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︵女藤村操︶現象に表象される︵哲学の知︶

︵エリート女学生︶

︵哲学の知︶

と文学を獲得

に関する言説である︒この二

﹁所謂女学生﹂とは対立して︑﹁知﹂

を求める女性の出現である︒このような女学生表象は前者の

ある︒もう一つは

のメディア言説を中心に1

︵平塚らいてう︶

︵煤煙事件︶

せめぎあう明子

はじめに

明治四一年三月二三日︑﹃東京二六新聞﹄

つのコードによる言説編成が相容れず︑並行して流通していく

︵はるこ︑二十三歳︑日本女

部第四課長平塚定二郎の次女明子

と報道するが︑こ

についての追究という女性への興味へとスラ

物語は︑女の正林見度しの一念ではないか﹂

丁こ

﹁日刊新聞三面の恋

過程の中で︑男性中心主義のメディアでは

という見出し付きで載った︒翌日からは他の新聞メディアの﹃万

子大学卒︑後の平塚らいてう︑本名明︶の家出が﹁令嬢の紡失﹂

︵女の正体︶

イドさせるものだったが︑このような女性への興味の高まりの

﹃東京朝日新聞﹄なども一斉に報道する

れは

﹃束京日日新聞﹄

が起こったのであった︒

朝報﹄

︵煤煙事件︶

ある事件であった︒それにもかかわらず︑この事件が社会の注

がその原因となっていることからすると︑当時にあってはよく

行というエリート女学生のスキャンダルは︑男女青年の︵ラブ︶

で︑なおかつ﹁自ら誠らぎる偽書者﹂︵漱石︶︑﹁知的阻争﹂と

の

その時代の知のカテゴリーから﹁美的生酒個人主義﹂﹁自然主義﹂

いくことに注目しよう︒この錯綜のなかで明子は︑一方では︑

のコードによる言説編成が錯綜するなかで人物像が追究されて

渦中の人物となった平塚明子をめぐっては︑このような二つ

なかで

ようになり︑各新聞は競って連日報道することで︑当時の社会
丁エ

に大きな関心と反響を呼び起こすこととなった︒これがのちに

目を浴びることになった︒それがどうしてなのかは別稿ですで

いう知の枠組みによって成型されていった︒ところが︑いま一

︵煤煙事件︶ と呼ばれる事件なのだが︑森田草平への恋の逃避

に論じたが︑明治二十年代以降のメディア言説は女学生をめ
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二六日︶

ぐって︑大きく二つのコードを生成させてくる︒まず︑女性に

方では︑﹁色情狂﹂というような︑これまた負性を帯びた

﹁自己本位の無分別﹂な知的女性︵﹃東京朝日新聞﹄

求められる良妻賢母と対立する﹁所謂女学生﹂の言説がそれで
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性

︶ の枠組みでも捉えられた︒それこそメディアが明子

七ケ′ユγリティ

︵
る︒

の起こした事件にとまどっていることをみごとに伝えてくれ
事件を伝えるメディア報道を注意して見ていくと︑明子に関
する言説編成の錯綜の中に︑明子自身のほうから新たなメッ

ー︑︵女藤村操︶としての明子

︵煤煙事件︶をいち早く報じた︒その意図は高根

明治四一年三月二三日︑﹃東京二六新聞﹄は︑﹁令嬢紛失﹂と
いう見出しで

図にもとづく父親の発言報道から明子という女学生に関して当

しれないが︑しかしここで注目したいのは︑そのような報道意

官僚の令嬢のスキャンダルを扇情的に報道することだったかも

時流通していた二つのコードが認められることである︒

■l︶

メッセージをどう読むかが重要なのだが︑たとえば佐々木英昭

セージを伝えているということが注目される︒彼女の訴える

は青轄時代の発言や本人の自伝︑あるいは新聞小説﹃峠﹄︑﹃煤

春子

はニー日夜十時頃家人の知らぎる際に家出

価しっつ︑この事件における明子のイメージは狂気の領域へと

を為し今に其行方の判明せぎる為め同家の心痛一方なら

卒業せし後は家事の手伝を為し居りたるが性極めて温和し

︵二十二︶

囲い込まれたものとなっているという︒しかしメディア言説に

察署に保護願を差出したる⁝︵中略︶⁝女子大学家政科を

ず︑万一華厳の瀧に赴きはせずやと⁝︵中略︶⁝宇都宮暫

煙﹄などを参考にして︑明子を過剰な自己意識をもつ女性と評

切れない︒そこで︑ここでは明子をめぐるメディア言説を中心

織り込まれている明子のメッセージからすると︑そうとは言い

て少しも矧劃劃即射引別段親の目を忍び

から派生したもの⁚自我︶

から疎外され

牲

セゥシュγりナ†

︵煤煙事件︶ の明子像の成型を論じようと思う︒それが青搾

自我
︵知︶ ︵︵哲学の知︶

︵春子は明子の誤記⁚筆者注︑傍

はるこ

可きは春子が美人なるにも拘らず今日迄未だ嘗て縁談の一

の値ならぬを榔ちしなりども思はれぎれども此処に注目す

ては見えぎりしとは両家の云ふ所なり然れば表面よりは恋

に

︶

時代以前の明子を正しく評価することだと考えられるからであ
と

る︒そこには家制度と男性中心社会に縛られることで︵

ていた明子がそれらを取り戻そうとする戦いがあった︒それは

度も有らぎりし事なり

二ご

煤煙事件が起こるまえから︑メディアでは女性に対する認識

︵﹃東京二六新聞﹄︑二三日︶

線⁚筆者︶

の二つの自然的社会的機能におけ

明治期の

セクシュγリナ自
ー我
︵ 性 ︶ と ︵知︶

る女性の主体性の獲得過程であったともいえる︒

以上のように概観できる明治期の女性史の一典型を︑あらた
︵煤煙事件︶ の明子を中心に︑メディアの言説編成や明子

として良妻賢母と対立する﹁所謂女学生﹂というコードが読み

めて

と文学を獲得し
丁エ
﹁女の藤村操﹂ の

自身のイメージを自己のメッセージとして報道したメディアの

︵エリート女学生︶ともいうべき

︵哲学の知︶

とれる︒しかしその一方で︑﹁知﹂
ようとする

言説編成から︑せめぎ合う明子條をたどっていこうと思う︒
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言説がすでに形成されていた︒この父親の発言はその二つの

