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日本近 代文学会会則
この会は日本近代文学会と称する・
との会は本部を東京都におく︒また︑別則により支部を
設けることができる︒
この会は日本近代文学の研究者相互の迷絡を密にし︑そ
の調査研究の便宜をはかり︑あわせて将来の日本文学の
振興に資することを目的とする︒
この会は前条の目的を達成するために左の事業を行なう
︒
て 引 究 発 表 会 ︑ 静 演 会︑展覧会などの 開催
︒
二︑機関誌︑ 会報︑ パンフレットなどの 刊行
三︑会 の研究発表の斡旋︒
川
外における日本文学研究者との連絡︒
四︑海以
五︑その他︑制仕事会において特に必要と認めた事項︒
会 員 一 ︑この会は広く日 本近代文学の研究者︑および
研究に助力する者をも って組織する︒会員は 附則に定め
る会費を負担するものとする︒
二︑この会には維持会員を設ける︒維持会員の権 限︑お
よび会費については︑附則に別途定める︒
役員てこの会に左の役員をおく︒
一名理事若干名
代表理事
常任理事若干名監事若干名
二︑代表迎事はこの会を代表し会務を総抗する︒常任迎
事は︑代表現事を常時補佐し︑代表理事に事故がある
と弘︑または代表現事が欠けたときは︑あらかじめ定
められた順序でこれを代理し︑またその職務をおこな
︒ 郎一ヰはこの 会迷営の貨に任ずる︒政事はこの会の
う
財務を段査する︒
第七条
第八条

第九条
第十条
第十一条
第十二条

第十三条

第十四条
第十五条
第十六条

三︑理事︑政事は総会における会員の互選によp︑代表
理事および常任理事は迎事の互選により選出する︒た
だし︑補欠の理事の選任は理事会の指名によ って総会
による選出にかえることができる︒この指名は最も近
い総会で承認されなければならない︒
四︑役員の任期は次の通常総会が終了する日までとす
る︒ただし︑再選を妨げない︒
理事会の推薦により総会の議を経て︑顧問︑名待会長を
おくことができる︒
この会に評議対をおく︒評議員はこの会の重要功項を審
議する︒評議員は理事会の議決を経て代表理事がこれを
委嘱する︒
会務を遂行するために事務局をおく︒事務局に運営委員
若干名をおく︒運営委只は理事会がこれを委旧附する︒
第六条第 四項の規定は︑顧問︑名誉会長︑評議品および
運営委員にこれを準用する︒﹁る︒
会員の入会は会員二名以上の推薦と理事会の承認を妥す
会員が定められた義務を果たさないとき︑またはこの会
の目的にふさわしくない行為のあったときは︑評議員会
の議決によって除名する︒
との会は毎年一回通常総会を開催する︒臨時総会は理事
会が必要と認めたとき︑あるいは会員の五分の}以上か
ら会議の目的とする事項を示して要求があったとき︑こ
れを開催する︒
この会の経費は会費その 他 をもってあてる︒
との会の会計年度は毎年四月一日にはじまp︑翌年三月
三十一日におわる︒
会則の変更は総会の議決を経なければならない︒
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戦後の文学における敗戦の意味

旦

利

彦

別の日ではなかったろう︒けれどもそれは日本人にとって生涯忘れ

日ではなかった︒人々にとっても︑肉体的体験としてはすこしも特

うに暮れた︒くりかえす自然の営みにおいて︑それは決して特別の

一九四五年八月十五日︑その日はいつもと変らずに明け︑同じよ

懸命な国民の激情のどこへ持って行きょうもない噴出がそこにはあ

と昂奮を伝えている︒天皇や政府を信じ︑すべてを失つてなお一生

たちと天皇の放送を聞いた直は︑その瞬間の村人たちの当惑と混乱

自分を表白するところから出発した︒疎開先の農家の土問で︑村人

ないことだろう︒V 徳永直は﹁妻よねむれ﹂でそのような混乱した

う︒しかしまた︑戦争が終ったーーーそれは何と不思議な︑とんでも

ければならなかった︒それは各人の生涯の転換点であり︑新しい出

そしてまた人聞について︑それらすべて根本的な聞を自らに問わな

て生きなければならぬのが箇民であった︒直はわが身をそのような

批判することもできず︑ただそれが強いる犠牲ばかりを一身に負っ

直はそこから出発するしかなかった︒戦争の意味を理解することも

た︒戦時下の暗い日々の記憶も︑語れば愚痴にしかならぬ︒しかし

徳永直は転向作家であり︑誇るべきなにものももっていなかっ

った︒

日の意味をさまぎまに追求している︒

発点であった︒戦後の文学もこの日を出発点としたのであり︑その

きだしにされた自分自身に直面し︑国家について︑歴史について︑

民的な体験であった︒もちろんその内容はさまざまであったが︑む

っただ中にいることをまざまざと感じた︒それはまさに歴史的な国

終るだろう?それは何百ぺん考え︑何千ぺんつぶやいたことだろ

八戦争が終った︒￨￨それは不思議でも何でもない︒戦争がいつ

伊
ることの出来ない日となった︒人々は自分の実感として︑歴史のま
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追求することで︑新しい時代のあるべき姿を見出そうとしたのであ

ままに戦争にかりたてられ︑その犠牲となった人間の痛苦の日々を

ち︑数知れぬ国民の苦しみと痛みにふれていった︒理屈で戦争に反
対し︑民主主義を主張するのではない︒暗い時代に理屈はわからぬ

によって︑そのように生き︑そのように死んだ数知れぬ白本の女た

棄の生涯を︑まぎれもなく戦争の犠牲であり戦死なのだとすること

国民の揚におき︑そこから出発しようとした︒戦争の末期に死んだ

いようなもんだ︒ V直は転向の傷を負ったまま新しい運動に参加し

算も︑いまはあとまわしだ︒そんなもの死んでからだってかまわな

こびにでも︑霊壕ほりにでもはせ参じなくてはならぬ︒ざんげも決

︒
る

連帯の夢を︑戦争下の暗い現実との極端な対照において語ってい

といるんだ︒ V直は戦後ひらけた明るい可能性︑その光り輝く人関

で︑命をかけた共産主義者︑この世を住みよくしたい人々が何千万

八いまはもうびっこひきひきだろうと何だろうと︑たとえ弾丸は

︒
る

しであったものが︑どうして今度はどんなことがあっても戦場を離

れずにたたかい続けることが出来るのだろうか︒直の決意はそれと

ようとする決意を語っている︒しかしかつて卑屈で臆病で意気地な

したような︑人間と人間とのあいだをさえぎるくらがりの中で生き

して美しく︑作者の主体的真実を疑うことはできないが︑しかしそ
こには直ひとりの問題でない︑戦後の日本文学にとっての重大な問

八お前はくらがりの中で生きてきた︒死ななかったから生きてい

てきた︒ V直にとって敗戦はその︿くらがり Vをうち破り︑新しい

るといったような生涯を生きてきた︒おれをひくつで臆病な人聞に

光をもたらすものであった︒結婚早々から彼等を苦しめ続けた憲兵

と当惑はここにはない︒百合子はこの瞬間を歴史の大きな展望にお

﹁無条件降伏よ﹂と弟夫婦にいいきかせている︒直に見られた混乱

﹁搭州平野﹂のひろ子は︑天皇の声がたえるとすぐ﹁わかった?﹂

題がある︒

︿海をこえて光がさしてきた︒ Vそのことに直は感動し︑直の過去

ちが共産党員を探し求めて訪ねてきたときの感動を伝えて来た︒

隊も特高も廃止された︒巣鴨刑務所の古い友人から︑外国人記者た

にもかかわらず︑戦後の運動への参加をよびかける八共産党員の愛

かねた Vのである︒現実におし流され︑自分自身を見失ってよろめ

いてとらえ︑その感動に︿身内が顔へるやうになって来るのを制し

直はアメリカ兵をはじめて見たときの感動を諮り︑アメリカ語を

情Vに感動している︒

たものの感動と自信がこの作品を支えている︒ひろ子にとって敗戦

きあるく愚かさのかわりに︑常に歴史を見通し︑あやまりなく生き

は解放であった︒歴史的政治的な意味でだけでなく︑十二年もの

しゃべれぬことをくやしがっている︒︿おれはかけていって︑あの

問︑夫を待ち続け︑眠れぬ夜々をすごした女として︑妻としての実

アメリカ兵たちと握手をしたい Vといラのである︒八人間の世界は
だ妻に語りかける︒︿信じあうことで︑よき精神をたよりあうこと

広いんだ︒海のむこうにも数知れぬほどの人聞がいる Vと直は死ん
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感情が︑そのまま歴史的であり得たところに︑暗い時代を屈するこ

感において︑それはまさに解放なのであった︒個人の個人としての

乱を描き︑車窓に展開する廃墳と化した日本の姿を描いた︒人々の

山口県の夫の実家へ赴くひろ子の眼を通して︑百合子は車中の混

らばらになってしまっている︒車中であった片脚の傷疾軍人はこれ

心を結びつけるものが失われ︑目前の小さな利害のために人々はば

ひろ子はただひたすら重吉において生きた︒人間的社会的な自由

となく生きぬいた人間の光栄がある︒

子は戦争が破壊したのは町々や家財などではなくて︑実に人間の心

からの生活に不安を抱き︑自分自身を見失ってしまっている︒百合

であり生活なのだということをカをこめて書いている︒一家の中心

婦の結びつきを唯一の支えにして生きた点で︑それは﹁妻よねむ

を失った重吉の実家の生活は干潟のように乾ききってしまい︑いい

が奪われ︑八くらがりの中Vで生きることを強いられた日々を︑夫

からわが身を守り︑日本の未来と結びついた︒その意味でこの二人

れ﹂と共通なものがある︒しかしひろ子は重吉によって時代の荒波

はそれが湧き出づる清水ならば︑手に掬って︑その人の口から注ぎ

ようもなく︿破産 Vしてしまっていた︒八剛毅を︒剛毅を︒ひろ子

こみたいやうに感じた︒ V片脚の傷疾軍人についていわれたこの言

の愛は︑直の場合や︑日本の幾百千万の妻たちの場合と区別され

葉は︑自信を失い︑精神の支えを失い︑感情を破産させて︑右往左

る︒彼等は時代に翻弄され︑わずかに身を寄せあうことで辛うじて
やみの中を四つんばいするようなくらしVであり︑︿からだとから

息をついた︒﹁妻よねむれ﹂に直が書いているように︑それは八くら

百合子は敗戦日本の混乱と破産の姿をのみ描いたのではない︒た

往する荒廃した日本人のすべてに向けていわれたのであったろう︒

しVだった︒

だをゆわえつけ︑手足でしょびきあわねばおし倒されるようなくら

に八廃櫨の堆積物の聞から咲き出てゐる一本のたんぽぽのやうな風

的な努力として︑好感をもって描いている︒また若いさわ子の生活

工夫を︑戦争の造物を新しい戦後の出発のためにつくりかえる積極

ている︒軍隊と刑務所￨￨同じ国家権力に夫を奪われたという点

情﹀を感じ︑︿伸びようとする一筋の抑へがたいもの﹀を見てい

とえば燈火管制の遮光笠を明るくするための笠に作りかえた友人の

で︑ひろ子は自分の苦しみを日本の女たちの心に結びつけた︒同じ

百合子はしかし夫や恋人を軍隊にとられた幾百千万の日本の妻た

ように夫を奪われた女として︑妻として︑しかし現実におし流され

への希望があふれ出ている︒そしてひろ子は敗戦の象徴のような洪

る︒作中くりかえして出て来る朝鮮人の姿には︑独立の喜びと明日

ち恋人たちの痛みと苦しみを︑わが身の痛苦と重ねあわせてとらえ

ることなく生きたひとりの人間として︑その人間精神の高みにおい

目の悪い男と足の弱い女が助けあって歩いて行く姿を百合子は︑敗

水の山陽道を︑鉄道が寸断されたために︑一歩一歩あるいて行く︒

て︑百合子は数知れぬ日本の女たちの苦しみと悲しみを思いやり︑
日本の現実を見渡し︑理解し︑同情をもって描き出している︒

はげまし力づけようとしている︒このような眼で百合子は混乱する
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運動の端緒を象徴するものとして描いている︒そこには苦しみと困

みついて︑書くことも表現することも出来なかった︒占領政策の批

戦争裁判の偽善性について︑そしてまた占領下に生きる国民の苦し

ができなかった︒

判はおろか︑占領軍将兵の個々の暴行をさえもあきらかにすること

戦日本の廃嬢と混乱の現実をくぐりぬけて︑新しく出発する戦後の

実に解放の喜びに結びつくのである︒

難がある︒しかしその中を一歩一歩あるいてゆくことによって︑確

﹁妻よねむれ﹂は戦争末期の混乱を書き︑八月九日のソ連参戦は
たしかに敗戦は一面において解放であった︒百合子は﹁風知草﹂

ていない︒﹁播州平野﹂でひろ子が夫の実家まで︑あの敗戦直後の

日付までいれて記しているが︑原爆投下についてはひとこともふれ

に︑出獄の同志たちを中心に新しい運動がはじまってゆく姿を︑深

てさえ出て来ない︒ましてその被害のなまなましい描写など全然で

の爆撃Vという言葉が出て来るだけで︑原子爆弾のことは言葉とし

る︒それは八これまで日本ではただの一遍も通行人に読まれたこと

てこない︒夫をさがしてあちこち歩きまわるつや子は︑まるで普通

あって︑日本国民が自力で解放したのではない︒それは敗戦であっ

を讃美するのが一般的風潮だったのだから︑百合子の態度はこのよ

ねむれ﹂に見られるように︑アメリカ人の明るさや︑その民主主義

ついて書くのを避けたのと同様に︑極力ふれることを避けている︒
当時は日本共産党も占領軍を解放軍として歓迎したのだし︑﹁妻よ

百合子はまたアメリカおよびアメリカ人については︑原子爆弾に

の行方不明人をさがして歩きまわっているような印象をしか与えな

のない表札Vなのである︒真新しい感動を覚えるひとつひとつの経
験は︑暗い過去の記憶をよび起さずにはいない︒そしてその過去の

いのである︒

て︑決して単純に解放であったわけではない︒日本は完全に占領軍

しかしこの解放をもたらしたのは︿海をこえてさしてきた光Vで

の支配下にあり︑新開・雑誌・放送等の言論や︑映画・演劇にいた

い︒しかし諸都市を爆撃したのも原爆を落したのもアメリカだが︑

に﹁風知草﹂や﹁播州平野﹂の主題を展開することは不自然であっ

重吉たちを解放したのも占領軍である︒占領軍や占領政策にふれず

うな傾向に対する批判もしくは抵抗を示すものであったかも知れな

壊せしめた︒しかし同時にそれは新しい占領行政のはじまりであっ

るまで︑いっさいが占領軍の検閲統制を受けた︒もちろんそれは政

た︒たとえば原爆の被害について︑都市爆撃の非人間性について︑

治犯を釈放し︑治安維持法を撤廃した︒そして天皇制国家権力を崩

するのである︒

記憶が戦後の新しい現実に対する感動をいっそう深く新鮮なものに

い感動をもって描き出している︒紙に書いてはり出された﹁赤旗編
輯局﹂という五文字をひろ子はくりかえしくりかえし心に反覆す

混乱の中をかけつけたのは︑夫の弟直次が広島で原爆のために行方
不明になったからである︒しかし﹁矯州平野﹂には八広島の未曾有
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部は廃止され︑そして刑務所の扉が関かれて︑共産主義者その他の

リアリスティックに追及することを不可能にした︒
すなわち戦争は約ト︑治安維持法は撤廃台作︑特高や検事局思想

た︒またそれは敗戦日本の現実︑敗戦と解放の矛盾を含んだ関係を

ような混乱の渦の中でもがき苦しむ日本人の生活の内部に深くはい

そこに﹁搭州平野﹂の大きな特徴があるが︑しかしその反面︑この

し︑その苦しみを大きな歴史の流れに位置づけて描き出している︒

けようとした︒

く︑それを絶対の正しさとして︑自分自身をひたすらそれに結びつ

って解放されたことから生ずる矛盾や︑自力で解放を実現し得なか

でに解放されたかのような印象をあたえる︒その結果︑占領軍によ

きていない︒ひたすら重吉において生き︑重士ロにむかつて生きてい

作品の主人公であるひろ子は︑日本の現実に生きるものとしては生

り︑敗戦の現実をその内部から描き出すことはできなかった︒この

百合子はその正しさの高みにたち︑日本の現実を遠く広く見渡

省略された結果︑重吉たち共産主義者はその正しさのためにひとり

政治犯は釈放された︒このように何によってということがいっさい

った日本国民の問題︑重吉やひろ子たちを含めた共産主義者がどう

にすぎない︒なるほど彼女は敏感に反応し︑理解し︑同情し︑積極

るのであって︑他に対しては客人として︑旅行者として接している

きた人間同士の関係はない︒あらゆる具体的なできごとは常に全般

的なはげましの言葉をかける︒しかしそこには具体的で現実的な生

して敗北せねばならなかったかについての自己検討等は︑いっさい
占領軍の問題を消去することによって︑霊吉たち非転向の共産主

追及されないですんでしまっている︒
義者は絶対化された︒悪いのは戦争であり天皇制国家権力であっ

実︑民衆の生活からきり離され︑牢獄にとじこめられて辛うじて守

い勢カとして光り輝くのである︒しかしその正しさは︑日本の現

き苦しみ︑また傷つけあい苦しめあうその生活のひとつひとつの体

らひろ子に働きかけることはなかった︒ひろ子は戦後の現実に傷つ

いのである︒ひろ子から人々に働きかけることはあっても︑人々か

たち︑全人間的存在として生きた関係をもっということは決してな

の対象であるにとどまり︑ひろ子と同一の平面に対等の主体として

り得た正しさであった︒思想として信念としての精神的な正しさで

験を通して自分の思想を形成し︑真実の生活を探り求めようとして

的な考察と展望の中に解消されてしまう︒人々は理解と同情と考察

あり︑現実的なカとしての正しさではなかった︒それは現実にふ

いるのではない︒真実の生活は重吉においてすでに保持されてお

た︒それが崩壊した戦後の日本においては︑そのもっとも激しい弾

れ︑民衆の中に生き︑そのことによって自らを豊富にすることがで

り︑その重吉にたどりつくことこそ問題なのである︒

圧に屈することなく戦い続けた非転向の共産主義者は︑唯一の正し

きず︑その反対に民衆にそむかれ︑現実から疎外されて︑孤立にた

徳永直は百合子と反対に転向者として泥にまみれて生きた︒直は

えて守りぬかれたのである︒それは矛盾である︒しかし避け得ぬ矛
盾である︒けれども百合子はこの矛盾を矛盾として追及するのでな
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て自分を戦争の犠牲者として描き出しているのである︒たしかにそ

は︑戦争の日々がいかに暗かったかを語るためであり︑それによっ

ことについての鋭い自己検討はされていない︒自身の過去を語るの

った︒しかし直の場合も戦後の解放が自力でなしとげられなかった

自分自身の暗い過去をほり返すところから出発しなければならなか

き出すリアリズムの徹底を主張した直であるのに︑新しく開けた解

観念的傾向を痛烈に批判して︑民衆の生活の現実をその内部から描

衆の現実をとびこえている︒かつてプロレタリア文学の政治主義や

願いと決意を諮ることによって︑自分自身の現実と戦後に生きる民

くことによって︑自分自身の過去から脱出しようとし︑解放の夢と

されている︒そして非転向の共産主義者を絶対化し︑それと結びつ

戦日本の一般的光景だったのである︒

占領軍を解放軍として迎えた日本の解放運動全体の問題であり︑敗

しにかけだしたのである︒もちろんこれは直だけの問題ではない︒

放の可能性に目がくらみ︑おのれの主体を深く検討するいとまもな

れは一面において真実であったが︑しかしそのようにして自分の過
去を徹底して追及することを避け︑自分を卑屈で︑臆病で︑意気地
なしであったと全面的に否定し去るのは︑責任を回避する擬態めい
たものを感じさせる︒それは戦争と天皇制国家権力を絶対化するも
のであり︑そのことによって占領軍と非転向の共産主義者を絶対化
するものである︒転向した自分自身をも含めて︑敗北した戦前の運

