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１．はじめに

作品｢きりぎりす｣は1940年11月、新潮に発表された作品である。夫と別れることを決

心した主人公の女性が、その理由を語っていく｢女性独白体｣によるものである。作者のい

わゆる｢反俗精神｣を描いたという点で注目され、高く評価する同時代評もあるが、その一

方では作品性に対する批判的な見解もあって、評価が分かれる作品として今日に至ってい

る。たとえば、平野謙はこの作品に｢反俗精神｣を読み、｢哀婉清楚な文章の裡に作者の気魄

がしみてゐた。今日の佳作であらう｣1)と高く評価している。それに対して、高見順は｢作
者の創作的意図は、平野の指摘した通り、恐らくは反俗精神と結びついたものであつたら

う｣としながらも、｢そんな安値な姿で差し出され得る反俗精神は、ほんものの反俗精神か

どうか｣と批判し、むしろこの作品から｢反俗精神の仮面をかぶつた女のエゴチズム｣2)を指

摘している。また、岩上順一は｢この作家の、孤独な良心の、妥協を欲しない深い反俗精神

  * 徳成女子大学校 日語日文科 講師

 1) 平野謙(1940)｢混濁と稀薄-作家精神の在りやう｣都新聞。引用は山内祥史(1997)太宰治 著述総覧東
京党出版、pp.446-447

 2) 高見順(1940)｢反俗と通俗-文芸時評-｣文芸春秋。引用は高見順全集第十三巻(1971)勁草書房、pp.324- 
325
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が流れてゐる｣と述べた上で、｢しかしその流れは、八十八夜や善蔵を思ふの中にある

あの猛々しい焦々するほどの酷烈さを失つた、絶え絶えな、ほそやかなものとなつて来

た｣3)と遺憾を表している。他の批評においてもほとんどが作者の｢反俗精神｣という意図と

それへの安易な表現に焦点が置かれているのである。

その後の研究においてもその事情は変わらない。渡部芳紀は、｢確かにそうした＜反俗精

神＞が描かれ、＜自戒＞の思いが語られているのだろうが、それらは、いかにも図式的で

ある｣とし、｢文体からも内容の上からも、こくや深みのないつまらない作品｣4)だと酷評し

ている。坪井秀人は太宰治の｢女性独白体｣作品を総括しつつ、語り手の｢妻は夫を反照する

鏡の役割を果たしていて、彼女が批判すればするほど彼のナルシス的な魅力が際だつか、

もしくは彼に欠けている望ましい夫(男)の部分が補完されるのだが、その語りは究極のと

ころ彼女自身の主体を語りおおせてはいない｣と指摘し、｢きりぎりす｣においても語り手は

その主体性を奪われ、｢妻としての夫を映し出す反照鏡として造形されている｣5)と述べて

いる。しかし、こうした判断には太宰治の｢女性独白体｣作品を語り手の女性―妻など―中心

ではなく、語られる男性―夫など―中心の物語として捉えようとする読み手の意向が働いて

いるように思われる。とりわけ、その男性がある種の芸術者である場合においては、概ね

その男性を作者太宰に重ね合わせて読もうとするのが一般的な現象である。｢きりぎりす｣
はまさにその代表的な作品として取り扱われている。たとえば、｢芸術家の世俗化への危機

を、その妻の立場から告発したもの｣で、作者自身の｢俗化への危険｣に対する｢自己批判｣が
語られている作品だとする見解である6)。そこから浮上させられているのは、言うまでも

なく、｢俗化｣に苦しむ作家太宰治像の出現である。

確かに、この作品から｢芸術家の世俗化｣を読み取ることは容易いことであり、また、前

作の中には｢八十八夜｣(1939・8)や｢俗天使｣(1940・1)など、実際に｢俗化｣をモチーフとした

作品もいくつかある。これらの作品について、奥野健男は、｢前期の意識をもって、中期の

自己を裁く悔恨の系列｣7)と位置付けており、安藤宏は｢過去の東京生活―いわゆる｢前期｣の
時代―の回顧をもって現在の＜俗化＞を韜晦しようとする志向｣8)を指摘している。奥野を

 3) 岩上順一(1941)｢太宰治の一面｣三田文学。引用は山内祥史(1997)太宰治著述総覧東京党出版、p.459
 4) 渡部芳紀(1991)｢女性-女の独白形式｣国文学-解釈と教材の研究4月号、p.120
 5) 坪井秀人(2002)｢語る女たちに耳傾けて-太宰治・女性独白体の再検討｣国文学-解釈と教材の研究12

月号、p.24
 6) 東郷克美(1994)｢太宰治全作品辞典｣別冊国文学-太宰治辞典学燈社、p.57
 7) 奥野健男(1984)太宰治論新潮社、p.120
 8) 安藤宏(1987)｢東京八景試論-作品論のために｣国文学-解釈と鑑賞6月号、p.104
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はじめ、安藤に至るまで、中期作品における｢俗化｣の問題は多くの場合、いわゆる｢安定期｣
とされる中期においての作者自身の実生活に還元されるものとして読み取られているので

ある。

以上のように、｢反俗精神｣をめぐる平野謙の同時代評を嚆矢として現在に至るまで、｢き
りぎりす｣の読解の決め手は、作者の反俗意識を如何に読み取るかに偏っており、その一方

で、そうした主題への安易な表現が作品に対する批判の根拠となっている。そのためであ

ろうか、この作品に対する研究は他の作品に比べて非常に数少なく、 近の研究もあまり

見当たらない9)。しかし、太宰自身はこの｢きりぎりす｣を日本小説代表作全集6 昭和十五

年後半期に収録しており、そのほか、生前四つの創作集に再収録していて、作品に対する

強い愛着と自信を窺わせている。ちなみに、日本小説代表作全集5 昭和十五年前半期に
は、太宰の代表作の｢駆込み訴え｣が収録されている。｢きりぎりす｣が、｢反俗精神｣という

主題を｢図式的｣に｢安値な姿で｣書き出した作品であるならば、こうした数回にわたる再収

録はおそらくできなかっただろう。そもそもこの作品は果たして作者自身の｢反俗精神｣を
モチーフとしたものであろうか。そうでないのであれば、｢反俗精神という仮面｣をかぶっ

ていったい何を表象して行こうとしたのだろうか。

本稿は、以上のような問題意識を持ち、同時代的コンテクストを参照しつつ、語られる

｢夫｣ではなく、語る女性の｢私｣の側に立ってこの作品に内在する新たな意味を掘り起こし

て行くことを目的とする。

 