﹁恋愛の

の﹁令嬢の紛失﹂記事は﹁所

コードをふまえて言説編成されていることがよくわかる︒した
がって﹃東京二六新聞﹄ ︵二三日︶

謂女学生﹂が主張していたとされる男女交際における
自由神聖﹂を否定しながら︑次のように報じている︒

︵﹃万朝報﹄︑二四日︶

︵﹃束京二六新聞﹄︑二三日︶

親の日を忍びて男と関係を結ぶが如き風は見えぎりし

男と言を交へし事もなく

のコードと重ね合わせることを

新聞メディアは︑明子を当時流行っていた男との恋愛関係を
否定するため︑﹁所謂女学生﹂

世自殺か牌た出奔か﹂

︵﹃束京日日新聞﹄︑二四日︶

ここでいま少し平塚定二郎の発言を引用してみると︑そこか

らは父の眼がとらえた明子という女性の姿がみてとれる︒それ

によると︑﹁明子は親も感服する程の勉矧射﹂で︑﹁矧語lを専攻

し刺媛lの名高く﹂︑﹁謝矧が唯一の楽しみと﹂し︑特に﹁近来矧

したというのである︒そのうえに

﹁▲性質が藤村操的ですから日光方面は

︵﹃東京日日新聞﹄︑二四日︶

判に非常に趣味を持って来た様子で其結果結婚を嫌って家出﹂
立って父親は︑明子の

︵﹃万朝報﹄

と言っていたという︒メディアは父親の言説を重視し

く﹂︑また明子自身も﹁私は一生独身で文学に遊ぶ﹂

摸索に全力を注いでいます﹂と言い︑﹁男と言を交へし事をな
二四日︶

たのである︒このような父親の発言からすると︑まさに明子が

﹁所謂女学生﹂といったコードから大きく逸脱し始めているこ

の条件を備えていることがわかる︒

避けようとしている︒だとすれば︑明子は︑﹁所謂女学生﹂と

あらためてメディアの言説編成をみると︑報道はこれまでの

︵エリート女学生︶

︵エリート女学生︶ の厭世自殺という言説編成で統一されよう

いう堕落女学生による恋愛という言説編成から日本女子大学の
に

とが窺える︒そのことはメディアの視線が明子の書斎に入るこ
︵二十三日︶

としていた︒そのきっかけは﹃束京二六新聞﹄

二四日︶ とあ

するというものであった︒これによって︑明子には逆

﹁禅学令嬢﹂という造語は当時の男学生の間

﹁禅学令嬢﹂という謎めいた造語が結び付けられることにな
る︒おそらくこの

に

二四日︶

哲学︑宗教の書物など専ら精神的書籍を愛読﹂︵﹃東京日日新聞﹄

其他和瀕洋の文学書﹂︵﹃万朝報﹄二四日︶︑﹁文学の書物は勿論︑

るのがそれだが︑それによると明子の書斎には︑﹁樹判矧観等

︵﹃万朝報﹄

︵﹃東京日日新

とで実現される︒すなわち﹁家出後のその書斎﹂

は同じ文脈で次の

聞﹄︑二四日︶︑﹁明子の書斎をみる﹂
﹃東京日日新聞﹄

から宇都宮警察署に保護願を差し出したことからである︒翌日
や

父平塚定二郎が明子が ﹁撃厳の瀧に赴きはせすや﹂という心配
︵二十四日︶︑﹃万朝報﹄

ように報道している︒

﹁禅学令嬢の家出﹂﹁厭世自殺のためか﹂︵﹃万朗報﹄︑二四日︶

﹁女子大学出身令嬢の行衛﹂﹁文学を好み禅学を学ぶ﹂﹁厭
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に流行した︵藤村操現象︶が生産した記号群と関連していると
みてよいだろう︒

∴四

︵﹃新公論﹄︑明四二︑四から引用︶︶

こ⊥

﹁宗教に於ける禅とにすぎたものはなからう﹂というものが

﹁．∵

したがってこれら記号群の背景に当時の流行ともいうべき
・禅と云ふものは︑束洋の一種の産物である⁝︵中略︶⁝煩
禅が青年たちに

あった︒これらの引用からもわかるように︑明治四〇年前後︑

の動機﹂︑﹃新公論﹄︑明四一︑四︶効果によって精神を静める

︵徳富緒山部︑﹁余が禅学研究

悶者杯が出て来る︒煩悶といふことは近頃青年間の流行に
か︑浅間の噴火口に按ずるとか︑色々のことをやつて削矧

とが読みとれる︒このように﹁近頃青年間の流行﹂−煩悶−華

ものとしてすすめられ︑知的な青年たちの間に流行っていたこ

﹁精神的の練操﹂

なつて来た︒青年がよく煩悶して劉圃叫瀾に飛び込むと

禅である ︵拍手︶︒禅は精神を静める︒

い

︵藤村棟現象︶を蝶介にして知的な煩悶青年の男学生に限り

︵哲学の知︶

によるの青年表象である煩悶青年の藤

﹁自己﹂実現の境域への加入儀式という意味を持っていた︒

なく接近させられていることがわかる︒禅学はまさに束縛のな

と

厳の潤1自殺という記号群の連鎖からすると︑明子は﹁禅学﹂

を遂げる︒斯る場合に最も良いのは何かと云ふと︑即ち此

主に帝大生でした−集ま

五六五頁〜五八四頁︶

︵井上哲次郎︑﹁禅の日本文明に及ぼせる影響﹂︑﹃理論と教
育﹄︑弘道館︑明治四∴

−

当時西洋の

・人生問題に悩む多くの学生が

り座禅をしていましたが︑だれもみな一様に︑極度に緊張

相接現象と相まって︑それを抑える束洋の禅が流行したのだ
︵H︼

した硬い顔の人ばかりで︑きびしいものが身に迫るのを覚

いたのである︒

が︑その一方では︑青年にとって禅は﹁自己﹂

の

﹁禅学令嬢﹂ と

への探求が潜んで

い︑きびしい旅がはじまりました︒

このような流行現象のなかで

︵エリート女

に厭世自殺した帝大生藤村操のイメージを重ね合わせよ

禅学に深く心酔したエリートである明子條に仕立てることで︑

うとするねらいも見てとれる︒これらの新聞は︑文学や哲学︑

学生︶

として選ばれたのだろうが︑日本女子大学出身の

いう好奇的な造語は︑禅学の趣味からその行動を枠付ける造語

︵煤煙事件︶

えました︒⁝︵中略︶⁝座禅という︑自己探求の果てしな

一九七一︑一七二頁︶

︵平塚らいてう︑﹃原始女は太陽であった︵上︶﹄︑大月書店︑

・本来の自己に返るのである︒斯くして迷なき︑自由なもの

事件の原因を煩悶して厭世自殺しようとしたのではないかとい

となるのである︒自由なくして活動は出来ぬ︒迷夢から覚
禅である︒

醒して︑束縛なき本来の自己に返り︑太白由の塊に入るが

表象の文脈へと結び付けようとし

う︑エリート青年

︵男学生︶
︵宮地宗海師︑﹁禅の三大要と禅味の誤解﹂︑﹃成功﹄︑明四
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たのである︒

