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1. はじめに
太宰は戦争という厳しい状況の中でも、いつものように作品活動し、結婚し、安定した

生活を送っていた普通の人間であり、作家であろうと努力していた人であった。昭和20年8

月15日にはようやく敗戦を迎えることになり、単圧と抑制の中でも書き続けていた戦中作

品は敗戦後に波のように次々と発表されていた。本論文では｢父｣(人間昭和22年4月号)

と｢家庭の幸福｣(中央公論昭和23年8月号)を取り上げ、2作に内在している《悪》について

を絞り、探ってみたい。

　

1.1 同時代批評

2作の当時批評は詳細の補充説明もなく、作品発表後は流行のようにあちこちに載せられ

ていた。批評家らはこの作品のことがいい、悪いなどのたくさんの私見を出していたとこ
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ろ、本論文で取り上げようとする問題点と研究テーマ、つまり、《悪》について指摘した論

説は見当たらなかった。したがって、先に問題提示と目的に値する批評を抑えた上で、本

論に移ることにする。

｢父｣について、石川達三1)は《小説家の態度が我慢ならなくなつた》彼は《古臭いマンネリ

ズムで、悪臭粉々たるもの》であり、《誠実な反省のやうに見えて実は不誠実極まるもの、

怠惰なる雑文》であると述べていた。また、《自分を軽蔑するよりも文学を悔辱し、読者を

悔辱してゐるやうに見える》と大言壮語し、相当な突っ込みである。

｢家庭の幸福｣は、KK生2)が《道徳的な二重人格者は彼の最も嫌悪するところだが、彼自

身は心理的(心理学的医学的意味ではない)生活的には二重三重人格者ではなかつたか。》と

指摘し、主人公の悪性格について言及していた。論者は作品を読んだところ、《悔辱》され

るほどの気持ちにもならずに、主人公が《二重三重人格者》のようにも見えずに、思いもし

ていない。ところが、女性を自殺に追い込めた〈私〉の行動は間違いなく《悪性格》に違いな

いと思う。この性格が作品にどういう影響を与えたかを探り、その意味を再解釈してみ

る。

　

1.2 問題提示と研究目的

本題に先立ち、2作の先行論文をまとめ、そこから生じてくる問題と研究目的を抑え、

《悪》へ進めてみる。｢父｣をおいて、奥野建男3)は｢解説｣で《男の立場から、自己の内部世界

を直接表白しよう》とした作品であり、《日常性と永遠性、相対と絶対、客観的真実、外部

と内部の相剋にさいなまれる作者のもだえ》であると指摘していた。もちろん｢桜桃｣や｢母｣
などは家庭を設定した上で、母の気持ちと影響力に偏っていたことは確かである。しか

し、男性であれ、女性であれ、父であれ、母であれ、誰でも《自己の内部世界》はあるはず

であり、この世界が何であるかを考えてみるのも興味深いことであるだろう。また、小野

正文4)は《遺書的な性格が顕著な作品》であると前置きをし、次のように述べている。

1) 石川達三(1947)｢自嘲小説6号雑記｣｢文学界｣第10巻複刊号-山内祥史編(1997)太宰治著述総覧東京堂

出版、pp.762-763に再収録されている。

2) KK生｢太宰と家庭の幸福-中央口論｣8月号｣--山内祥史編(1993)太宰治論集同時代篇第6巻｣ゆまに
書房、p.363に再収録されている。

3) 太宰治(1962)太宰治全集第8巻第9巻第11巻筑摩書房.(以下、全集の注釈は省略する)
4) 小野正文(1971)太宰治をどう読むかサイマル出版会、p.143
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｢父｣は、太宰治が、父親として子供に書きのこした遺書と見ることができる。ただ、親が子を

