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芥川龍之介｢春の夜｣の一考察
―― 怪異の正体を見抜いた理由とは

Xianghua JIN(金香花：Ph.D, Osaka University) 

✉ kingkoka825@yahoo.co.jp

(中国)2022年3月大阪大学大学院·文学研究科日本文学専攻の博士号取得。日本近現代文学、芥川龍之介作

品を研究。｢芥川龍之介�湖南の扇�に見る精神科学の影響―｢海のほとり｣を中心に｣(大阪：�間谷論集�第16

号, 大阪大学日本語·日本文化教育研究会, 2022)、｢芥川龍之介｢死後｣試論―夢中の<僕>をめぐって｣(ソウ

ル：�跨境·日本語文学研究�第13号, 韓国高麗大学グローバル日本研究院, 2021)、｢芥川龍之介｢たね子の

憂鬱｣論―揺れ動く不安心理の行方｣(神戸：�阪神近代文学研究� 第21号, 阪神近代文学会, 2020)、｢芥川龍

之介｢彼 第二｣論―の夢を軸として｣(横浜：�芥川龍之介研究�第13号, 国際芥川龍之介会, 2019)、｢芥川龍

之介｢妙な話｣論―夫婦間におけるテレパシー現象に着眼しながら｣(神戸：�阪神近代文学研究� 第19号, 阪神

近代文学会, 2018)、多言語翻訳 葉山嘉樹｢セメント樽の中の手紙｣(大阪：大阪大学大学院文学研究科, 日本

文学多言語翻訳プロジェクト, 中国語訳を担当, 2015)など。

A Study of Akutagawa Ryunosuke’s “Spring Nights”
：The Ways in which the Mystery is Understood

Akutagawa Ryunosuke’s later story “Spring Nights” (“Bungei 

Shunju”), published in September 1926, is a work that has not been 

much discussed. During his stay in his wife’s parents’ house in 

Kugenuma in 1926, from June 8th to the end of the month, he 

received the said material from the nurse who accompanied him. In 

previous interpretative studies of this work, it has been perceived 

that the theme of the “Shadow of Death” represents creeping 

melancholy. However, the main focus of this work is the 

“strangeness” of the experience which Ms. N talked about. In other 

words, it seems that the author’s aim was to create a mystery that 

could not be interpreted on the basis of knowledge of natural 

science. Therefore, in this light, I would like to attempt a new 

reading of “Spring Nights” in this article.

Keywords Ghost(怪異), Wraith(生霊), Materialization(物質化現象), Psychoanalysis

(精神分析), Spiritualism(心霊学)
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1 はじめに

大正期を代表する文豪·芥川龍之介は、短い生涯の間に怪奇性あふれる傑作を次々と

生み出した。しかし、芥川の多くの怪奇幻想小説は、単なる神秘現象や作者の怪奇趣味

によると見做され、未だに不可解のままになっているものが多い。その一例として、

作者の晩年の作品｢春の夜｣を挙げることができる。｢春の夜｣は、芥川の作り出す<怪異>

の諸要素が集結しているような一作であると考える。が、本作は今まで余り注目されて

こなかった。

小説｢春の夜｣は、1926年9月�文芸春秋�に発表され、後に初刊本�湖南の扇�(文芸春秋

社、1927)や芥川全集に収められている。また本作は、名著復刻版�湖南の扇�(日本近代

文学館、1977)や、近年刊行された�文豪怪談傑作選芥川龍之介集�(筑摩書房、2010)にも

選定されている。これらのことを考慮すると、小説｢春の夜｣が持つ、芸術的又は文化的

価値が希薄であるというわけではなく、むしろそれに接近できるような適切なアプ

ローチ方法が、従来の研究では見出せなかったからではないだろうか。従って、本稿で

は｢春の夜｣を読み解くことを主旨としたい。

芥川の作り出す<怪異>と言えば、｢二つの手紙｣、｢影｣、｢歯車｣に用いられているドッ

ペルゲンガー(分身、二重人格とも)や狂気のモチーフ、｢河童｣に描かれていような心霊現

象、｢海のほとり｣と｢蜃気楼｣に取り入れられている無意識の話等が、その形成要因として

考えられる。

芥川が扱うドッペルゲンガー現象については、芥川における西洋文学の受容、即ち

比較文学の観点から多くの研究がなされている。例えば、小説｢二つの手紙｣と｢影｣は、

芥川がエドガー·ポーの｢ウイリアム·ウイルソン｣から暗示を受け、同様のドッペルゲ

ンガーの現象を扱った作品であると見做される
1
。また、芥川がかなり早い時期から、

心霊主義やスピリチュアリズムに深い関心を示し、それが作者の最晩年の遺作｢歯車｣に

まで色濃い影を落としていることは、倉智恒夫氏によって指摘される
2
。さらに近年発

表された、小林和夫氏の｢文学作品に見るスピリチュアルペインの顕れ―芥川龍之介の

�歯車�を手掛かりに｣
3
という論考も興味深い。小林氏は、芥川の｢歯車｣という文学作品

の内に、死を以て免れ得るスピリチュアルペインを看取している。

ただ、上記で述べた作品群と違い、本稿で考察する｢春の夜｣は、その怪異の形成に多

様な要素が入り交じっている。怪異譚の形成要因を特定できないのが｢春の夜｣の特徴で

もあり、その解析には、多角的視点が求められるであろう。

小説｢春の夜｣の創作背景について、芥川は｢玄鶴山房｣を彼の晩年作の中の傑作である

1 朝日由紀子｢ドッペルゲンガーのモチーフにみる人間像―エドガー·アラン·ポーと芥川龍之介｣(�白百合

女子大学研究紀要�第45号,白百合女子大学, 2009.12), pp.47-62.

2 倉智恒夫｢芥川龍之介における19世紀末ヨーロッパ文学の受容に関する研究｣(�科研報書�, 1987).

3 小林和夫｢文学作品に見るスピリチュアルペインの顕れー芥川龍之介の�歯車�を手掛かりに｣(�キリスト教

教育研究�35巻, 立教大学, 2018.3), pp.67-88.