ものが︑新しくその体験を生かして運動に参加してゆく道である答

再発足とはなり得ないであろう︒それが転向という苦い体験をした

みがえりを発見するのでなければ︑一種の精算主義となって真実の

しそこに実現せられた文学的リアリティは私小説的なものであるこ

れて︑それぞれにすぐれた文学的リアリティを獲得している︒しか

な体験と︑敗戦を迎えてそこに新しい明日を思うあつい心に支えら

﹁妻よねむれ﹂や﹁播州平野﹂は︑作者の暗い時代を生きた切実

動を徹底して追及するところから︑日本の大地に根ざした運動のよ

だった︒そうでなくて︑自身の転向をひたすら時代のせいにし︑ま

はいいがたい︒戦後の文学を検討しようとするときは︑これらの作

いようもない困難と不幸︑その国民の現実は十分に追及され得たと

品が︑個人的真実に支えられてはいるけれど︑結局主観的であるこ

とをまぬがれなかった︒敗戦日本が直面しなければならなかったい

アメリカによって打倒されたから何とかやれるだろうということに

てはひどい時代だったから駄目だったが︑今度は天皇制国家権力が
なってしまう︒それは敗戦と被占領の現実を美化し︑ひたすら占領

敗戦が一面において解放であった事実を否定することはできない

問題の追及からはじめる必要がある︒

とをまぬがれなかった希望やよろこびのために素通りしてしまった

﹁妻よねむれ﹂においても︑戦争の日々の暗黒と戦後の光明が対置

し
V

軍に頼って解放を実現しようとする倒錯に陥ることをまぬがれな

た自分の臆病とか卑怯とかいうもののせいにするならば︑結局かつ
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であろう︒しかし国は敗れ︑外国軍隊に占領され︑数知れぬ戦死
者︑土木帰還者があって︑町々は廃櫨と化し︑国民は飢えに苦しんで
いるとき︑突如として日本には敗戦を讃美し︑占領下の民主主義を
謡歌する予言者や指導者が氾濫した︒新聞や雑誌は昨日までとうっ
てかわってこれらの人々の論説で埋められた︒彼等はいずれも戦争
に反対し︑抵抗を続け︑戦時下にあっても自己の真実を守りぬいた
と主張した︒しかしそれほどすぐれた戦士たちが数知れずいたのな
らば︑何故日本はあのような戦争で破滅しなければならなかったの
であろうか︒必要なのは自己主張であるよりも︑自己批判や自己検
討であった︒それを通してのみ日本の再生は可能であった︒もしも
自身の無力と敗北を自覚せず︑徒らに自己の正当化に熱中し︑あた
かも勝利者のようにふるまうならば︑その真理と光明にみちた議論
は︑ついに空語であることをまぬがれない︒それは敗北を勝利にす
りかえる阿Q的英雄の氾濫であったというべきである︒

者のインフレーションのようですね︒Vと﹁冬の花火﹂82・6 ﹁展

望﹂の女主人公はいうのである︒
﹁パンドラの匝﹂の詩人は︑時の政権に反対して山にかくれた中

国の自由思想家について語っている︒十年たって世の中が変り︑彼
は山から出て来て土日の思想を説くが︑そのときはもうそれは八陳腐

な便乗思想Vになっていたのである︒自由思想は時の権力に対する
たたかいの中にその真実があり︑それは決して固定した内容のもの

ではあり得ない︒八その主張は日々にあらたに︑またあらたでなけ
ればならぬ︒日本に於て今さら昨日の軍閥官僚を攻撃したって︑そ

れはもう自由思想ではない︒便乗思想である︒Vと彼はいう︒﹁冬の
花火﹂は八:::日本の国は隅から隅まで占領されて︑あたしたちは
ひとり残らず捕虜なのに︑それをまあ恥しいとも思はずに・:Vと

いう女主人公の言葉からはじまっている︒治は被占領の敗戦国とい
う現実を直視することを求めたのである︒︿新現実︒まったく新し

容易ならぬ苦悩である︒V(﹁十五年間﹂﹀十年前に覚えた定義を暗記し

い現実︒ああこれをもっともっと高く強く言ひたい!Vと治はい
う︒八そこから逃げ出しては駄目である︒ごまかしてはいけない︒

彼等は戦争と箪国主義を糾弾し︑戦争責任を追及する︒しかしそ
れは戦争がすでに終り︑軍国主義が打倒されているからである︒そ
れは︿冬の花火Vのように︿ばからしく聞がぬけてVいはしないだ

ているだけで︿新しい現実をその一つ覚えの定義に押し込めようV
としてはならぬ︒それでこの︿容易ならぬ苦悩Vをすりぬけ︑ごま

人物である︒Vと﹁十五年間﹂露a・4 ﹁文化展望)に治は述べている︒
八もっと気弱くなれ!偉いのはお前ぢゃないんだ!学問なんて︑そ

八自分を駄目だと恩ひ得る人はそれだけでも既に尊敬するに足る

かして指導者ぶってはならない︒

ろうか︒しかし彼等は大真面目で八悲痛な決意Vを示したりなどし
ているのである︒太宰治は本当の自分自身というものを見つめるこ
となく︑いたずらに指導者ぶって︑八肩をそびやかして︑何やら演
説してことさらに気勢を示している人たちVの偽善に反援するとこ
ろから戦後の文学的出発を行っている︒八大戦中もへんな指導者ば
かり多くて関口だったけれど︑こんどはまた日本再建とやらの指導
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かなる議論も言葉だけで生命のない︿サロン思想 Vに終ってしま
う︒立派な言葉が横行すればするほど︑日本の文化は堕落するので

めたのは自己革命であった︒そこから出発するものでなければ︑い

んなものは拾でちまえ︒おのれを愛するが如く︑汝の隣人を愛せ
よ︒それからでなければどうにもこうにもなりゃしない︒V 治が求

が︑そのような人間のささやかな生活を愛し得るであろう︒そうし

自分自身の無力と無意味を知り︑虚無と暗黒を見つめるものだけ

々の命を愛するのである︒

︿命を羽のやうに軽いものだ﹀と思い︑そのようなものとして︑刻

を得たものの平安こそ︑その﹁かるみ﹂﹀なのだと治は書いている︒

された︒治のロマンチシズムは︑敗戦日本の悲劇を一身に担う不幸

を拒否するものなのであった︒崩壊そのもの︑破滅そのものが美化
され︑憧燥され︑そこにのみかすかにある生命のよみがえりが期待

から出発しようとした︒その絶望と暗黒は太宰文学の前提である︒
それは既成秩序や時の権力への反抗ではあるが︑新しい未来の展望

治は敗戦ののがれることのできない不幸や苦しみゃ悲しみゃ等々

るのを夢みたのである︒

モノであることをまぬがれない︒治は敗戦がそのような自覚の契機
となり︑その自覚の上に新しい人間的な愛と連帯の世界が形成され

るものにして︑はじめて他をゆるすことができる︒このような愛と
ゆるしの土台の上に立つのでなければ︑いかなる主義も思想もニセ

てはじめてその隣人を愛することができる︒また自分の罪を自覚す

それはすべての囚われからの解放である︒八すべてを失ひ︑すべて

ある︒このごろの所謂﹁文化人﹂の叫ぶ何々主義も八発明された当
初の真実を失ひ︑まるでこの世界の新現実と︑遊離して空転してゐ
るやうにしか思はれない Vと治はいう︒
治にとって八・一五はそのような自己革命の契機でなければなら
なかった︒それはたんに敗北ではなくて︑旧き日本と旧きおのれの
滅亡であり︑同時にその新生でなければならなかった︒﹁パンドラ
の匝﹂の主人公は世界が崩壊し︑すべてが失われ︑過去の一切がほ
ろびてしまうのを感じ︑そのことによって自分がすべてから解放さ
れ︑新しく生まれかわるのを感じるのである︒
﹁パンドラの匝﹂は昭和二十年十月から十二月にかけて﹁河北新
報﹂に連載された︒それは戦争直後︑多くの作家が未だ動揺と混乱
に自分自身を見失っていた時期に書き続けられたのである︒治はそ
の動揺と混乱そのものの中に新しい生のはじまりを見出そうとして

と悲しみの象徴として︑天皇を観念的に美化し︑絶対化している︒

なり長く引用している︒︿真の勇気ある自由思想家なら︑今こそ何

いる︒︿古い気取りはよさうぢゃないか︒それはもうたいてい︑ウ
ソなのだから︒ V敗戦の日本に生きる肺結核の青年を描きながら︑
この作品は不思議な明るさと希望をたたえている︒それは暗黒その
ものを生きる人間の明るさであり︑絶望の彼方に見出された希望で

を措いても叫ばなければならぬ事がある︒天皇陛下方歳/この叫

治はそこに十字架にかかったキリストを見たのである︒
﹁十五年間﹂の末尾には﹁パンドラの匝﹂の一節を若干訂正してか

ある︒治はこの作品において﹁かるみ﹂の世界を描き出している︒
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の不幸と悲しみにふれることなく︑敗戦によって復活し︑占領下の

日に於いては最も新しい自由思想だ︒十年前の自由と︑今日の自由

びだ︒昨日までは古かった︒古いどころか詐欺だった︒しかし︑今

だけの︿サロン思想Vの氾濫であった︒八私たちのいま最も気がか

の復活であり︑八この世界の新現実と遊離して空転してゐる V言葉

出された新しい思想は見出し得なかった︒それらは結局ふるい思想

ない不幸と悲しみ︑その八容易ならぬ苦悩Vにふれ︑そこから生み

りな事︑最もうしろめたいもの︑それをいまの日本の﹁新文化﹂は

とその内容が違ふとはこの事だ︒:・:Vそれは敗戦と被占領の日本

の思想をそのままくりかえしているいわゆる﹁文化人﹂なるものに

民主主義を讃美し︑何々主義だとか何々思想だとか︑十年以上も昔

治は﹁パン︑ドラの匝﹂において︑あらゆる不幸と苦難と災厄の彼

はせてくれ︒ Vと﹁十五年間﹂におのれの過去をかえりみていう治

いのだ︒︿私はサロンの偽善と戦って来たと︑せめてそれだけは言

は終つてはいない︒未だほんとうの新しい時代ははじまってはいな

素通りして走pさうな気がしてならない︒Vと治はいう︒古い時代

方︑暗黒と絶望の彼方に︑それらをくぐりぬけてはじめて得られる

は︑戦後の日本に八サロン思想Vの復活氾濫を見て八またもやヤケ

対する抗議であった︒

ほのかな希望を探り求めたのであるが︑戦後の日本の現実はそのよ

︿サロン思想Vでしかあり得なかった思想の頚廃は責任がある︒も

この十何年が八実に悪い時代だった Vとするならば︑そのことに

酒を飲みたくなって来﹀るのをおさえることができなかった︒

ちろんその責任を感じ得ぬところに︿サロン思想Vの八サロン思

のである︒自分の正しさを主張して︑他人を責め︑未来の光明を約

うな希望をうち砕く勢で進行した︒あまりにも正人君子が多すぎた

るところから出発しようとはしなかった︒もとよりそうした人々は

束する﹁文化人﹂が横行した︑誰ひとりとして自己の責任を追及す

もましていっそうひどい頚廃を日本にもたらすばかりであると恩わ

れた︒︿こんな具合ぢや仕様が無い︒また十何年か前のフネノフネ

想 Vたる所以があるわけだが︑そのような旧思想の復活は︑戦前に

軍閥の散なりき︒余は自由主義者なり﹂などと︑戦争がすんだら急

時代にかへったんでは意味が無い︒戦争時代がまだよかったなんて

治は﹁十五年間﹂に八﹁余はもともと戦争を欲せざりき︒余は日本
に︑東条の悪口を言ひ︑戦争責任云々と騒ぎまはるやうな新型便乗

どさくさまぎれに一まうけなんて事は︑もうこれからは︑ょすん

事になると︑みじめなものだ︒うっかりすると︑さうなりますよ︒

沈黙を守り︑自分の内部を見つめ続けるしかなかったのであろう︒

主義Vについて書き︑︿いまではもう︑社会主義思想さでサロン
ている︒

M
ふ

言は︑今日からかえりみて全く見当はずれだったといい得るだろう

だね︒なんにもならんぢゃないか︒ Vという﹁十五年間﹂のこの予

思想に直落してゐる︒私はこの時流にもついて行けない︒ Vと述べ
占領下の言論・思想・結社の自由を謡歌して︑はなばなしい言葉
が乱れとんだが︑そこにはついに日本の真の現実︑そのいいようも
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また戦後の被占領の日本において︑徹底して追及することが避けら

った︒人はおのれの自負や気どりゃ欲望や︑すべてを捨て去ること

時代がはじまったのである︒人聞は生まれ変らなければならなかっ

あった︒それは現代の十字架であり︑そこからまさに人類の新しい

に敗戦日本の象徴であるだけでなく︑現代そのものの矛盾の象徴で

れた主題なのであった︒とりわけ八広島の焼跡Vこそは︑ただたん

ぃ︑すべてを得たものの平安 Vこそ︑治の求めた新しい時代の新し

によって新しくよみがえらなければならなかった︒八すべてを失

しかしそのような生まれかわりは未だ実現せず︑むしろ人類はさま

そのような新しい人間の誕生として描かれたのである︒しかしそれ

つつ︑笑いつつ︑歩き続けているのではないか︒そうであるならば

ざまな主義や思想を唱えつつ︑その破滅への道をひたすらに︑踊り

の現実を力強く生きて行く逗しさと現実性をもたなかった︒作者は

り︑自己破壊を必至とするようなものであったとしても︑今日なお

戦争直後において治の提出した問題は︑たとえそれが観念的であ

ような生を具体的な内容と構造をもって示すことは出来なかった︒
する逆説的な問題提起ではあり得ても︑現代そのものを領略する構

を深刻に追及することのないところで展開された民主主義文化は︑

それを避けたところで︑またはそれを避けねばならぬことの問題性

れを避けなければならなかったことの意味を追及する必要がある︒

﹁播州平野﹂がまさに原爆をとりあげなければならぬところでそ

らである︒所詮治は反逆から反逆へと︑枕するところもなしに傍復

の問題を観念的にしか提出することができなかった︒しかし大田洋

やはりその土台の脆弱性のために崩壊せざるを得なかった︒治はそ

広島の焼跡であり︑または八東京の私たちの頭上に降って来たあの

は生き︑そこから出発することによって︑戦後の文学が追及しなけ

得ないのであった︒日本の敗戦のごまかしようのない現実を︑彼等

るのでなければ︑どのような生き方も︑作家としてのあり方もあり

っては︑そこから出発し︑それと現実的に対決し︑それをつきぬけ

子や原民喜など︑直接それを体験しなければならなかった作家にと

かえるよりほかに生きようのない敗戦日本の象徴であるが︑それは

美しい焔の雨Vであるという︒それらはすべてを失って新しく生き

とするならば︑描かれるべきものは︑上野駅の浮浪者の群であり︑

﹁冬の花火﹂の女主人公は新芸術が︿新現実を描かねばならぬ﹀

︒
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して︑現実を破嬢するかわりに︑自分自身を破滅させるしかなかっ

造的な認識と思想をおのれの内部に形成することができなかったか

それは治の思想的なたたかいが観念的な反逆にとどまり︑現代に対

いっそう切実な意味をもって追って来ないではいない︒

生きる姿勢のようなもの︑タッチのようなものは示しても︑その

らは結局作者のロマンチックな夢の投影であるにとどまって︑戦後

い生き方であった︒﹁グイヨンの妻﹂や﹁斜陽﹂の女人公たちは︑

た︒もしそうでなければ人類の破滅はまぬがれることができない︒

太宰治にとって︑敗戦は古きもの一切の敗滅でなければならなか
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大田洋子は昭和二十五年冬芽書一房一刊の﹁屍の街﹂の序文に書いてい

を生きて﹁屍の街﹂を書いた﹀のである︒寄寓先の家や村の知人

のあいだにおり︑いつ死の方に引き摺って行かれるかわからぬ瞬間

洋子は八一九四五年の八月から十一月にかけて︑生と死の紙一重

の日々を意味していた︒

の日本の被占領の現実と︑そこに実現された民主主義的解放の虚偽
性は︑まさに人間として死に︑作家として死ぬことを強要する業苦

に︑障子からはがした茶色にすすけた障子紙や︑ちり紙や︑三本の
鉛筆などをもらって︑八背後に死の影を負ったまま︑書いておくこ

ればならぬ避け得ぬ問題を︑くらべようもなくなまなましい具体性
と現実性をもって提起したのである︒これらの作家にとって︑戦後

﹁夏の花﹂の作者は︑原爆にあって死をくぐりぬけたときの感動
を︑八今︑ふと己が生きていることと︑その意味が︑はっと私を弾

との責任を果してから死にたい Vと思いつめて書きつづったものだ
という︒しかしこの﹁屍の街﹂は︿個人的でない不幸な事情に戦後

の謎をふくんだ物質によってなされた事実をも︑そのときはじめて
知った︒原子爆弾症の凄惨さも︑人間の肉体を︑生きたまま壊し崩

︿私は人口四十万の都市が︑戦火によって︑しかも一瞬に滅亡す
る様をはじめて見た︒その戦火が︑原子爆弾という︑驚くべき未知

︒
る

それがどのように残酷な︑作家としてだけでなく︑人間としても作
者を破滅させるようなものであったかは︑神経症で入院しなければ
ならなかったときのことを書いた﹁半人間﹂その他で追求されてい

らざるを得なかった︒︿発表できないことも︑敗戦国の作家の背負
わなくてはならない運命的なものであったVと作者はいう︒しかし

枚数が八自発的に V削除され︑八影のうすい聞のぬけたもの Vにな

も出版することができなかった Vと作者はその序文に記している︒
原子爆弾に関するものは科学的な記事以外発表できないというので
あった︒昭和二十三年十一月に発表されたときには︑かなり多くの

いた Vと書いている︒その時はまだこの空襲の真相を殆ど知ってい
なかったにもかかわらず︑八このことを書きのこさねばならない V
と心に咳いたのである︒その激烈で異様な体験は︑その意味もわか
らぬままに︑作家の作家としての魂をよびおこさずにはいなかっ
た︒﹁屍の街﹂の作者は八一授をふり落しながら︑その人々の形を心
に書きとめ Vょうと︑この理解することのできぬ悲惨な現実をじっ
えるのである︒

と見つめている︒それを書くのは八これを見た作家の責任だVと考
しかしそれは決して単に八責任Vなどというものではなかった︒
それを書くことなしにはもはや作家であることができなかった︒そ
こには文学上の困難があり︑人間としての困難があり︑被占領の現
実という困難があった︒それらはもはやその作品化を不可能とする
ばかりか︑生きてゆくこと自身を不可能にするような困難であっ
た︒しかしそこから逃げだすこともごまかすことも出来なかった︒
ほかの作品を書こうとすると︑︿私の中に熔印となっている郷里広
︑
島の幻が︑他の作品のイメージを払いのけてしまうのだった︒ Vと
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ったものであり︑それを見なくてはならなかったこと自体︑悲惨で

者は原爆の体験を︿何もかもが生れてはじめて見なくてはならなか

す強大で深いものとして︑始めて見るものであった︒ V 高点引用者 V作
た
︒V

から別に急ぎもしないで︑人々のうしろから近くの土手へあがっ

たりまえのことが起きたように︑びっくりもせず︑泣きもせず︑だ

それは戦争を体験して︑生と死の聞をくぐりぬけた人に共通する

るように恩われた Vと書き︑︿戦争の苦悩を通過した新しい﹁女ら

あった Vという︒未だかつて経験したこともなければ︑想像するこ

しさ﹂だ Vといっている︒︿すべてを失ぃ︑すべてを得たものの平

一種の虚脱状態の極限的なものであったというべきであろうか︒太

八気がついたとき︑私は微塵に砕けた壁土の煙の中にぼんやり件

安 Vこそ彼等のものであった︒ここではもう︿悲痛な決意Vなどな

とさえできなかった具様な事態に突如としてっきおとされた︒もは

んでいた︒ひどくぼんやりして︑ばかのように立っていた︒ V ︿な

んの役にもたたず︑ウソにきまっていた︒︿へんに大袈裟な身振の

宰治は﹁パンドラの匝﹂に八程度の差はあるが︑今の女のひとの顔

ぜ生きているのだろう︒ふしゃきであり︑どこかに死んだ私が倒れて

ものや︑深刻めかしたものは︑もう古くてわかりきって Vいて︑こ

やどんなことが起ろうとも不思議とは思われなかった︒それはすで

いないかと︑ぼんやりした気持であたりを見たりした︒ V ﹁屍の街﹂

には皆一様に︑マア坊みたいな無欲な透明の美しさがあらわれてい

はその瞬間をこのように書いている︒それはもう戦争ではなかっ

の未曾有の新現実に対してはナンセンスであった︒広島の現実を直

に人間の次元を超えた体験だったのである︒

た︒﹁私﹂はもしかしたらこれは世界の終るときに起る地球の崩壊

かそうたって︑駄目ですV等々という﹁パンドラの匝﹂の言葉がい

視するならば︿主義なんて問題ぢゃないんです︒そんなものでごま

︿あたりは静かにしんとしていた Vと作者は書いている︒新聞で

なのかも知れぬと︑ぼんやり思ったりしたのである︒

れたようなうつろさは︑その後もながく︑三十日も四十日も経って

しなっている V状態だったからだと作者は書いている︒︿このしび

深な人たちも︑持てるものも見捨てて出ていった︒それは︿心をう

思うほど︑気味悪い静寂さがおそったのだった Vという︒日頃は慾

成観念で書いたので︑︿じっさいは人も草木も一度に死んだのかと

る︒その異常なこの世のものとも思えぬ体験から︑しかし︿私は深

私は不思議とも思わんにVなどと︑まじめな顔をしていいあってい

ちは︑︿よく︑でもまあ︑生きていたわいのう︒死んでしもうても︑

や墓地に夜をすごしたあと︑やっと仮りの宿りにおちついた作者た

人間的よみがえりを追及している︒三日の問︑廃櫨を訪復し︑河原

﹁屍の街﹂もまた廃櫨からの出発︑虚無と自己喪失からの新しい

かに重大な問題を提起しているかは明かである︒

からも︑ほとんど変りなかった Vという︒八私どもは壊滅した町を

深とした人生の影を新しく汲みとった恩いである Vと作者は述べて

は八一瞬の聞に阿鼻叫喚の巷と化した Vなどと書いたが︑これは既

歩いても︑なんの感じもまだ起らなかった︒あたりまえのふ﹂き︑あ
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の体験をくぐりぬけてあらためて深く切実に思い︑︿日本の土と人