2︑﹁所謂女学生﹂のコードにすくい取られる明子

うとし︑﹁春の夜秘語と濃やかに旅館の二階に足を伸ばしぬ﹂

げ得ぎる程ならば華厳の瀧に投身して天国に楽しき日を送﹂ ろ

といった﹁両人の情交﹂の枠組みを取ることで︑﹁情夫﹂﹁情婦﹂

という言葉がまさに性愛・﹁情死﹂という前近代を支配してき

の文脈に︑前節での

︵藤村操現

象︶の記号性をおびていた﹁華厳の瀧﹂も取り込まれてしまい︑

り︑このような性愛・﹁情死﹂

の事情を物語っている︒そこには性欲の扇情性が明らかであ

﹁春の夜秘話と漉やかに旅館の二階に足を伸ばしぬ﹂がその間

た文化コードを引き出していることがわかる︒そのことは次の

︵煤

﹁二四日︑朝／尾

前節では︑事件を報じたメディアはその当初明子像を︵所謂
に

記者の書きぶり︑すなわち﹁夫婦気取り暢気に一日過ごし﹂︑

た︒ところが︑二五日の ﹃束京二六新聞﹄

女学生︶というコードから傾垂に引き離してきたことを見てき

に関するメディア言説は一変する︒

花峠で明子と森田を取り押え﹂と速報を伝えたあと︑この
煙事件︶

﹁この恋を遂げ得ぎる程ならば華厳の瀧に投身して天国に楽し

による心中行

き日を送らん﹂と結ばれることになる︒こうして読者は明子と

︵色恋︶

始末なれる由を報道し置きたるが果然彼女は定二郎氏其他

当世流の理想的結婚を主張して家庭と相容れず遂に今回の

﹃束京朝日新聞﹄

︵二五日︶
︵二五日︶

と強調し

﹁︵恋︶

ラブ

をはじめとして当事者の明子

も︑二人が述べた

の神聖を発揮する者にして僻仰天地に悦づる所なし﹂

また

︵春子︶が﹁悪友と交りを結び恋愛は神聖なりと称へ﹂たこと︒

か︑﹃東京二六新聞﹄

しかし扇情的な文脈が事件を覆うようになったためであろう

というコードで理解させられるわけである︒

﹁情死﹂という旧来の性愛

森田の関係が

︵﹃東京二六新聞﹄︑二五日︶

友人の弁護するが如き高潔の婦人に非ず且又深遠なる思想
を抱けるにも非ず

▽紳士淑女の情死未遂▽情夫は文学士︑小説家▽情婦は女
子大学卒業生
︵﹁自然主義の最高潮﹂︑﹃東京朝日新聞﹄︑二五日︶

ている発言がメディアや読者からほとんど無視されてしまった

ことに注意すべきだろう︒それというのも︑各メディアにとっ

この記事は ﹁紛失せる令嬢塩原に於て押らる⁝︵後略︶⁝二口

て次のような共有した言説が存在していたからである︒
の扇情語が事

︵エリート女

︵色恋︶・﹁情死﹂

の見出しで︑知的な

﹁所謂女学生﹂ の奔放な性愛

世紀式の道行⁝︵後略︶⁝﹂

て

子の貞操を尊重せずして動もすれば淫縦に流れ︒甚だしき

・近時の新聞紙頻々として女学生の堕落を伝ふ︒女学生が女

学生︶の厭世自殺の可能性はまったく打ち消され︑それに代わっ

﹁其情夫たる文学士森田米松と共に手を取りて﹂︑﹁この恋を速

件の文脈を形成することになる︒
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は即ち花柳病に躍り︒更らに甚だしきは売淫の醜事をすら

られるようになる︒たとえば︑﹁恋愛病﹂などがそうだが︑読

をメディアでは﹁病﹂と表現して︑椰掩的に紹介する記事もみ

︹川︸

﹁恋愛の自由神聖﹂を主要

はキリスト教

ろに︑一種のラブのブームを見て取ってよいだろう︒

売新聞小説﹁病恋愛﹂なども連載されるようになっているとこ

為すものあることは確実也⁝︵中略︶⁝軽浮なる熱情に趨

りて雷利別珂姐割︒
︵﹁女子教育問題﹂︑﹃中央公論﹄︑明三九︑六︶

﹁神の愛﹂をふまえた

当時の青年男女がもてはやしたラブ＝﹁恋愛﹂

の関係を好奇心と扇情性をもって報道しようとするメディアは

な概念とするもので︑性愛を排除したものであるが︑青年男女

に蝶介された

父母兄弟の知らぬ事実隠蔽され居れり︑青年学生の半数が

・青年学生と女学生との間の関係は甚はだ密接の関係にして
花柳病ありとすればそれが女学生と関係する故女学生も樹

の﹁神聖﹂という言葉を十

メディアがこの

むしろ男女の愛を性愛として認識しようとしていた︒それは︑

﹁恋愛の自由神聖﹂

るの資格を得べきや如何現に信用ある其々女学生の生徒が

薗け凰射い矧割に相連なく之等の女学生が将来賢母良妻だ

が︑いずれにしても︑ここに性愛／恋愛︵ラブ︶

分に理解していなかったことに大きな理由が求められようだ

の対立がメ

密か司徽憩萄を憂ひて診を乞に来るもの頻繁たるに

︵神聖なラブ︶

への憧れと

︵知︶を獲得しようとする

女学生との﹁恋愛﹂に対する興味というブームがあった︒一方

とっての

このような文化コードや翻訳語のその背景には︑青年たちに

ディア言説化することになった︒

あらずや中には自ら恥ぢて医師に来たらぬも多からん而し
て此花柳病を持し女学生は他の病毒なき青年に再び移し⁝

︵﹃万朝報﹄︑明三九︑七︑二〇︶

︵中略︶⁝今日の信用ある女学高の女学生に於て此事ある
をみたる以上

神聖﹂＝﹁花柳病﹂という批判的言説の展開であって︑それは

と明治四〇年前後の青年男女の現実という間でその意味合いが

この新奇な概念

あるいは﹁花柳病﹂

の流行からかえって西洋からもたらされた

明治三九年前後から西洋のラブの翻訳とその思想︑すなわち﹁恋

揺れていることが窺える︒このような︵恋愛︶という概念の振

で︑メディアでは性愛の相手としての女学生という認識の成立︑

愛﹂における男女同権と﹁自由﹂といった考え方に対する警鐘

これらの言説が示唆するのは︑﹁男女交際﹂＝﹁恋愛の自由

となるものだった︒西洋のラブの翻訳語は明治四〇年前後︑こ

ながら︑その一方で﹁駆落﹂と﹁手を取り遠隔の地に遊ぶ﹂と

幅の中という背景からしても︑明子が︵神聖なラブ︶を口にし

への疑い︑西洋の﹁恋愛﹂という概念

のような文脈の中で否定的に据えられるものとして受容された︒

アは疑問をおぼえているのだ︒このような肉交的な行動という

いう︑いわば肉交的な行動に走っているのではないかと︑メディ

︵ラブ︶

しかしその背景には︑もちろん西洋の恋愛への憧れが男女学
生をとらえていったことを窺わせる︒ラブへの心酔−それが其
ハりこ
のラブかどうかはともかく実行してみようという強い好奇心−
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︵煤煙事件︶ が