いましめるという教訓的なものではなくて、父はどういう気持で生きていたか、を訴え、そし

て、同時に一人の作家が、どのような生の認識のもとに創作に従事していたかを、対社会的に

明らかにしようと試みたものである。

2作は短編であるからか、関連論文は少なく、先行論文として取り上げることも多少無理

のある作品であった。にもかかわらず、論者は太宰が単圧の中で生き残り、《遺書》を書き

残していたという指摘には疑問であり、問題点として思われた。ようやく生き残った太宰

が《遺書》を書くつもりで筆をとり、作品と向き合っていたかなど、どうも納得のできない

指摘であったからである。

｢家庭の幸福｣に関して、KK生が同時代批評で指摘したことのように、《心理的(心理学的

医学的意味ではない)生活的には二重三重人格者》ではないかと父の気持ちや立場などを代

弁している。花﨑育代5)は《作家〈私〉とその主人公〈津島〉との位相のなかで二重性の意味を

追求すべき》であると指摘しているところ、主人公イコール太宰という考え方から離れ、家

庭という背景の上で、父、男性の視点から把握してみる。家庭的な父の様子ではなく、人

間として屑のような彼の様子から、悪い行動のせいで悪い影響が与えられたという解釈で

はなく、《悪》から思想の問題につなげてみる。

2. ｢父｣においての《義》
｢父｣は昭和22年４月号の｢人間｣に発表された作品であり、太宰は発表直後、4月30日に高

崎英雄宛に《｢父｣はそんなにほめていただける作品でない》と何気なくすらと言及してい

る。脱稿状態をおいて、山内祥史は全集の｢解題｣で《｢人間｣四月号の奥付、表紙、裏表紙に

は｢昭和二十二年三月二十五日印刷納本｣となり》、《広告は、昭和二十二年四月二十三日朝

日新聞東京本社発行の｢朝日新聞｣第二万千九百五十六号と昭和二十二年四月二十九日朝日

新聞大阪本社発行の｢朝日新聞｣第二万三千五百七十号に掲げられ》、《二月頃執筆され、二

月十九日伊豆に発つまでに脱稿した》のではないかと検証している。2月に執筆し、4月ごろ

に発表されたということから、太宰が自殺した一年前となり、ある意味では太宰の気持ち

5) 神谷忠孝編(1995)太宰治全作品研究事典勉誠社、p.69
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がよく描かれていると言えるだろう。

一家の柱でなければならない主人公〈私〉は小説家でありながら、《義》のために生活し、

遊び、家計のことには全然無関心で酒と女しか目がない人であった。他人には自分がいな

い方がましであり、かえってその方が子供は育つと、勝手な思いまでし、《義》があるなら

ば、すべてのことが大丈夫であると思っている。まるで自分の放任は《義》があるかぎり、

何もかも許してもらえると思っているようであり、これがどういう響きがあるかをこれか

ら読んでみる。

2.1 《自分勝手》の｢父｣

39才の文筆家である〈私〉は、《文筆に依つて得た収入の全部は、私ひとりの遊びのため

に浪費し》、酒と女に興味持ちのことを偉そうに言っている。その金をせめて家族のために

使ってもいいのに、家族の誰《ひとりの人間をも楽しませる事が出来ず》、家内がちっぽけ

なものを買ってもそれにケチを付ける小さい男でもあった。〈私〉は《自分勝手の亭主》でも

あり、父でもあり、次の行動まで見せている。

……子供のおやつ、子供のおもちや、子供の着物、子供の靴、いろいろ買はなければならぬお

金を、一夜のうちに紙屑の如く浪費すべき場所に向つて、さつさと歩く。これがすなはち、私

の子わかれの場なのである。出掛けたらさいご、二日も三日も帰らない事がある。      (p.50)

家に帰ってくることを偉そうに言っている男をどう考えたらいいだろうか。それも何日

も帰ってこない。〈私〉にとっての家は何であるだろうか。饗庭孝男6)は《家庭》の関係を次

のように述べている。

ここに｢義｣と｢他者｣が彼にとって地獄となる意味があり、その地獄こそが｢家庭｣であり、要す

るにいかに小さくとも｢現実｣そのものでありえた理由がある。かつての｢自己喪失｣は、ここ

に、｢義｣という自己超越の原理を衝迫力に、｢家庭｣という｢地獄｣を錘りとして現実との極度の

緊張関係をその内実として生々しいほどリアリティを帯びて働きはじめたのであった。

家庭が《地獄》であるから、家から脱出したがり、現実と〈私〉は《緊張関係》にいることが

6) 饗庭孝男(1976)太宰治論講談社、p.150
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分かる。《家族》《家庭》とは人にとって安らげる場所であり、頼れる人であるのに、気が縮

められる《緊張関係》に置かれ、それが《地獄》であるという。〈私〉はこの世の中を生きてい

き、生きている中に、人や家族、進んで自分に向き合えば《緊張関係》にいるわけでもな

く、《地獄》にいるわけでもないのに、他人との関係を《義》で納めようとしたせいで、自分

の世界に閉じこもり、《地獄》のような生き方を生きていた。《緊張関係》にいるかぎり、

《義》から離れることもできずに、父母に《無償のやさしさ》7)を求めていても、《緊張関係》

にいるべきの現実が描かれている。

それから、《地獄》で同居中の家内は主人に向かって配給に子供3人を連れて行くのは無

理であると、《｢けふだけは、家にゐて下さらない?｣》と心からお願いしても、〈私〉は《｢な
ぜだ｣》と無表情で反問しながら、家内の様子を読み、しかたなく《｢ゐるさ。ゐるよ。家に

