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A Novel Landscape in the Wake of 

Pandemic
：The Establishment of the International 

Akutagawa Ryunosuke Society (ISAS), 

and Akutagawa Ryunosuke’s Transformation

Humanity has suffered the onslaught of 

several pandemics in the past, which have 

left many painful scars in human history. 

Likewise, the Covid pandemic has brought 

about various changes in the world. The 

‘division’ of ‘meeting’ produces new results. 

The establishment of the International 

Akutagawa Ryunosuke Association (ISAS), 

and the changed perspective of Akutagawa 

Ryunosuke during a previous pandemic, are 

examples of this. 

100 years ago, Akutagawa Ryunosuke 

suffered from Spanish Flu, and lost his 

family to the disease while his friends also 

became ill. In the midst of the pandemic 

that is sweeping the world today, we can 

gain a new perspective by focusing on the 

pandemic 100 years ago and by examining 

Akutagawa’s reaction to it. His view on his 

own life and on his family deepened after 

the experience of that pandemic.

Even from a distance we can sense the 

pain caused by the epidemic 100 years ago, 

in this way drawing closer to the hidden 

facts of that time. This reveals to us that, 

now that the end of the current pandemic is 

starting to look like a forlorn prospect, a 

novel landscape may also form before our 

eyes.
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人類は、過去パンデミック(感染症の世界

的流行)に何度も襲われている。そして、パン

デミックは、人類史上に様々な手痛い爪痕を

残してきた。14世紀のペスト(黒死病)、20世

紀のスパニッシュ·インフルエンザ(スペイン

風邪)然りである。現在、世界は、新型コロナ

ウイルス(COVID-19)禍の渦中にいる。コロナ

禍は、さまざまな変動を世界に惹起し、また

惹起しつつある。個に豊饒を齎す起点の<会

う>こと(対面)、<出会い>をコロナは切断·分

断した。人生が<出会い>の集積の結果である

としたら、人類の歴史への痛手はあまりにも

大きい。さらに、コロナ症候群が、グローバ

ルからグローカルへの方向転換のマイナス面

の総括であるならあまりにも惨い。研究活

動、学会活動においても、その影響は計り知

れない。

当然のことながら、個人にも大きな痛手

を負わせている。コロナ禍のキーワードに

≪分断≫を数えることができる。国と国、

人と人、···のそれである。かくいう筆者



ある原風景  9

も、ここ30年ほど毎年のように海外で行っ

てきたレクチャーは、オンラインに変わっ

ている。

1992年(芥川生誕100年)、私は、韓国から研

究者として将来を期待された黄石崇氏を研究

員として引き受けた。41歳だった。が、彼

は、来日後間もなく病魔に倒れ、急遽加療の

ため帰国した。その2か月後、彼の死を知っ

た(その出来事は、私に重い宿題を負わせた。

そして、それは2008年の国際芥川龍之介学会

ISASの設立となった)。そのことを綴った｢あ

る<痛み>一故黄石崇氏のこと一｣(�フェリス

公報�1995.5、のち、李相宝訳で�随筆文学�

1995.10 <韓国随筆協会>に再録)がある。以

下、引用する。

あ る <痛 み>

― 故黄石崇氏のこと ―

三年前の八月の終わらんとす

る、ある夏の日差しの強い昼下がり

であった。二人は、磯子の駅で下車

し、彼がこの一年間 住むことに

なった外国人向けに建てられたア

パートに向かった。―(中略)―汗を

流しながら、緩やかな坂を上って