しいよみがえりを実現することを期待している︒八日本の土と人聞
は︑日本のものであって誰のものともなり得ない﹀ことをこの絶滅

験をくぐりぬけることによって︑自分自身だけでなく日本全体が新

のと恩われた︒この経験のあとでは家の中の人間の生活︑が拘束の多

間の復活︑というよりも旧い皮膚の剥奪によって新しい人間像を創

いる︒八河原で多くの死体と起き伏したその一つのことでさえも V
作者にとって何にくらべることもできぬ大きな教えを永久に残すも
い不自由なものと感じられるようになったのである︒今まで当り前

﹁屍の街﹂の作者は彼女が体験した現実が︑いかに作品化しがた

それを体験した︒それはすでに現代における人間の生存の条件とな

を見ないではいられない︒それはすでに爆発したのであり︑彼等は

りはなしては人間について︑生存について︑なにひとつ考えること
ができなかったからである︒あらゆる現実の向う側に︑彼等はそれ

出すことの苦痛に耐えて︑くりかえしくりかえし追求せずにはいら
れなかったのは︑それが彼等の生存と認識の原点となり︑それとき

焼はこの期待に結びついている︒
大田洋子にかぎらず︑原民喜にしても︑その原爆の体験を︑思い

り出す Vことを求めてやまないのである︒作者における作家魂の燃

と思っていたものが何ひとつ当り前ではないのであった︒︿どのよ
うにしてでも生きることは出来るという希望のような明るさが︑私
の胸を去来しはじめた Vというとき︑それは明かに決定的な人間革
命のはじまりを語っているのである︒それは生活についてのこれま
での固定的な観念を打ち破り︑これまでの生活は︑八持ちすぎてそ
の圧力に押しつけられて︑精神までも俗悪化されていたのだった V
と反省するにいたっている︒それはまさに新しい人間の誕生であっ

いものであるかを語っている︒それは彼女にはじめての体験である

っている︒彼等の体験は日本人全体の体験︑人類全体の体験なので
あった︒彼等は自身の体験を全人類の体験たらしめ︑そのことによ

︒
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だけでなく︑人類にはじめての体験であった︒それは八小説を書く

って人類のよみがえりを実現しようとした︒しかしその努力は空し

して︑一般の生活から疎外されるのを感じなければならなかった︒

かった︒彼等はその体験の故に︑かえって自分たちが異常な人間と

世界はあたかもその体験がなかったかのように︑類廃と殺裁と破滅
の道を歩いた︒朝鮮戦争が勃発したとき︑原民喜は自殺し︑大田洋

ものの文字の既成概念をもっては描くことの不可能なV体験であ
り︑八先ず描写の言葉を創らなくては︑到底真実は描き出せなかっ
た﹀のである︒しかし作者はそれ故に書かねばならなかった︒書か
ずにはいられなかった︒ここに新しい作家︑新しい文学の誕生があ

子は神経症が悪化して入院しなければならなかったのである︒

敗戦も原爆も遠くなった︒その記憶は日に日にうすれ︑太宰治が

る︒作者はこの決定的な潰滅の体験をただ呪ってばかりいるのでは
ない︒八私のうちに作家魂の焔が燃えて来るのを感じはじめて幸福
しい感動が私をゆり動かす︒Vと作者は書いている︒作者はこの体

である︒長い冬筒りに虐げられて来たもののみが感得する︑あの劇
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原爆の真実の姿にふれ︑そこに人間のよみがえりのモメントを求め

蓄積され︑しかもその蓄積は刻々と増大しつつある︒そして敗戦や

の名において展開され︑世界を何度も廃嘘と化し得るだけの水爆が

逆もどりしてしまった︒グェトナムでは空前の大殺設が正義と人道

危倶したように︑戦前のフネノフネ時代以上の空しい類廃の時代に

ているのである︒

しもふるくなることなく︑いっそう切実なひびきで人々によびかけ

の生命を賭けて書き綴った諸作品は生き残り︑今日においてもすこ

不信と自己不信にさいなまれつつ死んでしまった︒しかし彼等がそ

た作家たちは︑太宰治も原民喜も大田洋子も︑絶望のうちに︑人間
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戦後文学
出
発

藤

勝

を暗示している︒いまここで戦後文学の出発に関して一︑ニの考察

における知識人と大衆との相関もしくは矯離に関する視座の重要さ

敗戦直後の立場である︒:::ホl ハイたる革命的気分のみなぎ

何度もふり返られてよい︒ここではそのことを︑野間宏と太宰治と

を加えようとするとき︑この二つの文章の提示した意味の大きさは

相関に関する図式の必要を示唆しているし︑後者は︑戦後文学理解

る敗戦直後の立場から︑当時の回想が︑いわば肱立させられて

一致する地点に身を置いていたのである︒市高橋和巳﹁野閉山富鈴﹂・
﹃文学﹄昭ω・2)

く作家として出発したのであり︑大衆の悲惨と知識人の悲惨が

おいて大衆によって担われる︒:::野間宏は︑現代の地獄を描

さの度合いによっていない︒﹁顔の中の赤い月﹂にくらべて﹁暗い

けれども︑その対照的な差は︑必ずしもそのそれぞれの構成の緊密

である︒その難解さは︑発表当時から秀作の評判高い﹁顔の中の赤

み出した︒この小説は︑多くの評家の指摘するとおり︑かなり難解

46︑9﹀によって踏
野間宏は︑その戦後を﹁暗い絵﹂ Q黄掠﹄昭n・

は︑かなりの程度に野間宏に限定されるはずである︒

を対象とすることによって確認しようとする︒わけでも小論の視野

このニつの文章は︑戦後における野間宏の出発︑いや︑野聞を含

い月﹂(﹃綜合文化﹄昭n・8)の平明さと︑きわだった対照を示している︒

めて戦後文学の出発を考える場合に︑避けて通ることのできない必

自由は牢獄において知識人によって思弁され︑運命は戦場に

である︒ハ本多秋玉﹃物語戦後文学史﹄﹀

いることが︑この作品を魅力あり︑底力あるものとしているの

しかし︑その回想をめぐらす立場は︑あきらかに﹁現在﹂の︑

須の前提を示している︒前者は︑戦後文学における戦前と戦後との

佐
である︒なかんずく主人公深見進介の内的風景の回想である︒

﹃暗い絵﹄は︑暗い時代と︑その時代に生きた青年たちの回想

の
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﹁暗い絵﹂は︑平野謙氏の周到な実証のとおり薪潮文康版﹃暗い絵・

のご夜﹂だけを描いたのではない︒それは︑この小説のなかで絶

絵﹂を構成の弱い小説ということはできない︒これは︑ていねいに読

えず戦後︑つまり小説製作の時点から逆照射されている︒右に引い

一月三日以後のある晩秋の一夜﹂を描いた小説である︒しかし︑そ

り︑むしろそのそれぞれにおける作家の視野の及ぶ範囲にかかわっ

崩解感覚﹄解説)︑﹁一九三七年十一月中旬ころ﹂またはご九三八年十

ているというべきである︒すなわち︑﹁暗い絵﹂ではもっぱら戦前・

の所在するのを認めることができる︒﹁検挙され︑転向して出獄し︑

たのはそういう個所の一部分である︑が︑ここには一つの微妙な問題

である︒だから︑その差異は︑見かけの上での構成カの差というよ

戦中の時点が戦後の眼によって見据えられ︑そこに過去と現在の自

めば明らかなとおり︑かなり意識的に組み立てられた構築的な小説

らの位置がとらえられようとしているのに対し︑﹁顔の中の赤い月﹂

の問題を主題とかかわらせようとした小説はほとんどすべてここか

ここから書き始められた︒いや︑もっと広く︑何らかの形で知識人

ら書き始められたはずであり︑そこに昭和十年代文学の一つの明白

生活費を得るため軍需会社に務めた﹂￨￨在来の転向小説の多くは

その意味で︑後者は完結度が高いかわりに包括される問題の幅は狭

いうよりない存在の状況が鋭く照らし出されているように見える︒
い︒そしてそのことが︑後者をより平明にし︑逆に﹁暗い絵﹂を難

こに叙述の焦点はない︒﹁転向﹂という文字すらここ以外には全く

な徴滋を見出すことも可能である︒ところが︑﹁暗い絵﹂では︑そ

では戦争を経た戦後の人間に作家の股がそそがれ︑現代人の孤独と

た﹁顔の中の赤い月﹂によってでなく︑難解で混沌を内に秘めてい

戦後文学は︑わたし流のことば遣いで︑ひとくちにいってし

なものである︒

そのことに関するもっともできびしい説明のしかたは︑次のよう

用いられていないのである︒

解にしているとも見られる︒が︑それにしてもその平明な整理され

だけの﹁暗い絵﹂によってこの作家が戦後の第一歩を印したのはど

るかに思われる︑しかも戦前のある時点をいわば回想ふうに描いた
うしてか?ひとまず︑このあたりから検討を進めることにしたい︒

野間や椎名や埴谷らが︑戦後の急ごしらえの革命運動を︑やり

まえば︑転向者または戦争傍観者の文学である︒:::もしも︑

の自己の内部の風景をえぐり出すことから出発していたら︑い

すごしてもかまわずに︑あの動乱のなかで惰伏していた戦争期

や︑えぐり出すに価するような内面の世界を戦争に対置しえて
いたら︑戦後文学はまた別個の道をたどったであろうOi‑‑野

いてはずっと後になって知った︒それは彼が三年余りの兵隊生

めたのであるが︑:::円五﹀

く検︑挙され︑転向して出獄し︑生活費を得るため軍需会社に務

活を終えて内地に帰還してからのことである︒彼もまた間もな

:・・:深見進介は︑永杉英作︑羽山純て木山省吾の獄死につ

※
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聞は︑﹁暗い絵﹂のような戦後革命運動にたいして自己合理化
をくわだてたような作品などかかずに︑﹁真空地帯﹂の曾国一
等兵のように︑意識せずして軍隊機構をたくみに泳いだ自己の

ろだ︒まったく︑労働者階級を適応せしめ︑馴らし︑愚鈍にし︑

分裂せしめたものは奴等だ︒﹂(四)

という登場人物の一人羽山純一のことばは︑当時の﹁全評﹂や﹁総
同盟﹂の掲げた政策に対する理解があってはじめてとらえられる︒

そうでない場合には︑これはほとんど読者の側の理解を絶してい
る︒その意味で難解である︒が︑そういう事実そのものに関するこ

インテリ兵ぶりを︑﹁暗い絵﹂の手法で︑まずえぐり出して出
発すべきだったのである︒(時州市計一側峨縫⁝⁝叫町一蹴弘一引っ)
﹁転向﹂に一個所以外全く触れなかったこの小説には︑たしかに

とは︑前引平野氏の﹁解説﹂や野間自身の自解的・自伝的ないくつ
かの文章を通じて︑かなり理解の幅をふやすことが可能である︒ほ

いうことばははじめから比喰的に用いられたに過ぎず︑﹁現実主義﹂
すなわち政治的行動への出発だけが実質的な意味を持つことになっ

このさりげなく掃入された登場人物たちの会話のうち︑最後の木
山の一句︑が五章における彼の行動への論理につながることは明らか
であるが︑そのような理解に重点を置くならば︑﹁超現実主義﹂と

木山省吾が怒ったように云った︒そして皆がまた笑った︒(四)

﹁まあ︑見ておれよ︑俺が現実主義か︑それとも超現実主義か︒﹂

がパットに火をつけながら云った︒

﹁超現実主義か?それなら木山もそこにはいるな︒﹂羽山純一

永杉英作がにやにや笑いながら云った︒

か
︒
﹂

﹁ふんじゃあないよ︑超現実主義はまあ君の領分じゃあない

﹁ふん?﹂深見進介が云った︒

んとうの難解さは︑そのもう一つ奥にある︒

このような説明のしかたの成り立つ余地がある︒もっとも︑吉本氏
の論は巨視的にいえばその転向論の文脈の上に立つものであり︑論
それ自体の美しさはともかく︑﹁暗い絵﹂そのものの価値の認定に
関してはなお問題を残していよう︒が︑それはいずれにせよ︑この
ような論が逆に証明してくれるように︑この小説で作家の主たる関
心は転向問題にはなかった︒転向の状況と転向者たらざるをえなか
った人間の内面のえぐり出しを主題とするような構想は︑作家には
なかったのである︒このことをここでひとまず確認しよう︒それで
は︑作家はここでいったい何を書こうとじたのか?
﹁暗い絵﹂は難解である︒が︑考えてみれば︑その難解さにはこつ
の種類のものが同居している︒その一つは︑ここに描かれたご夜﹂
を包む当時の関西の政治状況︑更にそれを大きく規定する当時の日
本の革命運動のイデ!とプログラムおよびその現実での敗北の状況
が︑客観的な説明をほとんど抜きにしてちりばめられていることに
由来する︒
﹁全評の線は︑方向という点からいえば正しいんだな︑しか
し︑弱い︒総同盟あたりに至っちゃわけがわからんというとこ
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まうのである︒ところが︑ここで唐突に永杉によって邦検気味に提

見と木山とだけが分かち合うことのできる何ものかにかかわるもの

てしまう︒つまり︑深見と木山とを永杉・羽山からへだて︑更に深

く結びついた作家自身の心の重みであり︑それが深いところで表現

である︒そこに認められるのは深見の︑いやむしろ深見と分かち難

を理解する深見の心が︑読者には論理をこえて直接に響いてくるの

はその前の政治的行動に直接的に突き進もうとする木山の﹁正しさ﹂

﹁暗い絵﹂は︑極三一=一一目すればそのようなしくみによって生じた心情の

を支えているから︑そこからは濃密なリアリティが生ずる︒そして

としての﹁超現実主義﹂ということばの実質内容は空無と化してし

って読者は︑このことばの持つ表面的意味以上には小説の内側に入

示されるこのことばについては︑他の個所でも一切説明がない︒従

リアリティにほとんどくまなく塗りこめられた小説だといえる︒
そういう事情がもっとも端的に︑露骨に︑直接的に表現されてい

っていくことができない︒読者は小説そのものによって小説世界へ
の参入を拒否されている︒しかも︑野間自身の多くの文章やその他

るのは︑次のようなところである︒

ると︑この造型的な意図を持った小説のなかに︑いわば私小説的な

快楽に伴うごとき印象︑そしてまた︑そうした暗い快楽の深い
穴の中で無益にうめきもがいているとも云えるような印象の集

ら深見進介の得た印象￨￨奇妙な︑正当さを欠いた︑絶望的な

・:・これはブランドルの画家︑百姓ブリュ lゲルの絵画集か

のものによって︑﹁超現実主義﹂への関心が深見のでなく当時の作

部分︑作者個人に関する事実へのもたれかかりの露呈した部分が伏

家自身の所有であったことを︑今私たちは知っている︒そうだとす

在しているということになってこよう︒こういう小説が難解なのは

りである︒真自のフランス綴の部厚い菊判大の絵画集︒これを

深見進介に貸し与えた友︑また彼と共にこれを繰り返し眺めた

当然である︒
が︑そういう私小説的なものは︑必ずしもそれに固有な牢闘たる

生涯をたどったのである︒:::彼は始終この画集を手元に置い

てはいたが︑学校生活を了え社会に出るようになってからは︑

友は︑ほとんどすべて若くして獄死しなければならないという

かたくなに誰一人としてこの画集を見せようと思う人聞には出

文学観によってだけ生ずるのではない︒語るべきものを多く持ち︑
合がある︒そういう場合には︑しばしばその私小説的な部分が逆に

会わなかったのであった︒(一)

それをあまさず語ろうとするときにも︑それと同じことの生ずる場
語り手である作家内部の衝動を照らし︑それにもとづく心情のリア

かで脈打っていることの確認は︑あのご夜﹂の物語をはさみこむ

とおしてする亡き友への心からの追悼︑友の心と同じ心が自らのな

小説のほとんど冒頭に位置するブリュiゲルの画集︑いやそれを

リティともいうべきものを支える︒そのことを前引の部分に代入す
れば︑その不分明な﹁超現実主義﹂論がそこに置かれているゆえに︑
の深見の﹁すべてを失ったように働突﹂(喜する心︑更に時間的に

後続個所の深見と木山との深く共感し合う心︑木山の死を知った時
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ようにして︑末尾近くにもう一度あらわれる︒
:::彼には彼等の行動が間違いであるとは考えら九なかっ

絵﹂は︑今見たように一個の挽歌としての側面を明らかに所有して

いる︒けれども︑それが戦後文学にとって外的な条件ないしそれに
もとづくものにとどまることもまた真実なのである︒文学における

戦後は︑だからそういう外的な理由にもとづく回想と追憶︑それに
よる挽歌という彩りにくまどられはしたにせよ︑それだけではない

た︒しかしまた彼は︑彼等の行動に深い底から︑心と体をゆす

はずであった︒﹁暗い絵﹂をくまどる﹁うた﹂は︑あくまでもその小

られるように感じながら彼自身︑が間違っていたとも考えなかっ
た︒そして︑彼は永杉英作︑羽山純一の死を知った時泣いた︒

説の一つの側面に過ぎない︒挽歌をうたうことだけが作家の意図し

たものではなかった︒それでは︑挽歌をこえるものは何か?作家
は真実何を書こうとしたのか?それをとらえなければ︑当初に提

そして︑木山省吾の死を知ったときには︑すべてを失ったよう

感傷の型はない︒が︑これがやはり一個の詠嘆であり︑またわが心

発に測深鍾をおろすことは不可能になる︒

示した野聞の﹁暗い絵﹂による出発の意味を測定し︑戦後文学の出

に働突したのである︒(さ

を分かち合った亡き友への挽歌であることは︑否定しえぬであろ

こういうところには︑在来の小説にしばしば見受けられるような

う︒それは一つの﹁うた﹂である︒みんないい人たちだった︑わけ

ける叙述の展開のしかたのなかに見出せるはずである︒

かな小説だったということができる︒そのことは︑まず第一章にお

﹁暗い絵﹂は︑見かけの晦渋と混沌とはうらはらに︑計量性の豊

へ運び去ってしまった︑ああ︑という思いが︑これらの叙述の根底
に存在している︒その﹁うた﹂が前と後から小説を支え︑くまどっ

なのではない︒敗戦とそれによるひといきな解放︑それが挽歌をう

さ︑それへの追憶が︑当時の人々の心を占めることもあった︒文学
の領域でも例外ではなかった︒が︑それが日本文学の獲得した戦後

は﹁時代というもの﹂によって奪い去られたもののかけがえのな

たしかに戦争直後は挽歌の季節であった︒戦争によって︑あるい

て作家は続けてこう書く︒

に焼け死んでいった人間たちに関する叙述にまで遼している︒そし

及ぶ︒更にそれは絵そのものの︑空襲による焼失と︑その絵ととも

写に続いて︑作家の筆はその絵をともにながめた深見の友の獄死に

が﹁暗い﹂のは︑絵そのものの属性としてではない︒絵に関する描

写をもってはじまる︒それは一枚の﹁暗い絵﹂である︒しかし︑絵

周知のとおり︑この小説はブリュ lグルの絵についての濃密な描

たうことを可能にした条件であることにちがいはない︒事実﹁暗い

︒
る

ているが︑それこそはまた前に述べた心情のリアリティの根拠であ

でも自分の心と深いところで響き合うことのできた少数の友︑彼ら
はみな死んでしまった︑﹁時代というもの﹂︿三﹀のカが彼らをどこか

※
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の顔は︑大きな戦争が彼の生命から呼び出した生き生きとした