2．｢新体制運動｣と文学界の動向

ここでは一先ず、この作品が如何なる時代的な背景を背負っていたかについて触れておく

ことにしたい。というのは、この作品におけるモチーフは変わりつつある時代、及び当時の

社会に対する作者の文学者としての価値観と深く関わっていると思われるからである。

｢きりぎりす｣が書かれた1940年には、3年前に勃発した日中戦争が長期化するにつれて、

全面戦争を支えていた国民精神総動員運動が形式化していき、さらに経済的危機のために

日本の民衆の間にも次第に厭戦の気運が高まっていた。このような情勢の行き詰まりの中

 9) 他に、佐藤厚子(1999)の｢太宰治きりぎりす論｣(太宰治研究6、和泉書院)や金成希(1998)の｢太宰治

きりぎりすの硏究-<反俗精神>を中心に-｣(韓日語文論集第2輯、韓日日語日文学会)などがある

が、前者は作品の〈語り〉の性格に、後者は作者の〈反俗精神〉に焦点を合わせたものである。
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で、同年の初夏にナチス・ドイツの電激戦が成功すると、 も国民的人気の高かった政治

家近衛文麿(1891~1945)をかついで強力な一国一党的政治体制をつくろうとする動きが各方

面で活発化した。軍部もこれに乗り、7月22日には第二次近衛内閣が成立し、いわゆる｢新
体制運動｣が始まるようになる10)。この｢新体制運動｣の必要性について、近衛文麿は7月23

日にラジオ放送を行い、次のように語っている。

従来の政党の弊害は二つある、その一つは立党の趣旨に於て自由主義をとり民主主義をとり或

は社会主義をとつてその根本の世界観、人生観が既に国体と相容れないものがあるといふ点で

あつてこれは今日急速に転囘し抜本的に改正しなければならないところである11)。

 

｢自由主義｣、｢民主主義｣、｢社会主義｣が｢国体｣と｢相容れない｣ことを強調する、この演

説に従って、各政党は相次いで解党をはじめ、10月下旬までに全政党が解党した。古川隆

久によれば、近衛と彼の側近たちは、｢首相の立場にある者が、有力かつ国内唯一の政党を

結成することは天皇の統治権を侵す｣という声に配慮して、｢全政党を解党させ、在野の立

場で全体主義的新党を結成した上で政権を獲得し、全体主義国家を作るというシナリオで

準備工作を進めた｣12)と言う。

また、同年8月1日、政府によって発表された｢基本国策要綱｣には、｢強力なる新政治体制

を確立し国政の総合統一を図る｣ために、何よりも｢官民協力一致各々その職域に応じ国家

に奉公することを基調とする新国民組織の確立｣13)が肝要であることとその重要性が強く打

ち出されている。日中全面戦争の支えとなった国民精神総動員運動が有耶無耶な状態とな

り、国民の不満が広がっている現状の反省として｢国民に我国の内外情勢の実相を率直に知

らしめてその自発的な協力を｣14)求めるようになったのである。近衛は民間の方から新体制

の動きが盛り上がってくるのが本筋だと表明しつつ、国民が心から納得して為政者の統制

に服し、さらには進んで協力してくれること、すなわち下からの国民組織の結成を構想し

自発的な参加を強要していたわけである。こうして始められた｢新体制運動｣は、当時の

｢日本の時局を救ふためにはこれを成功せしめるより外に方法がない｣15)進むべき道として

10) 朝日百科日本の歴史11 近代Ⅱ(1989)朝日新聞社、日本近現代史研究事典(1999)東京堂出版他参照。

11) 戸澤鐵彦(1940)｢新内閣と今後の国政｣中央公論9月号、p.8
12) 古川隆久(1999)｢新体制運動｣日本近現代史研究事典東京堂出版、p.285
13) 戸澤鐵彦(1940)｢新内閣と今後の国政｣中央公論9月号、p.10
14) 戸澤鐵彦(1940)｢新内閣と今後の国政｣中央公論9月号、p.6
15) ｢巻頭言 政党と新体制｣(1940)中央公論9月号、p.1
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受け止められていた。

それと同時に、｢個人や集団は全体たる社会のために奉仕すべきであり、部分たる個人や

集団のために全体たる社会が奉仕すべきではない、と力説するナチの全体主義が、新政治

体制に於いて採られるという意味において新政治体制は全体主義的な政治体制だ｣16)という

認識も広まっていた。ここで、改めて論点となったのが全体主義対個人主義・自由主義の

問題である。

然しそれ(個人主儀や自由主義的政治観―引用者)が今日の我国に妥当しないことは明らかであ

る。我国は、支那事変を然るべく解決し独立自足の東亜共同体を確立しなければならず、(略)

とても、個人の自由な発展によつて社会の発展を得るなどといふ呑気なことなどしてはゐられ

ないのである17)。

当時の多くの雑誌や新聞がこの問題を大いに取り上げていて、避けて通れない重大な課

題となっていたことが分かる。しかし、上記の引用文からも見られるように、個人主義・

自由主義はすでに古いもの、なおかつ克服すべきものであり、全体主義こそが当時の社会

において大義名分の持つ思想であるという趣旨のものがほとんどである。強いては、｢万人

の自由｣のために｢個人の自由｣は排除すべきものであり、全体主義はその｢万人の自由｣を構

築できる思想として讃えられたりもしていた18)。

かくして｢新体制運動｣は国民の不満を戦争時局にとって障害となる個人主義･自由主義へ

の攻撃に向けかえ、国民を地域組織や職域組織に組み込み、人々を相互に監視させて日常

生活を統制する日本型のファシズム体制を確立させる基盤となったのである19)。以後、｢バ
スに乗り遅れるな｣、｢ぜいたくは敵だ｣などの標語が流行する中で、1940年9月に日・独・

伊三国同盟締結が行われ、10月には大政翼賛会が結成し、12月の内閣情報局発足に繋がっ

ていくことになる。

さて、こうした｢新体制運動｣の流れに対する文壇の反応は如何なるものであっただろう

か。1940年9月の新潮に掲載された｢新潮評論｣は、｢自由主義思想が漸次的に崩壊して、

今日の全体主義的傾向に移行しつつある状態と、依然として十九世紀の偶像たる個人とそ

16) 戸澤鐵彦(1940)｢新内閣と今後の国政｣中央公論9月号、p.15
17) 戸澤鐵彦(1940)｢新内閣と今後の国政｣中央公論9月号、pp.5-6
18) たとえば、船山信一(1940)の｢新体制と自由の問題｣(中央公論10月号、p.194)など。

19) ｢新体制運動｣日本史大事典(1993)平凡社、｢新体制運動｣日本近現代史研究事典(1999)東京堂出版他

参照。
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の自由への権利に根ざした個人主義思想の伝統に立つ文学思想との関係｣20)を指摘しなが