ゐるよ。｣》と言い返す。それを言われた家内の目には《涙が光つて》いた。ちょうどその

時、飲み屋の女中に家まで迎えに来られ、先ほど口に出したばかりの言葉なんかは完全に

忘れていた。この様子を見た子供はいつものことのように外で遊びながら、無表情と無言

でお父さんの顔を見上げ、それをされた〈私〉も何気なく息子の前を通っていった。この様

子から父と子供、家内の関係を《無表情》で断定してもよさそうである。子供という存在は

親からみれば、目に入れても全然痛くない可愛らしい自分の分身であるのに、〈私〉は普通

の人とは違っていた。出版者から送られてきた原稿料は家に入れてあげずに、飲み屋に行

き、家庭内では子供の面倒なんかはしているだろうかと疑問に思われるほど家族のことに

は全然関心もない。家内にまかせてばかりの結婚生活であるからか、家内は主人のことは

もう《観念して》、《古本屋に本を売りに出掛け》、遣り繰りをしている。

ところが、そんな〈私〉であってもそれにはちゃんとした理由があり、遊ぶことにもこだ

わりがある。それは《義》のために遊び、生きていることであった。《地獄の思ひ》と《いの

ちを賭けて》遊んでいることは《義》のためであり、家内からいろいろ言われても、《義》の

ためであるならばどうでもいいと胸を張っている。言い換えれば、無責任である〈私〉は

《自分勝手》にすべてのことを《義》のあるかぎり許してもらえると思い、勘違いをしてい

た。《義》は《自分勝手》になれる基でもあり、《自分勝手》さが《義》を生んだわけでもあっ

た。では、いったい《義》とは何であるだろうか。

  

7) 梶木剛(1974)｢太宰治における〈母〉｣国文学解釈と教材の研究第259号、学燈社.
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2.2 《義》とは何であるか。

父である〈私〉は家のことも、作品活動も、どうでもいいくらい放り出して、自分の人生

はまるで《義》のために存在しているような行動をとり、思考の所有者であった。《自分勝

手》の〈私〉が思っているこの《義》の定義はいろいろあったが、二つにまとめてみる。一つ

目は、小野正文8)は《義》のことを《美しい》《永遠の問い》であり、《太宰治自身にとって不

可能》なことであると言及し、磯田光一9)は《｢義｣とは、日常性を超えようとする大義名

分、あるいは目的意識》であり、《“文学”も“革命”も》《｢義｣に通じるもの》であると述べて

いる。しかし、それが何であるかは詳しく触れていない。太宰は｢父｣の本文で次のように

《義》を言及している。

義。

義とは?

その解明は出来ないけれども、しかし、アブラハムは、ひとりごを殺さんとし、宗吾郎は子別

れの場を演じ、私は意地になつて地獄にはまり込まなければならぬ、その義とは、義とは、あ

あやりきれない男性の、哀しい弱点に似てゐる。 (p.56)

《義》の意味についていろいろと指摘されているのも有名であるが、一般的にはキリスト

との関係を言及している論文が多かった。《神の義を求め、その中で人生の秘義を発見しよ

うと》10)し、《｢聖書｣は｢私｣の心内の｢義｣を支え、補強する役割を果たし》11)ている上で、

《晩年のキリスト教の意味》12)があると言われている。どうであるだろうか。太宰とキリス

トは切っても切れない素材であり、理想であるのは誰でも周知のことである。ところが、

《キリストの信者というよりも、キリスト的な立場》13)で書かれているともいえるのも確か

である。本論では太宰がキリスト信者であれ、立場であっても、それから離れ、太宰が作

中に書き付けていた《哀しい弱点に似てゐる》《義》という意味を考え、｢家庭の幸福｣といっ
しょにそこから生じてくる《悪》を考察する。

8) 前掲載(4)、p.148
9) 磯田光一(1970)｢無頼派の聖地希求-戦後的異端の文学-｣国文学解釈と教材の研究第15巻 第1号 1月

号、学燈社.
10) 實方清(1972)太宰治文芸辞典清水弘文堂、p.166
11) 坂根俊英(2007)｢｢父｣論｣太宰治研究第15号和泉書院

12) 饗庭孝男編(1981)鑑賞日本現代文学太宰治第21巻角川書店、p.204
13) 山岸外史(1993)｢文学の三方向-太宰治の文学を中心において-｣太宰治論集同時代篇第6巻｣ゆまに書房
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太宰が《哀しい弱点》の《義》であると書いていることから《義》は何と言われようが、《哀

しい弱点》であってほしかったのは絶対にあるだろう。だから、《義》の意味を考え直すこ

とより、この《弱点》の定義を考えることが優先ではないだろうか。

　太宰治の精神の深みに内在して彼を指導する理念としての義は、その作品と人間に一貫した

テーマである。高くかかげて義と名づけるものも、うつむいてつぶやけば、男の弱点というこ

とになる。

　一方の性である男性だけの問題としたところにも太宰特有の義の把え方があったのかも知れ

ない。男性の弱点、それは、虚勢または見栄っぱりの部分をふくんでいる。つまり、ないもの

をあるように見せかける。その根底は虚無につながる。この見せかけは、心には悩みわずろう

が、面には、快楽をよそおう体のものである。つまり、心の中の真実を表面にあらわさないと

いうことはすでに一つの道化であり虚構であり、他人に対して、自己を潤色して美化しようと

する意味での義である。14)