がら︑ー深見進介の心はいよいよ暗く︑防空頭巾と鉄帽の下の彼

画集の置かれていた工場の寄宿舎の居室が焼けてゆくのを見な

その炎の中から聞えたかも知れないのである︒このとき︑この

がら消えてゆく︑奇怪な穴をもった人間共のうめきが︑何処か

:・限りないモートルと大きな機械の重みに圧しひしがれな

識人である︒そして比喰的にいえば︑前者は絵につながり︑後者は

れた座標軸を民衆とすれば︑ここに示されるもう一つの座標軸は知

在のしかたにおいてとらえられた青春であったといえる︒先に示さ

春であるが︑それはまた視点をかえていえば知識人・学生という存

春と革命︑あるいは革命と不可避的に結び合わざるをえなかった青

見らは学生として過ごした︒ここに提示されているのは︑だから青

こつの座標軸を設定してから︑作家の筆はようやく戦前に叙述の中

にかかわり︑後者は青春そのものにかかわるともいえる︒こういう

心を限っていくのである︒

革命に結びつく︒また前者は青春の後におとずれるそれな玖の成熟

の顔は鉄帽の下で︑ちょうどその絵の中の人間の焼け棚刷れてゆ

:::このプリュ lゲルの絵が特に彼に強くせまり︑彼の心に

生命の緊張のために輝いてはいたが︑さらにいっそう暗かっ

くときの苦しげな表情を︑赤々と燃える火に映えて示したので
ある︒

強いカの反射のように照りつけて来たのは或る夜のことであ

た︒:::彼の心の中を何か震えおののくような感情が走p︑彼

いうまでもなく︑﹁暗い﹂のは深見進介の心である︒しがもその

物語は︑第一章においてあらかじめ用意された図式からいえば︑す

従って︑第二章以下の﹁支那事変の勃発の前後﹂の﹁或る夜﹂の

る
︒

衆︑絵とともに炎に焼かれていった日本の民衆の像が作家の内で見

暗さは︑プリュ lグルの絵と重なるものとして把握される日本の民
出された時に︑彼の顔にプリュ lグルの絵の登場人物と同じような

のことを象徴するように︑第一章は学生運動家たち︑﹁その当時の

思想運動と呼ばれる小さな哀れな動き﹂のなかにいる学生たちと︑

べてこの二つの座標軸による規定を受けるはずである︒そして︑そ

彼らに小金を貸している金貸しとを︑いわば等価のものと見なすこ

ものとしてあらわれた︒すなわち︑日本の民衆が視野に入り︑それ
の﹁暗い絵﹂となったのである︒こうして︑小説﹁暗い絵﹂の視界

が絵のなかの民衆と重なり合ったときに︑それは深見にとって真実
の一角に︑民衆が立ちあらわれる︒このことは重要である︒
括的な叙述にうつっていく︒それは﹁支那事変の勃発の前後にわた

ても少しも不思議ではない程どちらも哀れな汚れた存在であっ

:::金貸しと思想運動家と︑こういう風に二つを並べて書い

とばによって終わっている︒

る彼等の青年の時代﹂であるとともに︑知識人としての立場から革

た
︒

続いて小説は︑この絵とともにあった深見の青春時代に関する概

命運動に触れることを不可避とした日々であった︒その時期を︑深
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じっさい︑第二章以下は︑見事なまでにこの二つの座標軸の指示

が増えてゆく感じ﹂を与えている︒

ではこの頃次第にきつくなっていたが︑その学生逮に依存して

::世に云われる学生達に吹きつける社会の風も︑或る意味

第一の座標軸によって照らし出されるもの︑それはまず﹁金に圧

生計を立てて行こうとする女主人の心の中は︑単純な経済生活

する方向に展開していく︒
し潰された種族の顔﹂︑﹁優しい心の働きを金に奪い取られたものの

しか持たぬ学生達には理解出来難いものであった︒(三﹀

登場する学生たちのほとんど全部である︒それは︑﹁合法主義者﹂

それに対して︑第二の座標軸によって照射されるものは︑ここに

持つ顔﹂をした父親の像である︒深見はその父親から﹁金銭の圧力﹂
を受けている︒
:・それは或る意味で哀れな醜い自由を失った感情であり︑

いるが︑しかし小泉の﹁身体の持つ抵抗性﹂︑その奥にある﹁自我﹂

別される︒前者について︑深見は彼らの方が自分よりも﹁大衆的﹂
で﹁レ l ニンならばむしろ俺より彼等の方を選ぶだろう﹂と思って

小泉清の一派と︑非合法の革命路線を奉ずる永杉英作の一派とに大

次は︑深見の食事に立ち寄る食堂の親父の像である︒彼は﹁身体

に抵抗を感じている︒そして作家は︑小泉らに対しては﹁哀れな﹂

彼は自分のその感情の後に︑汚れた光を放っているような父の
姿を見出し︑それをじっと見つめるようにした︒(一)
に比して極めて小さい魂を金銭に摺まれた﹂心を持っており︑それ

という形容語を冠することを怠っていない︒

一方︑永杉らは小泉によって﹁俺は︑この日支の衝突が︑永杉の

がかえって﹁いっそう彼を駆り立てて彼の内の残り少ない﹃人間﹄
人間﹂であり︑﹁彼等の顔には同じ銅貨の模様が打ち出されている﹂

を奪い去ってゆく﹂︒彼と父親とは﹁社会の同じ場所で製造された
と深見は感じている︒彼の映像は︑﹁鼻﹂としてくり返し作中にあ
らわれる︒彼に接したとき︑深見は身ぶるいを感じ︑心が﹁後しざ

っともっと先だと思うね︒﹂ということばで批判されるようなとこ

い﹁軽い安堵の気持﹂を永杉らに感じている︒永杉は﹁行動的とい

ろに位置している︒しかし深見は小泉たちに対してはかつて感じな

いうように︑日本の支配階級の危機だとは未だ考えられんね︒日本
のブルジョアジーは︑未だ未だ輩固だよ︒我々が立つべき時機はも

であると論じながら金になった心の存在を知りえない学生遼の心を

りする﹂のを感じざるをえない︒それは︑深見が﹁金は社会の骨格
持つ﹂ているからである︒

タリア革命への転化の傾向を持つブルジョア民主主義革命﹄の到来

うよりもむしろ頭脳的存在﹂であり︑その理論に従えば︑﹁﹃プロレ

ればならない﹂ことになる︒そして永杉らは︑そういう方針に従つ

が二年以内に来る﹂はずで︑﹁すべてのカはその準備に充てられなけ

次は︑同じ食堂の女主人の像である︒未亡人である彼女は清楚で
体にはどこか性の牽引力がひそんでいるようである︒彼女の顔は

潔癖で﹁精神と心に柔かい上品さ﹂を持っているが︑肉づきのいい
﹁時に生活の不安で沈痛な焦燥の色を帯び︑柔和を欠き次第に固さ
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て﹁合法主義者﹂と扶をわかち︑もっぱら非合法の場での政治活動

木山とは︑たとえば﹁俺達の顔もどこかにあるかも知れんよ︑こい

ばに︑その姿勢は象徴的に表現されている︒それに対して︑深見と

ど俺逮と同じさ︒﹂という﹁噸りを含んだ調子﹂でいう永杉のこと

つの絵の中に︒﹂という姿勢で絵に向かっている︒それはまた︑﹁俺

り︑その意味で戦前の革命運動の組織的な意味での正統に位置して

はむしろ︑それ(画面に描かれている穴﹀はその当時の人間の自覚

に従事している︒要するに彼らはコ二一年テーゼの忠実な信奉者であ
いる︒その政治的な位置づけに関しては︑前出平野氏の文章があざ

うか︑どういったらいいかなあ︑魂だというか︑そういうものの形

やかに解明している︒そういう永杉に対して︑深見は﹁これじゃあ

だと思うんだがね︒﹂という深見のことばのなかにも端的に表現さ

の形じゃないかとこの間から考えているんだがね︒奴らの意識とい

:・彼は︑彼のいるべき場所︑彼の来るべき場所は︑ここよ

れている︒彼らは絵のなかに描かれた当時の民衆を否定的にばかり

ない﹂と思う︒
り他にはないと考えながらも︑そして︑その考えはたしかに間

るいとぐちは︑おそらく深見を含めた彼らのブリュ lグルの絵の受

それでは︑何が︑あるいはどう﹁ちがう﹂のか?それをとらえ

彼の全身︑が彼に叫んでいるのを聞くように思うのである︒(四)

しのようなものを施された彼の心が心の暗閣の中で悶える悶え

であり︑彼が政治的に解決点を導き出し得ない放に暗い眼かく

俺の道はここから離れていると考えるのである︒:・:そして彼
はむしろ︑それは彼自身の政治認識の能力の不足から来るもの

発見によっている︒それは︑従来多くの評家によって指摘されたよ

る︒その独自性は︑だから自らとかかわり合ったところでの民衆の

者の差異があり︑永杉・羽山に対する深見・木山の独自な立場があ

囲はインテリゲンチャであり︑その外に出ることがない︒ここに両

この場合︑﹁ブル・デモ﹂とは︑民衆不在の論理をさしているはず
である︒こういうふうに彼らの視野のなかには民衆があり︑それと
かかわり合う形で自分がある︒それに対して︑永杉の視力の及ぶ範

デモクラシー)だと思うんだ︒﹂ということばにもあらわれている︒

のことは︑木山の永杉批判︑﹁奴は結局︑ブル・デモ︿ブルジョア・

自分を重ね合わせるというしかたで絵に向かっているのである︒そ

とらえるのでなく︑そこに﹁人間の自覚の形﹂︑﹁魂﹂を見︑それに

違いのない︑彼の全身︑が全機関を以て彼に要求しているもので
あり︑彼は心の深い場所でその考えを承認しながらも︑やはり

け取り方に関する微妙な差にある︒永杉と羽山とは︑この絵を︑﹁今

うな︑深見の﹁自己完成の追究の跡とその不断の努力の堆積を自分

であると考えながら︑しかもなお︑ちがうのだ︑ちがうのだと

の政府の奴等に鏡を見せてやれよ︑そしたら︑この顔がうつらあ

我の追究の努力の堆積﹂という念願を述べたことばの美しい響きに

の肉体に刻みつけ﹂ょうという念願︑﹁科学的な操作による自己完

してであり︑盲人が盲人の道案内をしている構図に対して﹁ちょう

ね︒﹂といった角度で見ている︒画面のなかに自分を見出さないわ
けではないが︑しかしそれは絵にあらわれているものの否定をとお
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分に観念的である︒だいいち︑﹁科学的な操作による﹂というが︑

よるのではない︒このことばはたしかに美しいが︑それと同時に多

びようとする心の動きが︑心の内の深い部分で明らかに封鎖さ

感じた︒しかしそれにもかかわらずその次第に激越な調子を帯

ここに二つの座標軸の交叉する場所を見出すことができる︒食堂

れているのを感じた︒会一﹀

いないではないか︒だから︑このことばの美しさ︑﹁科学的﹂と﹁自

の親父︑父親は﹁哀れな人々﹂である︒が︑反面︑小泉らも永杉ら

﹁科学的﹂の内容はこの小説のなかではそれとさだかに説明されて

も﹁哀れ﹂でなくはない︒彼らもまた︑食堂の親父や父親が﹁金﹂

の両様の﹁封鎖﹂を一つにして深見の心が受けとめる︒その深見の

によってねじれているようにねじれている︒﹁封鎖されている﹂︒そ

種の残響現象以上の実質をもたらしはしないのである︒﹁科学的﹂
﹁自己完成﹂などのことばが︑ことばの背後にある実質に迫りうる

己完成﹂ということばが戦後の人々に喚起した響きの美しさは︑一

ためには︑これまで述べたような民衆の像︑それと自分とのかかわ

は︑小説の末尾近くにあらわれてくる︒木山に向かって︑深見は︑

心もまた﹁封鎖されている﹂︒このように﹁封鎖﹂された状況を統括

永杉・羽山のことを﹁俺は正しいと恩うよ︒あれ以上仕方がないじ

する論理︑それは﹁仕方がない﹂ということばである︒このことば

ところで︑ニつのそれぞれの座標軸が照らし出したものの意味は

りの発見というすじみちを通ることを要する︒そのことを︑この小

おおむね以上のごとくであるが︑それではその両者の交叉するのは

はこうである︒

ゃないか︒﹂というふうにいう︒それに対して木山のいったことば

説自身が読者に教えている︒

のか?そうではない︒その間の事情を解き明かすためには︑まず

どういうところか?それは結局この小説では交錯することがない

いま君︑がちょうどうまい具合にいったように︑君の言葉を使っ

﹁そうだよ︑僕も正しいと思うんだよ︒・::しかし︑それは

・:厭な奴︑厭な奴と彼は自分自身と小泉を同時に噺り始め

次の一節を引用することが必要である︒

ていえば仕方のない正しさなんだよ︒:::この仕方のないとい

この木山のことばのなかにある﹁我々﹂には︑深見・木山のほか︑

た︒厭な奴︑厭な奴と云った︒するとその胸の中に食堂の鼻親

食堂の親父・深見の父親も︑また永杉・羽山も含まれているはずで

思うね︒﹂宝)

の顔に徐々に変って行った︒﹁徒らに徒党に与せざる方針を堅

うのが日本の現在を一番よく︑我々の側からとらえる言葉だと

持されたし︒﹂金と彼は思った︒金︑金と思った︒哀れな人々

は︑﹁仕方がない﹂ということであり︑そこにこの物語の大半を占

ある︒こうして︑二つの座標軸の交叉したところにあらわれたもの

父の大きな鼻の形が現われて来た︒彼はそれをじっと見てい

と思った︒彼は再び自分の胸に満ちふくれて来るものを感じ

た︒すると︑それが静かに後退した︒そして︑それが︑彼の父

た︒満ちふくれ︑さらに渦巻いて来るような烈しい心の動きを
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側からとらえる言葉だと思うね︒でその仕方のないところで︑
しかもやって行かなければならルというのが︑この僕等さ︒僕

﹁この仕方のないというのが日本の現在を一番よく︑我々の

けれども︑その﹁仕方がない﹂という一点に対する対処のしかた
において︑深見は更に木山とも別れる︒木山はこういう︒

める 7一夜﹂の状況認識のすべてがある︒

この小説のほとんど末尾ではじめて書きつけられたものである︒
﹁仕方がない﹂という論理を実践しようと決意する木山のありかた

が︑今引いた深見のことばは︑そういう戦後の意識による叙述の後︑

れがこの小説の外枠をなしていることは前に説明したとおりである

いた例の挽歌の部分に突き当たる︒わが心を分かち合った友のすべ

ひとまず要約しよう︒この小説は実は二つの座標軸を設置するこ

をえていない︒

て︑この小説でそれを戦前の段階に属するものとして読むことは当

できる︒ことばをかえていえば︑ほんとうの﹁正しさ﹂に就こうと
する論理は︑戦後にあることによってはじめて成立したのであっ

さんで戦後にいたる深見の︑そして作家自身の歴史を見出すことが

情をおのずと露呈しているはずである︒﹁仕方のない正しさ﹂から
ほんとうの﹁正しさ﹂の発見に至る道程︑そこに戦前から敗戦をは

夜﹂という時間のなかに置かれているにせよ︑作家の内部において
は戦後の時間のなかではじめて発せられることをえたのだという事

る深見のありかた︑その独自の論理が︑小説的には戦前のあるご

聞にその現時点すなわち戦後から発せられた﹁うた﹂が位置してい
るのはどういうことか P 明らかにそれは︑この小説末尾に示され

て死んでしまった戦後の意識によって叙述された挽歌的な部分︑そ

等がやはりやらねばならんということだけが事実だ︒もう︑今

と︑それに対して﹁仕方のない正しさ﹂をもう一度ほんとうの﹁正
しさ﹂に置き直そうとする深見のありかたと︑このこつの叙述の中

後この事実の外見んよ︑僕は︒:::それでね︑君とも︑近い中
にお別れかも知れんよ︒﹂宝﹀
木山が深見から別れて赴くところ︑それは当然のことながら永
杉・羽山の歩いた道であるほかない︒木山は事実永杉らの跡を継い
で太平洋戦争勃発直後にどラ撒きという役割を引き受け︑実行し︑
検挙されて獄死する︒そこには︑﹁仕方がない﹂という認識にもと
づくもっとも率直な人間行動があるといえる︒が︑それに対してさ
え︑深見は自らの独自の立場を対置するのを忘れない︒
﹁やはり︑仕方のない正しさではない︒仕方のない正しさをも
う一度真直ぐに︑しゃんと直さなければならない︒それが俺の
役割だ︒そしてこれは誰かがやらなければならないのだ︒﹂(五)
この︑﹁仕方のない正しさをもう一度真直ぐに︑しゃんと直さな
念的な﹁自己完成﹂に一足飛びに求めることはできない︒そういう

とによって書き始められた︒それは民衆と知識人とも︑絵と革命と
も︑成熟と青春ともいうことができるものである︒次にその座標の

ければならない︒﹂とする論理の生ずる根拠を︑あのそれ自体は観
ふうに観念の上での整合をはかる前に︑小説の実体に沿って見つめ
直すことが必要である︒そうすると︑この小説を読む者は︑前に引
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更に独自な位置は︑当時の︑つまり戦前のでなく戦後の意識によっ

見であった︒しかもそういう事情を照らす深見の木山に対して喜え

り︑それは自己とかかわり合うしかたでの知識人における民衆の発

とりかたによって浮かびあがったものは︑深見・木山の独自性であ

一方的な関係のとりかたが︑はじめに述べたように︑この﹁顔の中

からの戦前・戦中への逆照射のしかたは︑そこにはない︒そういう

の決定論である︒つまり︑戦前・戦中から戦後へ︑であって︑戦後

い︒そこにあるのは︑すべてが戦争によって決定されるという一個

を照射し︑そこでの体験の意味を反錦しとらえ直すという構造はな

れるが︑しかし︑﹁暗い絵﹂に見られたような︑戦後によって戦前

の赤い月﹂の平明さを招来した︒それと同時に︑﹁暗い絵﹂におけ

て決定されていた︒そうだとすれば︑この﹁暗い絵﹂で作家の書こ

る逆照射の方法がそれによってはじめてとらえることのできたいわ

うとしたものはほとんど明らかではないか︒それは︑一つは知識人
とのできる知識人の位置のとりかたであり︑もう一つは︑そこにま

とかかわり合うことのできる民衆の像︑あるいは民衆と結び合うこ

の独自性ということもまた︑この小説では失われたというほかはな

い︒ということは︑これが民衆とかかわらぬ知識人固有の問題だけ

ゆる民衆の発見あるいはそれを可能にする知識人の位置のとりかた

をめぐって展開したという意味ではないのである︒当時のこの小説

ぎれもない戦後を見ょうとする作家自身の姿勢のありかたである︒
この作家の戦後があったのだということができよう︒野間宏が︑ほ

に対する批評のなかに︑私流に翻訳すれば︑このような現代人の孤独

比喰的にいえば︑民衆と戦後ということであり︑そういうところに

ここにあったのである︒

かでもなく﹁暗い絵﹂において戦後を出発したことの意味は︑実に

評だったといえる︒なぜなら︑﹁顔の中の赤い月﹂で民衆をとらえる

像﹄創作合評における中島健蔵氏の発言・昭n・口︑それはきわめて的確な批

える論理を見出した強い人なのだというのがあったが︿たとえば﹃群

を結晶度の高い小説に描いてみせる作家は︑既にその孤独をのりこ
それでは︑﹁顔の中の赤い月﹂はどうか?これは明らかに戦後

のなかで処理されようとしていたはずだからである︒別の系列とい

の小説である︒これは︑主人公の戦争体験︑自己保存の本能によっ

うのは︑いくつかの習作的な短篇や未完の小説などを通って︑やが

眼が表現されていないということは︑必ずしも作家におけるそれの

の愛による連帯の可能性を奪い去ってしまうという小説の構図のと

て﹃真空地帯﹄以後の平易な文体で書かれたいわば左翼的・当時の

喪失を意味するのでなく︑むしろそれはそれとして別の系列の作品

りかたにおいて︑きわだって戦後的である︒そこには︑戦争を経過

共産党的な立場に立つ小説になっていく系列のことであるが︑作家

ム︑それが戦後における主人公の人間回復︑苦しみを抱いた者同士

て︑戦前または戦中と戦後とがつながり合う関係は明らかに認めら

することによってはじめて戦後が決定されるというしかたにおい

て戦友を見殺しにした体験︑そこにあるどうしょうもないエゴイズ

※
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った︑その意味で野間とは対腺的な立場に位置を占める作家たちに