︵﹃東京朝日新聞﹄

として報じられようになったのであ

﹁自然主義の高潮﹂

推測が当時肉を描くとみなされた自然主義と結びついた︒その
ために

五日︑﹃万朝報﹄ 二六日︶

二

︵女の正体︶︑すな

一女性嫌悪から誕生した﹁翻弄する女﹂

3︑メディア言説に織り込まれた明子のイメージ

ここでは︑まずメディアが追及してきた

わち女性の本質を規定するため︑どのような文脈で語られたの

る︒ただメディアはたんに購読者の皮相な好奇心に訴えるため
だけではなく︑事件と自然主義の結びつきの背後に文学者たち

かを分析する︒それを分析することによって︑女性︑すなわち

明子に新たなイメージが与えられてゆくのかが見えてくると思

︵自然主義︶＝性愛が成立していくことと相互的に浸

の発言によって自然主義の概念が介入し︑社会的・文化的言説
としての

﹁恋は神聖﹂だ

︵＝神聖性︶

は排

たと茶化することで一笑に

﹃束京朝

から見ていきたい︒この新聞はいち早く明子像を﹁男

明子をよく知れる某女流詩人の言に依ば︑明子の思想は全

を翻弄する明子﹂という小見出しで次のように語る︒

日新聞﹄

この事件について多くの文学者のコメントを載せた

﹃東京朝日新聞﹄﹃万朝報﹄などを中心に検討することにしよう︒

われる︒この試みの手がかりとして︑明子像に深くかかわった

という

﹁情のために逃げたんじゃないで

透し合っていたのである︒このような文化的コンテキストの形
成のなかで彼女が強く訴える
七ク／ユアリサィ

性

︶ からの決別の言動が否定されるのは当然であった︒

すから宿泊中は袴もとらず夜も眠りませんでした﹂
︵
そのためであろうか︑メディア言説では彼女は
二五日︶

と主張して ﹁口角泡を飛ばして気焔を吐きたるに警官も呆気に
︵﹃束京二六新聞﹄

く西洋流にして︑男子を飽迄己れに引きつけ愈傍まで来れ

とられ﹂
付し︑その結果として彼女／彼の関係のラブ

ば突き離すことを最大の愉快と思ひゐたる程なれば︑男に

とラブの真実を追究す

︵﹃東京朝日新聞﹄︑二五日︶

時代の明子について山川菊栄は︑﹁気品の高い美しい容姿︑ご

﹁翻弄する女﹂という言説の登場といえよう︒閏秀文学会の

机上を離さヾりしと云ふ

亜文学を愛読し︑ツルゲネーフの諸作の如きは一過備へて

除するに至った︒それがメディア言説のいま一方の言説編成の

︵知︶

﹁道楽者にお

誘さる︑が如き事は断じてなかるべし︑げにや明子は霜西
と

このようなメディアの言説によって︑明子像は

背景だった︒
という ﹁所謂女学生﹂

る︵エリート女学生︶という表象の間で錯綜したかたちで︑︵エ

転婆娘﹂

リート女学生︶ といえども︑男性との恋によって堕落しやすい

﹁所謂女学生﹂ であることを確認させるようになる︒

くじみではあるが上等な服装︑他の人々に比べて群鶏一鶴とも
一

−

いいたいような﹂女性であったと回顧している︒このような気

品があって美貌の明子が魅力的であることは十分想像される︒
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捨てるというところに︑﹁最大の愉快﹂を感じるという明子の

それが森田の心をとらえて︑彼女の愛をもとめて近づく森田を

していたのである︒このような女性嫌悪から作られた女性像

たことが男性優位社会になじんだ男性からの女性嫌悪を生み出

していた女性が主体的な存在として自己を主張するようになっ

7γム・フγ‖ケル

の範疇に入るように造型

︵﹁禅学令嬢の告白﹂︑二七

︵宿命の女︶

として表象されるようになる︒

は︑多く指摘された一九世紀のヨーロッパ文学に見られる

奔放さに﹁翻弄する女﹂の造型が浮かび上がることになる︒森
田が明子に惹かれたのも︑彼女が書いた閏秀文学会の回覧維誌

あたかも︑このような

︵宿命の女︶

︵旨a−宅Om賀︶

で

﹃末日頒﹄という短篇小説を出したのがそのきっかけであっ

たのだが︑その内容は恋人を捨てる自主独立の勇敢な女性だっ

は︑どのように読者に理解させようとしているのかを論じ

される節の見える明子を﹃万朝報﹄

日︶

ていこう︒というのは︑同紙には明子自身の言葉や森田への手

このような﹁翻弄する女﹂という側面と次の引用に見られる

た︒
森田の幻想は女性嫌悪と結びつけて明子を造型していくのであ

紙の一部が載せられているからで︑そこに注目することにしよ

られている︒それが実は明子の﹁女の群から抜け出したい﹂︵﹃峠﹄

う︒そこには明子の自己主張がラディカルな発言の内部に込め

る︒
与謝野晶子女史の談⁝︵前略︶⁝家出五日前に宅へ釆て小
にも後ろから女の躍随いて来る気がする而もその女は憎く

ようとしている︒

弄する女﹂

戦略性に気づくというよりも︑ラディカルな発言そのものに﹁翻

説の梗概を話されました︑其は自分が縦令一人歩いてる時 十三︶ という戦略と思われるのである︒ただメディアは彼女の
て︿仕方がない︑で二円の金を持って上野の⁝︵中略︶

﹁新しい

すら却て私とは過ひ申し候あゝ誰でもいゝ私の骨まで髄ま

曲げて私の為に私の心にふるゝやうにと御云ひなさること

想できる︒その手紙というのは次のような内容である︒

明子の手紙は︑ある意味で戦略的に創作された可能性も十分予

原で燃やしたと言っていることを考えると︑同紙に掲載された

明子の自伝によると︑森田との間で交わした二人の手紙は塩

︵︵宿命の女︶︶︑すなわち悪女の扇情性を読みとらせ

⁝停車場へ来ると女が崖に立つて居る︑実落すと女はかき

消暑 ︵﹃束京朝日新聞﹄︑二六日︶

という抹殺を敢行しよ

文学士森田の幻想のなかで傍線部の前者は女性嫌悪の表出で
あり︑それゆえこの女性を﹁突落とす﹂

の想像

うとする︒このような女性嫌悪は︑世紀末の男性芸術家の想條
︵ミソジニー︶

力からうまれた彼女たちこそ︑当時台頭しっつあった
■ I

で刺し通すやうな方はあるまいか今私は私自らを極度に憎

︵女性嫌悪

み居り候不愉快は相変わらず継続いたし屠り候⁝︵中略︶

女﹂にたいする男性芸術家の

力︶

の産物ともいうべきものであったと指摘され︑泉鏡花をは

じめ︑漱石まで言及されている︒封建制度下の家に埋没・従属
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サド／マゾの異常愛が見られることに注意したい︒それについ