太宰が言っている《弱点》に類似している《義》は《虚勢》《虚無》につながるという指摘で

ある。男は見栄を張る気質であるから、それが《弱点》であり、この《弱点》が《義》となるだ

ろう。この指摘は男はみんな《弱点》持ちであり、《義》持ちとなる話である。これはいくら

何でも無理のある話ではないかと思う。まるで男の長い人生が《虚勢》と《虚無》のために生

きられていることになり、たかがこれのせいで家族を見捨てた悪い父となる。

《義》のある人がいくら金持ちであれ、貧乏であれ、幸福であれ、残酷であれ、人間であ

る以上、自分に与えられた何かがあるはずである。母、父、学生、先生など。その役目を

精一杯頑張らなければならないのに、〈私〉は何一つ努力もせずに見せかけるために《義》を

振る舞うだけである。危機にさらされたら、見せかけ、《義》を主張すればそれで終りであ

るだろう。しかし、我らが生きているこの瞬間や時間と人生は人に見せかけるために存在

しているのではなく、見せかけられない素朴な、貴重な瞬間であり、思い出である。《虚

勢》《虚無》らで《義》を意味付け、済ませる単純な問題ではないと思う。

　むろん、《自分勝手》な〈私〉であっても何かに縛られることが嫌であり、世間のことが気

になる気が小さい人であり、この様子から我らの普通の人の本性、気質が描かれているの

ではないかと思った。あまり有名ではない普通の人、作家が家庭内ではまるで息が吸えな

いかのように《義》という言い訳をつくりだし、家から出ようとしている。与えられた役目

14) 前掲載(4)、pp.161-162
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から逃げ道を探していただろう。彼にとって役目はあまり重要なことではなく、生きてい

く、生きていること自体がつらく、どこも居づらいところであった。《男性と義》は《切っ

ても切れない相関関係を有する》15)というより、自ら手に追えない状況から離れようとす

る惰弱さが《哀しい弱点》であり、《哀しい弱点》でありたがっていた太宰に重なってくると

思う。長い人生の道程を歩みながら、誰でも生きていくことへの重さはあるはずである。

太宰が言っている《男性の、哀しい弱点に似てゐる》こととは、性別の辛さの問題ではな

く、誰もが隠している気持ち、気質の問題によって違ってきたのである。

　二つ目は次のように本文から抜粋してみる。

｢ごめん下さい。｣
と玄関で女のひとの声がして、私が出て見ると、それは三鷹の或るおでんやの女中であつた。

｢前田さんが、お見えになつてゐますけど。｣
｢あ、さう。｣
部屋の出口の壁に吊り下げられてゐる二重廻しに、私はもう手をかけてゐた。

とつさに、うまい嘘も思ひつかず、私は隣室の家の者には一言も、何も言はず、二重廻しを羽

織つて、それから机の引出しを掻きまはし、お金はあまり無かつたので、けさ雑誌社から送ら

れて来たばかりの小為替を三枚、その封筒のまま二重廻しのポケツトにねぢ込み、外に出た。

(p.52)

上記のように、〈私〉は飲み屋にいくためには家族に《嘘》をつくしかなかった。それほ

ど、飲みたがり、出たがっていただろう。《嘘》をつかなければ、認めてもらわないほど、

たくさん外に飲みに行っていたことになり、それほど重要な約束でもなく、重要なことで

もなかっただろう。だから、《嘘》をつくしかなかっただろう。《遊びに行くための｢嘘｣が
いわゆる｢私｣の｢義｣と通じる面がある》16)というより、《嘘》をつき、外に出掛けるしかな

い彼の気持ちや立場などを考えれば、家に〈私〉の居場所が無く、居づらい気持ちであった

ことが推測できる。

《義》というのは強く見えても、中身は弱い、《義》持ちの惰弱な《自分勝手》の〈私〉が強

い世の中を生き続けていた様子が読めたのである。これはすべての人に隠されている《生き

る者の苦悩》17)の代弁であり、進んで、惰弱さや《自分勝手》を乗り越え、世間や人とぶつ

15) 菊田義孝(1964)太宰治と罪の問題審美社、p.59
16) 金英寛(1992)｢太宰治｢父｣論-｢義｣は何であるか-｣太宰治第8号、洋々社

17) 菊田義孝(1970)｢終末の予見者太宰治｣太宰治研究臨時増刊号審美社.
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かり、やっと気づく彼なりのプライドでもあるだろう。太宰において中後期には世間と向

