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「藪の中」に現れた道徳的な罪の認識
―歴史小説に現れた罪の認識との比較を中心に―

尹　相鉉

キーワード　藪の中の空間、罪悪、道徳的・倫理的な罪の認識、贖罪

!．はじめに

　芥川の日常生活は小説の創作と深く関連があると思われる。特に、ここでは、

芥川の古典の解釈や、個人的な女性関係、宗教への関心を考察することで、芥

川の罪の認識問題を問うことにする。つまり、彼の歴史小説に現れた道徳的な

罪の様相が、彼自身の個人的な罪の認識の象徴であることを証明したい。また、

その小説の主人公が、罪を認識しないように、芥川が表現している原因を探り

たい。

　まず、罪の認識問題について探ることにする。

　　

　御主を辱めた罪を知っているものは、それがしひとりでござろう。罪を

知ればこそ、呪もかかったのでござる。罪を罪とも思はぬものに、天の罰

が下らうやうはござらぬ。―（中略）―但し罰をうければこそ、贖ひもあ

ると云う次第ゆゑ、やがて御主の救抜を蒙るのも、それがしひとりにきは

まりました。罪を罪と知るものには、総じて罰と贖ひとが、ひとつに天か

ら下るものでござる。 （「さまよへる猶太人」、『全集１』、p.４５４）

　「さまよへる猶太人」（１９１７年）の中で、主人公ヨセフは「罪を知ればこそ、

呪もかかったのでござる」とし、御主キリストに呪いをかけられ、最後の審判

が来る日を待ちながら、永遠に彷徨い続けている。しかし、「罰をうければこ

そ、贖ひもあると云う次第ゆゑ、やがて御主の救抜を蒙るのも、それがしひと

りにきはまりました」と上の文に見られるように、罪を認識したヨセフだけが、

贖いや、御主の救済を受けられる。

　ところで、イエスを苦しめたものは、彼独りばかりではなく、数え切れない

程多かったのに違いないが、「罪を罪とも思はぬものに、天の罰が下らうやうは

ござらぬ」ため、罪を認識しない彼等は、贖いも、御主の救済も受けられない。
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このことに関して、宮坂覚が「ヨセフの論理によれば、罪の自覚がなければ罰

も贖いも下らないことになる。すなわち、罪の自覚からすべてが出発するとい

う人間中心の理解である」といい、「ヨセフの苦悩の内に芥川自身のそれを読み

取ることは強ち深読みではあるまい」iと評しているように、「さまよへる猶太

人」は芥川自身の罪の認識の難しさをテーマとした作品であると思われる。つ

まり、罪（道徳的・倫理的な罪）を認識しない人には、贖いも、また天からの

救済も受けられないというのが、芥川の罪の認識の一面がうかがえると思う。

　もちろん、「さまよへる猶太人」が芥川の罪の認識に関する最初の作品ではな

い。石割透は「この作品（「さまよへる猶太人」）は葛巻義敏氏編『芥川龍之介

未定稿集』（昭４３・２岩波書店）に収録され、同氏によって明治四一、二年の執

筆と推定されている、習作「老狂人」とモチーフの点で共通していことがわか

る。―（中略）―又、同じように、小品「父」とも性格が似かよっていること

にも気がつこう。そうした意味でも、この作品のモチーフは、青年期からもち

こされている芥川の本質に触れた重い問題が隠されているような気がする」iiと

言ったように、他の作品、例えば「或日の大石内蔵之助」（１９１７）、「白」（１９２３）、

「歯車」（１９２７）など、芥川全作品にわたって罪の認識問題（道徳的・倫理的な

罪）がうかがえ、またそういう観点から歴史小説と呼ばれる作品、１９２２年に書

かれた「藪の中」にも道徳的・倫理的な罪が現れていると考えられる。

　特に、「藪の中」で注目したいのは、作品の主要人物である多襄丸・真砂・武

弘の陳述（懺悔）の中で、作家はどうして三人の食い違った陳述で作品を構成

しなければならなかったのか、あるいは、食い違った陳述を通して何を語ろう

（テーマ、それとも真実）としたのであろうかという点である。福田恆在は中

村光夫との論争で、「多襄丸は女を犯した後、その残虐な興奮状態から、武弘を

刺して逃げ去った」と言いながらも、「心理的な事実もまた事実である。「藪の

中」について言えば、多襄丸、女はそれぞれ自分が殺したと言ひ、男は自殺し

たと言つてをり、この三つの「陳述」は現在の事実としては矛盾してゐるが、

もしそのいづれも現実の事実ではなく、三人が銘々さう思ひこんでゐる心理的

事実に過ぎぬものだと解すれば、その矛盾は却って主題を強調するものとして

成り立つのではないか」iiiと評しており、大岡昇平も「死者は生者のように、現

世に利害を持っていない。それは刑死を覚悟した犯罪者、懺悔する女よりも、

真実を語っている、と見なしてよいのではないか」と言いながらも、「ここに問

題になっている「事実」とは現実の事実ではなく、作品の中に述べられている

事実である。―（中略）―その中の事実を取って現実の事実と同じように、す

でに存在するものとして比較すると、間違える」ivと評したように、万一、彼ら（多

襄丸、真砂、武弘）の語った告白（また、懺悔）を現実的な事実としてより、
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心理的な事実として見れば、三人の告白はまったく矛盾しているとは思われな