いった。痩身過ぎる彼に、思いの

ほか疲労の色が見えた。そして、

二人は、道が行き尽く寸前に、緑が

比較的残っている一郭にある瀟洒な

アパートに着いた。

彼の名は、黄石崇といった。ソ

ウルにある祥明女子大学の日本文学

専攻の副教授で、当時四一歳であっ

た。韓国で、芥川龍之介研究で初の

修士の学位を取った人物で、将来を

約束された気鋭の研究者である。日

韓文化交流基金から派遣されて、

フェリス女学院大学の特別研究員と

して一年間、研究を纏めるべく来日

したのである。何回か遣り取りし

た手紙の文面は、久しく体験しない

ような誠実そのものの彼の人柄が滲

み出ていた。―(中略)―来日して、

一ヵ月が経とうとしていた九月末の

ある日、交流基金から電話があっ

た。黄さんが、病気で急遽明日帰国

することになったので、加療して

再来日した場合再び受け入れる旨の

証明書を至急書いてほしいとのこと

であった。何の事情も解らぬま

ま、彼が在宅することを確かめ

て、急ぎ認めた証明書を持って、あ

の坂を彼の部屋に向かった。

部屋には、ソウルで教師をして

いるという夫人が思い詰めた表情で

いた。私に迷惑をかけてはいけな

いと懸命に手配した彼の心持ちが痛

いほど解り、なぜ早く知らせてく

れなかったと強く問う訳にも行か

ず、言葉は空転するばかりであっ

た。ようやく落ち着いたころ、彼

は｢先生、触ってみて下さい。｣

と、私の手をそっと握るとパジャ

マからのぞいた自分の腹部に持っ

て行った。こんもりと膨れた奥

に、しこりの確かな感触と<痛み>

が、手を通して私を貫くように伝

わった。

帰国して、一ヵ月ほどして、彼

は帰らぬ人となった。家族の心配を
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よそに、覚悟の来日であったらし

い。彼の無念さが、あの曰の彼の所

作に現れたのだ。―(中略)―言葉で

はなく、彼の腹部の痛み、そして

人生の<痛み>は、今も確かに私に生

きている。そして、今も私にある

勇気を与え続けている。彼が、思い

当初で倒れ、私の中に、永遠に埋め

ずに残してしまった空白の十一ヵ月

を、これからも私なりに誠実に

ゆっくりと埋めて行こうと思う。

あの生々しい彼の腹部の感触が、今

後の私のあるコードの大切な原点で

あり続けることに、間違いない。

今も、掌から伝わった温もりと感触を

生々しく思い出す。それ以来、彼の無念さが

与えた宿題が裡から離れることはなかった。

そして、教えた留学生や交流のあった国内外

の芥川研究者などに数年にわたって声を掛

け 、 2 0 0 8 年 9 月 、 国 際 芥 川 龍 之 介 学 会

International Society for Akutagawa 

[Ryunosuke] Studiesを韓国(延世大·仁川大)

で立ち上げた。小さな群れで、世界を回り

日本で大会を開催出来たら閉じる心づもりで

あった。しかし、会として研究実績も次第

に上がり、さらに会員も十数か国、200名ほ

どの規模となった。

2020年3月、設立以来14年間務めた会長職

を退任し運営から離れた。その矢先のパンデ

ミックであった。確かに、新型コロナが齎し

ているパンデミックは、100年前のそれとは

情報量においては雲泥の差がある(人間社会に

与える影響も然り)。が、我々の研究活動にお

いても他山の石ではない。おそらく、以前の

システムには戻らないであろう。オンライン

による繋がりが常態化するであろう。が、そ

のポスト·コロナにおいても、人文科学研究

(他の分野も同じかもしれないが)の研究者の

原点は、世の負う痛みの裡にある<感触>と

<温もり>であり続けてほしいと願うのは私一

人ではないであろう。

さて、コロナ禍の中で、私は、一研究者

として、その<感触>と<温もり>の原風景に

遭 遇 し た 。 前 述 し た が 、 1 0 0 年 ほ ど 前

(1918~21)、世界は<スペイン風邪>によるパ

ンデミックを経験した。スペイン風邪は世

界で6億人が感染し数千万人が死亡したとさ

れる。日本でも1918年8月から 1921年7月に

かけて大流行し、38万人(現在の人口比で86

万人)が死亡したと言われる(＊新型コロナに

よる死亡者は5月現在で約3万人)。文壇関係

でも島村抱月や村山槐多(詩人)らを失ってい

る。

芥川龍之介も、スペイン風邪に複数回罹

患し、さらにそのスペイン風邪で実父敏三

も失った。友人の菊池寛、久米正雄、松岡

譲、斎藤茂吉、松村みね子なども軒並み罹患

した。今、世界を席巻しているパンデミッ

ク(新型コロナ感染症)の中で、百年前のパン

デミック(スペイン風邪)にフォーカスし、

芥川の年譜、書簡、当時の新聞報道などを精

査すると新たな問題があぶり出される。そ

れは、スペイン風邪罹患が芥川の後半生の健

康問題の起因となっていること、罹患経験を

通して死生観や家族観が深化したことなどで

ある。

芥川は、東京帝国大学を卒業した1916

年、漱石の推挽もあって彗星のごとく文壇デ

ビューした。この年の12月から鎌倉(一時、

横須賀)に居を構え、横須賀海軍機関学校に
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英語嘱託教授として通った。翌1917年に