き合っている一つの《正しさ》と《意地》を張っていくことへの意味と重なると思う。この

《意地》も気持ちよく張っていけば物事に役に立て、自己完成のためにいい影響力の要素と

なる。《意地》は何かにぶつからない限り、止まり、篭っている《哀しい弱点》《義》に似てい

るものである。人は頭の中では《正しさ》を追求し、《意地》を気持ちよく振り分けようと

思っていても、それがなかなか出来ない。それが人であり、人間の名のもとで隠されてい

る気持ちであるだろう。《意地》がなく、《意地》を張らずにいるなら、本当の自分に出会え

ない大事な心掛けであり、《正し》く生きていく道である。《自分勝手》の《義》とは《意地》

と《正しさ》が共存するものであった。

　　

3. ｢家庭の幸福｣においての《家庭の幸福は諸悪の本》
｢家庭の幸福｣は昭和23年8月に発表され、津島美知子18)は｢解題｣に《作者の死後、八月号

に発表された｢家庭の幸福｣もやはり、二月末頃、書いて渡されたもの》であると執筆時期を

明らかにし、家庭、家族を素材し、気質の面で類似している｢父｣と重なっている短編であ

ることを前もって述べたつもりである。

津島修治である〈私〉は〈模範的〉な小市民であり、官僚が悪いという日頃の批判は陳腐だ

と思っていた人であった。ところが、ある日、ラジオの街頭録音を聞いてむしろ官僚の《ヘ

ラヘラ笑ひの答弁》を《ごまかし》だと憤怒する。当たりくじでラジオを買い、帰宅を急ぐ

〈私〉の前に現れたある女性の出産届を受理せずに帰ってしまい、事件は起こる。その夜、

あの女は自殺し、自分は罪がないとつぶやく。作品の最後には《家庭の幸福は諸悪の本》で

あると締めくくられ、有名な語尾である。

太宰といえば、戦争と離れられないことが事実であり、現実である。この太宰が厳しい

戦争を背負って書き続けたことも十分に分かっていることである。松本健一19)は《時代と

の対抗関係》にいる太宰にとって《生のエネルギーが失なわれ、心が死のほうに、つまり自

己の〈滅亡〉のほうに傾きはじめて》いたという。太宰が自殺前に書きあげたことから、《滅

亡》の気持ちで書かれていると言う。論者はいくら読んでも自殺を頭に入れ、作品を書いて

18) 山内祥史(1990)｢解題｣太宰治全集第9巻、筑摩書房

19) 松本健一(1982)太宰治とその時代第三文明社、p.217
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いたと考えられずに、自分の《幸福な家庭》のみを幸せの基であると思っている一家の旦那

であり、官僚のように見えた。それから、〈私〉は一人の庶民として、精一杯仕事をし、家

族のことに気づかう父でもあった。赤司道雄20)は《嫌悪と軽蔑》が読めると指摘し、詳細な

作品鑑賞は書いていないが、〈私〉の言動からはある程度はあり得る指摘だと思う。〈私〉は

自分の《幸福な家庭》のため、《｢けふでなければ、あたし、困るんです。｣》とせがむ《見す
ぼらしい見なりの女が出産届を持つて》現れた女を無視し、次のような言い訳をし、あの

《嫌悪と軽蔑》が重なっていると思われる。

　……見すぼらしい女の、出産にからむ悲劇。それには、さまざまの形態があるだらう。…(中

略)…津島には何の罪も無い。帰宅すべき時間に、帰宅したのだ。どだい、津島は、あの女の事

など覚えてゐない。さうして相変らず、にこにこしながら家庭の幸福に全力を尽してゐる。…

(中略)…あのヘラヘラ笑ひの拠つて来る根源は何か。所謂｢官僚的｣といふ気風の風洞は何

か。…(中略)…曰く、家庭の幸福は諸悪の本。 (p.275)

この辺りを読み返してみたら、おもしろかった。もしも出産届けを出しにきたあの女性

が上品な身なりであれば、〈私〉に受理してもらえただろうかの疑問である。たぶん、子供

を生んだばかりの妊婦さんであっただろう。出産届けがその理由である。これは相当に残

酷な話となるだろう。〈私〉は自分の《平和な家庭の光を浴びたい》という一念で《見すぼら

しい》女の願いを無視した。いくら何でも《嫌悪と軽蔑》して取った言動であっただろう。

他人の事情と幸福はどうでもよく、自分の幸福のために、他人の幸福をつぶし、自分だけ

生き残ればそれでよかったのである。赤司道雄21)が《良い文学作品を読んだあとの味がな》

く、語尾の締めくくりは《自己弁解》に過ぎないという主張に論者は肯定的である。ただ

し、《弁解》というのはあの女の身なりのことをどうのこうのと、けちをつけている〈私〉に

対する《弁解》であり、心の叫びであっただろう。〈私〉はあの女性が上品であっても、《見

すぼらし》くてもどうでもよかったのである。

家庭の幸福。家庭の平和。

人生の最高の栄冠。

皮肉でも何でも無く、まさしく、うるはしい風景であるが、ちよつと待て。

私の空想の展開は、その時にはかに中断せられ、へんな考へが頭脳をかすめた。家庭の幸福。

20) 赤司道雄(1985)太宰治-その心の遍歴と聖書八木書店、p.342
21) 前掲載(20)、p.342
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誰がそれを望まぬ人があらうか。私は、ふざけて言つてゐるのでは無い。家庭の幸福は、或ひ