い。

　つまり、「藪の中」に現れている告白を心理的な事実という観点から見れば、そ

こに隠された道徳的・倫理的な罪の真実、またはテーマがうかがえると考えら

れる。

　したがって、このような心理的な事実を探るためには、芥川が古典を題材に

して書いた歴史小説の立場、そして「藪の中」を書く当時（１９２２年以前）の状

況を論じなければならない。

　まず、芥川が歴史小説に対して、「今僕が或テエマを捉へてそれを小説に書く

とする。さうしてそのテエマを芸術的の最も力強く表現する為には、或異常な

事件が必要になるとする―（中略）―所謂歴史小説とはどんな意味においても

「昔」の再現を目的にしてゐないと云ふ点で区別を立てる事が出来るかも知れ

ない」と述べながら、「それと同じやうに或異常なる事件を不自然の感じを与え

ずに書きこなす必要上、昔を選ぶと云ふ事にも、さう云ふ必要以外に昔其もの

の美しさが可也成影響を与えてゐるのにちがひない」vと述べていることにも見

られるように、作家自身が小説の主題のため、その素材として古典を引用して

いるし、また＜昔其ものの美しさ＞をある程度意識しながら主題と共に表現し

ているのがわかる。特に、＜昔其ものの美しさ＞は、「歴史小説と云ふ以上、一

時代の風俗なりに、多少は忠実でないものはない。しかし一時代の特色のみを、

殊に道徳上の特色のみを主題としたものもあるべきである。―（中略）―この

種の歴史小説は、その現代との対照の間に、自然或暗示を与え易い」viや、「かう

云ふ作者の写生的筆致は当時の人々の精神的争闘もやはり鮮やかに描き出して

ゐる。彼等もやはり僕等のやうに娑婆苦の為に呻吟した。―（中略）―修羅、

餓鬼、地獄、畜生等の世界はいつも現世の外にあつたのではない」viiという記述

にうかがえる。

　つまり、芥川の歴史小説は、構成上は昔の古典を題材しながらも、内容上は

＜昔其ものの美しさ＞、具体的には＜道徳上の特色＞や＜当時の人々の精神的

争闘＞などを、作品の主題と共に現していると思われる。

　したがって、「藪の中」（１９２２）は、作者が『今昔物語』二十九巻二十三話の

物語viiiを形式的には題材としながら、内容的には『今昔物語』に現れている世

俗的、教訓的な面ixを意識して作り上げた作品ではないかと考えられる。

　さて、ここで芥川の執筆前後の私的生活に目を向け、芥川が作品を書く前に

出会った女性との関係に注目してみたい。１９１９年６月１０日、十日会という新進

文士の会で知り合った秀しげ子夫人（芥川（２７歳）より二つ年上）は、芥川が

出会った多くの女性の一人であり、『我鬼窟日録』では「愁人」と呼ばれた女性
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であるが、「彼が唯一度の情事を結んだため生涯悩まされた」x女性でもある。特