で︑そしてまた実生活の上で政治的・組織的なものとかかわらなか

以前の形で存在していたのである︒そしてそのことは︑意識の上

離したところにあったのではなく︑当初においてはあくまでも分離

い︒くり返していえば︑野聞において戦後は︑あの民衆と分岐し分

によって戦後を出発したことは︑まことに象徴的でなければならな

その意味で︑野間宏が﹁顔の中の赤い月﹂によってでなく﹁暗い絵﹂

と民衆との分岐していく経路を既に明確に示していたのであった︒

く︑﹁顔の中の赤い月﹂は︑比喰的な例のいいかたをするなら戦後

が昭和二十二年の時点でそれを意識していたかどうかにかかわりな

る︒インテリゲンチャにおける民衆ないし土着的なものの無視また

件としての民衆から飛離したインテリゲンチャに対する批判があ

ここには︑﹁津軽の百姓﹂の立場に自分を置こうとする決意を条

するだけだし︑芸術の事だってろくろく分りゃしないんです︒
(﹁棒軽地方とチエホフ﹂・﹃アサヒグラフ﹄昭n・6・
下
旬
号
﹀

いふ事もしない︒全く何一つしないで︑科学もただ口先で云々

ら︑召使に向つては﹁お前﹂と呼び捨てにするし︑百姓などは
まるで動物扱いにして︑ろくすっぽ勉強はせず︑本気に読書と

今のところ無能です︒彼らは自らインテリゲンチャと称しなが

求めてゐないし︑さうして何一つ仕事もせず︑労働に対しては

:::僕の知ってゐるインテリゲンチャの大部分は︑何物も︑

は軽視︑そういうものをほとんど直感的にとらえてそれを嫌悪する

おいてさえ︑根底のところではほとんど共通するものであった︒
たとえば太宰治の場合︒彼が戦後はじめて書いた小説は﹁パンド

が﹁天皇陛下万歳﹂である︒だから︑自ら保守派と称した当時の彼

極で太宰によって発せられる﹁最も新しい自由思想﹂を表現する声

太宰治の姿勢は︑この引用だけでもかなり明らかであろう︒そうい

﹁日本に於いて今さら昨日の軍閥官僚を攻撃したって︑それ

があえて﹁天皇陛下方歳﹂をいったとき︑その視界の一隅にまちが

‑m‑mtu‑m) である︒そこには︑次のよう
ラの匝﹂(﹃河北新報﹄昭m

はもう自由思想ではない︒便乗思想である︒真の自由思想家な

いなく位置していたのは︑実は彼が津軽においてつかんだ﹁たけ﹂

う批判の対象であるインテリの像を一方の極に置いた場合︑他方の

ら︑いまこそ何を措いても叫ばなければならぬ事がある︒:::

らの顔つきをした民衆だったといえる︒このように見てくれば︑そ

な印象的な一節が含まれている︒

天皇陛下万歳!この叫びだ︒昨日までは古かった︒しかし︑

絵﹂で野聞があまり明確にいいあらわさなかったことまでも書いて
いる︒

置していたことは︑ほとんど疑う余地がない︒しかも彼は︑﹁暗い

の一点において太宰が同じ時期﹁暗い絵﹂とかなり近いところに位

今日に於いては最も新しい自由思想だ︒﹂(困パン﹀
その部分の意味を正確にとらえるためには︑次のニつの文掌を参
看することがどうしても必要になる︒

E
a
‑
‑

・:いまの私︑が︑自身にたよるところがありとすれば︑ただ
その﹁津軽の百姓﹂の一点である︒(﹁十五年間﹂・﹃文化展望
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‑・その日に︑二・二六事件というものが起った︒私は︑
ッとした︒

ム

このように︑知識人と民衆との相関の可能性について︑まず必要
なのは組織論だということを︑太宰ははっきり知っていた︒そのこ
とをこのように書いたところに︑彼の真骨頂があるといってもよい

このいい気な愚行のにほひが︑所謂大東亜戦争の終りまでた
だよってゐた︒(﹁苦悩の年鑑﹂・﹃新文芸﹄昭幻・ 3v

何とも言いやうがない︒

であった︒
0
プランがあるのか︒組織があるのか︒何も無かった ・
組織の無いテロリズムは︑最も悪質の犯罪である︒馬鹿とも

実に不愉快であった︒馬鹿野郎だと思った︒激怒に似た気持

••

であろう︒それからまた︑﹁暗い絵﹂の場合と同じように︑そこに

こそ彼の戦後における出発の位相があったということもできる︒
その際︑﹁落ちるところまで︑落ちて行くんだ︒﹂(﹁冬の花火﹂・﹃展望﹄昭

・ 6)という没落の意志の形で示される戦後の太宰とその文学の巷
幻

聞にもっとも流布している形態は︑それとはおのずから別の次元の
問題になる︒というより︑﹁パンドラの匝﹂による戦後の出発の時

点からその後の﹁斜陽﹂﹁人間失格﹂などへのまたぎのしかたが︑
そこで改めて問題とされるべきであることを︑それは意味している︒

そのことは︑﹁暗い絵﹂から﹁顔の月の赤い月﹂以下の詩作へのまた
ぎの問題でもある︒このように︑戦後文学の出発とそのいち早い展
開もしくは変貌の軌跡を改めて追求することが︑今必要である︒

2
8

戦後文学
様
相

ざまれていない︒外在的な写実を武器とするリアリズムに対置され
る文学的芸術的方法もまたリアリズム以外のものではないというの

同体としての﹁場﹂が︑支持し鼓舞するものとしての意味をもって
くる︒戦後文学は華々しく時代の脚光をあびたが︑その運動が緒に

文学や芸術の創造は︑それを支えている﹁場﹂の存在をぬきにし
ては考えられない︒新しい実験的試みであればあるほど︑いわば共

﹁
場
﹂

が︑わたくしの理解にほかならない︒したがって︑編集委員会の企
図に若干そむくことになるかも知れないが︑﹁戦後文学の様相﹂とい

ついたのも︑そこに﹁場﹂があったからである︒平田次三郎が﹁﹃戦
4 で規定した︑﹁二つの世代﹂￨￨￨﹁精神
後文学﹄宣言﹂(﹁文芸﹂昭 M・

雄

う仮題のもとに︑自然主義的私小説的伝統に反逆しつつ︑新しい文
学的実験をこころみた戦後の文学状況を整理して行きたい︒しかも

天

的形成︑人間的形成﹂の時期を︑革命運動の挫折以後におくり︑﹁暗
い谷間﹂を体験した﹁三十代のインテリゲンチャ﹂︑戦争下にのみ

盛

戦後文学とはいいながら︑いわゆる戦後派文学と呼ばれた一群の作
家たちの小説部門の仕事に限りたい︒しかも埴谷雄高︑椎名麟三︑

竹

﹁人間的形成﹂をおくつた﹁インテリゲンチャ﹂こそが︑主として
戦後文学の﹁場﹂を形成したのである︒﹁場﹂の徽表は︑精神にくい

成

野間宏︑梅崎春生︑中村真一郎︑武田泰淳︑三島由紀夫︑大岡昇平︑
安部公房︑島尾敏雄︑堀田善衛︑福永武彦らのそれぞれの戦後文壇

形

への登場の時点に焦点をあわせて考えようと思う︒

の

入っている転肉体験であり︑戦争体験であった︒それに八月十五日
をさかいとして︑日本人を叩きこんだ終末的敗戦体験がかさねあわ

わたくしにあたえられた課題は︑﹁戦後の反リアリズム﹂という︒
しかしわたくしの物さしには︑﹁反りアリズム﹂という目盛りはき

の

9
2

されていた︒
この三つの﹁体験﹂は︑既存の価値をしめす座標軸を根底から揺
すぶり︑ついにはみじんに打ち砕いてしまうかに見えた︒新しい座
たてられるべく思いえがかれたのである︒深い傷痕のうずきを逆手

標軸は︑三つの﹁体験﹂のもつ異常をくぐりぬけて︑はじめてうち
にとること︑それ以外に新しい座標軸はどこにもその可能性はない

ささえている内面は︑激しい観念性を余儀なくしている傷痕のうず

章で︑その様態を具体的な作家について考えて見たい︒

きであり︑それに見あう方法的追求の真撃さであったのだ︒以下の

観念のドラマ

反伝統の激しい身ぶりは︑ひとつには作家のかかえこんでいる観

戦後文学の最大の拠点として︑﹁場﹂を実態化し︑組織化したの
は︑雑誌﹁近代文学﹂の功に帰せられる︒戦後文学の有力な足場で

念的ストラッグルの激しさの徴表であった︒

あった﹁綜合文化﹂﹁世代﹂﹁個性﹂等は︑なんらかの形で﹁近代文

ように恩われた︒荒正人の﹁第二の青春﹂(﹁近代文学﹂昭a・ろにいう
﹁場﹂が︑新しい座標軸を探し求めている以上︑戦後文学がそれ

﹁異常の年﹂の体験を足場に︑新しい出発ははじめられたのである︒
に応えるものであろうとしたことはいうまでもない︒しかし︑異常

学﹂につながりがあった︒﹁近代文学﹂を舞台にしての人間依復の激
しい主張は︑まぶしいほどの新しい文学的実験をともなっていた︒

う︒原民喜は﹁夏の花﹂(﹁三回文学﹂昭m・6﹀で︑﹁超現実派の函の世

もっとも象徴的な性格を闘明するものにほかならなかった︒難解さ

れる時の合間に﹂︑埴谷雄高﹁死霊﹂などが並べられていた︒
植谷雄高の﹁死霊﹂門﹁近代文学﹂昭n・1iu‑U)連載は︑戦後文学の

創刊号の創作欄は︑坂口安吾﹁わが血を追ふ人々﹂︑佐々木基一﹁停

の年の異常体験を︑傷痕のうずきに重ねあうようにとらえる方法
は︑かつての体験をほうふつと再現するものでなければならなかっ

界ではないか﹂ということばを使っている︒現実の中の超現実的体

な作風であった︒﹁死霊﹂の作者埴谷雄高は︑作品においては理解

がたたつで︑はたしてどれだけ理解されていたか︑計りかねるよう

た︒えがかれるべき内容が表現に先行していたのである︒
異常体験︑それは原爆の惨状にまさるものはほかにないであろ

験は︑それに応える方法を必須のものとして要求する︒﹁場﹂がそ

されがたかったけれども︑彼は孤立してはいなかった︒この事実

れを要求してやまない︒
戦後文学が︑新しい座標軸を既成の文学方法のワクをこえた新し
い実験的方法によって︑追求したのは︑ぬきさしならぬ契約であっ

語っている︒

あろう︒﹁死霊﹂の観念性は︑作者の独自な体験とわかちがたく結

﹁死霊﹂という作品は︑戦後文学の観念性の象徴とさえいえるで

は︑戦後文学が﹁場﹂を基底にしていたことを︑もっとも雄弁に物

たとさえいえる︒したがって︑戦後文学をつらぬく公約数的性格
は︑自然主義的私小説的な日本近代文学の伝統に対する反逆︑もし
くは無拘束ということであろう︒そしてその反逆ないしは無拘束を

3
0
どのような影響をうけてきたか︑この間の事情は︑鶴見俊輔氏の解
明︿﹁転向﹂上平九社昭斜・ 1)によって︑わたくしたちは︑ほぼ共通の

たがい︑入獄・転向の経歴をもっている︒彼の思想がそれによって︑

びついていた︒埴谷雄高は日本共産党農民部に属して政治運動にし

しかしこれは﹁行き届かぬ唆昧さと意図された暖昧さ﹂(現代思潮社版

の姿勢︑これが﹁不合理ゆえに吾信ず﹂の主題であったのである︒

とって最大の﹁屈辱﹂以外のなにものでもない︒ AがAであること

虜囚が虜囚であることを容認し︑諦観すること︑これこそ虜囚に

のあとがき﹀と埴谷みずから自注をくわえているように︑ほとんど理

への反椴￨￨﹁自同律の不快﹂ということばで要約されている思考

理解に達している︒そのご︑埴谷じしんによって照射された﹁影絵

8 の﹁灰色の壁﹂の章は︑獄中生活が︑彼の
の世界﹂(平凡社昭 4・

解を絶していた︒

しには驚異の事実のように・映じるのだ︒おそるべき持続がそこには

ほとんどそのままの形で引用されているのに再会するとき︑わたく

しかし埴谷の戦後の作品のなかに︑あのアフォリズムの数行が︑

思想形成に濃い陰揚を落していることを︑ありありと示している︒
二十二・三歳の埴谷は︑灰色な厚い墜にとり固まれて︑日の暮れ
とともにやってくる暗閣のなかで︑昼のうちにとり込んだ観念をも
とに︑まとめては崩し︑崩してはまとめるといったような︑﹁妄想

ある︒ほぼ十年近い時間をこえて︑光源としてのエネルギーを保持
しつづけているのだ︒埴谷の昭和十年代の文学的出発は︑ほとんど

のなかの陶酔﹂へのめりこんでいった︒そして出獄後の数年間は︑
﹁︿妄想のなかの陶酔Vの拡大期﹂であった︒ドストエアスキーとの

無修正のままで︑戦後文学の出発点に重なると云ってよい︒

最近の記録には︑嘗て存在しなかったと云われるほどの激し

中絶のまま現在にいたっている︒

﹁死霊﹂は﹁近代文学﹂創刊号以来︑えんえんと連載され︑ついに

遜遁をへて︑政治から文学へのコ l スがひらかれて行ったのであ

1)という短篇小説や﹁不合理ゆえに吾信ず﹂というアフォリ

埴谷の文学は︑同人誌﹁構想﹂を舞台に始まった︒﹁洞窟﹂届 M‑

る
︒

m︑出・

い︑不気味な暑気がつづき︑そのため自然的にも社会的にも不

‑士口な事件が相次いで起った或る夏も終りの或る曇った︑蒸暑い

ズムがそれである︒
﹁洞窟﹂はあの灰色の壁のなかで︑観念の自己増殖運動を体験し

これはその冒頭の数行である︒非現実の場所と時間においてひき

日の午前︑××風療病院の古風な正門を︑一人の痩せぎすな長

おこされる異常な事件が︑予兆として感じられるようだ︒或る夏の

た人間でなければ︑絶対に発想すること︑叙述することのかなわぬ
を廷らせるために︑わざと凍えた壁に体をおしあてて発熱をうなが

身の青年が通り過ぎた︒

すのである︒なぜか︑それは﹁屈辱﹂を﹁屈辱﹂として感じるため

終りごろの或る目︑××風癒病院の正門に:::というように︑時問

作品であった︒獄房につながれた主人公は︑﹁或る本質的な不快感﹂

にである︒

1
3

味を限定する修飾語が多く用いられていること︑また青年の描写も

が抽象化されている︒しかし抽象化された時間の設定に反して︑意

よって形象されたのは︑稀少なのではないか︒

異な短篇小説だ︒姿勢としての観念が︑これほど鮮烈なイメージに

で︑とりわけ﹁虚空﹂という作品は︑戦後文学の一達成点を一不す特

︒
だ

写は︑そういう決意をもって透し視たおのれの青春の暗さへの挽歌
であり︑自己確認であり︑また出発へのマニユフエストであった︒

冒頭のブリュ lゲルの画集をめぐる重苦しい潜熱をひめた印象描

でもある思考への決意が宣言されている︒

して︑解放された一箇の宇宙を創造すべき︑遠大にしてかつ微視的

う思考がおしだされていた︒それは自己と肉体と思想とを串ざしに

い通じている︒野聞の﹁暗い絵﹂門﹁黄蜂﹂昭a・4︑8︑思で︑主人公
深見進介が木山と別れてひとり帰ってくる条には︑まさしくそうい

る傾向があるが︑野間宏や武田泰淳︑安部公房らにもそれは一脈あ

埴谷雄高には宇宙論とでも名づけるべき︑高速な物さしで思考す

自己￨肉体￨思想

勢ということにほかならない︒かくて︑もっとも難解な観念をふり
まわす﹁死霊﹂その他の世界が︑戦後文学のほかの作品に交響して
いるのに接して︑改めて戦後文学の一特性を確認することになるの

e
けることによって︑現実の閉塞状況をつきぬけて︑逆転させる
つつ
エネルギーを探っているのだ︒それは不条理への反畿︑自由への姿

ている︒﹁壁﹂に閉じこめられて︑暗閣のむこうをじっと﹁凝視﹂し

埴谷雄高の観念の姿勢は︑﹁架空凝視﹂ということばで説明され

わざわざ﹁痩せぎすな長身の﹂というように限定している点に注目
したい︒それぞれの言葉は︑それぞれの意味とイメージとをもって
膨れ上ってゆく︒埴谷みずから方法を解説した﹁極端化と暖味化と
神秘化﹂(初版序文﹀とは︑このような文体にもあらわれている︒
つまり︑埴谷の抽象の方法は︑いや内部に抱く観念の表出の方法
は︑ぬきさしならぬひとつのことば︑イメージに依存するというよ
り︑多くの言葉を動員して︑その意味とイメージとによって表出し
ようという方法のように思われる︒それ以外に表現できかねるよう
な︑観念のドラマがあるのだ︒
それはまた︑(﹁論理癖﹂とも有効にむすびついて︑﹁死霊﹂の方法
e
けている︒自同律︑虚体などの観念をめぐって展開される
を特徴 つ

﹁論理癖﹂の饗応は︑読者を破天荒の世界へ連れ出してゆく︒とり
わけ︑首猛夫という恐るべき冗舌なニヒリストの登場によって︑さ
ながら爆竹を鳴らすような談論の氾濫洪水は︑日本近代文学史上類
例を見ないものといえるだろう︒それらは論理空間(こういう言葉が許
されるとして)の設定・拡大のための惨たらしい八面六脅の奮闘とい
うように考えることができる︒そこに文学伝統に対する不逗にして
絶望的といえるほどの戦いを見出すのだ︒
﹁死霊﹂は中絶したまま今日におよんでいるが︑埴谷の文学的力
8 ︑﹁虚空﹂(﹁群像﹂昭一泊・ 5)等の小説のほ
量は︑﹁意識﹂(﹁文芸﹂昭m・
か︑十冊をこえるほどのエッセイ集の内容が物語っている︒その中
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の中を流れる時間の処理に難点があり︑フツフツと湧きかえるエネ
ならない︒

まり及川隆一という主人公を苛む崩解感をえがいたこの作品にほか

われる︒﹁顔の中の赤い月﹂にいやしがたい戦争の傷痕を形象化し
た野聞は︑それをほとんど極限といえるまでに追求して行った︒つ

これは作品全体にわたっていえることで︑そのために ﹁暗い絵﹂
ルギーを感じさせるが︑全体として未消化な印象はまぬがれなかっ

戦地で手摺弾自殺を計ったことのある及川は左手の中指と薬指と

た︒つまり回想時点と︑焼失して存在しない画集をめぐる過去の印
象描写と︑さらにその向うにある﹁忘れえぬ八或る夜 Vの追憶﹂と︑

骨の中を走る神経の束がぐしやりと引きちぎれて︑自分の周囲に存

が根元からもぎとられている不具者︒手棺弾の爆発とともに︑彼を

﹁暗い絵﹂はいろいろな問題を提起しているが︑そのひとつに暗

在してゐる外的世界や自分の内部に自分の形づくってゐる内的世界

この三つの間の遠近法に混乱がおこっているのだ︒作の結びが︑追

い青春︑性の意識があった︒食堂の女主人を形容して︑﹁足袋をは

が形を失って行くやうないやな感覚﹂であった︒戦後になっても︑

つつんだものは︑﹁ぐにやりとした︑肉のくずれ去る感覚︑そして背

かぬ小さい素足が木綿飛白の下に覗いて︑その恰好のよい足の辺り

之の崩解感が建ってくるとき︑どうしてよいか分らなくなるのであ
った︒深い海底でもがいているような不安と焦燥感にとりつかれて

憶の場面で幕切れになっていることも︑それに責任があるだろう︒

に却って女の感じが現はれ出てゐた﹂というような古風な女性描写

しまうのだ︒西原志津子という女性との﹁性的結合﹂だけがそれを

たのである︑こういう結合が︑﹁嘘偽の解放﹂であることはいうま

におくれた性の意識が露顕していた︒これをブリュi グルの函集の

そうであれば︑この性の問題は︑第三作以下の﹁二つの肉体﹂︑

印象描写に重ねあわせるとき︑﹁肉体の解放﹂はマニュフェストで

﹁顔の中の赤い月﹂︑﹁肉体は濡れて﹂などで︑テーマをしぼって追

でもないので︑主人公はデlトの日は朝から︑﹁肉体的要望﹂と﹁精
神的抵抗﹂と貯アンピイパレンツに引き裂かれている︒

忘れさせた︒ふたりはたんに肉体的快楽のみで逢引きをかさねてい

求されるべき必須の課題であったにちがいない︒性は戦後の文学・

生荒井の恋愛のゆきづまりから生じた生の不安︑首つり自殺をから

あった点が了解されるのだ︒

芸術の衣裳とさえなった︒しかし野間の作品︑たとえば﹁肉体は濡
れて﹂におけるような︑愛の絶対的理想に照らして︑現実の愛の不

のに︑下宿のおかみに呼びこまれてゆくと首つり死体︒それととも

主人公は︑ただでさえ︑女と逢う日は︑焦燥感でいら立っている

ませて︑戦後の日本の社会を云いようもなく深層にまでも浸してい

小説は及川という主人公の崩解感・焦燥感に︑同じ下宿人の大学

発をさばき︑﹁肉体のベアトリイチエ﹂を求めるという想念的なか
かわり方は稀れといわなければならない︒

る︑戦争の傷痕と荒廃とをえぐり出していた︒

野間宏の戦後文学の︑栄光は︑﹁暗い絵﹂にはじまる前記の作品の
展開をへて︑﹁崩解感覚﹂(﹁世界評論﹂昭m・ltS)に極まるように恩
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に瞬間的によみがえる自殺未遂の屈辱感︑崩解感︒デlトの時間の

