
"The onion broke"―『蜘蛛の糸』と

『カラマーゾフの兄弟』をめぐる若干の考察

諌早勇一
}

芥川龍之介の最もポピュラーな童話『蜘蛛の糸』（大正7年7月，「赤い鳥」創刊号初出）

一の材源にっい七は，既に山ロ静一氏によるPaul　Carusのご∫Ka：ma”の指摘，片野達郎氏

による釈宗演校閲，鈴木大拙訳述の『因果の小車』　（明治31年）の発見など1）により，大方

の結論は出たと言ってよい。鍵陀多という主人公の名前を始めとして，これらの間に見られ

る歴然たる類似を考える時，『因果の小車』が『蜘蛛の糸』の第一義的な材源であることは

もはや否定できない。・　　’　　　・

だが，・これらの発見以前に材源とみなされていたドストエフスキイの『カラマーゾフの兄

弟』と『蜘蛛の糸』のかかわりはどうなうたのだろうか。確かに『因果の小車』の発見によ

りその第一義的な材源の座は譲り渡したとは言え，今なおその著しい類似性から，『カラマ

一ゾフの兄弟』の一挿話（ここでは仮に「一本のねぎ」と呼ぶ）がr蜘蛛の糸』執筆の一契

機になったと推測する人は少なくないと思あれる。とりわけ，大正5年10月8日と大正6年
7月26日の松岡譲あて書簡2）から，芥川が『蜘蛛の糸』を執筆する直前に『カラマーヅフの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

Z弟』を読んでいることが明らかな以上。　　　　　　　　　’

たとえば，吉田精一氏は「芥川文学の材源」と題した紹介の中で「直接には鈴木大拙訳力

ルマ「因果の小車」　（1898）による」・としながらも，「ドストエフスキイ『カラぐゾフの兄

弟』第七篇第三「一本の葱」も関係あるか」3、とつけ加えている。またガ島田謹止氏も「芥川

龍之介と西シヤ小説」の中で，芥川は「カルマ」を読みながら，rはっと思い出した』これ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」ﾆ異曲同工の文章を前によんだことがあるび忘れがたい文章だったから，すぐ気づいた。そ

れはドストエフスキーの長編小説中の一・エピソー下なのでありまず」4）と述べて，「カルマ」

から『カラマーゾフの兄弟』の一挿話を思い出しゴこの二つが材源になったという論を展開

　　　　一ｵている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τr
・つまb，r因：果の小車』の発見にもかがわらず，『ヵラマーゾヲ6兄弟』の「一本のねぎ」

の挿話の持つ意味は必ずしも否定されてはいない。依然としてこの挿話と‘『蜘蛛の糸』との

間紀は影響関係を推定するに十分な類似性が認あられ続けているのが現状だろう。しかし，

こめT二本めねぎ」め挿語に関してはこれまで若干の誤解があうたのでほなかろうか。そし

て，、その誤解が誤まった類似性の理解につながってはいなかったろうが6そこで，以下この

挿話につし～て；1』恒シア語の原文，C．　Gamettによる英訳などを手ががり忙若干考察してみ
たい。　　．　　　　　・・∵…　　　　　　　　　　へ　・　　　　　　　　　　「

＊　　　　　　　　寧　　　　　　　　＊

『院 ∮c謹二氏は工一九五〇年の初めに，．青由学院大学教授西村稠矯」が「ドスト弄フ系キー
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の『カラマーゾフの兄弟』第二巻七篇「アリョーシャ」の第三章「葱」の中にある童話によ
うて芥川氏は『蜘蛛の糸』を書いた」5）と氏に語ったヒとを記しているが，一般には両者の関　　　　　　　　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P

　　　　　　　　刷@　　　　　　　　　　　　　　　　　一π一Wを最初に指摘したのは吉田精一氏で昭和30年のごととされている6）。ついで，小沢政雄氏
は「日本文学とドストエフスキー」（「文学」，昭和31年9月）と題した論文で次のように述　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

ぺた。

「ただ比較文学の参考のためにいえば，竜之介の「蜘蛛の糸」（大正七年四月）は，「カ

ラマーゾフの兄弟」中の一挿話（第七編アリョーシャ，第三，岩波文庫本二巻二八六頁）

からヒントを得たものと思われる。ストーリーは細部に至るまで符合しており，偶然の一

致とは考えられない。竜之介は，大正五年十月八日附，松岡譲宛ての端書でカラマーゾフ

を読んだ旨報じているから時間的にも無理な推定ではあるまい。ただこのような些々たる

一挿話から「蜘蛛の糸」のような渾然たる珠宝を作り上げた芥川の才能に改めて脱帽しな

ければならない。」η

小沢氏は上記の文のカッコ内でこれが岩波文庫本によることを示唆しているが，・まず，果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹

