な「山岳趣味」すら知らなかったかもしれない。甲野が山に登り

ながら考えるのは、人間の生死の問題である。 

 

生きてあらん程の自覚に、生きて受くべき有耶無耶の累を捨てたるは、雲の岫を

出で、空の朝な夕なを変はると同じく、凡ての拘泥を超絶したる活気である。古

今来を空しうして、東西位を尽くしたる世界の外なる世界に片足を踏み込んでこ

                                                      
3  『山岳』第１巻第１号（日本山岳会、1906 年４月）「山岳会設立の主旨書」 
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そ―それでなければ化石になりたい。赤も吸い、青も吸い、黄も紫も吸い尽くして、

元の五彩に還す事を知らぬ真黒な化石になりたい。それでなければ死んでみたい。

……遐なる国をこそ思へ。 

考へるともなく考へた甲野君は、漸くに身を起した。（１の４） 

  

山の景色を見ながら死を導き出すという発想は、1903 年に日光華厳の滝で投身自殺し

た藤村操や、1906 年９月に『中央公論』に掲載された松逕子「煩悶と人生」4、宮崎

胡処子『噴火口』（1907 年）、泉斜汀『異虫』（1908 年）へと続くコンテクストを

想起させる。おそらく甲野自身は山岳趣味という流行、もしくは世の中のあらゆる流

行という現象自体を、自分とはまったく関係のないもの、いわば別世界の出来事と思

い込んで生きてきた人物である点については、前章において甲野を中心とした登場人

物たちの言語規範と言文一致をめぐる諸問題として論じたとおりである。その際に論

じたように、甲野本人が積み重ねてきた教養が、明治の日本が要請する国家語を確立

することに取り込まれてゆくような時代の推移がみてとれたのとはまた別の形で、甲

野は、世間一般の風潮としての山登りのなかに取り込まれている。時代の風潮である

山に登りながら一方で世間や社会とは切断されたところに自分を追い込んでいく甲野

は、もう一方では死について「哲学」しながら、一高生藤村操の死を東京帝国大学哲

学科に在籍時に体験したであろう年齢（1907 年に 27 歳）設定と、哲学科という出自

とをもちあわせた典型的「煩悶青年」である。こうした悩みを抱えながら叡山に登っ

た甲野は、何を見、考える青年として語られているだろうか。 

  

 

２ 共に見る風景 

  

甲野と宗近が何を目指して叡山に登ったかはもとよりはかり知れない。単に京都見

物の一環なのだろうか。それとも入社時に尽力した大阪朝日新聞社の、鳥井素川や『大

阪朝日新聞』とその読者へむけての配慮なのだろうか。 

                                                      
4 「人多く華厳瀑下の飛沫にのみ目を奪われ、浅間火坑の噴煙にのみ心を惹かれ、煩悶といへ

ば落付く先は自殺と定まりしもの」とある。 
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近代から遡ってみると、近世の山への紀行は多くの場合参詣紀行であるが、名山（宗

教・信仰）に拘らない物見遊山が、名山（特に富士山）信仰の俗化をとおして始まっ

ている。それは外来登山思潮の影響をうけていないにも拘らず、ヨーロッパにおける

初期の登山の歴史に通じるものであるという5。宗近と甲野が登った叡山は、いまだ女

人禁制であり男二人の旅行にふさわしいが、特に参詣の意識を感じている様子は無い。

甲野が一度だけ「登らんとする岩の梯子に、自然の枕木を敷いて、踏み心地よき幾級

の階を、山霊の賜と甲野さんは息を切らして上がつて行く」（１の５）と叡山を霊山

として意識するところがあるが、これも人ならぬ技を感じる「自然神」に対する感慨

に近いに理解であり、しかもこれも特例的な感じである。あとは壬申の乱で落ち延び

る天武天皇、延暦寺の雑兵の反乱、平将門などが想起されているが、記述されるのは

それらの歴史的事象を全て埋め尽くして伸びる杉の森（１の５）の猛威である6。そし

てここで語り手が行っているのは、甲野の日記を覗き見、地の文へと剽窃することと、

景色に投影された甲野の内面のドラマを表象することである7。具体的にみてみたい。 

  

生ひ茂る立ち枯れの萱をごそつかせた後ろ姿の眼につくは、目暗縞の黒きが中を

斜に抜けた赤襷である。一里を隔てゝも、そこと指す指の先に、引つ着いて見え

る程の藁葺は、この女の家でもあらう。天武天皇の落ち玉へる昔の侭に、棚引く

霞は長しへに八瀬の山里を封じて長閑である。 

「此辺の女はみんな奇麗だな。関心だ。何だか画の様だ」と宗近君が云ふ。（１

の４） 

  

地の文において展開されている語り手の興味は、大原女から天武天皇へと切り替わる

が、それに続く宗近の第一声は再び「この辺の女」、つまり大原女の話題へと逆行し

ている。明らかに語り手と、そこに現われている登場人物とが全く違うことを考えて

                                                      
5 板坂耀子「山の紀行」（『江戸の旅と文学』ペリカン社、1993 年 12 月） 
6 山本真司「〈退化論幻想〉としての『虞美人草』――藤尾の死／処刑の条件」（『工学院大学

共通過程研究論叢』34 号、1996 年 12 月）では「古都京都を、日本的スピリチュアリズム発揚

の場であるとともに、進化という歴史の動的変化を受けない普遍の過去、静の場として位置付

け、西欧化された文明都市東京と対置させている。そして、山は、一切の対比を超越し、崇高

哲学的な視点を与える認識の場として機能する。『虞美人草』というテクスト上の言説は、全

てこの〈山登り〉という隠喩／換喩による無意識的な象徴体系の抑圧を受けることになる。」

という。 
7 前章を参照。 
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いた点を強調する繋がりである。一方、逆に語り手が宗近の関心を繋いでいくところ

もある。 

  

「そろそろ降参しかけたな。弱い男だ。あの下を見給へ」と例の桜の杖を左から

右へかけて一振りに振り廻す。 

振り廻した杖の先の尽くる、遥か向かふには（中略）白銀の一筋に眼を射る高野

川を閃かして、左右は燃遥か向ふには、白銀の一筋に目を射る高野川を閃めかし

て、左右は燃え崩るゝ迄に濃く咲いた菜の花をべつとりと擦り着けた背景には薄

紫の遠山を漂緲のあなたに描き出してある。 

「なる程好い景色だ」と甲野さんは例の長身を捻じ向けて、際どく六十度の勾配

に擦り落ちもせず立ち留つて居る。（１の３） 

  

宗近が「あの下を見給へ」と桜の杖で指し示した風景は、近景に高野川、左右一面に

広がる菜の花があり、遠景に春霞にかすむ薄紫の山並みが配置されている。ここでの

語り手は風景を宗近の知覚した風景として語ると同時に、甲野に「なる程好い景色だ」

と言わせることで、宗近に知覚されたそのままの風景が、まるで移植されたように、

甲野へと受け渡されている。前述の語り手と宗近のように、違いをあえて強調するよ

うなカメラの切り替えがここにはなく、反対に語り手が宗近と甲野の会話の間に風景

を差し挟むことで、２人が一枚の絵葉書をみたかのような錯覚をもたらす8。しかも、

何をどのような角度と距離感をもって選び出し、どのように受けとめ感じたかという

風景の捉え方自体がダイレクトに接続されてゆくのである。体験を人に伝えようとす

る時、そこにはどのようなメンタリティがはたらくのだろう。 

  

十八世紀末から十九世紀の初めにかけての英国の批評家ウィリアム・ハツリット

は、旅をする心を論じて旅は一人でやらなければならない、そうして初めて思う

存分、気ままに瞑想をすることも、のびのびと歩くことも出来、また面白くない

ことに共鳴を強いらるる必要もなく、他人に同情を求めて得られない不愉快さを

                                                      
8  17 章には同様の手法のバリエーションがあらわれる。同じ景色を見ながら、「田舎から帰

った許だから一向珍しうない」浅井に対し、小野は「好い心持だ」として、郊外の景色は感性

を判別する手段になる。 
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感ずる必要もないといっている。私はハツリットの抱いている心持の真なること

を彼以上に感じている。しかし、私は特に無人の境に漂泊する時、そしてこの無

人の境から多少思いがけないものが期待されている時、また、この期待されてい

るものが、思いがけもせぬ方面から俄かに私の眼前に展開される時に、友なき苦

痛はすべての楽しみをかきけすほどのものであることを痛切に感じている9。 

  

同じ空間／時間に同じ体験―ここでは山に登るということ―が、同じ体験として対象と

の影響関係をつくると考えるのは甘い幻想である。２人が同じ語り手に介在されて見

る一つの風景は、甲野の「自己と家族」との関係にむかう悩みと、宗近が「個人と国

家」との関係に感じる苛立ちとを、それぞれに読み込むフィルターに過ぎない。それ

でもここには共に旅し山に登って１つの風景を自分たちが分有しようとする、時代的

かつ普遍的な思想をみることができる。 

 こうした一つの風景を自分たちの欲望のままに分有させる視線は、博覧会の場面で

も同様に機能する。語り手は「アリは甘きに集まり、人は新しきに集まる」「閃く影

に躍る善男子、善女子は家を空しうしてイルミネーションに集まる」（１１の１）と

説明し、夜の博覧会場に集まる人たちに、イルミネーションの作り出す風景の見物に

駆り出すのである。「三遍目だから驚かない」宗近は、同行者たちにしきりと驚いた

かどうかを尋ね、甲野は「驚くうちは楽があるもんだ」（１１の１）という。ここで

の眼目は、初めて目にする風景を見た人が、既に見た人に観察されるという図式であ

る。また、小野は「当世」という概念をイルミネーンの中に見、弧堂はイルミネーシ

ョンに集まる「人込み」を見ている。殖産興業や富国強兵の欠かせぬ装置として始ま

った博覧会は確実に見世物化の道をたどっていった10。語り手は弧堂を過去の人間（１

１の３）と自覚させることで新奇な場所に不釣合いな人物として弧堂を書くが、同時

に「文明」を見物にくる人間たちを風景に取り込んでいる弧堂を、観察者として立ち

上げる。明治初期からたびたび開催された内国博覧会それ自体は、弧堂にとっても新

奇なものではないはずである。それは「登山趣味の奨励」と同様に、同じ風景のなか

に新たな意味（イルミネーションという文明）を付与しながら、そうした風景との距

離を測り、一緒にそれを体験する人との関係をはかる装置であり、近代化を要求する

                                                      
9 田部重治「山に入る心」（1923 年）（引用は『山と渓谷』岩波文庫、1993 年８月） 
10 吉見俊哉『博覧会の政治学』（中公新書、1992 年９月） 
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場なのである。したがってあの展覧会場で多くの人が集う場は、さまざまなものや人

との出会い方を通じて、近代的装置をどのように受け入れて見せるか――積極的にその

近代性を取り入れたり溶け込んだりするのか、あるいはその前に立ち止まってあるた

じろぎを見せるのか、イルミネーションに見とれるのか、あるいは景色の一部として

溶け込んでしまうのか。そうした一人一人の反応を通じて、彼らのハビトゥスがあぶ

りだされる場でもあるといえよう。博覧会から取り残される者、その景色を自分の内

面世界に投影させて解釈する者――。自然を凌駕するかのように霊山の景色を分有した

男たちが、近代化という景色を同様に分かちあうことができるのか。山にも上ること

ができない女である糸子は、比叡山に登って日本の風景を通じて共にそれを分かち合

った手から、共に上っていた男性の手へと移譲されていく。むろん、糸子は兄の宗近

の言いなりになったわけではない。主体的に甲野を伴侶として望んだものだったはず

だったのだが、そもそも糸子に兄という庇護者の目の届かないところで自分の伴侶を

見つけていけるだけの主体性は用意されてはいなかった。  

 1934 年、「山岳紀行文について」のなかで桑原武夫は、西洋の山の本で興味深いの

はすべて 19 世紀のものだといっている。未知の発見があるというのがその理由である。

「たとえヴァリエーション・ルートをとって山頂に迫ってみても、そこには数人のガ

イドに引っぱり上げられた山の見物人が魔法瓶のお茶をのんでいる11」ことのつまら

なさ。誰も見たことのない景色を見たいという欲望と、それを誰かと分かち合いたい

という欲望。それは全力を挙げて日本という国が可視化されたあとの、限りない新天

地にむかうきっかけであったように思われる。そこで分有されるものが誰だったのか

は、歴史が証明しているのだけれど。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 引用は『登山の文化史』（平凡社ライブラリー、一九九七年十一月） 



46 

第４章 夏目漱石『三四郎』 ―もうひとりの青年 

 

＊なおこの章にかぎっては「明治」という元号が一つの指標になるので、西暦ではなく元号を優先的に用いている。 

 

１ 周縁からの眺め 

 

 ある階級や集団に特有の行動や知覚様式を生産する規範のシステムのことを、P・ブ

ルデューはハビトゥス（haitus）という言葉で説明し、それを慣習的に行うことから、

人間が一定の方向付けから自由ではないことを指摘した。装い、好みの音楽、行動パ

ターン。それらが行動様式になるとき、人がそれを個性や癖といった個人の特徴とみ

なしたい衝動に駆られる。前章「虞美人草」でみた藤尾の装いや言動は、あらゆる集

団からも逸脱してしまう個性を放っているようにみえるが、それはどの集団にも所属

しえないアレゴリーでもある。漱石の書く小説の登場人物たち、なかでも男性たちが

皆どこか同じように町をさまよい、煩悶し、社会に踏み出そうとしないのは、藤尾同

様にどこにも所属し得ない不安定さからくるのかもしれないが、彼らの受け口として

は格好の東京帝国大学、本郷文化圏というホームグラウンドが準備されている。そし

てこの小説の主人公はこれから本郷文化圏をホームグラウンドにしていこうとする青

年である。そしてもう一人の青年――与次郎――は、ある意味では藤尾と同じ意味にお

いてどこにも漱石の描く世界には所属場所がない青年なのかもしれない 

夏目漱石の作品中でもおそらく最も読まれているうちに入れられようこの小説の主

人公は、魅力的な人物として評価されてきたとはいえない1。三四郎以外にも、モデル

問題から広田や野々宮が注目されたり、三四郎、広田、野々宮らを含めた東京帝国大

学のシステムを、権威と資本主義社会の閉塞の象徴としてとらえる一柳廣孝の論考2も

ある。けれども同じく帝大に出入りする佐々木与次郎に注目した論は極めて少ない。

                                                      
1 たとえば前田愛は、京都帝大医学生の宿南昌吉の日記と三四郎を比較して「宿南昌吉は家の

束縛を脱して自由な個人として生きたいという欲求と、両親への愛情との葛藤を真剣つめよう

としている。このような内面の劇が三四郎には欠落しているのだ。…『野分』に傾倒し、故郷

の意味を重く問いつめようとしている宿南昌吉が、明治四十年代の知識青年の実像であるとす

るならば、三四郎は結局一個の虚像にすぎまい。」といった。（「明治四十年代の青年像―『三

四郎論』―」『国文学』臨時号 1971 年９月。のち『漱石作品論集成 第五巻 三四郎』1991

年所収） 
2 「『三四郎』の東京帝国大学」（『漱石研究』第２号 1994 年５月） 
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与次郎は『三四郎』の中でも登場頻度のわりに人気のない、およそ前景化されること

のない人物であったといえよう。 

 与次郎について言及された数少ない論究で管見に入ったものをあげれば、千種キム

ラ・スティーブン3が与次郎の使命を「三四郎の運命をつかさどる」ものとして、漱石

の「文学評論」にも繋がってゆくような風刺的笑いで「他の登場人物たちの良い所や

明るい所を照らしだす貴重な役割」をもつ人物であるとしている。一方そうした明る

く軽妙な与次郎像と対極をなすものが今西順吉の論考であろう。今西は当時の帝大選

科生の回想をもとに、西田幾多郎や岩波茂雄に連なる、身分に苦悶する暗のイメージ

で選科生・与次郎をとらえている4。物語構成上の役割から論じたり、一青年の内面の

問題に還元したりするにせよ、与次郎は、われわれの読みの中で自明のもののように

設定されている〈本郷文化圏〉という場を、問い直すことを可能にする人物なのでは

なかろうか。ここでは石原千秋のいうように5、与次郎を〈本郷文化圏〉の意味をすで

に熟知した人物として理解する立場とはやや違った意味で、与次郎に注目することに

なるだろう。そうすることでさまざまな文学テクストを読み解いてきた〈本郷文化圏〉

という一つの〈文学場〉の呪縛から一度解放してみることが可能なのではないか。 

 

 

２ 「明治十五年以後に生れた所為」 

 

三四郎は小説の冒頭からいろいろな人間に規定され続けている。上京する汽車で乗

り合わせた、名前も知らない女と同宿したあげく「あなたは余つ程度胸のない方です

                                                      
3 『『三四郎』の世界（漱石を読む）』（翰林書房、1995 年） 
4 『漱石文学の思想 第二部』（筑摩書房、1992 年）「漱石が選科生・与次郎を通して描いた

事柄は落語的な文脈だけでは到底理解のつかない問題であろう。与次郎が広田先生を不遇であ

ると判断してその担ぎ出しのために運動するのは、単に広田先生に対する同情からだけではな

くて、選科生という自分自身の境遇を広田先生に重ね合わせているからでもあろう。」（10 選

科生与次郎）。現実の選科生の苦い境遇の述懐からは、与次郎の境遇を推測することが可能だ

ろう。ただし、それが境遇に甘んじた人物として書かれているかどうかは、別の問題として扱

うことが必要だと考える。 
5 石原千秋「イニシエーションの街―『三四郎』」（佐藤泰正編『文学における二十代』笠間

書院、1990 年。のち『反転する漱石」青土社、1997 年所収）は「書物こそが〈知識人〉の〈人

生〉であり（「人生は一行のボオドレエルにも若かない」！）、東京帝国大学を中心とした〈本

郷文化圏〉こそが彼らにふさわしい〈生活〉の場、いや祝祭空間にふさわしい、〈生活〉の場、

いや祝祭空間であることをよく知っているのだ」とする。はたして与次郎は本当に〈本郷文化

圏〉に組み込まれた人物なのだろうか。本論は出発点をここにたてたいと考えている。 
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ね」（１の４）といわれるのに始まり、週四十時間講義を聴いては与次郎に「馬鹿々々」

（３の４）といわれる。与次郎にはさらに「丸で浪漫的
ロマンチック

アイロニーだ」（４の９）とか

らかわれ、美禰子には「あなたは索引の付いてゐる人の心さへ中
あて

て見様となさらない

呑気な方」（８の６）と冷やかされてもいる。他人に評されることで三四郎にはある枠

組みが与えられるわけだが、これに対する三四郎の反応はどこまでも暖昧である。三

四郎は自分に与えられた枠組みを、肯定も否定もしないという意味で、自己評価に対

する主体性を欠いている。 

 

「小川君、君は明治何年生れかな」と聞いた。三四郎は単簡に、「僕は二十三だ」

と答へた。 

「そんなものだらう。―先生僕は九行燈だの雁首だのつて云ふものが、どうも嫌
きらい

で

すがね。明治十五年以後に生れた所為かも知れないが、なんだか旧式で厭な心持

がする。君はどうだ」と又三四郎の方を向く。三四郎は、「僕は別段嫌でもない」

と云つた。 

  「尤も君は九州の田舎から出た許だから、明治元年位の頭と同じなんだらう」（４

の４） 

 

与次郎は三四郎とは対照的に、あらゆるものに規定を加えることで生きているよう

な青年である。ここでの与次郎は、田舎は進化すれば東京になるという、中央集権型

の近代主義を反映する論理で、三四郎を「旧式」だと規定する。この論理に照らすな

らば、与次郎が三四郎に東京生活を伝授する理由は、三四郎が「明治元年位」の旧式

を脱して「明治十五年以後」の生まれらしい青年になることの要請＝養成にある。三

四郎は熊本を出た以上、今後は近代の青年らしくふるまうことを強要されているので

ある。 

与次郎は、田舎という近代化の進度が遅れた、いわば後進文化圏に生まれ育ったこ

とを根拠にして三四郎を「明治元年位の頭」だという。つまり２人は同世代ではあっ

ても、三四郎の進化なしには世代を共有することにはならない。そして進化すれば「旧

式で厭な心持がする」世界は開けるというのが与次郎の論理なのである。与次郎は広

田を評して「あれだから偉大な暗闇だ。何でも読んでゐる。けれども些とも光らない。

もう少し流行るものを読んで、もう少し出裟婆つて呉れると可いがな」（４の 14）と
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もらしている。与次郎にとっては、知性さえも「出裟婆」って世間に認められなけれ

ば無意味である。三四郎同様、広田に対しても、与次郎は新らしい時代にふさわしい、

処世の習得を要請しているのである。 

それならば与次郎が「明治十五年」という根拠は何なのか。与次郎が身近な問題意

識として感じたであろう明治十五年という境界は、彼自身や三四郎が 15 年以後の世代

であることの対極に、広田や野々宮を明治 15 年以前の世代に置くことを意味している。

彼らの育った時代について、ふりかえってみる必要がありそうである。 

 

「憲法発布は明治二十三年だつたね。其時森文部大臣が殺された。君は覚えてゐ

まい。幾年
い く つ

かな君は。さう、それぢや、まだ赤ん坊の時分だ。僕は高等学校の生

徒であつた。大臣の葬式に参列するのだと云つて、大勢鉄砲を担いで出た…」（11

の８） 

 

四人（三四郎、与次郎、野々宮、広川）のうち、最年長の「広田先生」は憲法発布

の年、明治 23 年（実際は２２年）の頃に高等学校の生徒であったので、ほぼ夏目金之

助と同年令といえる6。これを金之助の履歴に重ねてみるとどうなるか。 

金之助は明治６年の学制公布の翌年小学校に入学し、明治 11 年に東京府立第一中学

に入学するが、その翌年には教育令が公布される。ここで「其頃地方には各県に一つ

宛位中学校があつて、之を卒業して来た者は殆んど無試験で大学予備門へ入れたもの

であるが、東京には一つしか中学はなし、それも変則の方をやつた者は容易に入れた

けれど、正則の方をやったものだと更に英語をやらなければならない」7理由から、中

学を退学し、大学予備門に入学するために二松学舎へ入り漢学を学ぶ。さらに成立学

舎で英語を学んだ金之助は予備門へ入学するが、明治十九年には大学予備門が第一高

等中学校に改称となり、振り返ってみれば金之助の努力は「僕などが予備門へ入ると

しては二松学舎や成立学舎などにマゴついて居た丈遅れた」ことになった。金之助の

経歴は本人が回想するとおりやや迂回はしものの、彼の時代が学校教育の制度化の過

                                                      
6 学制発布を経て教育令がすでに公布されているが、当時は就学年齢がかなり流動的であった

ので確定までは不可能である。ちなみに高等学校令が明治 27 年に施行されるまでその名称は

ないので、広田先生も当時は高等学校の前身にあたる高等中学校の生徒であったということに

なる。 
7 「落第」『中学文芸』１巻 4 号 明治 39 年６月 20 日 談話（『漱石全集』第 25 巻 1996

年） 
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渡期であったことを示している。 

おそらく学校での教育年限や課程は、広田の場合も同じ様なものであっただろう。

そのうえ広田は「僕の母は憲法発布の翌年に死んだ」（11 の８）と語る。広田が母親

を失う体験は、明治の実質的な誕生である憲法発布と重なっている。日本の近代化、

制度化が国の内外に向けて宣言された翌年に、大きなよるべを失ったといいかえても

よい。要するに広田は三四郎や与次郎のように、社会に出るまでの猶予期間という青

年の心性をもつことが許されなかった人物だといえる。 

次に野々宮であるが、彼は三四郎との会話（３の６）の中で 7 歳年上というから数

えの 30 歳で、逆算すれば明治 12 年生まれとなる。同じように彼のたどった経歴を想

像してみたい。明治年生まれの野々宮の年齢だと順当にゆけば明治 13 年の教育令改正、

14 年の小学校教則大綱にしたがって、小学校高等科へは進まず、尋常中学校へ入学す

る。小学校高等科へ進めば、中学進学が閉ざされる学歴の袋小路が待ち受けているか

らである。次に尋常中学から、明治 20 年の高等中学校予科補充生制度を利用して高等

中学校へ進むのが理想的な進学コースである。明治 26 年には井上毅が文部大臣に就任

し、翌 27 年には高等中学校は高等学校に名称変更されている。高等学校入学は通常の

場合、帝国大学入学許可を意味するため、小学校入学以来の新しい教育制度により帝

国大学入学を果たした人物であるいえよう8。 

野々宮が生まれた年は、学制の改正と教育令公布の年でもある。日本の教育制度が

次々に改編され、制度上の基礎が完成した時期だといえる。ちなみに東京帝国大学は

野々宮の誕生に先立つこと二年前、明治十年創立であるから、帝大の歴史が野々宮の

生きてきた軌跡ともほぼ重なっている。これらは『三四郎』の中では語られない世界

の出来事ではあるが、作品中で与えられた野々宮の役割が、帝国大学の研究室にこも

ってひたすらに研究をつづけるという、象牙の塔の住人像であることに符合するだろ

う。野々宮は急速に構築された教育制度に即応するようにして、その頂点にたどり着

いた人間なのである。それゆえに、彼は日本の教育制度が促成した〈最高学府〉を体

現するにふさわしい人物として位置づけられているといってよい。 

教育制度の変遷を追うことによって、われわれは広田や野々宮を定義することがで

                                                      
8 無論帝大進学が容易であったということではない。天野郁夫によれば（『試験の社会史』東

京大学出版会、1983 年）、当時の進学は過酷な試験制度との闘争であった。つまり野々宮の場

合は、苦労が報われ教育制度の頂点に到達したいうことである。 
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きる。彼らの履歴は過去の物語だけでなく、彼らの将来も方向付けてゆくだろう。「日

本より頭の中の方が広いでせう」（１の８）という思想は、広田を高等学校の教壇にた

たせたまま「ちっとも反響がなど論文を時々かかせるであろうし、「近頃の学問は非常

な勢で動いてゐるの 

 で、少し油断すると、すぐ取り残されて仕舞ふ」（２の５）という野々宮を、一生「電

車さへ通さないと云ふ大学」（２の３）に閉じこめておくのだろう。 

『漱石全集』（第５巻）の注釈には、「「燈台」や「丸行燈」が話題になっている文脈

からすると、明治 15 年１月に東京電燈会社設立事務所が銀座で 2000 燭光のアーク灯

を点灯して評判になったことがまず指摘できる。ここはさらに明治 14 年に国会開設の

詔書が発せられたことや明治 16 年の鹿鳴館の竣工を意識した言葉か。」とあり、銀座

に点灯された電灯や鹿鳴館が、前近代と近代とを分かった旨の注釈がある。新時代を

担う青年与次郎の自覚は、電灯の点灯や国会開設の詔書を、時代のランドマークとし

ていったのであろう。しかしこれらは後付けされた時代の標識であって、これらが重

要な意味として刻印されることになるのは、与次郎が周囲の人物との間で共有できな

い何かを感じることにはじまったと考えるべきではないか。与次郎は広田や野々宮と、

自分とのずれに気づいた。そこで、その居心地の悪さのようなものに意味を与えるた

めの格好な基準の一つが世代差であっただろう。与次郎の嫌う旧時代の象徴は「雁首

や丸行燈」であった。そうした前近代との決別は、前世代と自己との隔世感が裏付け

た、彼自身にふりかかった直接的な問題であるはずなのである。そして与次郎の場合、

周囲の人間との間に感じるずれ―世代の違い―に根拠をあたえたのが、学校教育制度で

あっただろうと推測される。 

 それでは「明治十五年以後の生まれ」である与次郎自身が評価する与次郎の世代と

は、どのようなものなのか、広田や野々宮の場合と同様、彼の学歴を手がかりに遡っ

てみることにしよう。 

 

 

３ 学齢という階層化――専門学校令と与次郎の過去 

 

  此男は佐々木与次郎と云って、専門学校を卒業して、今年又撰科へ這入ったのだ

きうだ。東片町の五番地の広田と云ふうちに居るから、遊びに来いと云ふ。下宿
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かと聞くと、なに高等学校の先生の家だと答へた。（３の３） 

 

ここから推せば、明治 15 年以降に生まれた与次郎は、明治 36 年の専門学校令が施

行される前後に入学したか在学中であったかという計算になる。この専門学校令施行

は、与次郎にどのような影響を及ぼしただろうか。 

専門学校令は当然ながらその前段階の学校制度の改正と大きく関わっている。明治

19 年４月に中学校令が公布され、尋常中学校・高等中学校の制度が確立している。高

等中学校は文部大臣の管理下にあり、全国五区にそれぞれ一校ずつが設置され、学制

以来改革をつづけた中等教育の基礎整備が完成しつつあったのである。これらは「実

業ニ就カント欲シ又ハ高等ノ学校ニ入ラント欲スルモノニ須要ナル教育ヲ為ス所トス」

（第一条）る性質の学校であった。すなわち高等中学校は、一方では農工商各種の実

務指導者として中流以上の教育を施す教育機関であり、他方では上級学校（大学）の

入学希望者に対して基礎教育をおこなう場でもあったわけである。こうした二重に目

的を担った教育制度について、明治 25 年に夏目金之助も「中学改良策」（明治 25 年）

と題する教育制度是正を要望する論文を提出していて、高等中学の二面性が、当時の

教育関係者の間でも物議を醸した問題であったことにふれている。これらの論議を反

映するように、明治 27 年には法律畑出身の井上文相が高等学校令を公布、事実上中等

基礎教育を目的としていた尋常中学校と、目的が二分され暖昧になったままだった高

等中学校が切り放され、新たに高等学校が誕生する。そして最終的には明治 33 年８月

に学科課程改正を経た高等学校大学予科が、法科・文科（第一部）、工科・理科・農科

（第二部）、医科（第三部）に分かたれ、各分科に応じた予備教育期間を含めて、高学

年では専門の学科に準じる形で高等学校が再編成された。このことは名実ともに、高

等学校が純然たる帝国大学の予備教育機関として発足することを意味している。明治

36 年の専門学校令は、この高等学校の大学予備門としての性格付けを受けて「高等ノ

学術技芸ヲ教授スル学校ハ専門学校トス」（第一条）ることになった。これを境に高等

学校の性質が決定する以前とは、専門学校のもつ意味や役割は大きく異なったのであ

る。それまでは専門も学種も多岐をきわめていた専門学校は、明治 36 年の専門学校令

施行を機に、国の統括する教育制度の一貫として組み込まれることになる。官立の専

門学校では修業年限や学科目も文部大臣が定め、公私立の専門学校についても認可の

条件が法令化されるものの、学校の性質を定義する内容の項目はなく、先にあげた第
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一条が唯一の位置づけらしきものであった。ただし専門学校令公布とともに実業学校

令が改正され、「実業学校ニシテ高等ノ教育ヲ為スモノヲ実業専門学校トス 実業専門

学校ニ関シテハ専門学校令ノ定ムル所ニ依ル」として、制度上専門学校は実業学校と

一括されることになる。したがって、これまでは中学以上の教育を担当する、大学以

外の単科高等教育機関であった専門学校は、より実務的な色彩を帯びた、国の統括す

る高等教育機関として再出発し、大学予備門としての高等学校とは異なる役割と性格

付けがなされたといえよう9。 

与次郎は、自分が専門学校在学中もしくは入学時に、修業の促成を旨とした専門高

等技芸を学ぶ場から、帝大入学の準備目的以外で高等学術技芸を学ぶ場への、明確な

方向転換を余儀なくされたわけである。 

専門学校を卒業し、帝大選科生となった与次郎だが、こうした経緯の背景を詳しく知

るために、和辻哲郎の「入学試験のこと」10を手がかりにしよう。 

 

わたくしが―高を受験したころには、確かに世間で官立の大学や専門学校を尊重

していた。新聞などでは官尊民卑の風潮をしきりに攻撃したが、しかしわたくし

たち中学卒業生が志望校を選ぶとなると、やはり高等学校か、高商か、高工かで

あった。だからそれらの学校の入学試験はいずれも競争率が高かった。それらを

初めから眼中に置かず、直ちに早稲田大学や慶應義塾に入学しようとする人は、

わたくしたちの知っている範囲では、非常に少なかった。それはわたくしたちの

知っている範囲に慶応や早稲田の出身者の子弟が少なく、従ってこれらの大学に

対する特別の愛着を抱いた人がいなかったせいでもあるが、もう一つの理由は、

もし早稲田か慶応への入学を希望するならば、官立の学校の入学試験に失敗した

後にでも、自由に入学することができたという便利な事情であったと思う。これ

らの大学は、当時まだ大学令のできていないころで、いずれも専門学校令に依っ

たものであったが、非常に包容力の大きい予科を持っていて、高等学校幾つかに

当たるぐらいの学生を楽々と入れることができた。またそこの教授群は、官立の

                                                      
9 当時の教育制度については、『明治以降教育制度発達史』第四巻、第五巻（文部省編纂会、

1965 年）、『東京大学百年史』（東京大学、1985 年）、『学制百年史』（文部省、1972 年）

を参照した。なお学制については、石原千秋が前掲論文でふれている。 
10 この和辻の資料は天野郁夫の『学歴の社会史―教育と日本の近代』（新潮選書、1992 年）で

示唆を受けたものである。本書からは他にも学歴社会について多くの教示を受けた。 
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高等学校や大学に比してさほど劣るものではなかったのであるから、入学試験に

失敗しても、避難する安全な場所はちゃんとあったことになる11。 

 

和辻のことばは二つのことをわれわれに教えてくれる。一つは官尊民卑が批判される

ほど一般にも蔓延していたこと、もう一つは帝大と、慶応や早稲田とを比べた場合、

実質的には専門学校の教授陣が劣ることはなかったが、中学生たちは最高学府の帝大

をめざすために高等学校か、それとも官立の高商、高工を目標としたということであ

る。与次郎の履歴が専門学校から帝大選科であることは、彼が高等学校の出身者でな

かったことを意味している。和辻のいうように、仮に特別な愛着をもって、与次郎が

高茅学校の入試に失敗しないうちから専門学校を選んだのならば、のちに帝大へ通う

ことは、高等学校から帝大という別の進路を選んだこととの間に矛盾が生じてしまう。

与次郎の専門は定かではないが、「偉大なる暗闇」のなかでの大学文科の西洋人非難や、

沙翁、イプセンの講義に対する不満（６の８）からも、帝大でいう第一部文科であろ

う。彼は官尊民卑の風潮に反し、私立の早稲田（東京専門学校）あたりの出身であっ

たのかもしれない12。明治 30 年代後半から 40 年初めの早稲田といえば、英国から帰

朝したばかりの島村抱月を主宰に、第二次『早稲田文学』が発刊（明治 39 年）された

頃である。若き文学者を擁して自然主義で文壇を先導した早稲田と、「実際今日の文権

は全く吾々青年の手にあるんだから、一言でも反句でも進んで云へる丈云はなけりや

損ぢやないか。…（中略）文学の新気運は日本全社会の活動に影響しなければならな

い。」（６の２）という論調、さらに与次郎が書いた「偉大なる暗闇」は重ならなくも

ない。また文芸協会の切符を売り券く（１１の１）というのも早稲田関係者らしいこ

とを示唆している。いずれにせよ与次郎は、当時の高校から帝大へという常識的なエ

リートコースをたどらずに、専門学校へはいったのである。天野郁夫によれば、明治

                                                      
11 『和辻哲郎全集』第 18 巻（岩波書店、1963 年） 
12 ちなみに早稲田は与次郎のいう明治 15 年に東京専門学校として創立され、36 年の専門学校

令に先立って「早稲田大学」に改称されている。（『早稲田大学文学部百年史』早稲田大学第

一第二文学部編集発行、1992 年）文部省が一年半程度の予科をもつ専門学校に対しては「大学」

という名称を許したことによるもので、早稲田のほかにも慶雁義塾や東京法学院（中央大学）、

同志社などが改称によって大学と名乗った。ただし制度上の大学は三つの帝国大学以外にはな

いので、専門学校令に基づいた名称だけの〈大学〉である。もうひとつの可能性は官立専門学

校である。明治 36～39 年頃の東京には東京外国語学校、東京美術学校、東京音楽学校、官立

医学学校及薬学校がある。文科なら東京外国語学校あたりにいたのかもしれない。 
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23 年刊行の『東京遊学案内』は「上京遊学者のためのガイドブック」13であったとい

う。遊学者の実用に徹した『東京遊学案内』には、上京への期待と不安をみてとれる

が、明治 35 年の同書増補改訂版の標題には『改訂／増補東京苦学／遊学案内』14と書

き加えられており、三四郎や与次郎の世代がさらなる「苦学」を強いられた世代であ

ったことを思わせる。与次郎は高等学校の試験に成功・失敗のどちらにせよ、こうし

た「バイブル」を読んで、東京遊学（苦学）生活を夢見ていた地方出身者だったのか

もしれない。天野の紹介する『東京遊学案内』のほかにも、たとえば石川天涯の『東

京学』15のように、学生はもちろん修学目的以外で上京する者に向けて、東京生活の

考えられる限りを盛り込んだらしい指南書が出版されている。22 章から 25 章を見て

みると、学生生活の隣には堕落学生による風俗壊乱の実態があり、そこへ足を踏み入

れた者には貧民窟での生活が待っているという文脈で読める構成になっている。徽菌

の試験のために長崎へ出張すると言い訳し、女を停車場に侍たしたままだと嘯く与次

郎は、『三四郎』の語らないところで誰も知らない〈堕落学生〉の生活も体験したらし

い。「なに、女だつて、君なんぞの曾て近寄つた事のない種類の女だよ。」（12 の５）

と三四郎に向けられたことばは、そうした語られない与次郎の生活をほのめかす。 

 

 

４ 近代的ヒエラルキーとふるまいの習得 

 

ふたたび与次郎が帝大選科にはいった動機を考えよう。広田が与次郎にとって大学

教授たる資格を備えた「偉大なる暗闇」であるならば、なぜ彼に私淑するだけではい

けなかったのかを考えなければならない。また、単に東京での学生生活が目的ならば、

専門学校だけでもよい。さらに与次郎にとっての帝国大学が、実質的な修学の場でな

いことは「与次郎を図書館で見掛けるのは珍らしい。彼は講義はだめだが、図書館は

大切だと主張する男である。けれども主張通りに這入る事も少ない男である」（３の６）

ことからも明らかである。 

                                                      
13 天野郁夫前掲書（注 10）87 頁。 
14 秋広秋郊編 博報堂。 
15 「東京学」（育成社、明治 42 年）では、第 21 章 学校の内情、第 22 章 男女学生の状況、

第 23 章 下宿屋の内情、第 24 章 花柳社会の一斑、第 25 章 東京の貧民窟という順序で構

成されている。 
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日露戦争後の景気低迷のあおりをうけ、帝大生の腰弁化が社会問題であったならば

16、専門学校出身で選科生である与次郎が、帝大生と同じ場面で競い合うことにはさ

らに不利が伴うだろう。明治 15 年以降生まれの与次郎を巻き込んだ専門学校令は、一

見すると教育の機会と教育機関の増加によって近代社会の要請に対応しているようだ

が、実際には多面的な個性や能力の養成を達成したとはいいがたい。極論すれば専門

学校令は、高等学校（＝帝大生養成学校）を各種学校から区別し、少数先鋭の人間に

特権的な教育をほどこすシステムの一端を担ってさえいたのだといえる。明治 15 年以

後生まれの与次郎が、少数のエリートたちとは違ったコースを歩みながら、選科生と

いう制度のなかで手にいれるものは何なのか。 

たとえば、１年生の三四郎と選科生の与次郎は、ともに図書館の書庫に入ることを

許されない（３の５）が、三四郎が三年生になれば彼らの身分差は歴然とあらわれる。

三四郎は書庫に入る権利を得、一方の与次郎は選科生であるかぎり書庫には入れない。

三年生になった三四郎には、目録からの検索と、直接書庫に入って知の体系の全貌を

目のあたりに書物を探すことの両方が可能になる。書庫に入れるようになることは単

なる権利の拡大だけでなく、読書方法の拡大も意味する。帝大の中での与次郎は、読

書方法を選択したり拡充したりすることはできない。与次郎は日常のこうした出来事

から、おそらく選科生としての限界を承知してゆくのだろう。知の体系に触れること

が学問世界の本質に属するふるまいであるならば、そうした方向での栄進が不可能な

与次郎は、学問世界には向かわない。選科生が学士の称号を取得することは不可能で

はなかったが、与次郎には殆ど不可能であろう17。しかし与次郎にとっては権利の限

界を知ると同時に、帝大とは何か、どのようにふるまうことが帝大生なのかという認

識を獲得することも、選科生になる一つの収穫なのである。与次郎の学問とは、専門

学校と東京帝国大学という教育制度によって断絶している、２つの学問階級の両方に

属することで可能になるのだろう。与次郎にとって学歴とは、そうした学歴階層の移

行をとおして近代的社会へでてゆく階梯なのである。 

                                                      
16 竹内洋「教養知識人の運命―三四郎と実人生―」（『漱石研究』第５号 翰林書房、1995 年

11 月） 
17 『東京大学百年史』によれば、当時の選科生制度は漸次的なものであり、学士号の修得も困

難で、本科への学力検定による編入の道は狭く、時代は下るが大正 12 年度統計では、受験者

138 名中、合格者 16 名であった。よって実例はあるものの、学士号を獲得することは現実に

はかなり困難であったこと、あわせて制服制帽の着用の不許可など、本科／選科の区別は明確

になされていたようである。 
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高等学校生でなかった与次郎が、どうやって広田と親しくなったのかは、『三四郎』

からは読み解くことはできない。しかし広田の家に寄寓していること自体、与次郎の

意志表示であろう。与次郎は広田をとりまく世界の一員になることを希望し、そこで

近代日本が 40 年でつくりだした知性や教養に接触することが可能になるのである。 

同様に、彼は身分変更をとおして、自己をみつめるきっかけを獲得する。社会構造

を知ること、その上で自己の方向性を決定する方法を習得してゆくことが、与次郎に

とっての学問ではなかったか。専門学校生から帝大選科生へ―。与次郎は教育制度と

いうヒエラルキーを移行してみることで自らの在り方を自覚し、理想的近代の青年と

しての自分をみいだそうとする。 

一方、帝大本科生三四郎の身分認識はどのようにおこなわれているか。独占的な教

育制度と近代国家のための人材養成所との癒着の構図は、当事者である帝大生たちに

も次第に自覚されてゆくようにしくまれている。たとえば、帝大卒業生が官立学校の

地位を争っているという噂は教室内でおこり、これを耳にした三四郎は一時とはいえ

「未来が遠くから眼前に押し寄せる様な鈍い圧迫」を感じている（３の３）。国家の人

材として、またその指導者予備群としての自らの立場を認識すると同時に、三四郎の

ような朴訥な青年さえ、最高学府であるはずの帝国大学が実は国家や社会にでてゆく

ための〈予備門〉である仕掛けに気づかされ、それに「圧迫」されてゆく。 

三四郎にも「鈍い圧迫」をもたらす事件を、与次郎が知らなかったとは思えないが、

この噂を三四郎が耳にする時、いつもは唐突に三四郎の目の前にあらわれる与次郎が、

教室に姿を見せることはない。彼は文字どおり、帝大の教室の埒外に置かれるのであ

る。これが与次郎には無関係な世界で問題になる性質の出来事であることに注意しよ

う。与次郎にふりあてられた学歴に、官立学校の地位競争の場面は不似合いだ。また

彼の、どこにいてもその場にそぐわないような落ち着きのなさも、地位の競争という

行動とは結びつきはしないように思われる。 

帝大の選科生になることは、与次郎が理想的な近代青年のふるまいを獲得すること

につながっていた。与次郎がしたように身分制限を好転できず、帝大を目指して挫折

した青年や、進行形で苦学する読者の心情はどこへ向かっただろうか。講義の評価が

できなかったり、選科生に図書館の存在を教わったりする三四郎は、そうした読者た

ちにとって鈍感にさえ映っただろう。三四郎にとって美禰子が恋愛感情を媒介にした
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「無意識の偽善者」ならば、与次郎や与次郎に己を仮託して読んだ青年たち18にとっ

て、帝大生三四郎は教育の制度化が生んだ「無意識の偽善者」であったはずだ。無意

識は三四郎自身の自己認識の欠如にも通じる。三四郎はつねに与次郎から教育されて

いることさえ認識しえない。加えていえば、佐藤泉19は、タブラ・ラーサの状態であ

る三四郎が〈感情教育〉をされてゆくのであって、それは熊本で習得した「野蛮」な

ふるまいの書き換えであるともいう。たとえば、小説冒頭では、当初は見知らぬ一介

の教師風の男にすぎなかった広田に対して、「三四郎は、被ってゐる古帽子の徽章の痕

が、此男の眼に映つたのを嬉しく感じ」、遠慮がちに大学生だと名乗ろうとする（１の

６）。こうした心性は、和辻の回想にみたような受験勉強に明け暮れたであろう青春時

代との引き替えに、三四郎が熊本からもってきた大学生という誇りである。野々宮は

帝大のキャンパスを評価するとき、実用性と構図の美しさとして、洗練された発想と

表現で自然科学者のふるまいをみせる（２の５）が、このことばが説得性をもつのは、

野々宮の生活の本拠がここにあるからだろう。「見渡す限り見渡して、此外にもまだ眼

に入らない建物がたくさんある事を勘定に入れて（中略）えらいものだ」（３の１） と

感慨に耽る三四郎は、自分の故郷には帝大よりも雄大な、ミニチュアでない本物の自

然があったことを、振り返らない。魚の粕漬が「詰らんもの」（３の７）なのは大学者

野々宮への贈り物だからだし、熊本が「野蛮な所」（６の７）であるのは「肉刀
ナ イ フ

と肉叉
フォーク

」

で洋食を食べる「紳士的な学生親睦会」に比べるからである。三四郎が書き換えなけ

ればならなかったのは「野蛮さ」を「野蛮さ」とみる根拠であり、眼に入らない建物

が象徴するものの雄大さに気づくことではない。裏返せば、過去の生活（故郷）のな

かに眼に入らないものはなかったという、文化認識に対する発想の野蛮さの書き換え

                                                      
18 『三四郎』は従来三四郎を主人公に読まれてきたと冒頭に述べた。文学作品は社会史や文化

史の格好の資料として、あるいは博物館を覗くようにわれわれは読むことができる。同様に、

例えば『三四郎』を同時代の遊学案内書としてそれぞれ自分のおかれた立場に近い人物に仮託

して読むこともあっただろう。周到に三四郎へのアイデンティファィを迫るこのテクストの網

の目をくぐり抜け、与次郎に自己投影した読み手も、案外、多かったのではなかろうか。 
19 佐藤泉は「『三四郎』―語りうることのあかるみのうちに」（『漱石研究』第２号 翰林書

房、1994 年５月）のなかで、「彼は本当に白紙であったわけでなく、出身地の文化の文法を持

たない訳ではないが、それは文化的中心地が決める「正当性」な価値の配置からは「野蛮」で

あり否定されるべきものとなる。洗練された趣味を語る特権的な語り口を持つものと、その中

で気後れを感じるものとの関係。全く個人的自主的であるべきはずの噌好の領域に、序列が確

立される。他者の言葉に憮然とし気後れを感じながら、受け入れる可き正統性と感じとらなけ

ればならない。趣味の柔らかい権力が「田舎者」三四郎の感性に浸透していくのである」とす

る。三四郎の立場からいえば、そのとおりなのであろう。 
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が必要だったはずなのである。 

彼の与次郎は教育制度のつくった階層を移行しながら近代青年のふるまいの習得に

むかい、三四郎は自分を対象化するという方法に気づかない。一方に近代の青年とし

てふるまうことにつとめ、それを三四郎にも要請していく与次郎がいて、もう一方に

は帝大生という実感にひたる三四郎がいる。従来いわれていたような三四郎の「感情

教育」の物語は、ふるまいを要請する与次郎と、〈ふるまう〉という文法をいまだ知ら

ない三四郎との、微妙なずれのなかでおこなわれているというのが正確であろう。 

この二人の微妙なずれは、11 章になっても続いている。「偉大なる暗闇」が三四郎

作であると誤報されたとき、「矢つ張り何だらう。君は本科生で僕は撰科生だからだら

う」と与次郎は説明するが、三四郎にとっては「是が説明にも何にもならなかつた。

三四郎は依然として迷惑」（１１の３）なだけである。与次郎が問題のありかを教育制

度上の階級に転嫁させる時、三四郎は与次郎のおこなった〈論理の飛躍〉と、三四郎

の〈帝大生という優越感〉を結びつけるすべをもたない。明治 40 年代の〈本郷文化圏〉

という同じ場にありながら、自分と周囲との関わり方や、自己規定の態度をきっかけ

に、少しずつ彼らの齟齬をひろげてゆくようにしくまれている。それならば『三四郎』

を彼ら自身の分類方法で見直してみることで、二人の位相のありかは浮かび上がって

くるのではなかろうか。 

 