芥川龍之介｢春の夜｣の一考察  33

と高く評価した宇野浩二に｢あの話は、｢春の夜｣と一しょに或看護師に聞いた話だ｣
4
と

明かす。この箇所の｢あの話｣とは｢玄鶴山房｣のことを指している。

本作の先行研究を見ると、吉田正信氏
5
は、｢死と隣り合わせの暗鬱で幻覚的な世界

が、巧みに描かれてはいる｣と評価する一方、｢僕の察したとおりＮさんは清太郎が好き

であったという結末は、おざなりに過ぎ、感銘を損ねている｣としている。足立直子氏
6

は、｢死が漂わせる暗さの充満した世界｣は、｢春の夜｣が同じ看護師から素材を得て創作

した｢玄鶴山房｣と共通するが、｢春の夜｣に見られる幻想的な傾向は、｢玄鶴山房｣と異な

る点であると述べる。特に、｢春の夜｣の結末において、｢さっぱりと｣返事をするＮさ

んの姿には、｢死の暗さへ絡めとられていく作品世界の雰囲気を抑制するかのような軽

みと明るさとが付与されており｣、こういった側面への更なる考察が求められると、足

立氏は｢春の夜｣の研究展望を示している。

このように、芥川の晩年の小説｢春の夜｣は、死の気配を感じさせる作品として読ま

れてきた。また、その結末の意外性から、先行論から注目を集めていたものの、作品そ

のものが議題として取り上げられることは少なかった。

Ｎさんが清太郎のことが好きだったという結末は、果たして先行研究で言われるよ

うに｢おざなりに過ぎ、感銘を損ねている｣ものなのか。作中において、後ろからＮさ

んに抱きついて、金をせびってきた少年は、いったい誰なのか、Ｎさんから不気味な

話を聞いた<僕>は、どうやって清太郎に好意を寄せていた、彼女の心理を即座に見抜く

ことができたのか等の問題は、まだ謎に包まれている。

以上のことを踏まえながら、本稿では小説｢春の夜｣の読解を試みる。特に、本作の主

軸になるＮさんの不思議な体験談と、Ｎさんから話を聞いた<僕>がその場で彼女の本心

を見抜いたことに焦点を当てながら、<春の夜>という物語を読み解いていく。結論から

先に述べると、作中の<僕>が優位な立場に立った背景には、看護師Ｎさんと違い、<僕>

が早くも精神科学や心霊学の見識を備えていたことが挙げられる。

従来、芥川における心霊主義やスピリチュアリズムの影響は、作家研究レベルでよ

く論じられていた。しかし、本稿での考察を通じて、その影響は作者が最晩年に遺した

｢河童｣や遺稿｢歯車｣等、脚光を浴びてきた作品に限らず、今までに余り注目されていな

い文学作品にも、少なからず影響を及ぼしたことがわかる。なお、本稿で導入する｢春

の夜｣へのアプローチ方法は、本作のように<怪異>の形成要因が定かではない、作者の

他の怪奇幻想小説の分析に、新しい視座を提供すると共に、芥川における精神分析や心

霊学の受容状況を深めることにも繋がると考える。

4 芥川龍之介の1927年1月30日付の書簡(�芥川龍之介全集�第二十巻(岩波店, 1997), p.276.

5 吉田正信｢春の夜｣項(菊地弘·久保田芳太郎·関口安義編�芥川龍之介事典(増訂版)�明治書院, 2001), p.413.

6 足立直子｢春の夜｣項(関口安義·庄司達也編�芥川龍之介全作品事典�勉誠出版, 2000), pp.456-457.
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2 ｢春の夜｣の物語世界

｢春の夜｣は、書き手<僕>が弟の転地先の宿屋で大腸カタルを起こした当時、自分に付

き添ってもらった看護師Ｎさんから聞いた話を素材に、紡ぎ上げたものとなる。

本作が発表される三か月前の、1926年6月8日から下旬にかけて、芥川は妻の実家の

ある鵠沼に滞在した。この時期にかねてから結核を患っていた義弟塚本八洲が、危篤状

態に陥り、彼自身も下痢や痔、精神異常的状態に苦しんでいたことは、芥川の斎藤茂吉

宛の書簡
7
や小穴隆一宛の書簡

8
から読み取れる。このような理由から｢春の夜｣は、先行

研究で｢当時の芥川の心の暗さを伝えるもの｣
9
として読まれていた。

しかし｢春の夜｣は、死の影が忍び寄るような陰鬱さを主眼とした作品であるより、

むしろＮさんが語る体験談の<奇妙さ>に重点が置かれたのであろう。いわば、自然科学

の知見で解釈し切れない怪異をつくりだすことに、作者の狙いがあったと見られる。

以下で<春の夜>の物語世界を具体的に見ていく。

或年の春、Ｎさんは或看護婦会から牛込の野田と云ふ家へ行くことになった。野

田と云ふ家には男主人はゐない。切り髪にした女隠居が一人、嫁入り前の娘が一

人、その又娘の弟が一人、―あとは女中のゐるばかりである。Ｎさんはこの家へ行

つた時、何か妙に気の滅入るのを感じた。それは一つには姉も弟も肺結核に罹って

ゐた為であらう。けれども又一つには四畳半の離れの抱へこんだ、飛び石一つ打つ

てない庭に木賊ばかり茂ってゐた為である。実際その夥しい木賊はＮさんの言葉に

従へば、｢胡麻竹を打つた濡れ縁さへ突き上げるやうに｣茂つてゐた
10

。

(傍線引用者、以下同様)

看護師Ｎさんが派遣された野田家には、未亡人の女隠居とその娘、息子がいる他に女

中も置いており、いわゆる当時の中上流階級の家庭であったことが推察できる。という

のも、派出看護は明治初期、結核やコレラ等が流行し、医療の必要性が高まったことか

ら生まれたもので、実際に看護の対象は一部の裕福な家庭に限られたのだ
11

。特に注目

に値するのは、作中に風景描写が多くなされている点である。庭に植えた木賊が｢胡麻

竹を打つた濡れ縁さえ突き上げるように｣茂っていたというＮさんの言葉は、長い間庭

の手入れをしなかったことを暗示するのと同時に、野田家が衰退の一途を辿っているこ

とを象徴的に表す。

7 1926年6月11日付の斎藤茂吉宛の書簡(�芥川龍之介全集�第二十巻, 岩波書店, 1997), p.238.

8 1926年6月20日付の小穴隆一宛の書簡(�芥川龍之介全集�第二十巻, 岩波書店, 1997), p.240.

9 吉田正信｢春の夜｣項(菊地弘·久保田芳太郎·関口安義編�芥川龍之介事典(増訂版)�明治書院, 2001), p.413.

10 � 芥川龍之介全集�第十三巻(岩波書店, 1996), p.230.

11 高木佐知子｢派出看護婦の歴史について｣(�クリニカルスタディ�メヂカルフレンド社, 1985.9), pp.68-73.



芥川龍之介｢春の夜｣の一考察  35

｢あたしはそんな意気地なしに育てた覚えはないんだがね。｣

女隠居は離れへ来る度に(清太郎は離れに床に就いてゐた。)いつもつけつけと口小

言を言つた。が、二十一になる清太郎は滅多に口答へもしたこともない。唯仰向けに

なつたまま、大抵ぢつと目を閉ぢてゐる。その又顔も透きとほるやうに白い。Nさん

は氷嚢を取り換へながら、時々その頬のあたりに庭一ぱいの木賊の影が映るやうに感

じたと云ふことである。

Ｎさんの話によると、女隠居は病気の重い清太郎より、むしろ気の勝った雪さんを

大事にしたというが、実は必ずしもそうでないことが以上の本文から窺える。男主人が

いない野田家にとって、本来であれば長男
12

の清太郎が家督相続人となるものの、深刻

な健康問題を抱えているため、彼は法定相続人としての権利を行使できなくなったこと

が推測される。

舊法の認めた家督相続では、戸主の死亡や隠居が最も普通の相続の原因とされてお

り、特に隠居の場合には、近代法に珍しい生前相続が認められたという
13

。作中におい

て、女隠居が嫁入り前の｢娘を雪さんと呼び、息子だけは清太郎と呼び捨てにしてゐた｣

という箇所や、清太郎のいる離れへ来る度に｢いつもつけつけと口小言｣を言うとのこと

から、母と息子の心理的距離がより近く、病状を悪化させた息子のことを誰より悔しく

思っている女隠居の姿が察せられる。娘のことをわざわざ｢さん｣付けで呼ぶ女隠居の呼

び方は、ジェンダー差という文化的側面や社会通念によると思われるが、作中の｢女隠

居はかう云ふ清太郎よりも雪さんを大事にしてゐたらしい｣ということを合わせて考え

ると、娘の雪さんが家督相続人に指定された可能性も考えられる。

｢春の夜｣において、特に注目すべきなのは、女隠居から口小言を言われる時の、清

太郎の表情である。｢滅多に口答へもしたこともない｣彼は、｢唯仰向けになつたまま｣

｢大抵ぢつと目を閉ぢてゐる｣が、Ｎさんの話によると、その時の彼の顔は｢透きとほる

やうに白｣く、｢時々｣その頬のあたりに｢庭一ぱいの木賊の影が映るやうに感じた｣とい

う。清太郎の顔つきや表情をめぐるこれらの描写は、重症の結核を発病している彼のや

つれた姿を浮かび上がらせると共に、清太郎にどこか如何わしい側面があることを暗示

するものではないだろうか。何故なら、清太郎の顔をめぐる｢透きとほるやうに白い｣

ことと、｢庭一ぱい木賊の影が映るやうに感じた｣という表現は相反するもので、何か不

吉なことでも起こりそうな、不穏な気配を漂わせるからである。端的に言えば、清太郎

には普段｢何でも言ふなりになるばかりか｣、Ｎさんに物を言う時に｢顔を赤めたりする

位である｣といった様子とは異なる一面を持つことが想像できる。

ある夜の十時前後、看護師Ｎさんは、清太郎の看病に使う氷を買いに野田家から二三

町離れた町へ行く。夜中にも関わらず、彼女が買い出しに行くことから、当日清太郎の

容態が悪化した可能性が疑われる。

12 中川善之助著�民法大要 下巻 親族法·相続法�(勁草書房, 1950), p.189.