に、１９２１年１月にしげ子が次男を出産した際、その子が芥川に似ているとしげ

子に言われたことは、彼にとって、心理的・精神的な衝撃であったに違いない。

これは「或阿呆の一生」では＜狂人の娘＞、そして「歯車」では＜復讐の神＞xi

として認められるように、この時芥川が受けた道徳的・倫理的な衝撃は、その

一年後創作した「藪の中」とは無関係ではないだろう。

　本稿では「藪の中」の創作背景として、古典の＜道徳上の特色＞＜当時の人々

の精神的争闘＞という道徳的な側面と、当時芥川が出会った女性に現れた倫理

的な側面とを結び付けて論じていきたい。そして、作品の中に隠されている真

実や、罪の認識の難しさを探ってみたい。

@．罪の認識問題

　まず、このような道徳的な罪を探るためには、「るしへる」（１９１８）に現れて

いる道徳的な罪の具体的な例をあげてみることにする。

　「悪魔にしてたとひ、人間と異るものにあらずとするも、そは唯、皮相

の見に止るのみ。汝が心には、恐ろしき七つの罪、蠍の如くに蟠らん」―

（中略）―「七つの罪は人間の心にも、蠍の如くに蟠れり」―（中略）―

われら天が下を二つに分つて、汝がＤＳと共に治めんのみ。それ光あれば、

必暗あり。ＤＳの昼と悪魔の夜と交々この世を統べん事。

 （「るしへる」、『全集２』、pp.３６６～３６７）

　ここで現れている七つの罪は、「総じてこの『ぢゃぼ』には、七つの恐ろしき

罪に人間を誘ふ力あり、一に驕慢、二に憤怒、三に嫉妬、四に貪望、五に色慾、

六に餮饕、七に懈怠、一つとして堕落たらざるものなし」（「るしへる」、『全集

２』、pp.３６５）のように、道徳的な罪を具体的に驕慢・憤怒・嫉妬・貪欲・色

欲・怠惰・大食という七つの罪として挙げている。これはダンテ『神曲』（煉獄

編）に書かれている七つの罪悪と同じものである。１９２４年１月３０日、東京帝国

ホテルでの「家庭に於ける文芸書の選択に就いて」という対談において、家庭

に文学を入れるのは良いか悪いか、もし入れるとするとどういうものが良く、

どういうものが悪いかという問題が扱われ、芥川は西洋のクラシックを放して

聞かせることを主張しながら、『ドンキホーテ』、『アラビアンナイト』そして、

ダンテの『神曲』などを挙げている。ここで挙げられたダンテの『神曲』は、
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おそらく「ダンテ神曲物語」（繁野天来編、富士房、１９０３）、「神曲」（村上静人

編、赤城正蔵、１９１４）などの中xiiの一つを指していると思われる。また、彼の

後期作品の中にも「僕はダンテの地獄の中にある」（「歯車」、『全集９』、p.１３４）、

「ダンテはフランチェスカを地獄に堕した。が、いつかこの女人を炎の中から

救っていた」（「西方の人」、『全集９』、p.２４２）と書かれているところがあり、

芥川がキリスト教に関心を持っていたことと関連させ、道徳的な罪を「るしへ

る」の中に書かれた罪の観点から探るのも可能であろう。

　したがって、「藪の中」は「この材料ははじめ滝井孝作が純潔を失った夫婦の

生活を主題にし、小説化しようとした芥川に話したもの」xiiiであり、吉田精一が

（『現代文学と古典』）で「小穴隆一、滝井孝作氏らの回想を引用して、この小

説を書く少し以前に某夫人と関係し、しかもその恋人が更に彼の年少の友人（南

部修太郎）と通じたという事件があったと云い、これが小穴のように、芥川の

自殺の原因であったとは云えないにしろ、彼の精神生活に大きな打撃をあたえ

たことは、充分考えられるとして、『藪の中』のモチーフの一つをここに見出し

ている」xivと述べたことから見ると、このような罪の重要性を強調していると考

えられる。つまり、「藪の中」での多襄丸の陳述には、精神的・道徳的な罪の深

刻性を告発する様子が次のように現れている。

　唯わたしは殺す時に、腰の太刀を使うのですが、あなた方は太刀は使わ

ない、唯権力で殺す、金で殺す、どうかするとお為ごかしの言葉だけでも

殺すでしょう。成程血は流れない、男は立派に生きている、―しかしそれ

でも殺したのです。罪の深さを考えて見れば、あなた方が悪いか、わたし

が悪いかわかりません。（皮肉なる微笑） （「藪の中」、『全集５』、p.１０６）

　上の多襄丸の告白の中に現れた罪の認識は実際的・肉体的な罪悪より精神的・

道徳的な罪悪の方に重みを置いている。しかし、それにもかかわらず、作品

「藪の中」の三人の告白はただ表面的に現れた肉体的な死　―　罪悪（武弘の

死）―　という一つの実体のみを罪として認識しており、そこに罪の認識不在

があるととらえなければならない。したがって、論じる作品の作品の中で容疑

者（多襄丸・真砂・武弘）の告白、つまり、三人みなが武弘を殺したという告

白は、一つの現象的な死（肉体的）を意味するのではなく、道徳的・倫理的・

精神的な側面xvで罪を犯したと見なければならない。そして、そのような罪の認

識の中で、作品の真実を得られるのではないかと考えられる。つまり、三人が

武弘（人）を殺した（罪を犯した）―　彼らが自らの罪を認識しているかどう

かとは関係なく　―　という告白は、お互いの矛盾した陳述と見なすより、む
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しろ罪の認識面では正しいのではないかと思われる。