ら、｢文学はこの際自己反省をなし、転換すべきはいさぎよく転換すべき関頭にある｣と
し、｢文学者としての自分の使命に忠実｣であることを主張している21)。また、文学が｢躍進

すべき唯一の思想｣は、｢新政治体制を生みだすべき必要に迫られた母体の意思であるとこ

ろの、日満支を一圏とする東亜新秩序建設をとほしてなさるべき世界平和の理想達成を主

義とする思想｣であって、｢新政治体制｣というのは、究極的には｢世界人類の永遠なる平和｣
を夢見る｢ロマンチシズムの運動にほかならない｣と結論付けている22)。このように、文学

者は国家共同体という＜公＞の時代を生きるものとして見なされ、＜私＞的なものに対す

る｢自己反省｣と＜公＞的な存在への｢自己転換｣、そして、時代に対する文学者としての｢使
命｣が強く要求されていたのである。

こうした時代の要求に答えるべく、たとえば、浅野晃は｢日本の運命｣や｢アジアの運命｣
といったものが｢自分の問題になつて来てゐる以上は、自分がさういふ関係に入つてゐると

いふことを新たに自覚せざるを得なくなつてゐる｣とし、その時代の意志を文学に反映する

のは、｢われわれ自身の良心の問題｣だと受け止めていた23)。それまでは個人主義・自由主

義的伝統に立って政治的に利用されることから純粋文学を守ることが文学者としての｢良心｣
とされていたとすれば、この時期においては全体主義に沿って＜公＞的な存在として時代

の意思を自分の文学に反映するのが新たな｢良心｣として受け止められていたのである。

このような流れに沿って、文学界においても｢文壇新体制｣という名の下で政治性の強い

｢新体制運動｣が実践されていき、すでに1940年9月には文芸家を全体とした職業団体、即ち

文芸組織の結成が動き出した。文芸家協会は9月25日、｢文壇における新体制の問題｣につい

ての総会を開き、文壇をあげて政府に進言し得る機関を設立して国策に協力することを決

定、｢全文壇を網羅する機関の設立｣について準備委員会を持つこととなったのである。そ

の時に選ばれた委員の中には、石川達三、尾崎士郎、小林秀雄、林房雄、片岡鉄兵らが含

まれている。また、10月12日に大政翼賛会が、14日には文壇新体制推進のための日本文学

者会が開かれ、23日には文化･思想団体の政治活動が一切禁止とされた。そして、31日には

日本文芸中央会が、｢皇道翼賛の国民運動、即ち日本をもって世界 高強の国家たらしめん

とするための民族の一大建設を究極の目的｣24)として結成されるに至ったのである。

20) ｢新潮評論｣、p.3
21) ｢新潮評論｣、p.11
22) ｢新潮評論｣、pp.11-12
23) 浅野晃(1940)｢座談会-時代と文学者の生きる道｣新潮9月号、p.47
24) 小田切進編(1993)日本近代文学年表小学館、p.203。他に尾崎秀樹(1971)｢大東亜文学者大会について｣
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太宰の｢きりぎりす｣はまさにこうした時期に書かれ、発表された作品である。ちなみ

に、｢新体制運動｣に随従して広がっていくこの文学運動について、太宰が自分の意見を率

直に書いた文章は見当たらない。ただ、1940年9月号の新潮の｢文学者として近衛内閣に

要望する｣というアンケートにおいては、多くの文学者が国民の一人として近衛内閣への支

持を表明している中で、太宰は｢唯物史観の徹底検討｣25)とだけ書いている。もちろん、こ

の言葉だけではその真意を推察するのは難しいが、しかしながら、以前のいくつかの作品

で、｢唯物弁証法｣を讃えたことのある太宰が、左翼的出版物が徹底的な弾圧下に置かれる

こととなったこの時期にその言葉を書くには、ある程度勇気が必要であったに違いない。

また、同年10月19日付の山岸外史宛の書簡には、｢文学運動に就いては、私にても、多少の

愚見があります｣26)と述べており、同年11月に執筆された｢清貧譚｣の中では、｢私の新体制

も、ロマンチシズムの発掘以外には無いやうだ｣と書いているので、少なくとも｢新体制運

動｣の広がりを意識していたことだけは間違いないと思われる。  

 

3．｢私でなければ｣-全体主義との対峙

 

｢新体制運動｣に伴って個人主義・自由主義が改めて言及され、批判の標的になっていた

のは、全体主義への国民精神の統一を図っていたためであるが、｢きりぎりす｣には、こう

した全体主義へと押し流されていく波に呑み込まれまいとする作者の強い意志が表出され

ている。以下、作品の分析を通してその点を確認していくことにしたい。

唐突にも｢おわかれ致します｣という書き出しから始まるこの作品は、その冒頭に｢私は、

あなたと、おわかれして私の正しいと思ふ生きかたで、しばらく生きて努めてみたいと思

ひます｣という｢私｣の決心が告げられ、その後に夫である｢あなた｣との出会いや結婚生活、

夫への批判などが語り続けられている。記述順をおって、まずは夫との出会いについて触

れておこう。

｢私｣は、家族全員が｢あなた｣との結婚を反対していたこと、当時｢あなた｣以外にも帝大

法科出身の外交官志望者や大きい家の総領である技師との縁談があったことを明かす。し

かし、｢私｣は、｢そんなおかたと結婚する気は、まるつきり無かつた｣とし、その理由につ

旧植民地文学の研究勁草書房参照。

25) ｢文学者として近衛内閣に要望する｣、p.38
26) 太宰治全集第十一巻(1977)筑摩書房、p.205
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いて、次のように語る。　

みんなの言ふ様に、そんな、申しぶんの無いお方だつたら、殊更に私でなくても、他に佳いお

嫁さんが、いくらでも見つかる事でせうし、なんだか張り合ひの無いことと思つてゐました。

この世界中に(などと言ふと、あなたは、すぐお笑ひになります)私でなければ、お嫁に行けな

いやうな人のところへ行きたいものだと、私はぼんやり考へて居りました。 (下線引用者)

 

そして、｢私｣は夫の｢あなた｣が描いた絵を見て、｢この絵は、私でなければ、分からない

のだ｣(下線引用者)、｢どうしても、あなたのとこへ、お嫁に行かなければ｣と思うようにな

り、周囲の反対を押し切って無名の新人画家｢あなた｣との結婚を決心する。つまり、｢私｣
にとっては、｢あなた｣がどういう人物なのかは重要なことではなく、｢私ではなければ｣結
婚できない人だからこそ、｢私｣は｢あなた｣を選択したわけである。｢申しぶんのないお方｣
との縁談話をあえて明かして、｢張り合ひの無いこと｣だと言っているのは、とりもなおさ