て見せて下さい﹂という文面からは︑まさに極限状況における

てくださらなければ私は不安でなりません﹂﹁私の額に舵を加へ

⁝私も先生を殺して身肉をのみ夜陰に血潮をすゝりて唇を をすゝりて唇を染めんを願ふ﹂﹁私を先生が虐殺なさる所をみせ

のみ肉と肉との力によるより外なく候御願いたしますから

富里あますところは矧矧
私を先生が虐殺なさる所をみせてくださらなければ私は不

もう道具につかつて殺して見やうと云ふのぢやありません

られるか︑殺されるかするのを愉快！として求める︒つまり彼

と感ずるので︑それが又或る場合には異性の者に自分が傷つけ

ださうな︒直ちに異性の者傷つけるか殺すかして︑それを愉快−・

﹁実際如彼いふ色情狂があるもの

か先生だつて私を道具にお使ひなさる又明自身をも道具に

の論評で

に載せた

﹁一種の色情狂か﹂

て同時代の三宅雪嶺が

︵明治四二︑五︶

安でなりません又道具に使ふとか何とか仰有るかは知れま

﹃女学世界﹄

せんか私は道具だつて悪いことぢやないと思ふ私は自らを

して人らつしやる⁝︵中略︶⁝私の額に柁を加へて見せて

の婦人はそれなのであらう﹂という個所との一致に気付いた
㌧

佐々木英昭は︑彼女の刺激的な発言が同時代のブームとなる﹁通

I

︵﹁禅学令嬢の告白﹂︑﹃万朝報﹄︑二七日︑森田への手紙の

の常識に沿うことを指摘した︒その指摘は鋭く︑確

であるがゆえに

﹁身肉をのみ夜陰に血潮をすゝ

認められていたことをふまえていることが読みとれる︒異常愛

かに︑明子の言説はサド／マゾという異常愛が同時代にすでに

俗性欲学﹂

¶引‖云々

一部⁚筆者注︶

﹃私が家出しましたのは全く▽自分の精神を貫く為です

︵性欲の過剰︶

りて唇を染めんを願ふ﹂女吸血鬼のように色情狂的表現を露出

先方は私を殺しても我意を張らうと迫ります︑私は自分の

メディアというよりも︑むしろ明子の戦略としてのこのよう

主義を曲げぬ為に死ぬのは厭ひません若し先方殺せば刑事
私は命をすてても構いません

させたともいえる︒

される位では満足しません

上の罪人となつて処刑されるは当然ですが私は▽彼が処刑

から彼の死ぬのを見届けたいと思つて家出したのです塩原 な色情的表現から ︵宿命の女︶ ︵女吸血鬼︶ に見られる ﹁男の

ビュ

﹃快楽原則の枚方﹄

︵﹁−

u

の影響のもとに自我から免

に見られるサディズムは当時﹁ナルシ

スティック・リビドー︵自我本能︶

年の

せかけようとすることに成功していく︒野口武彦は︑一九二0

■

に向ひ某夜増田屋に一泊しました惜の為に逃げたのであり 血で︑唇を赤く染める﹂ ︵﹁メアリー・スチュアート﹂︶ という
行動を連想させることで︑︵宿命の女︶ のサド的女性として見
割判和利引矧渕朝潮矧引嘲引閑暇別封吋勅甘い村
︵﹁禅学令嬢の告白﹂︑﹃万朝報﹄︑l一七日︑記者とのインタ
ー⁚筆者注︶

この二つの記事の ﹁私も先生を殺して身肉をのみ夜陰に血潮れることを強制され︑その結果︑対象に向ってのみ現象すると
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ころの死の本能﹂と解釈されたという︒また︑マゾヒストは