　以上のように、次の章では「藪の中」に登場する人物の犯した道徳的な罪悪

が、一体何なのかを他の歴史小説と比較しながら具体的に探って見ることにす

る。

#．罪悪にいたる道

　まず、道徳的・倫理的な罪悪にいたる道を、罪悪（驕慢・憤怒・嫉妬・貪欲・

色欲・怠惰・大食）を中心に探ることにする。つまり、「藪の中」での多襄丸、

真砂、武弘の告白（また、懺悔）と他の歴史小説（１９１７～１９２２年作品）に現れ

ている各々の人物の道徳的・倫理的な罪の類似性を比較、関連させてうかがう

ことにする。

　次の例を見てみよう。

　盗人にこう云われると、妻はうっとりと顔を捧げた。おれはまだあの時

程、美しい妻は見た事がない。しかしその美しい妻は、現在縛られたおれ

を前に、何と盗人に返事をしたか？ （「藪の中」、『全集５』、p.１１３）

　武弘の霊の告白を通して真砂の罪―驕慢―を探ることができる。つまり、真

砂自身の美しさを利用すること自体が、驕慢という罪悪に当てはまると思われ

る。そして、このような驕慢の例は「偸人」（１９１７）の女泥棒である沙金xviにも

見える。彼女は自分が女という点を利用して、義父である猪態以外にも、太郎

と次郎兄弟とも関係を持ち、お互いに嫉妬を生み出す結果までもたらす。また、

「開化の良人」（１９２０）での勝美夫人は、女権論者である楢山夫人とみだらな男

女関係を持つことによって、今まで愛のある結婚を主張してきた夫三浦の純粋

な理想を崩してしまう。つまり、「偸人」の沙金、「開化の良人」の勝美夫人の

罪悪は、単に驕慢に留まらず、それによって、太郎と次郎（「偸人」）には、嫉

妬という罪悪を、そして三浦（「開化の良人」）には憤怒という罪悪を生む結果

を作り出している。

　次の例を見てみよう。

　わたしは夫の目の中に、何とも云いようのない輝きが、宿っているのを

覚りました。何とも云いようのない、―わたしはあの日を思い出すと、今

でも身震いが出ずにはいられません。 （「藪の中」、『全集５』、p.１１１） 
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　真砂の告白を通して武弘の罪―憤怒―を探ることができる。つまり、武弘は

多襄丸に犯された真砂を目撃しており、彼の心情に現れた憤怒そのものが罪悪

であろう。そして、これと関連して「開化の殺人」（１９１８）の北畠博士の遺言の

中には、次のような憤怒が現れている。

　予は信ず。予が殺害せんとするの意志を抱きしは、実にこの水楼煙火を

見しの夕に始る事を。又信ず。予が殺人の動機なるものは、その発生の当

初より、断じて単なる嫉妬の情にあらずして、寧不義を徴し不正を除かん

とする道徳的憤激に存せし事を。　 （「開化の殺人」、『全集２』、p.２３８）

　上の文からもわかるように、子供の時から明子を片思いしていた北畠は、夫

満村が禽獣の如き濫淫の財貨であるのを知って道徳的な憤激を感じる。結局、

彼の憤怒は信仰（キリスト教）を捨てて、本多子爵さえ殺そうとする自分の醜

さに対し、自殺することによって罪―憤怒・嫉妬―を償おうとする姿が現れて

いる。

　次の例を見てみよう。

　この男の云う事を真に受けるな、何を云っても嘘と思え、―おれはそん

な意味を伝えたいと思った。しかし妻は悄然と笹の落葉に座ったなり、じっ

と膝へ目をやっている。それがどうも盗人の言葉に、聞き入っているよう

に見えるではないか？おれは妬ましさに身悶えをした。

 （「藪の中」、『全集５』、p.１１３）

　武弘の霊の告白を通して自分の罪―嫉妬―を探ることができる。そして、こ

れと関連して嫉妬の例としては「奉教人の死」（１９１９）がある。ここに登場する

傘張の娘の懺悔はろおれんぞに対する愛が怨望と嫉妬に代わっていくのがわか

る。

　「妾は日頃『ろおれんぞ』様を恋い慕うておったなれど、御信心の堅固

さからあまりにつれなくもてなされる故に、つい怨む心も出て、腹の子を

『ろおれんぞ』様の申し偽り、妾につらかった口悔しさを思い知らそうと

致いたのでおじゃる」―（中略）―妾が重々の極悪を思えば、この五体は

忽『じゃぼ』の爪にかかって、寸々に裂かれようとも、中中怨むところは

おじゃるまい」娘は「こひさん」を致いも果てず、大地に身を投げて泣き

伏した。 （「奉教人の死」、『全集２』、p.２７６） 
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　このような傘張の娘の嫉妬はろおれんぞが村から追放されてしまう結果を生