ず、｢私でなければ｣を強調するためであったはずである。｢私でなければ｣という文脈は｢私｣
の＜私＞的な存在を強調するもので、この＜私＞とは、他人と区別される｢個人｣を意味す

るものにほかならない。そこからは、｢私｣という個人の考え方にしたがって、個人として

の自分の人生を生きようとする個人主義的な価値観を読み取ることができるし、それはこ

の言葉が作品中に繰り返し表出されていることからも明瞭に示されている。また、家父長

制の当時において親の反対を押し切って自分が自由に選択した人と結婚するということ

は、その社会の制度・秩序に服従しない｢私｣個人の自由な行動の表れであり、なおかつこ

の結婚は｢申しぶんのないお方｣との結婚願望という社会一般の通念に囚われない個人の自

由意志を表明したものでもある。

次に、｢私｣の結婚生活に対する記述を検討してみよう。結婚生活を始めた頃、夫の｢あな

た｣は｢展覧会にも、大家の名前にも、てんで無関心で、勝手な絵ばかり描いてゐて｣、お金

のない生活が続いていたが、｢私｣はそういう境遇であったからこそ、｢自分のありつたけの

力を、ためす事が出来て、とても張り合ひがあ｣ったと言う。しかし、夫が｢急にお偉くな

つて｣からは、自分の｢腕の振ひどころが無くなり｣、｢楽しい事が、何もなくなつてしま｣っ
たのである。また、市場へ出かけてみても｢よその叔母さんたちの買ふものを、私も同じ様

に買つて帰るだけ｣なので、｢私は、虚無で｣あったという。

あなたは、急にお口もお上手になつて、私を一そう大事にして下さいましたが、私は自身が何

だか飼ひ猫のやうに思はれて、いつも困つて居りました。
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ここからは夫との結婚生活に対して不満や虚無を感じる｢私｣を確認することができる

が、｢私｣はその理由について、自分の｢腕の振ひどころが無くな｣ったこと、｢よその叔母さ

んたち｣と同様の存在になったこと、自分が｢飼ひ猫のやうに思はれ｣たことを取り上げてい

る。つまり、｢よその叔母さんたち｣とは区別される個人としての自己を持ち、｢自分のあり

つたけの力をためす｣喜びを求め続けていた｢私｣が、結婚して｢飼ひ猫のやう｣な存在になっ

てしまった、ということがその理由だったわけである。上記のような結婚生活への不満を

示した上で、一躍有名になった｢あなた｣について、｢私｣は次のように語る。

俗世間に汚されずに過して行くお方だとばかり思つて居りました。私は、ばかだつたのでせう

か。でも、ひとりくらゐは、この世に、そんな美しい人がゐる筈だ、と私は、あの頃も、いま

もなほ信じて居ります。その人の額の月桂樹の冠は、他の誰にも見えないので、きつと馬鹿扱

ひを受けるでせうし、誰もお嫁に行つてあげてお世話しようともしないでせうから、私が行つ

て一生お仕へしようと思つてゐました。私は、あなたこそ、その天使だと思つてゐました。私

でなければ、わからないのだと思つてゐました。 (下線引用者)

 

一見すると、｢私｣のいわゆる｢反俗精神｣を表しているかに見え、そうした解釈の根拠と

してしばしば引用される部分でもある。しかし、これが単なる｢反俗精神｣を表したもので

あれば、 後の｢私でなければ、わからないのだ｣という自己の存在を強く強調する一文が

書かれることはなかったはずである。｢俗世間に汚されずに過して行くお方｣を｢私｣が求め

ていたのは、｢その人の額の月桂樹の冠は｣、｢私｣の以外には｢他の誰にも見えな｣いため、｢誰
もお嫁に行つてあげてお世話しようともしない｣だろうからである。つまり、｢私｣が｢あな

た｣を選んだのは、｢あなた｣が｢反俗精神｣を持っていて尊敬できる人だからではなく、｢あ
なた｣を選ぶことは｢私｣にしかできないことだったからであり、そこには｢他の誰｣とも区別

される自分の存在に対する強い自己意識が作用していたと言わざるを得ない。

こうした｢私｣の顕著な自己意識は当然、夫に対する批判においてもその基調をなすもの

となっている。｢私｣が夫に不満を抱くようになったのは、夫が急に金持ちになって大きい

家に引っ越してからであって、確かに文中には夫が｢お金にこだわること｣や｢金持の真似｣
をしていることなどが批判されている。｢反俗精神｣を窺わせる部分ではあるが、しかし、

これらは決して｢あなた｣に対する｢私｣の批判の本領ではない。まず、次のような｢私｣の批

判に注目してみよう。
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私だつて、なんにも、ものを知りませんけれども、自分の言葉だけは持つてゐるつもりなの

に、あなたは、全然、無口か、でもないと、人の言つた事ばかりを口真似してゐるだけなんで

すもの。 (下線引用者)

 

｢お客様から伺つたばかりの画の論を、そつくりそのまま御自分の意見のやうに鹿爪らし

く述べてゐたり｣、｢私｣から聞いた小説の鑑賞を｢そのまま｣自分の意見のようにお客さんに

聞かせたりする｢夫｣の姿に、｢私｣は｢あまり恥づかしくて立ちすくんでしまふ事もあ｣った

という。

昨年、二科から脱退して、新浪漫派とやらいふ団体を、お作りになる時だつて、私は、ひとり

で、どんなに惨めな思ひをしてゐた事でせう。だつて、あなたは、陰であんなに笑つて、ばか

にしてゐたおかた達ばかりを集めて、あの団体を、お作りになつたのでございますもの。あな

たには、まるで御定見が、ございません。この世では、やはり、あなたのやうな生き方が、正

しいのでせうか。 (下線引用者)

 

自己意識の強い｢私｣に批判されている夫の｢生き方｣とは、自分というものを捨てて周り

に｢追従｣するか、あるいは周りを自分に｢追従｣させている点である。｢心の中で、遠い大き

いプライドを持つて、こつそり生きてゐたい｣という｢個人｣としての生き方を追い求めてい

る｢私｣からすれば、夫に｢自分の言葉｣や｢定見｣がないこと、すなわち｢自己｣のなさこそが

もっとも大きな批判の要素だったのである。前述したように、｢新体制運動｣を究極的には

｢世界人類の永遠なる平和｣を夢見る｢ロマンチシズムの運動｣だとし、それに｢追従｣して文

芸組織を含め、様々な職業団体が結成されていった当時の風景を念頭に置けば、夫の｢あな

た｣が作った｢新浪漫派とやらいふ団体｣という言葉の持つ意味や｢私｣の批判する夫の｢生き

方｣からは、その時代の様相が鮮やかに浮き彫りにされる。なお、その｢自己｣のない生き方

が｢この世では｣｢正しいのでせうか｣という｢私｣の問いに注目したい。

この世では、あなたの生きかたのはうが正しいのかも知れません。けれども、私には、それで

は、とても生きて行けさうもありません。 (下線引用者)