して「ストーリーは細部に至るまで符合して」いるかどうか，岩波文庫本の訳者である米川

正夫氏の訳をひいて検討してみよう。（ただし，引用は河出版全集による。しかし，この挿

話に関しては，後述する大正6年の訳から河出版全集に至るまで，漢字，かな使い，句読点

を除いてはほとんど変化がない。）

『昔々あるところに，意地のわるいお婆さんがいたんですとさ。それが死んだとき，跡
，み

に何ひとついい行ないが残らなかったので，サタγたちはお婆さんをつかまえて，火の湖

へ投げこんじゃったの。ところが，お婆さんの守り神の天使は，何か神さまに申し上げる

ようないい行ないがあのお婆さんにないかしらんと，じっと立って考えているうちに，や

・っとあることを思い出したので，神さまに向かって，あのお婆さんは畑からねぎを抜いて

来て，こ一じき女にやったことがあります，と言ったのよ。すると神さまは，ではおまえ一

？そのねぎを取って来て，湖の中にいるお婆さんのほうへさし伸ばして，それにつかまら

してたぐるがいい。もし首尾よく湖の外へ引き出せたら，お婆さんを天国へやってもよい。

またもしねぎがちぎれたら，お婆さんは今め場所へ，そのままおかれるのだぞ，とこうい

うご返事なんですとさ。天使はお婆さんのところへ走って行って，ねぎをさし伸べなが

ら，そら，お婆さん，これにつかまっておたぐりと言うて，そろっと気をつけて引き始め

たのよ。そうして，ちう大かたひき上げられたところへ，湖の中にいるほかの餓鬼どもが，

お婆さんが引き上げられているのを見て，自分らもいっしょに出してもらおうというので，

みんなでそのねぎにっかまりだしたの。すると，そのお婆さんは意地のわるいわるい女だ

’から，1みんなを足で蹴散らしながら，く引いてもらってるのはわたしだよ，おまえさんた

ち管㌣ありゃレない，わたしのねぎだよ，おまえさんたちの1じゃありゃしない〉とそう言

．うが早いか，ねぎはぶつりと切れちゃったのよ。そして，お婆さんはまた湖へ落ちてf今

までずっと燃え通しているんだって。天使は泣く泣く帰ってしまいましたとさ』8）

一米川正夫氏のこの訳はなるほど．『蜘蛛の糸むと酷似している．∫芥川糖之介とボ冥ル・．ケ
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　　　　　　　　　　　　　　1黹宴X」で述べられた山口静一氏の言葉を借りれば，「どんな悪人にも慈悲の心があってそ

れが救いへの契機となること，しかしまた，自分さえよければというエゴイズムが結局は他

人ばかりでなく自分をも破減に導くものであること。そういうテーマを，ふたつの話は共通

してもやている。しかもお婆さんとヵソダタ，火の湖と地獄の血の池，・神様とお釈迦さま，

乞食女と蜘蛛，一本の葱と蜘蛛の糸，これらはほとんど完全に相対照しているといってよ

い」9）だろう。だが，山口氏の言葉のテーマに関する前半部はさておき，「完全に相対照して

いる」、という後半部は、米川正夫氏の訳以外を見ながら再検討する余地が残っている。とり

わけ，その中心となるべき「一本のねぎ」と「蜘蛛の糸」の対応については。

芥川が『カラマーゾフの兄弟』’を何によらて読んだかはまた後にも触れる問題だが，島田

謹二氏はCoゴstance　Garnettの英訳本（1912）によるとしてその個所をひいているので，

次にその部分を見てみたい。　（ただし，島田氏の引用には脱落，誤植も見られるので，引用

はEvεry】隠an’s　L三brary，1967によった。）

Once　upon　a　t油e　there　was　a　peasant魯oman．　and　aΨery　wicked　wo㎜且she　wa翫

And　she　died　and　did　not　leave　a　sipgle　good　deed　behind．　The　devils　caught　her

and　plロnξed　her　ihto　the　lake　of丘re．　So　her　gロardian　ange王stood　and　wondered　what