む。しかし、ある晩村の火災で、彼女の子が危機に陥った時、ろおれんぞは自

分の身代わりに彼女の子を救う。それがきっかけで彼女の嫉妬という罪悪は懺

悔を通して贖罪しようとする様子がうかがわれる。

　次の例を見てみよう。

　向こうの山には古塚がある。この古塚を発いて見たら、鏡や太刀が沢山

出た、―（中略）―もし望み手があるならば、どれでも安い値に売り渡し

たい、―と云う話をしたのです。男は何時かわたしの話に、だんだん心を

動かし初めました。それから、―どうです、慾と云うものは恐ろしいでは

ありませんか？ （「藪の中」、『全集５』、p.１０７）

　多襄丸の告白を通して武弘の罪―貪欲―を探ることができる。そして、この

ような貪欲は、「地獄変」（１９１８）の良秀にも現れている。

　中にはあの男を罵って、画の為には親子の情愛も忘れてしまう、人面獣

心の曲者だなどと申すものもございました。あの横川の憎都様などは、こ

う云う考えに味方をなすって御一人で、「如何に一芸一能に秀でようとも、

人として五常を弁えねば、地獄に堕ちる外はない」などと、よく仰有った

ものでございます。 （「地獄変」、『全集２』、p.２２３）

　このように、良秀の貪欲という罪の結果、自分の娘だけでなく、自分自身も

自殺して地獄におちなければならないことがわかる。特に、海老井も指摘xviiし

ている通り、「地獄変」で自殺した良秀は、「邪宗門」（１９１８）では地獄に落ちた

良秀の姿で再登場している。

　或女房の夢枕に、良秀の娘の乗つたやうな、炎々と火の燃えしきる車が

一輛、人面の獣に曳かれながら、天から下りて来たと思ひますと、その車

の中からやさしい声がして、「大殿様をこれへ御迎へ申せ」と、呼はつたさ

うでございます。その時、その人面の獣が怪しく唸つて、頭を上げたのを

眺めますと、夢現の暗の中にも、唇ばかりが生々しく赤かつたので、思は

ず金切声をあげながら、その声でやつと我に返りましたが、

 （「邪宗門」、『全集２』、pp.２９４～２９５）

　上の例文では、「人面の獣」や、「唇ばかりが生々しく赤かつた」のような表
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現は、地獄に落ちた良秀の姿であると考えられる。つまり、良秀は現実世界に

いる間に自分が犯した罪―貪欲―によって、死んだ後にも地獄に落ちて使者に

なっていなければならないのである。

　次の例を見てみよう。

　わたしはあの女の顔が、女菩薩のように見えたのです。わたしはその咄

嗟の間に、たとい男は殺しても、女は奪おうと決心しました。

 （「藪の中」、『全集５』、p.１０６）

　多襄丸の告白を通して自分の罪―色欲―が現れている。そして、このような

色欲は「袈裟と盛遠」（１９１８）の盛遠にも現れている。

　その時の己の心もちには不純なものも少ないはない。己は袈裟に何を求

めたのか、童貞だった頃の己は、明に袈裟の体を求めていた。もし多少の

誇張を許すなら、己の袈裟に対する愛なるものも、実はこの欲望を美しく

した、感傷的な心もちに過ぎなかった。―（中略）―己が袈裟に対するそ

の後の愛着の中には、あの女の体を知らずにいる未練が可成混じっている。

 （「袈裟と盛遠」、『全集２』、pp.１５３～１５４）

　つまり、盛遠が渡の夫人になった袈裟に願っていることは、愛というより、

むしろ色欲であり、彼が袈裟を犯した瞬間、自分の罪―色欲―は盛遠自身に止

めることができず、袈裟にも同じ罪をもたらしている。結局、袈裟は盛遠に自

分の夫を殺すように頼んだが、夫の代わりに自分が殺されてしまう。その理由

として、彼女は「私が夫の身代わりになると云う事は、果たして夫を愛してい

るからだろうか。いや、いや、私はそう云う都合の好い口実の後で、あの人に

体を任した私の罪の償いをしようと云う気を持っていた」（「袈裟と盛遠」、『全

集２』、p.１６２）と述べている。

　袈裟が自分の罪―色欲―に対する贖罪として死を選んだ。このことと真砂の

様子を、次に論じる罪―怠惰―と関連xviiiづけて考えてみよう。

　次の例を見てみよう。

　兎に角わたしはどうしても、死に切る力がなかったのです。小刀を喉に

突き立てたり、山の裾の池へ身を投げたり、いろいろな事もして見ました

が、死に切れずにこうしている限り、これも自慢にはなりますまい。（寂し

き微笑） （「藪の中」、『全集５』、p.１１２） 
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　真砂の告白を通して自分の罪―怠惰―が現れている。このような怠惰は「報