この世では、きつと、あなたが正しくて、私こそ間違つてゐるのだらうとも思ひますが、私に

は、どこが、どんなに間違つてゐるのか、どうしても、わかりません。 (下線引用者)
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上の引用文は作品の冒頭に書かれてある文章であり、下の引用文は作品の末尾の文章で

ある。一見すると、｢私｣と｢あなた｣との対立に見えるが、しかし、そうであれば、｢この世

では｣という言葉を繰り返し、｢この世｣と｢私｣の相克を強調する必要はないだろう。｢この

世では｣｢あなた｣の生き方が｢正しいのかも知れ｣ないが、その生き方では｢生きて行けさう

も｣ない、ということは、結局｢あなた｣を代表とする｢この世｣に対する不服の意思表明に他

ならず、また自分の｢生き方｣で生きるために｢この世｣を代表する｢あなた｣と別れるという

ことは、｢この世｣との決別を宣言するものでもあった。つまり、｢私｣と｢あなた｣の対立の

背後には｢私｣対｢この世｣というより大きな構図が横たわれていたのである。それでは、｢私｣
の生き方を｢間違つてゐる｣とする｢この世｣とはどのようなものだろうか。

先月あなたは、新浪漫派の時局的意義とやらに就いて、ラヂオ放送をなさいました。(略)私に

は他人の声のやうな気が致しました。なんといふ不潔に濁つた声でせう。(略)｢私の、こんにち

在るは｣といふお言葉を聞いて、私は、スヰツチを切りました。一体、何になつたお積りなので

せう。恥じて下さい。｢こんにち在るは、｣なんて恐ろしい無智な言葉は、二度と、ふたたび、

おつしやらないで下さい。

 

当時において、｢新浪漫派｣という団体の｢時局的意義｣について｢ラヂオ放送｣をする、と

いうことには如何なる意味があるのだろうか。藤竹暁によれば、大正14年10月の｢天長節祝

賀閲兵式実況中継を皮切りに、国家的な栄光をたたえる、様々な大事件は、ラジオを通じ

て全国の家庭｣に送り込まれ、｢すべての人々が国家的な事業とその栄光を共有する｣ことに

なったという。また、ラジオによって、｢日本全国が同じ娯楽や慰安を享受できるように

なった過程は、また日本人が同じ事件を共有することで、精神的にも統合されてゆく過程｣
でもあったという27)。全体主義を掲げる国家共同体への精神的な統合に欠かせない役割を

果たしていたのがラジオであったと言えるのだが、前述したように、1940年7月23日、近衛

内閣も｢新体制運動｣の｢時局的意義｣についてラジオ放送を行っていた。ラジオは上意下達

のための時局の重要な手段であり、様々な施策の意義を国民に共有させるための、時局と

日本全体をつなぐパイプのような存在であったわけである。

ちなみに、｢ラヂオ｣は太宰の他の作品にも度々登場する。たとえば、｢愛と美について｣
(1939・5)には｢ラヂオ｣から流れている｢時局講話｣に｢耳を洗いすすぎたい気持ちにな｣った

という｢老博士｣が、｢皮膚と心｣(1939・11)には｢ラヂオ体操の号令｣に合わせて体操をはじ

27) 藤竹暁(1989)朝日百科日本の歴史11　近代Ⅱ朝日新聞社、p.206
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めるものの、｢とてもつづけて体操できず泣き出しさうになつた｣という主人公が登場す

る。また、｢鴎｣(1940・1)には｢ラヂオ体操さへ｣｢満足にできない｣｢だめな｣男が主人公とし

て登場し、｢十二月八日｣(1942・2)にもラジオで日米開戦のニュースを聞く主人公が登場し

ている。いずれも時局と関連させられていて、作者が｢ラヂオ｣をどのように捉えていたの

かを垣間見ることができる。

作品に戻ろう。｢私｣は、夫の｢私の、こんにち在るは｣という｢お言葉｣を聞いてラジオの

｢スヰツチを切｣ったという。夫の言葉が直接話法で示されているのは、作品全体を通して

この一個所のみである。これ以外の夫の声は全く封印されていて、すべて｢私｣の言葉を借

りて表現されているが、それは夫の｢あなた｣には自分の声がないこと、すなわち｢自己｣の
なさを示すための設定であったと考えられる。そうした｢自己｣のない夫の｢生き方は｣、｢こ
の世｣で｢正しい｣とされ、夫は｢新浪漫派｣という団体を作り、それの｢時局的意義｣を語るこ

とのできる｢世の中の成功者｣になっている。それに対して、｢私｣の｢生き方｣は｢この世｣で
は｢間違つてゐる｣とされているが、その｢私｣の｢生き方｣とは、すでに見てきたように｢他の

誰｣とも区別される個人として｢自分の言葉｣を持って自由に生きることであった。そうした

個人主義・自由主義的価値観を持っているが故に、｢私｣が｢この世｣と対立しているのであ

れば、｢この世｣とはその価値観を認めない｢全体主義的共同体｣を意味するものに他ならな

い。本来｢あなた｣への批判であったはずの｢私｣の批判は｢この世｣へ広がり、｢この世｣と｢私｣
の対立、すなわち全体主義的な価値観と個人主義的な価値観が対立する構造へと転換され

ているのである。なお、｢ラヂオ｣のスイッチを切ったというのは、時局とつながるパイプ

を切ったということであり、それは｢全体主義的共同体｣に対する不服従の意志を表明する

ものであったと言える。

船山信一は、｢自由といふことは統制に対して自己を守ること、統制から逃れること、統

制を排撃することによつてではなく、かへつて統制を積極的に我物とすることによつて得

られるのである｣とし、｢自由が統制や必然性を先取的に自己の内容とすることによつて｣、
｢自由と権威、自由と必然が一つ｣になり、そこにこそ今日の日本の新たな全体主義の特性

があると指摘している。また、｢封建的な｣｢服従｣という欠点を補うために、｢自由はむしろ

自主性、主体性、創造性として再建されねばならぬ｣と述べている28)。この主張は、｢新体

制運動｣が｢国民の自発的な参加｣や国民自らの国民組織の結成を強要しつつ、時局への協力

は単に統制に服従するのではなく、自主性・主体性・創造性といった近代的な性質を持つ

28) 船山信一(1940)｢新体制と自由の問題｣中央公論10月号、pp.200-202
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人間のとるべき道であると訴え、それの大義名分を宣伝していたことにつながるものであ