 

５ 〈本郷文化圏〉を開放するために 

 

先に与次郎はあらゆるものを規定することで生きている青年であると述べた。とり

わけ自己規定の方法として〈世代＝教育制度〉という道具だてがあったことを中心に

みてきた。与次郎は自分の身分（学問的階層）を単なる限界にせず選科生という身分

を選択して、そこで自分のふるまいを習得しようとしていた。こうした与次郎の学歴

階層の移行が、図書館の書庫のように教養（学問する姿勢）の移行と一致しないこと

も確認した。『三四郎』のなかでの与次郎は帝大選科生としてのふるまいを通じて、『三

四郎』以前の与次郎の在り方―たとえば彼の生活環境や生来の性癖―をかい間みせてい

る。それにしてもこうした不調和は、いったいどこからもたらされたものなのか。こ

れは単に帝大への階層移行に因るのではなく、広田からの影響関係を軸に考えるのが
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自然であろう。たとえば広田は菊人形について、「あれほどに人工的なものは恐らく外

国にもないだらう。人工的によく斯んなものを拵へたといふ所を見て置く必要がある。

あれが普通の人間に出来て居たら、恐らく団子坂へ行く者は一人もあるまい。」（４の

17）という。ここでの広田の主張は、先だって展開された与次郎の小さん論（３の４）

が想起されるほど、その論法はよく似ている。 

与次郎は菊細工よりも活動写真、と主張して新らしいものを志向する態度を崩して

いないが、落語の場合はそうした趣味嗜好の問題としては論じられていない。新／旧

という二元論的な立場から脱して、むしろ旧時代からの継承文化である落語が、近代

的芸術論の題材として論じられている。こうした論法のプライオリティが広田にある

ことは明らかだろう。三四郎や美禰子、野々宮の性情から大学の講義にいたるまで、

新しいか旧いかで論じ分ける普段の与次郎のスタイルに照らせば、落語論にみられる

論法はいかにも広田の発想を学ぶ階梯であることを思わせる。論法と題材を取り合わ

せそこねることで、与次郎は広田に「一向要領を得ない男」（11 の６）にされたり、

三四郎のいう「活気」があっても「全く味
み

がない」（６の４）という印象をもたれるこ

とになる。 

三四郎に近代化をすすめるのは、与次郎の干渉癖（淀見軒のライスカレーから失恋

の慰謝まで）である。この干渉癖は「ダーター、ファブラ」［他人事ではない］（６の

８）に象徴されるとおり、近代の個人主義に反している。こうしたぎこちなさに比べ、

Pity’s akin to love を翻訳してみせる（４の 16）ときの与次郎の言語能力は卓抜であ

るとさえいえる。句が俗謡趣味であるという理由で俗謡的な訳をしてみせる器用も、

広田にとっては「下劣の極
きょく

」であって到底先生の常 識
コモンセンス

の範囲ではない。与次郎の「可

哀想だた惚れたって事よ」という俗謡調を「成程旨い訳だ」という野々宮は、与次郎

や広田とも異なる彼なりの趣味の範囲を覗かせているが、むろんこのことばは野々宮

が与次郎の生き方そのものを肯定しているわけではない。 

 他人に干渉し、先生のために寝食を忘れて走り回る与次郎は、もし広田のキャラク

ターがもっと積極的であれば、ほとんどする必要のないことばかりである。いわば、

広田が自分自身の身分のために、それをやるべきところを与次郎がやるために、広田

は泰然としていることができる。 

明治 15 年以後の生まれの与次郎が『三四郎』以前に積み重ねてきた過去は、存外旧

式の文人趣味に浸った世界であったのかもしれない。与次郎が耳にした、帝大玄関前
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の桜の木の下で口頭試験を都々逸に変えてほしいという同世代らしき学生たち（６の

１）も、与次郎同様の文人趣味を素養にもっている。ここには専門学校で文学の洗礼

を受け、新時代の文学が他人事ではなく、自分や自分の世代の使命だと感じながら、

新旧の境界線を引いた与次郎の出発点が見えかくれする。与次郎は旧い世代に違和感

を感じ、新しい世代を任じながらも、実際のところ新しさと旧さの両方を見わたすこ

とができたために、旧時代の尻尾を断ち切る必要にかられてもいたのであろう。与次

郎がつねに功利的で合理主義の立場をとる理由はここにある。「文学々々って安つぽい

様に云ふが、そりや大学なんかで聞く文学の事だ。新らしい吾々の所謂文学は、人生

そのものゝ大反射だ」（６の１）という、人生の影ともいうべき文学観のもち主は、「活
い

きてる頭を、死んだ講義で封じ込め」（３の４）ることを禁じて、実利的な思想を携え

てゆかなければならなかった。品性を語り、禁欲的な思想生活を送る広田や、研鑽を

積み、学問の世界に通じてゆく野々宮の魅力は、単なる旧さでは片づけられない。新

時代を生き抜いてゆこうとする与次郎もまた、新／旧というこれまでの価値基準がつ

くった世界の組み換えを要請されている、〈もうひとりの青年〉なのである。 

価値観の組み換えは三四郎の場合にもおこる。ただし組み替えるべきものは与次郎

とは違う。上京後彼のつくった３つの世界は、「要するに、国から母を呼び寄せて、美

くしい細君を迎へて、さうして身を学問に委ねる」（４の８）ことができずに破綻する。

しかし破綻の原因は美禰子への失恋にあるのではなく、こうした世界を３つに分ける

その方法にあることは間違いない。「近頃女に囚れた」（７の１）三四郎は、忌々しさ

を癒しに広田のもとを訪れる。そこでは「心持が悠揚になる」からであるが、広田に

もっとも近いのが野々宮であると自覚（７の２）できるようになった三四郎は、ここ

で世界を組み換える機会を得ていたのである。第２と第３の世界の住人が重なってい

る以上、世界は明瞭な境界線をもちえない。故郷を出たことで、自覚的にふるまうと

いう方策をもたない三四郎は、断続する世界に適応できなくなってゆく。故郷から東

京へという、場の移行だけでは収束しえない現実の世界を、彼は失恋によって学ぶ。

与次郎が旧から新へという単純な図式を組み替えつつあるように、三四郎はこの３つ

の世界を、『三四郎』の終わった後に組みたててゆくことになるのである。 

与次郎について論じることが、なににつながり得るのかという問いを出発点に、階

層認識をてがかりとして、近代青年の〈ふるまい〉獲得の物語を読むこと。それは佐
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藤泉20と同じくブルデューのことばをかりるならば、ハビトゥス―学校教育に典型的に

あらわれるような階層や階級、異なる出身集団を背景にもつ、ことばや教養というよ

うな社会構造の関係―を明らかにしながら、『三四郎』を読んでみることであった。そ

うした関係を顕在化させてくれるのが与次郎である以上、われわれは与次郎という〈も

うひとりの青年〉の物語を編まなければいられない。たんに三四郎の背景として与次

郎を読むことは、高等教育社会を、単一的で平面的な一つの層として扱うことへの加

担になるだろう。そこからは〈本郷文化圏〉の論理を穿つ読みは生まれてはこない。

一柳廣孝21がいうように、野々宮や広田は東京帝国大学のシステムやその内部を撃つ

だけの力をもちえないし、三四郎の眼差しも「東京帝国大学」の歪みを相対化し得る

「現実世界」に至ることはない。与次郎自身も教育制度の産物ではあるが、帝国大学

出身者たち―師と仰ぐ広田や、野々宮、おそらくは同世代の三四郎―とも共有できない

論理をつくりつつある。それは階級や位相の異なる社会への参入という、ある意味で

はハビトゥスを裏切るように活動するそんな「限界付きの自由」をもちうるがために、

〈本郷文化圏〉という平和だけれど膠着した、心地がいいけれども他者のいない、そ

んな世界を、組み替えてくれる可能性をもっているのではなかっただろうか。 

われわれが生成してきた、三四郎や野々宮や広田の〈本郷文化圏〉から、いったん

視線を移動させてみよう。そこには無数の〈もうひとりの青年〉にとっての明治が広

がっているように思われるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 注 19 に同じ。 
21 注２に同じ。 
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第５章 再生される身体―泳ぐ女たちのモダニズム  

 

 

１ 「自分のもの」ではない身体  

 

 ４章までは、主に男性によって階層化された言葉や言動などに焦点を当てて、文学の

政治性や文学それ自身をどのように成立させているかにについて考察をおこなってき

た。この章では、いわゆる文学テクストだけではなく、分析の対象を広げ、女性表象に

限定した方法でそれを行ってみたいと考える。文字テクストのみでもそうした傾向はあ

るが、文字テクスト以外の情報に目を向けることで、さらに文学や文化という概念がど

のような主体を通して語られているのかについて、問い直すことがかのうになるだろ

う。見る、そして語る、書くという行為を通じて、身体という他人とは取り換えの聞か

ないこの主体的にして主体でありえないものを考察の対象にしてみたいと考える。 

走ること同様、近代スポーツの概念ができあがる以前に、泳ぐという行為が成立して

いたことはいうまでもない。単純に体を動かして行う、泳ぐという行為のみに着目すれ

ば、一定のルールや道具を必ずしも必要としないという点において、水泳は多くのスポ

ーツと異なっている。そうした泳ぐ行為が近代スポーツというカテゴリーに組み入れら

れる時、タイムトライアルや、水中での身体能力、芸術性や競技性が付与されることに

なる。そして何よりも世界大会から小さな競技会に至るまで、それが「観察」されるこ

とを前提にして初めて成立するのが、近代スポーツの特徴だ。夜中に一人でジョギング

に励んだり、スイミング・スクールで黙々と泳いだりするのも、「美」や「健康」とい

った、ある基準に自分を近づけるための、見られる／診られる身体を前提とした行為だ

ろう。つまり言葉をかえれば、近代スポーツとは「する主体」だけでは完結せず、それ

が「見る主体」によって補完される行為であるということを前提としている。 

 だが、「見られる」ことをスポーツの前提にしたとき、水泳には大きな問題が生じる。

水中で身体を動かす行為を遍く見るのは、外のスポーツに比べて遙かに困難を伴うもの

だ。 

  

 身体は、他人のまなざしによって知覚され、他人の言説によって名づけられること

によって、対象化される。まさにこのとき、その身体は「疎外」されているというわけ
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だ。たしかに身体は対象化される。しかし、社会的に対象化されるのだ。したがって、

身体は社会的な生産物である。ある身体がそなえている弁別的特徴は、その身体が生産

されるときの社会的諸条件によって決まるものである。またたしかに社会的まなざしは

権力である1。 

ブルデューが言う対象化された身体とは、サルトルの言うような観念的で抽象的な身

体を否定するところから始まっている。身体がきわめて個人的な領域であると考えるの

は幻想であり、社会的に構築されたものであることはいまさら言うまでもないが、そう

した社会的条件を具体的に再現することは可能だろうか。もし可能だとしたら、そのま

なざしの権力はいったいどこに向かっているのだろうか。 

  たとえば二〇世紀のスポーツイベント、近代オリンピックはどうだろう。1930 年代

におこなわれた二度の夏季オリンピックは、32 年のロサンゼルスと 36 年のベルリン大

会の２回だが、1928 年のアムステルダム大会で、初の日本人金メダリストが誕生した

ことや、40 年のオリンピックの東京開催が決定したこともあり、スポーツをめぐる環

境は、国をあげて変化していった。こうした国家規模のイベントによって、スポーツす

る身体はその場にふさわしいものに作り上げられていく、あるいはその潮流から取り残

されていく様相をみせるだろう。 

 またスポーツする身体は、モダニズムの大衆化を経由して表象されることで、近代的

に疎外され、対象化される。画家がどのようにその対象を描くかは、その画家の主観に

よって決定される。その結果、そこに現れる身体が、他者によって対象化されたもので

あったとしても、封印された〈本来の身体〉なるものを、逆説的に保証するわけではな

い。そこに現れるのは、そこにあった身体がどう対象化されていったかという道筋だけ

だ。 

 本稿で論じようとする女性の身体は、あらゆる観察者によって見出され、名づけられ、

対象化される。それは当の女性自身によっても疎外されているものだ。そこにあるまな

ざしの権力とはどのようなものなのだろう。この、自分のものにして自分でない〈身体〉

という領域を疎外してしまうのは、どのような手続きによってなのだろうか。水泳する

身体をとおして、それらの一端が明らかになれば、と考える。 

 

 

                                                      
1  ピエール・ブルデュー「身体の社会的知覚」（『身体の政治技術』新評社、1986 年） 
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２ 泳ぐ身体／見られる身体  

  

ロサンゼルスオリンピックを五カ月後に控えた 1931 年の新聞・雑誌は、スポーツ欄

の充実と、それまで以上に選手たちの様子を報道写真によって伝えようとする紙（誌）

面を構成している。水泳競技では金メダル候補の男子選手たち。そしてあまり期待はさ

れていないものの、女子水泳選手たちの報道も頻繁に目にする2ことができる。「日本

の水上競技者は殆んどどの種目にも世界的の標準に達した人が数人居るさうで」と期待

を寄せる一方、「只女の種目と、標準の付け処が処丈に困る飛込や初陣の水泳には余り

期待の出来ないことは残念である」とある。結果からいえば、日本の水泳競技は男子の

金メダル五（団体リレー含）、銀メダル４、女子は前畑秀子の女子 200 メートル平泳

ぎの銀メダルと続く。オリンピック前の新聞報道を見ていても、女子選手で見出しに名

前が掲載されるのはほぼ前畑と磯村だけといっていい。こうした状態は 1936 年のベル

リンオリンピックやその前後の大会報道についてもそれほど変わらない。しかし、オリ

ンピック関連で掲載された写真を見ていると、気づかされることがある。それは女子選

手の写真には、選手全員が一列に並んだ構図の写真がきわめて多いことである。 

 

図 1 プールサイドに一列に並び肩を組む選手たち。 

（出典：「美しきフオームを見せて」『東京朝日新聞』1931 年 7 月 3 日付） 

                                                      
2 森田俊彦「オリムピツク大会前記」（『改造』1932 年６月） 
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図 2 ベルリン体育大学運動場でコーチと選手たちが一列に並ぶ。水中では見えない体全体がくまなく写

し撮られている。何人かの選手はカメラに視線を向け、にっこりとほほえんでいる。 

（出典：『大阪毎日新聞』1936 年 8 月 1 日付） 

 オリンピックを見据えた御前水泳練習中の様子を掲載した「美しきフオームを見せ

て」（図１）と題されたその記事には「スポーツウイメンらしい見事な身体つきの永井、

市口、菊地、前畑、渡邊、栗村、片山の諸嬢がザンブザンブと水に飛込んで奇麗なフオ

ームに磨きをかける」とある。またベルリンオリンピック期間に合わせて、1936 年８

月１日付『大阪毎日新聞』には、特集記事として女子水泳選手とコーチが一列に並んだ

写真（図２）が掲載されている。こうした集合写真は、1920 年代に登場し 30 年代には

メディアにも頻繁に取り上げられた、ダンスホールの「踊り子」を写す時の構図（図３）

を彷彿とさせる。 

 

図 3 踊りの相手を待つダンサー 

（出典：「踊りの相手を待つダンサー達」『アサヒグラフ』1931 年 3 月 18 日号、朝日新聞社） 

 ダンスホールで一列に並ぶ洋装断髪の女性たちの様子は、そこにくる男たちが自分の

好みの女を（あるいは女の身体を）選ぶための張見世に等しい。商品化された女たちは、

一様に柔らかな素材でできたきらびやかな衣装を身につけ、カメラの前で視線を送る者

もあれば、恥ずかしそうにはにかむ者、視線を逸らす者もいる。さあ、今日はどれにし
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ようか―といわんばかりに、彼女たちは一様に男によって消費されるのであり、その意

味で享楽的な存在であることを強いられている。 

 一方で水泳選手はどうだろうか。肩を組み、あるいは体を寄せ合うようにして一列に

並び、ほほえみあってカメラに目を向ける女性選手たちは、ダンサーを写したカメラと

同じ享楽的視線から自由でいられるだろうか。女子選手たちはダンサーのように扇情的

な衣装やしぐさを身につけてはいない。しかし御前試合で、あるいは胸に日の丸をつけ

て無邪気に笑顔を振りまく彼女たちは、国家の代表として闘う使命を帯びていると同時

に、競技中には決して見せることのない満面の笑みと美しく発達した身体を人前に晒す

ことを強要される点で、やはり商品化されて、新聞紙面を張見世にして消費されている

のだと思う。男子選手が同じように笑顔の写真や集合写真を撮られることはあるが、バ

スローブをまとった姿やバストショット、顔だけの写真が主であり、女子選手たちのよ

うなポーズをとることはまずない。 

 そもそも、水泳というスポーツは陸上競技と違い、競技中の身体をほとんど視線にさ

らされることのないスポーツであった。20 世紀後半から急速にショービジネス化され

たオリンピックでは、いかに見せるかがその鍵を握ったことはいまさらいうまでもな

い。しかし水中にカメラを仕掛け、体に付いた水泡の一つ一つがくっきりと見えるほど

の至近距離で水中を泳ぐ選手の全身をくまなく充分に見ることができるようになった

のはテレビ中継が発達し、水中カメラが開発されて以降のことだ。くまなく見ることに

匹敵する見る欲望を、1930 年代のモダン・スポーツがどのような想像力で補っていた

かは興味深い問題だ。 

 水泳競技とは、のちにレニ・リーフェンシュタールが映画『オリンピア』で作り上げ

た身体美―それはオリンピック終了後に「競技する身体」を演技させることによって記

録しえた「身体美」だが―と同様、見えない身体をいかにして可視化するか、という欲

望をかき立てるスポーツと位置づけることができる。 

 こうした欲望を露骨なまでに特化してみるとどうなるか。同時代にコラージュの手法

を使って、それを表現した画家がいる。三岸好太郎（1909-34）の『飛行船と人物』（図

４）と『見物客』（図５）である。 
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図 4 『飛行船と観客』（コラージュ・紙、1933 年）脚を高く持ち上げた女性は、あらゆる階層・性別の

人々から眺められている。 

 

図 5 『見物客』（コラージュ・紙、1933 年）顔と脚部だけで観客の視線を浴びる女性。 

『飛行船と人物』は、水彩で背景（観客席）を描いた紙に、印刷物を貼り付けたもの。

バウハウスでおこなわれていた素材や構成研究の一環として取り入れられていたコラ

ージュの手法を、建築家山脇巌から学んで制作されている。水着の女は劇場の舞台らし

き場所で、あらゆる人種／性別の人々から物珍しそうに見上げられている。高く片脚を

持ち上げてポーズをとる様子は、セパレートの水着を着ているようにも、またレヴュー

に登場するショーガールのようにも見える。頭上で三つに分断された飛行船はやはり当

時話題のツェッペリン号であろう、水着の女はこの飛行船同様、見世物的な視線に

貼り付け
コ ラ ー ジ ュ

られている。また『見物客』では、同じような舞台の位置に顔と脚だけが貼り
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付けられた女が、長い足を大きく開いて観客席の視線を一身に浴びている。三岸のコラ

ージュは、こうした場所にやってくる人々の欲望、つまり顔と脚だけを見る好奇な視線

の先にある大衆性を揶揄するかのようでもある。一九三〇年代、洋装が普及していくに

従って、着物を着ているときには目に触れることのなかった脚や肩、腕、体のラインが、

水着やダンサーの衣装によって大きく露出される。女の身体が観客の欲望に訴えかける

のは、むろん三〇年代の日本だけに見られる現象ではない。海外にも目をこらしてみよ

う。 

 

図 6 人間噴水のように配置された女性たちの周りを、カメラは 360 度くまなく映しだす。 

（出典：『フットライト・パレード』1933 年） 

 

図 7 水中カメラを使って鮮やかに映し出される身体。このあと、数十人の女性たちが水面に浮かび上が

り、マスゲームさながらさまざまな模様を描き出す場面を、俯瞰したカメラが捉える。 

（出典：前掲『フットライト・パレード』） 

 『フットライト・パレード』3は 1933 年公開のアメリカ映画で、日本でも翌年公開さ

れた。劇中劇の形式をとっており、三つの作品が舞台の上で演じられる。そのうちの一

つに、水のなかで演技をする女たちが次々と現れる。10 分以上続く女性たちの游泳シ

                                                      
3 ロイド・ベーコン監督（ワーナー映画社 1933 年。日本公開は 1934 年） 
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ーンは圧巻だ。舞台作品という設定からは到底ありえないことだが、滝とプールを用い

て展開されるこの場面は、カメラワークによってあらゆる角度から水着女性たちを撮影

し、当時の水泳競技の観覧席からは決して見えないようなアングルから彼女たちを捉え

る。俯瞰し、クロースアップし、カメラは 360 度彼女たちの身体をあらゆる角度から

映し（図６）、水中カメラが捉えるのは、きらびやかな水着を着て縦横に泳ぎ回る彼女

たちの身体だ（図７）。 

 1984 年のロサンゼルス大会から正式にオリンピック競技となったシンクロナイズド

スイミングは、水中での運動力や表現力が競われる競技だが、この競技自体は「ウオー

ターバレー」の名称で、1920 年代のヨーロッパとカナダに始まったようである。『フ

ットライト・パレード』が作られた翌年アメリカで発達・競技化され、34 年にシンク

ロナイズドスイミングとなった。この映画はシンクロの競技化以前のことであるし、シ

ョーとしての娯楽性が特に強調されているが、女の身体をあらゆる方向から見ようとす

る欲望がこうした映像を作り出したことは明らかだ。ショーとは飾られた身体を見るも

の、スポーツとは身体の躍動美を見るもの、という前提が、欲望を正当化する理由とし

て持ち出される。 

  

 

３ オリンピックというステージ――〈健気〉で〈強い〉身体 

  

ここでいったん、オリンピック選手のような特別なアスリートたちから目を転じて、

もう少し視野をひろげてみたい。1920 年代後半は、水着女性がモードのコンテクスト

を組み替える存在となった時代であった。洋服＝進歩的、着物＝普通という従来の女性

表象の図式が、洋服＝普通、着物＝民族性や保守性を示唆する記号へと変化した4。そ

うしたモードの変質が起こるきっかけは、女優のグラビアやブロマイドを中心とした映

像メディアによって作られた女性表象だったことを忘れてはならない。付け加えるな

ら、モダンガールの代名詞として女優や花柳界以外の女性たちが水着姿でグラビアを飾

ることが眼に付くようになった時代が、1930 年代である（図８）。 

                                                      
4 藤木秀朗『増殖するペルソナ-映画スターダムの成立と日本近代』（名古屋大学出版会、2007

年） 
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彼女たちは流行の水着に身を包み、楽しそうに水際ではしゃいでいる。『アサヒグラ

フ』にはこうした写真がしばしば掲載され、そこでは彼女たちは網にひっかかった魚で

あり、水揚げされる獲物さながら「大漁」だと評されることになる。彼女たちこそ時代

の要請／養成によって生み出された、享楽的・開放的なモダンガールの典型だ。 

 たとえば、片岡鉄兵はモダンガールについて、現代の生活気分が生んだ現代独特の型

の女であるとして、それらを「感覚的な享楽、肉体的刺激の追及、それが現代の生活気

分である。」と定義づけた5。この片岡の言説には、モダンガールについて語る男性論

者のその頃の典型的視線を見ることができる。モダンガールを気分と刺激とに動かされ

る内面性の稀薄なイメージとして捉え、逆にその精神性の稀薄さを肉体的刺戟という言

葉で強調するこうした傾向は、当時のグラビア雑誌に登場する水着女性たちの描写と同

調性を見せている。こうしたモダンガールのイメージは、露出性の高い水着を身にまと

った女たちを、享楽的性質や性的欲望の対象というフレームで切り取る役割を果たして

いたと言えるだろう。 

 

図 8 流行の水着に身をつつみ、海辺をたのしそうに駆ける。 

（出典：「あら大漁だネ／流行の海水着」『アサヒグラフ』表紙 1929 年 6 月 19 日号、朝日新聞社） 

 もちろんこうしたイメージを作り上げるうえで、女たちが無垢でいられたわけではな

い。ささきふさの短編小説「声に嫉妬」（『文学時代』1930 年７月１日号、新潮社）

                                                      
5 「モダン・ガアルの研究２」（『若草』1926 年８月） 
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を見てみたい。若い女「私」の一人称で語られるこの小説は、海辺の町が舞台である。

「私」は療養生活のなかで、看護人すゑの豊満な肉体に激しい嫉妬を覚える。 

  

私は町の養家から届けて寄越した海水着を籐椅子の上に投げ、女達の肩越しに満

潮の海を茫然と眺めてゐた。（中略）私は私自身の痩せさらぼけた肉体と、蒼白い

皮膚とを、あの女たちの目の前に晒すのが羞しくてならない。私はどうしても帯を

解く気になれなかった。（中略）今もすゑ［看護人：引用者注］はそれらの液体の

たまつた痰壺を掲げて、汀の方へ走つて行く。帯をきつく締めた彼女の、何といふ

はちきれさうな肉体。彼女の桜色の餅肌は、海辺の私につき添ふやうになつてから、

眩しいほど色艶を加へた。彼女といふ対照がある為か、同じ十九歳の私の肉体は日

増しに蒼黄色く萎んで行くばかりに見える。 

  

すゑは上流家庭の「私」の家に住み込みとして働く「女中」である。家事労働とは結

びつけられることのない、あるいは奔放なイメージにつくり上げあられた、いわゆる〈モ

ダンガール〉の範疇には入らない人物だ。結核療養中の「私」は同じ一九歳のすゑの帯

をきつく締めた「はちきれさうな肉体」に嫉妬する。それは女中であるすゑの身体は、

彼女の位相から離れ、海辺に遊ぶ女たち
モダンガール

に連なる身体であり、「私は私自身の痩せさら

ぼけた肉体と、蒼白い皮膚とを、あの女たちの目の前に晒すのが羞しくてならない」か

らである。そうした参照項があるからこそ、「私」は実家から送ってきた海水着を身に

つけることを拒むのである。 

 先に確認したように、もしモードの意味の変質（着物＝保守性）がこの小説の中でも

起こっているのだとしたら、「私」の嫉妬とは、たんに健康な同世代の女に対する妬み

などではないだろう。すゑの装いからくる「保守性」が「私」を安心させる一方、小説

の後半、すゑの男との密会が「私」によって目撃される。自分の身の回りを世話する、

ひかえめで保守的な女に見えたすゑの装いのなかに、自らの痩せた蒼白い肉体の中には

ない、享楽性や肉体的刺激が隠されていることを見出した結果、「私」はついにすゑと

男を引き離す行動に出る。 

  同時代テクストのなかに、女の書き手が描く、豊満な身体への憧憬と嫉妬を見出すこ

とは比較的たやすい。中里恒子の小説には西洋人女性の身体への憧れがしばしば現れる

が、「ふみぬすびと」（『文学界』1937 年１月号、文藝春秋）では、西洋人の母と日
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本人の男との間に生まれた少女マリアが「まるで胴体模型のように見事に整いきつて、

胸もふつくらとリンゴのように匂い、しなやかなかたい丸い腰」の持ち主として、17

歳の日本人の少女である「私」によって描写される。ここにも「私」からマリアへの豊

満な肉体への憧憬と嫉妬が現れており、美の基準が同じ年齢・性別の対象との比較のな

かで見出されている点で、先に見たささきふさの場合のバリエーションを抽出すること

ができる。 

 それは、洋装が「モダン」なものから「普通」の装いへと変化したというモードのコ

ンテクストが通用しない対象（すゑやマリア）に、モダンな身体の規範としての豊満さ

を当てはめてしまうという方法である。西洋人に対する身体コンプレックスの視線や、

女中に対する階層的優位性を読み取ることは陳腐で退屈な作業だ。しかし、「私」がす

ゑと自分の身体とを比較するなかで、相対的な肉体美を見出すというその手続きのなか

には「権力の視線によって集合的に対象化されることによってこそ、身体は個体として

主体化される6」という問題題が潜んでいる。対象化されるすゑやマリア自身が、意図

的に媚態を作ったり享楽的行動を取ったりしなくても、豊満な肉体の中には、モダンと

享楽性とが交差する場が読み込まれていくことになる。しかも、ここでそれを読み込む

のは、ほかならぬ女たちだ。中里のテクストは、同性愛的なセクシュアリティを内在さ

せながらも、異性からのセクシュアルな視線としての「色艶」な身体、胸や腰つきへ運

ばれる性愛の対象を見出すまなざしが、そのまま療養中の結核を患った少女や 17 歳の

日本人少女によって、憧れの身体としてトレースされている。いわば彼女たちの身体は、

モダンな身体を希求する男性的視線をそのまま再生産する役割を担っているといえる。

その意味で前節で見たダンサーたちを選ぶ男たちの視線と同じ欲望を内在させている

のである。 

 成熟した身体をセクシュアルな視線のなかに絡め取ろうとする欲望は、小説や映画、

グラビアに限らず、スポーツする彼女たちの身体にも向けられる。加えてその欲望は、

女子水泳選手たちの水中を泳ぐ姿だけにとどまらず、ひたすら彼女たちのすべてを可視

化しようとする方向へと振り向けられている。こうした視線は、彼女たちの身体を担保

に、新たな物語を作り上げていくことになった。   

                                                      
6 大澤真幸「生権力の変容」（『〈身体〉は何を語るのか―２〇世紀を考えるⅡ』新世社、2003

年） 
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図９では、「誰が日本を背負つて泳ぐ」と題し、２カ月後の８月７日からハワイで開か

れる全米女子選手権水上大会に出場する日本の選手が登場する。「彼女たちは、太平洋

に臨む各国の近代女性の美しくも勇ましい戦ひをみるのであるがこれに、日本を代表し

て参加する選手は、短距離、中距離、背泳及び平泳一名づゝの予定で、その予選大会が

ひらかれる／こゝに代表的女流選手のフォームとその家庭に於ける日本女性のよさと

を対照して、彼女等を祝福したいと思ふ」という記事と写真で、読者の好奇心をかきた

てる。メディアに登場する彼女たちの私生活まで可視化しようとするこうした企画は、

女子選手だけではなく、野球選手やその他の競技の男性選手の記事にも見うけられる。

しかしここで特徴的なのは、こうした写真において、選手たちの日常生活がきわめてド

メスティックな話題で塗り固められている点である。「河童のお嬢さんも、陸へ上ると、

やさしい音楽に、よい女性美を表はす」、「お家では、趣味の刺繍という女らしさ」、

「今日本の女性を背負つて立つ強豪である江島さんも、お宅では、やさしい旧日本の伝

統に親しんでいる」など、一部英語の解説もつけられ、日本語圏以外でのアピールをも

視野に入れた記事であることがわかる。後に「なでしこ水泳隊」の名で呼ばれることに

なる「なでしこ」は、いうまでもなく家庭的な趣味に精を出す「よい女性美」や「女ら
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しさ」を備え、「旧日本の伝統」に親しむという意味であり、ここにすでにそうした文

脈を読み取ることができる。 

 だが一方では「水泳隊」という言葉に現れているように国家を代表して世界の強豪と

闘う身体が求められている点を忘れるわけにはいかない。競技場を出れば着物姿で「女

性美」を体現し、「日本の伝統に親し」む日常を生きるという民族性が前景化されてい

るが、いったん競技になれば世界のトップを争うような身体能力を見せる。競技場で見

せる姿とのこの落差こそが、彼女らのすべてをあばいていくことになる。奥ゆかしさの

なかに秘めた強さこそ、彼女たちの身体に求められたものだ。すぐ近くに迫っていた戦

時には、こうした身体こそが「銃後の守り」を可能にする身体と見なされていったので

ある。繰り返していえば彼女たち女子選手の身体は、日本民族の伝統回帰と秘めた強さ

とを一度にアピールできる、国際的キャンペーンの格好の題材だった。同時にそれは、

国内的にはアスリートでない「普通の」女性にむけた恰好のプロパガンダであったと考

えてよい。 

 

図 10 記事横に「ベルリン―東京間電送実験写真」とある。不自然に書きこまれた前畑の笑顔同様、ゲネ

ンゲルよりも逞しい前畑の身体は、大きな修正を加えられた可能性も否定できない。 

（出典：「勝利の微笑み」『大阪毎日新聞』1936 年 8 月 13 日付夕刊） 

新聞や雑誌メディアがこぞって日本水泳チームに期待を込めた記事を載せるなかで、

女子選手を等閑視する向きもあったことは前節でもふれたとおりである。このような世

評を裏切るように、ベルリンでの競泳女子 200 メートル平泳ぎで地元ドイツのゲネン
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ゲルを破って優勝した前畑秀子は、同じく好成績を収めた日本男子競泳選手たちととも

に、連日のように新聞一面を飾ることになる。なかでも、「勝利の微笑み（実験写真）」

7と題する記事は圧巻だ。「宛ら〝日本デー〟の壮観／前畑嬢を囲んで喜びに泣く／祖

国愛爆発 全邦人君が代合唱」という民族主義と「祖国愛」を強調する見出しとともに、

前畑とゲネンゲルが対峙して握手を交わす写真（図 10）が掲載されたのである。日本

の女子競泳選手のなかでもひときわ大柄な前畑だったが、ここではゲネンゲルと並んで

も何ら遜色のない身体として脚色・報道されている。地球の裏側でおこった前畑の優勝

をラジオ中継と新聞記事だけで知った多くの人々は、この実験写真をどのような感慨を

もって見ただろうか。にこやかに笑う前畑の表情は、両親に死なれ、兄弟の面倒をみな

がら豆腐屋で働き、苦学して金メダルを勝ち取った健気な〈日本女性〉として、格好の

プロパガンダとなったのではなかったか。 

  

 

４ 古賀春江「海」―モダンでプリミティブな身体 

 

 

図 11 ひときわ大きく〈水着衣の女〉が描かれている。 

（出典：古賀春江『海』油彩、1929 年） 

 日本のシュールレアリスム絵画の嚆矢ともいわれる古賀春江の『海』（図 11）には、

一枚のキャンバスに様々なモチーフが貼り付けられている。水着衣の女性、潜水艦、飛

行船、工場、海中の魚など。油彩でコラージュを模したこの画面には、それ以前の古賀

                                                      
7 『大阪毎日新聞』（1936 年８月 13 日 夕刊） 
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作品には見られない「筆の跡を残さない塗り」と「明確な輪郭線」8が大きな特徴であ

る。だが、そうした技術の問題以前に目を引くのは、130・0 センチ×162・５センチ、

100 号の大きなキャンバスの中で、画面の縦いっぱいに描かれた爪先立ち、右手を高く

上げ上げ指さすポーズだ。 

  『海』に描かれた女性は、水着姿に靴下と靴という不思議なモードを身にまとい、埠

頭の先に立っている。ところでこの女性像には、ここに描かれる以前に「いた」場所が

あった。それは 1920 年８月、ドイツで発行された『Berliner Illustrirte Zeitung』誌

に掲載された写真（図 12）のなかである。そして彼女が次に「いた」場所は、紙面の

写真を元に描かれた「原色写真新刊西洋美人スタイル第九集」（Sekaido）という八枚

組み写真の絵葉書の１枚のなかだった。古賀がこれをモチーフに仕立て、この水着姿の

女性をほとんどそのままの切り取るように自分の絵のなかにコラージュしたのが『海』

である9。 

 

図 12 古賀の「海」に描かれたモダンガールの起源。 

（出典：『Berliner Illustrirte Zeitung』1920、注９より） 

                                                      
8杉本秀子「比較の試み―古賀春江と三岸好太郎」（『麗しき前衛の時代 古賀春江と三岸好太

郎』（古賀春江と三岸好太郎展実行委員会、1996 年） 
9大谷省吾「作品研究 古賀春江《海》のモダンガール、再考」（『現代の眼』533、2004 年４月） 
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 古賀が 1929 年以前に水着女性を描いた作品として『海水浴の女』（1923 年）、『遊

園地』（1926 年）などがある。だが、これらは未来派やキュビスムなどの影響下にあ

り、初期のリアリズム的画法からも大きく隔たっている10。ここで取り上げる『海』や

『窓辺の化粧』は、古賀の超現実主義への転換期となった作品でもある。これ以降古賀

の作品はリアリズム絵画やキュビスムとも異なったコラージュの手法によってモダン

なモチーフを取り入れた作風へと変化を遂げていく。 

 「海」における水着女性の衣装は、その原イメージである Sekaido の八枚組み絵葉書

の水着女性自身とほとんど同じである。だが古賀は『海』制作にあたって、彼女の背景

を見事に描き換えてしまう。絵葉書の「西洋美人」は手にタオルらしきものをかけ、犬

の運転する（！）モーターボートの船首近くに立ち、空を指さしている。 

 一方古賀の絵は、海と空を背景にして断続的につながった一枚の背景に近代的なモチ

ーフが散りばめられているのに対し、水着の女性は、先の絵葉書とまったく同じポーズ

をしている。ただし絵葉書では手にかけていたはずのタオルをはずして、腰に手をあて

たまま、立っていて、『海』では絵葉書よりも一回り腰つきや腕、脚などが豊かに肉づ

きよく強調されている。しかし何より違うのは、彼女が配置された背景である。海と空

とからなる海岸の風景画は意味を確定されない空白の背景である。そこに飛行船や潜水

艦、魚やモダンガールが次々に貼り付けられてこの絵は完成している。さまざまに貼り

付けられた潜水艦や工場は、それぞれ異なった媒体から切り取られたものであり11、複

数のモチーフは、それぞれがもといた場所
コンテクスト

から引きはなされて、新たに１枚の絵とし

て意味を付与されたテクストでもあるのだ。モンタージュならそれぞれのモチーフは背

景とともに切り取られ、組み合わされて連続する場面から一つの画面を構成する。一方、

コラージュではそれらのモチーフはコンテクストから完全に切り離され、新たな状況の

なかに意味づけられる。それではこうした手法によって配置された新たなテクストは、

どのように表象されているのか。 

                                                      
10注８に同じ。 
11長田謙一「古賀春江『海』（1929）と〈溶ける魚〉―プロレタリア美術／マックス・エルンス

ト／バウハウスと展開する「機会主義」―」（『美学』226 号、2006 年９月）。長田は「工場

は女だ」あるいは「女性は工場に抗う」等といった対比・転換・比較・隠喩などの何らかの意味

連関もまた発生することが認められよう」としながらも、それ以上の踏み込みを避けている。 
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図 13 左下の男は手を広げて屋上の女に合図を受け渡している。 

（出典：古賀春江「窓外の化粧」油彩） 

 小林康夫は『海』と同時期に発表された『窓外の化粧』（図 13）とを比較して、『窓

外の化粧』左下で大きく手を広げる人間＝男は〈計算器〉と一体化しており、そこから

対角線上にいるビル屋上の女に合図を受け渡す点に注目して、その主体が男にあること

を示唆する。一方『海』では「海水衣の女」が「絵画本来の空間を開示する」合図を送

る主体であるとする。そして「機械と女性は統合され、結合されるのであり、それこそ

が古賀春江にとっての超現実主義の神話」12にほかならなかったと指摘している。小林

の言う機械的なものと女性という二つのカテゴリーの対立は、重要な指摘を含んでい

る。 

 しかし、だからこそ、『海』につけられた解題詩を読む限り、機械と統合された「水

着衣の女」が、古賀が目指すように、超現実主義に向かって合図する主体でありえたか

という疑問がおこる。 

  

「海」（1929 年） 

透明なる鋭い水色。藍。紫。 

見透かされる現實。陸地は海の中にある。 

                                                      
12小林康夫「消滅の美学―古賀春江の＜超現実主義＞」（ 『比較文學研究』50 号、1986 年 10

月） 
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辷る物體。海水。潜水艦。帆前船。 

北緯五十度。 

  

海水衣の女。物の凡てを海の魚族に縛ぐもの。 

萌える新しい匂ひの海藻。 

  

獨逸最新式潜水艦の鋼鐵製室の中で、 

艦長は鳩のやうな鳥を愛したかも知れない。 

聽音器に突きあたる直線的な音。 

 

モーターは廻る。廻る。 

起重機の風の中の顏。 

魚達は彼等の進路を圖る―彼等は空虚の距離を充填するだらう― 

雙眼鏡を取り給へ。地球はぐるつと廻つて全景を見透される13 

  

 絵画の空間として「完全なる形態」を作り上げるために、機械と女とが統合されるの

だとすれば、コラージュという手法によって、飛行船や工場、潜水艦とともにモダンな

空間の成立を企図して女の身体もコラージュされたということになる。『海』というタ

イトルどおり、背景には遠近法を用いた海が広がっているものの、その広さや深さを強

調するために配されたさまざまのモチーフは、画面に配置される場所によって実際の船

や飛行船、潜水艦、そして人間のサイズを大きくゆがめた印象を作り出す。〈水着衣の

女〉の身体は、実際には彼女より大きなはずのオブジェたちより群を抜いて大きく、そ

のことがこの一枚の絵画の遠近感を破壊し、これらのものたちがみなコラージュされた

ものであることを主張する。その意味では小林の言うとおり、この〈水着衣の女〉は、

古賀が切り開いた日本における超現実主義を開拓する主体たりえているといえよう。な

かでも巨大に描かれた身体の滑らかに描かれた人間離れした皮膚（平面化の強調）は、

そこに貼り付けられることによって、並べられた潜水艦や飛行船といったオブジェに連

なるモダニズムの見本として、標本にされてしまったものの一つとなっている。〈水着

衣の女〉はモダニズムの到来を告げると同時に、海や泳ぐ魚たちや空を飛ぶ鳥のように、

                                                      
13 『古賀春江画集』（第一書房、193１年） 
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ヒト以前の生き物の「原始」のイメージを共有する女性像でもある。「海水衣の女。物

の凡てを海の魚族に縛ぐもの」とはそうしたイメージを引き寄せる言葉である。 

 〈水着衣の女〉は「物の凡てを魚族に縛ぐ」主体であるが、それは直後の「萌える新

しい匂ひの海藻」という一言によって、新たな役割が割り振られているのは明らかだ。

つまり、別の主体（＝男）によって「海藻」＝回想され、オブジェとして原始的なもの

のなかに回収されてしまうという役割である。一方、「独逸式最新潜水艦」と一体化し、

「鳩のような鳥」を愛する「艦長」は対象化されてはいるが、潜水艦を操縦（＝支配）

し、機械と一体化しつつ、鳩（生物）を愛する主体として定置されている。加えて言う

なら、『海』という作品のキャンバスのなかに、艦長は描かれていない。つまり、モダ

ニズムのモチーフとして表象される側にはおらず、その意味で〈水着衣の女〉とはまっ

たく異なる位相にあるのだ。同様に『窓外の化粧』でも、画面左下の顔がない人物は、

普遍化したスタンダード（男性＝man＝人間）として「計算器」と一体化して描かれて

いたことが想起されよう。この男は計算器＝近代性の象徴とみることもでき、これら古

賀の作品は、男と機械とを結び付けることで近代化された身体＝スタンダードを表現し

ている。一方で、男によって対象化される女は魚類につながるものであり、その意味で

〈水着衣の女〉はプリミティブな身体（ジュリア・クリステヴァ）として見出され、そ

れゆえに不可視・謎の領域へと追いやられることになる。 

 『海』にコラージュされた〈水着衣の女〉は、詩によって原始のイメージを意味づけ

られプリミティブな肉体として見出され、モダンなモードと不可視な身体との間を振幅

する表象（回想の中に現れる対象化された身体）となる。大澤真幸14がいうように、身

体を完全に、視線に捉えようとする作用は、必然的にその視線に捉えられない身体を生

み出してしまうし、普遍的な視線への反作用として生じる盲点におかれた身体こそ、女

の身体であるからだ。古賀という男性画家によって、女の身体は不可視の領域へと追い

やられる。理性の制約からの解放をうたい、不合理や非現実の世界を追い求めたアント

レ・ブルトンに始まる超現実主義は、日本の出発点においては、女の身体をそうした領

域へと追いこむことで可能になった、男性主体の芸術であったといえるだろう。 

 そうした同時代の芸術表象と並行して女が語る女の身体とは、どのように表象されて

いるのだろうか。身体を領土化し、あるいはブラックボックスとする主体となる者たち

に対して、どのように異議を申し立てているか、あるいはしえないのか。時代のコンテ

                                                      
14注６に同じ。 
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クストにかえって、社会的に作られる身体を取り巻くその環境との相関性にしたがっ

て、振り返ってみよう。 

  

 

５ 岡本かの子「渾沌未分」――女性が描く身体 

  

 「渾沌未分」（『文芸』1936 年９月号、改造社。単行本『鶴は病みき』収録、信正

社、一九三六年）は、女性作家岡本かの子による女性の身体を描いた小説である。 

 水泳教師の小初は、東京市内から場末へと水泳場を移しながら、次第に落ちぶれてい

く父との生活から抜け出すことを決意し、少年薫との関係も断ち切れないままに五十男

の貝原の囲いものとなることに同意する。場末の水泳場の女教師の最後の仕事として遠

泳大会で泳ぎだした小初が、そのまま沖に向かって一人泳いで行くところで小説は閉じ

られる。三人称客観視点で書かれており、小説の語りは心情的には小初に寄り添ってい

るものの、小初の身体を描くとき、そうした視線はしばしば小初の外側へ移動する。 

  

掌を差し出して風の脈に触れてみてから貝原は相槌を打つた。 

肩や両脇を太紐で荒くかがつて風の抜けるやうにしてある陣羽織式の青海流の

水着を脱ぐと下から黒のシヤツの張り付いた小初の雄勁な身体が剥き出された。か

ういふ職務に立つときの彼女の姿態に針一突きの間違ひもなく手間の極致を尽し

て彫り出した象牙細工のやうな非人情的な完成が見られた。人間の死体のみが持つ

虚静の美をこの娘は生ける肉体に備へていた。小初は、櫓板の端にすらりと両股を

踏み立て、両手を前方肩の高さに伸し、胸を張つて呼吸を計つた。やや左手の眼の

前に落ちかかる日輪は爛れたやうな日中のごみを風に吹き払われ、ただ肉桃色の盆

のやうに空虚に丸い。 

  （引用は『岡本かの子全集』第２巻（冬樹社、1974 年）によった） 

  

恋人や父親だけでなく、小初を金で購おうとしている貝原にとって、小初の身体は魅

惑的だ。ここでは語りは彼女を眼で追う貝原に重ねられていて、「象牙細工のように非

人情的」とたとえられる小初は「虚静の美」を思わせる。「死体のみが持つ」虚構美を、

「生ける肉体」に備えた小初の身体は、精巧に彫り込まれた完全さをもっているがゆえ
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に死体にたとえられ、見るものからスナップショットのように瞬間を切り取られている

のである。対象をカメラで切り取ることは、生きているものを瞬間のなかに閉じこめる

＝殺すことでもある。鍛え上げられた完璧な身体は、完成された美として見出され、欲

望に縁取られた視線を寄せ付けない完璧さが提示される。 

 ときおり小初の身体は、自分自身の語りによっても描出される。たとえば、貝原から

ダンスに誘われた夜、小初は自分の体を「すべては水の中の気持で生きなければならな

い。向つて来るものをみんな喰べて、滋養にして、私は逞ましい魚にならなければなら

ない」と投げやりになる。貝原に囲われる現実に立ち向かう決心のために「逞しい魚」

になろうとするのだが、その後、小初は「魚」たり得ない自分の肉体に気づく。 

  

小初は闇のなかでぱつちり眼を開けてゐるうちに、いつか自分の体を両手で撫で

ていた。（中略）自分は肉体も一種を限つてほかの接触には堪え兼ねる素質を持つ

てゐるのではないかと考へられて来た。自分は薫をさまで心で愛してゐるとは思わ

ない。それだのになぜかうまで薫の肉体に訣れることが悲しいのか、単純な何の取

柄もない薫より、世の中をづつと苦労して来た貝原にむしろ性格の頼み甲斐を感じ

るのに、肉体ばかりは却つて強く離反して行かうとするのが、今日このごろはなほ

さらまざまざ判つて来た。 

自分の肉体がむしろ憎い―一方の生活欲を満足させようとあせりながら、その方

法に離反する［貝原に買われること：引用者注］に矛盾と我儘に自分を悩め抜く自

分の肉体が今は小初に憎くなつた。―こんな体……こんな私……いっそなくなつて

しまえばいい……。 

 