13 同上, pp.189-190.
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｢病気の重いのは｣｢清太郎だつた｣、｢をととひも喀血した患者の清太郎｣という作中

の言葉は、清太郎が肺結核末期患者であることを窺わせる。�通俗肺病の予防と療法�で

は、肺結核をその深刻度によって｢第一期或いは初期｣、｢第二期、肺浸潤｣、｢第三期或い

は末期｣に分類するが、第二期の患者さんには喀血の症状が見られないという
14

。肺結核

に関する大正末期の医学書には、既に有効な治療法で病態を改善させると記載したもの

の、その当時、結核病の内に依然として｢肺結核が一番に数多く、且つ致命の原因とな

ることが最も多い｣
15

とされる。

ところが、氷を買いに行ったＮさんは、帰り道に奇妙な出来事に遭遇する。

｢姐さん、お金をおくれよう。｣

その少年はやはり抱きついたまま、甘えるやうにかう声をかけた。その声も亦

不思議にも清太郎の声ではないかと思ふくらゐである。気丈なＮさんは左の手にし

つかり相手の手を抑へながら、｢何です、失礼な。あたしはこの屋敷のものですか

ら、そんなことをおしなさると、門番の爺やさんを呼びますよ｣と言つた。

けれども相手は不相変｢お金をおくれよう｣を繰り返してゐる。Ｎさんはぢりぢ

り引き戻されながら、もう一度この少年をふり返つた。今度も亦相手の目鼻立ちは

確かに｢はにかみや｣の清太郎である。Ｎさんは急に無気味になり、抑えてゐた手を

緩めずに出来るだけ大きい声を出した
16

。

突然のことにＮさんは戦慄を覚えるが、一層彼女を驚愕させたのは、背後から襲い

かかったその少年が、顔や髪型、服装、声まで清太郎とそっくりであるとのことだっ

た。｢おとといも喀血し｣、｢頬のあたりに庭いっぱいの木賊の影が映るように｣憔悴し

きった清太郎がここに姿を現すはずがないと思ったＮさんは、不気味さを感じずには

いられない。しかし気丈なＮさんは、少年の手を力強く握り、彼を逃げさせないよう

にしている。｢ぢりぢり引き戻されながら｣、｢もう一度この少年をふり返った｣という

Ｎさんの仕草から、事件に遭遇した瞬間、彼女の心のうちでは思いがけない出来事に対

する好奇心が、その恐怖心を上回っていたようにも見受けられる。

少年がＮさんに掴まれた手を振り払おうと蹌踉めくと、Ｎさんはその時はじめて現場

から逃げ出そうとする。屋敷続きの登り坂から一生懸命に走り出したＮさんは、清太郎の

看病に使う氷だけはしっかり胸に当てたという。野田家に帰ってみると、家の中はひっ

そりしていて普段と余り変わらなかったが、Ｎさんの狼狽えた様子は女隠居に見咎めら

れる。そこで彼女は、自分の異常ぶりに気づいた女隠居に事件の一部始終を語るが、自分

を襲った少年が清太郎とそっくりな人物であったことはわざと伝えていない。

女隠居に対し、Ｎさんは何故素直になれなかったのか、また彼女に金をせびってき

14 鳥潟豊著�通俗肺病の予防と療法�(洛陽堂, 1918), pp.13-18.

15 水井秀太著�肺患者養成法秘訣�(春陽堂, 1924), p.2.

16 芥川龍之介全集�第十三巻(岩波書店, 1996), p.231.
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た少年はいったい誰のか、という問題をめぐって次章で検討する。

3 不良少年の存在をめぐって

作中において、女隠居が驚きに身震いするＮさんを見て｢さう言へばこの界隈に小堀

とか云う不良少年があつてね、……｣と慰めるのに対し、娘の雪さんはＮさんの話に嫌

悪感を示す。雪さんのそっけない態度に｢侮蔑を感じ｣たＮさんは、直ちに茶の間を立つ

が、｢どこか輪郭のぼやけた清太郎自身｣と思われる少年の顔だけは、どうしても脳裏か

ら離れなかったという。

五分ばかりたつた後、Ｎさんは又濡れ縁をまはり、離れへ氷嚢を運んで行つた。

清太郎はそこにゐないかも知れない、少なくとも死んでいるのではないか？―そんな

気もＮさんにはしないではなかつた。が、離れへ行って見ると、清太郎は薄暗い電燈

の下に静かにひとり眠ってゐる。顔も亦不相変透きとほるやうに白い。丁度庭に一ぱ

いに伸びた木賊の影の映っているように。

｢氷嚢をお取り換え致しましょう。｣

Ｎさんはこう言ひかけながら、後ろが気になつてならなかつた
17

。

Ｎさんは半信半疑な気持ちを抱えながら、清太郎のいる離れへ氷を持っていく。こ

こで注目すべきなのは、その時に彼女の心に浮かんだ、清太郎と不良少年をめぐる疑惑

である。仮に、その少年が清太郎であったならば、｢清太郎はそこにゐないかも知れな

い｣というＮさんの考えは、理にかなう。しかし、そうでない場合、Ｎさんは何故｢少

なくとも死んでいるのではないか？｣と清太郎の死を思いついたのか、という疑問は残

る。ところが、Ｎさんが実際に離れへ行ってみると、清太郎はそこで静かに寝ていた

ので、当初彼女を襲った不良少年が、清太郎本人でなかったと判断することができる。

何故なら、その不良少年が清太郎だとすると、彼が｢一生懸命に走り出した｣Ｎさんより

早く家に帰ったことになり、重症の肺結核を患っていた清太郎が走って帰ってきた後、

｢静かに｣｢眠っている｣ふりができたとは考えにくいからだ。そもそも、事件の現場か

ら先に逃げたのも、Ｎさんのほうだった。従って、Ｎさんに襲いかかった不良少年

は、清太郎本人ではなかったと判断した方が適切であろう。

では、清太郎とそっくりな少年の存在をどう捉えるべきか。

このことに関しては、当時清太郎の死を予想したＮさんの｢少なくとも死んでゐるの

ではないか？｣という言葉から手掛かりが得られる。これは、Ｎさんが買ってきた氷を

持ち、離れへ向かう途中に発した言葉であり、彼女は清太郎が離れにいるかどうか知ら

ない時点で、既に清太郎の死に思い及んでいたということになる。Ｎさんの心に芽生え

17 �芥川龍之介全集�第十三巻(岩波書店, 1996), p.233.
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たこのような思いは、彼女自身が当初自分を後ろから抱きついた少年のことを、もしか