れて︑ひっそりと雨の降る音に耳を傾けている︒彼の住むアパート

所体験をもっていた︒刑務所ぐらしのスタイル︑彼は﹁壁﹂にもた

たちは︑それぞれ彼にとってやり切れない重さとして感じられてい

は︑両国の河沿いの焼け残り倉庫を改造したものだが︑その住人

切迫︑焦燥︑内面の渇き︑恋人との不結合︑いよいよ抑制しがたい
暗い悶え︒深夜︑自分の部屋にひきとっての奇妙な﹁腸詰﹂になっ

主人公はただ﹁湛へる﹂ことによって︑﹁生きる﹂しるしを手に入

︒
る

たような感覚︑それから始まる﹁液体のやうな内部知覚﹂のひろが
り︒わずか一日の圧縮された時間の中に︑それらが見事に形象化さ

ことだけしかない︒しかし﹁堪へ﹂えたとき︑﹁笑ひ﹂がおこってく

れているのだ︒﹁堪へがたい﹂重さを超克する途は︑﹁ただ堪へる﹂

れている︒とりわけ︑深夜︑蒲団によこたわって暗い聞にむかう主
るべきであろう︒

人公の意識の叙述は︑鮮かな内的リアリズムの結品として評価され

る︒椎名の堪えるという思想は︑埴谷の﹁自同律の不快﹂に堪える
ことによって︑﹁生﹂を確認し︑﹁笑ひ﹂を呼びおこすということに

ここには︑埴谷雄高や島尾敏雄などの意識の追及や超現実的なと
らえ方︑中村真一郎の心理主義的方法などの︑戦後文学におけるも

なるにちがいない︒

の特異な作家に仕立てた︒行き場のない戦後の住宅事情︑経済生

第こ作﹁重き流れのなかに﹂(﹁展望﹂昭n・6﹀は︑椎名を戦後文学

っともラジカルな実験に連なり︑しかも出色の完成度が保たれてい

活︑こういう社会風俗的な外枠が︑小説の中を浸している独特の実

るのである︒野間宏の仕事は︑長篇﹁青年の環﹂その他をめぐっ
て︑あまりにも問題は多面的であるが︑目下のところ︑他の戦後作

焼土の日本社会に︑もっとも象徴的でさえあった︒﹁文芸﹂宙開 ? l )
の戦後作家グラビアの第一頁に︑ひとりで撮してあるポオlトレー

屋ずまいの中での日常性︑その中に﹁笑ひ﹂と﹁愛﹂とを見出して

椎名はそのご﹁深尾正治の手記﹂(﹁個性﹂昭勾・4 をへて︑﹁永遠な

いる︒

け黒川建吉の住む運河沿いの澱んだ雰囲気にかさなりあうにして始

m‑Z は︑埴谷の﹁死霊﹂の世界︑とりわ
﹁深夜の酒宴﹂(﹁展望﹂昭

ある︒

生の中に﹁自由﹂を充電することによって︑﹁生﹂を恢復するので

的姿勢にたどりついた︒第一作以来の﹁絶望﹂﹁陪劣﹂﹁無意味﹂な

5 を書き︑実存主義の新しい能動
る序章﹂︿河出書房書き下ろし昭m・

められていた︒主人公須巻は戦前の共産主義運動にしたがって刑務

トは︑まさに本物があらわれたという感銘をあたえたものである︒

存的意識とこなれあって︑まったく美事な世界をかもし出している
のである︒﹁阻劣﹂﹁愚劣﹂﹁無意味﹂なものとしてとらえられる長

家に目を移さなければならない︒

実
存

椎名麟三の出現は︑あらゆる価値の大系が崩れ去ったかに映じた

四
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椎名麟三のそのごの﹁赤い孤独者﹂以後の作家的足どり︑﹁自由の
彼方で﹂の遼成などの原点は︑右に見た初期の世界のうちに発見で
きるはずである︒

こういう発想をもっ武田泰淳は︑上海で敗戦をむかえた︒それは

続している︑という考え方であった︒

﹁滅亡﹂体験にほかならなかった︒上海のような複雑な性格をもっ

十五年戦争がアジアの諸国を舞台にして︑殺裁と破壊の地獄図を

を色濃く反映していたのは︑冥々のうちの約束をはたしたというべ
きであった︒

こえたものがあるだろう︒帰国後の武閏の文学的世界が︑敗戦体験

でもいうべき所で)勝者と敗者の位置が逆転した敗戦体験は想像を

た外地での(しかも永い年月にわたる侵略をつづけた犯罪の現場と

くりひろげたものであったという︑事実は歴然としている︒しか

武田の戦後作家としての自覚的活動は︑﹁審判﹂(﹁批評﹂昭n・とを

罪悪意識

し︑戦争の傷痕を共通のうずきとするはずの戦後文学は︑被害者意

もって始まったといえよう︒そこでは﹁世界﹂︑﹁宇宙﹂というよう

る︒そして︑二郎という青年をとおして︑中国人民への罪の意識を

識をモチーフにして暗く重い作品をえがきだした︒戦後社会の一般

﹁罪の自覚︑たえずこびりつく罪の自覚だけが私の救ひなのだ﹂︑﹁自

的風潮としては︑いい子になろうとする身がまえが︑氾濫していた
日本の近代化の歴史は︑一面からいえば︑アジアの諸国民に対す

殺もせず︑処刑もされず生きて行くとすれば︑よりどころはこれ以

な絶対者の前にひきずり出され︑対面する驚きと恐怖とが見出され

る圧迫の歴史としての性格をもっていた︒加害者としての日本およ

のである︒

び日本人のひとりとしての自分の立場をとらえ︑それを文学化する

武田のユニークさが注目されたのは︑﹁妓のすゑ﹂(﹁進路﹂昭 m‑Bt

外にない﹂というように語らせているのである︒

武田泰淳は︑戦争下においてすでに﹁司馬遷﹂吉本評論社昭沼・と

ーを持った人妻の魅惑にひかれて︑瀕死の病人の夫︑悪徳軍人膚島

も何もなく︑只生きてゐるだけ﹂の杉という男が︑動物的エネルギ

かも知れない﹂の一句で始まっている︒上海日僑集中地区で︑﹁恥

m
u であったが︑それは﹁生きて行くことは案外むづかしくないの

という評伝をかいて︑文学的出発をはじめていた︒これは武田の文

めて世界は全体をとらえることができたこと︑その世界は個々にお

で生きてゐることは︑何といふ妙なことだらう﹂と︒﹁生きる﹂側に

妻をねとられた瀕死の夫はいう︒﹁自分が死んで︑あなたが平気

らとのいざこざにまきこまれる話である︒

いては滅亡の歴史であるが︑全体として見れば︑世界は絶対的に持

生き恥をさらした男であるということ︑そういう男によって︑はじ

学的生涯をうらなう基本的発想をしめしていた︒それは︑司馬遼が

義をになって登場したといえる︒

なるはずであった︒武田泰淳や堀田善衛は︑その部分をおぎなう意

見方を呈出しなければ︑戦後文学は大きい落丁部分を残したままに

玉
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立つことになった杉は︑このうしろめたさを十字架のように背負っ
て生きつづけなければならない︒﹁ただ苦しいんだよ﹂︑﹁重苦しく

析の視点を求める時期までまたねばならない︒

むにいたるのである︒かくて︑まったく異質なヴィジョンをもった
知識人作家が登場するのは︑朝鮮事変下の不安な状況が︑新しい分

意識の流れ

た︒昭和十九年の春から昭和二十年にかけて︑軽井沢の堀辰雄の書
斎で執筆されたということは︑注目されてよい︒戦後体験の彼方で

日々を生きた︒戦争はもっとも反現代的な芸術至上主義を構築させ

昭n・
3 は︑その事情をもっとも鮮かに反映していた︒彼は苛烈な
戦争下︑あえて現実に背をそむけて︑過去の追憶の中に生をかけて

マチネ・ポエティックのグループ︑が︑典型的なものとして考えられ
よう︒中村真一郎の﹁死の影の下に﹂ハ﹁高原﹂昭幻・ 8In・9︑真善美社

それは中村真一郎︑加藤周て福永武彦らによって形成された︑

の芸術派・モダニズムの流れにつらなるものであることはいうまで
もない︒そこに芸術運動を結実させるに不可欠の﹁場﹂があった︒

戦後文学のなかの意識の流れ︑心理主義的傾向は︑昭和初期以来

域を暗示していた︒

らによるプル￨ストの心理主義の方法が移入され︑新しい文学的領

に昭和期に入ると︑伊藤整らによるジョイスの意識の流れ︑堀辰雄

人間の内面︑すなわち意識や心理を追求することによって︑人間の
全体性を把握しようとする文学的方法として起った︒日本でもすで

﹁意識の流れ﹂というのは︑キイ・ワ lドのひとつとして用いて
いるにすぎない︒十九世紀的な外在的リアリズムに対する反逆が︑

/、

て︑ほかのことを考へられないんだ﹂︑﹁全体だよ︒自分が生きてゐ

椎名麟三の主人公の感じる世界の﹁重さ﹂︑それに﹁堪へる﹂とい

ることの全体だよ﹂という苦痛が彼をつらぬく︒妓のすえとしての
自覚を抱きながら︑彼の乗った船は日本へ近づくのである︒
う思想に︑きわめて接近した地点に︑武悶の罪の意識があるように
思われる︒しかし︑椎名の主人公たちは︑世界の不合理さを﹁重い﹂
と受けとめ︑それに﹁堪へる﹂という被害者の集積されたエネルギ
ーを根底にもっている︒そこに明るさがどことなくにじんでくるの
であろう︒武悶の場合は︑加害者の罪業感・うしろめたさが︑これ
から生きなければならない﹁生﹂を重苦しくするのである︒しか
し︑加害者の位置に立たせるものは︑奥深いところにうごめく業と
もいうべきエネルギーにほかならないのである︒罪業感・うしろめ

‑
‑
m
m

たさをえがく世界が︑生ま生ましくどす黒いのは︑その故であろう︒
﹁祖国喪失﹂や﹁歯車﹂で中国の筒題を提起し︑﹁広場の孤独﹂
(﹁中央公論文芸特集﹂昭
でそれを日本の問題として﹁コミット小
説﹂(本多秋玉講談社版文学全集解説昭ω・5﹀を書いて︑一躍︑戦後文学
の中心におどり出た堀田善衛については詳論する余裕をうしなっ
た︒堀田は上海で天皇の放送をきいたとき︑すぐ脳裡に浮かんだの

という錯雑した力関係︑それらについての深刻な視像と主題とを把

は︑渓好の運命についてであったという︒そこから︑中国民族への
罪の自覚をテコとして︑人間の運命を支配する政治や戦争︑﹁国際﹂

‑‑L.
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語っている︒戦後の反伝統的な実験的な作風が︑このような人たち

が︑戦争に対して持っていた批判的立場に通じるような︑現実世界
に対置して生きる超越的世界を︑魂の奥深く構築していたことを物

発想され︑執筆されていたことは︑埴谷雄高や椎名麟三︑野間宏ら

が全て虚妄であると云へる︒とすれば宇宙と云ふ此の楚々たる

を認識することが不可能であるとすれば︑他人の存在そのもの︐

在の底に開く深淵を私に灰見せることになった︒結局他人の心

に於ける凡ゆる他人の行動の動機を疑ふと云ふ傾向は︑人間存

みである︑と云ふ︑恐るべき観念的な独我論に私は陥らざるを

虚無の中で︑真に存在してゐるのは私一人である︒私の自我の

﹁死の影の下に﹂は︑主人公の回想作用のなかに﹁何か判らぬ一

得ない︒幼い日に私の夢を脅かした︑暗黒の中を風に吹き曝さ
れながら︑無限に堕ちて行く︑美しい表紙の﹃千一夜物語﹄は︑

に発していたことを強調したい︒
種の順序﹂で湧きおこった﹁記憶の奔流﹂を﹁出来得る限り忠実に

別の人聞になっている︒なぜなら︑﹁人聞は生きてゐても一刻毎に
死んでゐる﹂存在にほかならぬからである︒ひとつの物についての
イメージ︑ある行為の動機をめぐる解釈︑それらは人聞の数に見合

﹁喪失﹂は︑相手の方が勝手に変貌してしまう場合と︑こちら側が
成長している場合におこる︒別れている人聞は︑つぎに逢うときは

たて︑増幅作用をはたすのである︒

に驚いて︑﹁喪失﹂の感情をもっ︒少年の成長史は︑﹁夢﹂と﹁喪失﹂
との反覆の上になっている︒﹁喪失﹂はしかし﹁夢﹂をいっそうかき

機能主義的に認識の方法として了解されているように思われる︒

のというように︑深層心理への帰依という形で落着するのである︒

の懐疑を深める方向ではなく︑﹁鑑薮の無意識的な衝動﹂によるも

はあえて黙過したのである︒中村真一郎という作家の芸術主義のグ
ルンドへの頑固ともいうべき固執をここに看出すことができるの

武田泰淳らがのめりこんでゆかざるをえなかった倫理的追求の契機

ここには戦後の文学者たちが︑喰い下って行った人間存在に対す
る認識が語られている︒しかし中村真一郎は︑野間宏や椎名麟三や

私自身の象徴ではないか︒

うほど幾通りも成り立つ︒まさにこの世は︑意識のモザイク模様︑

わたくしは﹁意識の流れ﹂の章のもとに︑五部作のうちの﹁死の

記述﹂した︑意識の流れを追う心理主義的作品であった︒
早熟な少年の﹁夢﹂が︑﹁現実﹂にふれてあまりに大きいギャップ

万華鏡のように映じてくるのである︒﹁死の影の下に﹂は現実を意
識の万華鏡として再構成する観点を呈出したといえるのである︒

等﹂以下の作品や︑マチネ・ポエティックの僚友のひとり福永武彦
の創作集﹁塔﹂員輩記社昭m・3)に始まる仕事やすでに前の章で見

影の下に﹂一篇に紙幅をことごとく割いてしまった︒﹁シオンの娘

そして人間の行為の動機をめぐる解釈は︑人間不可知論や存在へ

だ
︒

そのような認識方法は︑同時に︑この作品を哲学的倫理的掘り下
げにむ る契機を幾様にもはらんでいるはずであった︒
け
それは他人の行為の真意に対する不信を惹起した︒日常生活
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る︒別の扱いをする予定の大岡昇平の心理小説も︑やはりここに絡

た野間の作品は︑当然ここでとり挙げられるべき重さをもってい

性をそなえた﹁場﹂は︑この戦後派らしからぬ戦後作家にも︑やは

争ものにも美事にいかされた︒しかし︑戦後文学というひとつの魔

比島戦線を舞台にした﹁日の果て﹂(﹁思索﹂秋準号昭n・9﹀などの戦

り方法的実験を強いたのである︒そういう稀少な例として︑わたく

んでくることはいうまでもない︒

‑巴における梅崎の意欲的な発想と
しは︑﹁腐の季節﹂(﹁日本小説﹂昭m

非私小説的リアリズム

誇張と唆昧とを見事に活かした虚構によって︑とぼけていて︑しか

憎悪︑被害者意識というような戦後社会の精神的符牒が︑寓話風の

方法に深い関心をもっ︒戦争の傷痕というべき人間不信︑ニヒル︑

った︒しかし一見︑私小説風の伝統的な小説形式に依存しながら︑

戦後文学の反伝統的な激しい身ぶりについては述べたとおりであ
作者の私生活や日常体験の報告記録とは次元を異にする方法にこだ

5 ︑﹁微生﹂と
端的にいえば︑﹁地図﹂や﹁風宴﹂︿﹁早稲田文学﹂昭 M・

思われる︒

議な作風を展開した後の梅崎世界のなかに︑影をひいているように

自体深めることはしなかったが︑日常性と寓話性との交錯する不思

も哀切に諮り出されている︒その後の梅崎はこの作品の方向をそれ

いうような作品をすでに発表して︑昭和十年代の知識人文学の最後

わった戦後文学についてふれなければならない︒

尾につらなる文学的出発をしていた梅崎春生がそれにほかならな
・ であり︑
梅崎春生の戦後文学への登場は︑﹁桜島﹂(﹁素直﹂昭n1

文学的世界をおいていた︒

三の新人といわれる人々と︑戦後派文学との接点をなす地点に彼は

る﹁夢の中の日常﹂の世界に片足をかけているように恩われる︒第

梅崎の一見私小説的であって次元を異にする境地は︑あとで述べ

の体験によったが︑作中の人物や事件はことごとく架空である︒﹂

戦後文学が︑雑誌﹁近代文学﹂の人たちのグイジョンを主軸とし

論理的な文体と虚構

‑2・3合併きであった︒﹁場所や風景はじっさい
﹁崖﹂(﹁近代文学﹂昭m
﹁実録としての意味はもたぬ﹂︿﹃桜島﹄あとがき)という自注のしめすと

て展開をとげてきたことはよく指摘されるとおりである︒そこに

おりであったが︑﹁場所﹂﹁風景﹂を借りるだけで︑﹁実録﹂ H私小説
として早合点する傾きは︑容易にぬけられぬものであるらしい︒一

間や文学の変革を通してたどりつこうというところに︑﹁政治﹂が

チーフにした芸術創造へのテ l マがあった︒社会変革への道を︑人

面からいえば︑それだけ戦後文学一般の反日常的リアリズムへの揺
梅崎は﹁軍隊といふ一つの舞台上に︑人間のありかたを想定し﹂

は︑戦前の革命運動の敗北と挫折という痛痕への反省と批判とをモ

八

れは徹底していたといえるだろう︒
追求した︒限界状況下の不安と心理的葛藤は︑彼が参加していない

•
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上に︑すでに見た中村真一郎や︑これから扱う大岡昇平や三島由紀

かつてどのような神話をも紡ぎだすことがゆるされていたようであ

た︒価値基準が転換し︑空無のなかにおかれた社会は︑可能性にむ

しかし︑言葉の乱反射のような美的饗宴は︑ようやく﹁仮面の告

ぎに巧微なアラベスクを織りだした︒

った︒呉常な早熟︑絢煉たる才能への期待を負うて︑三島はつぎつ

あったのである︒この﹁政治﹂と文学との問題に直接あずからぬ線
夫がいた︒
大闘は戦後文壇への出発がすこしおくれたこと︑﹁政治﹂の問題

えたのである︒三島は﹁文芸﹂の八新しい文学主張 V特集に一文を

白﹂︿書き下ろし河出書房昭μ・7﹀によって︑確固とした文学的定着を

に距離をおいている点で︑第一次戦後派と同世代でありながらやや
はなれて見えた︒しかし﹁倖虜記﹂(﹁主主﹂昭お・とから始まる文学

に︑他者と交わることのできない単性生殖の世界に馴致されたので

まで︑絶えず一元的な原理によって形成を促された︒思想的情緒的

戦中世代の精神は︑ものごころのつくようになってより敗戦の日

中世代の精神形成の異常さを逆手にもった宣言であった︒

‑主としての文学を主張している︒戦
寄せて﹁重症者の兇器﹂(昭m

的追求は︑戦後文学の広い意味の﹁場﹂をぬきにしては考えられな
い︒﹁停虜記﹂はおそるべき意識分析の世界である︒戦場というワ
クのなかに描りこまれた兵士たちの上に残酷に克明に作用するロゴ
ス︒それは﹁私﹂の肉体と意識を舞台にして惨たらしく運行する︒
ポ l的想像力に統制された佑復記﹂(昭和二十一年の日吉は完壁には
﹁
たされた︒﹁野火﹂(﹁展望﹂昭お・ ltB)は地獄めぐりのような孤独な
自然初径が圧倒的なできばえを示していた︒克明な論理的文体を通