闇のなかで自分自身の身体を確認しながら、小初は「自分の肉体」が自身の決意を裏

切ることに気づき、自己の身体そのものの消滅を望んでいる。男たちによって完全に所

有されることはなくても、その身体は所有者である小初自身によっても御しがたいもの

として描かれることで、小初の反理性的な側面が強調される。東京都心に生まれ育って

きた小初自身にとって、都会での生活は捨てがたいものだ。「生活欲」を満足させたい
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という思いを裏切っていく身体のイメージ15として、「魚」というヒト以前に遡る生き

物に、自分の身体（＝原始）を喩えてしまうのだろう。 

 小初は一方で、少年薫の肉体を自分の一部として「所有」することに固執する。薫に

別れを告げた小初は「急に突きのめされるような悲哀に襲われ」、「自分の肉体のたつ

た一つの膠着物をもぎ取られて、永遠に帰らぬ世界へ持ち去られるやうな気持ち」に襲

われる。少年の肉体を自分の一部と捉える感覚は、センチメンタルな感情によって引き

起こされるものとして捉えられ、そこから欲望する主体としての女の身体が立ち上が

る。しかし、それは未来の自分にとっては、何の解決も見ない一時の逃避であり、小初

のおかれた立場をなんら救済するものではない。貝原が小初の生活を買い取るだけの

〈資本〉という力をもつのに対し、薫は経済力によって小初を引きとめる力も、強引さ

も持ちえない。小初を力によって支配しえない薫は、小初や小初の父を「場末」の生活

から救い出すことはできないのだ。ただ一つ、小初が主体となってなしうるのは、遠泳

大会の日にあらゆるものから逃れるように、沖に向かって泳ぎ出すことだ。父親にとっ

ては場末の生活から抜け出す手立てとして、貝原は思い通りにできる〈妾〉や子供を産

む母の身体として、恋人の薫は甘い逃避行の相手として、小初を束縛しようとしている。

彼女の肉体が彼らの欲望を支えている。 

 逆に、彼女を都会の真ん中へと引き戻してくれるはずの貝原は、小初によって欲望さ

れることはない。小初は貝原のもつ新興経済力へ自分の生活を「投企」16する決心をす

るが、そのとき小初の投企の元手となるのは、自身の身体である。資本力こそモダン都

市東京の原動力であり、同時に自分たちを近代化された東京から疎外しようとする力だ

ったはずだ。そうしたシステムから無関係ではいられない小初は、資本主義の市場原理

によって買われるのだといっていい。 

 貝原と小初の関係は、持つものである資本家に対する、持たざる労働者の関係であり、

素朴な支配／被支配の関係を見て取ることができるだろう。小初が沖に向かって泳いで

行く場面は、そうした経済的支配からも自分の様々なしがらみからも抜け出そうとす

る、印象的な最後だ。小初が持つ唯一の資本である身体は、自分にとっても統御できな

いものとして表象される。そしてそこに群がってくる男たち。彼女が沖に向かってあら

                                                      
15 この部分に関して、特に漆田和代「『渾沌未分』（岡本かの子）を読む」（『女が読む日本

近代文学 フェミニズム批評の試み』新曜社、1992 年）に示唆を受けた。 
16注 15 に同じ。 
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ゆるものを振り捨てるように泳いでいくのは、女を自分の欲望の中に組み入れようとす

る、あらゆるものから逃れるためだ。この遠泳大会が終われば「誰かのもの」になるし

かない小初は、規格化されない場末の水泳場で泳ぐという行為を通してその身体を解放

し、自分自身であることができるとも言える。岡本かの子は、支配的なまなざしによっ

て、危うい場所へと女を追い込んでいく瞬間を描くことで、女の身体が何者にも支配さ

れない場所を模索していたのではなかったか。 

 関東大震災以後、東京市の再編成は東京大空襲までの間、段階的にすすめられていっ

た。そうした都市建設の段階で、東京はモダン都市へと移り変わっていく。その潮流の

なかで、小初父娘の生活は東京の中心から郊外へと追いやられていくことになる。 

  

都会の中央へ戻りたい一心から夢のやうな薫少年との初恋を軽蔑し、五十男の世才

力量に望をかけて来た転機の小初は、翡翠型の飛び込みの模範を示す無意識の中に

も、貝原に対して異性の罠を仕込んでゐた。子供のうちから新舞踊を習はせられ、

レヴュウ・ガールとも近附のある小初は、媚というねたねたしたものを近代的な軽

快な魅力に翻訳し、古典的な青海流の飛込みの型にそつと織り込ますことぐらゐ容

易である。 

  

小初は、古式泳法らしき青海流17の飛び込みと泳ぎを教えて生計を立てる一方、新舞

踊に通じ「レヴュウ・ガール」との親交もあるという。生活の基盤はプレモダン、生活

の志向をモダンという、境界に立つ女性として描かれている小初は、発達した身体的魅

力を「近代的な軽快さ」に翻訳して、男を籠絡することに十分意識的である。男の目に

どれほど魅力的に映るかについて、小初には自覚的だという意味が書き込まれていると

いってもいいだろう。つまり自己の身体を男の欲望のままに魅せる技巧を心得ていると

いうことだ。小初の水着は先にも引用したとおり「肩や両脇を太紐で荒くかがつて風の

抜けるようにしてある陣羽織式の青海流の水着」の下に「脱ぐと下から黒のシヤツの張

り付いた小初の雄勁な身体が剥き出され」るようなスタイルであり、より速く泳ぐため

                                                      
17近代泳法と総称されるクロールや平泳ぎなどに対応する江戸初期に端を発する武芸の一つ。家

元権威の形象は一子相伝、高弟継承、血脈高弟混合制度などをとって現代にいたる。一二流派が

日本水泳連盟に公認されていて、九州四国、紀伊伊勢、水戸、江戸を中心に発達していく（『図

説水泳事典』講談社、1971 年）。「青海流」が実際に存在したかどうかは今のところ管見に入

っていないが、少なくともこれらの古式泳法の名が意識されていることは疑いがない。 
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の機能性や、この頃から次第に流行しはじめる〈見せる身体〉にまとうモード水着とは

一線を画している。廃れいく小初父娘の生活の破綻の象徴、資力によって領有される小

初の身体とともに、近代化の潮流から取り残され、いや逆にそれによって領土化されて

いく未文化の象徴としてのありようを雄弁に物語るものだ。それでは、貝原に代表され

る新興資本と同様、彼女らを領有していくモダンなるものとは何だったのか。 

 小初の水着同様、彼女が支える青海流の水泳場は、近代的な水泳用プールではない。

そこは「二三日晴天が続いた」だけで「川上はだいぶ降つたと見えて、放水路の川面は

赭土色を増してふくれ上」る。「水泳場のある材木堀も界隈の蘆州の根方もたつぷりと

水嵩を増」すような、河口を利用した水泳場である。1904 年７月に定められた警視庁

令第一八号游泳場取締規則には、「河海に区域を定め公衆をして游泳を為さしむる場合」

という条項があるが、昭和に入ってからは、こうした河川を利用した游泳場とは一線を

画した「水泳プール」の建設ラッシュが続いていた。文部大臣官房体育課によって報告

された『一九三三年年６月／本邦ニ於ケル水泳プールニ関スル調査』18によれば、「開

設ノ年度ニ就テ見ルトキハ全国総計四七八ノ中大正五年度ニ建設セルモノ一アリテ之

ヲ濫觴トシ、漸次其数ヲ増加シ昭和三年度ニ開設セル七五ハ各年度別ニ開設セルモノヽ

中、最モ多キモノナリ」とあり、それにしたがって建設費や維持費も増加傾向が認めら

れる。 

 たとえば、1931（昭和６）年６月６日の『東京朝日新聞』には「世界一を誇る（中

略）／神宮プールが完成」と題して、総工費 30 万円、収容人数約 13000 人の水泳施設

完成のニュースが掲載される。記事によれば、「プールが競泳専用と飛込専用とに別れ

た点、付属設備の完備の完備した点で、水泳場としてはまさに世界第一、アメリカが

10 万㌦を投じて作つたオリムピツク水泳場もこれには到底及びもつかない」とあり、

翌月開かれる早慶戦を皮切りに、日米対抗などの競技の予定が報じられている。この記

事から一週間後の６月 11 日には、「銀座の真中にプール」という記事もあり、こちら

は五階建てビルディングの地下室に小型スプリングボードを設置した男性専用プール

であり、「銀座の真たゞ中で水泳が出来るとはモボへの福音」であると伝えている。 

                                                      
18発行は一九三〇年三月。これに遡って、文部大臣官房学校衛生課から出た『大正七、八、九三

箇年に於ける全国夏季体育的施設』など、大正期以来学校教育の一環としては全国レベルでの調

査報告が開始されていたことが確認できる。 
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 ここで報じられている神宮プールは、このあとオリンピック選手の選出に関わる大会

や天覧試合がしばしば開催されており、日本を代表するアスリート―それはとりもなお

さず、スポーツという名のもとに規格化された身体と振る舞いを身につけた者たち―が

一堂に会する場であった。スポーツ大国アメリカを仮想敵に見立て、グローバリズムの

なかに近代スポーツとしての水泳が位置していったことを示している。一方、水泳を娯

楽性の高い都市スポーツとして下支えするのが、「銀座のモボ」を対象に作られた地下

プールだろう。 

 いずれにせよ、小初の生活の場である材木堀の水泳場でおこなわれた、泳ぐことその

ものが目的化されている「水泳」が、これらのプールの目的とは大きく異なっているこ

とは明らかだ。神宮という場で展覧試合やオリンピック予選を通じて国民化されていく

身体、「銀座の真たゞ中」というモボのホームグラウンドで飛び込みという新たな遊び

を見つける男たち。ここにあるのは特別な場にあってそこに身体をゆだね、その場にふ

さわしい身体を作り上げていく、自ら対象化される身体でもある。スポーツする身体は

確実に、モダニズムという名の潮流に従属されていくものであった。 

 このように見てくると、「渾沌未分」が発表された 1936 年がオリンピック・イヤー

であったことは、とりわけ大きな意味をもつ。さかのぼること４年前、32 年ロサンゼ

ルスでの成果19もあり、三六年当時は男女を問わず、日本水泳は他のオリンピック競技

のなかで、世界レベルのタイムや順位を競うことのできるスポーツとして意識されてい

たといえる。そうした競技を通じ国家や民族の優位性を主張するために、国家規模でイ

ンフラ整備が必要であったことはよく知られている。もちろん、水泳もこうした状況の

なかにある。 

 たとえば 1932 年に出版された『建築競技場』（牧野正己、丸善、1932 年）20には、

さまざまな競技場建設の具体例のなかに、水泳施設全体に及ぶ諸項目が並んでいる。「矩

形プールの長さは、其の主要使用目的である競泳の距離から算出すべきである。Ｆ・Ｉ・

Ｎ・Ａ（国際水泳連盟）の規定によれば」、「コースの幅については、Ｆ・Ｉ・Ｎ・Ａ

及び我が水泳競技連盟では１人当り最小限２ｍと規定してゐる。（中略）東京ＹＭＣＡ

プールは幅が小さい為３コースしか取れず、タイムレースによる他対抗競技（Duel 

                                                      
19  1932 年１００メートル自由形での宮崎康二が優勝、河石達吾が準優勝という成績をはじめ

とし全６種目中５種目まで日本が金・銀メダルを独占し、女子も前畑秀子が２位となる。 
20引用は、和田博文監修、中村三春編『コレクション・モダン都市文化 第九巻 競技場』（ゆ

まに書房、2005 年）による。 
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meet）を行ふことが出来ない」など、プールのサイズやタイムレースを行える仕様で

あるかどうか、また水の供給源（河川水か、水道水かなど）とその衛生状態についても

条件が示されている。 

 競技施設の近代化を要請したのは、グローバル・スタンダードを掲げるオリンピック

であり、そこで闘うためには、国際水泳連盟の要求する設備や衛生面の課題を克服する

ことが必要不可欠だ。当たり前のようだが、「泳ぐ」という行為がタイムトライアルに

よって優劣を決する競技である以前に、国際競技としてオリンピック様式に従ったもの

でなければ競技そのものも記録も成立しない。前節でみたような身体の規格化は、こう

した競技環境の規格化と深く結び付いている。 

 

図 14 アムステルオリンピック・プールでの観覧席の不備を論じ、立ち上がらずに見られる観覧席が構

想されている。 

（出典：牧野正己『建設競技場』丸善、1932 年） 

 そしてもう一つ、競技施設の新設に際して特に重視されたのが、観客席の問題であっ

たことがわかる（図 14）。先にもふれたが、ロサンゼルスオリンピックを視野に入れ

て 1931 年に神宮プールが建設された時も、収容人数 13000 人を満足させる点が強調さ

れている。言うまでもないが、水泳競技は水中でおこなわれるために、陸上でおこなわ

れる他の競技に比べても観覧の難しい競技だ。海水浴場で沖に向かって何キロも泳いで

いくような遠泳ではなく、プールという限定された空間での競技種目が数多く設定され

ている理由も、おそらくそこにある。つまり、競技者たちの序列を決める記録会と違い、

その様子をどこにいてもくまなく見ることのできる観覧席への配慮こそ重要であった。

手に取るように見たいという欲望は、1930 年代もいまも変わりはない。その方法が変

化しただけのことだ。オリンピック競技を通じて水泳のモダン化＝ショー化は後押しさ
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れ、競争のための規格化とその演出とを打ち出せることこそが、スポーツ・イベントと

しの必要条件であることが意識されていく時期だったとも言い換えられるだろう。 

 オリンピックというメディア・イベントに関わる小説として、再び岡本かの子「渾沌

未分」に目を転じてみよう。小初を社会の周縁へおいやろうとする力は、貝原に代行さ

れる経済資本だけではないことはすでに述べた。そこにオリンピックという、国家の威

信をかけた国際イベントが輪をかける。「渾沌未分」はオリンピックと連動する新しい

水泳ブームによって周縁化される東京の下町（ローカリズム）が、女の身体表象に仮託

して描かれている小説とまとめることができるだろう。小初が泳ぐ姿は何度も小説内で

描かれているが、そこでの彼女の身体は前節で述べたように、女子スポーツが身体を通

して大きな潮流へと飲みこまれていく過程でもある。都会（モダン）に憧れながら、「見

られること」を前提にしない河口の水泳場に縛られ、旧式の水着に身を包む小初は、こ

うした意味でもモダンたりえない、引き裂かれた存在である。 

 身体は、それを表象する主体となる者たちに対して、どのように異議申し立てをして

いるか、あるいはしえないのか。女性の身体を表象することで、それを支配しようとす

る欲望の所在を明るみに出すことを、はたして絵画や文学はなしえたのだろうか。古賀

春江が先駆をなした日本のシュルレアリスム絵画や、モダンガール的開放性や享楽性を

自身の人生で実践しつつあった女性作家による女性表象は、身体をあらゆる他者から解

放する新らしい境地を開拓しえたのだろうか。新たな芸術の旗印を掲げて出発した画家

も、女のセクシュアリティを当事者の立場から語ろうとした小説家も、彼／彼女の表現

者としての特権性によって、女という対象を自らの領域へと都合よく引きずり込む、ほ

かならぬ元凶としての側面をのぞかせている、ということもできるのではないだろう

か。 

 しかし、あらゆるものが認知されてはじめて存在する実存的な近代的認識からとりあ

えず出発するとすれば、〈芸術〉作品が表象するその対象のなかでこそ、私たちの身体

はたしかに存在するのだろう。 

 古賀のコラージュした〈水着衣の女〉はもといた場所から引き離され、まったく異な

った場所、モダンな場所へと連れ去られていた。あの一枚の絵のなかで不釣り合いに大

きく成熟した彼女の身体は、その引き離された痕跡をわずかに残している。成熟した身

体をグラビアに惜しげなくさらした女性は、期待される振る舞いを身につけることによ

って、本人の意志に関係なく、消費されていっただろう。 
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 その場に〈ふさわしい〉身ぶりや装いをとおしてその場に違和感なく溶け込める、そ

ういう身体の振る舞いは観客に満足を与え、消費される対象として心地よくあらゆる場

所にあふれている。穏やかな笑顔でほほえみかけること、〈女性らしい〉しぐさで佇む

こと。奥ゆかしく健気な素振りで振る舞うこと。こうした身ぶりを身につけ、期待にそ

って演じることは、あらかじめ女性ジェンダー化された「装い」の領域であるだけに、

女の身体にとっていかようにも振り切ることはできない影のようなものだ。あるいは男

性においても同様だろう。 

 その場所に溶け込み、期待される身体を演じることはたやすい。しかしそうした場所

から抜け出すこと、期待された〈私〉を裏切り続けること、そうした規範からの逸脱が、

どのようにして可能なのか考える契機を、水際の彼女たちが示しているように思われる

のだ。 
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第二部／遺稿集の力学――復元 restoration される死者の声 

 

 

第 6 章 夏目漱石『こころ』と魚住折蘆『折蘆遺稿』  

 

 

第一部では、主に女性の声や言葉、身体などが、男性中心主義的な文学場――東

京帝国大学の中から出発した『ホトトギス』のメンバー、そして東京帝大を舞台に

して展開される小説舞台、そしてそれを見聞きする新聞という場――において、男

性たちに分有されている事例を見てきた。声や言葉という、一見発話主体である「私」

が、揺らぎ得ないように見える場合にも、また実体として存在する身体すらも（身

体の場合は実体するからこそ、というのが正しいだろう）、ひとたび他者によって

記録され、表象され、あるいは物語化されることによって、彼女たちのアイデンテ

ィティと呼べるものではなくなっている。それならば、すでに一度記録された言葉

とは、分有されたり創造されたりすることない言葉として保存されうるのだろうか。

あるいはそうした関心から書かれたのが死者の言葉をあつめた書物――〈遺稿集〉

というジャンルである。死後公にされる言葉の集積をめぐって、文学場の形成とそ

の主体化との関係についてとりあげる。 

 

 

１ 煩悶する哲学青年の死――藤村操報道をめぐって 

 

1903 年５月 22 日、藤村操が日光華厳の滝で投身自殺をする。最初に報道した

「万朝報」の見出しには「那珂博士の甥華厳の瀑に死す」1とある。那珂通世が師

範学校教授職にあったこと、藤村操自身も将来を嘱望される第一高等学校の学生で

あったこと、当日家を出るまで家族には一切自殺の兆候も見せなかったこと、友人

家族それぞれに形見が分け置かれていたことから、覚悟の自殺であったことなどが

報じられ、次々に報道は加熱していった。家出ののち藤村操本人から届いた手紙に

は、華厳の滝での自殺が予告されていて、警察、人夫らと駆けつけた那珂が駆けつ

                                                      
1 「万朝報」1903 年５月 26 日付 
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けたところ、落口にある楢の木の幹に墨書された「巌頭之感」が発見されるという

のが、藤村操の自殺が決定的なものになるまでの、新聞報道のあらましである。  

満年齢で 16 歳だった藤村は、当初「少年哲学者」2や「厭世哲学少年」3など、

「哲学少年」として報道されるが、「読売新聞」を例にとると、「華厳の滝に投身」

の遺書残し青年が家出」（７月５日付朝刊）、「哲学珍談／華厳の滝からの投身青年

を巡り、美的生活論争」（８月４日付朝刊）など、次第に「少年」が姿を消し、「青

年」という呼称に統一されていくのが分かる。『東洋画報』では「藤村操と巌頭之

感」は、操が大木に書き付けた詩と共に、操の肖像写真が雑誌を飾っている4が、

その写真の他、操の肖像写真やイラスト5を見た物見高い見物人たちは、少年、青

年のどちらの印象を強くしただろうか。次第に「青年」「煩悶青年」いう後年の呼

称に傾斜していく理由についてはいくつか推測することが可能であろう。  

華厳の滝に残された「悠々たる哉天壌、遼々たる哉古今」で始まる漢文訓読調で

書かれた「遺言」は、「ホレーショの哲学竟に何等のオーソリチィーを値するもの

ぞ、万有の真相は唯だ一言にして悉くす、曰く「不可解」」／我この恨を懐いて煩

悶終に死を決するに至る」と自殺を辿るまでの心境を表明しているものの、藤村操

個人の具体的な悩みや死を選ぶに至る理由が一切書かれていない。「万有の真相」

という普遍的なテーマを哲学によって理解しようとする態度は、バーリンの「人々

が尊敬したのは、全身全霊の姿勢、誠実さ、魂の純粋さ、それがなんであれ理想の

ために自らを捧げる能力と態度であった。それがなんであれ、ここが重要である。」

6に代表されるようなロマン主義的価値観を根拠とした、誠実さの表明そのものが

問題であるという7。16 歳という、少年／青年のどちらにも分類可能な年齢の一高

                                                      
2  黒岩涙香「少年哲学者を論ず」(1903 年５月 27 日「万朝報」)、また翌 28 日の「読売

新聞」「その日その日」は「少年哲学者藤村操」、５月 27 日「毎日新聞」は「厭世少年

巌頭の感!!!」、５月 31 日「報知新聞」は「投瀑少年」と「少年」を用いている。無論「日

出国新聞」のように当初から「青年哲学者の最後」（５月 29 日～）を用いる場合もある。 

と「青年」を用いるものもあったことは  
3 「読売新聞」1903 年６月１日 
4 『東洋画報』第１巻５号 1903 年７月。 
5 「失恋奴藤村操」（『滑稽新聞』、1903 年７月 20 日）と題された記事は、先だって報

道されていた失恋自殺説を肯定する内容の記事と共に、「巌頭之感」の大樹を挟んで相手

の女性と共に一枚のイラストに仕立てられている。これも『東洋画報』と似通った、丸刈

り着物姿らしき操のイラストである。  
6 バーリン『バーリンロマン主義講義』（2000 年、岩波書店） 
7 川口さつきは、徳富蘆花の『思い出の記』における「人は何の為に生まれて来るのか、

其目的が先づ分からぬじやありませんか」を引用した上で徐々に高まりつつあった煩悶の
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生が、「煩悶」という哲学的スキームと結びついていることがクロースアップされ、

「少年」が「青年」に措定しなおされることによって、藤村操の自殺は、未成熟な

子どもの暴挙から、早熟な青年の理想的行動に読み替えられていったことになる。 

また、平岩昭三の指摘に明らかなように、操の自殺は「失恋」を大きな理由の一

つとて意味づけられている8。７月６日付「中央新聞」掲載の「藤村操の死と恋」

を受けて「読売新聞」では文部大臣菊池大鹿男爵を父親に持つ菊池松子という具体

的な恋愛対象がほとんど根拠らしい根拠もないままに報道され、藤村操の第一高等

学校での友人藤原正らの激しい反論が展開されたものの、自殺から３ヶ月後の同年

８月号の『太陽』には、帝大教授であった姉崎正治が宗教学者という立場からこの

社会現象を「近頃は失恋が其の自殺の原因であつて、巌頭の感は其の最終のワﾞニ

チー或はごまかしに過ぎなかつたなどといふ者もある」9と論じ、藤村操の死の直

接的な原因として「失恋」が「煩悶」の具体的な宛先として語り直されることにな

る。少年が青年という呼称に変わっていくのが、こうした「失恋の末の自殺」とい

う物語に回収された結果であることは疑いえない。姉崎の理解には「少年」から「大

人」へと移行する間の「青年期」の未成熟さが引き起こした、知的アッパークラス

の青年を他者として規定し、煩悶というキーワードによって、姉崎ら大人世代から

理解不能な世代へと囲い込む姿勢があったことを見逃してはならないだろう 10。姉

崎は 1905 年に東京帝大に宗教学講座を開設したいわば帝大宗教学の始祖である。

恋愛や理想ゆえの「煩悶」は、若さや未成熟という要素を通じて、「ワﾞニチー」、

若さゆえの虚栄心の作り上げた「空白」として再解釈されていく  

一方で高等教育を受け、悩むことそのものが目的化できる青年層にしか到達しえ

ないはずの「哲学的煩悶」11は、「またまた華厳の滝か／藤村操の学友、書き残し

                                                                                                                                                            

風潮が操の自殺という一つの現実的な帰結を生んだ」とした上で、「ロマン主義精神にお

いて、最も尊敬されるのは、自らが「生死をともに賭けるに値する何らかの理想」に「自

らを捧げる能力と態度」、その誠実さと純粋さであったこと」を挙げる。（「明治後期に

おける青少年の自我主義：平塚らいてふと藤村操」（『ソシオサイエンス』2009 年５月、

早稲田大学社会科学研究）  
8平岩昭三によれば「死後二、三ヶ月経過した時点では失恋説がかなり流布」していたと推

測される（『検証藤村操』、2003 年、不二出版） 
9 姉崎正治「現時青年の苦悶について」（1903 年８月『太陽』）を例に、平岩が綿密に調

査している。 
10 姉崎は 1873 年生まれであり、藤村操世代とは約 15 歳の年齢差がある。 
11 たとえば、平岩典子は「藤村の事件が他のどんな自殺とも異なっていたのは、彼が新し

い自死の形を生み出したからではないだろうか」とし、「「煩悶」が藤村操以前にも一部
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て失踪」（７月 20 日付「読売新聞」）のようなアッパークラスの学生たちだけにで

はなく、哲学書を読んでいた女学校に通う女子学生12の死の原因を煩悶であると報

じている。影響は 10 年以上経過したのちに自殺する商工中学生13にまで拡がり、

煩悶の物語は拡大解釈され、伝播される中で、明確な指示対象を持たないシニフィ

アンばかりが広がるような状況が続いていたことになる。従来言われてきたように、

「明治煩悶青年」の典型と解釈される場合の指標については、「中等以上の教育を

受けているインテリ青年であること」14が実体的な要素の一つと考えられるが、そ

れが拡がりをみせた背景を考慮にいれると、実際問題として教育の程度は判断材料

ではなく、商工中学生のような、職業訓練校にちかいような実学志向の学生に対し

てもおそらくはその若さから「煩悶青年」は適用されていたことが分かる。  

同時代的には新聞報道が学生や青年たちの専売特許として彼らと「煩悶」を結び

つけ、同時代を共有していた青年たちが大人になった時、さまざまな回想録という

媒体が青年特有の心性としてそれを歴史化してきたと考えることもできるだろう。

藤村操の自殺が、同時代において影響力をもったことは否定できないまでも、その

後に続く出自も性別も生活も経歴もあらゆる意味で異なる人々の死を、「煩悶死」

という一つの「理想的」死因へと結びつけていった過程については、もう少し広範

囲を視野にいれる必要があるかもしれない。しかしその上で、なお一つの前提とし

て、煩悶青年の土壌としてのいわゆる「本郷文化圏」の人々の語りに注目し、そこ

を起点として、死者を語る物語をめぐるいくつかの問題を提出してみたい。  

藤村操は 1902 年第一高等学校に入学、同じ学年に安倍能成、中勘助、野上豊一

郎らが在籍した。また前後の学年には、小宮豊隆、藤原正、斎藤茂吉、十川信二、

                                                                                                                                                            

知識人の心を捉えていたとした上で、「一部エリート青年たちが抱えていた煩悶は、煩悶

「しか」することがないからするものではなく、もっと積極的な煩悶として捉えられるべ

きだろう」（「明治の煩悶青年たち」（『文芸言語研究 文芸篇』41 巻、2002 年３月、

筑波大学文芸・言語学系）とする。しかしはたして、それはそのように「特権的」なもの

だったのだろうか。 
12 「女の藤村操・松岡千代／私立山陽女学校、哲学書禁止を打ち出す」（1906 年７月 20

日、「読売新聞」）。ただしこれは「女の」という限定付きで語られる事例であり、煩悶

は男性ジェンダー化された特権性を内在させていると考えている。  
13 「商工中学生が轢死／藤村操に倣いて」（1916 年 10 月 13 日、「読売新聞」）  
14 加藤潤「近代日本における煩悶青年の系譜―相馬御風の『還元録』をめぐって」（「名

古屋女子大学紀要 人文・社会編」37、1991 年３月、名古屋女子大学）にはこの他にも

「明治 15 年前後から明治 20 年前後に生まれた明治第二世代であること」、「学校教育機

関で文学もしくは哲学に接触し、少なからず傾倒していること」が煩悶青年の共通点とし

てあげられている。 
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阿部次郎、吹田順助、鳩山秀夫、穂純重遠、田辺元、田辺尚雄、魚住影雄、市河三

喜、鶴見祐輔、木下杢太郎（太田正夫）、芦田均、石坂泰三らが挙げられる 15。こ

こに見られるように、このあとの日本の社会の政治、経済、科学、人文あらゆる社

会を代表し支配していくような面々である。彼らは正規の学籍をもつ一高生であっ

たが、それ以外にも、彼らを取りまくように選科生たちが一高に籍を置いているこ

とは 1 部の「三四郎」を分析する中で見たとおりである。  

たとえば岩波茂雄は一高時代に選科生として在籍したが、「消灯後蝋燭の下でト

ルストイの『我が懺悔』を読み「信仰なきところに人生なし」の一説に「全く自分

のために書かれたものだ」と感銘を受け、「僕の思想上の一転機」、「人生問題は五

十年で解決すべきではなく永遠の信仰によつて初めて解決せねばならぬ」と考える

煩悶青年としてのふるまいを身につけ始めていた。二年に進級した当時、西寮で阿

部次郎や萩原藤吉（井泉水）らと同室で、藤村操とも顔なじみであったという 16。

「当時私は阿部次郎、安倍能成、藤原正三君の如き畏友と往来して――常に人生問

題になやんでゐたところから他の者から自殺でもしかねまじく思はれてゐた。事実

藤村君は先駆者としてその華厳の最後は我々憧れの目標であつた。華厳之感は今で

も忘れないが当時これを読んで涕泣したこと幾度であつたか知れない。」とし、「死

以外に安住の世界がないことを知りながらも自殺しないのは真面目さが足りない

からである、勇気が足りないからある」17とも回想している。一方で当時の岩波は

競艇部で活躍するスポーツマンであり、哲学とスポーツという、一高生の回想録や

周辺雑記小説にしばしば登場する生活習慣の中にあったことが指摘できる18。彼同

様に、藤村操の自殺に動揺し、猶予期間としての学生生活を「煩悶」という同時代

的キーワードで捉えていた学生たちも多い。のちに一高の『校友会雑誌』に「自殺

論」（1904 年５月）を発表する魚住影雄（1883 年生まれ）がいるし、和辻哲郎（1889

生まれ）や九鬼周造（1888 生まれ）らを含めてその継承世代として挙げることが

可能である。 

とりわけ藤村操の死に特徴的なのは、彼自身の残したテクストが、華厳の滝に残

                                                      
15平岩、前掲書参照。第一高等学校同窓会名簿調査による。  
16 安部能成『岩波茂雄伝』（1957 年、岩波書店） 
17 岩波茂雄「思ひ出の野尻湖」（『岩波茂雄 茂雄遺文』1998 年、岩波書店 
18 たとえば、久米正雄初期の短編集『学生時代』（1918 年）には、受験と失恋による自

殺を描いた短編や、競漕部や文芸部員を登場させた身辺雑記的小説がある。また和辻哲郎

も「一高生活の思い出」を書いている。  
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された「巌頭之感」に終始する点にある。親類に向けてわずかな遺書が残されてお

り、それらは新聞にも開示されているが、それはあくまでも「私信」であり、社会

という外部に向けて様々なテクスト（評論、随筆や小説）を残すだけの人生を生き

たわけではない19。にもかかわらず、逆説的ではあるが、哲学に絶望して自殺する

という死の宣言だけを残し、「不可解」という言葉によって、その指示対象を明確

にしないまま自殺するという空白が、報道や回想を通じて伝播されていったという

点は見逃しがたい。なぜならそのような結果が、将来を嘱望され夭折した「友人」

の物語を、折り込み積みのものとして、生き残った人々に語りつがせていく力をも

つことになっているからである。残された人々は、煩悶青年の死を、その後を生き

る個人の人生の中に関係づけながら反復しつづけることになる。  

 

 

２ プレ文壇としての『校友会雑誌』 

 

  前節までに名前を挙げたトップエリートたちが集う東京帝国大学には『校友会

雑誌』という学内誌が存在することは広く知られている。現在でも比較的大学図書

館などでは見ることがたやすい雑誌であることからも、ある程度は学外の読者を持

ちえた雑誌であったことがわかるが、それでもなお、プロではない書き手たちが形

成したいわゆるこの雑誌は、ほぼ月に 2 回の割合で 1890 年 6 月から 1940 年 6 月

(41 年～1944 年までは『護国会雑誌』に改題)まで 382 冊を数える雑誌である。校

友会という性質上、編集を担当する文芸委員は、卒業や改選によって定期的に入れ

変わり、文芸委員に選出されることは一種のステイタスであった20。文芸委員が一

つの文学場を形成する雰囲気をもっていたことは想像に難くない。  

ただしこの『校友会雑誌』は第一高等学校という特別な場でのみ必要な情報が雑

誌の半分を占めており、読者が関係者でない場合は、内容よりむしろ第一高等学校

という場、あるいは批評や文芸への憧憬の場であったとさえ考えられる。それでは、

                                                      
19 友人南木性海との私信のやりとりがわずかに残っていることについては土門公記『検

証・藤村操―華厳の滝に眠る 16 歳のメッセージ』（2003 年、不二出版）に詳しい。  
20 久米正雄の「選任」（前掲『学生時代』所収）は文芸委員選出を巡って男性同士の嫉妬

が繰り広げられる。周囲からの信望や能力などが証明されるかのように位置づけられてい

る。 
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ここで問題にしようとする藤村操や魚住折蘆たちが在籍していたころの『校友会雑

誌』をみてみよう。 

同誌は、論説欄にはじまり、雑録、文苑、批評、最後に雑報欄によって構成され

ている。誌面の構成自体は、文芸誌、あるいは総合雑誌などを想起させ、学生の執

筆もあるが、帝大の教員や文学博士、また魚住のように卒業後大学入学後に書くこ

ともあったようで、になの肩書をもつ著者をそろえている。注目したいのはそのあ

とに続く雑報欄、多くの場合はここには訃報が掲載されている。例をあげてみよう  

 

訃報 二部三年二組森田庸二郎君。頃者校友の夭折するもの何ぞ多きや。我等

友の訃音を伝ふるに堪へざるなり。／あゝ男子業未だ成らず、志を齋して空し

く長逝す、胸中の遺憾はた如何ばかりぞや。落花流水長暮につきて又帰らず、

君が残せし芳■の香長しへに旧友の上にあらんのみ。悼しい哉（引用注：■は不

明／『校友会雑誌』第 148 号（1905 年 6 月 20 日） 

 

ここにも書かれているように、このころの『校友会雑誌』には毎号のように 1 人 2

人と訃報の記事が掲載されている。おおよそ文体は漢文訓読体であり、「噫西村研

一君」（184 号、1909 年 3 月 8 日。執筆者は魚住折蘆）や「村山寛适君逝く」（145

号、1905 年 3 月 25 日）に類するものがほとんどである。まれにではあるが、文

苑欄に数ページにわたって追悼文が掲載される。故人の出自から始まり、来歴、学

生時代の交友関係が語れる場合もある。たとえば、1906 年 4 月 30 日の文苑欄に

は「噫小平誠一君」と題する 5 ページに渡る追悼文が掲載されている。一節をあげ

てみる。 

 

 我が常に其の友たるを以て誇りとせし友は逝きぬ。悲しき哉。あはれ、此の

かなしさを誰れと語らむ、筆とりて、おぼつかなくも、茲に悲しき思ひ出を書

きつくるは、独りこの胸のくるしさをやらんよすがともなれとてなり。  

 

から始まり、肋膜を再発し、転地療養を経たのち遂に臨終に至るまでの記録が、記

される。葉書を引用しながらのやりとり、家族との関係、そして実名を挙げての友

人たちの最期の別れへと続く。この記事に限らず、定型化して数行しか書かれない
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訃報記事がある一方で、一つの物語を読むかのように故人の記録を残そうとするも

のもある。大きく扱われている場合にはこの小平誠一のように明らかに近しい交友

関係をあたって取材したと思われる記事も散見されるのである。同じように在学中

の病死であっても、『校友会雑誌』という特別なテクスト内においては、「死」の重

さが違うという残酷な事態がおこることとなる。  

 魚住影雄名で担当された「噫西村研一君」は、友人のところに最期の別れに行っ

た際の記録になっている。 

 

之が永久の別だと思ふと僕は白布を手にしたまゝ幾度か之を掩はんとして躊

躇した。之を掩うて後も俄に去るに忍びない、或は祈り或は思に沈むでゐた。

其処へ令妹が来られて僕に一葉の封書を出された。筆跡はなき君の手である。

宛名は僕、何事か書かれてあるかと急いで取り上げたが、中には何も入つてゐ

ない。令妹の話によると初めは手紙を書くつもりで封筒を認めたが、もうそれ

だけで力がつゞかなかつたのである。（中略）君はなぜ僕にも先づ中の文句を

書いて呉れなかつたのであらう、封筒は無くても君の言はむと欲する所が聞き

たかつた。無論君が最後まで僕を思ふてくれたことは中の文句の有無に拘わら

ず分かつてゐる、然し君の最後の声は聞きたかつた。真に君の僕を信じ僕を思

うて呉れた情は深かつた…（後略） 

 

最期に投げかけられるはずの言葉が欠落しており、自分に遺されなかったことで、

魚住はそれを「最後まで僕を思ふてくれたこと」によって補填しようとする。それ

は「真に君の僕を信じ僕を思うて呉れた情」の深さというメッセージに読み替えら

れる。こうした記事が公開されることで、語らなかった言葉は補完され反復される。

宛先人である魚住はもちろん、誰にも伝わらない言葉が魚住の追悼文によって補完

され、「真の友情」の継承という事実だけが『校友会雑誌』の中で反復されていく

ことがわかるだろう。それは型通りの簡単なものもあれば、西村研一と魚住のよう

に、ドラマティックな展開を見せる事もある。  

 だが、こうした訃報記事の軽重にかかわらず、これらに共通しているのは、先の

森田庸二郎の訃報記事にもあったように、「あゝ男子業未だ成らず、志を齋して空

しく長逝す、胸中の遺憾はた如何ばかりぞや。」という夭折したことに対する同情
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のフレーズが必ず挿入される点だ。語られるはずだった言葉。失われた未来。ある

べきものの欠落。胸中の遺憾は、亡くなった本人に向けて推し量られるだけではな

く、遺された周囲の友人と共有される感情である。繰り返される訃報記事の中で、

伝播され、反復され、疑似的体験を含め、前途あるべきかけがえのない友人を失う

体験が、『校友会雑誌』という場において起こっていたということになるだろう。

それは遠くて近い虚構と現実の境界を描く、死を巡る物語が繰り返される場所だっ

たといってよい。 

 

 

３ 〈藤村操〉の語り方―「真面目」、「理想」 

 

魚住折蘆（影雄）は、1883 年に兵庫県播磨国加古郡に生まれ、96 年に兵庫県立

姫路尋常中学校入学後、転校して上京、1901 年に市立京北中学校第五年級へ転入

している。当時すでに国民新聞の記者、小説家、詩人としても活躍していた牧師宮

崎八百吉（湖処子）の説教を聞き感銘をうけ、同年にはカソリック教会で浸礼して

いる。1902 年、第二志望の第七高等学校（鹿児島）に合格するが、東京を離れ難

く入学せず、翌 03 年９月に第一高等学校入学するが、同年の５月入学直前に以前

から友人であった藤村操は自殺している。06 年に東京帝国大学文科大学に入学後

は、『校友会雑誌』や海老名弾正が主宰する『新人』などを中心に、散文や詩を積

極的に発表する時期が続く。大学では独逸文科から哲学科へ転科し、ラファエル・

フォン・ケーベルに知遇を得る一方、学外では綱島梁川、西田天香に大きな影響を

受けて交流を深め、綱島梁川の死後断続的に発表された遺稿集のうち『書簡集』で

年譜制作の任に当たっている。帝大卒業後は『日本美術』の編集にあたるかたわら、

「朝日新聞」や雑誌『ホトトギス』に文芸批評を発表するが、1910 年に病没した

人物である。 

一高入学後『校友会雑誌』に藤村操の一周忌に合わせて書いた「自殺論」 21は、

旧約聖書ヨブ記３章の引用「何とて我は胎より死にて出でざりしや」から始められ、

「吾人既に人生の意義の求むべき道を解す、其道はあこがれの道」であるとし、そ

れは「永久の姿は「煩悶」に在り、「無限」の面影は懊悩にあり」と、煩悶するこ

                                                      
21 1904 年５月『校友会雑誌』掲載  
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とが誠実さを前提とする行為であることを強調する。また「自殺の原因事情」を知

ることを目的とはせず「吾等が折なる願はかゝる切なる純なる主観の声を聞かんこ

と」であり、生にも死にも意義なしという批難の声を「未だ沈痛なる煩悶に会し深

き悲哀に触れたる者の言に非ず」と退けたのち、「吾人は煩悶なき悲哀、悲哀なき

煩悶、かゝる我面白煩悶悲哀に人生的意義あることを認むる能は」ざるものである

から、自殺は「誠ある者の隠れ家」として同情的に語られているとまとめることが

できる。 

 

思慮と努力とを尽して遂に出づべきの道に出づ、道一つなれば其生たると其

死たるとに何の差別かある。凡そ人間の小弱社会の欠陥を深識せずして立言す

る所の、学者と道徳家ほど無常なるものはあらず。沈痛なる経験豈倫理と論理

の軌道をのみ歩まんや。人は要求を有する者也、人生は幾何学の問題に非ざる

也。人の涙に白眼の冷瞥を加ふる者我之を人鬼と言はむ、況んや人若し絶えず

自家の真面目に居らばかゝる運命に逢着する事の決して稀ならざるに於いて

をや。…茲に唯一人、直き者誠ある者、現実に安んぜざる者理想の実現を要求

する者、身を挺して義理を無みし、有無善悪、併せ情火に焼いて一我の主張に

殉ず。されど自殺は意気の死也、至誠と情熱との情死也、二つ相抱いて復寂し

くもあらず、万有を後に莞爾として永劫の闇に下る。人生の悲壮は屡其粋を抜

いて茲に鍾る也、安んぞ復村学究が誹議を挟むの余地を残さんや。自殺や之れ

第二の解脱。 

（魚住折蘆「自殺論」／『校友会雑誌』1904 年 5 月） 

 

折蘆の説明によれば、悩める青年の思慮や努力がある到達点に達すれば、生と死

とは同じ道なのであり、大学の学問も道徳も無常である。自分自身の「真面目」に

逢着すれば、そこには意思の自殺、誠実ゆえの理想の自殺が想定されるというのが

当然であるというのがここでの主張である。 

1 節でみたとおり、藤村操の死は「煩悶青年」としての評判を呼んで、1 年が過

ぎようとしていた。すでにみたように、自殺の原因に恋愛問題も浮上し、数通の遺

書と巌頭の感だけを残した藤村の死は、いわば好奇の視線によってあらゆる物語に

よって脚色されていた時期である。この「自殺論」が真面目や理想、至誠、情熱と
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いった言葉にあふれているのは、世間にひろまっていたゴシップ的死因さがしとは

違う、特別な場に理由を求めようとする藤村操の空白を埋める作業である。そして

それは理想の言葉の集積となった。藤村操の死によって一高という場で出会いそこ

なった折蘆が、『校友会雑誌』という、ある意味で世間から隔離された場所で再会

する、そんな場として、訃報欄とみることができるだろう。折蘆の書いたこの「自

殺論」が、藤村操の死の空白をゴシップ的表現への反発と学問、大学からの決別の

言葉で書いたのだとしたら、それは『校友会雑誌』というある一時期だけ「煩悶」

することが肯定される特権的サークル内で、「真面目」に「理想」を追求する者た

ちだけに理解されるものだという、「真の理解者」という場所を作り出すための行

為であったということができるだろう。しかしながら、それがどんなに下世話なも

のであろうが理想的なものであろうが、「藤村操」というすでに死んだ人間から死

の真の原因を聞き出せないという点ではゴシップも友情も同じ地平の上にあるも

のだ。その意味でいえば、さまざまに憶測された新聞でのゴシップ的物語も、哲学

する青年の苦悩する真面目さも、それを確かめる手立てはないという意味において、

どちらもフィクションとしての有効性と同時に、検証不可能な真実の物語という意

味づけになるだろう。 

ただ、新聞ゴシップが社会に大きな波紋をもたらしていたと同時に、一高内部で

はその「真面目さ」を引き受けた人たちがいた。毎号繰り返される訃報欄とそこか

ら得られる疑似体験、早すぎる友人の死。語りえなかった未来。そうしたコンテク

ストを背景に、藤村操の死によって、折蘆はその「真面目さ」を原因とする死を伝

承する側に立ったということになろう。先に紹介した岩波茂雄の回想からも明らか

なように、当時の一高の中には藤村操の死に敬意と憧れを抱く雰囲気がのこってい

た。岩波がその死にショックを受けて大学を離れ、中勘助は休学するなど、このこ

ろ一高に在籍した同世代の青年たちの何人もが「真面目さ」をはかるための一つの

バロメータとして自殺をとらえていたといえる。藤村操の死、一高高等学校生たち

の死。次々と夭折していく同級生たちを送り出す場、それが『校友会雑誌』の一つ

の大きな役割だったということも可能である。  

 

 

４ 遺稿の時代――『折蘆遺稿』と死者の複製 
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先述の通り、魚住折蘆自身は一高時代から積極的な書き手であり文芸委員でもあ

った22。1903 年 9 月に一高に入学、その後すぐ「一年文科会」を結成し、回覧雑

誌『紅蓼』を発行。その 2 か月後 11 月には「一年文科会発起の辞」(131 号)、「念々

感語」（132 号）で校友会雑誌にデビューし、翌 1904 年の月からは文芸部委員に

選出されている。茅野、山崎良平、青木得三らに加え、安倍能成も同時に編集委員

となる。一高入学の半年前に海老名弾正主催の『新人』（4 巻４号）に「糸遊」「弾

弦集」（1903 年 4 月）を「ふよう」の筆名で執筆するなど、ほとんど毎号どちらか

の雑誌に名前を見ないことはないという活躍ぶりである。『折蘆遺稿』を見るとほ

ぼ毎年 10 本から 20 本の論文やエッセイ、短歌なども書いており、1906 年に大学

入学後も、精力的にこの２誌に書き続けていたことがわかる。先にあげた「自殺論」

をはじめ、「個人主義について」（『校友会雑誌』第 142 号、1904 年 12 月 20 日）、

「個人主義の見地に立ちて今の校風問題を解釈し進んで皆寄宿舎制度の廃止に論

究す」（『校友会雑誌』150 号、1905 年 10 月 28 日）など、寄宿舎の校風問題（ス

トームへの反発）に関わる問題や「芸術の権威、文苑の開放」（『校友会雑誌』第

146 号、1905 年 5 月 20 日）、「珊瑚礁」（同号）など文芸批評や創作、「グラテヤ書

を読む」（同号）などの宗教論、そして卒業後は卒業論文「カント宗教哲学」（186

号、1909 年 4 月 30 日）など哲学論など多様なジャンルをこなす書き手であった。  

その間にも『校友会雑誌』には前出の西村研一への追悼文執筆のほか、もう一人、

京都大学の友人、宿南昌吉を同年 8 月に失っている。その 2 か月後 1908 年 10 月

には、綱島梁川の遺稿『書簡集』の年譜作成（08 年 10 月）を担当するなど、高校、

大学時代を通じて幾度も友人や師を送る経験や遺稿の編纂にあたるという出来事

に携わっていることがわかるだろう23。 

                                                      
22 病気のため翌 3 月 25 日に一度辞任するが翌 1905 年 2 月には再び文芸委員に復帰して、

その後は卒業間際の 1906 年 153 号まで務めている。  
23 明治 20 年代以後、目についたものだけでも博文館からは『柳北遺稿』（1892 年）、『南

