
"His world is suffering, her world is suffering, their world is suffering…and you?" 
朝さろん 37th morning 

〈“ふたり”という複数(1)〉 

朝さろんの本棚〈37〉 

古井由吉『杳子』について 
 

 

37th morning：2014 年 7 月 10 日(木)＠渋谷 
参加者: 10 名 
 

 

「杳子」は、 

理性と狂気、健康と病気…というような二項対立の自明性を拒否し、彼と杳子という“ふ

たり”のまなざし合い（認識）の中でのみ想起する、同調と差異を以て恋愛関係として描

き出す作品。 

 

【テーマ】 

  〈“ふたり”という複数（１）〉 
 

【本】 

「杳子」古井由吉（『杳子・妻隠』所収、新潮文庫） 
[初出:『文藝』昭和 45(1970)年 8月号, 初刊:昭和 46(1971)年 河出書房新社] 

 

【古井由吉 (ふるい よしきち)】 
昭和 12年（1937）11月 19 日、東京都荏原区（現品川区旗の台）に三男として生。昭和

20年、戦災を受け、父の郷里岐阜県大垣市に疎開、まもなく同市も罹災して母の郷里の岐

阜県武儀郡美濃町（現美濃市）に移り、同市で終戦を迎える。港区立高松中学、独協高

校、日比谷高校を経て、昭和 35 年（1960）東京大学独文科卒業。昭和 37年大学院修了

し、4月助手として金沢大学に赴任、材木町の中村印房に下宿。昭和 40年立教大学に転

任、昭和 45 年に退職（この時代に大学紛争を体験）。昭和 42年（1967）白描の会に参

加。創作活動を開始。昭和 46年（1971）「杳子」で第 64回芥川賞を受賞。 

現代人における存在の不可視、生と死、現実と幻想、正常と狂気、意識と無意識、光と

影、そのあわいと両義性を、精妙な文体で形象。昭和 40年代後半に登場した文学グルー

プ、いわゆる内向の世代の文学の中心的作家に目されている。 

 

【ストーリー】 
 三日間の山岳単独行の最後の下りで、彼（S）は、杳子が O沢の深い谷底の岩の上に坐

っているのに出会う。＜あの時ぐらい、杳子は自分がここにあることを鮮やかに感じ取っ

たことはなかった＞＜杳子は幸福に感じた＞のだと、のちに彼は知らされる。そのとき彼

は杳子にふもとまで連れて行ってくれとたのまれる。三か月あまりがたち、二人は偶然に

駅のホームで再会、杳子が彼と同じ大学生であり、七年前に相次いで両親を亡くし、姉夫

婦と一緒に暮らしていること、また杳子に高所恐怖症があることなどを知る。二人の奇妙

なデートが始まる。杳子はいつも二人が坐る隅の席がふさがっていると＜どれに坐ってい

いかわからなく＞なり、また約束した喫茶店の名前が＜ただの字になってしま＞い、＜言

葉の響き＞がちがって感じられ、どうしても店に入れなかったりする。杳子は＜方向音痴

＞＜選択音痴＞だと彼は＜無意味＞に思ってみる。二人は公園めぐりをするようになるの

だが、杳子は途中で未知に迷い失調に陥り、落ち合う場所になかなかたどりつくことがで
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きない。二人は肉体的交渉を持つようになり、杳子は＜病気を内に宿したまま女として成

熟していた＞。＜彼はいっそ杳子と一緒に彼女の病気の中へ浸りこむことを願った＞。杳

子の姉がやはり失調の症状に陥ったが、いまは一家の主婦で、二児の母親である。杳子は

いう。＜病気の中へ坐りこんでしまいたくないのよ。あたしはいつも境い目にいて、薄い

膜みたいに顫えて、それで生きていることを感じてるの。お姉さんみたいになりたくない

＞。しかし間もなく杳子は病院に行くという。＜そのつもりになれば、健康になるなんて

簡単なことよ＞といい＜ああ、美しい。今があたしの頂点みたい＞とつぶやく。 

 