godd．　d6ed　of　her5　he　could　re血e田ber　to　tell　to　God；‘She　on6e　pulled　up　an　on三〇h　inL

her言a士dεn，’said　he，‘and　gave　it　to　a　beg富ar　woman．，　And　God　answeエed：‘You

take　that　on玉on　then，　hold三t　out　to　her三n　the　lake，　and　let　her’take　hold　and　be　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

the　onion　b：eaks，　then　the　woman　must　stay、where　sh色i6．，　The　an［g已I　r自n・to　the

wo血an　and　held　out　the　onion　to　heL　‘Come，，　said　he，‘catch．hold　and　I，II亘謡11了o廿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、盾浮煤D’And　he　began　cautiously　pulling　her　out．　He　had　just　pu王1ed　her　right　out，　whe皿

the耐hef』si皿ners量n　the　lake｝5eei皿g　how　6he　was　bεing　drawn　out，『began　catching

hold　of　her　50　as　to　b已pulled　out　With　her．　But　she　was　a　very’wic1｛ed　wo皿an　and

sLe．　began　kickipg　them．丁匝to　be　pulled　out，　not　you．　It，s　my　onion，　not　yours．，

As　soon　as　3he　said　that，　the　onion　broke．　And　the　woman　fell　into　the、　Iake’and　she

ls　burnlng　there　to　this　day．　So　the　angel　wept　and　went　away．エo）　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

Aそし1て，ζの英文をひいた後，島田氏は次のような解説をこれに付しているポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

ﾋ　　「この英訳をお読みになるとおわかりになるように，これは一つの昔話でございます。

．　戸人の意地の悪い事婆さんが死んで，火の湖へ投げこまれる。でもこのお婆さんは1・『

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ｩつて乞食女に葱をくれてやったことがあります。そういう七たった一つの善行を，守り神

の天使は神様に言上する5もしもその葱でお婆ざんを火の湖から助け出せたら，天国へや

ってもよいと神様がおっしゃる。天使臆そのお言葉通りに致します。葱の力でお婆さんを

大方引き上げようrとした所へ，湖のほかの餓鬼どもがその葱にっかまウはじめます6∴お婆

さんはみなを蹴敵らして，、rこれは私の葱だよ』」と叫びます。その一刹那ド葱はぶっ

づり’と切れてガ・お婆さんはもとの火の湖に落っこってしまい，今でも燃え続けている、’一
．’

黷ｻ．ういうお話でございます。」1蓋〉　　　　・　　　・、，一　　　　　　　一
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だが，残念ながら島田氏の解説は「この英訳を」読んでわかる内容とはかなり遠い。むし

