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習 であ った が、 船酔い のた めに 漁師に はな れず、 祖父 のす すめ る商家 の奉 公人 にもな らず
年東京帝国大学 現( 東京大学 経)

に沼津中学校へ進学 。中学校に新設された行啓記念館の図書室係になり 、文学に親しんだ。
その 後、第一高等学 校 東( 京帝 国大学予科 へ) 進み、大正
済 学部 を卒業 した 。

ルボン ヌ大 学に 入学 する。 昭和

年

月 に光

年 二人 でパ リに渡 り、 光治 良はソ

月、 夫婦の 間に 長女 万里 子が 誕生。 しか し

3

愛知 電鉄社 長藍 川清 成の 次女、 藍川 金江と 結婚 。大正

分の 可能性 を試 し、 経済 につ いて学 びた いと留 学を 希望す る。 その 頃、 周囲の 勧め によ り

なり たい と、大 学卒 業後 農商 務省に 入省 する が、思 うよ うには いか なか った 。もう 一度 自

幼い 頃か ら貧 困に苦 しん だ光 治良は 、社 会から 貧困 を無 くし 、世の 中の 役に立 つ人 間に
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所収 ）
マ

ン

自然に つく りあ げら れたも のの ようで ある 。

明るいがしんの強さも 、太平洋を渡って吹きつける激しい冬の西風と 、幼い頃から闘って 、

なく 、人間的な文学精神も 、故郷の風土の賜物である 。それから 、私の文学と人間の中の 、

ユ

省み ると 、私の 文学 も多 くの ものを 故郷 の風 土から 受け ている 。明 るい スタ イルば かり で

静岡 』

年に フラ ンス芸 術文 化勲章 コマ ンド ール 章受章 。代 表

作品 を一年 に一 本書 き下 ろすな ど、 筆の勢 いは 衰え なかっ た。 平成

り

年に 勲三等 瑞宝 章、 昭和

をまっ とう し自 宅で 死去。
ぱ

96

２芹沢光治良「異郷に浮ぶ富士」
（一九七四 、高杉一郎・岡田英雄編『ふるさとの文学

作は『巴里に死す 』『人間の運命』など。

昭和

5

昭和

年 からは 日本 ペンク ラブ の会 長と しても 活躍 、晩 年には 神シ リー ズ と
｢
｣ 呼ば れる
年 、 歳 とい う天寿

長女 万里 子の 後に次 女朝 子、 三女 文子、 四女 玲子を 授か り、 四人の 娘の 父と なる 。

に 当選。 翌年 に朝 日新聞 で連 載を もち 、講師 を退 職。以 後作 家とし て活 躍す る。 家庭 では

帰国 後、 中央 大学 の講師 を勤 めな がら雑 誌『 改造』 に投 稿し た『 ブルジ ョア 』が 、一等

活 を送 る。

治 良が 肺炎 で入 院。そ の後 結核で ある こと が判明 し、 フラ ンス やスイ スで 一年間 の療 養生

1
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１中 野 区 立 中 央 図 書 館 編 『 第
せり ざわこう じ

に暮らしたエクリバン︱ 』（二〇一八）
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芹沢 光治 良
明治
年 月 日～平成５ (1993)
年 月月 日
(1896)
がにゆう どう
せりざわみつ じ ろう
作家 。静岡 県沼 津市我 入道 生ま れ。 本名芹 沢光 治良 。十二 人兄 弟の次 男と して 誕生 。幼
29

い頃両 親や 他の 兄弟 と別れ 、祖 父母 、叔父 夫婦 と暮ら す。 我入 道で は男子 は漁 師にな る慣
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３芹沢 光治 良『 文学者 の運 命 』
（一 九七三 ）
・その 神は 当時 、宇 宙を創 り、 人間 を創り 、自 然法則 を創 った 無限 大の人 格の ように 、私
に は考 えら れた 。そし て、 その 神の意 志の 動向は 、人 類の 歴史 や人類 の進 歩や 大衆の 幸福
の なか に、 察知 できる よう に思わ れて 、そ れまで 学ん だ社 会学が 、そ の点 無駄で はな いよ
う に考 えら れた。
・ 神と いう文 字を 使った が、 私は 特定 な神を 信じ てい るわけ では ない。 ただ 、こ の生 成発
道徳的 存在 を信じ ない では いら れない 。そ れ