 

 

【お題】「杳子」を読んで次のことについて考えてみましょう。 

シーズン 1回目の「杳子」では、『すべて真夜中の恋人たち』で描かれた関係を、今度

は男性視点からの“恋愛”という観点で捉えなおしてみましょう。 

 

例えば… 

・『真夜中』でのアルコールによる酩酊は、「杳子」でも病気として。 

・冬子の孤独を、「杳子」の孤独として。 

・三束の距離感を、「彼」の寄り添い方として。 

・冬子がたどり着いた安寧を、「杳子」の「今があたしの頂点みたい」として。 

 

 

 

【解題】「杳子」について 

 

●『真夜中』と「杳子」の接続 
『真夜中』という作品は、主人公の冬子が飲酒による酩酊状態で三束という想い人と交

流していく様子が描かれます。冬子は三束に対する恋愛感情を抱いているとも読めます

が、対する三束の内面は語られずじまいです。が、いつも酩酊状態で、どこへいく宛ても

なく在宅仕事をこなす冬子の存在は、明らかに“変わったヒト”と考えられます。 

このような“ふたり”の距離感と対置すると、「杳子」という作品は、精神的な病（疾

患）を抱えた女性・杳子との間で恋愛と呼ぶような関係になる「男」＝「彼」の眼を通し

て、ふたりの様子が語られていきますが、病というフィルターがあいだに挟まって、それ

ぞれが具体的にどのような思いを抱いているのか、それは純粋な恋愛感情なのか、あるい

は病気を抱えた弱者への憐みなのか、渾然一体としてはっきりしません（それとも「彼」

も病気なのか？）。 

『真夜中』の恋愛が世間一般の恋愛小説と一風変わっていたように、「杳子」という作

品もやはり恋愛小説として読むとだいぶ変わっているのがわかります。本作は、理性と狂

気、健康と病気、安定と混乱、理解と韜晦、というような世間一般的な二項対立をあえて

崩し、しかも二項のうちの顧みられない要素を前面に押し出していると読める作品です。 

それは『真夜中』の冬子も包み込むような、世間から遠く距離の離れた人間たちに寄り添

うまなざしでもあります。 

比較文学というと大げさですが、『真夜中』という作品の特徴を多少強引に本作に当て

嵌めて読むことで、深い霧の中のように、読み取りづらい登場人物たちの行動と思いのそ

の心境（心情）を、探る手がかりとしてください。その上で、次回・次々回につながるよ

うな「“ふたり”という複数」の持つ温度や手触り、距離感などについて、ゆっくり意見

交換したいと思います。 
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◆考えたいポイント１： 

「まなざしとまなざしがひとつにつながった」（p14）…このシーンで、一体となってい

ること・モノはなんでしょう？一体どのような心理状態にあるのだといえるでしょうか？ 

◆考えたいポイント２： 

「ああ、美しい。今があたしの頂点みたい」（p170）…これは永遠か？安定か？ 杳子に

は冬子みたいな安寧が訪れる（た）のか？ 

◆考えたいポイント３： 

いちおう“恋愛”という観点から本作を推挙しましたが、ここで描かれる“ふたり”の距

離・関係・雰囲気とは、いったいなんと言ったらいいものでしょうか。 

 

 

 

●「杳子」本文の描写の検討 
 

 

あの頃の彼自身も、かならずしも尋常な状態にあったとは言えない。夏休みからもう学校

にも出ないで、ほとんど家にひきこもりきりだった。ひどい時には、十日もつづけて食事

時以外は自分の《子供部屋》に閉じこもって、退屈を知らなかった。言ってみれば、これ

も自己没頭という病いである。しかしこの健康な病も昂じてくると、外のことにたいする

甚だしい冷淡さをもたらした。そればかりか、皮肉なことに、どうかすると現在の自分自

身にたいする、自分自身の体験にたいする、奇妙な無頓着にもつながっていきかねなかっ

た。（p32） 

 