白遺稿』（1892 年）、『嵐雪遺稿』（1898 年）、春陽堂から『白瀧遺稿』（1901 年）、

『薄氷遺稿』（1901 年）、吉川半七（国書刊行会）から『他山遺稿』（1898 年）、『墨

水遺稿』（1899 年）、岩波書店が『宿南昌吉遺稿』（1912 年）、『折蘆遺稿』(1914 年)、

『山田又吉遺稿』（1916 年）などが出版されている。ここにすべての著作を可能な限り加

えるという発想でつくられる全集がはいれば、実際には相当数の遺稿集が出版されていた

と思われる。岩波茂雄の岩波書店はこの中では後発ながら、遺稿や全集に積極的な書肆で

あるといえる。 
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序でもふれたとおり、遺稿集が他の著書と異なる決定的な違いは、その本が著者

のあずかり知らないところで編纂されるという点にある。authour になるべき当人

はすでにこの世におらず、関係者はできる限り故人の書き遺したものを集めて 1

冊の（あるいはそれ以上の）単行本にする。著者は本という形になる際におこる執

筆の過程に携わることなく authorize され、まさにその「関われない」ことによっ

て社会にその著者として公認（authorization）されていくことになる。こうして

出来上がった遺稿集は、当然のことながら個人の著書として世の中に流通していく。

生前に編まれる本であれば考慮されるテクストの選択や、順番、1 冊の単行本を上

梓する際のさまざまな〈著者の意図〉という大きなテクストの構成要素、が〈第三

者の意図〉によって補填されていくことになる。  

魚住折蘆自身は大学を卒業後大学院に進学し、1910 年 5 月からは『日本美術』

誌の編集担当となるが、同年 11 月にチフスから急性腎臓炎を併発し、12 月 9 日に

は亡くなっている。折蘆の場合は急逝だったこともあり、また 27 歳という若さで

あったことも手伝いその遺稿集はとりわけ特徴的なものになる。それはとりわけ旺

盛な書き手であり、幅広いジャンル、媒体24で活躍しかかったその矢先のことであ

った。「夭折」とは、生きていればその先の活躍を期待させる、そんな裏返しの感

情を残されたものにもたらすものだ。新しい活躍の場で今後が期待された青年が、

突然の病で命を落とす。生前は闊達な筆でさまざまな分野に活躍する期待をさせた

青年が、多くの友人や知人を残して死んだのである。生きていればこんな活躍をし

たに違いない、そんな期待が生前近しく接した友人知人たちによって〈補填〉され

ていくことになる。先に見た一高生たちもその例外ではないが、魚住折蘆の場合は

すでに活躍が始まっていた人物である。彼への期待値は、彼が生前残したおびただ

しい数の書簡で埋め尽くされることになった。かつて平野謙は「大正教養派の一系

譜」25の中で、 

                                                      
24 大学時代の雑誌投稿に加えて、『ホトトギス』（1910 年 1 月、13、14 号）に「美術上

の基督」を最初として、しばしばその記事が掲載されるようになり、同年 6 月３、4 日「東

京朝日新聞」に「自然主義は窮せしや」、7 月 8，9 日に「自己主張としての自然主義」、

親戚間での同人誌的な回覧誌『千草』への投稿など、読者層が以前とは大きく異なる媒体

への投稿であり、これで魚住折蘆の名を知った読者もいたのではないか。あるいは以前か

らの知人は、その活躍の幅が広がったことを知り、今後の展開を期待して見守ったにちが

いない。 
25 『文芸』1973 年 10 月『さまざまな青春』（講談社文芸文庫）  
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田中きゑ子にあてた手紙だけでなく、母や兄にあてた手紙も、友人にあてた

手紙も、綜じてその間に相手を見て法を説くというような差別感というものが

折蘆にはない。つねに折蘆は一対一の対等関係を保持して、精いっぱいのこと

を相手に愬えている。自我の尊厳を主張する折蘆は、また他者の自我を推重せ

ざるを得なかったからだろう。 

 

と高く折蘆の書簡群を評価した。長く折蘆と親交のあった田中きゑ子との書簡は、

彼女が宣教のためにハワイにいっている間にも取り交わされており、そのおびただ

しい数の書簡が今でも読める。それは『折蘆遺稿』が、生前に彼の書き残しエッセ

イ群同様に多くの書簡を掲載したためである。  

書簡を通じて折蘆の人となりを読み取ろうとするのは、生前から深い親交のあっ

た安倍能成である。彼は『折蘆遺稿』の序文を担当し、編集にもあたった中心的な

人物である。「私はこの遺稿全巻の殆ど三分の二を個人の書簡を以て充した。これ

は私が彼の生活全体が最も巨細に最も生き／＼と又最も直接に彼の書簡にあらは

れて居ることを信じたからである」26と述べている。 

 それではどうして、彼らはそれほど書簡をもってその著者を知れると思い込むの

だろうか。小説家ならなぜ小説を、批評家なら批評を通じてそれを知り得ると考え

ないのだろうか。 

こうした発想の背景には、文学あるいはその批評が、いわゆる作品というテクス

トを通じてではなく書簡や日記、といったあらゆる周辺情報を集めてその作品群を

読んできた蓄積があり、そうして作家像を立ち上げる研究方法が強固に成立してい

るという状況が関わっているように思われる。  

いわばこうした作家情報は、当人に近ければ近いほど多く得られることとなり、

それが「よりよく理解する」ことへと直結してきたのだという仮説がたてられよう。

むろん何かを解釈する場合に、その情報は多いほうがよいのだが、それらを組み合

わせて解釈することとは、いったい何を理解したことになるのだろう。その作家と

いう人物その人をテクストのように読み込んで、彼らの言動や置かれていた状況を

コンテクストとして参照しながら新しいテクストを書いていくことが、作家という

                                                      
26 「『折蘆遺稿』序」1914 年 11 月 14 日 
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主体の内面を立ち上げるという行為と一直線につながることが素朴な作家論とし

て成立することもあった。しかし構造主義以降の、反動として、テクスト論の流行

があっただろう。またそうした素朴な作家情報の引用は、いわゆる国語の時間にお

ける「そうして作者は何を言いたかったのですか」という問いかけの場面を想起さ

せてしまう。 

遺稿集を編むという行為は、読者であると同時に、それを編む人間が、すでに死

んでしまった著者に対して「そうしてあなたは何を言いたかったのですか」と問い

かけ、それに応じてしまおうとする行為と紙一重の場所にあるということだ。もし

これがダイアローグなのだとしたら、目の前の著者たるべき語る主体にたいして、

そう聞けばよい。「この手紙で何を言いたかったのですか。あなたの言いたいこと

は実はこういうことだと理解していいですか」と。しかし何度も確認しよう。著者

はすでにこの世のものではないし、私たちは対話をしているようでありながら、実

はダイアローグの発信と受信を同時にしているのかも知れない危うさを抱えてい

るのである27。実際、生前友人として付き合った安倍能成は序論の中でそのとおり

書いたのだし、半分以上のページを書簡に割いた『折蘆遺稿』が後に『折蘆書簡集』

28となって再び出版された点もそうした人格の理解＝書簡などのプライベートな

テクストへの接近という価値づけがゆるぎないものであることを示しているだろ

う。 

 

 

５ 『こころ』と『折蘆遺稿』 

 

  東京／大阪朝日新聞での掲載が終わり、夏目漱石の『こゝろ』が岩波書店から

出版されたのは 1914 年９月のことだった。岩波茂雄は藤村操の自殺や、当時彼ら

                                                      
27 そう考えるきっかけになったのは「不変の法則」についてサイードが論じている部分で

ある。非当事者しか客観性を保つことができないという前提に立つ学問がある一方で、文

学や文学研究があまりにも関係者の証言をたやすく引き受けていることに気付かせてくれ

る。それらはかつての日本語文学は日本語ネイティブ以上に理解できるわけがないという

「不変の法則」を受け入れることにもつながっているだろう。そうしたあやうさに気付か

せてくれるのが、遺稿という場なのだと考えている。  
28 『折蘆書簡集』（1977 年 6 月、岩波書店）では多くのエッセイが削られ、その代わり

に沢山の書簡が掲載されている。『折蘆遺稿』の際には伏字でしか掲載されなかった人物

の情報が明記されている。  
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の周囲を覆っていた「煩悶」の空気に飲まれ、二年の落第を経験した後に東京帝国

大学哲学科選科を卒業する。神田女学校や東京女子体操音楽学校の教員を勤めたの

ち、1913 年に学校を退職、岩波書店を開店した29が、当初古書店や雑誌販売を中

心としていた岩波が、漱石の小説を読んで感動し、第一高等学校、帝大時代以来の

友人安倍能成を介して『心』出版の依頼を申し出たというのはよく知られている 30。

それまでの出版元である春陽堂や大倉書店という漱石作品の大手出版社を抑えて

の出版であり、岩波自身もできるかぎりよい材料で立派な物をという力の入れよう

であり、漱石自身がその行き過ぎを戒めながらも、互いが自費出版形式に興味をも

ったということが記録されている31。 

岩波書店の会社案内をみてみると、岩波書店の出版事業の出発点として夏目漱石

が登場する32のだが、実際に、岩波書店が最初に出版した本は、蘆野敬三郎編『宇

宙之進化』と魚住彰雄『折蘆遺稿』33である。２冊の自費出版と前後して、東京帝

国大学文学部哲学会『哲学雑誌』の販売所となり、1915 年からは『哲学叢書』の

出版を開始する。いわば第一高等学校時代と、その時に藤村操の自殺に動揺し２度

落第をしたことで東京帝国大学文学部哲学科に専科生として入学した時と、その両

方で得た友人たちとの知遇を足掛かりに、岩波の出版事業がスタートしたといって

よい。 

ところで漱石が 1914 年 4 月から 8 月に、東京、大阪両方の『朝日新聞』に同時

掲載された小説である。漱石自身が完成した自著の序文にこう書いている。  

当時の予告には数種の短編を合してそれに『心』といふ標題を冠らせる積だと読

者に断つたのであるが、其短篇の第一に当る『先生の遺書』を書き込んで行くうち

に、予想通り早く片が付かない事を発見したので、とう／＼その一篇だけを単行本

に纏めて公けにする方針に模様がへをした。 

という。書簡体小説が明治末期から大正期にかけての一種流行的な現象であるこ

                                                      
29 注２に同じ。 
30 注１に同じ。この点については最近立て続けに関連する研究が出版されている。紅野謙

介『物語岩波書店百年史―「教養」の誕生』（2013 年、岩波書店）、十重田裕一『岩波茂

雄 低く暮らし、高く想ふ』（2013 年、ミネルヴァ書房）などが『折蘆遺稿』について少

し触れている 
31 『岩波書店八十年』1996 年、岩波書店 
32 岩波書店ＨＰ 岩波書店の歩み http://www.iwanami.co.jp/company/index.html には、

漱石が岩波書店創業にあたって揮毫した文字「岩波書店」が掲げられている。  
33 『宇宙之進化』が 1913 年、『折蘆遺稿』は 1914 年発行。 

http://www.iwanami.co.jp/company/index.html
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とと同時に、それらが単なる傍観者ではなく、当事者として出来事を語り過去の経

験や精神的遍歴を統御しながら語ることの可能な「私」という存在の登場を、山口

直孝は「「私」を語る小説」と規定している34が、不自然さをもたらさずほどの自

己の長い来歴を深い共感とともに聞き入れてくれる（正しくは読み解いてくれる）

読者の存在を規定することが、書簡体小説の絶対要件であろう。もちろん物語内容

に即して言えば先生にとっての「私」である。言いかえれば、「私」のように、先

生というキャラクターに強く引き付けられるようなメンタリティをもった読者が

いなければ、この「こころ」という小説はとうてい書簡体小説としては成立し得な

いということになる。長く重い先生の過去は、当初朝日新聞の 1 回分ずつその読み

手に提供されたわけだが、そうした断絶されたテクストを根気強く待ち続ける読者

とは、「よそよそしい頭文字」を到底使う気にはなれず、ただ先生という呼称だけ

で関係を呼び起こせるような存在の意味をくみ取れる読者であり、「貴方は死とい

ふ事実をまだ真面目に考へた事がありませんね」（先生と私 五）とテストされ、

その思い話題にも臆することなく読み進んでくれる読者である。  

自分の過去と知りたがろうとする様子に「あなたは本当に真面目なんですか」（先

生と私 三十一）と先生は切り返す。先生が「私」を告白の相手に選んだ理由は、

「私は何千万といる日本人のうちで、ただ貴方だけに、私の過去を物語りたいので

す。あなたは真面目だから。あなたは真面目に人生そのものから生きた教訓を得た

いといつたから」（先生の遺書三）といい、そのたった一人の相手に「私」を選ん

だ理由を手紙にして託す。 

書簡という特定の読者を想定したテクストを開示されることとは、最大級にその

相手の信頼と特別な関係を受け入れてくれた契約を前提とする行為だ。まして、そ

の手紙が遺書という特別な性質を帯びたものであれば、さらにその契約は重い意味

をもつ。魚住折蘆が西村研一の臨終の場にかけつけ、そこで手渡された白紙の書簡

も、重要なのは内容の有無ではなくそれを受け渡す遺志であるといってもよい。そ

してこうした場における一つのキーワードは、それを受け取る側が「真面目」であ

ると宣言することだ。受け渡す側にその必要はない。遺書とは、不真面目であるこ

とや虚偽であることを疑われない、最も有効なシチュエーションであるからだ。藤

村操のゴシップ報道より、一高生たちが折蘆の「自殺論」に影響をうけたように見

                                                      
34 『「私」を語る小説の誕生』2011 年 3 月、翰林書房 
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えるのは、彼らがこうした際に真面目であること、そうすることで友情が真実であ

ったことを証明することになることを、『校友会雑誌』における訃報欄のような場

で充分にトレーニングされ、それを一つのふるまいとして身に着けていたというこ

とかもしれない。 

『折蘆遺稿』の第二篇雑篇に収録されたなかに「二十年のおもひで」がある。菊

版 918 ページからなるこの遺稿全体から見れば 45 ページと多くはないが、それで

も「この篇は或る事由によつて故人が諸友人に書簡であるけれども便宜上上記の様

な題名を附してこの篇に収めることゝとした」と断り書きがあり、もとは書簡であ

ることが明らかにされている。そう考えると 45 ページは相当に長い書簡である。 

 

これは三十一年中の事だつたと思ふ、然し△△君の思想は僕のと甚だ異なるも

のがあつた。僕は如何なる理由を以てしても人を殴打することは絶対的に非認

した。しかし△△君は條件附で之を是認して居た。僕は此点について△△君に非

常に不満を感じた記憶を有してゐる。△△君は僕の恋人のやうな思のした友で

あつたが、両者の Gedankenwelt は或溝渠を有してゐた。 

 

11 歳の高等小学校入学から執筆現在時に至るまで、このような自伝のスタイルで

書かれた手紙をどういう経緯で複数の友人に見せなければならなかったのかにつ

いては、中山和子が明らかにしている35。それによると、1909 年当時、折蘆の姫

路中学以来の友人である長澤一夫が、阿部次郎と宿南昌吉の妹八重との間を取り持

とうとしており、その時に折蘆が宿南八重に交際を求め、友人たちに不信を買うと

いう出来事がおきたらしい。中山によれば、その時の弁明のために、この自伝が友

人にむけて書かれたのだという36。実際このエッセイを読んでみると、自分の過去

を匿名の△△君とのかかわりの中に遡って書かれたものであるが、実際にこの書簡

がどのように使われたのかは定かではない。それにせよ、友人とは長沢一夫、阿部

次郎、宿南昌吉の 3 人よりほかにはないだろうと思われる。60 年後に再刊された

『折蘆書簡集』では△△に名前が入り、そこに書かれた忌憚ない感情は書簡という

                                                      
35 中山和子「魚住折蘆論」（『文学』46 巻 9 号、1978 年 9 月） 
36 つまりここでも兄の友人へ妹の「譲渡」問題が起こっている。宿南八重は、「こころ」

の静同様に、男同士の力関係の中にあることになる。  
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告白装置を保持したまま、特別な相手への真面目で真実に基づいた心情の吐露であ

ることは担保されるということになるだろう。魚住折蘆は、限定された友人に「告

白」することの真実性と真面目さをアピールすることに成功するはずである。そし

てその痕跡を残したまま出版された遺稿集の著者の手紙を、「自分達ばかりでなく

世の心ある人」に読んでもらいたいという発想へとつながっていくことになるだろ

う。 

 告白を真実であると保証するシステムが、当時の自然主義文学の隆盛やその後に

定着していく私小説の流行の中で成立しやすい状況を生み出していたことも間違

いはないだろう。そうすると、自然主義文学や私小説とは対極にあると考えられて

いる夏目漱石の小説群も、実際は校友会雑誌にみられるような状況と共に、自然主

義文学的「真実の吐露」や現実暴露への悲哀といった、きわめて自然主義的ターム

によってその読者を共有する場にあったということだろう。しかし、その真面目と

真実が要求される文学場の中にも、本郷文化圏のなかにも、女性の声は聞こえてこ

ないのである。 
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第７章 漱石を召喚する ―文壇力学としての「破船」 

  

 

１ 漱石の死と次世代の作家たち 

  

「嫉妬する」行為には、三角形的欲望が内在する。主体の対象に対する欲望は、

媒体の欲望を反復する1。夏目漱石の小説を、この嫉妬の構図で読む試みは数多い2。

二人の男が一人の女を争う構図には、主体と媒体という男二人の友情関係――疑似同

性愛関係――が必要である。 

たとえば「三四郎」では、三四郎という主体は野々宮という媒体を恋愛のライバ

ルとして見ているが、小説のラストで明かされる美禰子の結婚相手は、三四郎の見

知らぬ画家であった。三四郎と同郷の野々宮との間には、〈三四郎（主体）――美禰

子（対象）――野々宮（媒体）〉という三角形が成立するが、勝者である画家は三四

郎との友情関係がないために、このジラールの欲望の三角形において野々宮の位置

にとってかわることは不可能である。なぜなら、三四郎が画家に嫉妬することはで

きないのであり、美禰子と結婚した画家は、三四郎や野々宮のことは、嫉妬の対象

としては、少なくとも小説の中では書かれないのである。付け加えると、「それか

ら」や「こころ」のように一見恋愛の勝者となった主体が、のちに敗者であったは

ずの媒体の存在に脅威を感じ続ける物語は、恋愛以上に男同士の友情関係の変容が

前景化されていることになる。 

職業作家となった 1907 年に書かれた「虞美人草」以来、嫉妬する男の物語を書い

てきた漱石は、だからこそ男性同士の競争という形をとった擬似同性愛関係を、文

芸誌よりもさらに不特定多数の男性読者がいる新聞という媒体に向けて、繰り返し

描いてきたといえる。 

したがって、同人誌世代と呼ばれるような、漱石より若い世代の男性作家たちが、

「それから」に自分たちの創作活動や生き方の模倣をしたかのように見えるのは、

                                                      
1  ルネ・ジラール『欲望の現象学―ロマンティークの虚偽とロマネスクの真実』1971 年 10

月、法政大学出版局。 
2 作田啓一『個人主義の運命―近代小説と社会学―』1981 年 10 月、飯田祐子『彼らの物語―

日本近代文学とジェンダー』1998 年６月、名古屋大学出版会など。 
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偶然ではないだろうし3、男性間の友情の美醜を描いたそうした世代からの共感は、

同人誌という文学場にあってホモ・ソーシャルな体制をさらに強めていく契機をあ

たえたともいえるだろう。 

1910 年に武者小路実篤らが創刊した『白樺』が、「それから」への共感と反発に

よって幕を開け、〈漱石信奉者〉として出発したことは周知の通りである4。またの

ちに漱石の自宅に集った晩年の漱石の信奉者たちの中に、芥川龍之介、久米正雄、

菊池寛、松岡譲といった第四次『新思潮』の若き書き手たちがいたこともこれを想

起させる。彼らは、晩年の漱石の木曜会に出向いて私淑するという方法で、時には

漱石について「書く」ことを彼らの文壇的出発点の一つとして選んだといえる。も

ちろん、それ以前に芥川龍之介は『帝国文学』、久米正雄は『中央公論』にそれぞ

れ作品を発表していて、『新思潮』という一つの媒体からだけ彼らの文学的スタン

スを規定することはできない。しかし、後で検討するが、先取っていえば漱石と自

分との関係を繰り返し描くことが、――少なくとも久米正雄や松岡譲にとっては、――

文学者としての身振りと文壇でのポジションを決定していったのである。 

  

 

２ 「死」に立ち会うこと／記録すること 

  

1916（大正５）年 12 月９日、夏目漱石がついに死去する。11 月に吐血して人事

不省に陥り、臨終の 12 月９日までには、生前親交のあった知己や文学者たちが代わ

る代わる最期の別れに駆けつけている。漱石の自宅で毎週行なわれた「木曜会」に

参加していた門弟たちもその中にあった。 

1917 年３月 15 日発行の『新思潮』は、中扉には漱石の長男純一に「特別号夏目

漱石先生追慕号」と扉の文字を揮毫させ、「漱石先生の手紙」、「漱石先生の追憶」、

「漱石先生の死及び死後」、付録としてアメリカからの成瀬正一の論文と紀行文を

収録している。「漱石先生の手紙」には安倍能成や森田草平、小宮豊隆など比較的

                                                      
3  たとえば村瀬士朗は「同人雑誌の時代と夏目漱石―特権化される文学―」（『国際文化学

部論集』第６巻第２号  2005 年９月 20 日）で、漱石の言動から醸成された「文学」像や

「文学者」像が『白樺』や『新思潮』の同人雑誌世代のアイデンティティを付与するもので

あった、とする。 
4  『白樺』創刊号「序」1910 年４月。 
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年齢的に漱石に近い人々から始まり、久米や芥川への手紙に移り、「漱石先生の追

憶」には江口渙、松浦嘉一、岡栄一郎に続き菊池寛がエッセイを書いている。続い

て久米の「漱石先生の死」を含む、芥川の「葬儀記」、「漱石先生の死及び死後」

に松岡の「其後の山房」などが続く。 

松岡は漱石の謦咳に接することができた自分の立場を強調しながら、次のように

振り返る。 

  

内田魯庵氏が、「……もう一つ付け加へれば、夏目さんは、殆んどと云つても

好い位ゐ、西洋の新しい作を読んでゐないと思ふ……。」魯庵氏自身さう思つて

ゐるのは随意だが、これ位間違ったことを麗々しくもう一つ付け加へなくとも

よささうなものである。こんなことを強ひて思ひたい人間は、一度先生の書斎

に入つて見るがいゝ。近頃の多くの人と先生の違ふところは、近代文学以外に

クラシックも読んでゐられたことだ。（松岡譲「其後の山房」） 

  

内田魯庵が漱石の書いた物に批評を加えたのに対し、松岡は漱石の書斎の蔵書を

根拠にし、他の作家と漱石とでは教養の深さが違うのだという弁護を展開する。漱

石の最晩年にその書斎への出入りを許された漱石とのつながりを強調し、内田魯庵

のように漱石に直接親交の無かった作家を牽制していくやり方である。一方で木曜

会に集った鈴木三重吉や松根東洋城、森田草平や小宮豊隆ら先輩筋に対しては、巻

頭近くにその原稿を配置し、彼らと漱石とのつながりを示す書簡やエッセイを置い

て顔を立ててもいる。この時点で、文壇での彼ら『新思潮』のメンバーの地位を考

えれば、彼ら若き書き手より、ずっと長い間漱石との交流を深めてきた年長組の名

前を借りてこそ、〈漱石追慕号〉が体をなすものであったことは想像に難くない。 

しかし同時に、彼ら先輩弟子に対しても、久米や松岡らは後に執筆する小説の中

では自分たちが如何に漱石に近しい関係を取り結べたかを書き残している5。表向き

は葬儀も骨上げも、そしてのちの『漱石全集』の刊行に際しても、小宮たち漱石の

ほぼ同世代派が主導権を握る。彼らは修善寺の大患以降、漱石に対する姿勢が変化

                                                      
5 たとえば漱石没後、夏目家に男手がない（息子たちは幼少）不用心のために、久米や松岡、

菊池、赤木といった新思潮メンバーを順番に泊まらせた。磐子（鏡子）にとって、彼らの方

が小宮たちより、気の置けない人々であったことが「破船」でも何度も繰り返される。 
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していたにもかかわらず6、遺族側に付いて一切を取り仕切っていく。だからこそ、

漱石死後の夏目家に近づく（その最たる例が筆子をめぐる恋愛問題であろう）こと

は、死によってさらに神格化されていく漱石を囲んだ「漱石山房」という階層内で

の上昇を意味した。また死を前後して文壇内にとどまらず、急速に漱石を「私淑せ

る文士」が急増しており、漱石の人格者としての一面がクロースアップされていっ

たのである7。「何の遺言もなく最後まで厳粛なる態度で夏目漱石氏逝く」（『都新

聞』1916 年 12 月 10 日）という記事に典型的に見られる「厳粛さ」「寡黙さ」は神

格化されていく漱石の状況をよく表している。 

同時にこうした中にあって、先に見たように、松岡譲が内田魯庵を非難すること

は、彼らが一方漱石の「取り巻き」ではなかった作家たちに対しては、晩年側近く

に過ごした自分たちの特権的立場を主張しながら「真の漱石」像を立ち上げていく

事態を促したしたといえよう。 

 

３ 臨終の漱石 

 

漱石宅へ出入りした弟子たちの中にも、温度差はある。彼らの中での漱石に対す

る序列は親疎という形で表出されている。横須賀に住み、臨終に間に合わなかった

芥川は、その心理的「遠さ」を次のように描いている。 

  

輪郭は、生前と少しもちがひはない。が、どこか容子がちがふ。唇の色が黒

んでゐたり、顔色が変つてゐたりする以外に、どこかちがってゐる所がある。

僕はその前で、殆無感動に礼をした。「これは先生ぢやない。」そんな気が、

強くした。……（中略）僕はよつぽど、もう一度行かうと思つた。が、何だかそ

れが恥ずかしかつた。それに感情を誇張してゐるやうな気も、少しはした。「も

う仕方がない。」―さう思つてとうとうやめにした。さうしたら、いやに悲しく

なつた。 

                                                      
6 小宮豊隆『漱石先生と私』1948 年１月、岩波書店。 
7 山本芳明『文学者はつくられる』（2000 年 12 月、ひつじ書房）には大正以降若い世代の

信奉者が急増していく状況が指摘されている。 
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外へ出ると、松岡が「よく見て来たか」と云ふ。僕は、「うん」と答へなが

ら、嘘をついたやうな気がして、不快だつた。（芥川龍之介「葬儀記」） 

  

このとき芥川に声をかけた松岡も、「臨終に間に合わなかった」仲間であったは

ずだが、後から来た芥川の、漱石に対する惜別の感情をくみ取らなかったことが、

書き込まれている。死んでしまった漱石に会うことは、芥川にとって「もう仕方が

ない」ことなのだが、それは漱石に対する親しみの有無によるものではない。松岡

の「よく見て来たか」という言葉が芥川を不快にさせる。死に顔をよく見なかった

自分の真意を受け止めない松岡に「うん」と嘘の返事をしてしまうのだが、その後

ろめたさは松岡に対してではなく、漱石への告別を納得いく形でできなかったため

であることを語っている。 

『新思潮』メンバーの漱石の臨終についての言説を見ていると、そこには近しい

間柄でありながら、周囲が自分の心情とはほど遠いことをそれぞれが競って書き記

し、そして自分こそが、漱石に対して「真の」敬愛と哀悼の情を持つ人間であるこ

とが看取されるのである。前章の「遺稿集」を編み、それを読むという行為の中に

も、死者と自分との間をはかるのは「真実」や「真面目」というキーワードであっ

たが、芥川はまさにそのような死者との近さや遠さについて、その場で直接的にア

ピールするということはしなかった作家のひとりに入るだろう。芥川が選んだのは、

その場での上下関係を決めていく文壇内部の政治力学の場での地位ではなく、漱石

のことを書く際に、いかに自分が最期の別れの際に誠実さをもっていたか、真面目

であったか、を表現して見せるという方法であった。漱石という個人が一つの文学

の政治性を発動させ、ひとつの〈文学場〉として機能しはじめていた。物言わなく

なった漱石は、これからは周囲で漱石を慕ってきた次の世代の作家たちによって語

られる存在になっていくのである。そしてもう一人、強制的に排除されたために、

漱石を再生することでしか自らの文壇でのポジションを定位できなくなっていく人

がいる。久米正雄である。 

死の前年、漱石宅を訪れるようになっていた久米は、〈漱石先生追慕号〉に、臨

終の様子を掲載している。 

  

「お気の毒でございます」と奥さんの前に頭を下げた。 
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それを聞くと皆も、同時に首を垂れて、何ものとも知れぬ森厳なものに礼拝し

た。 

万事は休した。先生の顔の上には、白布が掩はれて、もう見る由もなかつた。

見た処で何にならう。先生にはもう息がないのだ。あの理智と温情に満ちた眼

は、もう永久に閉ぢられたのだ。先生は死んだのだ。今自分の目の前で死んだ

のだ。―私にはそれが信ぜられないやうな気がした。（中略） 

赤木君と松岡とは、とうとう臨終の間に合はなかつた。前後して遅れてきた

二人は、既にあの名園有別天地の尻風を逆さまに立てた下で、息のない先生に

対面した。（久米正雄「漱石先生の死」） 

  

さりげなく書き込まれたこの「遅れてきた二人」とは、のちに久米によって発表

された長編小説「破船」（『主婦之友』1922 年１月～12 月）にも臨終に遅れた二

人として描かれる。 

よく知られるように「破船」は従来、『新思潮』の同人同士であった松岡と久米

が、漱石の長女夏目筆子をめぐって、久米が敗北するまでの顛末を書いた小説とし

て、ゴシップ小説的に扱われてきた。それは文壇内外に通底する時代のモードであ

ったという8。それはこの小説の中盤から後半までが、久米――筆子――松岡の３人と

漱石の妻鏡子を思わせる女性の、駆け引きによって埋められているためでもあり、

当時の新聞が、松岡と筆子との結婚に際しても久米の失恋、松岡の勝利という事実

を暴露的に物語化していったことにもよる9。いわば、嫉妬をテーマにした小説を新

聞という媒体に書き続けた漱石と、その死後夏目家をめぐる「後継者」がらみのゴ

シップが、文芸雑誌という文壇や作家志望者向けメディアではなく、日々断続的に

「真実」として報道される新聞に載せられて世間に浸透していき、奇妙な同調性を

もって読者に迎えられた10。 

しかし「破船」を夏目家（漱石の妻鏡子、筆子）・松岡との確執以外にも、前半

のクライマックスである文豪の危篤、臨終、通夜、葬儀を通して、久米が他の同人、

                                                      
8  日比嘉高「破船事件と実話・ゴシップの時代」『文学』2008 年 10-11 月、岩波書店。 
9  1917 年 12 月９日『東京日日新聞』ほか。 
10 山岸郁子「〈父〉神話の生成―久米正雄「破船」をめぐって」（『日本大学人文科学研究

所研究紀要』第 48 号、1994 年９月）には複数のメディアが松岡と筆子の結婚記事と久米の

失恋小説が「時事新報」同誌面に掲載されている状況を指摘し、それらを漱石の王位継承劇

と指摘した。 
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とりわけ恋敵の松岡を漱石の死に立ち会えなかった門弟として書きとめたことは、

どのように解釈できるだろうか。他の人物たちの回想記を見るとわかることだが、

漱石の臨終は、松岡が危篤に陥った漱石宅に駆けつけたにもかかわらず、当時新聞

記者をしていた菊池寛のためにいったん外出した際のことだった11。そのことは松岡

が死後 10 年以上の沈黙ののち書いた『憂諺な愛人』（1928 年 11 月初版）で以下の

ように描かれている。三木は久米、秋山が松岡自身という設定である。 

  

悲しみに乱れて上ずつた態度の中にも、三木は厳粛な光景の霊気に触れた一

種の喜びを輝かしてゐた。それにくらべて秋山は、たつた一足違ひで取り返し

のつかない羽目に陥ってしまった。彼は何ものかに打ちのめされたやうに目を

つぶつた。それと知つてか知らないでか、三木は涙を拭つて慰め顔に言葉を続

けた。 

「ところでさつき僕は本当にすまないことをしてしまつた。自分が安心した

い一念にあれほどまでに強く先生の容体を保護さへしなかつたら、君も恐らく

居残つてゐて、先生の死に目に会ふことが出来たのに。今にして思へばまるで

僕一人がいいことをする為に君を出しぬいたも同然だ。」 

我が身の多幸を喜ぶにつけ、三木は一層気の毒さうに声を落とした。秋山は

涙さへ出なかった。―ただ心にげつそりと大きな空洞が出来た感じがした。（松

岡譲『憂鬱な愛人』） 

  

久米の回想録や小説では一文だったこの場面が、秋山（松岡）にとって「取り返

しのつかない羽目」であり、それに間に合った三木（久米）の顔は「厳粛な光景の

霊気に触れた一種の喜び」に輝いている。このあと三木は「自分にはこれくらゐの

ところがちやうどふさはしかつたのだ。先生の死に目に会はうなどとは、自分の分

際として最初から過ぎた望みだつたのだ」とうちひしがれる秋山を、「先生の遺骸」

まで案内するのである。 

もう一度振り返ってみよう。久米の「破船」では臨終の場面をしめくくる第三章

の末尾、松岡、赤木の不在が書かれたその直前には、「何よりも悲しむべき事に違

                                                      
11 菊池寛「友と友の間」以外にも、複製版『新思潮』回想記の 54 頁、菊池寛の言葉などに

もそれとわかる言葉がある。 
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ひない」としながらも、「先生の死といふ、一つの大きな出来事に会ふことは、何

となく彼自身の人生を画す、一大盛儀であるやうな気」がし、「今自分がその文芸

史上に特記さるべき、先生の死に際会して、一人の登場人物であり得るとは、何と

なく一種の虚栄心を唆るのだつた。」とある。 

ここを併せて読めば、小説「破船」で漱石の臨終を描いた第三章は、繰り返し松

岡や赤木桁平らの不在を書き、同時に不在の理由だけを欠落させることで、読者に

その不在の〈意味〉を読み取らせようとする久米の手法であることがわかる。10 年

後に久米の「破船」を内面化したかのように松岡が『憂鬱な愛人』に書き込んだ言

葉――先生の死に目に会はうなどとは、自分の分際として最初から過ぎた望みだつた

のだ――の意味するところは一つだ。そこに立ち会うべき存在でなかった松岡がその

神聖な継承の機会を永久に失ったと同時に、久米にとっては文豪の死を語る権利の

宣言なのである。夏目筆子と松岡の結婚を知った時点から書き始められた「破船」

とは、筆子をめぐる松岡への嫉妬を、漱石をめぐる嫉妬に置き換える。久米の書こ

うとしていたのは、今度は松岡を嫉妬させるために書き始められた小説だったとい

ってよい。 

  

 

４ いかに漱石は継承されたか 

  

1916 年 12 月９日、漱石の葬儀で久米と松岡が筆子に出会う数日前から、その１

年後に久米が夏目家の出入りを拒絶されるまでが「破船」の物語時間である。1917

年の冬には、久米と夏目家、その直後には松岡との関係は修復不可能な状態に変化

した。 

夏目家から出入りを禁止されるきっかけになった「一挿話」（『新潮』1917 年 11

月号）を始めとして「螢草」（『時事新報』1918 年３月 19 日～９月 20 日）、「夢

現」（『新潮』1918 年７月）、「敗者」（『中央公論』1918 年 12 月）、「和霊」

（『改造』１９２１年４月）を久米は次々に発表12、失恋を主題とした通俗小説作家

として、文芸批評欄にも欠かせない作家となっていった。久米は同人作家から、文

                                                      
12 関口安義「『破船』〈久米正雄〉―浪漫主義者の一人相撲」『解釈と鑑賞』1989 年６月、

至文堂）に詳しい。 
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芸誌、総合雑誌、新聞を問わず、あらゆる場面で自分の経験を語れる作家としてメ

ディアに露出するようになっていたのである。加えていうならば、久米による告白

型小説の量産を読者に飽きさせなかったのは、露悪的なまでの自己弁護である。「大

凶日記」（『新潮』1918 年５月）では「僕」に「純粋に芸術的な創作よりも、地で

行けないところが却つて苦しい。どうかしてズーデルマン位に生き度いと思つてる

ので、猶苦しい。其上ひたすら芸術家がつて僕を通俗作家と称したがつてゐる奴等

に、彼らの芸術小説よりも価値のある通俗小説を提供してやらうなぞと大望を起し

たのでさらに苦しい。一体僕が一片の通俗作家なら、彼らは果して何俗作家なのだ

らう。書き乍らいつもさう思ふ。何とでも云へ、俺は通俗小説も書けるが、通俗小

説だけ書いて一生を終るかどうか。」と語らせている。この短編の「僕」とは、一

連の嫉妬の末の失恋小説を発表していく中で「通俗作家」であることに自覚的であ

り、逆境にある立場を書きながら、「いつかは通俗小説」以外の小説を書くのだと

思い続ける男の物語として提示されている。 

  

事件の真相に就ては、いづれ発表の機もあらう。僕がその書くなと云はれて

も書かずにはゐられない告白小説を、棺を蔽ふに先つて自ら屍を洗ふ覚悟を以

て書く時、その時こそかくも人の運命を狂はしむる罪が、果して誰人にあるか

であらう。僕はその決心を初めて固めた。（中略） 

かうして運命は遂に恩師の家に反感を抱かしむるに至つた。がそれも仕方が

ない。今の僕に取つてはたゞ雑司ヶ谷なる一基の墓碑と、机上に一揃の全集あ

れば足りる。（久米正雄「大凶日記」） 

  

久米は、漱石の墓と全集があれば、「告白小説」は書けると主張することで、通

俗小説作家から、漱石的小説を描く作家になろうとしたのだろうか。実際その後書

いた「破船」は、のちにライバルとなる相手に対する愛の告白と牽制、本人を迂回

し家をとりしきる母親への求婚、三角関係の対象となる女性の意志の空白といった

モチーフが「それから」や「こころ」を反復するテーマであろう。漱石の骨上げの

場面では「彼岸過迄」が思い出されるし、先行するテクストとして参照することが

可能である。漱石との違いは、漱石が「代助」や「先生」という恋愛の勝者に寄り

添う物語を作ったのに対して、久米は「平岡」や「Ｋ」を想起させる敗者のポジシ
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ョンから書き続けたことだ。告白小説がゴシップ的興味で読まれるなら、勝者が語

るより敗者が語った物語にこそリアリティを求めることができただろう。勝者とち

がって、敗者の久米には守るべきものが皆無である。それは「真実」を語っている

ということをアピールするためには、最も有効な方法であったに違いない。 

一方「大凶日記」にあるような、２人の男と１人の女をめぐる「事件の真相」と

は、いったい何を指したのか。「破船」が登場人物の内話（一人称）と語り手の描

写（三人称）がしばしば重なる13手法で描かれたように、それを受けて書かれた松岡

の『憂鯵な愛人』も同様の話法を用いた小説であった。その点では彼らの共犯関係

によってできあがったものこそが「事件の真相」だ（正しく言えば、真相に見えた

はずだ）。つまり、初めにも述べたように、対象（筆子）を欲望する主体であるこ

とを競い合った。やはりこれも友情物語のヴァリエーションなのである14。もし松岡

が『憂鬱な愛人』を書かなければ、文壇内での恋愛騒動は一時的な敗者の告白とし

て文豪漱石に近づけなかった男が、文壇の内外に発するモノローグのようなもので

あっただろう。しかし松岡が『憂鬱な愛人』で「事件の真相」を補完してしまった

ことで、ダイアローグとしてのゴシップ小説が完結し、やはりそこには筆子の不在

が明るみに出るという結末につながってしまったのではなかったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 「座談会 一人称という方法」『文学』2008 年９－10 月号、16 頁。 
14 「破船」の冒頭では、小野（久米）と杉浦（松岡）の高等年以来続いてきた「浅からぬ友

情」が様々なエピソードで語られる。 
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第８章 有島武郎、〈遺稿集〉を編む／神聖な愛を語る 

 

 

１ ドメスティックな遺稿集――「死」を演出すること 

 

  前章まで本郷文化圏と夏目漱石、漱石山房に集う人々――それは漱石という〈文

学場〉であった―を見てきたが、それは漱石がいた場所が、常に男性中心主義的な

活躍の場所であったせいであろう。結果としてはパブリックな死を扱うこととなっ

た。したがって、本章ではその対極であるドメスティック1な死を巡る物語に目を

配ってみたい。 

 1923 年６月８日、新聞各紙は作家有島武郎の死を大きく取り上げた。当初、自殺

の原因究明と心中の相手探しを中心に、報道は動いている。「有島武郎氏情死す／

著作を渇仰してしげ／＼来た女」（『朝日新聞』６月８日付）の見出しをつけた『朝

日新聞』は、まだ波多野秋子という名が浮上する以前から、心中にその理由を求め

る典型的な例である。一方で「有島武郎氏自殺す／軽井沢の別荘で－五日老僕が発

見／６月８日、家出した儘行方不明となつてゐた／「財産抛棄」から一家と衝突」

（『国民新聞』６月８日付）と、前年の農場解放と「宣言一つ」をめぐる階級意識

の行き詰まりを理由に求めながらも、「洋装の美人も共に」の見出しを載せる『国

民新聞』もある。同紙は有島の生前の著作とその発見現場の語る「心中」という事

実の両説を捨てないまま、心中相手の詮索を始めている。翌日９日には心中相手の

名が公開され、話題の中心は「人妻」波多野秋子との心中理由を追求するスタンス

に一気に傾き、秋子の出自2、夫波多野春房の存在が有島と秋子を追い込んだという

物語が構成されることになる3。 

                                                      
1 ここで単純に二極化することは、実際的にはあまり有効な方法とは言えないかもしれない

が、単純化することで見えてくる問題についても追跡してみたい。 
2 ７月 10 日付『朝日新聞』は「あき子夫人の娘時代／実践女学校の一二年級では／級長に選

挙されたが四年五年で／ガラリと人気が落ちて友達もなくなつた」など。 
3 ７月９日付『毎日新聞』では「評判の美人で雑誌記者」の下に「波多野氏への道徳観が／

悩む二人を死に導いた」として波多野春房が２人からの遺書を前に「涙を呑みつゝ語る」記

事が掲載されている。ちなみに遺書は発見直後から各紙に公開されている。 
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紙面は次第にどちらが心中をリードしたのかという点に関心を移しており、『毎

日新聞』に代表される秋子主導の立場から、女子教育問題にふれるような傾向4を挙

げることができる。この点にしては、李承信が有島と波多野秋子との心中をめぐる

報道の痕跡を丹念に取り上げ、心中の相手が女性記者というエリート女性であった

ことに注目して女性読者の獲得のために教育問題がクローズアップされていった経

緯を指摘している5。そこでは人妻との情死というマイナスイメージが教科書や教育

現場から閉め出された一方、愛を貫いた崇高な作家として有島が人格化されていっ

たという方向が示されている。 

 しかし考えねばならないのは、有島武郎は死ぬ以前から「崇高さ」を標榜される

作家だったのであり、死後突然それが神格化された作家ではないという点にある6。 

 不倫の果ての心中死は新聞によって社会問題へと拡張され、７月 14 日の『読売新

聞』には「有島氏の死の反響／姦夫と罵ったり最高の敬意を表したり＝有島家に舞

い込む数々の手紙」の見出しで、武郎の死後有島家に送られてくる「何百通と云ふ」

投書の二、三を挙げるとして、公開されている。「あの印象深い創作を通して敬慕

する私たちの恩師有島先生の死を深く悲しみます（後略）／代々木の一女性」、「大

先生が自分の儘の路を取られた事を思つてうれしく最高の敬意を表す。東天を拝し

感泣す…／岐阜の読者」と変わらぬ敬愛を表明するものから、「先生もあんまりで

す。いとし子のことも考へ今少し冷静な出発点を見出して下さればこんな処に到着

しなくともと思ひます。人は世間は何んと申しましても先生は偽紳士、姦通者でし

た。先生の創作は今皆引きやぶりました再び先生の名を呼びません。馬鹿らしくて

／或女性より」という怒りをあらわにした投書まである。自らに引きつけた批難の

声は、これらの読者が有島に対して紳士としての人間性や敬愛の裏返しであって、

死によって新たに生まれた尊敬の念であるとは考えにくい。その上注目されるべき

                                                      
4 「許し合うたは６月４日／船橋のその夜から情死の話／有島氏は此の世に未練があつた」

の記事に並んで「女子教育者は何と見る？／人妻と心中は甚だ不都合だ／有島武郎氏の情死

批判」などの記事が見える。 
5 李承信「「文化現象」としての有島武郎の〈死〉」（『有島武郎研究』第６号／2003 年３

月） 
6  たとえば大野亮二「神話の生成－志賀直哉・大正五年前後」（『日本近代文学』52／1995

年５月） 
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は、こうした「声」を拾ってゆくとき、有島に対して発せられる一般読者の声は、

確かに女性読者のそれが圧倒的に男性よりも多い点である7。 

 こうして有島の死を問題にする声は、さらに大きく広がっている。心中発覚直後

から新聞報道が続けてきた「恋愛至上主義者」（『大阪毎日新聞』）というレッテ

ルに代表され「恐らく現代の日本、殊に青年男女間に多くの共鳴者を出すであらう

と思ふ」8という具合に、社会問題へと裾野を広げていくのである。こうした指摘が

的中したかのように７月 13 日には東京で「生前有島武郎氏の著作を愛読し居り同氏

が軽井沢で情死を遂げたとの新聞記事を見てから遽にふさぎ出したと云ふ」「土木

業者の妻」が、短銃自殺を図っていたことが報道された9。 

 文壇人たちは里見弴、有島生馬は勿論、武者小路実篤、秋田雨雀、賀川豊彦らが、

冷静（傍観者的）かつ熱烈（独断的）に、「社会問題化」の一端を担うように紙上

に召喚される。こうしたなかでも近松秋江の論調は注目に値する。 

  

 尤も有島氏の純真な－むしろ単純な、凡ての物の見方考へ方からいつて、今

回の如き成り行きに落ちていつたのはあの人達にとつては必然の勢ひで、止む

を得ざる性格的の運命であつたかも知れぬ。（中略） 

もし氏が、今度の如き一身上の難局に面接して、苟くも生きようとして、氏自

からの良心に照して潔からざる、ずるい性根を手蔓にして、その難局を首尾よ

く切り抜けたとしたならば、或は、武郎氏の従来発表して来た小説なり、思想

評論は悉く、虚偽の物となり、難有からざる物となつてしまつたかも知れない。 

 あそこで死ねば偽りのない武郎氏であり、あそこで死ななかつたならば、こ

れまで多くの若き男女の敬慕の的であつた有島武郎氏は、取りも直さず偽りの

神様であつたといふ訳になるのだ。ゆゑに有島氏としては死んだ方が真実で、

                                                      
7  ７月９日付『朝日新聞』では「感想文を募る／有島武郎氏の死に就いて」とあり、募集文

には「女性の間に多くの跪仰者を有した氏の突然の死」という部分があり、募集当初から女

性読者に感想を促すような説明も見られる。 
8 文学博士来田庄太郎氏談「恋愛至上主義と有島氏の情死」（『大阪毎日新聞』７月 10 日） 
9 「有島氏崇拝の／人妻短銃自殺／家庭の波瀾からか」（『国民新聞』７月 14 日）。なお同

頁には他にも、富士山頂で凍死体で発見された身分あるらしい青年や、下田歌子筆の扇を持

って熱海で投身自殺した「美人」の記事なども掲載されているが、「有島氏崇拝の人妻」だ

けが実名と共に名刺大もある大きな写真で掲載されている。下田歌子の扇美人と比べても、

単なる文学者の死に追従するというよりも大きな枠組みで捉えられていると考えるのが妥当

だろう。 
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あの場合生死何れを選ぶかといふ、二つに一つの大事に臨んで喚起して死の道

の方を歩んだのは、勿論打算でも何でもなく、氏の思想が偽つてゐない如く死

の性格が本能的に其方に向つたのである。 

  