る。｢きりぎりす｣の｢私｣は正にそうした近代的な｢自主性、主体性、創造性｣を持ち、それ

を実現しようとした人物である。しかし、｢私｣の向った鉾先が全体主義への主体的な協力

ではなく、自由主義・個人主義への逃走であったことは、全体主義を唯一の道とする｢この

世｣、そして｢この世｣を代表する｢夫｣と別れ、｢歌い虫｣と称される｢小さい｣｢きりぎりす｣の
声を大事にしながら、自分の｢生き方｣で生きていこうとする決心に表象されている。この

ような｢きりぎりす｣からは｢新体制運動｣によって全体主義へ押し流されて行く現実に否を

唱える作者の文学者としての批判的な眼差しを確認することができると言えよう。  

 

4．表現の戦略-二つの女性像

 

日中戦争の進展とともに思想や言論への統制も益々強化され、多くの作家たちに対する

執筆禁止や雑誌などの発禁があとを絶たなかった。とりわけ、｢きりぎりす｣が発表された

1940年には左翼的出版物のすべてが発禁となり、｢古書店の在庫まで検索押収、さらにはそ

の紙型まで押収するという徹底振りであった｣29)という。また、朝日新聞に連載されてい

た山本有三の｢路傍の石｣が、検閲当局の干渉で｢ペンを折る｣ことを余儀なくされ、未完の

ままで終わったのもこの年であった。このように、検閲が強化され、表現の自由を奪われ

た状況の中で、｢新体制運動｣の広がりと共に批判の的となった個人主義・自由主義を擁護

する作品を直接描くことは、きわめて困難なことであった。そこで検閲から逃れるべく、

｢きりぎりす｣の中では、以下のような手法が施されることになる。

まず、エゴイストの女である。主人公の｢私｣の言う｢私でなければ、わからないのだ｣と
いう文章に注目し、逸早く強い反感を示したのは高見順である。高見は、｢おわかれ致しま

す｣という書き出しから、｢私｣について｢強気の愛想尽かしをズバリと言つてのける、我の

強い女である｣と指摘し、｢私｣が｢あなた｣を選んだのは、｢私でなければ、お嫁に行けない

やうな人のところへ行きたいといふ｢理想｣の餌食にする｣ためであったと述べている。ま

た、｢自分の力をためす事ができる喜び｣を追求し、｢夫への献身ではなく、自分本位の気持

｣を持ち、｢自分の自我至上主義｣の価値観を持っている点から、｢私｣は｢救ひがたいエゴチ

ズム｣の｢女｣であると指摘している。作品についても｢女のこわさが表面に鮮かに浮かび

29) 赤木孝之(1993)｢昭和十五年｣国文学-解釈と鑑賞6月号、p.90
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出てゐる｣とし、｢反俗精神はこれを安易にとらへようとする作者の裏を掻いて、似て非な

るエゴチズムをつかませた｣と批判している30)。

確かに、｢私｣は｢私でなければ｣という｢理想｣を持って｢あなた｣を結婚相手として選択し

ており、結婚してからも｢夫への献身｣というより、｢自分の力をためす事ができる喜び｣を
追求し続けている｢女｣であった。当時の良妻賢母のイデオロギーからすれば、｢私｣は紛れ

もなく｢我の強い女｣で、高見順がそう捉えていたように、当時の男性からすれば、エゴイ

ストの｢女｣にしか見えなかったのであろう。しかも、女性が、国家富強の支えである家庭

の円満を守ることを義務として強く強いられていた時代の状況を勘案すれば、親の反対を

押し切って結婚し、しかも結婚してすぐに｢おわかれ致します｣と｢ズバリと言つてのける｣
｢私｣がエゴイストに見えてくるのは、当然のことであったかも知れない。

しかし、このような｢自己｣と｢理想｣を求める｢私｣が仮に男性であったならば、果たして

エゴイストとして映されていただろうか。エゴイストになるのか自由主義者・個人主義者

になるのかはジェンダーの問題にも関わってくる時代であったが、少なくとも自分の｢理想｣
を抱き、自分の生き方を追求し続けていることは、｢エゴチズム｣ではなく、個人主義・自

由主義思想に属するものだと言うべきであろう。太宰は、自分の｢女性独白体｣の作品に出

てくる女性は｢現実の女｣ではなく、自分が創造した｢観念の女｣であったとし、その点をい

くつかの作品やエッセイなどで繰り返し強調している31)。その｢観念の女｣として｢きりぎり

す｣では自由主義・個人主義を持った｢私｣を作り上げていたのだが、こうした思想を｢女｣が
持っているが故に、エゴイストとして捉われ得る土壌が当時にはあったし、まさにその点

を逆手にとって、さらに以下のような補足説明を行い、エゴイストの女としての｢私｣を意

図的に印象付けているのである。

おわかれ致します。(中略)私は、私のどこが、いけないのか、わからないの。私も、もう二十

四です。このとしになつては、どこがいけないと言はれても、私には、もう直す事が出来ませ

ん。いちど死んで、キリスト様のやうに復活でもしない事には、なおりません。

この世では、きつと、あなたが正しくて、私こそ間違つてゐるのだらうとも思ひますが、私に

は、どこが、どんなに間違つてゐるのか、どうしても、わかりません。

30) 高見順(1971)｢反俗と通俗-文芸時評-｣高見順全集第十三巻勁草書房、pp.322-325
31) 1938年11月号の日本文学に発表された随筆｢女人創造｣、1940年1月から同年6月まで月刊文章に掲

載されていた｢女の決闘｣など参照。
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自分だけが正しいとし、自分のあらゆる言動に対してまったく反省しないエゴイストの

女。しかし、それは、決して高見順が指摘したような、｢反俗精神｣を｢安易にとらえようと

する作者の裏を掻いて｣、自ずと現れてしまった｢エゴチズム｣ではない。このように反省し

ないエゴイストとしての｢私｣が明確な形で浮上させられているのは、作品の全体を通して

上記の引用文のみであり、しかもそれらが作品の全体の内容とは無関係に冒頭と 後の場

面に飾られているところからは、明らかに作者のある意図を読み取ることができる。つま

り、｢我の強い｣｢エゴチズム｣の｢女｣を可視化し、印象付けることによって、その｢女｣に託

された個人主義・自由主義への擁護から検閲の眼を逸らさせることである。当時の全体主

義的共同体の批判の標的はあくまでも個人主義・自由主義であって、少なくとも言葉自体

が否定的な意味を含む｢エゴチズム｣は論外だったはずである。そうした個人主義・自由主

義思想を男性ではなく、女性が持っている場合は、そこに上記のような僅かの｢エゴチズム

｣的要素を補足するだけでエゴイストの女として思わせることができたのであろう。肝要な

のは、｢きりぎりす｣の｢私｣はまさにエゴイストの｢女｣であったからこそ、当時の戦時体制

の支えであった家父長制や滅私奉公、良妻賢母のイデオロギーの束縛から脱して堂々と夫

に別れを告げ、自分個人の＜私＞的な生き方をさりげなく主張することができたという点

である。

しかしながら、｢私｣が自分だけが正しいとするエゴイストの｢女｣で、｢私でなければ｣と
いう＜私＞的な生き方を貫いていこうとするのであれば、そして、作者が検閲の存在を念