それ以来、彼は杳子の病気に惧れを抱くようになった。すると、それに感応したように、

杳子の病気はまたもとの少女の固さの中に閉じこもってしまって、あの成熟した女の素顔

をしばらくは顕さなくなった。（p52） 

 

以前と違った事と言えば、杳子が待合せの時刻にすこしでも遅れると、彼は途中で失調に

陥ってうろついている杳子の姿をなまなましく思い浮かべて、いても立ってもいられない

気持ちになるということだった。心配からではなかった。そうではなくて、その姿が彼自

身の恥辱につながって来るように思えるのだ。（p83） 

 

手紙を読み終えてしばらくして、彼は自分の顔が杳子の言うおかしな顔にこわばっている

のに気づいた。谷底で杳子と見つめあって岩の間をじりじりと歩いた時の、吊り橋の上で

杳子の視線をたぐり寄せながら後ずさりしていった時の、あの顔だった。その日から、彼

はまどろみの中の安定を失って、昼間は無為に苦しめられ、夜は不眠に苦しめられ、また

神経を苛立たせはじめた。（p117） 

 

 

 

 

その目を彼は見つめかえした。まなざしとまなざしがひとつにつながった。その力に惹か

れて、彼は女にむかってまっすぐに歩き出した。（p14） 

 

「あたしを観察してるのね、あなた。勝手になさい。だけど、あなたがあたしを観察する

と、あたしも自然にあなたを観察することになるのよ。どちらかだけということはないの

だから……。ほら、あなたが砂の流れに乗って、こちらを見つめながら、段々に逸れてい
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くのが、よおく見える」（p132-133） 

 

「私たちは お互いに似すぎている んです。だから、いったんいがみ合い出すと、お互い

にお互いが身近にいることがそれだけでもう耐えがたいというところまで行ってしまっ

て、しばらく元どおりになれないのです。いさかいの種はとうになくなってしまっても、

何でもない仕草や表情が、それだけでお互いを苦しめて……」（p151） 

 

 

 

 

「席がふさがっているの」と杳子は哀しげな声で言った。 

「ほかに席はいくらでもあるじゃないか」 

「いつもの席じゃないと、行き違いになると思って」 

「馬鹿だな。どこかに坐ってれば、見つかるにきまってるだろう」 

「それはそうだけど、でも席がたくさんあって、どれに坐っていいかわからなくて……」 

（略）奇妙な偏執の一端を見せてしまったことを羞かしく思ってか、杳子はその日はほと

んど口をきかなかった。（p44） 

 

省略を知らない杳子を彼は哀しく思った。（p137） 

 

 

  

 

椅子の上で、上半身をゆったりと支えて、腰がにわかに女くさくなった。しかし色の白い

腕には透きとおったうぶ毛ごいっぱいに生えていて、艶のない肌にそって流れている。

（p33） 

 

艶のない青白い腕に透明なうぶ毛がいっぱいに生えて、肌に貼りついて流れているのが、

彼の目を惹いた。始めの頃の杳子の腕にも、そんなうぶ毛が生えていた。しかし近頃の杳

子の腕には、そんなものを見た覚えがなかった。（p144） 

 

 

 

 

肌の感覚を澄ませていると、彼は杳子の病んだ感覚へ一本の線となってつながっていくよ

うな気がすることがあった。道の途中で立ちつくす杳子の孤独と恍惚を、彼はつかのま感

じ当てたように思う。（p91） 

 

いつでも、杳子の病気の深みと完全にひとすじにつながりあったように思う瞬間がある。

しかし杳子の感覚の中へもう一息深く分け入ろうとすると、糸は微妙にほぐれて、性の興

奮の中へ乱れていく。それでも同じ事の繰返しに、今度は彼が歓びを覚えた。(p92） 

 