近松は有島の生涯を、作家の実人生と思想の一致の果ての自殺という立場で解釈し

ている。近松のいう有島の「純真」と「単純」とは何を指すのか。恐らく、自分の

恋愛体験を「書簡体」という形で繰り返し小説化しつづけた近松からみれば、言説

に自己の生活を一致させて死んだ有島とは、手段と目的とを対極にする作家だろう。

「或る女」で奔放な女の恋愛を描き、「惜しみなく愛は奪ふ」によってその理念を

語った有島は、自己の目指す文学を後から生きなおした作家とも言える。近松にと

ってそれは「純真」と「単純」ではなかったか。言動を一致させる「偽りのない武

郎氏」であるために死んだのであり、有島は自らの社会的立場を清算することで立

場を表明し、それが作家としての自分の位置を言明するという、一つのパフォーマ

ティブな現象として彼の死をとらえている点で注目されるべきだろう。そしてこの

「純真」という言葉は、死後編まれた『文化生活』記念増大号（同年９月）では「純

真な人有島武郎」という特別企画でそのイメージを増幅させることになる10。 

 近松秋江のいうような、実人生を思想の言語遂行的な結果と考える作家イメージ

とは、一体どのようにできあがっていくのか。作家の生き方と思想を結びつける見

方は、もっと早い時期、有島の生前にもとめられると考えるべきではないだろうか。

また女性読者層たちは、どのように「声」にみられるような有島像を形成してゆく

のかについて、考える必要があるだろう。 

 

  

２ 『松むし』とその〈ヴァリアント〉を書く 

  

                                                      
10  この『文化生活』増大号には、森本厚吉「純真の人」をはじめ、「純真の人有島武郎」、

橘義一「真と純と美と」など、タイトルだけでもそこに「純真」を用いたものが多い。７月

の新聞発表から１ヶ月内外（発行日は９月１日）で、そのイメージが定着していることが明

確である。追悼文が寄せられているが、それらのほとんどが男性によって書かれたものであ

ることは興味深い。 
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 ここでは有島が編んだ安子の遺稿集『松むし』を取り上げてみたい。安子の「真

実の言葉」を探りだそうとするわけではない。安子の遺稿と有島がその後発表した

小説や戯曲に注目することで、遺稿集という一ジャンルのもつ特質を明らかにする

ことを目的とする。いうまでもなく、遺稿集とは著者が故人となってから編まれる

書物の総称である。それは故人の言葉を伝えようとする親族や近しい友人たち、あ

るいは既存の結社や集団において残された人々の意志によって作られる。その時遺

稿は「遺稿集」として別のコンテクストを引き寄せ、新たな意味が付与されるもの

である。 

 「観想録」によれば 1916 年８月２日の安子の死後、８月 10 日に遺稿を集めて遺

稿集を編むことが決意され、１週間後の 18 日には安子の実父神尾光臣に書名の決定

と題字を依頼し、26 日に未整理のままだった安子の遺稿は整理され、27 日には印刷

に廻されている。おそらくは９月５日に初校が出るまでの間に、遺稿集後半に集め

られている近親者や知人からの原稿を取り集めたものと思われる。 

 現在北海道大学図書館に所蔵されている有島安子遺稿『松むし』で確認すると、

奥付・ノンブルは無く、扉には「定限冊数四百部の中第三百七十四冊」と押印され

ている。扉に神尾光臣に依頼したと思しき筆書きで「松むし」とあり、明治 44 年札

幌での肖像写真を冒頭に、有島武郎による「はしがき」（大正五年八月十八日秋風

の日、とあり）と「軽井沢の孤屋に籠りて」、続いて安子の「病床雑記」、明治二

十六年於東京撮影（ポートレイト）、「短歌七十一首」が収録されている。後半は

葬儀時のものと思われる「青山斎場に於ける遺骨」、「青山斎場祭壇」（いずれも

写真）、近親者、知人らによる「弔歌悼句」があり、再び武郎による「終焉略記」

がある。９月 23 日、武郎のもとに『松むし』が到着し、それらを親類や知人に配る

手配まで、いわば企画・編集・発行・配本のほとんど一切を武郎が取り仕切ったと

いうことができる。 

 なかでも「病床雑記」は安子の書いた日記（闘病記録）のスタイルをとる。この

散文は言文一致体と擬古文調の部分が錯綜する一貫性のないものであり、安子の書

き言葉のベースが擬古文から言文一致体への移行期であったのか、あるいは書き分

けが意図されていたかは定かではない。発病から病状悪化までの 1 年を振り返る「病

床一年の思出」の部分（＝日記）に言文一致体は用いられていない。この「病床一

年の思出」に続く日付の付けられた日記に相当する部分は、基本的に言文一致体で、
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書簡ともとられるような読み手（＝武郎）を想定した文体であるようだ。特に注目

したいのは「病床雑記」２月８日の部分である。 

  

 最後の苦しみの様を人様から見られる事は一入の苦しみで御座います。それ

から死ぬ前に親子兄弟に遇ふのが普通で御座いますが、私はどなたにもお目に

かゝりたくありません。子供達には猶更あいたく御座いません。死骸はこゝで

火葬にして骨として東京にお持ち下さいませ。 

子供達には私の死と云ふ事を知らせないやうにして頂き度いと思ひます。お葬

式などには参列させないで下さい。小さい清い子供心に死とか御葬式とかいふ

悲しみを残させる事はほんとに可哀相で又悪い事で御座います。ほんとにどう

ぞしらさないやうに御葬式の日などには何処かへ遊びにやつて下さい。 

女中達にも皆んな云ひつけて決して私の死を知らせては下さいますな必ず／＼。

大きくなつて知る時が参りましやう。それまでは病気と云ふ事にして置いて下

さい。（有島安子「病床雑記」２月８日夜記録） 

  

葬式に子どもを立ち会わせるなという故人の希望は、『小さき者へ』がすぐに思い

出されるフレーズである。 

  

 お前たちの母上の遺言書の中で一番崇高な部分はお前たちに与えられた一節

だつた。若しこの書き物を読む時があつたら、同時に母上の遺書も読んでみる

がいい。母上は血の涙を泣きながら、死んでもお前たちに会わない決心を翻さ

なかつた。それは病菌をお前たちに伝えるのを恐れたばかりではない。（中略）

お前たちの清い心に残酷な死の姿を見せて、お前たちの一生をいやが上に暗く

する事を恐れ、お前たちの伸び伸びて行かなければならなぬ霊魂に少しでも大

きな傷を残すことを恐れたのだ。幼児に死を知らせる事は無益であるばかりで

なく有害だ。葬式の時は女中をお前たちにつけて楽しく一日を過ごさして貰い

たい。そうお前たちの母上は書いている。（「小さき者へ」1928 年 11 月『新

潮』33 年１号→『白樺の森』同年３月、新潮社→著作集七輯『小さき者へ』同

年 11 月） 

  



126 

同様のエピソードは戯曲「死と其の前後」でも繰り返されている。妻が臨終に際し

て、死ぬ前に手帳に書き付けた遺言を夫に見せるというこの場面でも「死がしのび

やかに（恐ろしげに「死」を顧みる）近づいて参ります。私にはそのひゞきを聞く

事が出来ます、あなたには聞こえないと仰いましても。あなたは私が失望し過ぎて

ゐると仰いますが私はそうは思ひません。」とし「最後の苦しみの様を人様から見

られる事は一入の苦しみ」としたあと、 

  

「子供達には私の死と云ふ事を知らせないやうにして頂きたいと思ひます。お

葬式などには参列させないで下さい。小さい清い子供心に死とかお葬式とかい

ふ悲しみを残させるのはほんとに可哀相で又悪い事で御座います。ほんとにど

うぞ知らさないやうに［、］御葬式の日などには何処かへ遊びにやつて下さい、

大きくなつて知る時が参りましやう。それまでは病気と云ふ事にしておいて下

さい。 

  

と語られるのである。この「死と其の前後」は 1917（大正６年）年５月号附録欄に

掲載された後臨時倍号同誌 32 巻６号、のち加筆を経て有島武郎著作集第一輯『死』

同年 10 月）に収録される。「生と死と対立」として 1918 年 11 月『早稲田文学』

にも掲載、島村抱月の演出で松井須磨子が演じている11。 

子どもに近親者の臨終の瞬間を見せないことについては、現在にも連続する慣習

として理解できるが、葬儀への参列や死亡の事実そのものを伏せておこうとする強

い希望は、おそらく当時でも異例のことであった。だからこそ安子はわざわざ書き

留める必要があったし、それを重く受け止めた有島も、それを特に遺言として堅く

守ったであろうことが推測される12。 

 有島によって一つの言説（安子の日記の一部）が特化され、複数のヴァリアント

（小説・戯曲）が生み出されることは、同時に別のことを意味する。ヴァリアント

                                                      
11  1918 年 10 月３日から５日間、芸術座第三回研究劇として上演後、1921 年９月 15 日よ

り３日間、舞台教会（有楽座・伊藤松雄演出）でも舞台化されている。 
12 安子はクリスチャンだったのだろうか。『松むし』扉の 1911 年撮影のポートレイトに写

っている首飾りがロザリオであるかどうか、定かではない。女性教員の寄宿する聖公会施設

「マリヤ館」が平河町にあり、キリスト教信者の生活が守られていたらしい（『東京女学館

資料』第９集 2003 年３月、東京女学館百年史資料室）。仮にそうであったとして、死の瞬

間における子どもの立ち会いの是非についても不明である。 
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の存在は、同時に唯一絶対に侵すことのできない原形〈オリジン〉としての安子の

遺言を、強固なテクストとして出現させることになるだろう。しかし『松むし』を

見れば明らかなように、２月８日付病床雑記は厳密には安子の最期の言葉というわ

けではなく、この後２月９日～５月 16 日まで、引き続き安子の記録は書き継がれて

おり、それらは一つの意味に集約されない言葉の集積として見出される。 

 例えば、２月 17 日昼には死の恐怖とそれを克服したふりをする「偽善者」だと自

嘲し、「負けぬ気の私はいつも強く見られたいばつかりに人前ではいつもにこ／＼

と笑つたり、笑談を云つて騒いで見たり、偉そうな事を云つて強がつて見たりして

居た。大うそつき者！！けれど今の私は偽善者ではありません。ほんとうに心から

悲しくもなく恐ろしくもなく上べに見える通りの私です。これでこそ私はほんとう

にうれしいのです。ほんとうに私になれたのです。」と刻々変化する心境を書き留

める。しかし同様の「淋しさ」や「恐ろしさ」は２日後にも再び安子を襲う。死に

際して子どもへの配慮だけで臨終を迎えるような強靱な精神性は、そこからは見出

しにくい。 

  「病床雑記」に続く「担架七十一首」には、〈賢母〉とは別の顔をもつ女性の心

情が短歌に詠まれている。 

  

君故にわれほゝゑまず物いはず二八乙女のむくろとなりぬ 

つつましく七日八日も君をまつ心のかげに心つぶやく 

わが髪はみだれもつれぬ君をひく力のありや病みての今も 

  

見舞いに来た「君」に対して、その近しさゆえに安堵させるための笑顔や気休めの

言葉も言わないわがままな「乙女」のような病人は、毎日のように「君」を待ちな

がら待つ時間の堪えがたい長さによって内向してゆく。みだれる髪に託して「君」

を惹きつけ束縛する魅力が病床の自分に残されているかどうかを問いかける「今」

を詠んだものなど、近親者との、とりわけ武郎を投影した感情の揺れが歌われてい

る。季節の推移や恋情・離別や哀傷がテーマにとられたものもあり、それらが従来

的な和歌の型の踏襲であり、その意味で類型の域をでないものである13。そこから安

                                                      
13  あるいは与謝野晶子『みだれ髪』のような近代女流歌人の影響をみることも可能かもし

れない。恋情を女の長い髪との組み合わせで歌うことは常套であろう。 
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子の心情をダイレクトに導き出すことは戒めなければならないが、恋歌や自らに向

けた哀傷の中には「君」との今、病を得た自分との現在に対峙しているという点に

於いて、一定の評価を与えられるだろう。類型的な型を収得するまで、東京女学館

時代に収得したであろう和歌を詠む慣習14が、病床にあっても失われなかったことを

意味している。 

こうした様々のテクストからは、武郎への若々しい恋情を回想の中に織り込んだ

部分と、典型的な〈良妻賢母〉教育の成果としてのテクストが散見されるのである。 

 

 

３ 神尾安子と東京女学館 

  

 有島（神尾）安子は、1889 年６月神尾光臣の次女として東京に生まれ、軍職にあ

った父に従って少女時代諸所に転住した後、1906 年東京女学館を卒業、そのまま同

館専修科に入り、1909 年武郎と結婚し札幌へ赴くまでを東京女学館（1888 年９月

創立）で過ごした。1914 年腹膜炎を患い鎌倉や平塚と転地療養するが、1916 年８

月２日に 28 歳で死去している。安子の在籍したころの東京女学館は、教育・経営の

指導的立場にあった西田敬止15によれば「女子は三箇の位地に立つべく教養するも

の」であり、それは「第一『人の妻となること』第二『主婦となること』第三『母

親となること』」を目的とし「或る種の一芸一能に秀絶したものを教養するよりは

                                                      
14 「普通化課程表」によれば、５年間（１学年のみ週 28 時間、２～５年は週 29 時間）の就

学中、英語に次いで多い国語（週４時間）のうち、最後の２年は「詠歌」、さらに専修科（高

等科）に進んだ安子は週五時間に増えた国語の時間、文学史や作文、修辞学と共に「詠歌」

を学んだはずである。明治 30 年代中～40 年代の卒業生の回想によれば、「お歌会は畳敷き

の裁縫室でもようされ、兼題は国分（操子、落合直文の門弟、「国分青厓の奥様」）先生が

朗詠あそばし、当座のご題はその場で添削していただくのでありました。」（明治 34 年卒

瀬古登喜 210 頁）、「五年になるとお歌がございましたのを国分先生が教えて下さいまし

た。宮中のお歌会の時には私達も詠進致しました。奉書の折り方をお習いして、自分の作っ

た歌を奉書にかいて詠進致しました。…普段の時は毎週兼題がございまして家出作ったりし

ました。そして出来た歌は短冊を手に持って書かなければなりません。そのあと先生がひと

りひとり歌をお読みあげになります」（明治 42 年卒広富久子 217 頁）、あるいは「和歌

は阪正臣先生という有名な方に教えていただき」（明治 35 年卒林千賀子 211 頁）とあり、

いずれも女子師範出身の教師や当時の歌人であったようである。（『東京女学館資料』第８

集 2001 年、11 月、東京女学館百年史資料室） 
15 東京帝国大学文科古典講習科国書科を卒業後、1889 年東京女学館に招聘され、夫婦で東

京女学館の校舎内に居住している。東京女学館講師であり、幹事。（『東京女学館百年小史』

1988 年 11 月、東京女学館百年史編集室） 
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一般に善良なる婦人賢明なる母親を造るのが独り女子の発達を期する斗りではなく

我国現在及び将来の進運に貢献する」という16。こうした教育理念は同校卒業生笹岡

富貴子の「あの与謝野晶子さんのような新しい女と呼ばれるような運動に対しては、

私はああいった方は偉い方なんでとうていおいつけるものではないと思っておりま

した。私の両親は厳格な人でございましたから、新しい女などに傾いたら叱られま

したでしょう。そう言った至って古風な育ちでございましたから我々はその仲間に

は入れないものだと思っておりましたね。別世界のような気がいたしておりました」

17という回想にも共振するところがある。同世代の女性たちが新しいムーヴメントの

表舞台にたつ様子を意識しながら、距離ある「別世界」の出来事ととらえるこの卒

業生は、両親の厳格さを自己形成の理由にあげてもいるが、たしかに「我々はその

仲間に入れない」というシンパシイを口にしている。 

 有島は安子の死後「私が結婚の時には、亡つた妻の学校教育を、一つの重大な要

件としましたが、それは自分の終生の侶伴者の履歴としてゞあります。」と答えて

いる。彼は東京女学館における教育の「英語教育の質」に言及し、一定の評価を与

えているのである（「本性の失はれる学校教育」）。たしかに東京女学館での英語

教育は回想でも随所にみられるように「外国教師」として「ミス、シヨウ」「ミセ

ス、ベンステツド」の２名を専任教員におき18、「学課は、普通女学校と大差ないが、

英 語だけは前記の様に洋人を傭へるが故に、比較的進歩してゐる。時間も他では

一週二時間位なのを、こゝでは六七時間もやる」19と評判であったことを思えば、有

島の評価もあながち的はずれとは言えない。「英語の授業はＡＢＣも習わず、いき

なり "This is"」20というプラクティカルなものだったが、結婚後の安子には英語に

よるの読み書きを日常的な表現レベルでは用いる機会も少なく、「詠歌」が遺稿の

形で 71 首残されたことを考えれば比べようもない。女学館の卒業生たちは、のちの

回想録に進取に富んだ英語教育への感謝の言葉も表しているが、渡航する機会のな

かった者はみな一過性の「学課」として捉えており、彼女たちのその後を支えてい

るのは西田たちの提唱した「良妻賢母」教育であったことは先の笹岡富貴子の言に

                                                      
16 『婦人界』1904 年 10 月（第３巻 10 号） 
17 注 14 に同じ。 
18 注 13 に同じ。 
19 注 15 に同じ。 
20 注 14 に同じ。 
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裏打ちされているとおりである。英語教育以外は極めて保守的であった東京女学館

の特性をそのまま安子に当てはめるのは乱暴だが、社会に出る経験を持たずそのま

ま結婚した安子を思えば、よく知られる結婚当時から続く有島の失望と重ねて見た

くもなろう。有島が伴侶となる女性に求めた教育的要件は英語教育の質であり、そ

こで施された〈良妻賢母〉教育が充分に自分のもつ価値観とのなかで空転している

と言わざるをえない。 

 

 

４ 有島安子の「生前」をめぐって――「不如帰」と良妻賢母教育 

  

 再び東京女学館についての当時の雑誌記事に眼を転じてみたい。同校は教育雑誌

に限らず、婦人雑誌にも盛んに取り上げられる女子校であった。「聞く処によれば、

同館は、優美高潔にして且つ実際的なる淑女を養成するを目的とし」、「妙齢の子

女を託するには、適当の養育所といふべし」21というものもあれば、「蓋当初は、慨

上流の女子を養成して、女風の源流を清鮮粋美ならしめ以て中已下を風靡せんと企

図したるものゝ如し」が「西洋文明流の注入に急なりし為め、保安的教育意見、寧

ろ頑固なる女大学的保守旧主義の人々の為には、最悦ばざれしに由れるなり」22、と

揶揄されもする。おそらく安子が入学した頃には、単純なお嬢さん学校という評価

は変わってきていたのだろう。注目されるのは河岡潮風の指摘する徳富蘆花『不如

帰』の女主人公のモデル大山信子が、東京女学館の出身者とする記述である23。河岡

によると「大山信子は中途で退学した」らしく卒業者名簿に名はない。父親は陸軍

元帥で日露戦争時の満州軍総司令官の大山巌であり、彼は女子教育奨励会（東京女

学館の母体）の会員、母親に当たる捨松は副会長である24ので、女学館に縁がなくも

                                                      
21 『教育報知』（「東京女学館」430 号 1897 年３月） 
22 『女子のとも』（４号 1897 年７月） 
23 「虎ノ門評判記」（『女学世界』９巻４号 1909 年）。「単に小説に書かれた許りでこ

の盛況は何故であらうか、他なし、浪さんが、当今の蓮葉嬢の様なハネツカヘリでなく、月

見草の様な淋しいしとやかな美人であつたからでせう。シカモその女らしい性格の大部は、

高等女学校時代に養成せられたのであつた。／何を隠さう、東京女学館は彼女の母校なのだ！」

とある。 
24 注 14 に同じ。 
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ない。『不如帰』は周知のとおり発表当時から大きな反響を呼んだ徳富蘆花の家庭

小説だけに、そのモデル大山信子の出自に関しては、風聞も多い。 

 

かの浪さん事、大山信子は中途で退学したのであつたが、在学中は、メツタに

口もきかず、笑顔も見せず、ともすれば、物哀れに桜ちる逝く春の庭にでも夢

見顔に佇んでゐたさうだ。消息に通ずる人の談によれば、恐らくは此時分から

肺病だつたのだらうと云ふ事である。いくら内気でおとなしでも、肺病では閉

口だが、理想の虎ノ門気質を四角ばつて表はせば、 

     浪さんの内気＋現代お転婆式部 

               ２             ＝  虎ノ門気質25 

  

問題は大山信子の出自如何ではなく、こうした風聞が『女学雑誌』に掲載されるよ

うな空気そのものである。 

  

 近ごろは夜々御姿の夢に入り実に実に一日千秋の思いをなしをり参らせ候 

昨夜もごいっしょに艦にて伊香保に蕨とりにまいり候ところふとたれかが私ど

もの間に立ち入りてお姿は遠くなりわたくしは艦より落ちると見て魘われ候と

ころを……（中略） 

「伊香保はうれしかったわ！」 

「蕨狩りはどうだい、たれかさんの御足が大分重かつたツけ」 

「でもあなたがあまりお急ぎなさるんですもの」と浪子はほほえむ。 

「もうすぐ蕨の時候になるね。浪さん、早く良くなツて、また蕨狩りの競争を

しようじゃないか」（『不如帰』） 

  

戦地に赴いた夫武男との唯一ともいえる楽しい外出の思い出を、浪子が書簡の中で

回想する場面である。夫の名前は「武男」。偶然とはいえ有島と同じ音を持つ名で

ある。夫の赴任中に、妻の肺病を嫌悪した姑が妻浪子を離縁し実家に返してしまう

この流行小説を安子が読んだかどうかは推測の域をでない。ただし、生方敏郎『明

                                                      
25 注 22 に同じ。 
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治大正見聞史』26や大屋幸世27、越智治雄らの調査28に見られるように、『不如帰』

はその模倣小説や演劇化を通じて、その物語は広く人口に膾炙した。むしろその物

語を知らないと考えることが難しいような事態である。 

  

平塚停車場は大山にでも行く乗合馬車でも御座いませうか時々ラツバの音が

聞えます。このラツバの音を聞く事はほんとに、悲しい事で御座いました。い

つも塩原の昔を思ひ出しますので。あゝあの頃は何といふ楽しい時で御座いま

したでせう。私はおてんばの、でも至ておぼこ娘で、毎日御一緒に遊び歩いて

滝に行つたり花を摘むだり致しましたね。帰途は同じ馬車で七草の美しい初秋

の那須野ヶ原を通りました事などほんとに忘れる事が出来ません。今こんな運

命が待つてゐやうとは夢にも知らず、自分程幸ひな者はないと喜んで居りまし

たものを。人の運命はわからないもので御座います。……（「病床雑記」1916

年２月８日夜） 

  

と安子が書いたとき、肋膜炎を拗らせ病床に伏せる自分が『不如帰』の浪子と重な

る瞬間はなかっただろうか。 

 書かれた文体が大きく違うという点は問題にされなければならないだろうし、『不

如帰』の浪子には子供がいないという決定的な差異はある。『不如帰』の浪子は母

にこそならない（なれない、という設定）が、安子が書く時点での格好の生きた教

科書でなかったか。1906 年に東京女学館高等科を中退し、結婚した１人の女学生神

尾安子は、その教育の成果を体現するように家庭に入り妻となり母となる29。軍人の

娘、東京女学館の出身という共通点、夫の名前と経歴の一致30。『不如帰』が安子に

与える影響は、どの程度のインパクトを持ち得ただろうか。 

  

                                                      
26 同書（1926 年 11 月）には中学の寄宿舎で「不如帰」を読まぬ者はないとある。 
27 大屋幸世「『不如帰』余波」（『国文鶴見』1984 年 12 月、鶴見大学日本文学会） 
28 藤井淑禎「不如帰の時代－虚子・寅彦・漱石－」（『国語通信』1974 年３月） 
29 藤井淑禎によれば、1900 年に刊行された『不如帰』は、５年後 1905 年にもベスト・セラ

ーの位地を確保しているという。 
30 川島武男のモデル三島弥太郎は 1884（明治 17）年渡米してアーモスト大学、フィラデル

フィア大学、エール大学で農政経済学を学んだ人物だったらしい。有島のアメリカ留学は

1904‐1907 年、ハーバード大学院である。 
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それから皆様に御願ひ申して置きたい事は三人の子供達の事で御座います。弱

い私の子供達だからやつぱり身弱であらうなどゝ云ふ考へは決して／＼どなた

もお持ち下さいますな。ほんとうにいつも申上ます事ですが、人の精神の力は

恐ろしいもので御座います。私に似ず父親に似て三人の子等は丈夫だと云ふ事

を御信じ下さいまし。（「病床雑記」1916 年２月８日夜） 

  

当時結核はいまだ感染と遺伝の両面から怖れられており、その恐怖を増幅したのが

『不如帰』であった31。このインパクトこそ、安子が子供は自分にではなく父親似で

丈夫であるという点を強調する理由であり、感染への恐れが子供達を遠ざけるだけ

ではなく、遺伝形質という疑念を周りの人間たちから払拭するためだと考えられる。

1916 年５月３日の有島の日記にある「昨晩、八代氏［白鳥博士の寮の友人の一人］

を訪ね、家族の血統について二、三訪ねる。」32とは、息子たちへの結核の遺伝に怯

える有島の心境を語ったものであろう。続いて書かれた「今晩は泊まることにした。

泊まってやるのもずい分久し振りのことだ。両親は僕が彼女の近くで一夜を明かす

のを好まない。伝染を怖れているらしい。しかし僕が近くの部屋で休めば、彼女の

夢に喜びと慰めとが訪れることは理解できないらしい。」33という記述は、有島の両

親と安子との間で、有島もまた「良妻賢母」ならぬ「良夫賢父」を強いられる立場

であったことがうかがえる。武郎の両親が川島武男の母のように、家を継承すべき

息子や孫たちをどのように扱おうとしたかが見えるようである。こうしたコンテク

ストで前節の「みだれ髪」や「つつましく七日八日」の短歌を読めば、病床の安子

は武郎との関係に、〈良妻賢母〉たらんとする強さと同時に頻繁にはやってこない

夫への嫉妬という現実、そして『不如帰』のようなモノガミックな関係への志向と

いう複雑な感情を考えることは不自然ではないだろう。外界と将来を遮断された病

人には、新たな恋愛の対象を見つけるという発想はむろんない。有島の置かれてい

る孤独とは別種の条件なのだ。 

 

                                                      
31 藤井『不如帰の時代』（1990 年３月、名古屋大学出版会） 
32  1916 年５月３日「観想録」（第 16 巻：訳） 
33 注 31 に同じ。 
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『不如帰』に代表される家庭小説と女子教育の理念とは、地続きに〈良妻賢母〉

というコードを共有している。安子の置かれたポジションに注目するとき、１人の

女性が現実と小説との親和性によって絡め取られる物語を読むことが出来よう。結

婚した一女学生神尾安子は、その教育の成果を体現するように家庭に入り妻となり

母となる。女子教育の場では女性の人格陶冶は〈良妻賢母〉をその到達点とする。

いわば病床の安子にとって、武郎との間にモノガミックな関係を求める前提として

〈良妻賢母〉教育が用意されたのだといえよう。 

 

  

５ 遺稿〈オリジン〉と〈ヴァリアント〉の間隙 

  

 1916 年８月の安子の永眠直後から、有島は観想録のなかに何度も妻を愛おしく回

想する記述をおこなっている。 

  

…そこで朝のうち、結婚直後に書かれた安子の日記を読んだ。可哀相に！余りに

も強い愛情のために、彼女はあんなにも苦しんだのだ。そしてあのころですら、

僕と運命的に結ばれ、決して離れないように、死にたい気持ちをもらしている。

彼女の愛情がどんなにか嬉しい。この無味乾燥な世界で非利己的な愛を見出す

ことほど幸運で仕合わせなことはない。安子よ、ありがとう！（1916 年８月 16

日「観想録」） 

  

残された日記を読むことで、有島は遅延して届いた生前の安子の心情に触れる。 

  

君の悲しみは倍になって僕を襲って来る。僕は今君の苦しみを苦しんでいるの

だ。これも運命だ！ 心から願っても君をどうにかして救うことができなかっ

た。安子！ （中略）しかしとにかく日が経つにつれ、君は僕の部分になって

行く。どの程度まで僕が君なのか、君が僕なのか、わからない。どうかもっと

しっかりと僕の中に住んで、進むべき最上の道を教えておくれ。（同年９月１

日「観想録」） 
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有島の恋情は日増しに強まり、死んだ安子との一体感が高揚した調子で語られてい

る。他者に自分（に仮構したもの）と同じような〈人格〉を強要する暴力でさえあ

る。しかしこれらは安子の死後、有島に訪れた心理状態であって、生前は「妻の死

を仮想する事が一種の自由と解放の快感を与えた事すらあります。今でも真実を告

白すると僕の心のどこかにはそんな風な感じがたゞよつて居ないではありません。」

34と妻の死を願ったことを吹田順助に告白している。死んでしまった者に対する恋

情。これらを有島におけるロマンティック・ラヴ・イデオロギーと呼ぶことも可能

だろう。 

 ここにある有島のロマンティック・ラヴは、安子が夢見たかもしれない良妻賢母

の果ての『不如帰』の浪子／武男とはまったく質の違う恋愛、他者を媒介しない恋

愛観である。そうした感情に、死者の言葉を封じ込める役割を果たしたのが有島に

とっての〈遺稿集〉であるということでもある。 

有島は妻の死を題材とするヴァリアントを発表しながら、妻を失うという逆境を

超え、新たな愛の形を真摯に模索する作家としてのイメージを定着させていく。有

島は安子を記憶の対象とすることで、死んだことによって互いの理解が深まるとい

う言説を繰り返す。そこには故人を女性の人格主義＝良妻賢母という場に置き去っ

たまま、自己も新たな時代の要請する「人格者」としての文学者たりえた有島武郎

の姿を見いだすことができるだろう。 

大野亮司のいう大正５年以降の「人格主義コード」35の浮上は有島の場合にも適応

される事例だと考えられるが、次々に浮上する問題を真剣に抱え込んでは乗り越え

てゆくといういわゆる「人格化」を表明する場が必要なのであり、有島の場合は、

その場が妻の死が乗り越えられる問題として設定され、その表明としての遺稿集＝

原型〈オリジン〉こそ、その重要な役割を果たしていよう。たった 400 部という僅

かな近親者に送られた遺稿集と、ヴァリアントから垣間見る唯一絶対の原形の中に、

一貫した亡妻の姿と、それを失った悲しみを乗り越える作家を見る読者。そう考え

てはじめて、再びやってきた不倫－心中という難題が、作品〈ヴァリアント〉を介

して有島という人格を崇拝した、とりわけ女性読者たちの冒頭のような〈声〉が聞

                                                      
34  1916 年 10 月３日、吹田順助宛書簡 
35 大野前掲論文（注５） 
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こえてくると考えるべきだろう。神聖な愛を語る場としての有島武郎イメージの完

成である。 

 安子の死と遺稿集編纂を挟んで、有島は強い安子への執着と生前にはなかった相

互理解を自分の内側に見いだしそれを繰り返し主張する。安子の遺稿の言葉の一部

を特化し、そのヴァリアントを発表し続けるなかで有島の世評が形成されてゆく。

既婚者波多野秋子との情死も、妻の死を乗り越えて新たな愛のあり方を体現する人

格化の形成過程へと位置づけられていったのである。 
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第三部／「私」の語りの裂け目―行為体あるいは主体化をめぐって 

 

 

第９章 民族を記憶する方法 ―知里幸恵の主体化をめぐって 

 

１ アイヌのいる風景―青山熊治と金田一京助のコタン入村 

 

 

最初に１枚の絵を見ることからはじめてみたい。この絵のタイトルは「アイヌ」。

1910 年５月、東京で開催された白馬会展で白馬会賞を受賞1した油彩画である。 

囲炉裏の火を囲んで大人たちが集う。画面中央には囲炉裏火に照らし出された老翁

が大きく手を広げ、周りに向かって語りかけている。白髭を蓄えた老翁を中心に車座

になった人々は、ある者は手をたたき、ある者は大きく口を開け、立ち上がり、さな

がら老翁に唱和するような様子で写し出されている。陰影を際だたせた構図は老翁の

語りの場面を強く印象づけていて、彼がこの集いの中で特別な役割をもった人物であ

ることを思わせる。この大きな１枚の油絵が、東京で開かれた展覧会において、どの

ように受け止められたのかを残す資料が、いくつかある。 

たとえば、『美術新報』は、この画を掲載した上で、絵の前で美術新報の記者と批評

家、青年画家たちが出会って話をするという記事を仕立てて紹介している。同記事に

登場する青年画家は、作者の青山熊治を直接知る人物という設定で書かれており、青

                                                      
1 このときの展示作品は全 657 点であるが、この年の白馬会賞受賞したのは青山の「アイヌ」

（油彩、148.1×185.5 ㎝）のみであった。 
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山ついて、「まあアイヌの仲間みたいな風をしてるよ」と語っている。この絵の構図を

見る限り、描き手の青山は対象から少し離れた上方から、焚き火た作り出す陰影の中

に彼らを描いたことがうかがわれる2。 

青山熊治（1886-1932）3は東京美術学校在学中から東京府主催の勧業博覧会などで

も受賞歴がある青年画家であった。1907 年７月から北海道虻田村に滞在し、「アイヌ」

に着手、途中病気で帰京し手術したこともあって、結局東京美術学校は中退してしま

うのだが、その後も故郷の朝来郡に帰郷し、療養生活を送りながら、1909 年に大阪に

ある赤松麟作の画塾でこの絵を完成させたという4。 

 美術界以外の評判にも目を向けると、「読売新聞」では、「大作なると共に其内容も

見逃し難きものがある。此の面白き題材の下と、四五人の人物を無理なく収めたる。

手際も感服にて手前の人物の背中や膝のごまかしはあれど、正面の老人はよく。火の

映り具合も態となく出来て居た（後略）」5と紹介されている。画の技術的な評価と共

に、モチーフとなったアイヌの古老たちの集う「場」自体、いわばアイヌの人々の慣

習や文化に対してであろうか、「面白き題材」とその構図に関心が寄せられている。青

山は日本でも最も早く近代化しつつあった東京という場所から、アイヌの生活する日

常へと接近し、写生という手法で観察者の場所を獲得しているといってよい。彼の行

為の正当性を担保するのは、観察する画家というポジションと、「芸術」的行為が無条

件に与えられる正当性である。またこう「描く対象への一体化」という風貌でコタン

に張り込みながらも、青山が観察する視線はアイヌの座中にではなく、少し離れた観

察者の立ち位置からのものであることも、この絵を特徴づけている。それが観察者の

つつしみなのか、見る側の優位性にあるのかについては判断を留保するにしても、こ

の絵が内国植民地となった北海道に住む「異文化」を目の当たりにした際の、その対

象に対するある種の好奇のまなざし、というフレームを通して展覧会場に飾られ、注

目を集めていたことをまずは記憶しておこう。 

                                                      
2 この 1910 年６月１日の『美術新報』（第９巻８号／通算 189 号）はこの絵と共に青山の写

真も掲載しており、「アイヌの仲間みたいな風」とはどのような様子であるかが参照できるよ

うになっている。 
3 1886 年兵庫県朝来郡生野町に生まれる。1904 年東京美術学校（西洋画科）入学し、黒田清

輝、岡田三郎助らに師事。「アイヌ」の白馬賞受賞以外にも東京府主催勧業博覧会「老工夫」

（二等賞）、文展などの受賞歴がある。その後も白馬会展、文展などでたびたび入選した。1914

年～11 年まで、ヨーロッパを放浪し、帰国後 1932 年没。 
4 『結成 100 年記念白馬会―明治洋画の新風』（1996 年 12 月、京都国立近代美術館）。 
5 「読売新聞」1910 年 6 月 4 日 
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1910 年時点においてすでにある程度の実力が認められていたとはいえ一青年画家

である青山が、現地に赴いてアイヌのいる風景を実見しえたという事実は看過できな

い。「アイヌ」という対象が、新聞や雑誌にとりあげられるだけの関心をもってむかえ

られたことの背景には、日本の帝国主義支配への転換点という歴史的背景があること

も明らかである。 

1905 年、日本は日露戦争末期に北海道を占領後、ポーツマス条約によって、サハリ

ンの北緯 50 度以南が割譲された。さらに追加約款を加えて日本による韓国支配を承認

させ、遼東半島の租借権、南満州鉄道の割譲までみとめさせた日帝時代への大きな転

換期直後に取材され描かれたこの絵も、内国植民地となった北海道の樺太・千島を主

な居住地域とした、アイヌ民族に向けられたまなざしの延長線上に選ばれた題材であ

ったことは否定できない。蝦夷制服の歴史、開拓使時代から断続する日本との支配／

被支配の関係を通じて、北海道開拓の犠牲となったアイヌ民族を保護するという名目

で 1899 年以降には「北海道旧土人保護法」が制定された経緯もある。「アイヌ」が描

かれた時点ですでに優勝劣敗の論理によって劣位に置かれていたあいぬみんぞくとい

うマイノリティの存在が、青山の描くかがり火によってあぶりだされ、古老の身体と

そこから発散される声の再現をおもわせるかのような絵にも見える。火に照らされた

古老は、力強い様子で表象されている。画家が見出した「アイヌ的なもの」とは、近

代から背を向けた――この場合は近代とは、アトリエでキャンパスに向かう創作活動と

いう「個」の営みと、それを展覧会と異う近代的装置によって鑑賞する場を指す

――1910 年という年代を捨象して成立している。アイヌたちは、近代から隔離される

ように描かれ、過去から変化する事のない歴史家された場所に、いわば展翅されてい

るのである。青山の「アイヌ」が、もし同化政策の「効果」を反映させた、和人化し

たアイヌの生活を描いていたとしたら、という問いをたててみれば、この絵に当たっ

ている光が、実は古老の身体にではなく、青山にとってのありうべきアイヌ、アイヌ

民族に対する期待値そのものを照らし出していることがわかるだろう。 

青山が北海道虻田村に入村していたほぼ同時期の 1906 年、北海道に向かったのが

当時東京帝国大学の学生だった金田一京助である。彼はアイヌ語の収集目的で北海道

にむかったのだが、アイヌのコタン（集落）に入村し、青山同様にその固有の言語の

調査目的でアイヌに入村し、青山同様にアイヌとその固有の言語の調査にむかう。 

文化的差異という異なりを見つけるのがその民族の固有性を認める事だとして受け
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止めるのかは、対象のもんだいではなく、眼差すこちら側の問題である。本章では、

集落そう金田一がアイヌ語研究のために出発点に選んだインフォーマントから、どの

ような方法でアイヌを記録しようとしたのかをまず明らかにする。アイヌ民族を「記

録」する方法の検証を行い、そこから対象とされた知里幸恵の主体化をめぐる問題に

ついて考えてみたい。知里幸恵という１人の少女が、アイヌ民族やアイヌ語、アイヌ

文化を象徴する「ユーカラ」を文字によって記録し、金田一京助という人物を介して

『アイヌ神謡集』という一冊の本を出版した経緯をたどることとする。それは固有の

文字を持たなかったアイヌ語が、日本語に「翻訳」されていくなかで、どのような主

体化をめぐる力が働いているのか、の検証過程にもなるはずである。 

 

 

２ 〈アイヌ〉はだれのために記録されるか 

 

知里幸恵は 1903 年に現在の北海道登別市幌別、母親の実家である金成家で生まれ

た。1909 年秋、のちにアイヌ語研究者となる弟の真志保が生まれるが、幸恵はその年

に旭川近文の日本聖公堂で布教活動をしていた叔母の金成マツ宅に移る。祖母の金成

モナシノウクとマツ、幸恵の３人の生活が始まったのは、幸恵の６歳の頃である。 

 19 歳で早逝した知里幸恵は『アイヌ神謡集』（1923 年９月、郷土研究社）を遺した

が、のちにモナシノウク、マツも、共に金田一京助の調査研究に協力し、アイヌ語の

インフォーマント、特にユーカラの優れた伝承者として、評価される多くの資料を遺

すことになる。『アイヌ叙事詩 ユーカラ集』は、1961 年に亡くなった金成マツ（ア

イヌ名イメカヌ6）による筆録を、戦後 1959 年から 75 年までにわたって 15 年以上の

歳月をかけて刊行したもので、全９冊に及ぶアイヌ・インフォーマントによる大部な

記録である。 

アイヌ語研究の先駆的仕事を遺した金田一京助の介在による、アイヌ・インフォー

マントの言葉を採集した一連の刊行書は、その後も様々な人物、団体によって記録さ

れ、実に多くの文字資料の基調を形作ったとさえ思われる。この場合の基調とは、先

だって編まれた『アイヌ神謡集』同様、ユーカラという口承文芸がどのようなもので

                                                      
6 金田一京助「序」、『アイヌ叙事詩 ユーカラⅠ PON OINA 小伝』1959 年 12 月初版、三

省堂） 
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あるかという認識の枠組みを、言語学という１つの学問分野の権威（金田一）が提示

しているというだけでなく、採集方法や出版される際の体裁の意味づけまでを含んで

いる7。その膨大な言語資料の量に比べれば、それらのテクスト自体が日本国内外での

アイヌの様々な歴史的理解に十分に反映されているとは言えない側面もあり8、「絶滅

する文化と人々」という危機意識が、それらを生きた資料として保存しようとさせて

いるという、逆説的な仮説をたてることもできるだろう。そのように考えると「滅び

ゆく文化」としてアイヌ文化とアイヌ語（あるいはユーカラ）を意味づける暴力的な

眼差しが存在することは明らかであるし、あるいはそれは文化相対主義的なまなざし

にふちどられて、日本文化の多様性を語る一要素としての、アイヌ文化の継承に向か

うという、極めて皮肉な事態も時として起こりうる。では一体、そのとき問題にすべ

き主体性とはどこにあるのだろうか。言い方を変えれば、そこにある「はず」の「ア

イヌの主体性」とは、アイヌによる視点を指す言葉なのか、アイヌによる視点という

パフォーマティビティそのものを指し示す言葉なのか、ということを考えないわけに

はいかなくなる。その時前景化されるべきは、アイヌやアイヌ文化を対象化して語る、

その語りの問題であることは疑い得ない。 

たとえば文化人類学という枠組みから、「アイヌの主体性」が何を指してきた言葉な

のかを問題にした太田好信は、金田一京助を頂点としたアイヌ研究者の間では「滅び

ゆくアイヌ文化をなんとか記録する」というサルベージ人類学的な発想が大勢を占め、

アイヌ研究が無批判に受けいれてきた文化についての語り口を取り上げ、以下のよう

に言う。 

 

                                                      
7 知里幸恵の『アイヌ神謡集』では見開きで左ページにローマ字のアイヌ語表記、右ページに

日本語の対訳を配するという方法を採用しており、『ユーカラ集』も基本的にはそれに準じた

ものだろう。西成彦は、こうしたいわゆる「バイリンガル形式」に注目し、日本語のみの「序」

や金田一によって書かれた日本語の跋文に挟まれたことで、「生きたアイヌ語として読まれる

べく文脈化されていると言えるだろうか」と疑義を呈している。またそうした扱いが知里のテ

キストを創造性や即興性に目を向けない金田一の「口承文芸」観を示唆する。こうした指摘は

他に北道邦彦にもある。（西成彦「バイリンガルな夢」『異郷の死―知里幸恵、そのまわり』

2007 年８月、人文書院） 
8 たとえば、坂田美奈子は歴史叙述の問題から、「アイヌの視点」「アイヌの認識」の獲得と

いうテーマがアイヌ史における最大の問題としてあったにも関わらず、その歴史学研究が和人

による記録を用いながらアイヌの視点や立場を抽出できるのか、という根本的な問題の回避で

あった点を指摘する（『アイヌ口承文学の認識論―歴史の方法としてのアイヌ散文説話』序章。

2011 年９月、御茶の水書房） 
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アイヌ文化について「この『急速に滅び失われつつある今日』、これを保存する必

要があるという［認識］は、これで正しいのでしょうか」（【原注】：黒田：126）

という質問は、存在論的な意味では答えようがないと考える。／だが、政治的な

意味ではきわめて重要な問題である。なぜなら、アイヌの人々を「滅びゆくもの」

として語るとき、それはアイヌの人々がさまざまな文化活動をとおして自らの文

化を継承する努力を否定し、今日のアイヌの人々の生活を軽視する発言となりう

るからだ9。 

 

文化人類学という学問領域からのこの自己批判は、文化を語る権利はどこにあるのか、

という太田の著書の副題に通ずる言葉ともなる。文化研究の一部を占拠してきた文学

研究の領域においても、一時の歴史学研究が陥ったアポリア10とも違った観点から、

当てはめて考えるべき課題を含んでいるように思われる。ただ、歴史学と違うのは、

第三者が当事者その人よりもその客観性ゆえに尊重されるという基準に依拠するのに

対し、文学研究はむしろ、それがどのように近親者、あるいは本人そのもののもつ「作

者の語り」というカノンを、無意識に受け入れてきたかという内省と、その超克、さ

らに作家（ここには生身の作家だけでなく作家の表象も含まれる）という絶対的地位

の形成過程への欲望も含まれるだろう。 

それ以外にも石井正己は、柳田国男が民俗学という枠組みの中で見出した「口承文

芸」からもアイヌ関係の研究が疎外されたことを指摘し、隣接する分野での例外11を

認めた上で、幸恵の『アイヌ神謡集』（1923 年）、金田一京助『アイヌ叙事詩ユーカラ

の研究』（1943 年）、知里真志保『アイヌ民譚集』（1937 年）が口承文芸としては認識

されず、国語政策以上の関係を取り結べなかった柳田と金田一の関係も影響して、民

俗学の中にアイヌ研究の居場所がなかったことを指摘する。のちにアイヌ当事者でも

ある知里真志保が渋沢敬三やアチック・ミューゼアムとの関わりを深めたこともあり、

                                                      
9 太田好信『トランスポジションの思想 文化人類学の再想像』（1998 年５月。のち増補版

2010 年７月、世界思想社）121-122 頁。ここで具体的に展開されているのは、アイヌ肖像権を

めぐる文化継承と学問とをめぐる裁判であるが、研究という権力が、その対象との間でどのよ

うにその主体性を剥奪していくかを考える、大きな手がかりを提示してくれる。 
10 注８前掲書。1990 年代以前の歴史学がアイヌをアプリオリな弱者という枠組みの中に封じ

込めたと指摘する。一方その反動として、歴史の主体としてのアイヌ探し、が活溌化したと、

概観している。太田好信に代表される文化人類学の反省も、おそらくは共通する問題である。 
11 たとえば瀬川清子の聞き書き調査の成果『アイヌの婚姻』（1972 年）な。 
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民族学との関わりの中でアイヌは「日本の内でもあり、外でもあるという境界性」の

中で 1977 年に日本口承文芸学会発起人として初代会長に関敬吾が就任、真志保のパ

ートナーであった萩中美枝が、学会発起人に名を連ねるという経緯を辿っている12。

ここにも先に挙げた文化を語る「主体性」、つまりそれがだれのものか、という権利の

問題が存在する。 

いずれにせよ、これらのことが明らかにしているのは、アイヌの問題が広く人文社

会科学の学問領域で取り上げられながら、局部的なケースワークになったり、作家や

作品に回収されたりするだけでなく、アイヌ語やアイヌ文化の研究を通じて、「アイヌ」

がスタティックな存在として実体化され、対象化され、主体化されることにたいする

反発のれきしであったとまとめられるだろう。 

 

 

３ ユーカラ伝承の主体とジェンダー化 

 

そこでまず、「ユーカラ」がアイヌ民族という共同体の中で口承される共有性のある

ジャンルから、固有の著作物として authorize されるまでの間に、どのような経過が

あったのか、知里幸恵と金田一の『アイヌ神謡集』以前の経緯から振り返ってみたい。 

 金田一とユーカラの出会いは、1906 年の夏に始まる13。「文字も載籍もない、僅かに

残存する先住民族の言語、それはどんな具合に存在するものであったか」、「実際どん

なに話されてゐるものであらうか」という興味から、平取村を「ひとり制服姿へ草靴・

脚絆のいでたちで探検の途上に上つた」金田一は、カネカゾク翁と出会い、彼が「古

物語の句々整然と律語に収まつて出て来る」様子に促されるように、それをノートに

書き記す。その魅力に引き寄せられるように、翌年夏、今度は「新領土樺太14の落帆

村」に入ったり、「長大な、美しい一篇の叙事詩を筆録し得て」帰路につく。その後上

                                                      
12 石井正己「この本のはじめに―アイヌ・女性・口承文芸」（『アイヌ文化への招待』2007

年 11 月、三弥井書店）5-7 頁。 
13 金田一「序」（『アイヌ叙事詩ユーカラ概説』1943 年６月、青磁社）。「序」には「昭和

５年５月５日とあり、最初の調査から 25 年以上がたっている。 
14 1905 年は、帝国主義的支配の大きな転換期にあたると先に述べたが、金田一の言う「新領

土樺太」とはそうした拡張する日本の権益を、個人が身体化できる「探検」として実践できる

場となったのであり、言語同化政策を推進する帝国大学の学問的役割と合致する行動であった。 
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野の博覧会に「姿を現はしてゐた」アイヌ15の所に通いつめ、「後顧の憂いなく毎日調