頭においているのであれば、その生き方に対する作者自身の批判意識の表出が必要とな

る。だが、そうした｢私｣を批判の眼差しで描いてしまうと、｢私｣の生き方に託された個人

主義・自由主義までもが批判の対象となり、作品の創作意図から大きく外れてしまう危険

性がある。実際に｢私｣は反省しないエゴイストとして浮上させられていながらも、作者に

よって否定的な眼差しで描かれることは全くないと言ってよい。

｢私｣への批判の代わりに講じられた一つの手立てとして考えられるのは、夫の｢あなた｣
に｢非国民｣的な要素を与えつつ、その夫を妻の｢私｣が批判するという構図である。｢左翼ら

しい｣｢あなた｣は自分の絵が売れるようになると｢おしやれにな｣って歯医者に通いはじめ、

｢一本二本と、金歯を光らせて｣帰ってくる。また、小さいアパートに住んでいると｢人が馬

鹿にしやがる｣と言って｢大きいお家へ引越し｣、｢立派なお道具を｣｢デパート｣から｢たくさ

ん買い込んでくる｣。こうした夫の振る舞いに対して｢私｣は｢金持の真似｣だと批判しつつ、

次のように語る。
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何を買いたい、何を食べたい、何を観たいとも思ひません。家の家具も、たいてい廃棄物利用

で間に合はせて居りますし、着物だつて染め直し、縫い直しますから一枚も買はずにすみま

す。(略)手拭掛け一つだつて、私は新しく買ふのは、いやです。むだな事ですもの。あなたは

時々、私を市内へ連れ出して、高い支那料理などを、ごちそうして下さいましたが、私にはち

つともおいしいと思はれませんでした。(略)本当に、勿体なくて、むだな事だと思ひました。

(下線引用者)

 

1940年、｢日本人なら、ぜいたくは出来ない筈だ｣というポスターが目立ち始め、やがて

｢ぜいたくは敵だ｣というスローガンが時代を飾るようになる。米穀統制令に始まって、日

常の必需品のほとんどが配給統制となり、金銀宝石類などの金属の品は中古品の販売まで

も禁止されるようになっていたという32)。このような物質不足の戦時に金歯を光らせ、デ

パートで高級家具を買い込み、高級料理を食べ、年賀状を三百枚も刷らせている｢あなた｣
という人物は、それこそ、｢ぜいたく｣を楽しむ時代の｢敵｣であったと言える。それに対し

て｢廃棄物｣を再利用し、着物を染め直し、縫い直して使いながら、夫の｢ぜいたく｣ぶりを

｢勿体ないこと｣、｢むだな事｣だと批判する｢私｣とは、如何にも物質不足の時代に望まれ

る、｢清貧｣な婦人像として描かれている。こうした｢私｣の批判が｢ぜいたくは敵だ｣とする

時代の標語に如何に符合するものであったかは言うまでもなかろう。金銭をめぐっての夫

の｢ぜいたく｣ぶりを批判するといった場面は、他にも数ヵ所にわたって設定されていて、

容易に見て取ることができるが、しかし、そうした時代の政策に順応しているかのような

批判が夫の｢自分の言葉｣、｢定見｣のなさへの批判と織り交ざって出されているという設定

を見逃してはならない。｢私｣の批判の本領が夫の｢自己｣のなさ、さらには＜私＞という個

人の自由を認めない全体主義的共同体に向けられていたことは、すでに指摘したとおりで

ある。

こうした金銭をめぐる｢私｣の批判のためにこの作品は、｢かつて孤高に生きた一人の画家

が生活のために汚され、通俗的な人間になっていく過程を、その妻が批判的な眼で眺めて

いる作品｣33)で、｢芸術家の世俗化への危機を、その妻の立場から告発したもの｣という従来

の一方的な評価を受けることになったのである。しかし、見逃してはならないのは、夫の

｢あなた｣がお金にこだわっていても、それによる作品の芸術性の変質といった問題が作品

全体を通して言及されることは一度もなかったということである。少なくとも太宰文学に

32) 赤木孝之(1993)｢昭和十五年｣国文学-解釈と鑑賞6月号、p.90
33) 矢島道弘(1993)｢昭和十六年｣国文学-解釈と鑑賞6月号、p.95
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おいて｢芸術家の世俗化｣が作品の主題とされているのであれば、｢春の盗賊｣や｢八十八夜｣
のように、作品の芸術性の低下に対する問題意識やそれに伴う登場人物―芸術家の心的な

動揺、その変質の原因を探っていくといった内容になるはずである。だが、｢きりぎりす｣
からはそういうイメージがまったく読み取れない。しかも｢夫｣は決して｢生活のために汚さ｣
れたわけではなく、金銭とかかわる｢私｣の批判も、どちらかというと時代の要求に背く夫

の｢ぜいたく｣という側面に焦点が合わされていたのである。にもかかわらず、この作品の

性格を左右し得る｢エゴチズム｣の｢私｣に託された部分が見落とされたまま、もっぱら芸術

家の｢反俗精神｣を問題としたものとして読み取られている現状には、当時の時代の状況や

検閲の存在を考慮しなかったことが一つの要因として作用しているのであろう。

｢私でなければ｣を強調するエゴイストの女と非国民的な｢ぜいたく｣を批判する｢清貧｣な
女。時代の中で矛盾する、この二つの女性像のバランスを保つことによって検閲者の判断

を惑わせつつ、｢私｣の生き方に示唆されている＜私＞的な部分を表象化すること。それこ

そがこの作品で選び取られた表現戦略であったと考えられる。高見順は｢反俗精神の仮面を

かぶつた女のエゴチズム｣を指摘しているが、より正確には｢反俗精神｣と｢エゴチズム｣の仮

面をかぶせられた個人主義者・自由主義者の女というべきであろう。

5．おわりに

　