地に立つ物がすべて半面を赤く炙られて、濃い影を同じ方向にねっとりと流して、自然ら

しさと怪奇さの境い目に立って静まり返っていた。 

「ああ、美しい。今があたしの頂点みたい」 

杳子が細く澄んだ声でつぶやいた。（p170） 
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「病気の中へ坐りこんでしまいたくない のよ。あたしはいつも境い目にいて、薄い膜みた

いなの。薄い膜みたいに顫えて、それで生きていることを感じてるの。お姉さんみたいに

なりたくない」 

「姉さんは健康になったのだろう。今では一家の主婦で、二児の母親じゃないか」 

「それが厭なの。昔のことをすっかり忘れてしまって、それであたしの病気を気味悪そう

に見るのよ」 

「それでいいんだよ。健康になって病気のことを忘れるのは、しかたないことじゃない

か」 

「病気の中にうずくまりこむのも、健康になって病気のことを忘れるのも、どちらも同じ

ことよ。あたしは厭よ」（p114-115） 

 

「彼女が病気だと、ほんとうに言えますか」 

「あの子は病気です」 

「人のこころが病気だとか、健康だとか、そんなにはっきり決められるものでしょうか」 

「あの子は病気です」 

「何をめやすに、そう決めるんです」 

「あの子が病気であることは間違いありません。なぜって、私もむかし病気だったことが

あるんです」 

《杳子がいま病気で、あなたがいま健康だと、どうして言えるんです》（p151-152） 

 

「癖ってのは誰にでもあるものだよ。それにそういう癖の反復は、生活のほんの一部じゃ

ないか。どんなに反復の中に閉じこめられているように見えても、外の世界がたえず違っ

たやり方で交渉を求めてくるから、いずれ臨機応変に反復を破っているものさ。お姉さん

だってそうだろう。そうでなくては、一家の切りまわしなんかできないもの」 

「そうね、あなたの思っている人生というのは、そちらのほうなのね。でも、どんなに外

の世界に応じて生きていたって、残る部分はあるでしょう。すこしも変わらない自分自身

に押しもどされる時間が、毎日どうしたって残るでしょう。そこでいつも同じことを、大

まじめでくりかえしているのよ。あたしの思う人生は、こちらのほうよ」（p163-164） 

 

 

 

 

塔はひと石ひと石、いまのせられたばかりのように動揺に怯えながら、全体として不安

に満ちたなまなましい成長の気配を帯びて、空にむかって伸び上がり、さらに音も立てず

に伸び上がっていくように見えた。 

 彼はふと杳子という存在を感じ当てたような気がして起き上がり、杳子のそばに行っ

て、一緒にかがみこんで石の塔をながめた。（p63-64） 

 

 五日前から杳子が昔の姉のように風呂に入ろうとしなくなったわけが、彼にはわかる気

がした。おそらく杳子は自分の病気の根を感じ当てたのにちがいない。そして何をやっ

ても、何をやられても一生変えようのない自分のあり方を知って、階下の姉に向かって、

自分を病人として病院に送りこんでもかまわないと合図を送っていたのだ。そう思うと、

いかにも自足した様子の杳子を前にして、彼はまた見捨てられた気持ちになり、テーブル

にそって軀を杳子のほうに伸ばした。（p156） 
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 食べ終えると杳子は立ち上がって、しばらくためらうようにテーブルの上を見つめてい

たが、いきなり残酷な手つきで 自分の皿と彼の皿を、自分のカップと彼のカップを重ね合

わせて、テーブルの真中に置いた。上のカップが下のカップの中で斜めに傾いで、把手を

宙に突き出したまま 落着いた。二人は顔を見合わせた。（p169） 

 

 

 

 

 