恩記」（１９２２）の弥三右衛門の息子弥三郎の独白にも現れている。つまり、放蕩

した生活―怠惰―で、親に勘当された弥三郎は自分の贖罪として大盗の阿媽港

甚内の代わりに死を選んでいる様子が見られる。

　わたしは夜が明け次第、首を打たれる事になっています。わたしの首は

地に落ちても、わたしの魂は小鳥のように、あなたの御側へ飛んで行くで

しょう。いや、悪事ばかり働いたわたしは、「はらいそ」（天国）の荘厳を

拝む代わりに、恐ろしい「いんへるの」（地獄）の猛火の底へ、逆落しにな

るかも知れません。―（中略）―お父さん！吐血の病に憚ったわたしは、

たとい首を打たれずとも、三年とは命は続かないのです。どうか不幸は堪

忍して下さい、わたしは極道に生まれましたが、とにかく一家の恩だけは

返す事が出来たのですから、― （「報恩記」、『全集５』、pp.３５６～３６７）

　２０年前弥三右衛門によって命を救われた甚内は、偶然弥三右衛門の家に侵入

するが、彼が経済的に難しいことを知って、自分の命を救ってくれた報恩に六

千貫の金を調達して恩返しをしようとする。しかし、上の例文にあるように、

弥三郎はそれまでの放蕩という怠惰の罪に対する報恩として、自ら大盗の甚内

の代わりに死で贖罪しようとする懺悔が見られる。

　以上のように、「藪の中」を他の作品と比較して道徳的な罪悪へいたる過程を

調べてみた。そこで、「藪の中」の人物、多襄丸・真砂・武弘の告白（また、懺

悔）から見られるように、単純に誰が犯人であるか、誰の告白が真実であるか

というような実際的な罪（肉体的な死）を問う前に、すでに皆が道徳的・倫理

的な罪を犯した犯人であると考えなければならない。したがって、作品の中で、

彼ら自らが犯人だと告白したのは実在的な殺人を意味するのではなく、彼ら三

人が道徳的・倫理的に人を殺したという真実を話しているのではないかと考え

られる。

$．贖罪の難しさ

　ここでは、罪を犯した者の贖罪の難しさについて他の作品と比較しながら見

ることにする。まず、多襄丸は自分の罪のため、殺されたと思われる。そして、

彼が地獄に堕ちるのは間違いないのであろう。しかし、彼が地獄に堕ちたとし

ても、彼の罪が贖罪できたとは言えないと思われる。その理由は「蜘蛛の糸」
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（１９１８）での地獄に堕ちた罪人 陀多の様子を通してわかるからである。

　この分でのぼって行けば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかも

知れません。 陀多は両手を蜘蛛の糸にからみながら、ここへ来てから何

年にも出した事のない声で、「しめた。しめた」と笑いました。―（中略）

―そこで 陀多は大きな声を出して、「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己

のものだぞ。お前たちは一体誰に尋いて、のぼって来た。下りろ。下りろ」

と喚きました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、

急に 陀多のぶら下がっている所から、ぶつりと音を立てて断れました。

 （「蜘蛛の糸」、『全集２』、pp.２３０～２３１）

　上から見られるように、 陀多は自分の罪のため、地獄に堕ちたにもかかわ

らず、依然として罪の贖罪を認識していないことがわかる。そのゆえ、彼は天

国へ行ける唯一の希望さえ諦めなければならない。これは「藪の中」の罪人多

襄丸が、自分が犯した罪を認識しなかったら、死んでだとしても、彼の肉体的

な死は罪の贖罪として意味を持たないのと同じである。これは今まで比較して

きた他の作品でも同じように、罪による死は贖罪として意味を持っているとは

考えられない。その例として「偸人」の沙金は自分の驕慢のため、太郎と次郎

の兄弟によって殺されてしまい、「開化の殺人」の北畠博士は自分の憤怒で自殺

してしまう。また「地獄変」の良秀は自分の貪欲によって、自分の娘を失った

だけでなく、自ら自殺で生を終わらせてしまい、「袈裟と盛遠」の盛遠の色欲は

袈裟の死に関わっている。「報恩記」の弥三郎もやはり今まで怠惰であった自分

を後悔しながら、死を選んでいる。しかし、彼らが自分自身の罪を、死を通し

て認識―贖罪―したとは考えられない。

　それは次の武弘の場合、彼が死んだ後中有を彷徨いながら、このように語っ

ている部分からにもわかる。

　おれは中有に迷っていても、妻の返事を思い出す毎に、瞋恚に燃えなかっ

たためしはない。妻は確かにこう云った、―「では何処へでもつれて行っ

て下さい」（長き沈黙）―（中略）―妻は気が狂ったように、何度もこう叫

び立てた。「あの人を殺して下さい」―この言葉は嵐のように、今でも遠い

闇の底へまっ逆様におれを突き落とそうとする。一度でもこの位憎むべき

言葉が人間の口を出た事があろうか？一度でもこの位呪わしい言葉が人間

の耳に触れた事があろうか？一度でもこの位、―（突然迸る如き嘲笑）

 （「藪の中」、『全集５』、pp.１１３～１１４） 
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　上の例から見られるように、武弘も 陀多のように、死んでも彼自身の罪を