べを続け得」、そこで出会ったアイヌたちから「沙流の盲詩人ワカルパ」の名を聞き、

どうかしてこの「稀代のホメロス」に逢ひたいと思うようになったという。これがき

っかけとなり文化大学学長に直談判、ワカルパを東京へ呼び寄せて、後の『虎杖丸』

出版へと結実していくのだが、この回想にはいくつもの取り上げるべき問題があるよ

うに思われる。 

 博覧会に行って「そこで出会ったアイヌ」とは、それが偶然であったかのようによ

そおう、意識的な表現ととれなくはない。が言うまでもなく、帝国主義的な欲望とそ

れを実現化した同化政策によって内なる他者となったアイヌへの視線には、あらゆる

野蛮な収奪や暴力が包含される。博覧会という大義名分のもとに観察され／意味づけ

られ／見世物化する暴力とは、どのように遂行されたのかを、その本人が無自覚に語

った記録であるとしか言いようがない。学問という権威を身にまとった制服姿でノー

トをもって共同体の中に入っていく青年金田一は、古老のアイヌたちの目に、どのよ

うに映っただろうか。想像が許されるなら、自分たちの物語る言葉に魅かれてやって

来た「ただのオーディエンス」に見えなかったことだけは間違いないと思われる。だ

が、若き日の金田一にも、それを振り返る 49 歳当時の金田一にも、観察する自分自身

がその対象からどのように見かえされているかについて、内省する気配はない。 

 冒頭に紹介した青山熊治が北海道虻田村に入ったのが 1907 年、金田一が最初に平

取村を訪れたのがその前年の 1906 年、ほぼ同時期に一定の期間アイヌを「観察」し

続けた２人の青年は、見返される自分への内省の方法が違っている。青山は「アイヌ

の仲間みたいな風」で、古老の語りの場に集う人々を描写し、一方金田一は前述の通

りに「古物語」や「ユーカラ」の収集に当たる。だが、２人の目的がいずれも東京と

いう、アイヌから遠く切断された場所においてその成果を発表するためのものであっ

たことにおいて、共通している。こうした延長線上にアイヌ先住民族の調査書の類が

どの程度あったのかを見てみると、明治初頭から 1907 年までを概観したたけでも様々

な分野・機関からの調査がおこなわれていたことが分かる。 

 

                                                      
15 1912 年、東京上野で開かれた拓殖博覧会のアイヌ小舎に「雇われて」出ていた「コポアヌ

婆」。紫雲古津の酋長の家系に生まれ夫と死別後に育て上げた息子と口論をして出奔していた。

彼女は博覧会の常連であったという（「太古の遍路から」『北の人』所収 1942 年５月、梓書

房。引用は『金田一京助全集』1993 年１月、三省堂） 
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『樺太土人用留』（1868～74、開拓使樺太支庁） 

『樺太州土人用留関係簿書』（1868～74、開拓使樺太支庁） 

『北島志』（1870、豊田亮） 

『窮北日誌上巻』（1871、岡本文平） 

『対雁移住樺太アイヌ関係』（1871、開拓使） 

『樺太引揚一件書類』(1874～1875、開拓使樺太支庁) 

『蝦夷風俗彙纂』（1882、開拓使） 

『共済組合営業ノ義ニ付御願并御届ケ書』（1882、対雁村旧樺太移民） 

『対雁強制移住民規約書』（1984、中川小太郎） 

『アイヌの地理学的文法及びシベリア土人』（1895、鳥居龍蔵） 

『日本名勝地第９編北海道之部』（1899､松原岩五郎） 

『アイヌ人及其説話』（1901、John Batchelor） 

『世界の金穴 樺太案内』（1904、吉田秀造） 

『樺太事情』（1905、成田与作） 

『樺太及び北沿海州』（1905、成田与作） 

『樺太土人語日用会話』（1905、佐々木悦蔵）、 

『樺太なる名称、樺太土人と大陸との交通、樺太の人種』（1905、松永彦右衛門） 

『樺太のアイヌ』（1905、博文館） 

『土人』（1905､相沢熙） 

『樺太島の戸数』（1906、渡邊義顕） 

『樺太紀行』（1907、長谷場純孝） 

『住民、教育』（1907、樺太民政署） 

 

樺太支庁や樺太民政局など公的機関の同化、統制目的でまとめられたものから、私的

な訪問によって実現した探検記録まで様々であるが、彼らがどんな目的でそれらをま

とめたにせよ、青山、金田一の場合と同様の目的が遂行されていたことは否めない。

彼らの「成果」は、それを参照し、アイヌ自身が支配された現状での行き方――自らが

「和人」社会の中にあって、支配／被支配の関係をどのように戦略的に選び取ってい

くか――を示す指標としては決して機能しない点にある。 

注意したいのはそれだけではない。金田一が当初調査の出発点として選んだインフ
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ォーマントたちは、男性アイヌたちであったという点に目を向けておこう16。実際に

出会った中には女性アイヌが何人もいたことを考えれば、この偏向は意図的なもので

あると考えられるだろう。のちに金田一は知里幸恵、金成マツ、モナシノウクと女性

のインフォーマントに目を向けるようになったことを合わせて考えると、ここに変節

の理由についての一つの仮定が立てられるのではないだろうか。 

 『アイヌ神謡集』に収録されているカムイユカラについては、「釧路では、この種の

ユーカラ［引用者注：kamuy-yukar、神々のユーカラ。人間のユーカラに対して比較

的短く、やさしい調子でうたわれるという］はマッユーカラ mat-yukar（女のユーカ

ラ）といって、女が伝承するものとされていた。幸恵がのちに『アイヌ神謡集』に記

録したユーカラも、母方の祖母金成モナシノウクが伝承していたもので、伝承者も訳

者も女であった17。」や、「旭川の近文では、ユーカラは男性が伝承すべきものとされ

ていたが、モナシノウクが、娘の金成マツと近文に同居していた時に、毎晩のように

ユーカラを語り、それを聞きに集まってきた女たちの中から、次第にユーカラを語る

者がでてきた18」というように、伝承者の近親者による証言が残されている。その起

源を遡れば「男性が伝承すべきものであったユーカラが、モナシノウクを強力な媒介

者として、伝承者たちを新たに生み出しながら女性に移っていった19」過程をたどっ

たという説もある。さらに崎山政毅も指摘するように、知里幸恵の暮らすアイヌコタ

ンの環境において、「性差によるヒエラルヒー」が強固なものであったことを考え合わ

せれば、伝承主体が、男性から女性へ移行するということは、アイヌ社会の中での地

域的な差異や固有性の消失20という事態を受けて、金田一が構想した、「叙事詩」の原

                                                      
16 むろん中には博覧会の「コポアヌ婆」のような女性もおり、調査にはあらゆる位相の者がい

ただろう。男性である金田一が、女性インフォーマントに込み入った話を聞くのは、憚られた

という事情もあったかもしれない。回想によると、コポアヌはユーカラについての質問に次々

と答える様子に訝る金田一に対し、「女だけれど。俺もやらせればユーカラやるよ」と驚かせ

たことが記録されている。これも金田一が叙事詩の語り手をは男性だと、予め思いこんでいた

ことを知らせるエピソードであろう。そうした例外や発見を差し引いても、彼の最初の調査対

象がアイヌの男たちだったという事実は残る。知里以前に『あいぬ物語』を出版した時のイン

フォーマントも男性（山辺安之助）である。 
17 萩中美枝『アイヌ文化への招待』（前掲書）、299 頁。萩中は幸恵の弟真志保と結婚し、近

親者の記録を多く残している。 
18 北海道教育長社会教育部文化課編『昭和 56 年度 アイヌ民俗文化財調査報告書（口承文芸

シリーズⅠ）知里幸恵ノート』1982 年、北海道教育委員会） 
19 崎山政毅「口承から表記へ、表記から「文学」へ」（『異郷の死 知里幸恵、そのまわり』

前掲書）201-202 頁 
20 注 19 に同じ。 
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型＝（男性ジェンダー化されたアイヌ叙事詩）の消滅を、何とかして記録しなければ

ならないという目論見で始まったであろうことがうかがわれるのである21。 

それでは金田一が見出そうとした「消失する男性語りによるユーカラ」の発見とい

う点に注意して、その経緯へと目を向けてみたい。 

 

 

４ 民族の勇壮な歴史 

 

次の引用は、金田一がユーカラを採取する必要性に駆られた当時の心境を、後に記

したエッセイである。 

 

   国のはて、時の進みの遅い此の辺陬に、印度・希臘の古代の話に聞いて居た叙

事詩が、自分の耳目を疑ふ程、まのあたりに生きて厳存する事実に廻り逢はさう

とは、それは思へば何の不思議も無いものゝまた余りなる不思議であつた。而も

今この手が筆録しなえければ、頽齢の翁たちと共に、刻々危い運命の瀬戸を辿り

つゝあつたその霊しき人類の古辞。（金田一京助「序」／『アイヌ叙事詩 ユーカ

ラ概説』22） 

 

 この述懐にみられるのは、「国のはて」にあり「時の進みの遅い」その場所に足を踏

み入れた時、既に消失した古代「印度・希臘」の叙事詩に相当する世界が、今自分の

まのあたりに展開するという感慨である。金田一の「序」からは、西欧文明にとって

の略奪と奪還を勇猛な民族の力を語った「イリアス」や「ラーマーヤナ」に相当する

世界を、「今この手が筆録」することによって、外の世界に開くのだという興奮が手に

取るように伝わってくる。近代化によって身につけた「未知の世界の発見」というフ

レームの反復。新しい（と同時に既視感ある）場所に意味を刻印する欲望。西欧的近

                                                      
21中村和之「教科書の中のアイヌ史像―知里幸恵『アイヌ神謡集』をめぐって」によれば西洋（ギ

リシャ・ローマ）に比肩する「民族的叙事詩」をアイヌが所有することによってアイヌ民族の

日本に対する優位性を証明すると考えた結果、知里幸恵が召還されたというのだが、金田一の

インフォーマント選定をめぐる変節を考えるとき、ここに幸恵を直接接続する立場は本論では

取らないこととする（中村論文『札幌シンポジウム北からの日本史 場所請負制とアイヌ』1998

年、北海道出版企画センター）。 
22 1942 年６月、東京青磁社。初版は 1931 年東洋文庫版『ユーカラの研究 アイヌ叙事詩』 
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代知という、特権的教育を受けたものにしか見いだせない（したがってアイヌたちの

見出すことのできないように仕組まれた）近代から前近代へのまなざし。さまざまな

欲望が、オリエンタリズムを経由したオクシデンタリズムの上書きとしてあらわれる

という状況がここにも見出せる23。レヴィ=ストロースの言葉を借りれば金田一は「遅

れてきた旅人」である。ここに述懐されているのは、わずかに遺された「伝統文化」

を、「残滓」と見なした人類学者たち24と同質の感慨であり、原初的な文化を探求する

欲望は、日本に於ける原初的価値の残存する場所としてのアイヌを、遡って「創り出

す」欲望でもある。同化しなければならない「異民族」としてアイヌを記録すること

は、それらの中に、同化「する」主体である日本の原初的な文化を見出そうとする発

想と矛盾するはずである。しかしそのような疑義は、原初的な姿をアイヌの中に見出

そうとする思想に何の亀裂を入れることなく、帝国主義的発想において矛盾せずに同

居している。 

 ユーカラの伝統という観点から見ても、実際は多くの証言が証明するように、ユー

カラが男性だけを伝承者とするということは、少なくとも金田一が北海道に踏査に向

かった頃にはあり得ない状況であった。実際、知里幸恵の『アイヌ神謡集』に収録さ

れたユーカラも、人間のなさざる「神のユーカラ」が多く収録されているが、これは

「一々の古老に訊ねるまでもなく、少し前までは、殆ど女といふ女がアイヌでは巫女

であつた」として「このアイヌ婦女の間に伝承する長短数限りなき様々の神謡こそは、

最も意味深く我々の心を打つ所のものである」25といわれている。こうした歴史認識

からは、1943 年時点ではむしろアイヌの女性による語りの方を重く扱うかのような発

言ともうけとめられる。しかしもっと早い時期の金田一の発言にみられる、 

 

言語を以て成る所の空想芸術、紙にこそ止められね、歴代の口より口に厳然たる

生命を以て、永く同民族の感情を鼓舞慰藉し来った所の古謡を、詩歌則文学と呼

ぶに何の妨げがあろうか、否、吾々は敢て、イリアッド・オデッセーを称する其

意味を以て、叙事
 エピー

詩
ク

――然り、一大国民叙事詩である――と呼ぶことをさえ、憚ら

                                                      
23 坪井秀人「みずからの声を翻訳する」（『異郷の死―知里幸恵、そのまわり』前掲書）88 頁。 
24 レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』上巻（1977 年、講談社【原著 1955 年】）6０-６１頁参

照。 
25「起源的考察―巫女の神話から叙事詩の生誕へ―」（『ユーカラ概説』1943 年６月、青磁社） 
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ざらんとするものである。（「アイヌの文学」1908 年１～３月26） 

 

という宣言は、金田一が最初にテーマとしてユーカラに取り組んだとき、何に擬えて

理解したのかを明確に伝えている。繰り返すが問題は、〈yukar〉 が本来的には男／

女いずれの声を必要としたのかではなく、アイヌの間で〈yukar〉として伝承してき

たものを「アイヌ叙事詩」と見なそうとしたという事実なのである。「アイヌの文学」

をテーマに、最初に金田一が発表した 1908 年の同論文の認識は、とにかく消滅する

前に勇壮な国民＝アイヌ民族の歴史を、男性アイヌの声を通して聞きとろうとする金

田一の姿勢にあらわれている。弱き存在を守るという正義感の中には、伝承されてき

た歴史としてのアイヌの生活や価値観以外にも、当時の現在形のアイヌ社会における、

男性優位の社会構造が透けているのかもしれないのだが、金田一自身はそこに目を向

ける様子が全く見られないことも、付け加えておかねばならない27。多く存在した巫

女としての存在によって「神のユーカラ」を伝承する女性たちではなく、近代のコタ

ンにおいて男性の雄壮さを裏付ける「アイヌ叙事詩」という路線が、金田一によって

選択されていった理由の１つがここにも考えられる。冒頭にみた青山熊治の「アイヌ」

が、ユーカラを歌い、聴くという場を切り取ったアイヌ的な日常の風景なのだと考え

れば、青山もまたアイヌの語りに男性性を象徴的に刻印した１人であったことになる。 

 

 

５ 民族を語る語り部 

 

金田一が知里幸恵というインフォーマントに行き着く前に、もうひとつのきっかけ、

最初のまとまったアイヌの語りを起源とするテクスト、山辺安之助の『あいぬ物語』

（1913 年 11 月、博文館）の編纂についてふれておきたい。同テクストは、当時のロ

シア、サハリン中部に生まれ、移動への強制移動により石狩に移り住み、民族の窮状

を救うために自らも学んだ「土人学校」の建設に尽力した男性アイヌの自伝である。

「国のため」に南極探検、日露戦役と二度も命を賭した経験を語ったこの『あいぬ物

                                                      
26 この「アイヌの文学」は金田一京助が「金田一花明」名で発表した最初の論文である（『中

央公論』1908 年１月～３月初出。引用は『金田一京助全集 文芸Ⅰ』 第 14 巻、1993 年９

月、三省堂） 
27注 19 に同じ。 
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語』は、いわば現代版叙事詩というにふさわしいということになろう。 

後に金田一が収集することになる「ユーカラ」と違うところがあるとするならば、

神の声の不在と民族固有の「歴史」と「伝統」という時間的な遡及性を、『あいぬ物語』

というテクストが持ちうるかどうかという点にある。「樺太アイヌ 山辺安之助著／文

学士 金田一京助編」という形で出版されたこのテクストは、最終的には山辺にアイ

ヌ語で語らせたテクストを金田一が日本語訳するという「最も自然」な形式に到達す

る。アイヌ語より「日本語が上手28」であった山辺にとって「アイヌ語と日本語を往

復しながらひとりのアイヌの過去を言語化する涙ぐましい共同作業」とは、「普通のア

イヌ」の「話し振り」を卒業し「日本語への逐語訳に耐えられるアイヌ語の『談話口

調』を獲得する」ことを意味した29。それは「〈アイヌ語ネイティヴによる正真正銘の

アイヌ語の語り〉の信憑性が損なわれることに金田一が神経を尖らせている30」こと

でもあった。そして同時にこうした成立過程のトライアンドエラーを通じて、複数の

言語間に横たわる「近さ」ではなく、「異なるものの異なりをより強調すること」があ

らわにされている31テクストが『あいぬ物語』だということになる。加えて、同テク

ストの「完成」（文字化）に際して金田一が掘り起こそうとするのは、安之助の中にま

だまだ埋もれているはず
、 、

の
、

ヒロイズムへの期待である。 

 

ただ惜しいことに、この物語には、謙遜な安之助の幾多の手加減がある。安之助

の真価、安之助の真功績、ことに安之助が心情の悲劇的色彩を十分に発揮せんが

ためには、まだまだ突っ込んで四囲の実情を叙しなければならないのであるが、

安之助はあえてそうすることを好まなかった。ために、本に仕上げてみると、案

外印象の浅いものになってしまった。自叙伝体の性質上、また止むを得ないもの

がある。これがすなわち私があえて安之助の言わぬところを敷衍して序に代えた

ゆえんである。（「序」『あいぬ物語』1914 年 11 月） 

 

という金田一の序の中には、このアイヌ民族のために命を賭ける「心情の悲劇的色彩」

こそが勇猛な語り部の潜在的「真価」なのであるが、そうした心情の書き込みや「ま

                                                      
28 北海道出版企画センター『アイヌ史資料集 樺太編 第６巻』1980 年） 
29 注７に同じ。 
30 注 23 に同じ。 
31 注 23 に同じ。 
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だまだ突っ込ん」だ「四囲の実情」への叙述が『あいぬ物語』には足りないのだとい

う。樺太に生まれ、対雁、さらに石狩から樺太への移住の中で漁業によって生計を立

て、戦機を得て日露戦争や南極探検隊に自らを投じていった山辺にとっては「アイヌ

民族」としての一貫性や、それを自らの言葉で語る必然性などないだろう。そこに「山

辺の言わぬ所を敷衍」した金田一にとっての「足りない」ものとはなんだったのか。 

山辺の『あいぬ物語』が金田一の思い描いた一大国民叙事詩（このときの「国民」

の指示対象は果たしてだれだろうか？）となるために欠けているのは、実のところ、

民族全体、国民全体という大きな潮流の中での「私」という主体の位置を示す立ち位

置とそれを宣言することのできる「資格」ではなかったか。「民族」や「国民」という

大きな物語の中に、英雄としての位置を「主体」として定置することができること。

それが金田一の熱望した「アイヌ叙事詩」の語り手なのだとしたら、山辺の中には、

金田一から見て決定的に欠落しているものがある。それは自伝体という形式をとる『あ

いぬ物語』には、ユーカラとは違い、神の声の不在に加えて、民族固有の「歴史」と

「伝統」という遡及性の要素が欠落している点だろう。叙事詩を語る主体とは、どれ

ほどの「英雄」的活躍（そこには結果としてアイヌの同化の先導的役割を果たすよう

な行動も含まれているが）を語ろうとも、実際にアイヌ民族としての伝統や継承を体

現できる主体――でなければならない。しかしそれはアイヌ語で書く能力を洗練するこ

とによって「習得」できるものではないはずだ。 

金田一の立場からいえば、知里幸恵は、ユーカラという「神の言葉」を記録したア

イヌ社会の「真正さ」を証明できる条件を備えた存在である。それらは父系が「豪族

ハエプト翁の孫女」、母系は「幌別村の大酋長で有名なカンナリ翁を祖翁」（金田一京

助「知里幸恵さんのこと」）であり、こうした出自は申し分がない真正さを保持してい

るといえる。日露戦争への参加や南極探検というある人々にとっての「英雄的」行為

によって自己実現をはかった山辺安之助とは別の意味で、アイヌ社会の「エリート」

であることも明白である。言い方をかえれば、アイヌの存続を体現できる正当な「後

継者」である知里は、北海道が日本の一部として再編成されていく過程において、日

本語という表記法を用いて、彼女「たち」の言葉を継承していく姿を体現する役割を

与えられたのだということにほかならない。そして東京帝国大学の一員が調査研究を

おこなうという正当性によって担保される性質のものである。 
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大酋長カンナリ翁

豪族ハエプト翁の孫女

 

 

 

６ 擬態する文体―知里幸恵、日本語で書く― 

 

 1923 年８月 10 日に知里幸恵の『アイヌ神謡集』が出版された時、既に知里はこの

世にいない存在だった。死の５か月前「三月一日」に書かれた「序」で懸念されてい

る「言い古し, 残し伝えた多くの美しい言葉, それらのものもみんな果敢なく, 亡びゆ

く弱きものと共に消失せてしまうのでしょうか. おおそれはあまりにいたましい名残

惜しい事で御座います.」という言葉を読む時、それを文字に起こした当事者がこの世

にいないことを、まだほとんどの読者は知らない。この本の末尾に収録された金田一

の「知里幸恵さんのこと」の擱筆年月日を示す「大正十一年七月十五日」に続いて記

された「九月十九日, 行年二十歳, 知里幸恵之墓」という言葉で、知里の死亡は証さ

れている。生前『女学世界』などを通して一部がその存在をしっていた点を除けば、

多くの読者にとって知里幸恵が生きていたのは、この『アイヌ神謡集』が読まれるそ

の読書行為の時間だけだったことになる。『アイヌ神謡集』は出版された瞬間、遺稿集

として読み手の所に届けられる、語り手という生の身体から切断されたテクストであ

った。知里自身が懸念した「亡びゆく弱きもの」としてのアイヌ表象は、「語るアイヌ」

としての知里自身に仮託される形で、現在まで連なっている32。 

                                                      
32 1983 年に出版された『銀のしずく』（草風館刊）は副題「知里幸恵遺稿」という言葉通り、

日記、手紙、肖像写真など、知里が生前に遺したあらゆる痕跡を網羅しようとする欲望に満ち
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本論の第 2 部でもふれたように、遺稿集とはだれにとっても死後その著者のあずか

り知らぬところで出版される書物だが、そこに「夭折」という要素が加わると、果た

されなかった完成体としてのテクストや、その著者（厳密に言えば知里の場合は編者

とされたのだが）が生きていれば書かれたであろうテクストについて、周囲の人々が

それを期待値に沿って立ち上げていくものだ。知里の場合もおそらく今後もアイヌの

復権運動の主導的存在として大きなシンボルでありつづけるだろうし、アイヌ文化を

代表する稀有な存在として召還されるだろう。金田一と同じフィールドで彼女を「語

るアイヌ」の位置に置いたもう一人の人物が弟知里真志保である。 

 

アイヌ文学と普通にいわれているものは物語文学である.それを韻文の物語と,散

文の物語とにわけることができる. 韻文の物語というのは, 歌われる叙事詩, 

いわゆるユーカラ（詞曲）のことであるが, それはさらに「神のユーカラ」（神謡）

と,「人間のユーカラ」（英雄詞曲）とに分けられる. 「神のユーカラ」というの

は, 神々が主人公となって自分の体験を語る,という形式をとる比較的短編の物

語である. その主人公である神の性質によって, 二つに分れる. 一つは, その主

人公として, クマや, オーカミ[中略]などの動物神、[中略]風の神, 雷の神など

のような自然新が出てきてそれぞれ自分の体験を語るという形式をとる物語で…

（知里真志保「神謡について 一」33） 

 

「神々が主人公となって自分の体験を語る」――。この神のユーカラは、金田一が指

摘した「巫女」的身体（身体を借りて神が語る）としてのアイヌ女性こそが、その語

り手に適任であるということを知里真志保が裏付けているようにも取れる34。語り手

としてだけでなく『アイヌ神謡集』の出版が物語るように、知里幸恵の役割はユーカ

                                                                                                                                                            

たテクストである。また 2008 年 10 月 15 日ＮＨＫ大阪放送局制作「その時歴史が動いた」で

は、「先住民族アイヌの復権を訴えた少女の物語／神々のうた大地にふたたび／アイヌ少女・

知里幸恵の闘い」と題された番組が制作され反響を呼んだ。そのような経緯を経て、2010 年北

海道登別に「銀のしずく記念館」がオープンしている。 
33 引用は『知里真志保著作集』第１巻、1973 年、平凡社） 
34 幼少期に祖母や叔母たちと生活を共にした姉幸恵のような意味での「アイヌ語のインフォー

マント」としての役割は真志保には担えなかったという側面はあるだろう。しかし叔母モノシ

ナウクたちがインフォーマントとしての位置にあり、真志保は『続アイヌ神謡集』（1954 年）

においてその翻訳にも関わりながら一方ではアイヌ語研究を通じて後世に伝達する位置を占め

た。彼を取り巻く状況については、崎山政毅「口承から表記へ、表記から『文学へ』」（『異

郷の死 知里幸恵、そのまわり』前掲書）に詳しい。 
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ラの「記録者」としての問題であろう。たしかにローマ字による表記が困難をともな

った当初の幸恵にとって、「読むには読みますが書く事ができませんのです。」（1920

年６月 24 日金田一宛葉書35）という、翻訳不可能性の問題は大きいが、彼女に担わさ

れたもう一つの役割は、モナシノウクたちが伝承してきたアイヌの言葉を、「神のこと

ば」に接合して記録するという行為であったといわなければならない。神のことばに

接続して語ることとは、実際にはどのような文体で記録されているのだろうか。狐に

擬態した神と私が、語り手として時に入れ替わりながら人間やペリカン（鵜）、「二人

の女」、「私」とその妻の諍いを語る『「狐が自ら歌つた謡『トワトワト』」を引用して

みたい。 

 

また，私が大声を上げたので私の妻が／それに驚いて簸ていた粟をも／簸と一し

よに放り飛ばしてしまつたので／今夜は食べる事も出来ません／私は腹立たしく

て床の上へ／身を投げて寝てしまいました．／眼の曇つたつまらぬ奴／尻尾の下

の臭い奴／尻尾の下の腐つた奴／お尻からやにの出る奴／お尻から汚い水の出る

奴／なんという物の見方をしたのだろう」／と／狐の頭が物語りました 

 

知里幸恵によって日本語に翻訳されたテクストを見ると、「私」の語りで出発し、次

第にその語りを変化させ、最後は人間の言葉で語る「狐の神」の語りとして物語を閉

じるというスタイルがとられている。これを単なる文法上の齟齬としてではなく、口

承されたものを文字化する場合に現れるその文芸ジャンルの特性としてとらえたとし

ても、１つの疑問がわく。知里が祖母モナシノウクや叔母マツのユーカラを聞いて育

った幼少時、仮にヨリシロのような役割を担って神の声をどの程度の「生々しい体験」

として持ちえていたか伝える資料は残されていない。しかし６歳の幸恵になら仮に無

条件に受けいれられたことでも、19 歳になった彼女にそれを想起し記録することが同

じようにできたかどうかについては、保留が必要だろう。彼女の周りには日本語とい

う言語によって、日記や手紙を「日常的に」読み／書くという生活が日常化していた。

巫女的存在としての役割を期待されながら、その語りが融和するべきコタンから切断

された場所に身を置いて書くことは、バイリンガルを生きる経験と同様の、複雑さや

矛盾を抱え込むことになったはずである。知里が東京に来てからも熱心に協会で説教

                                                      
35 引用は『銀のしずく知里幸恵遺稿』（1984 年、草風館）。以下同じ。 
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を聞きに行っていたことや、金田一が語る宗教心理についての話に関心をもっていた

ことは書簡からも明らか36だが、知里の最晩年と呼べる東京での数ヶ月間の生活の間

には、ユーカラの神の声が唯一絶対の「神」ではないことを、相対化できたのではな

いか。 

こうした事例を見るまでもなく、知里は金田一との関わりを通して、様々なものを

背負わされている。「アイヌ」であること、「女性」であること、そしてアイヌを代表

する「教養人」としての自分。いくつもの位相を、分裂する主体でひきうけなければ

ならい環境、彼女に近い言語的位相をもった人間が全くいない環境で翻訳作業をおこ

なっていた知里に、どのように文体を作り上げていくかの葛藤が大きかったことは、

先行研究の指摘する通りであろう37。しかし同時に、知里に対する「アイヌオトメ」

という表現にしても、「オトメ」文体ではなく「アイヌオトメ」という言葉で表現され

ることによって、知里の立場は「アイヌ」というアイデンティティに拘束されること

から、一度も自由にはなっていないように、思われる。そこでは「アイヌ」に加えて

「オトメ」としての呪縛が加わり、二重の有徴化が行われているようにみえる。 

 

 

７ 知里幸恵、東京で綴るということ 

 

 知里は金田一に出或る前年の 1916 年、両親の元を離れ旭川の区立女子職業学校に

籍をおいている。そのころの書簡には以下のような件がある。 

 

この先生はつい先程お出でになった先生で国語の受持ちであります。滑稽でこっ

けいでほんとうに面白い先生で御座います。国語の時間に唱歌を聞かせて下すっ

たり、詩を唄ったりお経を読んだり踊ったりしてみんなを笑はせなさいます。そ

して国語を面白くいたしますので、決してあきることがなくてよくわかるので国

語の成績はみんながいゝのだといふことです。丈のひくい肥った先生。（1918 年 5

月頃、知里高吉・浪子宛書簡） 

 

                                                      
36  1921 年６月９日、父高吉宛書簡 
37丸山隆司「知里幸恵の詩／死」（『異郷の死 知里幸恵、そのまわり』前掲書） 
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  新聞でも御存じの聯合共進会は八日から開かれました。教育展覧会も開かれまし

た。区内各学校、上川支庁管内の学芸品が並べてありますからまことにりっぱだ

さうです。私も二三日のうちに行って見ます。私の綴方も出て居ます。（1916 年

10 月頃、知里高吉・浪子宛書簡） 

 

ここにでてくる国語の先生とは、一体どのような教師だったのだろう。1918 年の７

月には『赤い鳥』が創刊され、授業にもそれらを持ち込んで綴方教育や童謡を熱心に

教える教師が出てくることになるが、それ以前からも「綴方教育」を銘打った教育は

熱心におこなわれていた。またそれを両親に宛てて知らせる幸恵の葉書からは、それ

が苦手な時間ではなかったことがうかがえる。 

金田一から見出され、ノートに記録しはじめた年と同じ 1920 年の書簡には以下の

ようにある。 

 

此の間鎌田先生と仰る男の先生がいらしって、（中略）鎌田先生は国語の先生で、

文章体や候文の大嫌ひな方です。誰も道で出会って、「毎度御厚情万謝奉候」など

とかたっ苦しい事をいふ人はないだらう、だからこれからは、すべての文章が口

語体になるのだ。この忙しい世の中だから、毛筆は早晩すたれて、何でもペン書

になるのだ。さうでなくちゃ日本の文明は進んだとは云はれないと仰る先生です。

（1920 年 5 月 17 日、知里浪子宛書簡） 

 

鎌田が候文や文語体を嫌った理由は「日本の文明」の進退如何に関わるからなのだ

が、取り上げたいのは、「話すように書く」という主張である。無論、口語とその書記

言語は厳密には異なっているものの、この教師が実践しているのは、「口承」されたも

のをそのまま記録せよと指導する金田一の指導と、全く逆のベクトルであった。少な

くとも残された書簡では、知里がこの教えにそって候文や文語体を用いているし、逆

に言えばそれほど知里の周囲には「候文や文語体」で書くことを要求される状況がま

だまだ一般的であったことを示している。 

 またアイヌに対して関心も高く、言及も多い中條百合子の「親しく見聞したアイヌ
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の生活38」には「女の子は機織り、刺繍などを教えられます。何れも古風な仕つけ方

であります。また今日では内地人のような教育を受けている者もあって一様には申さ

れません。」とあり、アイヌの女子教育が性役割の規範の中にある一方、そこからのい

くらかの逸脱もある多様性の中にいたことを伝える。知里が候文や文語体で私信を送

ることが無かったように、積極的に「内地化」（同化）していく場合もあれば、「アイ

ヌ」社会の規範の中でそれを伝承していくことを強要されたり選択したりする場合も

あったはずである。 

 アイヌ社会が日本の内国植民地の中に取り込まれていく過程で、知里幸恵のように

伝統的語り部としての役割を割り振られた場合、現在からそれを見返すと「アイヌ」

としてのアイデンティティと運命をヒロイズムという枠組みに持ち込みたくなる。そ

こにある時は出自にまつわる正当な継承者としての「真正さ」役割と、神のことばの

よりしろとしての役割が加われば、知里幸恵がアイヌという大きなアイデンティティ

を背負った「アイヌ少女」になってしまうことは避けがたいことのようにも思われる。 

 

樺太のニマポを見せていたゞいた。何れ程古いかわからぬニマポ、ピカ／＼光っ

てる。私は涙が出た。／ワカルパアチャポの事をうかゞって思はず涙にくれる。

ワカルパアチャポ、ワカルパアチャポ……あいぬは滅びるか。神様、何卒……。

いゝえ、聖旨のまゝに為させ給へ。／奥様のところへマッサージの人が来た。／

孤児院の女の子が『買って下さい。要らないのを買ふのが慈善でせう。奥さん、

買って下さい』といふ。まだ十二か一のをさない娘。何といふ、惨めな此のあり

さまであらう。涙ぐましい気持がする。人生の悲惨はこの孤児院の少女の額にあ

らはに見ることが出来る。（7 月 24 日付、知里幸恵日記） 

 

知里幸恵は、死ぬ間際まで、毎日の出来事を日記に記していたが、アイヌ民族とい

うアイデンティティを背負いながら、アイヌ民族を同化政策によって滅亡に追い込も

うとする権力の主体である日本語によって、自在な表現が残されている。日本語の中

にアイヌ語を混在させる時、知里自身にとっては、『アイヌ神謡集』のように、民族の

                                                      
38  『女学世界』1918 年 10 月掲載。同テクストはアイヌが「亡びる」ことを悲しみながら、

それを滅ぼす力の性質についてはほとんど無意識で書かれている点もあり、批判すべき点も多

い。 
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ことばを正確に書き記すためにローマ字を併記することなど必要なかったことは覚え

ておかなければならないだろう。「ニマボ」／「ワカルパアチャポ」とカタカナで表記

すれば指示対象と言葉の中に齟齬はなかったのかもしれないし、どんな言語を用いて

も、そこに記録されなければならない何かを見出そうとする場所に立っていたのかも

知れない。 

東京で最高学府にある監督者の立場から無条件に学問を特権化し、パターナリズム

を発動させる金田一の無自覚は、知里が日本語で書く行為を通じて考えるアイヌへの

理解に遠く及ばない。それは知里がアイヌという当事者だからなのではなく、アイヌ

から切断されたのち、日本語で書き、考える場所にあって得られた、むしろ非当事者

としてのポジションにあるのではないか。そう考えなければ、「あいぬは滅びるか」と

それを滅ぼす当事者の言葉（日本語）で書くことは不可能であったように思われるの

である。 

知里の書き残したユーカラや日記や書簡を今ここで読む瞬間にも、知里幸恵は否応

なく実体化される。記録されたものを自在に継ぎ合せて記憶へと変換する行為が、遺

されたものを読むということの意味であるならば、そこには常に主体化し記憶する主

体がいるはずなのだが、その場所を意識できるかどうかが、知里幸恵という主体によ

って試されているようにも思うのだ。 
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第１０章 白樺派的ヒューマニティの方法  

 

 

１ 語りえない対象を作り出す 

 

本章では、柳宗悦の 1920 年代の「朝鮮」をめぐるテクスト群、それと同時期に

雑誌『白樺』で発表された朝鮮美術特集に関連した人々のテクスト、および彼ら自

身が表象され物語化されるようなテクストを通じて、植民地下という状況が見出し

た白樺派的ヒューマニティの性質について考えたい。「白樺派」という一つの文学

／芸術サークルの場で、発揮したそのヒューマニズムの性質に注意して、ある主体

が対象化され分有されていくその過程を見届けるのがこの章の目的である。  

サイードが「オリエンタリズム」という術語で説明した概念は、対象を地政学的

知識に対して、美学的、学術的、経済的、社会学的、文献学的テクストに分配する

ことであり、そこで提起された権力と知識との癒着の問題1は、現在でも大きな枠

組みとしては有効な問いである。ただし表象／文化研究のそれ以降の成果を踏まえ

れば、表象そのものの暴力性について、充分な顧慮がなされているとは言えない面

もあるだろう。たとえば、サイードがいうようなオリエンタリストによって記録さ

れた「創造されたオリエント」という発想は、それの探究が主題ではないというこ

とわりはあるもの、「真のオリエント」を逆に立ち上げてしまう。「創造されたもの」

と「真正なもの」とをサイードが峻別する唯一の要素は、「個人的で真正な知識、

共感にみちて人間味豊かな知識」であり、「生き生きした現実」を当事者の語りが

実現できる2とするからである。「個性的で真正」、「人間味豊か」という実体化して

還元されかねないサイードの発言を、認識論的な問題ではなく、表象する／される

者の双方の政治的パースペクティブから捉えるべき問題であろう3。「オリエンタリ

ズムのような『他者についての語り』のなかでは、他者について書くことは、知識

の組織化である。そして知識は『真理』を知る事ではない。『真理』それ自体が、

社会的な制度から切断不可能」なのであり、「真理」のみでなく「それ以外の政治

                                                      
1 E・サイード『オリエンタリズム』（1986 年、平凡社）。 
2 サイード前掲書 
3 太田好信『トランスポジションの思想』（2010 年、世界思想社） 
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的・社会的な諸要素が構成するネットワークにからめとられている」4。「他者につ

いての語り」に伴う政治的・社会的な諸要素とはいったいどのようなものだと考え

ればよいのだろうか。 

他者表象の困難さについては、のちに G・C・スピヴァクも、第三世界における

サバルタンに目を向けることで、植民地支配を受けた対象が本質化されてきた事態

を「行為体／エイジェント」という概念を用いて表現し、それこそが別の主体によ

って創造（捏造）された、実体化できないものであることを指摘する。対象そのも

のの実体化ではなく、それを表象する行為体の性質を明らかにすることは可能だろ

うか。第三世界のみならず、あらゆる国家や民族、性、経済的格差など、あらゆる

階層化によってもたらされる「従属的地位にある人々」の実体化の過程そのものを

検証するという方法で、柳宗悦ら白樺派のヒューマニズムの質について、考えるの

が本章の目的である。 

 

1920 年に「朝鮮芸術」について論じた柳宗悦の複数のテクストには、それを造

りだす人々への「共感」と立場の「分有」の痕跡が散見される。いわば柳たちにと

っての「朝鮮人」とは、語りえないがゆえに、そのサバルタンとしての内面を補完

し言語化すべき対象として意味づけられていたということになるだろう 5。本章で

は、こうした「共感」や「人間味豊かな」という要素それ自体が、記録される主体

の中に、記録する主体を融解し、すべり込ませてしまうその過程を見届けようとす

るものである6。 

したがって柳、あるいはその周辺人物たちが、自らが対象化した朝鮮美術及び朝

鮮人に対して、どのような場所から当事者の語りを分有したのかについて、その内

面の補完と代弁という行為の検討がなされなければならないと考える。その事例の

一つとして、常に論点の一つとなる 1919 年 3 月 1 日の独立運動と日本軍による武

力鎮圧をきっかけに始まったとされる、柳による「悲哀の人々＝朝鮮人」という認

                                                      
4 太田前掲書 
5 無論、植民地下においても、「朝鮮人」と呼ばれた人々がサバルタンであったわけでは

ない。彼らは当事者として柳を批判することが可能だったし、「アクセスできない主体」

や、まして「内面を持たない主体」などではなかった。朴鐘鴻らに始まる柳批判は、その

ような従属的地位に置かれることに対する抵抗としてとしてとらえられるべきである。  
6先どって言ってしまえば、本章後に半とりわけ注目しようとするのは、サイードの用いた

「共感に充ちて人間味豊かな知識」というその判断の基準にあげられた要素である。  
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識の検討からはじめることにしたい。 

 

 

２ 「悲哀の美」を超えて 

 

柳が初めて朝鮮を訪れるのは 1916 年 8 月のことである。それ以前に親交のあっ

た朝鮮在住の浅川伯教7・巧8、バーナード・リーチらを通して、柳は朝鮮美術に関

心をもつようになったという。 

1919 年 3 月 1 日に表面化する反日独立運動をきっかけに書かれた、柳宗悦の「朝

鮮人を想ふ」9はしかし、発表直後から時を経ずに批判されることになる。「日本帝

国主義の視覚」10、や「朝鮮芸術」を経由して発見された「その内なる美質――〈無

心の美〉――のみを、「意識的な吾々」の手で事後的に救い出」11そうとしたまなざ

しのありかたがその争点となるが、その論点は、1919 年に日本語、英語、韓国語

の順に翻訳公開されたこのテクストに、すでに胚胎されている。  

 

余は朝鮮の藝術――特にその要素とも見られる線（Line）の美は実に彼ら

が愛に飢ゑる心のシムボルであると思ふのである。美しく長く／＼引く朝鮮

の線は、実に連々として訴へる心そのものである。彼らの怨みも、彼らの祈

りも彼等の求めも、彼らの涙も、其線をつたつて流れるやうに感じられる。

一佛像を想ひ浮べても、又一陶器を択んでも、吾々は此朝鮮の線に触れない

場合はない。涙にあふれる諸々の訴が此線に託されてゐる。彼らはその寂し

い心持と、何ものかに憧がれる苦しみの情とを美しくも又応しくもそれ等の

長くたわやかな線に含めたのである。強大な泰然とした支那の形（Form）

の美の前にその線の美は実によき対比であらう。（「朝鮮人を想ふ」）  

                                                      
7 1884～1964 年。韓国併合後の 1913 年に小学校教員として朝鮮に渡る。一時帰国するが、

再度渡朝し朝鮮人陶工と共に陶磁器制作を行う。  
8 1890～1931 年。1914 年より朝鮮総督府の農工商部山林課林業試験場に勤務。  
9 1919 年 5 月 1 日執筆、同月 20 日～24 日まで、『読売新聞』に５回掲載され、3 か月後

の 8 月 13 日付〝The Japan Advertiser″に英語訳、翌年 4 月 12 日より『京城東亜日報』

掲載。 
10 李方烈「書評」（『淑大新報』1974 年 9 月 23 日号） 
11 入江繁樹「柳宗悦の民藝生産論における〈矛盾〉の構造―1920 年代を中心にして」（『美

學』第 59 巻 2 号、2008 年 12 月） 
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のちに柳はここに日本の「色」を加え、３つの国と民族、その芸術を象徴するもの

としての線、形、色を取り出して見せる。柳は朝鮮の線に見出された美しく長い線

の中に「涙の訴え」や「淋しい心持」を見出していくのだが、そうした見方に対す

る批判は同時代からあり、1922 年９月の朴鐘鴻12にまでさかのぼることができる13。

その後韓国語で翻訳出版された『朝鮮とその芸術』は７種類あり14 、韓国では李

大源訳『韓国とその芸術』（知識産業社、1974 年）が最も読まれているとテクス

トであるという15。 

柳が朝鮮陶器の中に悲哀の美を見出す姿勢が批判されながら、一方では柳に対す

る韓国社会の親和的な側面を示そうとする発言も見受けられる。たとえば先にあげ

た金順姫は「十数年前に『柳宗悦 茶道論集』（岩波文庫、1987）を訳した際、内

容に対してかなり好意的な評価は得られた」16と 2006 年に回想しているし、ソウ

ル光化門に近い일민미술관（イルミン美術館）で行われた柳の展覧会17に際して、

「また光化門の話やら、『悲哀の美』といったことばに引きずられる居心地の悪い

ものになるのではないか」という懸念をもって展覧会に臨んだ李健志は、「あえて

植民地宗主国の知識人としての柳宗悦ではなく、柳が日本と朝鮮を発見していった

過程が述べられ、そこに水平な視線が存在したことを、展示を通して語っている。

この展覧会がわざわざハングルで「朝鮮」ということばを使っていることから、『朝

鮮』＝差別用語という硬直した言語観から自由であることを示している」18と発言

                                                      
12 1922 年 9 月雑誌『開闢』掲載。ここでの主な批判の対象は柳の朝鮮美術関係のテクス

トをまとめた『朝鮮とその芸術』および、本論の後半で論じる「彼の朝鮮行」である。  
13金順姫「韓日の狭間におかれた者の思念―中見真理著『柳宗悦 時代と思想』の翻訳を終

えて」（『UP』第 35 巻 2 号、2006 年 5 月） 
14 加藤利枝「韓国人による柳宗悦論の研究―柳の朝鮮芸術論評価・批判の概況」（『言葉

と文化』(創刊号)、名古屋大学大学院国際言語文化研究科日本言語文化、2000 年 3 月）  
15 金順姫 前掲論文。ちなみにこの李大源訳版には崔夏林の「柳宗悦の韓国美術観」が収

録されていて、衣服や陶磁器の白さをもって悲哀を導こうとする態度は「韓国人を敗北感

に追いやろうとする術策と韓国史を事大主義で一貫した非自主的な歴史に追いやろうとす

る日本帝国主義の政策を巧妙に混合した思考方法」（『展望』、1976 年 7 月掲載の日本

語の抄訳で確認）と、批判する解説である。  
16 金順姫、前掲論文。 

17 「문화적기억―야나기 무네요시 가 발견한 조선 과 

일본 」2006 年 11 月 10 日～07 年 1 月 28 日、일민미술관 

18 李建志「展覧会カタログ評『文化的記憶―柳宗悦が発見した朝鮮と日本』展」（『比較

文学研究』92 号、2008 年 11 月） 
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している。こうした発言に代表されるような論調は、韓国／日本の双方で、植民地

とその宗主国という歪んだ関係を、単に断罪する方向とは違うそれとして模索する

姿勢と受け止められるが、これらは概ね 2000 年以降の傾向であるといえよう19。

このような論調が生まれる背景の一つとして、韓国でも、柳が「朝鮮芸術」に関心

を持つきっかけとなった浅川巧への関心の高まりがあるだろう。たとえばその根拠

として、1996 年の『浅川巧全集』（草風社）の刊行をきっかけに、浅川の日記や思

想的背景全般を視野に入れた研究が新たな局面を迎えていることがあげられる 20。

一方日本では、韓国同様に浅川巧生誕 120 年を受けて、山梨県北杜市にある資料

館21やブログの開設、映画や単行本での取り上げを含め、柳宗悦に偏って語られが

ちだった「民藝」ブームともいえる複数メディアからの取り上げも、その一翼を担

っているだろう22。それらは、民藝前史としての浅川兄弟と柳宗悦の関係を軸とし

て、植民地社会との交流、あるいは帝国支配下の韓日関係という政治的状況〈大き

な物語〉に対する、国家や民族を超える友好的関係としてのオルタナティブな物語

の創出を思わせる。しかしこうした物語は、新たな政治的状況によって取り込まれ、

別の文脈を生み出す契機であるともいえるだろう。 

 

 

３ 映画「道～白磁の人」―「友情」を分有する男たち 

 

たとえば、2012 年 6 月に日本国内で公開された映画『道―白磁の人』23は、外務

省、駐日韓国大使館、韓国文化院、日韓親善協会中央会、在日本大使館民団中央本

部が後援に名を連ね、文化芸術振興費助成金ほか、韓国映画振興委員会などからも

                                                      
19 2000 年までの研究論文については、加藤利枝（前掲論文）による整理がある。  
20 이병진「식민자의 정체성과 "타자" 표상의 정치학 ; 타자(他者)로서의 조선(朝鮮) 

발견(發見) ―아사카와 다쿠미(淺川巧)가 조선(朝鮮)에서 쓴 일기(日記)를 

중심으로－」（『일본학』 제 27집 2008 年 11 月、동국대학교,일본학연구소 
21 浅川伯教・巧兄弟資料館 http://hokuto-kyodo.jp/asakawa.html 
22 千葉県立美術館『浅川巧生誕 120 年記念浅川伯教・巧兄弟の心と目―朝鮮時代の美』展