は人生の最高の目標であり、栄冠であらう。最後の勝利かも知れない。 (p.272)

〈私〉にとって《家庭の幸福》が《人生の最高の目標であり、栄冠》であり、それができたら

人生においての《勝利》を手に握られたと思っているように、これは最高の価値であり、

《目標》であった。まるで私に与えられた生き甲斐であるように、他人のことはどうせどう

でもよかったのである。言い換えれば、自分の《家庭の幸福》のためであるならば、人を潰

しやっても、無視してもいい、それが《諸悪の本》となるだろう。よく考えれば、この恐ろ

しい話はもしかしたら、我らの心の叫びであるかも知れないと言ってみる。人は自分に与

えられた役名や見た目で自分のことを振る舞い、振る舞おうとするところがあると思う。

しかし、人間の本性というのは誰もが悪魔のような気持ちや魔性が隠され、他人の視線や

秩序や関係などによって見せられないだけであるだろう。それが人間であり、理性ではな

いだろうか。人間の本性の裏にはこういう人間そのものが存在され、人誰もが同じであ

る。

要するに、《家庭の幸福は諸悪の本》とは家庭の本性、本質を言っているのではなく、人

間の本性、本質を語り、結局は、人間そのものは誰もが同じであり、それが正解である上

で、人と自分と向き合うべきであるのではないかと意味をつけてみる。

4. 《悪》と《破壊》の関係
｢父｣では家計や子供や家内のことは父の頭には無く、一筋家から脱出したい、酒が飲み

たい執念で一杯であった。《自分勝手》な人であり、家族から見れば、《悪》い父であり、旦

那であっただろう。また、｢家庭の幸福｣の官僚であった〈私〉は自分の《家庭の幸福》のた

め、仕事を後にし、そのせいである女を死に至らせた人であった。この二人は誰から見て

も《悪》い父であり、男であっただろう。これをおいて水洞幸夫22)は《必死で向かってくる

人間を、明るく軽く拒絶することを、理由抜きの根源的な〈悪〉と考える》と前置きをし、

これに関した展開は進められていないことを確認した。というわけで、本節ではきしんで

いる家族関係や立場などを、《悪》を中心に考える。

22) 水洞幸夫(2008)｢太宰治｢家庭の幸福｣論-ラジオ的な〈幸福〉を超えて-｣太宰治研究第16号、和泉書院
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まず、｢父｣での日頃の様子はどうであっただろうか。《母は観念して、下の子を背負

ひ、上の子の手を引き、古本屋に本を売りに出掛ける。父は母にお金を置いて行かないか

ら。》である。さらに、《涙が光つてゐた》彼女の結婚生活は別の話としてさて置き、彼女の

気持ちはどうであっただろうか。他人との関係はどうでもよく、原初的に《家庭との緊張関

係》23)にいたことであり、人としてはたいへん悲しい事であるだろう。遊びに行く父に向

かっていつものように見上げる息子の様子、何げなく通って行く父のことを次のように述

べている。

　このような面では｢私｣の｢遊び｣は〈家出〉と似ていたともいえる。しかし、そこにはあまりに

も｢私｣の自意識が強すぎた。自分自身を捨てることには及ばなかった。これは、近代日本の知

識人にとっては西洋的な概念が含まれている自意識、自我と相通ずる。

｢私｣は東洋的概念の〈家出〉までには至らなかった。即ち、家族を完全に捨てることはできな

かったのである。そこに｢私｣の苦悶が存在している。24)

父の遊びを《家出》と書いているのが目についたが、完全な《家出》ではなく、ちょっとし

た外出の《家出》で意味付けているのが分かった。しかし、《自分自身を捨てる》《家出》でも

なく、家を出ようとしていることから、自分に与えられた父という役割を捨てようとした

行動ではないかと言ってみる。

また、《家族を完全に捨てることはできなかった》ことから招来した《苦悩》との戦いでも

なく、《自分自身を捨てる》ことができなかったことから招来した《苦悩》との戦いでもな

かった。それは、決まりに決っている世の中の一画的なことへの悩みとの戦いなどによっ

て、《旧来の家族倫理に反抗し、破壊》し、《古いものとの闘いであり、偽善との戦いであ

り、家庭のエゴイズムとの闘い》25)など、《一画的》なことを突破しようとする、それが戦

いであり、《苦悩》であり、進んでは《破壊》であっただろう。だから、ここで注目したいこ

とは《破壊》である。

父は《自分勝手》の人生を生き、官僚の〈私〉も社会人としての自分の役割をちゃんとせず

に、扮装しているだけに見える。さらに、自分の家庭だけ幸せならばどうでもよかったの

である。2作には一律的な社会のことを拒み、そこから来る苦心《苦悩》やそれを《破壊》し

ようとした《苦悩》などが描かれていると言える。言い替えれば、社会の道徳、秩序、思考

23) 山田博光(1970)｢編年史･太宰治昭和二十二年｣国文学解釈と教材の研究第15巻 第1号 1月号、学燈社

24) 前掲載(18)
25) 梶原宣俊(2003)選ばれし者の悲哀とリリシズム-太宰治の思想-文芸社、p.137
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などを《破壊》しようとしたのではないかと思う。世の中というのは向き合えば合うほど、