すると清太郎本人でなく、死の瀬戸際を彷徨う彼の生霊だったかも知れないと考えたこ

とにもなる。というのも、芥川が実際に読んでいた
18

柳田国男著�遠野物語�には、瀕死

の状態にある人間の肉体から、霊的な身体を伴って抜け出す、という生霊の話が多数収

録されている。

芥川の｢春の夜｣の読解に繋がると想定される、生霊に関する例を�遠野物語�から一つ

取り上げてみよう。

八六 土淵村の中央にて役場小学校などのあるところを字本宿という。此所に豆腐

屋を業とする政という者、今三十六七なるべし。この人の父大病にて死なんとすると

ころ、この村と小鳥瀬川を隔てたる字下栃内に普請ありて、地固めの堂突をなすとこ

ろへ、夕方に政の父ひとり来たりて人々に挨拶し、おれも堂突をなすべしとて暫時仲

間に入りて仕事をなし、やや暗くなりて皆とともに帰りたり。あとにて人々あの人は

大病のはずなるにと少し不思議に思いしが、後に聞けばその日亡くなりたりとのこと

なり。人々悔みに行き今日のことを語りしが、その時刻はあたかも病人が息を引き

取らんとするころなりき
19

。

大病を患い、瀕死の状態にあった政の父が、ある日、普請現場に姿を現して人々に挨

拶し、一緒に仕事をしたというが、当初人々は彼の姿に特に違和感を覚えていない。大

病を患っていた政の父が普請現場で働くはずがないと、人々が不思議に思ったのは、後

になってからである。後日、人々は政の父が現場に現れた時刻が、彼の息を引き取った

瞬間だったかもしれないと、当日のことを回想する。

柳田国男の�遠野物語�は、日本民俗学の先駆けと称される説話集であり、上記のよう

な生霊をめぐる事例は、芥川の｢春の夜｣の読みを深めることに役立つと考える。｢春の

夜｣のＮさんが、買い物から帰ってきて、離れにいる清太郎の安否を確認する前に既に

彼の死を思いついた理由も、彼女が死の間際の人間の霊が生霊となって動き回るという

民俗学の知識を持っていた、という可能性を示唆する。

しかし｢春の夜｣の結末近くにある、｢Ｎさんはこう言いかけながら｣、｢後ろが気に

なってならなかった｣という一文は、Ｎさんがその少年を清太郎の生霊であると、ふと

思いついたことが、あくまでも彼女の推測の域を出なかったのを表す。それは、Ｎさ

んがその少年のことを、単に清太郎と非常に似ている別人だと認識した可能性も否定で

きないからであり、不良青年が再び後ろから襲うのではないかという恐怖心から、彼女

は｢後ろが気になってならなかった｣のであろう。いずれにせよ、Ｎさんにとって、当

初彼女に金をせびろうとしていた少年の正体を明かすことは困難だったと言える。

不良少年の存在をめぐっては、清太郎の生霊以外に、Ｎさんの人物誤認や、清太郎の

18 �芥川龍之介全集�第十巻(岩波書店, 1996), pp.279-290に収録されている｢澄江堂雑記｣から確認できる。

19 柳田国男著�遠野物語·山の人生�(岩波書店, 1989), p.55.
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分身である可能性も否めない。以下でこれらを逐一見てみよう。

まず、Ｎさんに抱きついた少年が、単なる赤の他人で、Ｎさんがその人を清太郎に

誤認した場合、これは可能性として十分あり得る。｢春の夜｣の結末において、実は清太

郎のことが好きだったというＮさんの言動を考慮すれば、当初買い物に出かけた際も、

Ｎさんは重症の肺結核を患う彼を思い続けた挙句、その帰り道に遭遇した、見知らぬ少

年を清太郎と見間違えたとも考えられる。

古川正氏
20

によると、精神病理的観点から<人物誤認>は、知覚の処理情報過程の不全

または失敗と見做され、従来から精神症状論の網目で取り上げられたという。具体的

に、<人物誤認>は｢妄ろう、せん妄状態時の一過性の所見｣や｢躁病性の悪ふざけの症状｣、

｢心因性のヒステリー現象｣として捉われ、それを包含する、症候学や疾病分類は多岐に

渡る
21

と古川氏は指摘する。現代精神医学から<カプグラ症候群>と呼ばれる<人物誤認>

は、フランスの精神科医·カプグラ(Capgrass、1887-1950)が、1923年に｢ソジ―の錯覚

(illusion dessosies)｣という名で報告した症例を初期のものとする
22

。

以上のようなことから、｢春の夜｣のＮさんが、不良少年を清太郎に誤認した場合、

それは彼女の<異常神経>によるものと言えよう。

次に、不良少年が清太郎の分身、或いはドッペルゲンガーだった場合は、どうなる

のか、それは清太郎の生霊として捉える場合と、どう違ってくるのかを見ていく。

ダブル、複体とも呼ばれるドッペルゲンガーは、｢同じ人物が同時に複数の場所に姿

を現す現象で、自分自身がもう1人の自分を見る自己像幻視も含まれる｣
23

。ただ、霊魂

が肉体から分離し、実体化したものとして現れるという点において、ドッペルゲン

ガーは生霊と共通するだろう。

実に、芥川の長編小説｢路上｣(十三)には、ドッペルゲンガー(ドッペルゲンゲルと

も)が離魂体として描かれている。花房の声や態度が藤沢に酷似しているように感じら

れる、俊助の視点を通して、語り手は｢もし離
り

魂病
こんびょう

と云うものがあるとしたならば、花

房は正に藤沢の離
ドッ

魂体
ペルゲンゲル

とも見るべき人間だった｣と語る。このように、芥川は｢路上｣に

おいて、ドッペルゲンガーを、肉体から分離した霊魂が有形化して立ち現れるものと捉

えている。

従来<影の病>や<離魂病>とも呼ばれるドッペルゲンガーは、生霊と同様に古くから

伝説や迷信などで語られ、文学作品においては常に超常現象の一つとして用いられる。

しかし、ドッペルゲンガー(分身)の出現は、生霊のそれとは違い、精神症状と見られる

傾向が強く、精神医学の観点からは、精神分裂病の徴候である<妄覚>と見做される
24

。

20 古川正｢人物誤認について｣(�昭和医学会雑誌52(5)�昭和大学学士会, 1992), pp.503-511.

21 同上, pp.503-511.

22 植野仙経·上田敬太·村井俊哉｢人物と相貌の認識の病理｣(�認知神経科学20(3＋4)�認知神経科学会, 

2018), pp.172-181. 誇大的被害妄想を持つ、五十三才の女性に見られた症状が、初期の症例と見做さ

れる。

23 羽仁礼著�超常現象大事典�(成甲書房, 2001), p.51.
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従って、｢春の夜｣のＮさんが、仮に不良少年を清太郎のドッペルゲンガーとして捉