（2011 年 8 月 9 日～10 月 2 日）など展覧会企画をはじめ、浅川巧の半生を題材とした映

画『道～白磁の人』のほか、雑誌の特集も目に付く。  

23 2012 年 6 月 9 日公開（日本国内、全国ロードショー）、韓国語のタイトルは「백자의 사람」。

監督 高橋伴明、脚本林民夫、原作江宮隆之『白磁の人』、配給ティ・ジョイ。言語は韓国語

と日本語。出演 吉沢悠、패수빈。 
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助成を受けた映画であり、文化交流と 2 国間の親交という、「建設的関係」を強く

意識させる映画である。 

物語は、1910 年代、植民地下（日帝強占時代）の朝鮮・京城が舞台である。山

梨県から兄、母の居る京城に移り住み、朝鮮総督府の林業試験所で働き始めた巧は、

一人の朝鮮人青年チョンリムと知り合うことになる。日本の支配によって失われた

という朝鮮半島の山々を緑に戻す使命に燃える浅川が、同じ職場で再会したチョン

リムとの親交を深めていくというものだ。３．１万歳運動での友人の死をきっかけ

に、チョンリムが日本人を嫌悪する感情を投げかける場面や、チョンリムの息子の

抗日独立運動への参加、また浅川兄弟の母の、一貫した朝鮮人蔑視の姿なども盛り

込まれており、物語それ自体は一直線に友好的な友情が描かれているわけではない。 

むしろこの映画の特徴は、2 時間という脚本に盛り込まれた物語内容を、映像が

非常にわかりやすく補っている点にある。朝鮮人青年の葬列は白の韓服、浅川の妻

のそれは黒の着物と、はっきりした対立の構図が描かれていて、このシーンは先に

もふれた「朝鮮＝悲哀の美＝白」のイメージを反復させる。韓屋（ハノク）の街並

みを背景として、鐘の音と共に参列する人々の慟哭が響きわたる葬列の様子に対し

て、山梨で行われる浅川の妻ミツエの葬列に、人々の声はない。葬列の歩く音と鐘

の音に加え、音声はボイス・オーバーを用いた効果音が重ねられており、参列する

人々が誰一人声を上げていないことがより際立つ演出が取られる24。映像では淡々

と死者を送る儀式を執り行う様子が、一人ひとりのアップ（夫である巧以外はほと

んど無表情）と、共に大きく引いたロングショットによって映し出されていく。い

わば、明確に悲しみを表現する朝鮮、感情を押し殺すことが美徳の日本、というス

                                                      
24 朝鮮での葬儀の際、泣き叫ぶ親族に対して「なんであそこまで大声あげて泣くんだろう

ねえ、朝鮮人は、みっともねえ。」とひややかに言い放った浅川の母は、息子巧の葬儀の

時、朝鮮のオモニに背中を押されるようにして、声をあげて泣き崩れる。こうした形で母

の愛が連帯する様子が描かれており、同じ女性でも、妻の感情表現がほとんど描かれない

ことに比べると極めて印象的である。  
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テロタイプな国民性が表現される場面とも言えるだろう。  

こうした明快な手法は、

この映画の主人公である

浅川巧が「友情」や「人間

愛」という白樺派にも通じ

るキャッチフレーズで映

画を牽引していることを

念頭に置けば、否が応でもわかりやすく理解できる「他者」を立ち上げることに一

役買っている。同胞を官憲の無差別発砲で亡くしたチョンリムは、葬列に加わろう

とする巧を厳しく追い払うが、悲しみに暮れる巧が、「個」と「個」の関わりとい

う感情を優先しているために、チョンリムが言う「あなたが日本人だから」という

セリフの意味に思い至ることがない。巧が拒絶されている理由とは、取り換えるこ

とも選ぶことも不可能な「民族」という属性についての絶望なのであり、それをど

こまでも「友情」や「人間愛」によって乗り越え、個人としてのチョンリムを通じ

て「時代の壁を越える、美しき友情の物語」を伝えようとするこの映画が、実のと

ころ、完全にチョンリムの感情を見失ったディスコミュニケーションの只中にある

ことを描いてしまうのである25。しかし巧のこうした姿勢は、この映画の題目でも

ある、「飾り気がなく」「朝鮮の人々の生活に根差した白磁」のような人、という言

葉に集約されていくことになる26。映画終盤には病の床に就いた浅川巧が、死後「朝

鮮の土」となることで、彼の朝鮮の人々に対する誠実さは完全に疑いようのないも

のとして描かれる。死者に鞭打たず、しかしその「真意」を物語化し、その結果か

ら遡って「真実」を想像していくそのあり方については、第二部の遺稿集をめぐる

問題系と同様のことが繰り返されている。この映画が描き出すのは、追い払われて

もなお不屈の精神で、植民地支配という政治的状況を、個人的感情が乗り越える物

語を強要しようとするそれは、無策の感情ですらある。  

３.１万歳独立運動後の暴挙を報じた新聞を前に、柳宗悦と浅川伯教の会話が挿

入される。「武断統治の限界だと私は思うね。」「日本と朝鮮の親善は政治ではなく、

                                                      
25 演出として感情のすれ違いを描いているのかといえば、おそらくそうではない。なぜな

らそのディスコミュニケーションの原因の探究もほとんどないまま、後半は逆にチョンリ

ムが巧の勢いに押されるように友情と人間愛の中にまきこまれていってしまうからである。 
26 このセリフで浅川巧の性格を規定するのは、柳宗悦役の俳優である。  
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芸術で行うべきです。」――。それを聞いた直後に葬列に駆け出した巧の姿は、彼ら

とは違う「率直で」「同情的」なスタンスをとる人間であることが、強調されるシ

ーンでもある。しかし、1919 年の朝鮮京城の状況を「日本と朝鮮の親善」の場だ

と言い換えて途方にくれようが、衝動的に「支配される朝鮮」へと駆け寄ろうが、

そこに深いコミュニケーション不全があるという点では、この 3 人は同じ状況の中

にある。物語内容を批判的にみることがなければ（そして広告をみるかぎり、そん

な見方は期待されていないのだが）、そうした過ちを一挙に乗り越えられる方法こ

そが「友情」や「人間愛」なのである。抗日運動で暴力的手段に出た息子に代わっ

て投獄され、息子を守るために沈黙を続けるチョンリムに、臨終間際の巧は感謝の

言葉「カムサハムニダ」を最後のことばとして伝える。それに対して、鉄格子ごし

にチョンリムは、「정말 당신은…」（本当にあなたは…）と言って巧に駆け寄る。

最終的には巧は、チョンリムの語らない真実（巧に近づいたのは、抗日運動に身を

投じる息子をかばうためだったという嘘）を知らないままであるし、それを話さな

いうちに、チョンリム自身が巧の「無策の友情」を受け入れてしまう。  

映画のラストで光復を迎えた 1945 年、遺された巧の遺族の家にも人々が押し寄

せる。しかしそこで「ここは浅川巧の家である」と叫ばれたとき、長らく虐げられ

てきた怒りを爆発させていた人々が、急におずおずとその場を立ち去っていくシー

ンが挿入されている。巧が他の日本人たちとは違った友好的な姿勢で、朝鮮の人々

に接していたことがようやく伝わったということが、妻と娘の会話によって語られ

るシーンでもある。「友情の物語」という映画のキャッチフレーズであるならば、

死後に再び結ばれる永遠の友情、というテーマは当然の帰着点だといってもいいの

かもしれない。しかしチョンリムと巧のそもそもの出会いからして、彼らの関係を

単なる友人のそれとして語ることは困難である。ましてや、この映画の前提である

社会的背景――抗日運動の犠牲者や植民地政策そのもの――についても何ら解決さ

れてはいないのである。繰り返すが、それらに抗って朝鮮の土となった浅川巧のキ

ャラクターが、文化の懸け橋として過去の痛みを和らげ、そのカタルシスによって

現在に続く韓日間のわだかまりを、乗り越えよというラストであることを、覚えて

おかなければならないのではないか。浅川巧がどれほど純粋に植民地朝鮮の山々を

愛し、その国の生活に溶け込み、「真の」友情をつかんだ人物だったとしても、そ

れは植民地支配によって傷つけられ、奪われ、失われた多くの生命や、人としての
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尊厳、および財産の代償には、決してならなない。そもそもそれらはオルタナティ

ブなものではないはずだ。どれほど浅川巧が友好的で「朝鮮のために」尽くす人で

あったとしても、それは何かと取り換えが可能なものでない。本来比べようのない

「歴史認識」と「友情」とが、そのようなカタルシスとして語られることに対して、

基金やそれを引き受ける文化政策に対して、向き合っていくべき契機でなければな

らないはずである。 

それでは、民族や支配関係を超えた「美しき友情の物語」の中に融解していく仕

組みについて、いくつかのシーンに沿って見直してみたい。物語終盤では、チョン

リムが巧の遺志を受け継ぐように、朝鮮五葉松の根元に身体を横たえるシーンが映

し出される。この場面は、映画のファーストシーン、山梨の故郷で、巧が大地に顔

を摺り寄せて木をいとおしむシーン、ほぼ一致する構図で反復させている。また葬

列の時には白と黒とのコントラストでその異質性を際立たせていた画面全体の色

調も、ヨンリムの韓服の白と「白磁の人浅川巧」の白とが同調する演出である。  

木を植えるという行為によっ

て遺された巧の遺志は、その松の

成長と共に、白髪になり、腰を曲

げて身体を横たえる姿によって、

長い年月の重みと共に映し出さ

れる。チョンリムの姿は俯瞰カメ

ラでズームアウトしていき、巧の墓所のショットへと転じ、最後に高層ビル街を背

景に（合成で映し出される）大きく成長したに 1 本の木の姿に連なる。1914 年か

ら始まったこの映画の舞台が、政治的状況、植民地支配という醜い歴史、さまざま

な問題を「乗り超えて」いき、現代まで１つの生命をもって残るという結末が準備

されている。映画の中でも語られるように、農林試験所につとめるチョンリムと巧
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は、朝鮮総督府の国策事業としての一翼を担う養林を仕事としているのであって、

それは植民地支配を遂行する行為と地続きである。「とにかく養苗に成功してもら

わなきゃ困るんだよ、松は線路の枕木に使えるからな」というチョンリムたちの上

司の言葉がそれを物語っており、ソウルの高層街にそびえる 1 本の大樹が、それら

を乗り超えた象徴として存在し、彼らの友情物語として表象されていることの意味

は、考えなければならないだろう。こうした表象は、2012 年に公開された映画「道

―白磁の人」が、植民地時代という過去の物語としてだけでなく、現在に続く物語

であることをはっきりと語っている。 

また「遺志の継承」というモチーフは、もう一つの物語をもたらしている。自ら

の死を予見した巧の妻が、「お父さんを守るもの」が持つべき白磁の陶片を娘に手

渡すシーンである。美しい朝鮮の山脈を、長まわしで撮影していた一台のカメラが

ゆっくりとパンし、最後に富士山が映し出されてこのシークエンスが終わる。朝鮮

にいて遠く故郷を思い起こそうとす

る妻みつえの視線が、東屋ごしに朝

鮮の風景を見ながら、その停止した

場所に見えるはずのない故郷山梨の

富士山を映し出す。実景から心象風

景がそのままにつながるこのシーン

は、「外地」にいる夫に付き従う妻の帰郷願望であると同時に、植民地を支える仕

事に就いた夫と共に、2 つの国家を郷愁という感情によって結び付けていくシーン

でもある。さらに、先に見た朝鮮人青年の葬列は、一方が支配からの抵抗のために

失われた朝鮮民族独立の誇りをかけた死であるのに対して、浅川の妻の死は、遠く

故郷を思いながら病床の妻が夫の志を支えた27結果の死であることがわかる。いず

れも大きな権力に従属していく死でありながら、この２人の死に性役割が用意され

ている点も見逃せない。巧の妻ミツエが死を予見して白磁の陶片が手渡すとき、「お

父さんを守る人が持っているもの」だという言葉が娘のソナエに遺されるが、その

死後、巧の後妻が娘から新しい母としてようやく受け入れられた時、その陶片は後

妻に託されていく。妻――娘――妻という 3 人の女性が（そして後景に控えている巧

                                                      
27 夫に向けられた妻の最後の言葉は、「朝鮮の山を――山を緑にしてくりょうし。」であ

る。 
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の母が）、一人の男性の志のために、命をかけることの女性の美徳をうたった物語

でもあるのだ。 

かけがえのない関係（友人や夫、父）の相手のために自らの遺志や感情を裏切っ

ていくことを、真実の友情や家族への共感や遺志の継承として描くこと。それは心

地よいカタルシスを得られる方法であろう。しかしそうした友情や信頼が、対象と

されたチョンリムや巧の家族たちを沈黙させ、今度は、巧に対して「共感」「同化」

させてしまうことにもつながっている。 

 

 

４ 雑誌『白樺』における「朝鮮芸術」 

 

 現在と地続きに描かれた、植民地下朝鮮や朝鮮人に対する「真の友情」というオ

ルタナティブな物語は、その起源をどのような場所に見出すことができるだろうか。

ここではまず先述の浅川巧・伯教らも深いかかわりをもち、柳との関係が築かれて

いった、雑誌『白樺』の「朝鮮芸術特集」を例に、考えてみる事にしよう。  

『白樺』1922 年 9 月 1 日号は半分近い量の紙面を割いて、「朝鮮芸術特集号」

が組まれている。執筆陣には、浅川伯教、巧をはじめ、富本憲吉が柳と並んで長文

を寄せた。浅川伯教、巧は白樺同人ではないが、当時の京城を生活の拠点としてい

る２人を、専門的知識を持つ人物より信用できる芸術眼、洞察力の持ち主として柳

が人選にあたったことが記されている28。富本は、陶器づくりの試行錯誤と並行し

て、1913（大正２）年頃から工藝の近代化を模索し、近代の個人作家にとって「模

様」の創造がいかに困難であるかを知る模索期にあった。「純粋美術」が「応用美

術」より重んじられる西洋近世・近代の芸術観と重工業発達以前の明治期における

殖産興業の担い手としての役割の狭間で、きわめて中途半端な位置を与えられるこ

とになった29というのがその理由である。富本のような制作者らも含み、さまざま

な立場の人選によって「朝鮮芸術」特集が編まれていたことは注意すべきであろう。 

浅川伯教の「李朝陶器の価値及び変遷に就て」は全 22 頁で李朝 500 余年の白磁

                                                      
28 巻末に掲載された「編輯余禄」によれば、柳の名で「李朝の窯芸に就て智識的には相当

の人のあるのを知つてゐるが、併しどうも、そう云ふ人の芸術眼や洞察力を信用しかねて

一切止める事にした。芸術の事は智識だけでは理解にならぬ。」とある。  
29 土田前掲書 
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の歴史とその価値について論じたものであり、加えて「壺」と題する詩形式のテク

ストが確認できる。数ページにわたるこの詩形式のテクストの一節を引用してみよ

う。 

 

日本の陶器の古いものは中々佳い／これには古い朝鮮の影が鮮かに宿つ

て居る／其れをああこうと利口をきかせて／まづいものにしてしまつた

／大きな塊や線を／小さなばらばらなものにしてしまつた／これは恐ろ

しいことだ／無理に凸凹をつけて喜ぶ癖／矢鱈平面にして喜ぶ癖／／朝

鮮人は／作意と云ふ事を知らない／自覚とか反省とか云ふものよりも／

もつと本能的に一本調子だ／子供が絵を描く様に純粋の心で作る／其れ

で一つの気持ちが終り迄続く／理性より情味の勝つた芸術／同じものを

二つとは作れぬ芸術／大人の作つた子供の製作／／子供の絵を見ると頭

が下る／そして自分の不純さに驚き恥ぢる／子供に習慣を強いると／子

供は虫の様に小さい／（後略） 

 

浅川伯教が示す芸術の優劣基準は明確である。「作意」がなく、「本能的に一本調

子」で子供の描く絵のような「純粋の心」に軍配があげられ、それらの前では作意

がかった大人がつくる、「情味より理性の勝った」日本の陶器は、「自分の不純さに

驚き恥ぢる」べきものとして発見されていることがわかるだろう。日本の過去が失

った（という）、作意なき美しさを湛える李朝の白磁は、このテクストにおいて、

作家としての個性や技術、未成熟さ（＝子供）という概念によって日本のそれより

尊ばれているといってよい。植民地的な文脈の中でおこなわれるこうした判断は、

被植民者をおなじみの「未熟／自然／子供」としての表象を連想させる。それらは

しかるべき指導者によって「成熟し／教育され／大人になる」ことを必要とすると

いう論理を導く。しかしそのような未熟さには、教育されるその過程の中である真

正さを失うという、「エントロピック」30な語りが待ち受けている。こうした周到

な追い込みは、「過去に存在した純粋な文化が、外部の影響により消え去っていく」

31ような状況として「朝鮮の陶器」とその作り手を尊重しようとする発想を導き出

                                                      
30 J.クリフォード、『文化を書く』（春日直樹他訳、1996 年 12 月、紀伊国屋書店）  
31 太田好信『トランスポジションの思想』（1998 年、増補版 2010 年を引用、世界思想社）  



171 

す。同様の「朝鮮人」あるいは「朝鮮美術」への解釈は、この特集号に寄稿した浅

川巧や富本らにも共通するものである。 

 

そこ（念仏庵）を立つとき、厨房を覗いて現在使つて居る器物を見せて貰

つたが、焼き物は大部分此の頃の日本製品だつた。こんな山中に来ても朝鮮

の焼き物に会へなくなつたことは、なんとなく淋しい気がした。（浅川巧「窯

跡めぐりの一日」） 

 

浅川巧のテクストに見られる喪失感は、都市部にはすでに失われたその「朝鮮」

という国家（あるいは民族なのだろうか）の、文化的侵略を受ける以前の姿が「こ

んな山の中」でさえすでに失われていると、受け止められている。巧の探してい

たものが、純粋に真正な「朝鮮」であり、それこそが失われる以前の完全な姿だ

という感覚である。すでに都市部で失われ、山の中でも失われている「朝鮮」の

姿は、今そこで自分たちを「歓待して呉れた」人々の現在に留まることなく、そ

こから失われた「寂しさ」へと向けられる。 

 

自分達は道すがら語り合つた。／『今日の遠足の愉快だつたこと』、『会

つた朝鮮人の誰もが厚意を示して呉れたこと、』『折があつたら此の山の寺

に泊つて窯跡の調査をして見たいこと、』『できたら気心の合つた二三人と

一緒に朝鮮中に亙つて窯跡を廻る旅行がして見度い』、『現に製作して居る

朝鮮人の窯場を訪れることも興味が多いと思ふ』、『破片を集めることも面

白い。優秀なものの破片は全体の美を語つて居る』。『昔の朝鮮人は焼物の

美しさを理解して居たに違ひない。それは優秀な多くの陶磁器が造られ愛用

されたことからでも想像できる。美しい焼物の世界は此の国の人達に何時又

甦るだらう』。『芸術は強いて生れるものでない。芸術の盛衰も民族の消長

に伴ふ他ない。民族が自覚して立ち、色々の不安も不愉快も去り自由の世界

に伸び出したら、自ら其処に民族芸術の花は開くだらう、』／自分達はこれ

等の望みを民族美術館の仕事にして気長に上よりの祝福を祈り度い』（後略）

（浅川巧「窯跡めぐりの一日」） 
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浅川が言う「遠足」や「調査」を目的に「朝鮮中に亙つて窯跡を廻る旅行」が

発想されるのは、何を背景に成立するものなのか。都市部（おそらくは浅川が生

活の場としている「京城」）に失われたあるべき姿を、どこかにあるはずだと信

じて「朝鮮中」を探し回り、「現に製作している」はずの「今」の中にその姿を

見出したいという欲望は、オリエンタリストたちの行った民族調査のそれと本質

的にかわりはない。「昔の朝鮮人」が理解していたはずの「美しい焼物の世界」

が「此の国の人々」から奪われたのだとすれば、その代償が「民族が自覚して立

ち」「自ら其処に民族芸術の花」を「自分達の望み」によって祈ることであった

かどうかは、厳しく問われなければならないだろう。『 』で括られたこの会話

体を発話する 1 人が柳であり、こうした記事を要望によって『白樺』に掲載した

ことの意味も、浅川――柳の友情物語創出の在り方と同じ様に、問い直されるべ

きではないのだろうか。 

最後にこの特集のもう一人の執筆者、富本憲吉についても触れておく。  

 

その李朝人の投稿を思ふ。／引いては此の水滴を文房具として使用した李

朝の余の有様を思ふ。現代如何なる民族でも此れに匹敵し得る程度のものを

持つものがあらうか。（中略）欧州のそれ（文房具）と比較して美しさが根

本より異なるその非常さに今更ながら驚く。／そして幾人の現代人が実際此

の陶器に内在する美を味はひ得るであらうかと。（…中略）此の小水滴を通

じて逆に李朝人の生活を想像すると二、三年来私に少しづゝ解りかけて来た

貧しい静かな東洋の幸福な生活が見える如く思へる。（富本憲吉、「李朝の

水滴」） 

 

 富本は日本にいて先に近代化した優位性から西欧の美術に触れることになった。

そこで自らが味わった近代国家の政略によって、自らの作るものが序列化され、階

層化されていくことの意味を、当事者として体験した一人であったはずである。だ

が、ここでは、西欧近世・近代以来の芸術観が、東欧の美術を序列化していく経験

として富本の中に写し取られて
ト レ ー ス さ れ

いる。失われた「貧しく静かな東洋の幸福な生活」

を想像できる現代人はほとんどいない、と富本は書く。「貧しく静かな生活」とは、

富本が李朝人の生活の美意識を現代から照射して規定したノスタルジーである。李
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朝の水滴の美しさがもしその時代その場所にしか存在しないものであるならば、そ

れは李朝という時代の必然が初めて作り出したものであり、その必然がそれ以降の

時代を生きる人の「貧しく静か」な生活を反復することとは次元の異なる問題であ

ろう。ここで取り上げられている水滴が、欧州のそれ（文房具）とは根本的に違う

ことに気付いていながら、それらが失われたのはなぜかを問う方向性も、現在の生

活用品とそれを用いて生活する人々へのまなざしも、「芸術の近代化」の洗礼を受

けた富本の興味の外側にあるようにさえ思われるのである。  

柄谷行人はかつて審美的態度についてのカントの説を援用しながら次のように

まとめている。いわく、作品を制作した人々を植民地下した事実、もしくはいつで

も植民地化できるという認識によってこそ（フランスの芸術家たちの日本的美＝ジ

ャポニズムに対する賞賛:引用者注）可能だった。しかし、審美主義者は、しばし

ば、そのことを忘れ、そのような美に拝跪することが、あたかも彼等を対等な他者

として尊重することであるかのように考え」た結果、「審美主義者において植民地

主義は奇妙に没却される32」。 

ここで柄谷が言おうとすることの一つは、政治的立場がその階層を裏付けている

場合、あるものに対して「美的」であると判断し賞賛する階層化された自らの位置

は、それ自身問うことができなくなるという点であろう。このような文脈にしたが

って先の富本のテクストを読めば決して「対等」ではない状況のなかで、「あたか

も彼等を対等な他者として尊重すること」とは、植民地主義の忘却に他ならない。

そしてその方法は、「他者」に対する審美主義を通じて行われる加害性の忘却でも

ある。 

この柄谷の批評は、柳を批判する際に柄谷が見逃した高麗青磁か白磁かという

「一見ささいな違い」、「モノをめぐる微妙な視点の交錯にこそ、柳の主張がオリエ

ンタリズムか否かを真に判断するための材料が隠されている」33といって、批判さ

れることもある。「民藝」論に限らず「モノをめぐる微妙な視点の交錯」がしばし

ば極めて即物的に語られる点や、「大正から昭和にかけて展開されていた他の美意

識群との対抗関係のただ中に位置づけて」柳の主張（引用者注：李朝白磁の評価）

                                                      
32 柄谷行人「美学の効用―『オリエンタリズム』以後」（『批評空間』第二期 No.14､1997

年６月、太田出版） 
33 竹中均「民藝はオリエンタリズムか」（『柳宗悦・民藝・社会理論 カルチュラル・ス

タディーズの試み』1999 年 8 月、明石書店） 
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を考えなければならない34という主張、つまり白磁の美を賞賛した背景に、ライバ

ル「彩壺会」がそれに対する高麗青磁の美を持ち上げていたという背景を抜きには

考えられないという点は、美術史というコンテクストに照らして読んだ場合動かし

がたい事実をとらえているように思われる。しかしそれを考慮に入れてもなお、柳

らが、自らを審美主義者としての政治性によって、支配する側からその美を賛美し

ていたことに、充分自覚的であったといえるかは疑問である。対象化できたかどう

かの問題は残ると言わざるを得ない。そうした論者の立ち位置こそが、柳の『朝鮮

芸術』評価をめぐるテクスト群の最大の問題である。  

 

 

５ 柳宗悦の語り―「貴方がた―吾々」と「お前―彼」 

 

「朝鮮人を想ふ」35に書かれた柳の「朝鮮人の高等女学校を参観した」際の刺繍

の製作品を見た感慨は、それに先立って京城で見た李朝初期の刺繍（引用者注：こ

れは明の影響を受けたものとある）の中にあった「古朝鮮の美を語るのに充分な作

品」と比較されたうえで、次のように書かれている。  

 

生徒の製作品を沢山見たが、丁度壁にかけられた大作の刺繍を見た時余は 

奇異な感慨に打たれた。それは何処にも朝鮮固有の美を認め得ない現代日本

風の作品――即ち半西洋化された趣味もなく気品もない愚な図案と浅い色彩

との作品であつた。併し先生の説明によれば、それはよく教育せられた驚く

べき手工を示す優等の作品と云はれるのである。余は余の所有する古刺繍を

想ひ回して、あやまられた教育の罪を想ひ、かゝる教育を強ひられて固有の

美を失つて行く朝鮮の損失を淋しく思つたのである。（「朝鮮を想ふ」）  

 

としたうえで、日本の古芸術が朝鮮から受けた恩を持ち出し、「余は世界芸術に立

派な地位を占める朝鮮の名誉を保留するのが、日本の行ふべき正当な人道であると

                                                      
34 竹中均前掲書 
35 1919 年 5 月 1 日執筆、同月 20 日～24 日まで『読売新聞』に５回掲載され、3 か月後

の 8 月 13 日付〝The Japan Advertiser″に英語訳、翌年 4 月 12 日より『京城東亜日報』

掲載。 
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思ふ。教育は彼らを活かす為の教育であつて、殺す為の教育であつてはならぬ。」

と結ばれる。 

 ここには注目すべき点が２点ある。一つは、単純に「純粋」であることが芸術的

価値に必要なのではなく、たとえ「明の作の影響」を受けたとしても「古朝鮮の美

を語る」に足ることが美の基準として認められている点。そして、２点目は、それ

が「現代日本風の作品――即ち半西洋化された趣味もなく気品もない愚な図案と淡

い色彩」に見出されている点である。問題にしたいのは、柳のもっている検証不可

能な「審美眼の正当性」ではなく、こうした基準で美の優劣を語ろうとする柳の姿

勢についてである。実際に純粋で混じりけのない朝鮮美は存在しないという前提に

立ったうえで、それでも朝鮮芸術の美を受け入れようとする態度は、単に純粋なも

のだけを評価しているわけではない。その上で、どのような掠奪があっても、「心

を迄奪ふことは出来ぬ」（「朝鮮人を想ふ」三）という信念がここでは強調される。

「吾々は先づ彼等から奪つたものは軍隊であり、吾々から送つたものが彼等のもの

ではない吾々の軍隊であつた。吾々は先ず永遠の独立を彼らに不可能ならしめる固

定した方法をとつた。更に尚自律する彼らの精神を認めない事によつて、只日本に

適する道徳と教育とを与へた。一言で云へば、物質に於ても霊に於ても彼等の自由

と独立とを奪つた」が、その「心を迄奪ふ事は出来ぬ」のである。とすれば、柳の

言う「吾々」日本人が行った教育の結果「朝鮮固有の美を認め得ない現代日本風の

作品」を製作する高等女学校での教育は「心迄奪」い、「固有の美を失つて行く朝

鮮の損失」（「朝鮮人を想ふ」四）を「彼等」に行ったということに他ならない。  

しかし本論が問題にしたいのはそうした教育の是非ではないし、心が奪われたか

どうかの検証でもない。そもそもそんなことはできない。柳がこれを書くときに用

いた人称のもつ影響力についてである。1919 年の改造を出発点に書かれたこのテ

クストは「日本人＝吾々」／「朝鮮人／彼等」として二分する語りを用いている。

しかし同じ雑誌である『改造』に翌年 10 月に掲載された「彼の朝鮮行」では、一

人称はなくなり語り手は一人称に置き換え可能な「彼」に代わる。朝鮮に向けて出

発する「彼」は彼の妻と音楽会を開き、それで得た資金によって、隣国に信頼と感

謝のしるしを捧げようとする。柳の年譜に照らしても、「彼」とは一人称柳自身と

して書かれていることは、周知のことであったと思われる。このテクストには失わ

れていく古都へのノスタルジーがふんだんに描かれており、実際に訪問した場面で
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は、東大門は「お前」と語られるのである。 

「東大門よ、お前のみが旧時の姿を止めて此京城を守つてゐる。どうか永く立つ

てゐてくれ。お前は凡ての友達が倒れてゆくのを見てさぞ淋しいだらう。然し誰か

出て来てお前の運命をどこ迄も守護しようと云ひはるだらう。(後略)」という語り

は東大門を擬人化し、「お前」という極めて近しい二人称で語りかけることによっ

て、親密さと同胞意識を表現する方法として用いられている。  

この引用箇所以外にも、日記や手紙の挿入を用いながら、多層的なテクストを表

現しようとする意識が柳のテクストには散見される。それを見るならば、柳が小説

家でないという理由でこのテクストの性質を決定する必要はないと考える36。一つ

のまとまった出来事の想起と完結を背景にしたストーリー展開をもつテクストで

はなくても、ある一定の方向に時系列を支配しながら展開していく方法はもちろん、

なによりも「お前」という親密性の高い二人称を用いながら、自らの心情を語り掛

けるスタイルは、同時代的な私がたりのテクスト群の中に並べて読んだとき、当時

の「「私」を語る小説」、あるいは「自己表象」的小説に代表される文学テクスト群

に溶け込む同質の性質をもっていると考えられる37。テクストの最後にはこの「彼

の朝鮮行」は検閲のために２回で発表が禁止された「朝鮮の友へ」38同様の扱いを

受けたことへの言及がある。こうした間テクスト性についても、事実を取り込んで

語るスタイルとして、当時の日本語文学テクストの中においてもしばしば行われる

                                                      
36 山口直孝『「私」を語る小説の誕生』において「傍観者ではなく、当事者としてできご

とを語る「自己物語世界」（ジュネット）を統べること、作品内現在と語りの現在とを有

機的にかかわらせること、精神的な遍歴を系統立てて話すこと、新進の失調を描写するこ

となど、複合的な課題を引き受け、言説に定着できる語り手」の語る小説テクストの出現

を 1900 年以後の新しい文壇の動きとして措定している(2011 年 3 月、翰林書房)。 
37 日比嘉高が『〈自己表象〉の文学史―自分を書く小説の登場』（2002 年 5 月、翰林書房）

で扱ったのは明治末年、つまり 1910 年代前半までを中心とした論だが、作家情報の多寡

によって左右される「メタ情報と作品とを交差させて読む読書慣習」については、前掲山

口直孝が指摘する読者ごとの個別性という問題を考慮しないわけにはいかないだろう。そ

の上で考えると、『改造』という総合雑誌や「読売新聞」等新聞への投稿による他テクス

トとの連関性があり、また教職にあったという柳の公的立場から考えても、このテクスト

は「メタ情報と作品とを交差させて読む読書慣習」（日比）を定着させた読者たちが享受

していたと考えられよう。そのような柳という書き手自身にまつわる情報量の大きさを考

えに入れれば、「柳＝私」であるという柳自身のメタ情報は十分に読者に共有されていた

と考えてよいだろう。 
38 「朝鮮の友に贈る書」を指すと思われる。同テクストは、1920 年 6 月号の『改造』に

掲載されたのち、6 月 16 日に「The Japan Advertiser」、「東亜日報」には 4 月 19,20

の２回で掲載が打ち切られており、このテクスト内の記述と一致する。  
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手法である。その一例、同時代、とくに白樺派と呼ばれる作家たちの中にも事実を

虚構テクストの中に取り入れながら書いた人物がいた。その典型的な例として、有

島武郎のテクストを参照してみたい。 

柳が朝鮮芸術論を書き始めるきっかけとなる前年、有島は 1918 年前後に多くの

小説を発表、個人雑誌『有島武郎著作集』を媒体として小説を書き下ろしていたこ

ろにあたる。有島は自らの小説の二度売りを嫌い、同じテクストを自らの著作集で

一度発表すれば、同じものは別の媒体には出さないという考えのもと、「誠実な作

家」として神格化されていく大正時代を代表する作家のひとりとなりつつあった 39。

その有島がこのころ積極的に採用していたのが「小さき者へ」（1918 年）の、「お

前たち――私」、「生まれ出る悩み」（のち「生まれ出づる悩み」、1918 年）にみられ

るような、特定の相手を対象として呼びかけるスタイルの文体であった。「生まれ

出づる悩み」は「君――私」という二人称体が基本となってテクストが構成されて

いる。作家である「私」から見て、画家になることを夢見ながら、その才能を画家

になることでではなく、漁夫としての人間の成熟を体現している一青年の物語だと

ひとまずはまとめることができるだろう。これは人格と芸術の完成の一致を目指し

ていた「白樺派」的方法の体現者でもあることになる。いわば一つの白樺的ヒュー

マニティの宣言文のようなポジションにあたる小説である。有島はここで、圧倒的

他者である一青年に対して、「語りかける」ように書く。 

 

文学者が文学者である事を疑ふ程、世に空虚な頼りないものが復たとあ

らうか。さういふときに彼れは明らかに生命から見放なされてしまつてゐ

るのだ。こんな瞬間に限つて何時でも決つたやうに私の念頭に浮ぶのは君

のあの時の面影だつた。自分を信じていゝのか悪いのかを決しかねて、逞

しい意志と冷酷な批評とが互に衷に戦つて、思はず知らずすべてのものに

向かつて敵意を含んだ君のあの面影だつた。私は筆を捨てゝ椅子から立ち

上り、部屋の中を歩き廻りながら自分につぶやくやうに云つた。／「あの

少年は如何になつたらう。道を踏み迷はないでゐてくれ。自分を誇大して

取り返しのつかない死出の旅をしないでゐてくれ。若し彼に独自の道を切

り開いて行く天稟がないのなら、万望正直な勤勉な凡人として一生を終つ

                                                      
39 山本芳明『文学者はつくられる』（2001 年 1 月、ひつじ書房） 
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てくれ。もうこの苦しみは俺れ一人だけで沢山だ。」（有島武郎「生まれ

出づる悩み」） 

 

異なる階層に生まれながら、共に芸術家たることを目指す「私と君」。彼らの間に

横たわる階級差は、どうすることもできない社会の矛盾として、これよりのち 1922

年の有島武郎の財産放棄と「宣言一つ」（1922 年 1 月、『改造』）から見返したとき、

こうした社会矛盾と、自らの現実的な立ち位置との関連において読まれるべきテク

ストとして想起される性質のものとなるだろう。「生まれ出づる悩み」に書かれた

画家志望の青年への「私」の寄り添い方は、22 年になって「光化門よ」と呼びか

けることになる「失はれんとする～」につながる特徴的なヒューマニティ実現の方

法であると考えられる。 

問題にできるのは、『白樺』的「ヒューマニティ」が充分であったかどうかや、

柳や有島ら白樺派の人々が「真のヒューマニスト」であったかどうかの詮議ではな

い。それらを今検討する方法はもたないが、彼らが拠って立つ「ヒューマニティ」

が、このような親和的な語りのテクスト群の特徴によって形成され、普遍的感情で

あるという前提が「真の友情」を肯定し、同時に誰でもがその当事者のように「代

入可能な親密さ」をもたらしていることだけは記憶してかなければならないだろう。

2012 年の映画「道～白磁の人」において、浅川巧の命がけの「無策の友情」とい

う感情に、チョンリムが「정말 당신은…」（本当にあなたは…）といって問題をす

り替えてしまったように、あるいは、全くかかわりのなかった人々までが、浅川の

家だけは襲撃しなかったのと同様に、またそれらを「建設的関係」という言葉で覆

い隠してしまうことは、本来的に何物をも解決し得ないだろう。ヒューマニティや

友情という普遍的感情の創出が、植民地政策や審美的探究、文学作品という権力に

よって、一人の人間の死や暴力の犠牲になったその人たちの存在を抑圧し、無化す

る装置になってはならないのではないか。 
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第１１章 黄氏鳳姿、〈台湾の少女〉を綴る  

 

 

１ 植民地台湾における綴方少女の誕生 

 

 本章は、日本の植民地下台湾において、日本語を「国語」として用い、台湾の民

俗を収集／記録／出版した、ある少女を考察の対象とする。  

 1943 年、閩南系漢民族の少女が台湾で一冊の本を出版する。黄氏鳳姿著『台湾

の少女』（東都書籍)である。同書に先立って上梓された『七娘媽生』（1940 年)、

『七爺八爺』（同年）に続き３冊目の「国語」による綴方集である。植民地下台湾

において、台湾人が｢国語｣で書いたテクストを出版すること自体は珍しくない 1。

物資供給が制限されていく戦時下において、しかも同化政策が徹底された場所では、

宗主国以外の言語で表現／出版することの方がよほど例外的な事態である。前著二

作は『台湾の少女』出版時点ですでに台湾総督府情報部の推薦図書に指定され、台

北だけでなく東京でも出版されている2。従来の研究の多くは、こうした状況下で

書いた黄氏鳳姿に、国語政策の被害者としての側面を投影することが目的だった。

母語の剥奪によって主体性を奪われた一少女の事例―。そして 1945 年、日本によ

る統治が解かれ、日本に永住した 60 年以上、池田敏雄の妻として語る3以外に、「黄

氏鳳姿」が公の場において、積極的に自分を表現する機会をほとんど持たなかった

ことに気づかされる4。こうした沈黙をもって戦後中国軍の進攻を契機に結婚し日

本に移住した黄氏鳳姿に、果たして「戦後」があったといえるかどうかは現在的か

つ重要な問題でもあるだろう。しかし、それはややもすると歴史的語りとなった黄

氏鳳姿のテクストを、現在から見て断罪するか擁護するかという二者択一的な立場

に陥ってしまう可能性をはらんでいる。 

                                                      
1 台湾文壇での「日本語文学」については、先駆的な仕事として垂水千恵『台湾の日本語

文学』（1995 年１月、五柳書院)から多 くを学んだ。 
2 池田敏雄｢後記」（『台湾の少女』1943 年８月、東都書籍）  
3 たとえば、2003 年に完結した『池田敏雛台湾民俗著作集』(2003 年２月、緑蔭書房)では、

池田の仕事をめぐっての回想文が掲載されている。  
4 村上政彦『｢君が代少年｣を探して  台湾人と日本語教育』(2002 年 10 月、平凡社）の中

で村上のインタビューに答えて統治時代を振り返る池田鳳姿（|日姓黄)が紹介された。 
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台湾が日本の植民地下にあった 1928 年に台北の艋舺（現:台北市万華)に生まれ

た黄氏鳳姿は、35 年に龍山公学校に入学した。担任として積極的に読書や綴方に

力を入れていた池田敏雄は、公学校４年生の頃には鳳姿が｢国語を完全に近いまで

に習得し、訛音や語法の誤りのない正しい文章」を書けるようになったという 5。

しかし台湾語で育てられ、公学校に入学した鳳姿自身は、公学校入学当初について

「台湾語を知らない人はそれだけ内地人に近いと考へ、ただそれだけのことで組中

の尊敬の的となり、組の大将になることが出来た」6と回想する。 

鳳姿の「国語」能力に関する池田の証言を信用するならば、鳳姿は家庭と学校と

いう児童の二つの社会のなかで二重言語を駆使し、優等生として過ごし得た、一種

の天分と努力とを持ち合わせていたといっていいだろう。文法体系も発音も全く異

なる鳳姿たちの言葉である閩南語、台湾語から日本語への移行がどれほどスムース

に見えたとしても、またどのような教育成果があらわれたにせよ、困難と混乱、苦

悩を伴う事態であったことは、様々な証言や研究が証明するところだからである 7。

また書き言葉のシステムが不完全であった母語の閩南語と、勉強を始めて３，４年

目であった日本語との境界にたっていた鳳姿が、「〈国語〉で台湾風俗を綴り、皇

民化運動で否定されたはずの台湾文化の美しさを綴った文章を国語普及の成果で

あるとする矛盾」の中で、自文化を再認識することの可能性に目を向けているとす

る游珮芸の評価8には、黄氏鳳姿の中に国語政策の悲劇的な面だけを押しつけてき

たこれまでの研究の偏りを指摘する正しさがある。だがこうしたスタンスもまた鳳

姿自身の執筆意図と主体性を見出すという正当性を担保として、書くことによる自

己実現があるべき姿として期待されるがゆえに、あるアポリアを抱え込むことにな

るだろう。本稿の問題意識は、こうしたところに出発している。黄氏鳳姿をめぐる

研究の関心はもっぱら、黄氏鳳姿の書いた綴方の中に、彼女自身の執筆意図や主体

性を見出してしまうという方向にむかったともいえる。このような意識で見直すと

                                                      
5 注２に同じ。 
6 『台湾の少女』（1943 年８月、東都書籍）。  
7 台湾を最初期の例とし、宗主国における〈国語政策〉がもたらした影響は、現在まで続

く問題であることは論をまたないが台湾をその一ケースを挙げると、たとえば、川村湊「ど

ろみちのよいどれ一台湾」（『海を渡った日本語 植民地の国語の時間』（1995 年３月、

青土社)には、黄氏鳳姿の例と共に、懸命に「国語」と格闘し挫折する台湾原住民の児童が

記録されている。 
8 游珮芸『植民地台湾の児童文化』（1999 年２月、明石書店）  
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き、当時「台湾の綴方少女」と呼ばれた黄氏鳳姿の綴方が、台日双方の文学者たち

に絶賛され、外地の綴方少女として「主体的に表現する少女」たちの象徴となり、

それによって国語政策の正当性を保証することになった過程が見えてくるだろう。

そこには「率直さ」や「純粋さ」という表象によって、文学場から周縁化された一

つのジャンルと、そうしたシステムを可能にした国語をめぐる問題も介在している

はずである。 

  

  

２ 支配する／される国の〈綴方少女〉 

  

1924 年に８歳で家族と共に渡台、36 年３月に台北第一師範学校を経て公学校教

員となったばかりの池田敏雄によって黄氏鳳姿の「文才」は見いだされた。「生徒

の読書指導に熱心」だった池田は、翌 37 年にから龍山公学校３年生の担任をして

いたとき、鳳姿の綴り方に目をとめる。その後池田は義務年限の５年の務めを終え

公学校教師を辞職、翌月には台湾総督府情報部の嘱託となる。台湾の固有文化研究

が目的とされる『台湾風土記』（1939 年 2 月～1904 年 4 月まで、孝山房）の編集

を教員時代から手伝い、自身も台湾民俗をテーマとした文章を書いていた池田は、

情報部では出版物の編集のかたわら、台湾詩人協会（のち台湾文芸家協会）を組織

して『文芸台湾』刊行に関わり、台湾人作家たちとの人脈を通じて風俗、民芸や文

学の紹介に携わっていた9。こうした活動とほぼ同時期、足かけ２年、４号で廃刊

となった『台湾風士記』の創刊号に、池田は公学校教師時代に書かせた鳳姿の「お

だんご」を掲載する。また創刊号発行から間もない 39 年２月 22 日付の「台湾日

日新報｣には、綴方だけでなくその書き手としての彼女自身のプロフィールと写真

が紹介される。 

  

季刊誌「台湾風土記」に「おだんご」と題する風俗の綴方を発表して、あま

ねく台湾文芸界に知られ、その将来を嘱目されるに至つた黄氏鳳姿さんを、龍

山公学校に訪ねてみた。／鳳姿さんは十二歳、台北市龍山公学校の四年生で、

［中略]。受持の先生に聞いてみても、「鳳姿は学級一番の読書家で、実にい

                                                      
9 台湾近現代史研究会・池田鳳姿校訂｢池田敏雄年譜」（前掲書、注３）  
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ろいろなことをよく知ってゐます。国語もなかなか上手ですよ」とのことだっ

た［中略]家は万華有明町の旧家で、家には七十五になるおぢいさんが居り鳳

姿さんはよくそのおぢいさんに連れられて散歩し、その行先、行先でその地の

伝説を老人から聞かされたりし、いつのまにか今日の台湾に関する豊富な知識

をわがものとしたらしい。／私は鳳姿さんの最近の綴方一篇を貰って、台湾の

豊田正子とも云ふべきこの文才を生んだ龍山公学校を辞去した。［後略］（写

真は微笑む黄氏鳳姿さん） 

  

 以降、台湾の新聞や雑誌には鳳姿の書いた文章が何度も掲載されるが10、これは

鳳姿の 1 冊目の著作『七娘媽生』（1940 年）出版以前のことでもあり、季刊誌『台

湾風土記』の創刊号を除いて、鳳姿の存在が広く知られる契機は、不特定多数の読

者が目にしたこの記事であっただろう。最初に紹介された『台湾風土記』の発行部

数については未詳だが、「台湾日日新報｣は 1898 年の創刊以来 14000 号(２月 22

日、日刊に 13985 号とあり）を発行しており、創刊直後の『台湾風土記』とは比

較にならないほど多い。記事を書いた原登美夫は、「台湾の綴方少女」の名前を冠

して「あまねく台湾文芸界に知られ、その将来を嘱目されるに至つた黄氏鳳姿さん｣

と写真付で紹介しているが、制服姿で微笑む小さな書き手である鳳姿が〈台湾の豊

田正子〉というキャッチフレーズで国語読者に紹介されるのも、おそらくこれが最

初であろう（発表 2 作目がこの記事と共に掲載された｢台湾のおもち｣11）。「国語」

のリテラシーの高さが評判となりった結果、内地ですでに「綴方少女」として著名

な存在になっていた豊田正子に擬えて強調されている。  

 プロレタリア文学の隆盛期とも重なり、豊田には清貧のヒロインの役割が割り振

られ大衆化にさらされる12。一方台湾で公学校に通う鳳姿には、異なる役割が割り

当てられている。同化政策を掲げる当局にとっての、格好の国語政策推進の広告塔

                                                      
10 游珮芸の調査によれば､掲載紙（誌）は｢台湾日日新報｣、『民俗台湾』、『文芸台湾』、

「台湾風土記｣などジャンル、媒体ともに多岐にわたっていることがわかる（前掲書、注８）。 
11 「台湾のおもち」は４０年１月に出版された『七娘媽生』に再録されている。  
12 豊田正子は、職工の娘として生まれ、貧困の中で小学校教師であった大木顕一郎に「綴

方」という自己表現を授けられ、当時の学校教育の場とも深く結びついていた児童向け雑

誌『赤い鳥』に綴方を投稿、それが評価されて『綴方教室』（1937 年）、『続綴万教室』

（1938 年）を続いて出版、大きなブームとなり、高峰秀子主演の映画化（『綴方教室』

1938 年、東宝、山本嘉次郎監督）を経ている。  
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としての役割である13。こうした役割は、鳳姿以上に「受持の先生」であった池田

の関与があったと推測されるべきはずだろう。おそらくこの記事の掲載自体、池田

が関与したはずだからである。これ以降も、何度か新聞や雑誌への掲載を経たのち、

１年後には池田や在台日本人として大きな影響力を持った西川満らによって創刊

された『文芸台湾』の 1941 年３月号に、鳳姿と豊田正子との往復書簡が掲載され

るに至る。 

  

あなたの筆で綴られた台湾の古いお話、風俗習 '慣、私には非常に珍らしく、

一篇の文化映画でも見るやうな気持ちで読ませて頂きました。日本文をよくも、

これ程自由にのびのびと、正しく書き綴つたものだと、頭の下る思ひがしまし

た。（後略） 

  

 一方、鳳姿からの返信には、 

  

只今お手紙拝見致しました。私はあなたのお書きになつた文章を度々雑誌な

どで読んだことがあります。又あなたのお作りになつた御本は、教室で先生か

ら読んでいただいたことがあります。／本当にお上手で、くわしくありのまま

に書かれてあり、よくもこんなにまで作ることが出来たと、つくづく感心させ

られました。（後略） 

  