ろ，ここに出てくる「意地の悪いお婆さん」，「乞食女」，「火の湖」，「守り神の天使」，「餓鬼

ども」といった世界は米川正央氏の邦訳の世界と直結していて，Gamettの世界とは結びあ

わない。例を挙げよう。なぜ“there　was　a　peasant　woman　and　a　veエy　wicked　woma且

she　was”からこの女性が「お婆さん」になるのだろうか。彼女は「意地の悪い農婦」と訳

される縛きだろう。そして，それより『問題なのは“the　otheエsinners……be琴an　catching

h。ld　of　hef’の部分だ。島田氏は「その葱につかまりはじめます」と解説しているが，前後

に繰返されるherを見れば明らかなように，このherはpeasaut　womanをさす。　（当然

ながらoniol1はitで受けてある。）つまり，　the　other　sinnersは“onion”につかまり始

めたのではなく，peasant　womanにつかまり始めたのだ。では次にこの“onio且”とは何だ

ろうか。日本語では普通これは「タマネギ」と訳され，いわゆる長ネギにはこの語はまず使

われない。もちろん，her　gardenから引き抜いた以上，食用のタマネギに細長い部分がつ

　　　1｢ていることは十分考えられるが，それでも細長い長ネギのイメージ（それは読者に蜘蛛の

糸を想起させる）とはかなり違う。とすれば，“the　onion　broke”はどう解されるべきだろ

うか。一番素直に読めばrタマネギがこわれて」だが，せいぜい「タマネギが（細長い部分

から）ちぎれて」ぐらいまでしか考えられず，長いネギが「ぶっつりと切れ」るイメージを

見るのは芥川の『蜘蛛の糸』あるいは米川正夫氏の邦訳による先入観なしには不可能だろう。

整理して言えば，米川正夫氏の邦訳デ島田氏の解説は共に，長いネギの途中にお婆さんが

つかまり，その後ろ端に罪人たちがっかまるというイメージを呈示しており，巳これは長い蜘

蛛の糸の途中に鍵陀多がつかまり，その後ろ端に罪人たちがつかまるという芥川の『蜘蛛の．

糸』のイメージと即対応している。しかし，Gamettの英訳を先入観なしに読めば，そこに

’浮かぶイメージはタマネギに意地悪女がつかまって（天使が先の細長い部分を引き），その

意地悪女の身体のあちこちに罪人どもがしがみっくというものでほなかろうか。「一本のね

ぎ」∫と「蜘蛛の糸」が「完全に相対照している」，「ストーリーは細部に至るまで符合して」

いるとの見方は，‘’邦訳のひきおこした誤解に違いない。

では次に，ロジア語の原文ではいったいどうなっているのだろうか。多少煩雑になるが，

当該個所を引用してみたい。・

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ

《蝿伽a・6田ao皿Ha　6a6a　3』1。坦a兄・皿pe3脚皿a∬Hn。Me卿．　H　He。cTa皿。cbn。c打e　Hee

HH　o皿Ho黄双06po双eTe諏臨　CxBaT【紐H　ee　q母pTH’HK洲y』H　B　omeHHoe　o3epo．　A　aHre虹一

xpaHHTeJlb　ee　cTo龍丁双a　H皿yMaeT：KaKyIo　6b！MHe　TaKyiQ江06po五eTe諏b　eeロpHno轟田HTb，

qTo6bl　60rヱ・．qKa3aTb．　BcnoMHHJI　H　roBoPHT－60ry：　oHa，　roBopHT，　B　oropo双e　JlyKoBKy

B』1双epHyJla澗HH皿【e｝IKe　IIo双aJ昭、　H：oT日e可aβT　eMy　60P：　Bo3bMH　】畦　rrbτ，　roBopHT，　9τy

caMyK｝」1yKoB耳y，　npoT∫1HH　e疏B’o臼母po，1nycT島’yxEaTnTcH　H　T｝IHeTc51，　H　KoJI宜一EblT月He皿1b

　　　　　　　　●??D　BoH　H303epa，，To　nycTb．B　pa曲H双eT，．ao《ヲopBeTc且5πyKo日Ka，　To　TaM　H　ocTaBaTbc月

6a6e，　rAe　Te箪epL．－nq6e瓶a砿HreπK6a6e，「np。丁鰐冴ρ伽yKoBKy：Ha，　r。BopHT，6a6a，

C粗aTHCb　H　T到HHCb。　H　CTa皿OH　ee　q6TOpO｝冠HO　T月HyTb　H　y｝R　BC正06枷O　BH畑y五，双a

rジe皿HHKH耳po冊e　B’03epε・、冠aK　yB脚刑｛・隅To　ee’丁兄HyT　BoH・HcTa孤｛Bce　3a　Hee　xBaTa魯

TLcH，・・qTo6灘Hx　EMecTe　c　Helo　BblTHHyJIH∴A　6a6a　FTo　6bM訂3π10田la兄・npe3冴【o取aH，　H　・

ロo糊aO蹉a．Hx　HOr鍋H　6pb1KaTL：“踊e朋丁”HyT，　a　He　Bac，　MoH再yKoE鴫aHe　Bama”．



1
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ToJlbKo　HTo　oHa　3To　EHroEopH潟a，』yKoBKa・To　H　nopBa」1acb．　Hynaaa　6a6a　B　o3epo　H

ropHT　no　ce且ノ爬Hb．　A　aHre』3a丘刀aKaπ110To田e凋》．12》

主人公の6a6aがお婆さんか，　peasant　womanかは本論と直接かかわりがないので敢え
て触れずに，まず’‘began　catch三ng　h。ld　of　her”にあたる“cTa朋Bce　3a　Hee　xB註TaTbc究”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

（下線は引用者，以下傍点も同じ）の個所から見て行こう。ロシア語の性は英語の性とはか

なり違っているため，下線を付した人称代名詞の三人称単数女性対格が6a6aを指すとは

即断できず，他に型KOBKaを指す可能性も考慮しなければならない。しかし，少し前の

“Ho6e｝K朗aHreπK6a6e”（天使は6a6aの方へかけて行った）から見て行くと，っつく
“npoT朋y』」重刀yKoBKy”（彼女に』yKoBKaをさし出した）のe茸・は明らかに6a6aを指　　　　、