●「杳子」と芥川賞 
 本作は第 64回芥川賞を受賞しているが、候補作に挙げられた八編のうち、選考会で一

票差にまで迫った作品が、同じく古井による「妻隠」である。同一作者の手になる作品が

2作も同じ回の候補にノミネートされるという珍しい事態であるが、さらに注目すべき

は、他の候補作を評価で差し置いた古井由吉の二編の、いずれを受賞「作（品）」と考え

るかで議論が交わされたという、作家本位でなく作品本位の評価軸の定位が見られたとい

う選考会でもあった。 

 

芥川賞選評 

瀧井孝作 「「杳子」は（引用者中略）何か混沌とした、暗い明晰でない、灰色の感

じが、この小説の場合には、この灰色の混沌も、小説の色どりと持味にな

って、密度の濃い、面白いヤヤコシさで、筆の妙味に陶然とさせられ

た。」「次に同じ作者の「妻隠」を読んで、（引用者中略）明るい明晰

で、別人の筆かと思う位に変って居た。これも佳作だが水彩画のような味

で、「杳子」は油彩のようなねっとりした味の小説。」「これだけ打込ん

で描いたのは、大いに褒めてもよいと思った」 

丹羽文雄 「「杳子」はこの作者の持味が完璧にあらわれている。そのあとで「妻

隠」を読んだが、前のあざやかな印象のためにさらに感心した。」「この

ひとの才能のゆたかさに感心した。「杳子」の世界にとどまるとなると、

多少の不安を感じないでもないが、「妻隠」の方向にのびていくとなれ

ば、この作者には洋々たる将来が約束されるような気がする」 

舟橋聖一 「作者の進境がよく見えた。「妻隠」と「杳子」の二作のどちらを受賞さ

せるかについて、論議がわかれ、一票の差で「杳子」に決った。」「私は

「杳子」のほうに票を入れた。これを古井の鉱脈とまでは言わないが、私

はこの作品に陶酔したのだ。」「同じことをこんなに重複させて書きなが

ら、退屈させないのは、至難の技であると共に個性的である。そこをよく

乗り切っていると思った」 

石川達三 「大部分が古井君を支持していた。古井君の作品に関しては私は異論があ

る」 

中村光夫 「「杳子」よりも、「妻隠」の方がすぐれていると思い、これを当選作と

して推すつもりでした。」「「杳子」は（引用者中略）主人公の独り合点

な抒情が、そのまま作者によって肯定されているようなところが、終りに

なるほど露骨になります。」「「妻隠」は、（引用者中略）若夫婦の生活

の不安、空しさ、甘さなどが、彼らの肉体の曖昧のように、読者の心にや

わらかく浸み透ってきます」 

大岡昇平 「二作（引用者注：「杳子」「妻隠」）では「杳子」の方が、よく書きこ

まれている。従来この作者の作品は、一本調子にすぎるのが欠点だが、
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「妻隠」においては、視点の転換、面の交錯が、実にうまく行われてい