女︶︑それらはすでに明治三〇年代以降の知識人に理解されてい

︵偏執狂︶︑︵宿命の

た︒メディアにおける明子の挑発的な発言は︑彼女の戦略的意

マゾヒズム︑サデイスム︑モノマニア

と述べ︑要するに︑自我本能の不十分が性本能あるいは死の本

図と︑そしてメディアの扇情的好奇心とによってそれらの異常

﹁加虐者の眼を通して見られる死や苦痛と自己を同一化﹂する

サド／マゾ的性格を演じてみせようとしているのである︒

性と性欲の過剰を億面もなく露出する明子條を形成しているこ

トであり︑日本的な快楽のシナ

︻川﹂

とがわかる︒黒木杏は︑﹁この聡明で自己を語る言葉をもった

的﹂

﹁知悉﹂

という認識は︑明子が

︵不十分な自我本能︶をむ

リオを知悉していた﹂と述べているが︑黒木にとっての﹁自覚

﹁自己を語る﹂女︑自我旺盛な女性

き出しにした女を演じていたということである︒その裏面に秘
としての明子であるといえる︒

められているもの︑これは

若い女性は︑自覚

能と深く関わって起こる現象であるとする︒明子はこのような
このようなサド／マゾの襲常愛は色情狂と見なされるととも

︵明

力集中している時の意識状態はまさにモノマニアでもあろう﹂

︵偏執狂︶ をも演ずることになる︒明子の自身﹁公案に全

に︑明子はその時代において恋愛から来るとされる﹁モノマニ
ア﹂
︵川Y

一に︸

とみずからを認識しているし︑恋人の森田もどうもあなた
子⁚筆者注︶ を見ているとモノマニアのようだという︒

恋愛者が互に接近するの機会を得るや︑両極の張力︵Span

る︑即ち恋愛者は︑情欲の観念が其強度を高めて他の凡の

行︑自殺︑情死︑共他種々の罪悪犯罪は敢てせらるゝに至

態になりても︑飽くまで放電の目的を達せんとし︑此に矧

に常態的放電に向て妨害物の現はるゝときは︑遂に病的状

は自己嫌悪や他人

ドの極限的表現の異常愛をあからさまに露出させている︒それ

の額に鈍を加へて見せて下さい﹂というところには︑マゾ／サ

なさる所をみせてくださらなければ私は不安でなりません﹂﹁私

のみ夜陰に血潮をすゝりて唇を染めんを願ふ﹂﹁私を先生が虐殺

具体的に引用の文脈に即するならば︑﹁私も先生を殺して身肉を

さず
にこ
二る
つの引用の記事から明子の戦略がうかがえる︒
nuロg︶は著しく増大して︑遂に放電せずんば止まま
︑の然

観念を排斥し︑彼の全生活をして全く情欲の奴隷たらしむ

なし︒

矧と称する一種の精神病患者の呈する特徴と蜃も異なる所

を有し︑恋愛なる観念をして全生活の中心点となし︑鳳副

ことで︑女性の新しさを︑ことさらに演じてみせた︒しかした

明子は

彦が指摘しているように︑この手紙やインタビューを通して︑

を感じさせるものとして受け人られたと︑佐々木英昭や野口武

情狂を含めた異常性愛は当時﹁高尚﹂なものであり︑﹁新鮮さ﹂

︵男性︶嫌悪から産まれたものであろう︒色

別封引可かくの細く恋愛者は︑恋人に対しては種々の錯覚

︵グー︑ローメル︑﹁恋愛は一種の偏執狂なるか﹂︑﹁人性﹂︑

︵不十分な自我本能︶をむき出しにする女性像を演ずる

三巻九号︑︵﹃新公論﹄︑明四〇︑一一から引用︶︶
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えって極限的な森田への屍愛という異常愛を訴える過激な表現

ような方﹂との

﹁恋愛の神聖﹂を望んでいたのだが︑それがか

とえば﹁塩原に向ひ某夜増田屋に一泊しました情の為に逃げた
をとることで

﹁翻弄する女﹂と見られるようになった︒この極

いう発言には色情／淑女の間で激しく揺れる女性の轟情を訴え

のでありませんから宿泊中は袴も取らず眠りませんでした﹂と

端な愛の表現がメディアの批難を受けるようになり︑﹁彼の死ぬ

という

ようとする︒ただそれでも﹁彼の死ぬのを見届けたい﹂

﹁翻弄する女﹂と記され︑

︵宿命の女︶として恐怖のあるいは嫌悪されるべき悪女という

編成では︑明子は﹁常識を失ひ居る﹂

る色情狂とされてしまったのである︒こうしてメディアの言説

︵森田︶を死なせることで男を完全に自己に従属させようとす

のを見届けたい﹂という明子の願望表現によって︑明子は男

︵男殺し︶ の願望は明子にとって自己穫得・自己実現

叫びには︑一見するとサディズムのようにみえるのは確かだが︑
森田の死
︵森田の

の意思表現だったとみるべきだろう︒けっして異常愛の実現を
願うものではなかった︒しかもあまりも過激な男殺し
から解放されるためだっ

イメージが与えられていく︒このような悪女の誉場は自我の極

死︑男性嫌悪︶ の心情表現は︑︵男︶

たということを意味すると考えられる︒しかしその結果︑明子

端な追及︑既存のジェンダーからの逸脱がその原因であった︒

女性が男性に対する同権・上位を占めようとすること︑すなわ
にま

願望は自己獲得・自己実現を越えて自己破滅

︵自己嫌悪︶

も自己破滅をもたらすようになった︒このような明子の死への

社会的にも︑そして家的にも︑そして男性にとっても従属物で

︵21︸

やどっていることであろう﹂という松浦の指摘が参考になる︒

革新の社会へと激動した当時の社会の不安︑懐疑︑苦悩の影の

女性憺﹂︑︵宿命の女︶像には︑﹁因襲と伝統の社会から自由と

︵加︶

く︒﹁男を迷わせる存在﹂として﹁男性の心に映ったアニマ的

ち男性と女性との関係の転倒は明子を悪女として表象してい
は明子が自分

﹁家出﹂・﹁駆落ち﹂・﹁心中﹂

制の家から抜け出すことができると確信したにちがいない︒そ

ある女性が主体的存在として立とうした︒それが明子の戦略で

で

で及ぶものだった︒そこに彼女の深い絶望を見るべきかもしれ

︵精神︶ を貫くための

これらのメッセージからすると︑︵煤煙事件︶

ない︒

の主義

の自伝からも確認できる︒﹁自由に︑

あった︒この行為を通して明子は︑父の支配︑すなわち家父長
れは平塚らいてう ︵明子︶

取りしていたというべきであろう︒

あった︒その意味でこそ明子は︑後年︵新しい女︶

の表象を先

ても︑やはり︑ひとりの人として思うままに生きようと願う娘

寛大に︑特にわたくしに対してはしてくれている父や母であっ
にとっては︑全く家とか︑親とかいうものはむしろ観念として︑
■川−

重苦しく無形の怪物のように︑心にいつものしかかっているも
一方で︑明子は純潔を訴えながら︑﹁骨まで髄まで刺し通す

のですから﹂と回想しているからである︒
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4︑明子の闘いー︵
通しての自己実現

性

自我

︶と︵知︶との獲得闘争を

セヶ／÷り﹁

を獲得

るべし︑妾はかくの如く意中の人と共に手を取り遠隔の地

に遊ぶを以て最も恋愛の心情流露したるものと思ふが故に

︵﹃東京二六新聞﹄︑二五日︶

世の聴々者流の云ふが如く︑習河諷叫とは認めら
れず云々

このことばに暫官も呆気に取られたと報じている︒ここで訴え

は︑明子の口角泡を飛ばして気炎を吐いた

られているものこそ家父長制という家制度に組みこまれた結婚

﹃束京二六新聞﹄

綜していた︒しかしそこにさらに文学者のまなぎしからする女

のそれとが錯

︵哲学／文学︶

これまで考察してきたように︑明子をめぐるメディアの言説
︵知︶

性嫌悪が入りこむことで変容され︑︵宿命の女︶を含意する﹁翻

ヘの拒否︑その衷側には自己の︵

︵︵エリート女学生︶︶

弄する女﹂として表象されるようになった︒このようなメディ

あった︒ただ︑もしそれがラディカルといえる発言があるとす

恋愛であって︑それは社会的主体者となるべき自覚の訴えで

しようとした ︵女藤村操︶

編成は︑﹁所謂女学生﹂ のコードと

アの言説編成をふまえて︑一体明子は﹁翻弄する女﹂として表

遊ぶ﹂

れば︑明子が﹁かくの細く意中の人と共に手を取り遠隔の地に

性︶を取り戻すための自由

セり1∴二十リナィ

象される自己にどのような社会的衝撃が捉えられると期待した
のかを考察していきたい︒具体的には︑事件の当事者である明

‖我

この論理を受けるかたちで次の引用をみることにしよう︒

いう論理にそれが認められよう︒

こと︑すなわち﹁駆落は決して罪悪とは認められず﹂ と

子が訴える異常愛あるいは自我の過剰がどのような意味をもつ
のかを論じてみたい︒
・

セリ一J・1′

もし明子の戦略を端的にまとめるならば︑それはメディアの

は御免を馨ります﹄

﹃私は﹂．封独身で劃に遊ぶ積りですから以来其様なお話

言説編成を通して明子がいかに︵性︶と︵知︶とを取り戻そ
うと格闘したかということになろう︒そのことをメディアの言

Ⅶ寵小者裾引ん

学上の著作に耽る志なり﹂

︵﹃東京日日新聞﹄︑二四日︶

︵﹃東京朝日新聞﹄︑二五日︶

﹁私は一生独身で替らします︑私の良人は即ち文学﹂︑﹁文

烏りと

︵﹃万朝報﹄︑二四日︶

説編成に織り込まれた明子の発言を通して考察していこう︒
愛情は相互に発露して初めて円満なるものなり︑故に男
女は相互に自己の愛情の思ふがま︑に理想の人と夫婦に成
庭の主権者がその娘の意中を計らずして徒らに名誉と栄達