その感情は︑みずからを疎外者に仕立て上げることに成功した︒

戦争下において病弱であること︑唯美的感覚を抱くということ︑

ある︒彼らは敗戦とともににわかに開けた多元的な原理の饗応にで
あって︑いいあらわしがたい困惑と憎悪をいだかざるをえなかった︒

それ自体︑疎外された生き方をえらぶことにほかならない︒﹁煙車﹂

して追求される死の観念と対面したそれらの世界は︑戦後文学の一

スクを書こうと試みたが︑この野心的試みはかならずしも成功を収

ら武蔵野の一角に・つつして︑明断な文体による新しい心理のロマネ

う固執と︑﹁自分以外のものであること﹂への願望とは︑三島の中

という作品の結びにおける﹁自分以外のものでありたくない﹂とい

様相をあざやかに染めだしたのである︒一方︑大岡は舞台を戦場か

めたとは評しがたい︒しかし︑大岡の登場によって︑戦後文学は晦

で反覆された心の戦いであったはずである︒

渋さを克服した観念を追求するひとつの方法と文体とをえた︒そこ
に新しい局面の展開があったといえよう︒

の告白﹂ではないかというのが︑わたくしの臆断である︒

と憎悪に︑自己の精神史における劇を重ねあわせたものが︑﹁仮面

単性生殖を強いられた戦中世代が戦後社会に最初に見出した困惑

生きた三島由紀夫は︑戦後︑いちはやく﹁煙草﹂(﹁人間﹂昭匁・1 や

戦争下に日本浪費派の影響をうけて︑独特な死の美学を構築して

﹁岬にての物語﹂(﹁群像﹂昭幻・5 で︑早熟な年少作家として迎えられ

•
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それは幼年期から戦後へかけての精神の展開を︑性の倒錯史とい

として︑また怖しい不吉な運命の予兆として︑意味深くとりあっか

ところが︑十五年戦争このかた︑異常は正常のなかに侵入し︑悪

われた︒

三島はそこで︑﹁﹃嘘﹄を放し飼﹂いにし︑﹁完全な告白のフィクショ

うスタイルをとって追求した︑まさしく意表をつく文章であった︒

に物語ってくれるであろう︒夢はもはや願望や未来を先取りして楽

引いた原民喜の﹁夏の花﹂の一節は︑この間の事情をもっとも雄弁

しむ方法や手段ではなく︑不可抗の悪夢としての存在と化してい

夢は市民的日常をくいつぶし︑そのまま居坐ってしまった︒さきに

﹁告白﹂に﹁仮面﹂をつけたのである︒﹁仮面﹂と﹁告白﹂というこ

た︒戦後文学の多くが︑夢をとりこんでいるのは︑それが方法の段

ンを創らうハ﹁初版ノ lト﹂)と意図したという︒私小説が告白の真実を

と自体︑すでに逆説の世界を予知させている︒埴谷の﹁死霊﹂が怪

階をつきぬけて︑日常的存在であったからだ︒

強調するために︑虚構をさえも辞さなかったのに対して︑三島は

としたことはすでに述べたが︑三島は︑この作品で全篇これ逆説によ

は︑いったいどのような処方婆をかいたらよいのか︒これに答える

まった現実︑この不条理の支配する現実に対応して生きるために

日常的存在となった悪夢︑つまりそれほど秩序と日常を喪ってし

語をあやつって︑論理空間とでもいうべき世界を設定し拡大しよう
って成立しているかのごとき華麗な言語空間の美を造立した点に︑
大きい達成があったといわなくてはならない︒

い︒逆療法である︒意識的に見る夢は﹁悪夢﹂とばかりきまっては

のが︑﹁夢の中﹂に日常をどっぷりと漬けてみる方法にほかならな

﹁私﹂を観念のフィルターを通して︑多角的に析出することに成
功した三島は︑そのご︑﹁私﹂をちょっぴり加えた観念を物語化す

いない︒夢をあつかって︑もっとも特異な処方築をかいたのは︑島

ることに美事に成功するのである︒時事性の強烈なモデルを主人公

夢の中の経験の︑あの︑でたらめと︑冷たさと︑そしてその

尾敏雄であった︒彼は云っている︒

場限りの気品のようなものは︑実は︑眼覚めている時の︑秩序

にすえようが︑古典を下敷にしようが︑本質的な差違は生じない︒
しい成長ぷりとによって︑自照を迫られる点なしとしない︒戦後文

戦後文学はみずから育てたこの虚構をあやつる作家の出現とたくま
学の屈折の原点に︑この作家の存在する意味がふくまれていたこと

と︑熱っぽさと︑因縁ごとを︑批判しているのだと︑私には思

われて仕方がありません︒(中略﹀夢の中から︑眼覚めている現

は疑うことができない︒

夢の中の日常

移し植えることが出来るのです︒︿﹁夢について﹂昭お初出不思

実の世界に物を新しく生むところの自分のカを確かな手答えで

夢をもって逆療法としようとする魔法の杖がここにある︒島尾敏

夢が小説の領域にもちこまれたのは︑いったい︑いつのことであ
ろうか︒夢はかなえがたい秘かな願望として︑あるいは可能な未来

九

源にかかわっているようだ︒
・ は隊長の﹁私﹂が部下をひきつれて孤島
﹁孤島夢﹂門﹁先隠﹂昭n4

うちに敗戦を迎えるという︑異常体験をもっていた︒それが夢の根

雄は特攻隊長として出発命令を受けたまま︑発進命令が出されない

れ沈んで︑烏を見上げているという結果に導いてゆく︒

らがえしになって︑いかのようにのっペりと透きとおり︑小川の流

痛に襲われる︒左手で頭をひっかき︑右手を胃袋につっこんで︑胃

なれた︒その瞬間︑﹁癒﹂が頭一面に浮き出て︑激烈なかゆみと腹

ここには︑戦後社会を蔽うている不条理や苛烈な悪意によって︑

の中の核をひっぱっているうちに︑足袋を裏返したように身体がう

にたどりつき︑つぎつぎに危機にさらされているという夢であっ
た︒棚ざらし︑宙づり︑生殺しのやりきれなさ怖しさが︑この超現

る︑戦後文学がきりひらいた貴重な方法として受けとめたい︒

さし示しているといえるだろう︒これは野間の﹁崩解感覚﹂に通じ

らえ方を通して形象化されている︒被害者の心情をえがいて極北を

打ちくだかれ︑しいたげられている被害者の心情が︑超現実的なと

は︑﹁何もかもうまく行かないんだ﹂という瑳朕感をもっており︑

﹁単独旅行者﹂(﹁芸術﹂昭お・ろのもと特攻隊の生き残りの主人公

実の構成の下を流れている︒

戦後の新しい生活に戻ってゆけぬ男のひとりである︒市民的な生活

された男は︑﹁夢の中﹂の無原則・無拘束・前後脈絡のなさ・無責

らはことごとく︑彼にとって生理的苦痛をもたらすのだ︒宙づりに

性は︑変形鐸への契機を幾様にもはらんでいた︒原子爆弾の投下に

戦争の進行がもたらす無差別破壊︑大殺致︑ありとあらゆる異常

変形謂の誕生

任という無論理の論理にしたがって生きるほかはない︒そして︑無

の論理︑すなわちすべての﹁撰択・予定・計商・約束・責任﹂︑それ

論理の論理をテコにして︑﹁決断﹂を手に入れることすら︑できな

した︒戦後文学は発生じしんの中に変形認との不可分の関係におか

さらされた広島・長崎の街は︑想像を絶した変形認の数々を生みだ

それは実にさまざまなスタイルとケl スをとっていた︒梅崎春生

の﹁桜島﹂には軍隊生活の中で異常人に変形してゆく吉良兵曹長が

ぬ生き方をしようとした﹁私﹂が︑現実の悪意によってひき戻され︑

資格を手に入れることによって︑苛酷な現実に一線を引いて︑傷つか

て﹁幽霊︑たしかに僕は実体のない存在である︒僕は憂愁といふ観

ものであり︑椎名麟三の﹁深夜の酒宴﹂のなかの︑﹁幽霊﹂といわれ

福永武彦の﹁めたもるふおおず﹂は︑典型的な変形小説をねらった

あり︑野間宏の﹁崩解感覚﹂の﹁腸世間﹂の意識もそのひとつであり︑

こなごなに打ち砕かれることによって︑待望の﹁ノグェリスト﹂に

﹁夢の中の日常﹂︿﹁綜合文化﹂昭n・5vは︑﹁ノヴェリスト﹂としての

れていたとさえいえるだろう︒

くはないのである︒主人公は夢の論理にしたがって︑ N市へゆき︑
へ出発してゆく︒夢の論理によって︑戦争の傷痕をいやし︑鎮魂の

天草旅行をし︑ひとりの奇妙な女性と結合し︑また﹁単独の旅行﹂

十

旅に遊行するのである︒

4
0

1
4

ろう﹂というところにも︑その契機を見出すこともできなくはな

念なのである︒その僕にはこの自分の肉体がどんなに重かったであ

律の不快﹂︑椎名の﹁堪へる﹂という考え方と︑ほぼ同心円をえがい

にほかならないのだが︑この存在をめぐる考え方は︑埴谷の﹁自同

﹁デンドロカカリヤ﹂は状況が人間を植物に変形させてしまうと

を書くにいたっている︒

ンドロカカリヤ﹂(﹁表現﹂昭 M・8)や﹁夢の逃亡﹂(﹁文芸﹂昭 M秋挙増刊﹀

安部はそのご﹁牧草﹂︑﹁名もなき夜のために﹂などをへて︑﹁デ

せるのだ︒

ていることに注意したい︒戦後文学における個と類の問題を考えさ

しかし︑変形講をもっとも美事に語って見せたのは︑石川淳であ

い︒島尾敏雄の諸作には︑変形認の数々がふくまれている︒

で︑以下安部をめぐって考えておきたい︒

り︑安部公房であろう︒石川淳は本稿の対象にふくまれていないの
安部公房が戦後文学の陣営で注目されたのは︑アプレゲール新人

て︑人間の﹁影﹂ともいうべき﹁夢﹂が勝手にとびだして︑その人

という︑変形調を示していた︒﹁夢の逃亡﹂の方は︑状況に反撤し

2
創作選8として刊行された﹁終りし道の標べに﹂(真善美社昭m・

る点を重視しなければならない︒その根源は彼のなかの﹁故郷﹂否

この変形諒と遊離魂説話とが交錯してうまれたのが︑﹁S ・カル

話を現代化したものといえなくはない︒

の形をなしてうごきまわる話で︑形としては古くからの遊離魂の説

であった︒安部の変形諦は︑変形への意志によって生みだされてい
定にかかわっている︒
﹁終りし道の標ベに﹂は︑﹁何故に人間はかく在らねばならぬの

マ氏の犯罪﹂や﹁バベルの塔の狸﹂をふくむ﹁壁﹂(月畷書房昭ぉ・
5)なのである︒前者の方は︑名刺や彼の身のまわりロ聞に逃げられ

か﹂という疑問に発して︑﹁もっと別なやうに﹃在る﹄こと﹂を求め
在る﹂故郷を否定して︑﹁もっと別なやうに在る﹂故郷を探し求め

のために起る日常的生活の不都合さと︑とまどいをへたすえ︑つい

た主人公が︑つまり完全に外形的な意味をはぎ去られた人聞が︑そ

て﹁放浪﹂の旅に出た人間の手記の形をとっている︒それは︑﹁かく
てのものということもできるだろう︒初版本に対して︑二十年後に

の象徴としてとらえられている︒﹁終りし道の標ベに﹂の存在論︑

に﹁壁﹂に変形してしまうという話になっている︒﹁壁﹂は可能性

改版された本文は︑かなりの修訂がほどこされている︒そして︑故
郷をめぐる部分は︑念入りに手が入っている︒再版では︑﹁故郷﹂は

る﹄こと﹂との聞の精神の運動図が︑このような変形認を誕生させ

﹁何故に人聞はかく在らねばならぬか﹂と︑﹁もっと別なやうに﹃在

どのような意味においてであろうとも︑すてて逃亡するものとして
とらえられているのだ︒そこには戦後二十年の安部会房の政治との

人聞になった主人公が︑パベル塔に入るために﹁壁﹂をシュル ‑P

たといわなければならない︒後者は﹁夢﹂に﹁影﹂をくわれて透明

関係が尾を引いているはずである︒しかし︑いまはこの問題にかか
ずらってはおれない︒
﹁放浪﹂(再版では﹃逃亡﹂となる)の原因は︑﹁かく在る﹂ことへの反逆
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アリズムの方法で突きぬけるという︑奇想天外な変形誇を生みだし

うという観念的な哲学小説と︑中村真一郎に典型を見るように︑す

戦前の政治運動・転向体験から紡ぎだした独特の思想を小説化しよ

べての体験と教養とを芸術主義のもとに統御して︑ラジカルな方法

ていた︒
安部公房のそのごの作品における変形請の展開は︑﹁壁﹂の方法の

は︑この両極の問で︑それぞれの体験と教養とヴィジョンにしたが

って仕事をしたといえるだろう︒埴谷の﹁死霊﹂中絶︑中村の評価

的実験をこころみる小説との両極をもっていた︒戦後文学の作家

の不安定さと芸術的孤独とは︑戦後文学の通過した苦闘をそのまま

グアリエ l ションといえなくもなかった︒寓意小説のおち入りやす
のようにして馴致しえたかについては︑別稿にゆずるほかはない︒

い類型化への危険はすぐやってきたが︑安部公房が︑その危機をど
戦後文学は島尾敏雄や安部会房らをえて︑そのもっともラジカル
な方法的追求を形象化したといわなければならない︒

歴史的展望の上でいえば︑いわゆる第一次戦後派とよばれる野

物語っているようだ︒

ったにすぎない︒﹁﹃場﹄の形成﹂の中にふくめてしまった自然主義

通して眺めてきた︒九つというのは︑単なる叙述上の便宜にしたが

上来︑わたくしは戦後文学を﹁観念のドラマ﹂以下九つの様相を

らいた土壌のうえに︑個性的な作風を開花させるのである︒安時代区

にすこしおくれて出発した堀田らの仕事が︑第一次戦後派の切りひ

田︑三島︑つづいてユニークな仕事をした大岡︑島尾︑安部︑さら

して登場したにもかかわらず︑決定打とすべき作品がおくれた武

学はおのが様相をあきらかにし︑時間的には第一次の人々と麗を接

問︑椎名︑梅崎︑中村および別格の埴谷らの仕事によって︑戦後文

的私小説的文学伝統への反逆や﹁罪悪意識﹂の中の﹁国際﹂への視

それは八五三年を Vさかいとして︑八五六年までの閥に戦後色の極化をもたらした Vとい
うまとめに従いたい)︒

戦後文学の原点は︑いったい︑どこに求められるか︑という問題

がある︒戦争下に執筆を進行させていた中村真一郎に極端な事例を

九つの様相は︑かならずしも歴史的整序にしたがっていないが︑

い︒仔細に見れば彼らのほとんどが︑敗戦前に文学的出発をもって

いたことが︑おのおの作家研究によって確認されている︒

見るように︑敗戦以前の文学的活動に原点をもつことは否定できな

的にいえば︑戦後文学は出発点において︑埴谷雄高に見るように︑

ある程度︑戦後文学史の見取図にもたれこんで構成している︒平面

うな陰携を落したかが判然とするに相違ない︒

学史をつらぬく﹁政治と文学﹂の関係が︑創作面にはたしてどのよ

からである︒これは他日の追補を約したい︒それによって︑戦後文

は︑戦後批評との相乗・映発の関係を追求する仕事が脱落している

像は︑それぞれ別項目に立てるべき重さをもっている︒それにして

章

分は本多秋五﹁物語戦後文学史﹂八新潮社 Vの︿運動としての戦後文学が存在したのは大
体五O年ころまで V︑八以後はよp多く戦後派作家ひとpひとPの伺人的成熟の時期V︑

終

も一面的︑抽象的な傾きはさけられていない︒その原因のひとつ

十

3
4

そのことは︑戦後文学の源流︑血脈についての析出を刺戟するはず
である︒昭和期は︑思想の世界化が一層急激になってきた︒その一
環としての﹁文学の世界化﹂へ中村光夫﹁日本の現代小説﹂岩波新書昭総・ 4
の波は︑やがては︑戦後文学に源流としてひきつがれる文学思想を
土着させるための格闘を生みだしていた︒本稿の冒頭にふれたあの
﹁二つの世代﹂は︑おのれの精神形成・成長過程において宿命的に
おしつけられた﹁体験﹂を通じて︑先行者の思想的文学的達成から

﹀

養分とすべきものを吸収しつつ︑戦前の文学的出発を計ったといえ
るのではないか︒宿命的な﹁体験﹂は︑先行者との聞に非連続の線

をひき︑さらに敗戦体験をくぐり抜けての文学活動に裁然とした差
異をきざみつけたのだ︒自己と体制(すべての)との関係に対する

ち現われたのである︒

新しいヴィジョン︑対象領域の拡大︑分析視点の多様相︑主題と不
可分の方法︑形式へのあくなき追求等を徴表として︑戦後文学は立
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場合￨￨