す。そして，その後のところに“鯉KOBKa”につかまれという意味の人称代名詞はでてこな
い。次に“HcT飢oH　ee　ocTopo｝KHo　T照yTb’ノで始まる文を見る、と，“KaK　y8H几a丑H，　qTo　　　　　　　　　　一

1…gTHHyT　EoH，　H　cTaπH　Ece　3a　1璽L　xBaTaTbc月，　qTo6　H　H～【BMecTe　c三堅≧BLITnHy』H”　と

この人称代名詞が4回繰返されていることがわかる。しかも，この人称代名詞は4つとも同

じものを指すと考えなければおかしい。もちろん，これが“πyKOEKa”を指すと考えること

も無理ではないが，意味を考え（ねぎを引き，ねぎにつかまり，ねぎと一緒にひき出される，

では特に最後がしっくりしない），前文の人称代名詞を考えると，これらはみなGarnett訳

同様6a6aを指すととるのが自然だろう。

なお，参考までに米川正夫氏以外による当該個所の邦訳をいくらか引くとジ
，　　　■　　　■

原久r郎氏（新潮文庫）「みんなこぞってその葱にしがみついた」13）
■　　　■　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼

中山省三郎氏（角川文庫）「みんなでその葱につかまりだしたの」14、
●　　●　　■　　　●

小沼文彦氏（筑摩版全集）「みんなしてそのお葱につかまりはじめたのです」15）
■　　■　　●

北垣信行氏（講談社文庫）「みんなしてその女にしがみついて」1ε）　　　　　　　『
■　　　●　　●　　●

池田健太郎氏（中央公論，世界の文学）「我も我もとお婆さんにつかまりだしたの」17）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

ｴ卓也氏（新潮，世界文学）「みんなして女にしがみついたんですって」1ε）　．
●　　　■　　　●　　　●

江川卓氏（集英社版，世界文学全集）「みんなしてお婆さんにつかまりました」19、

とあって，6a6aととる方向に修正されつつあることがわかる鋤。

次に英語で“the　onio且broke”と訳された“可KOBKa－TO　H　nOP臼a躍aCb”を見てみよう。

まず‘‘型KOBKa”の意味だが，17巻の辞典にょれば“1．　To｝Ke，　qTo　l』yKOE臓a（BO　2－M

3Haq．）．2．　To滋e，　qToπyKoBHUa（B　4－M　3Haq．）．，，21）即ち‘玩yEoBH以a，，の2ゴ4の意味｝こ

同じとある。そこで，“ハyKOE瓢a”の第2，第4の意味を見ると，4は時計の意味でこの場

合明らかに無関係なので，2の方がこれに当たることがわかる。そして，2には“ro』OEKa

鯉Ka湖H　qeCHOKa”鋤とあって，これがゆり科の植物（ねぎ，にんにく）の丸くなった根・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「sを指すことを教えてくれる，つまり，』yKがねぎ全体を示すのに対し，もっとタマネギの

部分を表わすと考えられよう。ちなみに露和辞典をいくつか引くと，「球塊（にんにく・ね

ぎの）；たまねぎ」鋤（岩波），「鱗茎；たまねぎ」助（三省堂），「たまねぎ，にんにくなどの

玉」紛（博友社），「一燭のたまねぎ」25）（ナウカ）とあり，スミルニツキイの露英辞典には

“an、　oロioロ”物とある。6a6a．がつかんだのは，このタマネギの部分と考えるのが妥当だろう。

（だが，参照した限りでは邦訳はすべて「ねぎ」，「葱」とあって，「タrrネギ」と訳したも

のはrつもない。しかし，国語辞典によれば28）「ねぎ」とはいわゆる長ネギのことだ。）
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つづいて“nOPE期aCb”だが，この“nOPEaTbC兄”という語は「ちぎれ』る，切れる，裂け