る。私はこの方を推したが、むろん「杳子」も授賞の価値は十分であ

る。」「実感派と目されていた委員が、こぞってこの作品（引用者注：

「杳子」）を推したのは、興味深かった」 

川端康成  「古井由吉氏の二作のほかに、取りあげる作品が見られなかった」「文藝

春秋社内予選で意見が全く二分したので（引用者注：古井氏の候補だけ）

二作をあげたというが、一編とできなかったのは不明断、不見識であろ

う。」「私は選後に「妻隠」を読んでみたが、印象は「杳子」にくらべて

微弱であった。古井氏の以前の候補作（引用者中略）でも、私は作者の才

質に興味と好意を感じていたので、「杳子」での当選をよろこぶ」 

永井龍男 「「杳子」にぎっしり塗り込められた異常心理は、データとしては格別珍

しいものではあるまい。」「閉じられた世界の開花は、この作の上では私

には見られなかった。そこへ行くと「妻隠」の手練は大したもので、却っ

て老成というような印象をうけた」 

石川淳 「「杳子」を推す。」「もう一つの「妻隠」のほうは、力がおもうように

行きわたらないけはいがする。」「「杳子」は今まですすんで来た道の里

程を示す一本の杭のようである。ここから道のけしきがすこしかわって、

「妻隠」のほうに出たのだろうか。」「古井君が硬質なことばをもって組

みあげるスタイルは、なにかを表現するのではなくて、なにかを突きとめ

ようとするもののごとくである」 

井上靖 「「杳子」と「妻隠」の二作が光っていましたので、最近では珍しいらく

な銓衡になりました。」「「杳子」「妻隠」それぞれに特色ある作品で、

どちらが選ばれても異存はありませんが、私の場合は「妻隠」の方を推し

ました。久しぶりに、作者の計算が行き届いている短篇らしい短篇にぶつ

かった思いでした」 

※参考：HP「芥川賞のすべて・のようなもの」http://homepage1.nifty.com/naokiaward/akutagawa/ 

選評出典：『芥川賞全集 第八巻』（昭和 57年/1982年 9月、文藝春秋刊） 

 

 

 

 

●恋愛について 

 
≪いろいろな恋愛関係を眼にするたびに、わたしはこれを凝視し、自分が当事者だった

らどのような場を占めていたかを標定しようとする。類推ではなくて相同を知覚するの

だ。Xに対するわたしの関係は、Zに対する Yの関係に等しいことを確認するのである。

そのとき、わたしとは無縁で未知ですらある人物、Yについて聞かされることが、すべ

て、わたしに強い影響を与えることになる。わたしは、いわば鏡に捕えられている。≫ 

※（ロラン・バルト『恋愛のディスクール・断章』みすず書房、1980） 
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【まとめ】 
 

 

〈「問い」の一歩先へ〉というシーズンを終え、そこでの考察や関心を水面下で持続さ

せながら、今シーズンは〈“ふたり”という複数〉というテーマでお送りします。『すべ

て真夜中の恋人たち』に描かれた恋愛や友情のさまざまな側面や形態について発展的に考

察するシーズンでもあります。そもそも、冬子と三束さんとの関係を規定することはでき

るのでしょうか。そもそも、恋愛や友情という関係性とはどういうものなのでしょうか。

その「関係性」を具体的に定義づけていく――のではなく、むしろ、“ふたり”という複

数の最小単位にはどんな雰囲気が漂うものなのか
．．．．．．．．．．．．．．

について、作品を通じていくつかのケー

スを取り上げていこうと思います。前回までのシーズンで出てきた問い――、“ふたり”

という最小単位の複数が秘めている、ふしぎで、魅力的で、多彩な「関係性」や「距離」

について、その雰囲気に身をまかせながら、考えていこうというシーズンです。 
 
・1 回目は、『すべて真夜中の恋人たち』で描かれた関係を、今度は男性視点からの 

“恋愛”という観点で捉えなおしてみます 
・2 回目は、“恋愛とは呼ばないけど大切な関係”という観点で考えてみます。以前取り 

上げた『パーク・ライフ』につながる系譜でもあります 
・3 回目は“恋愛”とも“友情”ともつかない、特別な“ふたり”という関係について考 

えてみたいと思います 
 

シーズンを通じて〈“ふたり”という複数〉を考える作品をさまざま読む中で、感じた

こと、テーマについて考えたこと、印象に残った作品など、好きな題材を取り上げていた

だいて自由なレポート（感想）を募集します。奮ってご寄稿ください。 

“ふたり”という複数（性）が孕んでいる＜可能性＞について、ゆっくりと考えてみた

いと思います。 

 

 

 

1 回目＿7/10：「杳子」古井由吉（『杳子・妻隠』所収、新潮文庫） 

2 回目＿8/7：「この人の閾」保坂和志（『この人の閾』所収、新潮文庫） 

3 回目＿9/11：「（後日発表）」（講談社文庫） 
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――清潔に寂れた教会は日曜日の郵便局に似ている（古井由吉） 
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