えた時、それは人物誤認の場合と同じく、彼女の<異常神経>によることがわかる。

4 <僕>がＮさんの本心を見透かした理由とは

清太郎とそっくりな姿をした不良少年が、清太郎本人ではないことは、前章で確認し

た通りである。また、その少年の存在をめぐって、清太郎の生霊、Ｎさんの人物誤認、清

太郎のドッペルゲンガー(分身)という三つの可能性をそれぞれ分析してみた。

しかし、｢春の夜｣の読解において、どうしても看過できないのが、作中における

<僕>の存在である。作中において、Ｎさんの不思議な体験談を聞いていた<僕>は、特に

驚いた様子もなく、彼女に｢清太郎？―ですね。あなたはその人が好きだつたんでせ

う？｣という突飛な質問をする。すると意外にも、<僕>の発したその一言は、Ｎさんの

本心を見事に言い当てることになる。

では、<僕>はどうやって彼女の本心を見透かすことができたのか。

この問題については、｢春の夜｣の結末における、<僕>の語り口から端緒を開くこと

ができる。<僕>が彼女の顔を眺めたまま｢多少悪意のある言葉を出した｣ものの、｢Ｎさ

んは僕の予想したよりも｣｢遥かにさつぱりと返事をした｣とあるように、聞き手<僕>の

優位性が見られる。あたかも<僕>が、Ｎさんの遭遇した不思議な出来事を知り尽くし、

物事を俯瞰的に見るようにも感じ取れる。

そこで、<僕>が優位な立場を保持した理由とは、また何かという疑問が浮かぶ。そ

の要因として考えられるのが、作者芥川を思わせる<僕>の得た精神科学の知見と、西洋

から流入した心霊学の教養である。以下、それぞれ検討してみよう。

まず、芥川が生前、精神科学に強い関心を抱いていたことは、藤沢市文書館所蔵の

｢葛巻文庫｣
25

·�芥川龍之介自筆ノート·草稿断片�や、日本近代文学館所蔵の｢芥川文庫｣

にある、森田正馬著�神経質及神経衰弱症の療法(増補版)�
26

(日本精神医学会、1926)等か

ら確認できる。特に、｢葛巻文庫｣·�芥川龍之介自筆ノート·草稿断片�には、｢心理学概

論―松本教授｣と記されているノートの表紙や、心理学に関する芥川の学生時代の講義

ノートが多数収蔵されている。

また、小説｢春の夜｣が発表された翌年の1927年、芥川は文学評論�文芸的な、余りに文

芸的な�の｢三十五 ヒステリイ｣において、精神科学をめぐって以下のような見解を示し

24 呉秀三著�精神病診察法�(治療学社, 1908), pp.35-38.

25 筆者は、小澤純氏による<資料紹介>｢藤沢市書館｢葛巻文庫｣を通して、芥川龍之介研究の基盤を探る｣(�昭

和文学研究�第76集, 2018.3), pp.186-196に導かれて、現地調査に入りました。文献調査に関して、的確な

アドバイスをしてくださった鈴木暁世先生と小澤先生に感謝の意を表します。

26 森田正馬著�神経質及神経衰弱症の療法(増補版)�(日本精神医学会, 1926.5). 本書は、日本近代文学館所蔵

の｢芥川文庫｣に保管されており、この文献を調査したところ、作者による書き込みは見当たらなかった。



芥川龍之介｢春の夜｣の一考察  41

ている。

僕はヒステリイの療法にその患者の思つてゐることを何でも彼でも書かせる―

或は言わせると云ふことを聞き、少しも常談を交へずに文芸の誕生はヒステリイに

も負つてゐるかも知れないと思ひ出した。虎頭燕頷の羅漢は暫く問はず、何びとも

多少はヒステリックである。殊に詩人たちは余人よりもはるかにヒステリックな傾

向を持つてゐるであらう
27

。

この箇所で芥川の言う｢ヒステリイの療法｣とは、精神分析学の創立者であるフロイ

トの｢ヒステリー療法｣を指す。というのも、彼の論及するヒステリー症患者の治療方法

が、フロイトのそれと共通するからである。

フロイトの｢ヒステリー心理療法｣には、｢われわれは、誘因となる事象の回想を完全

な明白さで呼びおこして、それによってこれに随伴していた感動をも呼びさますこと

に成功し、そのうえで患者が自らその事象をできるだけ精細に述べてその感動に言葉を

与えるようにすれば個個のヒステリー症状はたちどころに消滅し二度とは起こるもの

ではない、(後略)｣
28

と記されている。

上記の引用は、芥川がフロイトの｢ヒステリー研究｣から影響を受けたことの裏付けに

なる。フロイトは�ヒステリー研究�の｢初版の序文｣において、｢ヒステリーの病因の中で

は性愛が心的外傷の根源として、また｢防衛｣すなわちある観念を意識から駆逐する動機

として、主役を演じている｣
29

と述べる。�ヒステリー研究�では、ヒステリーを｢防衛

する自我｣と和解しない表象を無害なものにするため、その興奮全量を｢身体的なもの｣

に置き換える過程と見做している
30

。勿論、ヒステリー現象には、ヒステリー性譫妄も

含まれており、その中には精神的にすぐれて明晰で、意志強固で、はっきりした性格を

持つ、患者たちもいる
31

という。しかし、ヒステリーを起こすと、その患者には｢類催

眠状態｣という名のもとに統括できるような、｢きわめて顕著な意識の分裂｣
32

が現れる

のであり、そのような状態に浮かびあがる観念は｢きわめて強烈｣で、しかも｢他の意識

内容との連想による交通を遮断されている｣
33

と、フロイトは論じる。

このような精神分析の知識に鑑みれば、｢春の夜｣の<僕>が、看護師Ｎさんに｢多少悪

意のある言葉｣で話しかけた理由が理解できるようになる。つまり<僕>からすると、Ｎ

さんの身の上に起きた不思議な話は怪異譚であるより、むしろ彼女のヒステリー症状と

27 �芥川龍之介全集�第十五巻(岩波書店, 1997), p.216.

28 懸田克躬·小此木啓吾訳�フロイト著作集7ヒステリー研究 他�(人文書院, 1974.8), p.12.

29 同上, p.5.

30 井村恒郎·小此木啓吾他訳｢防衛－神経精神病｣(�フロイト著作集6自我論·不安本能論�人文書院, 1970), 

p.10.

31 懸田克躬·小此木啓吾訳�フロイト著作集7ヒステリー研究 他�(人文書院, 1974.8), p.18.

32 同上, pp.16-17.

33 同上, p.17.
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して映ったとも考えられる。

｢文芸の誕生はヒステリイにも負っているかも知れない｣(�文芸的な、余りに文芸的

な�)という芥川の言説は、型破りな創作性と、創作者に備わる異端な資質を示唆するも

のではあるが、ヒステリーが必ずしも作者を思わせる人物に通じるとは限らないだろ

う。芥川の｢二つの手紙｣(�黒潮�、1917)には、ヒステリーを持つ女性が登場し、ヒステ

リーが一つのモチーフとなっている。これを踏まえると、小説｢春の夜｣において、ヒ

ステリックな人物は、作者を彷彿とさせる<僕>でなく、｢いつも乾いた唇のかげに鋭い

犬歯の見える｣Ｎさんだと想定することも可能である。要するに、Ｎさんには備えられ

ていない、精神分析の見識を<僕>が早くも身につけていたことが、<僕>自身を優位に立

たせた要因の一つであるように考える。

<僕>の優位な立場を検討する際、精神医学的知識のほかに、もう一つの可能性として

推測されるのが、明治末期、西洋から流入してきた心霊学の影響である。芥川の場合、西

洋文学におけるオカルティズム受容の一環として、心霊学の知識を摂取したことが、作者

のエッセイや自筆ノートから窺える。

大正10年1月、�新家庭�に発表した随筆｢近頃の幽霊｣には、心霊学に抱く芥川の深い

関心と、心霊学への見識が示されている。

一般に近頃の小説では、幽霊―或は妖怪の書き方が、余程科学的になつてゐる。決

してゴシツク式の怪談のやうに、無暗に血だらけな幽霊が出たり骸骨が踊りを踊つた

りしない。殊に輓近の心霊学の進歩は、小説の中の幽霊に驚くべき変化を与へたやう

です。キツプリング、ブラツクウツド、ビイアスと数へて来るとどうも皆其机の抽斗

には心霊学会の研究報告がはいつてゐるさうな心もちがする。(中略)