認識しないままであり、嫉妬・憤怒という罪悪の中で苦しむ様子が現れている。

そして、このように死んでも中有を彷徨っている様子は、「六の宮の姫君」（１９２２）

にもその例を探ることができる。

　「この頃この朱雀門のほとりに、女の泣き声がするそうではないか？」

法師は石畳みに蹲った侭、たった一語言返事をした。「お聞きなされ」―

（中略）―突然何処からか女の声が、細ぼそと嘆きを送って来た。―（中

略）―「あれは極楽も地獄も知らぬ、腑甲斐ない女の魂でござる。御仏を

念じておやりなされ」 （「六の宮の姫君」、『全集５』、pp.４５９～４６０）

　六の宮の姫君は離京した夫を待ちながら、結局、病にかかって死んでしまう。

しかし、死んだ後にも彼女に中有の中を彷徨っている。それは生きている間、

夫に対する懐かしさと愛が死んだ彼女の肉体と共に消えていくのではなく、怨

望の形に残って彷徨っているからであろう。そういうことから見ると、やはり

中有の中にいる武弘も自分の罪を贖罪しない以上、永遠に苦しまなければなら

ない。

　また、真砂の場合も武弘と同じであろう。六の宮の姫君の「もう何も入らぬ。

生きようとも死のうとも一つ事じゃ」（「六の宮の姫君」、『全集５』、p.４５５）と

いう話からわかるように、自殺できなかった真砂は自分の罪―驕慢・怠惰―に

よって、一生の間、罪の苦痛の中で生きていなければならないのであろう。そ

れはこれから真砂の生自体が地獄と同じであると考えられる。そして、真砂の

ように地獄的な生は、「奉教人の死」で、自分の嫉妬を懺悔で告白している傘張

の娘にも見られる。

　このように、罪を犯していながら、それを認識しないために、死刑を免れず

地獄に落ちる多襄丸も、死んだ後中有を彷徨う武弘も、彼らの肉体的な死が贖

罪するのに何の役にも立たないのである。また、生きている真砂も地獄よりもっ

と苦しい地獄的な人生（「人生は地獄よりも地獄的である」）（「朱儒の言葉（地

獄）」、『全集７』、p.４０６）を送らなければならないのであろう。そして、このよ

うな地獄的な生―現在、我々が生きている社会―は、つまり‘藪の中’の世界

かも知れない。
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%．おわりに

　「藪の中」を他の歴史小説と比較しながら罪の認識問題、つまり、道徳的な

罪悪け至る過程と贖罪の難しさについて論じた。「さまよへる猶太人」でヨセフ

が言った「罪を罪とも思わぬものに、天の罰が下ろうようはござらぬ」は、我々

人間は罪を認識できない、罪から逃げられないという問題に帰結されると考え

られる。つまり、ここでの研究の観点を七つの罪悪で探ったのは、ただ道徳的・

倫理的な罪を具体化したことで、芥川がキリスト教を信じていたかどうかは別

の問題だと思われる。また、芥川が「歯車」で「ぼくは罪を犯したために地獄

におちた一人にちがいなかった」（「歯車」、『全集９』、p.１４４）と言ったように、

罪を犯したと認識する者のみが罰をうけられるし、贖われる。それが「藪の中」

での真実探しの真実ではなかろうか。また、『神曲』に書かれた‘森の中’が

我々の肉体の中に隠された、本能のような罪悪、そういう罪の多い社会を意味

しているように、‘藪の中’という記号も罪の多い現実を認識しない社会を象徴

的に諷刺しているのではないだろうか。したがって、本作品に登場する多襄丸・

真砂・武弘が自分の罪を認識しないまま、苦しむ様子は、まるで我々人間自身

の姿のようである。

　以上のように、彼らの告白を通して見られる罪の認識の難しさは、彼らが告

白をしながらも自分自身が罪を犯したことを認識できないことにある。言い換

えれば、三人みな（歴史小説の主人公を含めて）が罪人であり、彼らの食い違っ

た告白は、彼ら自身が罪を認識できなかったという真実を示すためのものでは

ないかと考えられる。もし、彼らの前にいる検非違使が神だとしたら、果たし

て神は罰を与えただろうか、それとも救済を与えただろうか。しかし、自分の

罪を認識できない罪人、これこそ人間の属性ではないだろうか。また、罪、悪

なるものは、人間として一つの欲望＜動物的な本能＞であり、芥川が「我我人

間の特色は神の決して犯さない過失を犯すと云ふことである」（「朱儒の言葉（人

間的な）」（遺稿）、『全集９』、p.３５３）と語ったように、そこには神ではなく、

永遠に超えられない人間の素顔が現れているのではないかと考えられる。

　つまり、人間は罪人として生きていくことを否定できない。その人間の限界

化された宿命の中で、歴史小説を書く際芥川が扱った真実ではないだろうか。
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され、馬と弓、そして刀も奪われた。しかし夫と妻は再び、丹波へ旅行に