太宰治は数多くの作品の中に彼自身を思わせるような男性を登場させており、そのた

め、私小説家の一人として数えられたりもする。とりわけ、その男性が芸術家の場合は彼

を作者太宰に重ね合わせて読もうとするのが一般的な現象である。｢きりぎりす｣はまさに

その代表的なもので、｢反俗精神｣を描いた作品として捉えられ、作者自身の俗化への危機

に対する自己批判が語られているとする批評がほとんどである。そして、その一方ではそ

うした主題への安易な表現が指摘され、今でも作品に対する評価が分かれている作品であ

る。

このような評価を受けるようになったのは、おそらくこの作品を、作者自身を連想させ

る｢夫｣、すなわち男性中心に読もうとしたためであり、また、この作品に含まれている

様々な時代的言説に注目しようとしなかったためだと考えられる。したがって、本稿で

は、視点を変えて、語られる｢夫｣ではなく、語り手の女性側に立って作品を分析し、なお
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同時代的コンテクストに照らしつつ、この作品を読んでいくことを試みたのである。

本稿ではまず、作品の時代的背景を探るべく、この作品が書き出された1940年とは如何

なる時代であったかを検討してみた。日中戦争の長期化による全国情勢の行き詰まりの中

で、新しい活路として軍官民の渾然一体化をスローガンに掲げた｢新体制運動｣が進められ

たが、この運動はつまるところ、戦争時局にとって障害となる個人主義、自由主義を排除

し、国家共同体という全体主義への国民精神の統一を図ったものだと言える。このような

時流に沿って文学界においても文芸組織が結成され、多くの文学者たちが全体主義の下で

国民の一人としての自己を打ち出し、時局の意思を自分の文学に反映していくことを決心

していたのである。

太宰はこのような時流に対する、文学者としての自分の意思を｢きりぎりす｣の創出に

よって示していた。｢きりぎりす｣の語り手の｢私｣は家長の父の反対する結婚を貫き、結婚

してからも自分の理想を追求しようとする自由主義・個人主義的な価値観を持つ女性とし

て造形されている。作中の｢私でなければ｣という言説で強調されているように、彼女は

＜私＞の精神を持つ自己意識の強い人物で、時流に追従するだけでの｢夫｣を批判し、結局

自己のない｢夫｣と別れることを告げる。このような主人公の造形と作品の内容から全体主

義へ押し流されて行く現実に否を唱える作者の文学者としての批判的な眼差しを確認する

ことができる。

戦争の進展につれて検閲が強化され、表現の自由を奪われた状況の中で、｢新体制運動｣
と共に批判の的となった個人主義、自由主義を擁護する内容を直接描くことは困難なこと

であった。そのために講じられた戦略は主人公の｢私｣に我の強いエゴイストの女性像と非

国民的なぜいたくを批判する清貧な女性像を同時に与えることであった。この矛盾する二

つの女性像を巧妙に利用することによって検閲の目をそらし、当時の戦時体制の支えで

あった家父長制や滅私奉公、良妻賢母のイデオロギーの束縛から脱した個人主義の｢私｣を
作り上げることができたのである。

｢きりぎりす｣が発表された1940年11月号の新潮には、｢文学の新体制｣、｢国民文学への

道｣、｢わが国の国民文学｣といった論文が多くの紙面を割かれ掲載されている。それらは

皆、論調を揃えて｢文学者も国民の一人として｣｢運命共同体｣の｢国家思想の遂行のために｣
｢役立つことを心掛けなければならない｣といい、＜公＞的な｢国民文学｣の渡来を称えてい

た。それとは対照的に、｢私ではなければ｣という＜私＞的なものを追求する｢きりぎりす｣
の主人公の｢私｣が、｢一生忘れずに、背骨にしまつて生きて行こう｣と思う｢小さいきりぎり

す｣の｢幽か声｣は、このような新潮の中での｢きりぎりす｣という作品の位置を象徴してい
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るようで興味深い。この作品にはそのタイトルが示唆しているように、時流に逆行して｢歌
い虫｣の｢きりぎりす｣のような存在を描き続けていきたいという作者の願望が籠められてい

たのであろう。
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<要旨>

太宰治の｢きりぎりす｣論

‒全体主義からの 走‒
太宰治の｢きりぎりす｣は｢反俗精神｣を描いたものとして捉えられ、多くの場合、作者自身の俗化への危機に対する自

己批判が語られている作品と見られている。そして、その一方ではそうした主題への安易な表現が指摘され、いまだに
作品に対する評価が分かれている作品でもある。
このような評価を受けるようになったのは、おそらくこの作品を、作者自身を連想させる｢夫｣、すなわち男性中心に

読もうとしたからであり、また、この作品に含まれている様々な時代的言説に注目しようとしなかったからだと考えら
れる。したがって、本稿では、視点を変えて、語られる｢夫｣ではなく、語り手の女性側に立って作品を分析し、なお同
時代的コンテクストに照らしてこの作品を読んでいくことを試みた。

｢きりぎりす｣が書かれた1940年には、戦時体制に障害となる個人主義, 自由主義を排除して国家共同体という全体主
義への国民精神の統一を図った｢新体制運動｣が大々的に推進されていた。太宰はこのような流れに対する自分の文学者
としての価値観を作品｢きりぎりす｣を通して表している。個人主義・自由主義の価値観を持っている主人公は、時流に
追従するだけの、自己の持たない夫に失望し、別れることを宣言するが、このような作品の内容からは全体主義に対す
る作者の批判的な眼差しを確認することができる。また、主人公はエゴイストの女性と時代にふさわしい清貧な女性と
いう矛盾した女性像を同時に持つ人物として造形されているが、これは検閲を避けるための表現戦略だったことを明ら
かにした。 

Osamu Dazai’s “Grasshopper” Theory

Osamu Dazai’s “Grasshopper”is a work based on the motive of ‘Anti-custom Spirit’ and is evaluated as illustrating the 
self-criticism on the popularization of the writer himself. However, at the same time, the work is criticized for easy or soft 
expressions on such theme causing controversial evaluations as well.  

Such controversial evaluations are based on attempts to read the story focusing on “husband” reminding the writer and failures 
to understand various timely arguments contained in the story. Therefore, this study aims to analyze the work from the point 
of the woman, the speaker of story and review the story referencing contexts in the same era. 

In 1940s, the decade when the work was written, “New System Movement” was under progression. This movement promoted 
the unification of the national citizen’s spirit under the totalitarianism while excluding the individualism and the liberalism causing 
obstacles for the war basis. Dazai expresses his values for the movement through his work“Grasshopper”. The main character 
who has values of the individualism and the liberalism criticizes her husband who blindly follows the trend and announces 
to separate from him. Such story of work shows the writer’s critical view against the totalitarianism. Also, the main character 
has contradictory female images simultaneously as a self-centric woman and a poor but honest woman required by the time. 
But, the writer has revealed this was a strategy to avoid the censorship. 