この位で御免を蒙りますが、西洋の幽霊は一体に、骸骨でなければ着物を着てゐ

る。裸の幽霊と云ふのは、近頃になつても一つも類がないやうです。尤も怪物には

裸も少なくない
34

。

(傍線引用者)

芥川は、怪談じみた｢近頃の小説｣が｢余程科学的になっている｣理由として、心霊学の

進歩を挙げる。ここで小説の中の幽霊が、近頃になって裸の類は一つもなく、全てが｢着

物を着ている｣というのは、幽霊がかつてのゴシック式の一次元のものから、心霊要素

を含んだものに衣替えしたことを象徴的に表している。

さらに、藤沢市文書館所蔵の｢葛巻文庫｣·�芥川龍之介自筆ノート·草稿断片�には、｢近

代文学に現れたる妖怪｣と題された芥川の講演ノートが残され、そこには｢愚見によれ

ば、西洋の妖怪に四種類あり｣という内容が英文で記されている。【図1】に示されてい

るように、その四種類には、①Devil and his Allies(悪魔とその仲間), ②Ghosts and 

Wraiths(幽霊と生霊), ③spirit(精霊、魂、精神), ④Supernatural Beings(超自然的存在)と

34 �芥川龍之介全集�第七巻(岩波書店, 1996), pp.174-178.
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ある。これは芥川が英米作家や英米文学に言及する傍ら、自らの文学理念も｢超自然｣や｢

超自然的｣、｢超自然的Ｆ｣、｢超自然的ノ力｣｢spiritualismノ進歩｣、｢精神病学ノ進歩｣とい

うことに触れながら展開した、山梨夏季大学講義(1923年8月2~5日)の下書き
35

であろう

と推測される。

特に注目に値するのは、【図1】
36

の｢2)｣の｢2)｣に記されている｢Ghosts and Wraiths｣

(Doppelganger, G.of animals)という内容である。日本語に訳すと、｢幽霊と生霊｣(ドッ

ペルゲンガー、動物の幽霊)となるこのメモは、芥川がドッペルゲンガーを幽霊、生霊

と同等のものとして扱っていることを窺わせるほか、作者の持つ霊観や生霊観が、西洋

神秘主義思想に負うところが大きいことを示唆する。

【図1】｢葛巻文庫｣·｢4芥川龍之介自筆ノート断片｣にあるNO.256

―講義ノート(｢近代文学に現れたる妖怪｣メモ) 

＊藤沢市文書館提供、藤沢市文書館の許可なく、転載·転用および複写することを禁止します。

35 �芥川龍之介全集�第二十三巻(岩波書店, 1998), pp.47-67.

“Life and Literature”について講演した芥川の、≪Second Day Course≫には｢(4)神及幽霊及怪物(ソノ説明)｣

という記述があり、これは西洋の妖怪を分類した【図1】の(2)の内容と共通している。即ち、【図1】の(2)

の内容が、≪Second Day Course≫の｢(4)神及幽霊及怪物｣の(ソノ説明)｣に当たる箇所と見られる。

36 前に簡潔に示したが、【図1】の2)にはこのようなことが記されている。｢愚見によれば、西洋の妖怪に四

種類あり｣1)Devil and his Allies、2)Ghosts and Wraiths(Doppelganger, G.of animals)、3)Spirit(Fairies and 

nymphs)(G.of animalsの差), 4)Supernatural Beings(Flying dictionary？, wandering……?, vampires, 

werewolf, lvcanthrop ect). 拙訳：1)悪魔(怪物とも)とその仲間；2)幽霊と生霊(ドッペルゲンガー、動物の

幽霊)；3)霊、魂(妖精、仙女)；4)超自然的存在(吸血鬼、おおかみ人間、オオカミ付きにかかった人等).



44  [一般論文]

実際に、芥川の生涯と活動期の大半を占めている大正期には、<心霊>イメージが急速

に多様化し、増殖した
37

と言われている。その背景には、霊学や民俗学等、社会文化的

要因以外に、西洋から流入した心霊主義や心霊学の影響が大きかったのであろう。

霊界の存在を主張し、現世の人間が死者の霊(又は霊魂)と交信できるとする近代の心

霊主義は、1848年にアメリカ·ニューヨーク州のハイズヴィルで起きた事件
38

を発端と

しており、その数年後には、世界の至るところの文明国で大流行していた。欧米におけ

る心霊学流行の余波が、近代日本に影響をもたらし始めたのは、明治40年代であるとい

う
39

。

｢春の夜｣が創作された大正末期になると、日本国内でも浅野和三郎による日本心霊科

学研究会(1923)が創立される。浅野和三郎と言えば、横須賀にある海軍機関学校の英語

教官であったが、1916年12月退職辞令によって海軍機関学校を退官する。浅野の後任

に、1916年11月から着任したのが、同年東京帝国大学を卒業した芥川龍之介だったこと

は、よく知られている話である。

芥川は生前、近代スピリチュアリズムに頗る深い関心を示した。彼が実際に読んで

いたとされる
40

、柳宗悦の�科学と人生�では、死後存続を主張する心霊研究を｢新しき

科学｣として位置付ける。同書では、霊の一部や全体が何らかの媒体を介し、具体的な

形として現れる｢心霊の物理的現象｣を具体的に紹介するほか、イギリスの心霊現象研究

協会の名誉幹事だったマイヤーズやガーニー、ポドモア共著の�生者の幻像�(Phantasms 

of the Living、1886)についても言及する。�生者の幻像�には、親しい人の臨終間際の

時間帯に、遠く離れた友人や親族にその人の幻像が見える、という<生霊>の事例が数多

く蒐集されている。

そして、｢春の夜｣が創作された同時代の心霊研究書にも、死の予知と見做される<生

霊>の話や、<霊の物質化現象>が多く記載されている。当時、心霊学のスポークスマ

ン
41

とされる高橋五郎は、�霊界の研究�において、生霊は特に｢今世を去んとする間際

に｣往往人々は幽体離脱現象を生じさせると論じる
42

。また、霊魂が出現する理由に関

して、高橋は｢必らず何等かの理由ありて特に其形を現ず｣とし、瀕死の状態にある人の

霊、即ちその生霊は自らの死を知らせるために屡々現れると捉えている
43

。

また、明治末から大正にかけて日本の劇壇文壇に大きな影響をもたらした
44

、ベル

ギーの象徴主義の詩人で劇作家であるメーテルリンクは、�生と死�において、人は死の

37 一柳廣孝｢一九二〇年代、<心霊>は増殖する｣(小松和彦編�日本妖怪学大全�小学館, 2003), p.583.

38 吉村正和著�心霊の文化史―スピリチュアルな英国近代�(河出書房新社, 2010), pp.1-10.

39 一柳廣孝著�<こっくりさん>と<千里眼>�(講談社, 1994), pp.110-111.

40 奥野久美子｢恒藤恭｢向陵記｣と一高時代の芥川龍之介｣(関口安義編�生誕120年芥川龍之介�翰林書房, 2012), 

pp.262-271.

41 一柳廣孝著�<こっくりさん>と<千里眼>�(講談社, 1994), p.112.

42 高橋五郎著�霊怪の研究�(崇山房, 1911), pp.129-131.

43 同上, pp.130-131.