展 してや まな い宇宙 や生 物や 人間 を想い 、こ の宇 宙に微 塵の 狂いも なく 働い てい る自然 の
理法 を想 う時、 自然 を超 越し た巨大 な力
を自 己流な 神と 呼ん でい るに すぎな いが ︙︙
・私 にとっ て、 神の あら われは 、歴 史の間 多く の圧迫 に苦 しん だ庶 民が 解放さ れ、 自由に
なることにあると 、思われた 。言葉をかえれば 、庶民が病気や身分や因習から解放されて 、
人 間ら しい 幸福 を得る こと が、言 葉な き神 の意思 であ ると 考え られた 。そ れ故、 私は 素朴
に 、そ れに 応える 仕事 をした いと 願っ た。
４「 第 三 回 懸 賞 創 作 入 選 発 表 」
（ 一九三 〇・ 四『 改造 』
）
毎年 有為 な新 人を送 り出 して我 文壇 に清 新の気 を漲 らし てき た本誌 懸賞 創作は 、本 年度
の入 選者 として 左の 二氏 を推 薦する 。今 回の応 募作 品総 数一千 余篇 、そ のう ちより 数回 の
銓衡を経て 、佳作十三篇を残し 、更に厳選の結果二篇の入選作を決定した 。
「ブルジョア 」
は新 鮮 なる 作風 をも つ て 、「シ ベリ ア 」は 力強い プロ レタリ ア意識 をもつ て、 共に文 壇の
一 大収 穫た るを 恥じな い。 選外 の諸作 も夫 夫捨て がた い点 はあ つたが 、今 一つ の努力 を切
望 する 。
５ 芹 沢光 治良「 ブル ジョ ア」 冒頭
これ も崩 滅す る階級 の一 態で ある。
一
租税 の大半 を、 軍備 に奪わ れな い国 民は 、仕合 せで ある。
「ス イスは 夢の 国で す」
「この 世の 天国 です 」
こ の言 葉は、 肺結 核の 夫の 転地に 従っ てパ リを去 る時 には、 フラ ンス 人に 独特な お世 辞
だった。山、湖、空、光、色、総て、スイスに来てからは天国のものだった。（略）
６芹沢光治良「「ブルジヨア」の出来るまで 」（一九三二『近代生活 』）
国際 都市 に集 る各国 人を 書き 分け 度かつ た。 病む者 には 病気 と性の 闘争 、健 康者 には階 級
の闘 争、 それを 書き 度か つた 。そし てフ ランス 語の 持つ 調子や 色合 ひを 日本 語に取 入れ 度
かつ た。そ れ等 がど の位 成功し たか 知らな い。
７ 芹沢 光治 良・初 期三 部作
死 病を 数年 闘い癒 して から は、

三 部作 「昼 寝して いる 夫 」
（一九三二）「椅子を探す 」
（ 同前 ）
「 橋の 手前 」
（ 一九 三三）
杉 野は 次第 に自嘲 した くなっ て、 静か に云 ってみ た。

た だ大 空を仰 いで 無為に 生き てい るの でも仕 合わ せであ る。 まし てわが 書く 小説 を待 って

- 2 -

、 ××××××××××××
、 ×××××
呉れる読者もある。 ××××××××××××
危険を 冒す こと は出 来ない 。生 きて 社会を 長く 見届け よう 、そ の小 説も或 いは 貴方に は無
益 な仕 事と 考え られよ うが 、そ れでも こん な時代 の一 記録 とな るかも しれ ない 。只反 動に
（「橋の手前 」
）

な らぬ こと 、貴 方がた を妨 げぬこ と、 それ のみが この 暴風 を正し く生 き抜 けるた めに 、病
弱 な己 の採 るべき 態度 のよう に思 われ る

悪貨 は良 貨を駆 逐す るっ て、貨 幣論 上の法 則が 、市 井事 にも適 用さ れて いるの だか

８芹 沢光治 良「 グレ シャ ムの 法則 」
（ 一九三 四）
ら。
大学 に残っ て学 問して いる 実家 の兄 は、そ う慰 めて呉 れた 。そ の難し いグ レシ ャム の法
則はよ く知 らな いが 、山田 さん が繁昌 し、 夫が 患者を 失な うの は、 山田さ んが 贋金で 、夫
が 本物 であ るか ら、今 日の ような 恐慌 期に 起きる 変態 的な 現象 である 。し かし、 この 異常
な 状態 は長 続きが する もので はな く、 間も なく、 贋金 と本 物とが その 含有す る実 質的 な価
値 を、 交換価 値の 上に 発揮す るだ ろう と、 そう聞 かさ れた。
９芹沢光治良『巴里に死す』（一九四三）
お父さ んを、 いつ くしん