二人の「少女」が、互いの生活に思いをはせながら、読んだ感想をおりまぜて遠

く相手にむけて返事を書く。自分の知らない台湾の風俗習慣に驚き「自由にのびの

びと」綴られた「日本文」に感心する豊田に対して、『赤い鳥』掲載時からの読者

として「くわしくありのまま」に書かれた文章に賛美をおくる鳳姿。支配する／さ

れる国の「少女」たちの麗しい交流という理想化された構図が演出されている。外

                                                      
13 台湾総督府勤務を経て台北帝大に在籍した増田福太郎は『台湾の少女』の出版案内にお

いて「お互いにその生活の実相を理解することなくして、真の日華親和も成り立たない」

ため「この種の書物が本当に要望される」と紹介している（『民族学研究』1944 年６月、

民俗学研究会)。「日華親和」はあくまでも体裁として台湾社会に了解された目的であった

ことは、想像に難くない。  
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地台湾の国語政策は、遠く内地で児童の「純正」14を企図して刊行された子ども向

け雑誌が生んだ綴方少女と、外地台湾で「国語」で書く綴方少女を結びつける。  

往復書簡掲載の前年、とある１日の新聞記事を見てみよう。４月６日付｢台湾日日

新報」には「日本語と姑娘」と題された記事を掲載されている。そこには楽しげに、

そして真摯に日本語教科書を読む少女たちの姿が映し出されている。キャッチコピ

ー「うららかな／春の陽浴びて／余念なく／日本語教科書／ひもどく姑娘｣。思い

思いに読書にふける少女たちの様子が、一枚の写真に極めてよく考えられた構図で

配置されているというのがこの写真の正しい解釈だろう【図１】。この伏線となっ

たのが、前年 39 年の｢台湾日日」の報じた新たな国語政策である。台北市社会教

育課の発表を受け「昭和十九年を目標に六カ年計画の下に市内六歳以上六十歳以下

約七万の国語不解者の教育に乗り出す｣と報じられている【図２】。  

  

内地における綴方教育に対する期待値の高さを振り返るまでもなく15、こうした

政策を背景に先の往復書簡を読めば、彼女たちが企図するかどうかに関わらず、総

督府当局の国語政策の格好のプロパガンダであったことは否めないだろう。  

                                                      
14 鈴木三重吉が『赤い鳥』創刊の辞に掲げた「子供の真純」「純正」を守るというスロー

ガンは「世俗的な下卑た」「下劣な」他の子ども向け雑誌からの差別化を企図しており、

理想化された「童心主義」を志向した。  
15 綴方、生活綴方と呼ばれるジャンルは、日本では 1910 年代まで遡ることのできる国語

教育の実践方法である。書く主体を子ども、児童に限定せずに出発したが、学校教育の中

では特に国語（綴方）の時間を中心に展開され注目されるようになった実践運動であり、

はやくは芦田恵之助の随意選題による綴方など、師範学校出身者たちの国語教育理論の成

熟期は、文学青年たちによる文章修行から文学主義へと結びつけられるような立身出世コ

ースが模索される時期とも重なっていることも想起しておきたい。  
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注目しなければならないのは、彼女たちに期待されたのが、「綴方」というジャ

ンルの問題を背景とした「未成熟な書き手」による「成長過程の生活記録」と見な

された点である。子どもは、教育者やそれを取り巻く社会によってその成果を客観

的に監視されなければならない。子どもという他者が、できれば強制的にではなく、

「主体性」をもって「正しく」、そしてなによりも「主体的」に導かれることは、

教育にとって不可欠だ。当事者である彼女たちの「のびのびと正しく書き綴つた」

という言葉や「ありのままにくわしく書かれており」という感想は、主体性に裏付

けられた「綴方」が、期待どおりの成果をもたらすことを証明してしまう。いわば

「綴方」という枠組みが、監視社会における「他者の主体性」確保の証明という性

質を帯びている点こそが問題である。 

このような構図で見るならば、黄氏鳳姿も、日本語教科書をひもとく姑娘たちも、

内地における子どもや児童同様、それ以上に宗主国日本という監視者によって「正

しく」、そして何よりも「主体的」に国語に慣れ親しむ様子をアピールする事例と

みることが必要だろう。「綴方」はそうした教育成果を保証する制度として極めて

有効であり、それを体現してくれる豊田も黄氏鳳姿も「綴方」というツールを通じ

て、主体的に自らを表現することを体現する好都合な証言者たちであったというし

かない。 

豊田が貧困の克服という社会問題の枠組みで取り上げられていた一方、鳳姿には

遠く台北から海を隔てた外国語である日本語を「国語」として書いたという構図が

用意されており、宗主国日本において母語―日本語―国語が一致した環境で書いた

豊田と、植民地において強制され、母語以外の言語を国語として書くことで自己表

現した黄氏鳳姿との関係が、決して「少女」たちの麗しい交流などと呼べないこと

も事実である。しかし一方で彼女たちを結びつけてみることでもう一つの問題を抽

出することが可能になるだろう。次章では、文壇という場所で対価を購われるよう

な「文学作品」市場とは別の場所で成立するはずだった綴方というテクストが、出

版という契機を経て変容していく、ジャンルの越境（綴方市場）に関わる問題につ

いて考えてみたい。 

  

  

３ 〈綴方少女〉の役割と「文学」の結節点 
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本来、学校における「綴方」教育とは、自己実現や生活の内省を目的とし、書か

れることそのものが目的化されたテクストという出自16をもっていた。しかし豊田

は大木顕一郎、黄氏鳳姿は池田敏雄という指導者を通じて、教育という場から別の

場所へと拉し去られることになる。ここでは「綴方」というツールを通じて、黄氏

鳳姿という一人の少女が、豊田とは別の物語を付与されることになっていく過程を

追ってみたい。 

 

1939 年 11 月 16 日付｢台湾日日新報」（【図３】）を参照してみよう。第６面

はいわゆる文芸欄にあたる。ここに黄氏鳳姿の「黄三桂と流水星」が掲載されてい

る。このページは、隣に張文環の「キリストと閻魔王」、さらにその隣に馬場孤蝶

の「秋宵漫筆（下）」、やや下がって「図書に就ての管見」（署名Ｐ・Ｑ・Ｒ)で

構成されている。黄氏鳳姿の｢黄三桂と流水星｣は張文環や馬場孤蝶同様の大きな扱

いである。12 歳の書き手の異例にも見えるこうした扱いはどのように台湾におけ

る「綴方」の場所を決定していっただろうか。  

当時次々と発表されていた鳳姿の綴方は、台北に続き東京でも出版されている。

鳳姿が 11 歳から 12 歳のころに書いたものをまとめた『七娘媽生』、２冊目『七

爺八爺』が続く。３冊目が 1943 年刊の『台湾の少女』で、序文は佐藤春夫が担当

している。佐藤は自身も 1920 年に台湾を旅行し、『南方紀行』（1921 年）や『女

誡扇綺譚』（1925 年）をはじめとしていくつもの紀行文や小品を残しているが、

序では池田らから贈られたらしい『七爺八爺』をとりあげ、世間の喝釆によって「少

                                                      
16 『芦田恵之助国語教育全集』第２巻（1988 年、明治書院） 
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年少女の文筆」には大成妨げの懸念が生じるという。したがって「文学がなにもの

であるか」を知る家庭と、指導者の助力によって「綴方」は「文学」へと昇華され

るかどうかが決定されるというのである。それでは「大成」のための必要条件とは

何か。 

  

  一種の清新な趣があるのは国語とこの人の因縁がわれわれとはまた別のもの

だからであらう。文品の高雅なのはこの人の氏であらうか、育ちであらうか。

そのすべてをひつくるめた気質でもあらうか。それにしてもあまり早くへんに

おとなびてしまはなければよいがと案じたが、今度の集を見てもあまりそんな

様子もない。適当に自然な成長を示してくれるだけである。これは指導者たち

にお礼を云はなければなるまい。（佐藤春夫『台湾の少女』序文）  

  

ここでも前述した綴方のコードである「率直さ」を表す「清新な趣」が「適当に

自然な成長」によって保たれる「文品の高雅」さ、「氏」、「気質」が「綴方少女」

の美点として強調される。こうした綴方観は、「綴方」が「作文」と改名された戦

後においても継続して語られている。ノーベル文学賞受賞直後の川端を取材して書

かれた記事には、 

  

川端さんは文芸時評を通して新進作家の素質のみずみずしさに触れるよろ

こびを語っているが、子供のつづり方にも深い関心を寄せた。作文をよく読ん

だ。／［中略］「小学生の綴方といふものは、いったい年と共にどこへ行って

しまふのであらうか。［中略］綴り方の文才は、一口に才能とは云へぬやうな

才能であって、子供のありがたさが、天真燭漫と咲き出たものである」と書い

ている。川端さんは作文の才能を文学的才能の早熟とは決してみていない。少

年少女の姿態が天真の優美さを持つように、その文章の無垢な美しさを愛して

いるのだろう17。 

                                                      
17 「実録川端康成」（1969 年 1 月 16 日、「読売新聞」）。なお、中谷いずみも豊田正子

の「純粋」、「素朴」なイメージによって市場価値を付与された経緯に注目し、綴方教師

との関係に言及しており示唆的である（「『赤い鳥』から『綴方教育』へ―教師という媒

介項―」『日本文学』2004 年 9 月、日本文学協会）。本論ではそれがさらにアカデミズム

との共犯関係にも広がっていることを付け加えておきたい。  
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とある。川端の発言に乗じて書かれた記事が伝えているのは、綴方を少年少女の天

真さや無垢という「童心主義」のコードで理解しようとする社会的通念が、文壇内

部にいる作家たちだけでなく、ジャーナリズム、ひいては児童文学研究18へと連携

しながら延命されている実態である。 

『台湾の少女』に掲載された綴方に目を転じてみよう。前述したように、鳳姿の

綴方が最初に紹介されたのは公学校４年生、『台湾の少女』が出版されたとき鳳姿

は既に台北第三高等女学校に入学している。 

  

私の家はまだその頃は大家族制で、それに年寄りもゐたので、公学校（国民

学校）へ上るまでは主に台湾語しか知らなかつた。それは国語を解さない家族

の人や、近所の人達の前で国語を使ふと、相手に通じないばかりか、国語のわ

かる者同士が話をしても、何かその人の悪口でも話し合つてゐるやうに思はれ

るので、遠慮しなければならなかった。曾祖母がまだ生きてゐた頃も、母が国

語を使ふと気持を悪くしてゐた。（「幼い頃／国語」）  

  

同書に収録された「幼い頃」という回想体の綴方に書かれているのは、池田の言

うように単なる「民俗の記録」に徹する透明で無意識な書き手ではあり得ないイン

フォーマントとしての姿であり、自分も含めた「本島人」を対象化する語りである。

外圧によって引き裂かれる日常のなかで、「台湾語」／「国語」、「本島人」／「内

地人」、「非国語世代」／「統治世代」という要素が複雑に浸食し合う社会の境界

に定置された自分を対象化し、「国語による優れた書き手」という自分の役割を内

省する瞬間が、回想形態という時差を含んだ表現のなかに記憶されている。しかし

佐藤によってこうしたインフォーマントの姿は見過ごされ、その代わりに見出され

るのは内地との融和という社会的コンテクストや「綴方」というジャンルのもつ書

き手の純真さを担保として成立する従順な「台湾の少女」の姿であった。  

                                                      
18 川端同様、アカデミズムにも 60 年代から「童心主義」と結びつける論調は存在する。

たとえば、滑川道夫「童心主義児童文学における「童心」の探求」（『日本文学』1961

年 12 月、日本文学協会）、鳥越信「大正期児童文学の特質―童心主義の問題」（『文学』

1964 年 11 月、岩波書店）などが挙げられる。  
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こうして｢台湾の少女｣の少女性を実体化し、成長と共に消失する純真さ（＝文学

性の高さ）を賛美する視線と、先に見た「台湾日日新報｣での文芸欄記事の扱い―

文学者たちに並んで大きく黄氏鳳姿の文才を取り上げた記事―や、川端らによる綴

方と〈文学〉とを接続しようとする発言とは、綴方が極めて〈文学〉に近いジャン

ルであると同時に、いずれ消失する「純真さ」を抱えて一時的に文学に隣接すると

いう微妙な位置にあることを意味している。これは佐藤春夫や川端康成といった一

部の「文学者」の中に特殊に存在する感覚ではないだろう。その根拠として、そも

そも近代日本においては『赤い鳥』が｢童心主義｣を標榜して、豊田正子のような綴

方少女を発掘していったことを想起すべきだろう19。 

『赤い鳥』の創刊号は当初から二つの大きな特徴があった。読者の多くが学校や

地域の指導者が見える形で誌面参加していたこと、三重吉が掲げた子どもの「純正

な」読み物とは、文壇を代表する作家たちによって提供されていたことの２点であ

る20。これらは文壇内部における新たな読者市場として綴方の表現主体としての

「子ども」が認識されたことの証明であり、新たな文学場が創出されたことを意味

していた。新しい読者の獲得のために創出された綴方や童謡の投稿欄は、〈文学〉

に近ければ近いほどよく、しかし文壇の〈文学〉と差別化が図られる必要がある。

こうした事態は、〈文学〉に限りなく近づきながら、作家や指導者の介入によって

〈文学〉から隔離された場所にあった黄氏鳳姿の〈綴方少女〉としてのポジショナ

リティとも一致する状況と言えるだろう。 

これら文学市場による綴方へのアプローチは、多少の変遷はあるものの、共通す

るのは、「生活のありのまま」を「素直に」描き出すという、一貫して書き手に要

請される姿勢である。換言すれば綴方というスタイルによって書かれたテクストは、

                                                      
19 鈴木三重吉の『赤い鳥』（1918 年～）に端を発し、島崎藤村、有島生馬監修『金の船』

（1919 年 10 月～1922 年 6 月より『金の星』に改題を経て～1929 年）、千葉省三編集、

小川未明らの参加した『童話』（1920 年～1936 年）といった児童を対象とした童話、童

謡、児童劇などを紹介する雑誌は、一部の熱狂的な文学青年教師たちに支持され、〈大正

自由教育〉という新たな教育思潮と結びついて、綴方教育や自由画教育を中心に全国を教

育者たちが講演して回る運動にむすびついてゆく。雑誌の投稿欄、読者欄に地方名や学校

名を冠した読者名が掲載されていることを考えても、大正中期以降も、こうした児童向け

読み物雑誌市場が、学校という場所とある種暗黙の契約関係をむすんでいたことは重要で

ある。 
20 彼らの投稿文や童謡には、必ず住所か学校名と学年が付されており、同じ学校学年から

の投稿も珍しいことではなかった（『赤い鳥  復刻版解説・執筆者索引』1979 年、日本近

代文学館）。 
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そのテーマや内容如何に関わらず、書き手の心情の率直な吐露に裏打ちされたリア

リティが無条件に保証されるがゆえに、そうした価値を評価し、投稿雑誌への掲載

／不掲載を決める文学場での価値も、相互補完的に保証されるという構図が浮かび

上がるだろう21。 

したがって綴方と〈文学〉とのこうした共犯関係が、『赤い鳥』誌面の他の投稿

記事の中でどのように反映、あるいは逸脱しているかについても考える必要がある

だろう。そして同時にその「場所」は、外地にいる「国語」読者を抱えることでよ

り大きな市場の拡大を実現していたことも同時に記憶されるべきである。そこで再

び外地台湾の書き手を例に、『赤い鳥』という文学場の中で「対象化される台湾」

に目を向けてみたい。 

  

  

４ 『赤い鳥』の中の〈台湾〉―植松一郎の場合 

  

関東大震災を経て復刊した『赤い鳥』の裏表紙には、三重吉からのメッセージと

して「『赤い鳥』は、無条件で愛児にあたへ得る、純芸術的、教育的な、たヾ一つ

の雑誌」とある22。大正期と異なり、子ども向け読み物が乱立する出版状況の中、

『赤い鳥』の戦略は、芸術性と同時に教育との連携を強調することであった。内地

では『赤い鳥』創刊当初にはなかった様々の雑誌が創刊されていた以上、この戦略

を掲げて「外地｣での新たな読者と目的を持つ必要があった。  

1931 年２月１日発行の『赤い鳥』震災復興号には「赤い鳥愛読家名簿」が掲載

されている。震災後、刊行再開にあたり、巻頭と巻末に継続して定期購読者の名前

を地域別に掲載する試みも再開した。内地は都道府県別に、加えて台湾以外にも朝

鮮、満州など国語政策によって広まった読者が確認できる。「赤い鳥愛読家名簿」

に確認される台湾在住読者は、震災後復興号に 28 名、同年８月号には「愛読家十

名以上のお集まり」として台湾台中女子公学校部会 21 名を筆頭に代表幹事が 20

名と、学校単位での購読者が列挙されていて、辜添泉、廖氏阿梅、林氏碧、何氏金

                                                      
21 こうした事態は文壇事情とも共通する。山本芳明『文学者はつくられる』（2000 年 12

月、ひつじ書房）や紅野謙介『投機としての文学』（2003 年 3 月、新曜社）に詳しい。  
22 1931 年『赤い鳥』の裏表紙は毎月連続して三重吉の抱負が掲載される。  
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蓮など、氏名から推察するに台湾人らしき読者も確認される。以下 1935 年の廃刊

まで、台北の基隆図書館など公共施設も含めて、継続購読者、新規購読者も名を連

ねていて、決して多くはないが、看過できる数でもない。学校単位で購読する台中

女子公学校にはおそらく積極的な綴方教師が存在するだろうし、基隆図書館にも

『赤い鳥』の存在を知った図書館利用者の中に雑誌の定期購読を望む声があったか、

図書館員の判断が働いたかのいずれかの状況が想像される。  

様々な形で『赤い鳥』にふれた彼女／彼たちがどのように「国語」を読み／書き

していたのか、一人一人に関して知ることは難しいが、募集投稿のページに何度か

登場する読者がいる。1932 年 11 月号に愛読家として名前の掲載される植松一郎23

である。 

植松は 1928 年から 1933 年の５年にわたって募集童謡に名前が掲載される参加

型読者で、名前から推せば在台日本人であるが、日本名に改正名した台湾人である

可能性もなくはない。彼の童謡は他の童謡同様、７・５調のスタイルと平易な言葉

によって表現されているが、およそ二つのタイプに分類できる。対象物を詳細に観

察した「振子時計」（32 年８月号）と、ある風景を後景にして対象を複数配した

「白鷺」（32 年１月号）や｢川土手」（33 年８月号）のような童詩、童謡がある。

その一つ、台北高等学校高等科１年の時に書いた「白鷺」を取り上げる。  

  

七星山
ななせいざん

から大屯山
だいとんざん

へ､／白鷺
しらさぎ

、白鷺
しらさぎ

､
、

／飛
と

ばないか。／／畦道
あぜみち

うねうね、稲
いね

の

葉
は

ゆれる、／そちこち、おりた／五羽
ご わ

の鷺
さぎ

。／／台北駅
たいほくえき

から新北投
しんほくとう

へ／汽
き

道車
どうしゃ

、

汽
き

道車
どうしゃ

、／走
そう

つてる／／想思樹
そ う し じ ゅ

さやさや小風
こ か ぜ

にゆれる。／ぱつととびたつ／白
しろ

い鷺
さぎ

。 

  

「白鷺」に書かれている七星山と大屯山は当時「草山」と呼ばれた台北の火山地

帯である。第一連目にこうした台湾独自の風景を描写し、そこに降り立つ白鷺を想

像上で配置したあと、近景に転じて現実の５羽の「白鷺」が舞い降りる。雄大での

どかな風景描写は一転、新北投駅に向かって疾走する近代的風景を映し出す。最後

                                                      
23 植松は「台北市庄和町 506 植松一郎」とある他「台北高等学校 文科２年」と書かれる

こともある。 
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は再び想思樹（タイワンアカシア）24と白鷺のコントラストで閉じる。南国の風景

と疾走する近代的景観を組み合わせたこのテクストは、内地に向けて自分の居場所

を発信する植松一郎が、モダニズム文学に傾倒する文学少年であったことを思わせ

る25。 

内地では見ることのない想思樹と内地でもしばしば見られる白鷺のコントラス

トは、これまでもたびたび文学テクストに記録されている。佐藤春夫が 1921 年に

発表した台湾が舞台の小品「蝗の大旅行」26の冒頭は、白鷺の群れに鮮やかな色の

花々が咲き乱れ、相思樹に小鳥のさえずりが響く場所から始まる。あるいは文学的

テクスト以外にも、雑誌や新聞がエキゾティックに見出される場所としての「台湾」

を報じている【図４】27。 

 

繰り返し登場するこうした南国のモチーフを、エキゾティシズムとする28べきか、

台湾風俗に対するリアリズムと見るべきかについては、少なくともまったく逆のベ

クトルをもつ二つの解釈が可能だろう。前者の場合、そこにあるのは植民地の風景

に対して、自分たちの世界にはなかった書き立てるべきエキゾティックなもの、奇

                                                      
24 マメ科の常緑高木で、熱帯地方に生息。フィリピンや沖縄では別名で呼ばれる。  
25 「白鷺」が掲載された 1932 年１月号には「東京紙中野区上高田一外語寮六」として新

美南吉の名も見える。 
26 初出は『赤い鳥』の類似雑誌『童話』(1921 年９月号)。 
27 「相思樹茂る国から」と題された写真には、「のびやかな四肢。整った容貌。蕃社の娘

さん｡」とある。 
28 言うまでもなく、一方ではこうした風景をエキゾティックなものとしてとらえる視線の

中に、日本＝中心／台湾＝周縁として位置づけてしまう視線の暴力性があることは論をま

たない。 
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異の感覚で切り取る視線である。また後者は「台湾的なもの」を日本という別の風

俗や文化によって対象化した上で、敢えてその独自性として提示するという評価で

ある。 

植松の「白鷺」以下他のテクストも、題材の選び方が自然物と人工物との対比の

中で成立している。これらの童謡の視点人物は、いずれも近代化されたものと原始

的なものの対比の中で台湾固有の対象を見出すだけで、それらを眼差している自分

のポジションを明確にはしていない。眼差しの出発点は、問われることはないので

ある。外地としての台湾の地名は、おそらく内地や在台日本人の呼び方であったよ

うに、あるいは内地の日本語人たちに認知されやすいように「七星山
ななせいざん

」、「大屯山
だいとんざん

｣、

「新北投
しんほくとう

」、「汽
き

道車
どうしゃ

」、「想思樹
そ う し じ ゅ

」と、すべてに日本語読みを付けて提示される。 

これは黄氏鳳姿が『台湾の少女』の中のさまざまな風俗語に閩南語のルビを付け

たことと対照的な方法だ。「台湾の習慣では内地の様な風呂桶は使はずに、どの家

も脚桶
カアタン

といって腰から下を洗ふ於けと、上の方を洗ふ面桶
ビヌタン

があり、それで行水する

のである。タオルもやはり面巾
ビヌクン

と脚巾
カアクン

とに分かれてゐる｡」（お風呂）と閩南語の

ルビをカタカナで振る場合もあれば、「七月七日は七娘媽生
チツニウマアシイ

です。あるひは七夕と

もいって、家々ではおまつりをします。その日の夕方、机を門口に出して、その上

に生花
せ い か

、果物
くだもの

、白粉
おしろい

、臙脂
え ん じ

、清茶
せいちゃ

、油飯
ゆ は ん

、柔粿
ヌンケエ

 （おだんごの一種）などを供へ…

（後略）」（七娘媽生）と平仮名、片仮名を混用しながら２つの言語を行き来する

表記方法がとられる場合もある。 

「国語｣の中に閩南語による発音表記を混在させることは、描かれる対象をどの

ように選択するか同様、どのように認識するかの問題でもある。仮にそれらがエキ

ゾティックな感覚やプリミティブな要素を読み込まれたにしても、翻訳しようとし

て、しえないものがあるという痕跡が言語遂行的な方法として機能する。一方で植

松のように「想思樹」に「そうしじゅ」とルビをふる行為は、モノとしての固有性

を剥奪し、「ここ／台湾」と「向こう／日本」との同調性を志向しながら、同時に

エキゾティックでプリミティブな眼差しだけを痕跡として残す方法であるといえ

るだろう。そうであるがゆえに、植松のテクストは遠くて近い場所としての「台湾」

が、エキゾテイズムを喚起させる場所であることを強調してしまう。在台日本人に

よる台湾エキゾティシズムとモダニズムという二項対立的思想に支えられた文学

的志向が、日本語によって日本にも外地にも持ち込まれる。それがこのテクストに
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切り取られた「台湾」である。問題はこうした視線が、風物にとどまらず、人物や

その文化全体にもそのままスライドするということである。  

1940 年代直前に書かれた豊島与志雄の「台湾の姿態」にもそうした視線が読み

取れる。台東に近い知本温泉でみた少女を描写した豊島は、「竹の皮で造った三角

形の所謂台湾笠をかぶり、笠のふちから肩へかけて、花模様の布を垂らし、青布に

細帯の姿で、足は大地にじかに跣」の少女を見つける。少女の中に「この上もなく

健康で端麗」さを見出した後、「彼女を以て台湾一の美人」だと豊島は言う。  

  

この少女のイメージを、台湾に於ける文学者達、「台湾文学」や「文芸台湾」

などに拠っている人々に、象徴として提出してみたい。文学の独立発展のため

に彼等は骨折っている。ところで、台湾に於ける文学が、東京の主流に対立し

て何等かの独自性を獲得することを目指す場合、それを往々にしてエグゾチス

ムに陥るし、民衆の生活をいとおしんでレアリスムに徹しようとする場合、そ

れは往々にして発展を阻害されるものに突き当る。そういう意見を彼等の中か

ら私は聞いた。知本のあの美しい少女のように、大地を跣でしかとふまえなが

ら、美しい顔容でつっ立つことが、文学では出来ないものであろうか。台湾笠

に模様布をつけるという珍らしい装いは、思想の飛躍と考えてよかろう。ただ

悲しむべきは、レアリスムに徹することによって発展が阻害されることもある

という、その事実である29。 

  

「エクゾチスム」に陥ることなく台湾の風俗を切り取ることが植民地〈文学〉に

どのように可能であるか、という問題を提示する豊島の問題意識は、この「跣」の

少女を前にして、果たして「レアリスムに徹」しているといえるだろうか。あるい

は東京を「主流」だという見方を首肯したまま、自分たち文学者が先進性や近代性

を押しつけることないレアリスムの表現者としてこの跣の少女を見ているのだと

いえるだろうか。近代化とエキゾティシズムを対立する概念として提示する豊島の

文学者としての感覚が、内地人としての優位性からどれほど距離を持ちえたかは極

                                                      
29 豊島与志雄「台湾の姿態」（『文学母胎』（1939 年 11 月、河出書房）。豊島は 1942

年３月、文芸後援会のため村松梢風、佐多稲子らと台湾に旅行し、同書を刊行した（引用

は『豊島与志雄著作集』第６巻、1967 年 11 月、未来社）。 
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めて疑わしく、同様の疑義は、先に見た在台文学少年である植松一郎にも、あては

まる。 

台湾は日本にとってすでに同化の完了を見据えた場所であった30。内地の新聞に

掲載される新聞や雑誌の台湾に関する記事と、外地の日本語新聞が載せる日本の記

事との間には、質量共に大きな差がある。1930 年代の終わりから太平洋戦争が終

わるまでの間、内地の関心が台湾に継続的に向けられることはほとんどない。台湾

はすでに同化の完了した場所として意識され、宗主国が植民地に向ける関心の度合

いは、その逆とは比べようもない。関心が向けられるときでも、霧社事件に代表さ

れる民族蜂起が衝撃であるのは、同化が完了したはずの「内側」からの反発と映る

からである。そしてこうした関心の偏りのなかに、さらなる温度差が存在する。「高

砂族」と総称される、外見も風俗も「内地人」と異なる人々への同化政策の必要性

は繰り返し伝えられるが、エキゾティシズムの対象として文学テクストに書き込ま

れる原住民族と鳳姿たち漢族「本島人」とは別の表象空間の中にあった。鳳姿のテ

クストから、それを照射してみたい。 

  

  

５ 自分を収集する―民俗学という方法 

  

さすがに東京は日本の首都です。りつぱな建物がずらりとたち並び、電車、

乗合自動車、タクシー等がひつきりなしに往来してゐるので、道路を横切るの

にとても命がけです。台北も早く東京の様に、にぎやかな町になればいいと思

ひました。けれども東京駅を出てすぐ、或る小父さんが電車にひかれて倒れて

ゐるのを見て、やっぱり台北はいいな、と思ひました。（「内地通信」） 

  

40 年に書かれ「内地通信」として『台湾の少女』に掲載されたこの書簡は、「お

だんご｣などとはテーマも文体も異なる。ここでの鳳姿は台北と東京を比較し、近

代的な東京の様子を自分の住む台北の町並みに比べてみた結果、「さすがに東京は

日本の首都」であると記す。だが直後で急速な近代化の暗部とでもいうべき電車事

故について触れ、「やっぱり台北はいいな」という感想に転じていて、単純に近代

                                                      
30 後藤乾一｢台湾と南洋｣（『近代日本の植民地』第２巻、1992 年 12 月、岩波書店）。  
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化の賛美には終わらない複眼的視野での報告文となっている。見るべき点はそれだ

けではない。日本を通して近代化していく自分の価値観を内省し、無条件に賛美す

ることへの違和感を、露骨な表現にしないため「さすがに東京は」、「台北も早く

東京のように」など、当局に対する牽制をおりまぜながら展開するようにも見える。 

また「幼い頃」では文体や使用語彙も大きく変化し、高等女学生としての記録を

見出すことが可能だ。 

  

ある日、私の家に内地の人を嫁にもらつてゐる叔父の子の和ちやんと美代ち

やんとが遊びに来たことがある。ちやうど公学校の友達が居合せ、その子供た

ちが国語しかわからないのをみて、私の誰にあたるかを根ほり葉ほり聞きただ

すのであった。そして、／「鳳姿さん、あなたは幸福ね。をじさんのお嫁さん

が内地人であつたりして｡」／と、その友だちたちはうらやましがった。（｢幼

い頃／国語｣） 

  

台湾で牛肉を食べることをきらふのは、牛は人間のために苦しさをこらへて

よく働く。そのために人間はどれ程助かるか知れない。それを殺して食べるの

は良心が許さないばかりか、あまりにも無情だと云ふのである。／［中略］／

一般に本島人は、死後は生前の行ひにより、立派な家の子女に生れかはったり、

あるひは豚や猫に、最も悪いことをすれば蜘妹になつたりすると信じられてゐ

る。（｢幼い頃／殺生｣） 

  

先にも触れたように、「台湾語」／「国語」、「本島人」／「内地人」、「非国

語世代」／「統治世代」という要素が複雑に浸食し合う要素によって規定される何

者でもない自分のポジショナリティが、国語による優れた書き手の内省を伴った回

想形態によって前景化されていく。 

『台湾の少女』でインフォーマントの役割をする鳳姿は、当時「本島人」（閩南

系漢族）としての伝統と、その行為者としての記録を通して、彼女が「本島人」で

あったからこそ見えたものを「素直に」書いていたようにもみえるだろう。また鳳

姿本人のみならず、鳳姿の綴方を実質的に出版に持ち込んだ池田敏雄や西川満は、

たしかに在台日本人の中では台湾人に親和的な側面をもつ人々であったかもしれ
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ない31。実際、池田は幼少時代から台湾に渡り、揶揄的に「マンカ学派」と呼ばれ

「万事を放擲してマンカに溺れた人」であったと言われていた32。けれどもこうし

たエピソードが語るのは、長く台湾に暮らした「台生」といわれるような経歴の持

ち主にして、その家自体や親世代、祖父母世代、以前から繰り返してきた伝統行事

や古い艋舺（「万華」ではない）の生活を、「体験」として語ることを許される場

所にはなかったことの証明である。逆にいえば、鳳姿がその「語り部」としての資

格を見出されたこと、彼女が何代にもわたる名家の長女であることが、民族の重い

「主体」性を担ったということにほかならない。そこに見出されたのは、台北や艋

舺そのもののもつ伝統や文化だけではなく、〈台湾の少女〉が主体的に語っている

という保証、「当事者の語り」というパッケージつきの「台湾」であり「艋舺」表

象である。その意味で、池田たちは伝統、風俗、習慣と共にその継承者ごと「収集」

したのであり、鳳姿は彼女自身を「提供」したと言い換えることも可能だろう。『台

湾の少女』の扉写真に写った鳳姿は、こうした収集の痕跡を、利発な「少女」像と

共に提供しているようにさえ見える【図５】33。 

 

学ぶ少女、書く少女、自分を含む「本島人」を収集する少女。２節でもふれた「少

女」の語りという「率直さ」は、こうした意味でも重要である34。そう考えると鳳

                                                      
31 池田の人柄やその台湾への親和性について言及する回想は多く、彼等のような親台派を

心から信頼する統治時代体験者を否定するわけではない。  
32 金関丈夫「序文」、立石鉄臣「後書」（池田俊雄『台湾の家庭生活』1944 年 8 月、東

都書籍）。 
33 『台湾の少女』扉写真。机上に本を広げ、カメラのこちら側に強い視線を投げかける〈台

湾の少女〉である。 
34同様の事態は知里幸恵と金田一京助の『アイヌ神謡集』にも敷桁される。  
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姿の３冊目が『台湾の少女』と名付けられていることも極めて示唆的だ。こうした

「少女」性を、鳳姿や池田、西川満、金関丈夫ら男性知識人たちの台湾民俗学の痕

跡と、どのように関わらせてみることが可能だろうか。  

  

1941 年７月から 45 年１月まで継続した雑誌『民俗台湾』の刊行は、池田から

の台北帝国大学医学部に勤めていた金関丈夫への働きかけがきっかけだったと言

われる35。金関、池田ら在台日本人を中心として、陳紹馨や楊雲萍ら漢族台湾人の

書き手が参加している。「民俗採集の当時、艋舺は既に街としての繁栄は外に移り、

さびれていたが、一昔前には台湾三大都市の一つに数えられた名残をとどめ、赤煉

瓦の街並み、職人街、乱熟した漢民族文化のながれをくむ芸能や、生活習慣を多く

残して」おり「泉州からの渡来者が多い艋舺の住民の間で、天界の玉皇大帝を中心

にした民間の道教が盛んで、それにちなんだ年中行事がにぎやかであり、多様な民

間伝承や民話が存在していた」らしい36。 

皇民化政策によって「本島人」の風俗や習慣、文化が消滅すると考えていた池田

に対し、鳳姿は外圧に対する台湾人の反発や防衛本能が、古い風俗習慣の防波堤に

なると感じていたようである37。こうした違いは「高雅な艋舺と云う地名が、今日

の萬華に改称されたのは大正十一年である。かつて道光年間には府治、鹿港と共に

一府二鹿三艦とたたえられた程の伝統を無視して、名実共に遊里の代名詞のごとき

萬華と云う派手な地名をあてがわれてしまつたことは、古い艦岬のためにもまこと

に悲しいことだ｡38」という池田の言に顕著である。「領台後淡水河岸に収集した

内地の妓楼」によって「風雅な艋舺の雰囲気」が破壊されていくことに寄せる池田

の哀惜は、実のところ統治以降に移り住んだ池田自身の出自が、倒錯的に見失われ

ていることによるものである。いわばあるべき艋舺の姿を理念的な「純粋文化」の

場所として固定しつつ、滅びゆく町と「本島人」の伝統的な姿を収集しようとする

                                                      
35 池田鳳姿｢『民俗台湾』について」（前掲書、注３)。加えて西川満の影響を看過するこ

とはできない。鳳姿の〈文学少女〉化に西川も大きな力をもったことが劉淑如の調査によ

って明らかになった（「『台湾の少女』黄氏鳳姿の生成をめぐって―西川満の出版戦略を

軸として」『日本近代文学会北海道支部会報』10 号、2007 年５月、日本近代文学界北海

道支部事務局）。 
36 池田敏雄「萬華の風俗―台北周辺を含む」（前掲書、注３）。  
37 注 36 に同じ。 
38 注 36 に同じ。なお池田の渡台は 1924（大正 13）年である。 
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池田の方法は、ある意味自家撞着的な矛盾を抱えこんでいる。万華が妓楼街として

栄えた一つの原因は、他ならぬ帝国日本の男たちによる侵略があったからに他なら

ない。加えて言えば、何からも蝕まれていない純粋な文化を想定する発想もそれ自

体別の政治性を帯びることとなるだろう39。 

一方、『台湾の少女』に収録された「艋舺の生活」の中での鳳姿は、池田同様に

艋舺の歴史に即して変わりゆく故郷を描きはするが、焦点化されるのは寂れた街に

残った人々が龍山寺を建てたという誇りと、「今に私たちの力で、昔よりずつとず

つと立派な、にぎやかな町にしたい」という感慨である。少なくともここには収集

されることからも収集することからも自由であろうとする一人の書き手の言葉を

読み取ることが可能だろう。自分自身を収集する少女に対し、「『真に有能なる研

究者』とはやはりいいがたい」「若い台湾人女性の書き手」であった40という結論

を簡単に導き出すことは、少なくとも私にはできないのである。  

黄氏鳳姿の『台湾の少女』は、いったい誰によって表象された書物であったのだ

ろう。それは植民地下で抑圧された人々の代弁でもなければ、少女の率直で純真な

生活記録でもない。また主体的な当事者による民族の記録とも言えない側面がある

ことを論じてきた。「台湾の綴方少女」の主体性は、残されたいくつかの断片のな

かから、それを読む別の主体との関係によってさまざまに変化するテクストであっ

た。 

ある時には文学場という作家や作家を目指す文学青年たちを支えるヒエラルキ

ーの一部を形成する役割をもち、別の側面では教育成果の達成をはかる「正しさ」

を保証する役割を担い、同時に彼ら男性知識人たちの形成する文学場や教育という

共通の大きな権力に対する女性同士の国境や言語を越えたゆるやかな連帯―シス

ターフッド―を夢想させる。そしてそのシスターフッドは、おそらく〈台湾〉にお

いては「台湾人」というカテゴリーの中でさらに周縁化される対象との関係を創出

していくだろう41。 

                                                      
39 Ｅ・ボブズボウム、Ｔ・レンジャー編『創られた伝統』（1992 年６月、紀伊国屋書店

［原著は 1983 年］）では「創り出された伝統」を「本来の伝統」と区別して論じている。

本論ではそうした区別そのものも伝統の本質化という新たな政治性ととらえて考えている。 
40 川村湊『大東亜民俗学の虚実』（1996 年７月、講談社メチエ叢書）  
41 黄氏鳳姿、池田敏雄らが共にこだわったのは「本島人」という台湾の漢民族に対する忘

却と記憶の問題であった。そこでは「非漢民族」である少数民族の人々の問題が残されて

いる。 



200 

終章 

 

１ 本論文のまとめ 

  

 本論文「近代日本語文学における〈文学場〉の成立―言葉を分有する方法―」は、1900

年前後に定着していく書き言葉としての日本語が、どのように「文学」を成立させる

場を形成したのか、また、その成立の過程において、どのように日本語社会に影響を

与えてきたのかについて、具体的な事例に基づいて考察したものである。その際、い

わゆる文壇のみならず、文壇以外の社会との関わりについても留意する立場をとった。 

 第 1 部では、日本語の言文一致運動における、亀裂としての「口語」を考える地点

から、「写生」というキーワードに基づき、論を始めた。「写生」において記録する

主体と、記録される対象とはどのような関係なのかを、写生文運動を展開した雑誌『ホ

トトギス』の主な書き手であった坂本四方太の実験的な記録文に着目することで論じ

た。四方太は写生的方法の模索の過程で、方言や下層社会の口語という口語の揺れを

経由することで位相語としての「東京語」を発見していくことになった。坂本四方太

に続いて、同じく『ホトトギス』を創作の場として出発した小説家・夏目漱石に注目

し、「虞美人草」という長編新聞小説を具体的な分析対象とした。「虞美人草」にお

いては多層的な書き言葉を習得しえた男性登場人物に対抗しうる存在として近代化の

象徴的言語である英語を学習した女性が登場するが、こうした関係性は結末において

善悪によって裁断されてしまう。ここには言語規範を形成しえた主体としての男性、

とりわけ高学歴男性たちの存在が想定される。また、「虞美人草」には、そうした男

性たちの「分有」の確認行為として登山が導入されていることを指摘している。 

 主に帝国大学を中心とした高学歴男性を中心に描かれる夏目漱石の小説の男性中心

主義は一方で〈本郷文化圏〉という問題意識を浮かび上がらせてくれる。戦前戦後を

通じて知の体系を形成し、その影響力が帝国日本の中心として戦後にまで及んだとい

う功罪は事実だろう。ただ、他方、〈本郷文化圏〉を論じる際に、男性／女性の関係

を、阻害する者／される者という二項対立的な図式化にも問題はある。第 4 章では夏

目漱石の「三四郎」を取り上げ、男性登場人物たちの階層性に注目した。その分析に

よって、〈本郷文化圏〉の男性としてふさわしいハビトゥスを獲得する過程を意識的
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に顕在化させるのが、三四郎という本科生ではなく、佐々木与次郎という選科生であ

ったことを明らかにした。 

 ただ、こうした階層性は充分に論究されてきたとは言い難い。そこにはやはり表象

される対象とそれを創る側の関係性の問題が大きい。表象される側に置かれるのは質

量ともに圧倒的に女性が多いためである。第 5 章ではスポーツイベントを中心に女性

の身体が性的規範の秩序のもとに規格化されていく様子が複数のメディアに投影され

ていく状況を確認した。 

  

第 2 部においては、「遺稿集」というジャンルについての考察を中心に、書き手の

死を契機に形成されていく〈文学場〉について論証した。特に〈本郷文化圏〉におい

て顕著だった「遺稿集」の成立は、岩波書店などを中心とした出版メディアとも結び

つき、ホモソーシャルな共同体を前提とした特権的な〈文学場〉を形成した。そうし

た契機として本論では魚住折蘆の遺稿集『折蘆遺稿』と夏目漱石の『こころ』との関

連性を扱った。『折蘆遺稿』において書簡という生々しい声が生前に折蘆が残したテ

クストを補完し、読者による「再生」を可能にしている点は、『こころ』をはじめと

した書簡体小説に連なり、同時代の文学的流行の中にあることについても言及した。

ここから「遺稿集」とは、死者を「再生」させる装置であり、それが閉鎖空間的な語

りを保ちながら、同時に〈文学場〉のなかで語りの真実性や普遍性を獲得していくと

考えることができる。こうした観点から夏目漱石という作家が〈文学場〉と同様の機

能を果たしていることをも論じた。漱石の死後に起こった漱石の娘の結婚問題をめぐ

って、久米正雄は「破船」という文壇ゴシップ小説を執筆する。「破船」は「夏目漱

石」をとりまく文壇小説でもあり、かつ、自らの周辺情報をテクスト化した身辺小説

でもあるが、本論第 7 章ではそうした小説がどのように「真実らしさ」を獲得したの

か、という点を論じた。 

また、「破船」からは、死者の言葉を書物とすることの政治性が男性と女性という

関係性のなかでも作用することをも読み取ることができた。第 8 章で取り上げたのは

小説家・有島武郎の妻・有島安子の遺稿集『松むし』である。有島安子は文壇内の人

間ではないし、テクストを公にした人物ではないが、小説家である夫・有島武郎によ

ってプライベートな日記や和歌が遺稿が編まれた。それは二度と主体的に書き／語り

えない有島安子の言葉を、代行者として「再生」する有島武郎との特別な関係、モノ
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ガミーな愛情、を形成することにもなった。そうした妻の言葉を「再生」することを、

有島武郎の作家活動の一環として考えた時、人格者としての作家性が前景化されるこ

とになる、という点についても考察できた 

  

第 3 部では、第 1 部と第 2 部での議論をもとに、より広範な問題意識、「日本」と

旧植民地、特に内国植民地としての北海道と、朝鮮、台湾において展開された同化政

策のなかで「他者」をどのように記録し、「再生」するか、もしくは、主体的に日本

語を習得し、自らの声を「再生」していた書き手たちに注目している。異なる文化的

背景や階層化された権力関係のなかでは、表象される側のアイデンティティには表象

する側の欲望が反映しており、それを表象される側もそうした欲望を内面化しつつ主

体化することを要請されていた。第 9 章ではアイヌユーカラの「翻訳」を行った知里

幸恵を、第 11 章では台湾の〈綴方少女〉として活躍した黄氏鳳姿を取り上げ、彼女た

ちの書くという行為がそれぞれのアイデンティティをめぐって複雑な権力関係のせめ

ぎあいのなかに置かれていることを論じることができたと考えている。さらに、彼女

たちを取り巻く関係性について、朝鮮芸術の信奉者であった柳宗悦をはじめとして、

雑誌『白樺』の同人たちのヒューマニティについて論じ、それらが現在まで歴史を乗

り越える友好的な物語としての役割を担っていることについても問題にした。 

 

２ 今後の課題 

 

これまでは対象とする作家や時代、ジャンルにはこだわらず、できるだけ幅広く対

象をさだめて、一貫したテーマとして書き手や語り手と考えられている主体の性質に

ついて考えてきた。その結果、どのような場合においても、主体とは決してスタティ

ックなものではなく、つまり揺らぎのない純粋な主体ではなく、語り書く主体とは、

常に複合的で、可変的な主体として、あるいは時には完全に対象化される形で存在し

ているという結論を得られたと考えている。 

その上で研究する私という主体そのものも例外ではなく、その研究する私のポジシ

ョンもふくめた場所も、例外のない場であるとかんがえるようになった。 その上で

これまでは外国語の習熟が不十分であるためにできなかった比較文学的な視点に立っ

て、フィールドを決めた研究を継続的にしていく必要を感じている。
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1997 年） 

『さまよえる工藝 柳宗悦と近代』草風館、2007 年 
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文部省編纂会『明治以降教育制度発達史』第四巻 文部省編纂会、1965 年 

文部大臣官房学校衛生課『大正七、八、九三箇年に於ける全国夏季体育的施設』1920 年 
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初出一覧 

 

序論   

【書き下ろし】 

 

１章  坂本四方太、声を写す―写生のイデオロギー 

【初出】「写生のイデオロギー ―坂本四方太、声を写す」 

    『甲南女子大学研究紀要 文学・文化編』第 44 号（2007 年 3月） 

 

２章  夏目漱石「虞美人草」の言語位相 

 【初出】「ことばの位相―「虞美人草」の言語規範」 

     『漱石から漱石へ』（翰林書房,2000年）所収 

 

３章  「虞美人草」―風景を分有する男たち 

 【初出】「『虞美人草』―風景の共有」 

     『国文学 解釈と鑑賞』第 66巻 3 号（至文堂,2001年 3月） 

 

４章  夏目漱石「三四郎」―もう一人の青年 

 【初出】「『三四郎』遡行―〈もうひとりの青年〉」 

     『漱石研究』第 10 号（翰林書房,1998 年 5月） 

 

５章  再生される身体―泳ぐ女たちのモダニズム 

 【初出】「水際のモダン―身体と欲望の劇場へ―」 

     『スポーツする文学 ―1920－30年代の文化詩学』（青弓社,2009 年） 

 

６章  夏目漱石『こころ』と魚住折蘆『折蘆遺稿』 

 【書き下ろし】 

 

７章  〈漱石〉を召喚する―文壇力学としての「破船」 

 【初出】「漱石を継承する―「破船」事件と嫉妬する男の物語」 

     『國文学 解釈と教材の研究』第 54巻 10号（學燈社,2009年 7月） 

 

８章  有島武郎、遺稿集を編む― 

 【初出】「〈遺稿集〉の力学―有島武郎編『松むし』と小説の言葉と―」 

     『有島武郎研究』第 9号（2006年 3月） 

 

９章  知里幸恵、〈民族〉を記憶する方法 

 【初出】「〈民族〉を記憶する方法―知里幸恵の主体化をめぐって―」 

     『JunCture 』04 号（2013 年 3 月） 
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１０章 白樺派的ヒューマニティの方法 

 【初出】『韓国日本語文学会 第 41 回学術大会 Proceedings 予稿集』（2013 年 10 月） 

 

１１章 黄氏鳳姿、〈台湾の少女〉を語る 

【初出】「黄氏鳳姿、〈台湾の少女〉を綴る 

―植民地台湾における綴方少女の主体性と文学場のイデオロギー」 

『JunCture 』02号（2011年3月） 