《苦悩》と離れられない関係にいるのも事実であり、ぶつからなければ手に入れるものは無

いことも事実であるだろう。この世の中では《破壊》がなければ《苦悩》というのも存在しな

いだろう。では、どうして《破壊》を描こうとしたのであるだろうか。補足として次のよう

な指摘をあげてみる。

　ぼくはこの頃の作品において、太宰の価値観念が全く転倒しているのに、善悪が通常のそれ

と全く逆になつているのに、驚異を感ぜずにはいられません。｢子供より親が大事｣(桜桃)｢義の
ため遊ぶ｣(父)｢家庭の幸福は諸悪の基｣(家庭の幸福)愛するものこそ殺さねばならぬ、美しいか

ら滅ばさねばならぬ、｢女類｣｢家庭の幸福｣などにおいては、それが思わず目を掩わざるを得な

いような陰惨ささえ示しています。ぼくはあらゆる既成の秩序に反逆しそれを破壊しようとす

る、このときの太宰の身を賭した下降の姿に深い衝動を覚えます。それはぼくの心の中にある

世俗的な卑しさ、怯懦を摘発せずにはいません。これは既成の道徳、秩序、価値の、偽物性を

あばき出す、鋭い刃物なのです。26)

《破壊》を《秩序の反逆》とし、《太宰の身を賭した下降の姿》と重なってくると言う。《世

俗的な卑しさ》と重なってくる問題であり、太宰は人間そのものを語ろうとしたのではない

かと素朴に思ってみる。この《破壊》の必要性として《自分の家庭の幸福を破壊しなけれ

ば、自分の愛する妻子を犠牲にしなければ、他人を攻撃することは許され》ない、太宰の

《倫理的潔癖性》27)から来たとも考えられる。他人を《破壊》するためには自分のことを先に

《破壊》すべきであっただあろう。　

次は｢家庭の幸福｣である。今日中に出生届けを出さなければならない彼女の都合や気持

ちはどうでもよく、まるで自分の家族だけが大事であるように、彼女を自殺に至らせた。

これは他人の家族を《破壊》しようとしただけの問題ではなく、人間としても人間味のない

事であり、人であった。

　家庭はエゴイズムの最も強力な拠点として糾弾されたので、究極の攻撃目標はエゴイズムで

ある。人間のエゴイズムそのものが、彼の｢革命｣と｢破壊｣の結局の目標だった。その事実がつ

いに明らかにされたのである。エゴイズムを徹底的に糾弾し、破壊しなければならない。その

｢革命｣を遂行するために、もし彼が他人の家庭を破壊することから始めたとしたら、それは彼

26) 奥野健男(1957)太宰治論近代生活社、p.174
27) 奥野健男(1984)太宰治論新潮文庫、p.145
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自身がエゴイズムに陥ることだ。エゴイズムそのものの破壊をめざす彼の革命遂行のために

は、彼自身の家庭を破壊し、そのことによって彼自身のエゴイズムを撤退的に糾弾してみせる

ほかはないのだ。28)