・（可 愛い 娘よ 、 愚か なお 母さ ん は、 お 前を宿 しては じめ て、こ んな風 に謙虚 な心 になれ
たの だ よ 。（略 ）母 と なる しら せ があ っ て、は じめて 良人 を

第 二巻

第 一巻
愛

友情

父 と子

第 三部 第一巻

第 二部 第六 巻

第 二部 第五 巻

第二部 第四 巻

夜 明け

暗 い日 々

戦野に たつ

夫婦 の絆
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だとも いえ まし ょう か。貝 島の 家で は、人 間と して教 育を 受け ずに 、傲慢 な娘 のまま 心の
準 備も なく 、お 前のお 父様 に嫁 いだの です 。お前 は体 内に やど った刹 那か ら、 このお 母さ
ん をよ く変 えはじ めて くれ た）
・ 神様 、パ リに行 くこ とが私 の健 康に よい ことか 悪い ことか 、わ かり ません 。た だ母 親の
場 所は 子供の そば にあり ます 。
子供 のそ ばに 在るこ とで 、私 が滅び るこ とにな って も、 よろ こびで ござ います 。パ リで
死に まし ょう。 今の まま では 私は、 子供 には 死んだ も同 然です 。せ めて 、子 供を連 れて 、
日本 に帰る 日ま で、 私を お召 しにな りま せんよ うに 。
新潮社 版『 人間の 運命 』全 十四 巻（一 九六 二～一 九六 八） の構成

第 三巻
出発

再会

（親 と子 ）

第 四巻

第 三部第 二巻

・第二版『日本国語大辞典 第二巻 』（二〇〇一）。

二（二 〇一 三）

＊ 勉誠 出版版 『完 全版 人間 の運 命』全 十六 巻別 巻

遠 ざか った明 日（ 一九 七二）

海に鳴る碑（一九七四 ） （次郎の生いたち ）

失わ れた人
孤独 の道

第五 巻
第二 部第一 巻

嵐の まえ

結婚

第二部 第二 巻

愛と死

〈 運命〉 の語 意

第 二部 第三 巻

第六 巻
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人間 の意志 を越 えて 、幸 福や不 幸、 喜び や悲し みを もたら す超 越的 な力 。また 、そ の善悪
吉凶の 現象 。巡 り合 わせ。 運。 命運 。転じ て、 幸運、 寿命 、今 後の 成り行 き。
・アランの『定義集 』（森有正訳、一九八八）
運命
〕である。
DESTIN 運命とは、将来を知りそれを告知できる人間の作為〔 fiction
そ れは 、わ れわれ には 将来を 変え るこ とが できな い、 という こと を言 う一種 の言 い方 であ
る 。（ 略 ）こ の 作 為 に 対 抗 で き る も の と し て は 、 信 仰 〔 FOI
〕そのも のにほかならぬ自由
へ の信仰 しか ない。 自分 の運 命を 変化で きる こと を信じ ない 人のこ とを 、彼 は信 仰をも っ
てい ない 、と言 う。
新潮 社版《 神》 シリー ズ全 八巻 （一 九八六 ～一 九九三 ）の 構成

『 神の 慈愛 』

『神の 微笑 』
『 天の 調べ 』

『大自 然の 夢』

『人 間の生 命』

＊新潮社版愛蔵セット版『神と人間 』（二〇〇六）

『 神の 計画 』
『 人間 の幸福 』
『 人間の 意志 』
芹沢文子（三女）談話「父・芹沢光治良の晩年 」（一九九三『波 』
）
あの 日は、 午後 三時半 くら いま で二 階の書 斎で 仕事 をして おり ました 。そ れか ら、 お客
様が見えたのでその方とお話をした後 、また書斎に戻って執筆を続けていました 。そして 、
お 風呂 に入 って 珍しく 頭を 洗っ て出て きて 、一階 の居 間の 椅子 に座っ て休 んで いるよ うに
見 えた ので す。私 は隣 の部 屋にい まし て、 静かな ので 寝た のだろ うか と思 ってい たの です
が 、そ のま ま息を 引き 取って おり まし た。
「遺 稿」 冒頭 の詩（ 一九 九三 ）

暖 かに

親神の お喜 びが

風も なし、

晴れ わたり 、

雲も なく 、

佳 き日 なる かな

天 上に 高々 と昇 る、

親神の お喜 びに 浴し て

また 、等し く、

われ 等人 間も、

伝 えら れ、
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