44 みなもとごろう｢メーテルリランク｣項(関口安義編�芥川龍之介新辞典�翰林書房, 2003), p.587.
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瞬間など非常な危機に直面すると<生霊>の幻を自ら作り出し、遠方に伝えることができ

ると説明する
45

。みなもとごろう氏
46

によると、芥川は幅広いメーテルリンクへの関心

と理解を示したという。

その他にも、�心霊現象研究�
47

や、�近代心霊学�
48

、�心霊学摘要�
49

等にも霊的交感

が言及される。ここで特筆すべきことは、1920年代に出版された心霊研究書には、それ

以前のものには余り言及されていない<物質化現象>、いわば霊体の可視化がクローズ

アップされているという点である。

以上見てきたように、｢春の夜｣が創作された同時代の心霊学の知識も、謎に包まれ

たＮさんの怪異譚を解明するに当たって、示唆を与えてくれる。作中において、<僕>が

Ｎさんに｢多少悪意のある言葉を出した｣理由は、重症の肺結核を患う清太郎が彼女に好

意を抱いたが故に、生霊として立ち現れたと認識したからであろう。<僕>がＮさんの

不思議な体験談に何の疑義の念も抱かずに、即座に彼女の心を見透かせたのも、<僕>が

生霊はある種の理由を持ってその家族や恋人など親近者の前に現れる、という心霊学の

見識を備えていたことが想定される。換言すれば、超常現象という謎の領域に科学的な

リアリティを提供した心霊学の知見を深めたことが、<僕>を優位に立たせたもう一つの

理由だったと言えよう。また当初、Ｎさんが女隠居に素直になれなかったのも、結局の

ところ、彼女が清太郎に恋心を抱いていたからである。当時まだ少年だった清太郎に心

を寄せるのは、健全でないことを看護師Ｎさん自身も十分に理解していたため、彼女は

わざと女隠居に自分の本心を見せなかったのであろう。

総じて、｢春の夜｣において、Ｎさんから怪異譚を聞いていた<僕>が、むしろ優位な立

場に立った背景には、<僕>がフロイトの精神分析や心霊学に関する見識を広めたことが

考えられる。

5 芥川龍之介と精神科学

芥川の評論｢続文芸的な、余りに文芸的な｣(�文芸春秋�、1927年7月)には、以下のよ

うな一節がある。

｢芸術は科学の肉化したものである｣と云うコクトオの言葉は中っている。もっ

とも僕の解釈によれば｢科学の肉化したもの｣と云う意味は｢科学に肉をつけた｣と云

う意味ではない。科学に肉をつけることなどは職人でも容易に出来るであろう。芸

45 モリス·メーテリンク著(水野葉舟訳�心霊問題叢書 第二巻、生と死�新光社, 1923), p.210.

46 みなもとごろう｢メーテルリランク｣項(関口安義編�芥川龍之介新辞典�翰林書房, 2003), p.587.

47 有馬純清著�心霊現象研究�(警醒社, 1924), pp.314-317.

48 平田元吉著�近代心霊学�(日本心霊学, 1925), pp.109-111.

49 山口鉞三郎著�心霊学摘要�(冲天社, 1926), pp.93.-98.
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術はおのずから血肉の中に科学を具えている筈である。(中略)

僕は必ずしも科学的精神を抛ってしまえと云うのではない。が、科学的精神は詩

的精神を重んじる所に逆説的にも潜んでいると云う事実だけを指摘したいのであ

る
50

。

(傍線引用者)

これは、｢続文芸的な、余りに文芸的な｣の｢八 コクトオの言葉｣の内容である。フラン

スの詩人で作家であるジャン·コクトー(1889~1963)は、鋭い近代的感覚と機智に溢れ

る詩精神の持ち主として知られており、その名は芥川の遺稿｢或阿呆の一生｣
51

にも言及

されている。芥川は、コクトオの言葉を援用しつつ、芸術と科学の繋がりや、芸術作品

における科学的精神の重要性を論じる。

また、｢科学的精神は詩的精神を重んずる所に逆説的にも潜んでいる｣という芥川の言

葉は、作品の価値の高低を定める評価基準となる｢詩的精神｣が、いつまで経っても客観

的で普遍妥当的な認識を保つ科学的精神に通じることを表す。科学的知見が必ずしも芸

術創作の出発点になるとは限らないが、｢詩的精神の浄化｣を通ってきた文芸作品には、

自ずと科学的思考が流れているということを、芥川は問うている。

科学的精神を重要視する芥川の文学観は、作者の第八短篇集�湖南の扇�(文芸春秋社出

版部、1927年6月)の作品群に顕著に現れる。小説｢春の夜｣が収録されている�湖南の扇�
52

は、芥川が生前出された最後の短篇集でもある。そこには、｢春の夜｣のほか、｢海のほ

とり｣や｢蜃気楼｣、｢誘惑｣、｢年末の一日｣、｢彼 第二｣等、主に1925年から1927年の間に

発表された、作者の十八篇の小説と小品が収められている。

従来、短篇集�湖南の扇�は、収録作品に力作が少ないとの理由から、低い評価が与え

られた
53

。しかし、この作品集は、芥川における同時代の精神科学の受容や影響が垣間

見られる集成であるように考える。

｢海のほとり｣において、<僕>が｢夢の中の鮒は識域下の我｣であると認識したことか

ら、夢は<僕>の抑圧された無意識的な願望の発露であると捉えられる。これは夢を願望

の充足として、無意識を知るための王道であると見做す、精神分析の夢理論や無意識に

通じるものであろう。また｢蜃気楼｣において、<僕>は夢の中で男性トラック運転手と話

をするが、不思議にもその顔は三四年前にたった一度会った婦人記者のそれとそっくり

50 �芥川龍之介全集�第十五巻(岩波書店, 1997), pp.234-235.

51 �芥川龍之介全集�第十六巻(岩波書店, 1997), p.66. 芥川龍之介｢或阿呆の一生｣の<五十俘>には、｢彼は神を

力にした中世紀の人々に羨ましさを感じた。しかし神を信ずることは―神の愛を信ずることはとうてい

彼には出来なかった。あのコクトオさえ信じた神を！｣とある。

52 十八篇の収録作品は、｢湖南の扇｣｢温泉だより｣｢浅草公園｣｢誘惑｣｢春の夜｣｢尼提｣｢カルメン｣｢彼｣｢彼 第二｣

｢僕は｣｢O君の新秋｣｢春の夜は｣｢鬼ごっこ｣｢或社会主義者｣｢塵労｣｢年末の一日｣｢海のほとり｣｢蜃気楼｣であ

る。

53 清水康次｢�湖南の扇�｣項、(関口安義編�芥川龍之介新辞典�翰林書房, 2003), p.214.

清水氏は、作品集�湖南の扇�をめぐって｢同一の時期の重要な作品がこれほど省かれている例は、他の短

篇集には見られず｣と述べる。
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だったという。そこで<僕>は、｢意識の閾の外にもいろんなものがある｣と認識するよ