独立生酒をします巴

るを以て責理とす︑悠る間に成立したる夫婦に非ずんば家
に惑はされ勝手に其配偶者を選ぶが如きは︑思想界を惑乱
するの甚だしきものにして斯る結婚は永遠に円満なる能ぎ
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明子が死を覚悟して家出したのは﹁自分の精神を貫く﹂︵﹃万﹄

ためであったということはすでに見た︒そのことは明

この明子の訴えから読み取れることは︑新聞メディアが文学
二七日︶

﹁私の世界のことを絶対の真理なり﹂となっていた

に浸った女性に限って結婚＝家庭＝従属／文学＝独立

ことに関係する︒ところが︑﹁明子と森田を取り押さえ﹂

子にとって

︵哲学︶

＝主体という対立関係を成立させようとしていることであろ

た後

う︒メディアが当時の社会通念を代表して家父長制の維持や良

︵訴え︶

は﹁禅学令嬢は健在です﹂という見出

を取り上げている︒その意

の

︵二五日︶

しのもとにこの明子の遺書

であったことを椰検しながらも︑この道爵の訴えをその

﹁禅学どころの騒ぎにあらず蜜の如く甘き恋学の研

﹃万朝報﹄

図は一方で

から遠ぎかり︑﹁独立生活﹂を

学上の著述﹂を通して ﹁家庭﹂
究中﹂

妻賢母の女性観を価値としているとすれば︑明子が﹁文学﹂﹁文

る︒それが明子にとっては女性の主体性の確保︑自由と平等の

志向する訴えはそれらの価値観からの逸脱を意味するものであ

から恋

められるのだが︑それよりも︑このように

まま戟せているのである︒そこにメディアの価値観の揺れが認

は何を表わしているのかということである︒

をするのだろうか︒もっと端的にいうならば︑﹁禅学令嬢﹂と

三〇〜四〇年代の女性のありようにとってどのような意味作用

学令嬢になったと茶化されてはいるが︑この明子の遺書は明治

﹁禅学令嘘﹂

享受につながるとしても︑新聞メディアからすれば︑良妻賢母
る︒

の教育を否定し︑家制度を破壊する広言と受け取れたわけであ
このような良妻賢母︑家制度への懐疑は当然のことながら﹁献
身・自己犠牲などの女の行き方の懐疑は当然のことに自我の間
︵ ニ

題が介入されている﹂という方向へ展開するはずである︒この

奇言奇行を禅と誤認することは青年にあり勝ちな事だが︑

ような当時の女性のありようへの問いかけは︑自我と主体性の

四

︵﹃新公論﹄︑明四∴

四から引用︶︶

を人生の真実とか︑宇宙の本質などといった﹁奇言﹂をふり回

もあった︒男女の学生を問わず︑その当時流行した西洋の哲学

は︑むしろ難解な人生哲学を意味する喩として用いられること

﹁禅学﹂とは禅宗の学問という意ではあるが︑当時にあって

﹁

︵宮地宗海師︑﹁禅の三大要と禅味の誤解﹂︑﹃成功﹄︑明四

問題に深く関係してくるのである︒その点からいっても明子は
の

よく︿注意しなけばならぬ

明子の自我認識がどのように変容していくかを﹃万朝報﹄

自我に目覚めた女性であった︒

報道によってみていきたい︒

明

我が生涯のシステムを貫徹す我コウスによつて範れしなり
他人の犯すところにあらず

平塚

︵﹁禅学令嬢は健在です﹂︑﹃万朝報﹄︑二五日︶

3月21日夜

し︑そのあげくには︑厭世自殺といった﹁奇行﹂をしでかしか
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が出来ぬと被仰るなら死んでください﹄と云ふ︑明子

緒に死ねば矢張り私の自我は棄たります︑併かし殺される
のは別問題です︑殺されると云ふ事は私の自我に何等の影

ねない行為を訳のわからぬ問答をする禅宗の学問になぞらえた
そこには自我へと発展していく人生知＝︵哲学の知︶を語る

ものである︒

響を与へません︑貴君は果して私を殺し得ますか︑殺して

かどうかを試しになるのもよいでせう﹄森田﹃私は貴女を

私が息を引き取る間際に︑．愛します︑と云ふ一言を発する

女性に反感を抱くメディアの保守性が窺えるとともに︑そんな
帯びた造語に︑︵哲学の知︶は男性の領分という立場からの女

殺し得ないやうな薄弱な男ぢやありません確かに殺します
確かに殺しますそして△貴女の最期の言を聞かうと云好奇

﹁禅学﹂にうつつをぬかす令嬢という茶化すといった︑負性を
性軽視も認められるのである︒佐々木英昭が﹁禅をする女﹂の

心を持って居ます︵﹁小説以上の事実﹂︵﹃万朝報﹄︑二九旦

︵21︶

イメージに﹁厭味﹂的側面が強調されると指摘するのもこの文
な反響を巻き起こしたオットー・ワイニンガーの

封叫矧利鞘珂q矧矧封現川品

﹃男女と天才﹄

脈から理解できよう︒そのような女性認識の背景は西欧で大き
の抄訳︵一九〇六︶ が答えてくれるようだ︒この抄訳では︑女
なり﹂と女性には自我は認められないと断言されている︒しか

より蹴下ろしたるに女蔦に身を絡まれて引懸り習則
れ叫と云誇を失へる叫を発せしを男聞きてあゝ遂に我勝て

︵24︶

性の思考にふれて﹁微弱なる意識状態と共に自我を有せぎる証

りとて笑つて己れも谷に飛び込みて死すると云末段を非常
︵哲学の

しそれにもかかわらず︑明子の遺書にある﹁自我﹂が

︵﹃万朝報﹄︑二九日︶

﹃死の勝利﹄を実現せんとせしも

﹃死の勝利﹄は自我と愛を対立項と捉えることで︑結局のと
ころ︑自我は愛を超えた価値であることを︑恋人の手を離して
死なせるという最後のプロットに象徴させたものである︒いか
にも明子と森田の恋の逃避行を言説化するにふさわしい主題を