《破壊》をすべきの理由として《革命》のためであり、《断罪しようとした》ことであり、

《自ら聖者の域にまで達せしめようとする願望》が描かれているという。《破壊》は新しく向

き合う何かであり、それが《革命》であるといえるだろう。どうして《革命》が必要であり、

この《革命》は何を意味しているだろうか。実生活が十分に反映されている｢父｣と｢家庭の

幸福｣は《戦後の太宰文学の顕著な特徴のひとつ》であった《既成道徳や世俗的権威に対する

攻撃》29)が一つの例として描かれている作品である。強さの美しさというのがあり得るな

らば、弱さの美しさもあり得る。

つまり、追い込ませる人も、追い込まれる人もそれなりの美しさというのがあり、これ

が人間であるだろう。人間味のない人もある人もそれでよく、強くても弱くても人であ

る。要するに、優先的に自分のことを《破壊》しなければ《革命》が芽生えてこないものであ

り、《革命》は新しく向き合える基であり、力になるものである。《破壊》が無いかぎり、

《革命》も存在しないものであり、挑戦的な人生でなければ起こるものでもない。

この《破壊》を取り上げた理由として、服部芳紀30)は《罪性(犯罪性)》を問題とし、《屈折

した歩み》を見せ、《組織的な悪(犯罪)は内面化されにくく、当事者意識が形成されにくい》

ことから、《破壊を正当化》しているという。

《義》と《家庭の幸福》のために、生きている〈私〉の話であるが、自己満足のために人を悩

ませ、自殺に追い込ませ、こういう《悪》行動らは《破壊》そのものであった。絶対にあって

もならない、あり得ないことであったが、起きていた。これは《自分勝手》な行為であり、

欲望であったかも知れない。しかし、これが個人の欲望であれ、社会の欲望であっても《破

壊》は必然的な行為であった。欲望は《精神の幸福、精神の豊かさを強調している》31)太宰

の思想と重なってくる。生きていることが辛くても自分のストーリが言いたかった彼らは

なんとか生きていこうとした太宰と重なり、信用できないすべてのことにぶつかりなが

ら、進めて行こうとした願望や希望が見えてきたのである。この希望は《幸福》と重ね、何

かにぶつからないかぎり、出会えないことであり、《破壊》しなければ味わえない現実であ

28) 前掲載(17)
29) 東郷克美(1993)｢評伝･昭和二十三年｣国文学解釈と鑑賞第745号、到文堂.
30) 東郷克美編(1995)太宰治事典学燈社、p.92
31) 渡部芳紀(1984)太宰治心の王者洋々社、p.288
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るだろう。《破壊》すれば《幸福》にやって来られ、《悪》から離れられるだろう。素朴な《幸

福》であれ、《破壊》と《革命》がない限り、閉じこもられたまま生きていくつまらない人生

になるかもしれない。長い人生を生きている上で、《幸福》の本質や人間の本性を求めるた

めに、いまのこの瞬間を生きているのではないだろうか。

5. おわりに
以上のように、｢父｣と｢家庭の幸福｣に現れる《悪》の意味について解釈してみた。2作全

部家庭持ちの父、旦那の話で、家族間の親密感や思い、それから、彼らの言動を読んでみ

たところ、家庭のことは〈私〉と全然関係の無い話のような態度と思考を見せていた。家内

は〈私〉のせいで結婚のことは頭に入らず、食べていくことで精一杯であったが、〈私〉らは

《自分勝手》であり、《陳腐》な〈官僚〉であった二人はわざと《悪》を表出しようとしたので

はなく、わざと太宰が《破壊》という姿勢を取らせ、何かを挑戦しようとしたのである。

《義》持ちの父と自分の《家庭の幸福》のことしか思っていない彼らの様子を描かせ、《破壊》

との関係を書いていた。《破壊》は閉じこもったままでは新しいことに挑戦することも無理

であり、意味の無いことであっただろう。この《義》ですべてのことをごまかそうとした

〈私〉には家庭は《地獄》であっても、《正し》い《意地》で胸を張って行けば、家は《地獄》で

もなく、素直な自分に出会えるはずであった。また、人の《家庭の幸福》はどうでもよく、

自分の家庭のみ幸せであればそれでいいと思うのも広い意味では人の本性、本質が描かれ

ていたと言える。《悪》い彼らの行動はこの世の中で起きているすべてのことを《破壊》しよ

うとし、進んで何かにぶつからなければ出会えない欲望や希望が隠されていたのである。

この欲望と希望は壁にぶつかってもこれを乗り越えなければ、手に握られないものであ

り、《意地》でもあった。きしんでいる社会できしんでいる関係の中で生き残り、《破壊》し

ながら、《革命》をしようとしたのである。したがって、今のこの瞬間でも《悪》と共存しな

がら、《幸福》の先を目指し、生きていくことは《破壊》がない限り出会えない相関関係であ

ることが分かった。
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<要旨>
 

太宰治の戦後作品においての《悪》の意味

- ｢父｣と｢家庭の幸福｣を中心に-

金柰炅

《義》と《家庭の幸福》のために、生きている〈私〉らが《悪》行動らですべてのことを《破壊》しようとした。これは《自
分勝手》な行為や欲望であった。しかし、これが個人の欲望であれ、社会の欲望であっても《破壊》は必然的な行為で
あったことが分かった。欲望は精神の豊かさを基にしている太宰の思想と重なり、なんとか生きていこうとした太宰と
重なっていた。欲望や願望や希望などは《幸福》と言い替えられ、《破壊》や《革命》しなければ会えない現実であり、《幸
福》の本質が求められていた。

The meaning of 《Evil》 in Dazai Osamu’s postwar work

-Focusing on ｢father｣ and ｢family happiness｣-

Kim, Na-Kyung

For the sake of duty and family well-being, we tried to destroy everything with our actions.This was a selfish act or desire.But 
whether this was the desire of the individual or society, it turned out that destruction was an inevitable act.Desire overlapped 
with Dazai’s philosophy based on spiritual affluence, and with Dazai, who tried to survive somehow.Desire, desire and hope 
were replaced with happiness, and it was a reality that we could not meet without destruction and revolution.The essence of 
happiness was sought in the two films.