　　　　　　　　’驕C破れる」などいろいろな意味を含む語で，ここでの用法を即断する．ことはできない。ま

た，スミルニツキイの露英辞典には“break，　be　tom”とある。そこで，邦訳を引くと，

「葱ほプツリと切れてしまい」（原久一郎民），「葱はぶつりと切れちゃったの」（中由省三郎

氏），「お葱はぶつりと切れてしまいました」（小沼文彦氏），’「葱がぶつり’と切れて」（北垣償

行氏），「ねぎはぶつりと千切れてしまい」（池田健太郎氏），「葱はぶつんとちぎれてしまっ

たの」（原卓也氏），「ねぎはぶつりと切れてしまいました」（江川卓氏）とあって，どれも似

たようなイメー一ジを呈示している。ただ，この部分の前に“aO60PEeTCHユyKOBKa”とある

こと（“060PBaTbCH”の方が「ちぎれる」意味が強い）を考えあわせると，タマネギの部分

がちぎれてとれるイメージが一番近いようにも思えるが，二いずれにせよ長ネギが糸のように

途中でぶつりと切れるのとは異なっていよう、

・しかし，あまりロシア語の原文にこだわりすぎても危険だろう。要は芥川が何によって

『カラマrゾフの兄弟』を読んだかにかかっており，原文と邦訳の比較は本質的な問題では

ないのだから。

さて，即に述ぺたよう｝こ，島田氏は芥川が1912年のGarnett訳（Wellekによれをま，　rカ

ラマーゾフの兄弟』の最初の英訳四））を読んだと推定し，松本健一氏らもこの説を支持して

いるが30），国松夏紀氏は芥川の蔵雷にあるGamett訳の発行年が1923（大正12）年である

ことを指摘して，この説に疑問を投げかけた31）。しかし，かわりに国松氏の言及している米

川正夫氏によるロシア語からの最初の直接訳32）ほジこの挿話の含まれた中巻が大正6年9月

28日に発行されていることから可能｛生まで否定することはできないとは言え，上巻の出た大

正6年6月29日以前の大正5年10月8目に芥川が『カラマーゾフの兄弟』を読んでいること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ｪ明らかな以上，眼に触れた可能性は少ないと考えるべきだろう。ま允，既に大正3，4年

に森田草平氏訳が出たりしているが33），これらはロシア語原文からの訳ではなく，英語に堪
能でロシア文学を英訳で読破していることを誇らしげに書いた鋤芥川が重訳によったとは考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧

えにくい。とすれば…蔵書の発行年との矛盾はあるにせよ，芥川はGamett訳によって

『カラマ・一ゾフの兄弟』を読んだと考えるのが最も自然だろう。　（たとえ重訳によったとし

ても，上の論旨にはあまり関係がない。）

、従って，やはり’Garnettの英訳を正確に読むことが，『蜘蛛の糸』とのかかわりを知る一

番の手がかりであることは間違いなかろう。そ七で，もう一度確認すれば，rカラマーゾフの

兄弟』のこの挿話を「一本のねぎ」と呼ぶことがそもそもおかしいと言える。（近年の邦訳

のいくつかはこの章を単に「ねぎ」と訳している。）むしろ，直訳すれば「一個のタマネギ」

であり，意地悪女はタマネギにつかまり，罪人どもはその女の身体につかまる。そこから浮

かぶイメージは，決して「蜘蛛の糸」に魏陀多がつかまり，その下に罪人どもがっぎっぎと

つかまるイ～一ジと対応してはいない。邦訳の与えた誤解は捨てさられなければならない6
・　　　　伽

．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊

r因果の小車』の材源がつきとめられた後，幾人かの批評家は中杢に光る切れた蜘蛛の糸

に芥川の独自性を読みとろうとした35）。それはr因果の小車』の発見により，従来の「救ひ

・と光明1とに連り得る素質を持ちながら，その素質に徹し得ない弱さをも同時に与へられてゐ

る」「人間の相」36）な描いた，といった解釈（それならば，『因果の小車』の主題とさほどか

わらない）から，，より芥川固有の世界の探索へと向かい始めた当然の結果でもあるがδ
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そして，このように芥川固有の世界がますます「蜘蛛の糸」に密着してとらえられようと

するとき，『カラマーゾフの兄弟』の一挿話の持つ意味はより稀薄になうて行くのではある

まいか。海老井英次氏はラーゲルレーヴ著「キリスト伝説集」への書込み（大正8年頃）

’「自分ノ書イタ『蜘蛛の糸』ト云フ御伽噺ト甚ヨク似テヰルノデ変ナ気ガシタ東西デ恐シク

ヨク似タ話ガアルモノダト思フ」から，『カラマーゾフの兄弟』の一挿話が『蜘蛛の糸』執

筆にかかわりのないことを説いたが37），大正5－6年に芥川が英訳を読んだ時も，Gamett

の“the　onion　broke”は特別な意識をとどめないまま忘れ去られたと考えて遠くはあるま

い。この挿話と『因果の小車』とのっながりは，芥川には遂に自覚されなかった38）と思われ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
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