うになるが、この箇所の｢意識の閾の外｣というのも精神分析の無意識を指すのである。

そして｢彼 第二｣と｢年末の一日｣には、大正期の夢学や心理学で不健全な精神の傾き

と見做す、色彩夢
54

が描かれている。ただ｢彼 第二｣の場合、色彩夢のほかに、現実感

の強い夢や重複夢など、<僕>の多様な夢が描かれている。｢年末の一日｣の<僕>は、水鳥

が二羽泳いでいる夢を見て｢余り翼などの鮮かに見えるのは無気味だった｣と語る。不気

味に感じた理由は、<僕>が、色彩夢が心身の不調を表す指標になるのを疾うに知ってい

たからではないだろうか。芥川は、随筆｢夢｣(1926)と未定稿｢夢｣(1927)において、｢夢

の中に色彩を見るのは神経の疲れている証拠である｣、｢色彩のある夢は不健全な証拠だ｣

とそれぞれ記している。

以上見てきたように、短篇集�湖南の扇�には、同時代の精神科学や心理学等、分野横

断的知識の受容が見受けられる作品が多数収録されている。これは、作者の他の短篇集

からは余り見出せない、�湖南の扇�の特徴とも言える。なお、芥川生前の単行本には収

録されていない、小説｢死後｣(�改造�、1925)にも｢フロイド｣の名が作品(初出稿)の末尾

に言及されている。

芥川の文学と同時代における精神科学との影響関係が、注目されるようになったの

は、近年のことである。一柳廣孝氏
55

は、著書�無意識という物語�(名古屋大学出版会、

2014)の中で、�湖南の扇�の収録作品である｢年末の一日｣、｢海のほとり｣、｢蜃気楼｣に

おける夢に着目しつつ、｢そこには｢無意識｣に対する独自の視点が仮託されている｣と論

じる。また、篠崎美生子氏
56

、田口律男氏
57

も、芥川のフロイト受容を指摘している。

しかし、先行研究では、主に無意識という言葉に着眼して芥川のフロイト受容を論

じた。実際に、芥川がフロイトの精神分析から受けた影響はそれだけでないことは、本

論文の第三章で確認した通りである。彼が自らの作品に屡々登場させた<ヒステリー>

も、実はその概念の理解に大いなる進歩をもたらした、フロイトの�ヒステリー研究�

に触発された可能性が十分あると考えられる。

6 おわりに

本稿では、芥川の晩年の小説｢春の夜｣を読み解くほか、作者の作り出す<怪異>とその

表現方法についても考察を深めた。特に、｢春の夜｣の読解を本研究の主旨にしたのは、

本作品に芥川が怪奇小説の中でよく用いる手法が、集結しているように考えられるから

54 高峰博�夢学�(有文堂書店, 1917), p.211.

同書には、｢病的状態と色彩夢とは関係を有することあり｣と記載されている。

55 一柳廣孝著�無意識という物語 近代日本と｢心の行方｣�(名古屋大学出版会, 2014), pp.158-159.

56 篠崎美生子｢｢芥川研究｣の文法｣(�日本文学49�49(11), 日本文学協会, 2000), pp.43-52.

57 田口律男｢芥川文学に於ける狂気とモダニズム―ストラテジーとしての<病>｣(�日本近代文学�57, 1997.10), pp.54-60.
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である。とりわけ、｢春の夜｣における<怪異>は、心霊主義によるものなのか、それと

も異常心理による不思議な現象なのかを定めることが難しく、その考察には多角的視点

が求められるものとなっている。

具体的に言うと、｢春の夜｣において、Ｎさんが語る怪異譚は、清太郎のドッペルゲ

ンガー現象、もしくは彼女のヒステリーによるもの、又は異常な心理現象として、多面

的に捉えることができる。作中に描かれている怪奇現象をめぐって、このように多面的

な解釈ができるのは、小説｢春の夜｣の持つ特徴であり、本作が同時期に創作された作者

の他の作品｢河童｣や｢歯車｣、｢海のほとり｣、｢蜃気楼｣と異なる点であると言えよう。

｢河童｣と｢歯車｣の場合、作中に描かれている<精神病院の患者>(｢河童｣序)、<心霊学

協会>(｢河童｣十五)、<誇大妄想>(｢歯車｣四)、<第二の僕>(｢歯車｣四)といった言葉から、

それぞれの作品における驚異または怪異譚は、精神異常による事象であることがわか

る。なお、｢海のほとり｣と｢蜃気楼｣には、<夢の中の鮒は識域下の我>、<意識の閾の外>

という言葉がそれぞれ用いられていることから、この両作品における怪異の形成に、精

神分析の知識が応用されていることが確認できる。

芥川は早くから超常現象や怪異現象に強い関心を持っており、一高在学中に作ったと

される、怪談蒐集ノート�椒図志異�は、彼の怪異に魅せられた心性を表すものである。

しかし、作者が晩年に至るまで、一貫して超自然現象に関心を抱いていたことには、彼

の性向や知見のほかに、明治末期、西洋から流入した心霊学の影響も大きかったと見ら

れる。

また、作者は生前、精神科学にも関心の眼を向けていたことが、最晩年に執筆され

た�文芸的な、余りに文芸的な�から確認できる。この評論における｢三十五 ヒステリイ｣

は、芥川がフロイトの�ヒステリー研究�から影響を受けた証しになる。

このようなことを視野に入れながら、本論では芥川の怪奇小説｢春の夜｣の読みを深

めた。

看護師Ｎさんに金をせびろうとしていた不良少年の存在をめぐって、清太郎の生霊

やドッペルゲンガー、もしくはＮさんの単なる錯覚による人物誤認という可能性を示し

た。さらに、Ｎさんの怪異譚を聞いていた<僕>が、不思議とも思わず、その場で彼女の

本心を見抜いたことに関しては、<僕>の保つ優位性から手掛かりを得た。

そして、優位性が生まれる要因の一つとして、まずは芥川における精神分析の受容

を考慮した。作者を思わせる<僕>が、Ｎさんの身の上に起きた不思議な話を怪異譚でな

く、彼女のヒステリー症状として捉えたことが考えられる。というのも、｢ヒステリー

の病因の中では性愛が心的外傷の根源｣
58

となり、人間の無意識的な心理的メカニズムで

ある｢防衛する自我｣が、不安を軽減しようと、その｢興奮全量｣を｢身体的なもの｣に置き

換える、というヒステリー症状を、<僕>が疾うに知っていたと推察できるからであ

る。

58 懸田克躬·小此木啓吾訳�フロイト著作集7ヒステリー研究 他�(人文書院, 1974), p.5.
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つぎに、作中の<僕>が優位な立場を維持した、もう一つの可能性として、<僕>が怪

奇の科学化を目指した心霊学の教養を身につけていたことが挙げられる。この場合、後

ろからＮさんに抱きつき、金をせびろうとしていた少年は、重症の肺結核を患う清太郎

の生霊として捉えられる。生霊が｢今世を去んとする間際に｣
59

よく現れるということに

鑑みると、重篤な症状を呈する清太郎が、自分と親密な関係にあるＮさんに自らの状況

を伝えようと、一瞬心霊の物質化現象を起こしたと推測できる。そもそも、生霊は民俗

学などで古くから語られてきたものの、文学場における｢怪談｣や、超自然的な領域に

｢科学｣的リアリティを提供したのが、心霊研究、心霊学であった
60

。｢春の夜｣におい

て、Ｎさんから不思議な話を聞いた<僕>が、即座に彼女の本心を見抜くことができたの

は、非物質的な｢霊｣の世界の存在を信じる、心霊主義の知見を<僕>が持っていたからと

も考えられる。

このように、小説｢春の夜｣は、一義的な結論を導くことのできない、読みの多様性を

内在している作品であり、その創作背景には、芥川の心霊学や精神分析、精神科学から受

けた影響があったと見受けられる。本稿で試みた｢春の夜｣の読解は、未だに不可解のまま

になっている芥川の他の怪奇幻想小説の解析に、精神科学乃至心霊主義の知見からアプ

ローチできるという新しい視座を提示したと考える。

要するに、本研究を通じて、芥川の描く怪奇小説が、単なる神秘現象や作者の怪奇趣

味によるものではなく、作者が同時代の精神科学や心霊学、スピリチュアリズム等、領

域横断的な知識を摂取しながら、創り出した産物であるという特徴の一端を知ることが

できた。

付記 ｢春の夜｣の引用は、�芥川龍之介全集�第十三巻(東京：岩波書店,1996)に拠る。傍線、傍点は全て筆者

の付したもので、ルビは省略した。
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