は、処女短編集�羅生門�を世に出し、初の新

聞小説｢戯作三昧｣(大阪毎日新聞)などを発表

して新進作家としての位置を固めた。翌

1918年には、大阪毎日社友第一作｢地獄変｣、

｢蜘蛛の糸｣、｢奉教人の死｣など数多くの秀作

を発表した。この二足の草鞋を履いた超多忙

な中で11月の初め頃、スペイン風邪に罹患

し(一回目)床に臥した。｢僕は今スペイン風

でねてゐます うつるといけないから来ちや

駄目です。熱があつて咳が出て甚苦しい｣(11

月2日)と友人に書き送り、のち松岡譲に｢辞世

の句も作つた｣と書き送っている。8日に床上

げをしたが、この間に咳や高熱による苦しい

症状を友人たちに書き送っている。

二回目のスペイン風邪罹患は、翌1919年2

月中旬から月末までで、発熱のため床を上げ

られず機関学校も翌月初めまで休んだ(この

頃、久米正雄も肺炎を併発して重態になって

いる)。3月13日には、実父新原敏三がスペ

イン風邪で入院する。電報で知らされた芥川

は鎌倉から急遽帰京して、この日は病院に宿

泊した。三日後の16日朝、敏三は死去した。

芥川は、死の前年(1926)に発表した｢点鬼

簿｣に、｢(僕の父は)僕の母と結婚した当時の

ことを話し出した。それは僕の母と二人で

箪笥を買ひに出かけたとか、鮨をとつて食

つたとか云ふ、瑣末な話に過ぎなかつた。

しかし僕はその話のうちにいつか眶が熱く

なつてゐた。僕の父も肉の落ちた頬にやは

り涙を流してゐた。｣と記している。周知の

ように芥川は、生後八か月で母の病のた

め、母の実家芥川家に預けられ養育された

(のち、養子縁組)。従来、生母への思慕は語

られたが、実父との関係は<冷淡>なコード

で読まれてきた。が、今、スペイン風邪禍

を背景に再読すると、実景はより切実で実父

との和解の可能性も浮上する。

実父の死と前後し芥川は大阪毎日新聞社

に入社する。入社二年後1921年3月から中国

特派旅行に出かけ、健康悪化を決定的にす

る。スペイン風邪罹患と特派旅行による体調

悪化には間があるため、二つを結びつけて

考えることがなかった。が、この間の年

譜、書簡等を精査すると、スペイン風邪と明

記されていない<風邪>にしばしば罹患、咳

や高熱で苦しんでいる。さらに加えれば、

特派旅行出発当日にも車中で発熱し、大阪で

途中下車して、一週間ほど静養している。さ

らに、下関から上海への船中で乾性肋膜炎を

発症し、上海上陸後三週間入院する。そし

て、その病後の体を鞭打って四か月にわた

る特派旅行を続けた。

スペイン風邪の終息は、1921 年7月とも

いわれている。それを考慮すると、特派旅

行は、二回のスペイン風邪罹患とその後の

<風邪>罹患を引きずっていた旅とみること

ができよう。ならば、芥川の悲劇を生み出

す健康崩壊の直接の起因は、中国特派旅行で

はなく、スペイン風邪とその後の余波と読

み直す必要が生じよう。

我々は、出口はうっすらと見え始めてい

るが、いまだパンデミック(コロナ禍)の渦中

にある。その一方で、100年前のパンデミッ

ク(スペイン風邪)の痛みの裡にある<感触>と

<温もり>を想起追体験でき、100年前の隠さ

れた事実と寄り添うことができる。そして、

眼前に、今まで見えていなかった原風景が

醸し出される。