行く」という内容のものである。

 ix おそらく『今昔』撰者の目には、自分が生き、信じている仏法の世界と平

行して存在している王法の世界が、いつも視界に入っていたのであろう。

いや仏法と王法とはこちら側とあちら側というような関係にあるのではな

くて、彼にとって人間とは、そういう区別を超えたところでしか存在しえ

ず、二つの世界を同時に視界に入れていなければ、彼の限りない興味の対

象である人間というものが完全には捉えられないような気がしていたかも

しれない。

  池上洵一、『「今昔物語」の世界、中世のあけもの』、筑摩書房、１９８３、p.２５０。

 x 小穴隆一、『二つの絵　芥川龍之介の回想』、中央公論、１９５６、p.１８。

 xi 芥川と女性に関しては、（森本　修、「芥川龍之介をめぐる女性」『人間　芥

川龍之介』、三弥井書店、１９８１、p.７０）に、詳しく説明されている。

 xii その以外にも、「神曲」（山川丙三郎訳、警醒社書店、１９１４）、「神曲」（生方

敏郎編、読書会、１９１４）、「神曲物語」（高月藹之助著＜再販＞、森鴎外監

修、実業之日本社、１９１５）、「神曲」（古典文学研究会同人訳、向陸社、１９１６）、

「ダンテ神曲」（上田敏訳、星野敬一、１９１８）、「神曲」（中山昌樹訳、洛陽

堂、１９２２）などがある。　

 xiii 吉田精一、『芥川龍之介』、角川書店、１９６７、p.３３４。

 xiv 中村光夫、『日本文学研究資料叢書2』、有精堂、１９７７、p.５０。

 xv 国松は、芥川の「藪の中」とドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』
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を比較しながら、次のように語っている。

  　両作品ともに、三人の犯人がいる。『カラマーゾフの兄弟』では、ドミト

リイ、イワン、スメルジャコフであり、彼等は皆（スメルジャコフも含め

て）私は殺していないと言う。これに対して、「藪の中」の多襄丸、真砂、

武弘の三者はいずれも、私が殺したと言う。また、両作品ともに、三人の

犯人のうちの一人は死者であり、しかも死因は共に自殺である。言うまで

もなく、スメルジャコフ（公判前縊死）と武弘（小刀で胸を突いた）であ

る。　

  　また、ドミトリイと多襄丸、イワンと真砂、スメルジャコフと武弘の人

物の類似を比較しながら、罪に対して、多襄丸は、私が殺した。しかし、

私に罪はない、と主張する。罪は美しくも逆上して「どちらか一人死んで

くれ」と迫った真砂と潔く決闘に臨んだにもかかわらず敗れた武弘である。

このうえに、どんな刑罰でものぞむところだと豪語する。真砂は、私が殺

した。しかし、罪はなぐさめをこそ欲しい時の夫の軽蔑の目差しにあり、

しかも私は心中しようとしたのだ。そうであるとするなら、自らは死にき

れないまま彷徨うことこそが真砂への罰であった。武弘は私が私を殺した

のだ。しかし、罪は嫉妬にかられるほど美しく逆上した妻の「あの人を殺

して下さい」と裏切るにある。罰として「おれはそれきり永久に、中有の

闇へ沈んでしまつた―」　

  国松夏紀、『アブローチ　芥川龍之介』、明治書院、１９９２、pp.２０２～２０８。

 xvi 「偸人」の沙金、数々の男と関係を結び、盗賊の女首領でもあるこの女は、

年は二十五、六とされ、武弘と同年齢であるが、一九歳の真砂よりも六、

七歳年長であり、―（中略）―沙金は真砂の数年後の姿ではなかったか。

  平岡敏夫、『芥川龍之介』、大修館書店、１９８２、pp.２１５～２１６。

 xvii 作者は、良秀の死後の姿を実に次作「邪宗門」において取り上げている。

―（中略）―「唇ばかり生々しく赤い」＜人面の獣＞という、地獄からの

使者がすなわちそれである。地獄に落ち、一人の獄卒になっている良秀―。

  海老井英次、『芥川龍之介論攷』、桜楓社、１９８８、p.１８３。

 xviii 真砂と袈裟との関連性について調べて見ると、まず、多襄丸の告白の中の

「あなたが死ぬか夫が死ぬか、どちらか一人死んでくれ、―（中略）―し

かしそれはあなた方が、あの女の顔を見ないからです。殊にその一瞬間の、

燃えるような瞳を見ないからです」と、盛遠の回想の部分である「「己が渡

を殺さないとすれば、よし袈裟自身は手を下さないにしても、必ず己はこ

の女に殺されるだろう」―（中略）―涙がなくて泣いているあの女の眼を

見た時に、己は絶望的にこう思った」に見られるように、真砂と袈裟の行
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動の中で類似性が見られる。
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