︵﹃万朝報﹄︑二七日︶

し得ず自殺の勇も無く唯思案に呉れ居たり

認m有感拍当と屡々森田に迫りしも森田は未練ありて殺

のゝ如し

に尊び居たれば彼はこの
の獲得

知︶と結びついていることは当時の青年男女にはすでに知られ
ていたのである︒明子の訴えには自我につらなる︵知︶

﹃死の勝利﹄ のプロットを背景にして報道していることから

そのことはメディアが明子の自我追及の激烈さをダヌンチオ

に意欲を見せる女学生の胎動がすかし見える︒

の
も窺える︒
●●■■●●●●●●●●︳

△愛は自我を捨てねば出来ぬことです二つの自我が一にな
ることです私は生きて居る限りはこの自我を何人にも捧げ
﹃生きて居る限り愛すること

ることは出来ません生きて居る限りは貴君と私は別々の簡
人です﹄と︑森田之を聞くや
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この記事によれば︑明子は

はらんでいる︒

﹁愛﹂と﹁自我﹂との矛盾を確認

︵ラブ︶

は︑西洋への憤れか

であるという主張は︑あたかも青

した愛惜の表現であり︑男女関係の轟理であっ

﹁恋愛は神聖﹂

﹁真情流露﹂

当時の青年男女にとっての恋愛

い切っているといえよう︒

ら
た︒こうした

した上で︑あらためて恋人の文学士森田と対話を交わしたとさ

春の特権のように青年男女の間に急速に広がってブームになっ

︵哲学の知︶を専有して

れている︒注目すべきは︑それまでは

の価値を付け加えようと

のコンテキストの

きた男性の自己実現の目的である自我が︑ここではまるで明子

性

性

臼哉

︶と︵知︶を獲得する

セウ︐ノ1丁りサー

は家父長制に対する反発や女性と

︶と︵知︶とを︑いまや女性の側に取り戻そうとする明

︵煤煙事件︶

男性との間の闘いであり︑女性が︵

明子にとって

子の闘いが見えてくるのである︒

︵

吏ウニγり丁†
自我

しているように見える︒それまで他者の支配にあった女性の

中に︑新たな思想︑すなわち﹁自我﹂

︵外部︶

ていた︒明子の発言は︑このような

の相克と自我の

に独占されているかのように報道されていることである︒この
対話のキーワードをみると︑﹁自我﹂と﹁愛﹂
︵実現／抹殺︶ ということになる︒明子の視点に立ったこの記

﹁愛﹂ が森田にとっては自我実現であるのに対して︑明
︶の闘争というかたちをとっている︒そ

子にとっては自我抹殺と認識されているのである︒﹁愛﹂は自

事では
セク／1rリナー

我を媒介にした︵ 性

して以上の相克のうえでなされる明子と森田の対話がまったく
のプロットを下敷にしていることで

であった︒現実の世界が明子に︵

ことで自己実現が可能となるというメッセージを送るべき事件

ダヌンチオの ﹃死の勝利﹄

と叫んだ︒﹃死の勝利﹄

﹁助けて呉れ﹂と叫んだのに

性

は起こったの

︶と︵知︶における自己

︵煤煙事件︶

メディアの言説編成のなかに巧みに自己のメッセージを織り

であったといえる︒

ヤク／妄り丁．自我

対して︑明子のほうは ﹁殺してくれ﹂

ほうを選んだ︒その

実現の場を与え得なかったからこそ

ある︒﹃死の勝利﹄ の女主人公が

︵殺される︶

の女性は自我よりも生命を惜しんだ︒しかし明子はあえて生命
よりも自我の重さゆえに死ぬ

叫びの適いにこそ明子にとっては自己肯定︵自我実現︶であり︑

︵メディアや男性中心の視点︶

それによって明子は見られる女

へと変貌しつつあった︒

明治四一年三月二二︑会計検査院第こ浄罪四課長平塚定二郎の次女

とはなにか︒

︵自己表現︶

込むことで明子は自己実現のパラドックスを演じたのである︒

︻注︼
︵1︶

︵煤煙事件︶

から見せる女

ジとなっている︒

と

女性にとって自我は生命に匹敵する価値であるというメッセー
明子の発言で重要な点は︑﹁愛は自我を捨てねば出来ぬ﹂
いう言葉から︑まさに女学生にとっての

︵

﹁愛﹂と ﹁自我﹂ の相
セクシ﹂アリ自
サ我
ー
性 ︶ と ︵知︶

克を語っていることであるが︑その背景には

が自らのものという主張がある︒明子は愛＝︵性︶＝結婚／自
我の相克にあっては︑ちゅうちょすることなく自我を取ると言
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子大学
、

塚ら
六

いて
、そんな

の世紀末ヰ．みすず酋層︑

いては女吸血鬼を性的に舞姿な女のように認識されていた︒吸血は性
山九九九︑ニー七良〜二⁝八白ひ︶

行為を示唆︵川本静子︑﹃︵新しい女たち︶

二五ヒ貢︒

︵1G︶平塚らいてう︑﹃原始︑女性は太陽であった

四こ︑講談社︑一九六七︑

︵上︶﹄︑大月避店︑山九

︵ほ︶野口武彦︑﹃谷崎潤一郎論﹄︑中央公論祉︑一九七三︑七八員︒

七﹁

血七九頁ひ

︵17︶森田革平︑﹁煤煙﹂︑﹃日本現代文学全集

︵上野千鶴子︑冒クシュアリティ﹄︑岩波書店︑一九九五︑二ヒ頁︶︒

︵18︶異本杏︑﹃自堕落にもほどがある﹄︑ネスコ発行︑文張春秋︑一九八七

︵19︶平塚らいてう︑注︵16︶︑二三三貴︒

︵21︶松浦帽︑注

︵20︶︑二九一貫︒

茄︶松浦暢︑﹃宿命の女﹄︑平凡社︑一九八七︑二九〇頁︒

店︑一九九五︑三貴︒

︵望井上輝子・上野千敏子・江原由美子稲︑冒クシュアリティ﹄︑君波裏

性と生地の人権問題資料集成

人文社会科学研究科

総合文学︶

筑波大学大学院博士課程

第二八巻﹄︑不二出版︑

︵蔓性々木英昭︑﹁﹁禅をする女﹂はどう読まれたか﹂︑﹃日本近代文学﹄︑

﹃編集復刻版

二∩ニリ一︑∵＝︺︑五十九貫︒

ソンスク

二〇︷二一︑晶ヒ七頁︒

︵飢︶

︵オ
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