男

頼派文学
l田 中 英 光

昭

題

うになって︑普通なみに追ひっきましたが︑摘の強い神経質な子で

った︑といふ体たらくです

って︑どこの馬の骨やら分らぬ場末のカフェの女給と結婚してしま

りは大学も中途でやめて︑いくらでも良縁はあったのに︑選りに選

ある川辺(宣岐に面会を申し込んだのも︑世間に悪影響をあたえる

わざとひねくれた辛い道を歩かうってんですから︒﹂などといった

してね︒でも頭︑が良くて神童と云はれたもので︑:::﹂とか︑﹁高
等学校では赤にかぶれて︑うちの小作人を煽動したり︑とゾのつま

宣岐の文学を批判し︑説得矯正するためであったのだが)と︑萱岐

説明がなされているが︑これらは太宰の経歴にほぼ重ね合わせるよ

ある手取和正の紹介をもらい︑手取の実弟である無頼派作家萱岐元

およびその取巻き連中との意見や主張の対立︑応酬を描いた小説で

だがそうしたことよりここで問題になるのは︑この小説で無頼派

o(

中喧いくらでも穏当な道はあるのに︑

あるが︑モデルになっているのはおそらく太宰治であろう︒萱岐の

うにして書かれたものであるといってよいであろう︒

農の出﹂﹁嘗つての多額納税者﹂ということになっているが︑この点

兄手取和正は緑風会に属する参議院議員であり︑﹁D県切っての豪

に面会を申し込もうとするところからはじまり︑無頼派に批判的で

これは社会党の参議院議員である川辺博が︑おなじ参議院議員で

る
︒

については兄和正の話として︑﹁あれは生まれた時は︑医者から駄

ー

回

戦後︑衆議院議員となった太宰の実兄津島文治に似かよっていると
いえよう︒年齢も和正と弟萱岐とは十五のひらきがある︒また萱岐

島

問
の

昭和二十五年一月の雑誌﹁小説界﹂・臨時増刊﹁創作二十人集﹂

の

目だと云はれて︑ガラスの箱の中で育ったのです︒小学校へ行くや

無
のなかに︑深田久弥の﹁日本無頼派﹂という短篇小説が載ってい

1

4
5

作家萱岐元の思想なり文学がどのようなものとして描かれている

ぬというわけである︒

萱岐の批判者川辺によると︑査肢は社会の道徳や常識を否定し︑

その健当時の無頼派作家の姿であったと考えるのは︑もちろんこの

罵倒︑挙句のはては乱闘に及ぶのだが︑しかしこうした萱岐像が︑

したがって川辺の説得など受けつけるはずはなく︑互いに難詰︑

それらを会く無視して行動することを︑一種の﹁徳﹂と考えている

場合性急にすぎるであろう︒小説であるから現実ととり違えてはな

か︑という点であろう︒

みにとらえる文章表現とあいまって︑青年たちの聞におおくの心酔

人間であり︑その反抗と背徳の徹底ぷpは︑彼独特の読者の心を巧

の甥もその一人で︑川辺が萱岐を説得しようとしたのもこれが直接

れるのだが︑それがどこまで方法的に意識されたものであるかは疑

がらこの小説では事情は逆である︒多少戯画化されている(と思わ

より鋭く的確に描きだす場合がおおいとさえいえるのだが︑残念な

らぬなどというわけではない︒むしろ小説の方が現実の姿︑動きを

の原因であったJ そして事実宣岐元は︑川辺の指摘するような無

問である)とはいえ︑これでは無頼派のとらえ方があまりにも皮相

者︑模倣者を生むにいたっているということになっている︒(川辺

頼な作家︑人間として描かれている︒﹁カストリに酔っ拡って神聖

的であり︑一面的にすぎるのではないかという気がするのである︒

それは一つには︑萱岐の批判的対立者である川辺という人物の猶

を胃潰し︑パンパンを抱いて人生の意義を考え︑好運と名声に背中
を向け︑虚無と堕落と頚廃の中以外には美徳を認めないよとか︑

の考え︑主張が通俗的すぎるのである︒川辺は﹁品目農村の悲惨さを

み合わせは︑たしかに興味ある人物設定には違いないが︑その川辺

題材に人道主義的な小説を書いて︑少しは世間に名を覚えられた﹂

き方からきていよう︒進歩派政治家(議員)と無頼派作家という組

ことがあり︑その後農民運動に参加︑戦後は﹁農村問題に関する時

エレス精神を継承して︑あらゆる体裁だけの美徳︑二股膏薬的な進
屋︑等を徹底的に軽蔑する︒:::﹂などといった言葉を口にし︑反

歩づら︑臆病なモラル︑古い思想を新しい言葉で云ふだけのお説教

事風な評論を時々雑誌に載せ﹂もする人間であるが︑そうした川辺

﹁流連︑豪酒︑蓄妾︑借財︑徽惰︑一切苦しからず︒メフイストフ

の周囲の者﹀にとっては︑戦後の日本人のいかにも軽妙で鮮かな変

いのである︒例をあげると︑﹁再建日本の今一番大事な時﹂に﹁こ

の閲歴︑経験がもっ特殊性が︑この小説では全く生かされてはいな

俗︑反倫理︑放蕩無頼を旨とする作家である︒つまり萱岐(及びそ
貌ぶりが気にいらぬのであり︑個性喪失︑人間劃一化をはかる民主

は︑現代の頚廃の一証左ですよバ少しも建設的なものがない︒た立︑

ういふ小説(萱岐の小説をさす￨一筆者)が青年を風擁するといふの

主義︑その最悪の子である与論による安直な社会操作が愚劣で我慢
できぬのである︒当然彼(ら)は反政治主義であり︑芸術至上主義者

暗い︑暗い︑だけです︒:::﹂︑﹁‑萱岐君︒君は物を素直に考へるこ

である︒徹底した反社会的姿勢と行動をとることによって︑己れの
真実を生きようとしている︒反俗︑放蕩無績はその旗印にほかなら

4
6
どといった言葉からもわかるように︑当時の平均的な無頼派非難

のがある︒これを無視しては世の中は成立って行かないんだ︒﹂な

とが出来なくなってゐる︒悲しい存在だよ︒社会には秩序といふも

文学︑思想の根底的批判から身を起していこうとしたのではないだ

学︑思想に結びついてあったはずである︒そもそもが彼らは己れの

けようとしたのは︑それなりの内発的理由︑必然性がそれぞれの文

て︑反俗︑無頼の途を選び︑自己破滅もいとわぬ生き方に己れを賭

ろうか︒彼らの唱える現実否定は︑きびしい自己否定を媒介にして

(批判まではいたっていない)から一歩もでてはいないのである︒こ

れに似た思想的弱さ︑歪みの全身的否定を媒介とするものにほかな

初めて成りたつ性質のものであった︒たとえば彼らが萱岐のように

らなかった︒つまりそこには己れの存在の根源的意味を執劫に聞い

のような常識的な説教口調で終始していたのでは︑萱岐との聞に本

もっともこれが当時の進歩派と呼ばれる人間(政治家)の思想的

続けていくという批評操作が前提としであったわけである︒したが

質的な意味での対立︑論争がおこりょうはずがない︒文学︑思想の

限界であり︑その点を強調するためあえて川辺をこのように描いた

って無頼派作家(文学)について言及する以上︑やはり問題はそこ

﹁あらゆる体裁だけの美徳︑二股膏薬的な進歩づら︑臆病なモラル﹂

のだともいうことはできようが︑しかしそれならそれで川辺の描き

まで掘り下げられるべきであったといえよう︒これは無頼派文学の

などを軽蔑し︑否定するにしても︑それは彼ら自身の内部にあるそ

方(その扱いをも含めて﹀に︑最初から一工夫あって然るべきであ

らざるをえなかったのも当然であったといえよう︒

ったろう︒つまり川辺にたいする作者の批判的観点を明確にし︑進

この点が不充分であったことが︑この小説を貧しくさせ︑無頼派解

本質に迫るための必須な条件であったのが︑査一岐を描くにあたって

問題として両者の応酬が進展することなく︑単なる非難︑仲傷に終

歩派川辺の思想的欠陥と矛盾を内側からとらえ︑その無頼派作家

いをめぐる問題点が︑その後それぞれの作家に即して充分に究明し

もしれぬが︑しかし以上述べてきたような無頼派作家(文学)の扱

ところで︑小説﹁日本無頼派﹂にこだわりすぎたきらいがあるか

釈︑評価を一面的ならしめる原因になっている︒

(文学﹀批判の限界点を萱岐との対立︑応酬過程で明らかにしていく
必要があったわけである︒
い︒萱岐そのものにも問題があるといえよう︒萱岐は一応無頼派作

つくされているとは恩われぬのである︒むろん秀れた研究はすでに

だが問題はこうした川辺の描き方︑扱い方にだけあるのではな

であったように皮相的であり︑独自性にとぼしいのである︒それは

な検討は︑今後の諜題として残されているといっても過言ではない

幾つかあるが︑それは一部の作家に集中され︑全体としての本格的

家として描かれてはいるが︑川辺の無頼派批判の内容︑性格がそう

いってよいだろう︒当時無頼派と呼ばれていた作家たちが︑戦後の

状態におかれている︒

作者の無頼派文学にたいする解釈︑評価の不充分さからきていると
社会的︑政治的変動とそれにともなう荒廃と混迷のただなかにあっ
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そこで無頼派作家の思想と文学について改めて考えてみたいと思
うが︑とりあえずこの小論ではその無頼派作家のなかでも特異な存

野町ノ︒

在であったと恩われる田中英光を中心に検討を進めてみようと思

巡遺され︑十四年十二月まで主として山西省南部の山岳地帯を中心

に八路車ゲリラの掃討作戦に従った︒

田中はこの中国での戦争体験を戦後つぎのように書いている︒

﹁初めて知る野戦の味は︑聖戦︑皇軍︑神兵の美辞麗句できかされ

てきた内地の想像とはまるで違い︑ぼくたちは︑大挙して中国に殺

人︑傷害︑放火︑強盗︑強姦等に押しよせてきたのではないか︑と

し︑己れが生き残るためには他人(敵)を殺さねばならず︑より多

判的でありえたのは︑暫くの聞のことであった︒絶えず死を前提と

しかし田中が︑そうした日本軍の非人間的な蛮行︑残虐行為に批

思われるほどだった︒﹂(﹁奇妙な復讐﹂︑昭和 M年ロ月・新小説﹀

たとえば太宰や坂口︑織田などと大きな違いを見せており︑戦後の

そこで初めにこの二つの体験について述べることにするが︑この

してかつて戦争にたいして多少なりとも批判的であったことが︑逆

をもって作用し︑次第に人間性を喪失させていくことになった︒そ

いう戦争の非情な論理は︑個人のささやかな批判や善意を越えるカ

くの敵を殺すことによって己れの生存がそれだけ強く保証されると

体験の具体的内容や事実関係についてはすでに前にも書いたことが

に己れの無力さを痛感させる結果となり︑自棄と絶望に己れを追い

まず田中の戦争体験であるが︑これは内容上二つに分けて考える

しかも自分が死んだ後で世界がどうなるか︒まるで分らぬというヤ

﹁自分もまた死を前にしている恐しい実感があった︒いつ死ぬか︑

やることになった︒

ことができる︒一つは一兵士としての侵略戦争(日中戦争)参加の

ケクソな気持︒それがぼくたちを無量徳にし︑利那の享楽に溺れさ

せ︑女子供を哀れむより憎ませ︑あらゆる残虐行為をほしいままに

月であるが︑このときは補充兵教育を受けただけでその年の十二月

ではなく︑偶然に支配される恐怖すべき︑圧縮された人生だと学ん

﹁ぼくは戦争が︑チャンパラや演習のように︑約束のあるお芝居

させるものだった︒﹂

に除隊となっている︒つぎは十三年七月で︑中国山西省の第一線に

日中戦争には田中は二度召集を受けている︒最初は昭和十二年七

ある︒

体験であり︑一つは植民地朝鮮における国策文学運動参加の体験で

しv

あるので︑ここではできるだけ簡単な説明にとどめることにした

ている︒

田中の思想と文学のいわば核ともいうべきものの形成に強く作用し

後体験の特異性からきている︒この二つの体験は︑他の無頼派作家

ったと書いたが︑その田中の特異性は︑一つには彼の戦争体験と戦

私はいま田中英光のことを無頼派作家のなかでも特異な存在であ
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だ︒それでぼくは敵兵を傷つけ殺そうと努力するようになり︑老幼
婦女の暴行されるのも身を以て庇おうとする勇気を失ったようにな

中は姿勢を屈折させ︑戦争協力に傾いていったのである︒その具体
的なかたちが国策文学運動参加︑つまり総力戦体制下における朝鮮

るにいたった︒

g あたりを境に︑問
しかしそのなかで太平洋戦争開始(昭和国年u

った︒﹂(﹁奇妙な復轡﹂)

文学の統制的改革への積極的参加であった︒

つまり田中は侵略軍隊の忠良なる一兵士にわが身を同化させ︑

︹緑旗聯盟発行)︑および﹁京城日報﹂など朝鮮の新聞・雑誌を舞台に活

躍するとともに︑昭和十七年九月には︑内地での日本文学報国会結
成に刺戟されて﹁朝鮮文人協会﹂(発起人︑問中英光・牧洋・金村竜琶を組

この時期間中は︑主として雑誌﹁国民文学﹂(人文社発官︑﹁緑旗﹂

が︑もちろんこれは田中にとって終生消すことのできぬ精神的傷痕

﹁右手に機関銃︑左手に小銃を握り︑敵中に暴れ込んで勇戦奮闘﹂
︿横尾道秀・﹃問中の履歴書﹂・昭和ω年8月・全集月報 6﹀ す る こ と に な る の だ
として残った︒
﹁前線に二年ほど送られ︑二人の中国人を殺し︑多くの良民まで
傷つけ︑自分は反対に日本軍の野蛮さに︑その肉体も精神も手ひど

﹁今日ほど文学者の仕事が直接︑御国の仕事に役立つ時代はない

は︑田中自身の言薬を借りるとつぎのような内容のものであった︒

織し︑﹁国民総力運動の一翼として国民文学の建設﹂にあたること
を主目標に︑精力的な活動を展開した︒ここでいう﹁国民文学﹂と

だがこの中国での戦争体験よりはるかに深い精神的傷痕となった
のは︑植民地朝鮮における国策文学運動参加の体験であった︒前者

と思う︒例えば内地では︑圏内における米英敵性文化の撃滅︑日本
語整備(常用漢字)の問題︑大東亜共栄圏内への日本文化の普及等

く傷つけられた︒﹂ハ﹁酔いどれ船﹂・昭和お年日月・綜合文化)

たらさずにはおかなかったのである︒

がいわば強いられた体験であったのに対し︑後者は自らが積極的に
選びとった体験であるという意味で︑より強い罪の自覚を問中にも
帰還後の田中は召集前に勤めていた横浜ゴム京城支底に︑再び勤

昭和げ年 9月1日t 4日・京城日報﹀つまり簡単にいえば日本精神と日本語

底の問題︑家庭文化の問題と︑徴兵制に絡んで直接具体的に御国の
役に立つ仕事がいくらでも転がっている︒﹂(﹁半島文湿の新発足について﹂︑

々と挙げられる問題が︑朝鮮ではそれらを加えると共に︑それらよ
り更に身近い筒題︑例えば︑国語常用の問題︑日本精神文化普及徹

登場のチャンスを握んだ︒そして以後雑誌﹁文学界﹂﹁新潮﹂など

これは朝鮮人の側から見ると︑﹁:::泥まみれとなりながらもだ

機関誌的役割を果たしていたわけである︒

による戦争協力の文学ということになり︑雑誌﹁国民文学﹂はその

めるようになったが︑太宰の紹介で発表した﹁オリムポスの果実﹂
(昭和白年 9月・文学界)が︑はからずも池谷賞を受けることになり文壇
に小説を発表するとともに︑単行本﹃オリムポスの果実﹄(昭和時年ロ
月・高山番目号︑﹃われは海の子﹄(昭和団年 5月・桜井容苦︑﹃雲白く草青し﹄
ハ昭和国年 2月・桜井舎患などを相次いで刊行し︑旺盛な文筆活動を見せ
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しにはそれを開いて見ることもできないものであった﹂(金逮寿・﹁太平
洋戦争下の朝鮮文学﹂︑昭和総年 8月・文学﹀ということになり︑その反民族的

とは何か︑朝鮮人ならば︑まずこれからしてカチンとくる抵抗感な

れて﹄いたのは日本語の﹃国民文学﹄一誌のみであった︒﹃国民﹄

の文学が正常なかたちでありうるはずがなかったのである︒﹃許さ

られ︑だいたいその言語がこのように否認されているところで︑そ

されつづけていた朝鮮語による新聞・雑誌などはほとんど禁圧し去

望をごまかしてきた︒待つ︑というだけが俺の人生なのだ︒﹂

なにか起るのを待って︑享吉は︑自分の死にいたるまでの病い︑絶

だ瞬間の肉体の満足だけで︑どうにか時の重荷を支えている︒死ん

とができぬ︒むろん︑自分がいちばん厭なのだ︒そして︑自分のた

た︑そのひとりの永遠の恋人の悌さえ失っていた︒誰も愛するこ

思想と倫理の世界は毅れていった︒彼は︑昔︑夢想することのでき

﹁:::会社で︑軍隊で︑戦場で︒急速に︑彼のもっていた貧しい

いった︒﹂と書いているが︑もちろんこれは簡単に外からのカで﹁段

jj

田中はここで﹁彼のもっていた貧しい思想と倫理の世界は段れて

でしまえばいいのだ︒この胃袋と生殖器だけのお化けは︒けれども

おもかげ

反動性は決して容認することのできぬものであった︒
のなかに組みこまれることになったといえるのだが︑当然このこと

ではないだろう︒前述したように︑自らの手で己れの世界を﹁段し

れて﹂しまうような享吉の主体的脆弱性だけを指していっているの

結局田中はこの﹁朝鮮文人協会﹂結成の段階で︑完全に戦争体制
はこれに前後する時期の彼の文学にも強い影響︑変化を与えずには

て﹂いった問中の思想的屈折︑後退も︑当然そこには含まれていた

おかなかった︒聖戦完遂のための一市民の覚悟を歌った詩や︑皇軍

はずである︒己れを﹁胃袋と生殖器だけのお化け﹂としてしか眺め

のであったといえよう︒したがってここでは︑﹁符つ﹂という最も

兵士の減死奉公ぶりを讃えたり︑内鮮一体の臣民思想を強調する小

消極的な方法しか裏全ロには残らなかったのだが︑もとよりそれにど

ざるをえなかった享吉の暗いニヒリズムは︑この自らの手で己れの

戦後発表された長篇小説﹁酔いどれ船﹂蔀思は︑第一回大東亜文

れほどの期待もかけられるはずはなかった︒﹁個人的な文学の才能

説︑愛国文学創造のためには葉隠精神が必要であることを説いたエ

学者大会︿昭和EES に参加した中華民国︑満州国代表を京械に迎

が︑いまの時代になにを意味するか享吉はよく知っている︒それは

世界を﹁段七て﹂いったことにたいする強い自賓と嫌悪に根ざすも

えて︑﹁朝鮮文人協会﹂の学者・文学者たちが歓談︑交換する風景

ッセイなど︑二年ほど前の﹁オリムポスの果実﹂から見ると︑無漸

をパックに︑歓迎陣の一人である主人公享吉のデスベレートな思想

カダンの泥沼に逆流して身動きできなくなる︒その揚句の果てが︑

社会的存在としての太洋に流れ出られないと︑たちまちニヒルかデ

なともいえるほどの思想的屈折︑後退を示している︒

と行動を描いたものであるが︑これは大体この時期に重なり合い︑

自殺か情死︒享士口はこのこツのどちらかに︑自分の宿命が予言され

問中の思想的屈折を内側から照しだすような具合になっている︒そ
のなかにつぎのような一節がある︒

日

士口の悲痛な独白からも分るように︑どのような救済ももたらさなか

ているように恩(うどという﹁酔いどれ船﹂の終り近い部分での享

て︑単身︑地区事務所に移り住み︑九‑一五国鉄首切り反対闘争や

田中は一地方党組織(日本共産党沼津地区委員会)の責任者とし

再建問もない党組織の政治的︑思想的カをたかめるための努力を続

食糧危機闘争などに文字どおり献身的な活動を展開するとともに︑

は︑上部機関の官僚主義的︑セクト主義的指導とあいまって︑党内

けた︒しかし戦前党員を中心とする派閥的傾向の強い地区党組織

そしておそらくこのことは︑﹁私の宋熱な青春は︑奇怪なかたち

ったのである︒
で掘殺され︑悪夢のような戦争時代に私の眼前にあったのは︑ただ

の理想がひそんでおり︑それゆえにこそ私は人類を愛し得るものと

﹁二十代から三十五のその歳まで︑私は心のどこかには共産主義

大きな打撃を与えずにはおかなかった︒

られない﹂というかつて信条を逆転させようと試みていた田中に︑

このことは︑党活動のなかで﹁主義は信じられるが︑人聞が信じ

廃とを持ちこむことになった︒

しい逸脱を見せ︑田中の努力にもかかわらず党内に組織的混乱と頚

るだけであった︒しかも戦後党員の自由︑分散主義的な言動は︑著

の創造的エネルギーの組織化をさまたげ︑革命的行動力を低下させ

頚廃と諦観と絶望だった︒﹂︿﹁わが青春仲間復﹂・昭和包年同月・新潮)と語る田
中にも︑現実のものとしてありえたのではなかろうか︒
ところで戦後の田中は︑こうした二つの戦争体験にたいするきび
しい自省と賦罪意識から︑他の無頼派作家とは違ったかたちでの戦
後現実へのかかわり方を見せることになる︒周知のようにそれは︑具
体的な政治実践(党活動﹀をとおしての現実政治への参加であった︒

反動の権力と︑たたかえるカが自分のうちにもそなわってきたのを

自分たちの生活のためにも︑人類を死と暗黒の方向にひき戻す保守

は︑すべてが彼らを愛し得るには︑どうしても神の如き中間者が必

信じていたのだが︑合法時代を迎えて︑私の肉眼で眺めた党員たち

﹁私はいま漸く三十四歳になって︑まず自分の文学のためにも︑

知った︒﹂(﹁わが青春幼復﹂﹀と書くことのできたのは︑田中が党活動に

そうした党員たちこそ︑原罪や絶望の意識がなく︑自分たちをあた

要だと恩われるほど︑彼らは奇妙で哀れな存在なのであった︒私は

入ってから間もなくのことである︑が︑ここには自己再生のための強
い決意が見られる︒

人だといえると思うのである︒﹂(﹃地下室から﹄・昭和例年ロ月・八雲魯底)

かも神であるかのように思いこんでいるために︑最も典型的な現代

田中が日本共産党に入党したのは︑昭和二十二年三月であるが︑
以後翌年の三月までの約一年聞が田中の党活動の時期である︒それ

意味での﹁現代人﹂にほかならぬのだが︑前衛的政治組織のなかに

ことわるまでもなくここでいわれている﹁現代人﹂とは︑否定的

はちょうど戦後の社会的︑経済的混乱と窮乏のなかで︑労働者︑農
民を中心とする戦後革命へのたたかいが︑全国的規模で急速に広が
りつつあった時期にあたる︒

こうした否定的﹁現代人﹂の跳梁を眺めねばならなかったことは︑
﹁主義と人間﹂の高次な統一の可能性を信じようとした問中にとっ

田中が離党後一年ほどたってから発表した小説に︑﹁風はいつも

たい︒

論争など︑問中だけに関係した問題でなく戦後文学の一時期の動向

治との戦後の出会いや︑新日本文学会第二回大会での中野重治との

きかけた時期の問中の生活を描いた小説であり︑このなかには太宰

吹いている﹂門昭和お年 2月・文芸大学﹀というのがある︒これは離党に傾

ことがあった︒この小説は当時の国鉄闘争を中心に労働運動︑革命

S が︑党内から反党的曝露小説にほかならぬと批判されるという

の小説の後半の部分で田中は︑それまでの主人公﹁私﹂のほかに︑

を探るうえで参考にもなる興味深い問題が扱っかわれているが︑こ

しかも問中が雑誌﹁太平﹂に発表した小説﹁N機関区﹂ハ昭和忽年 2

て︑耐えがたいことであった︒

運動内部の矛盾と混迷をするどく尉扶し︑思想︑組織上の重要な問

﹃嘘と少女﹄ハ昭和泊年一四月・真蕃桑きなどの一連の政治小説が︑戦後草

﹁途上﹂(昭和m年9月・世界文化)︑﹁地下室から﹂(昭和お年 5月・芸術)それに

おついでに書きそえておくと︑この﹁N機関区﹂以後発表された

田中が党から離れたのはそれから一か月ほど後のことである︒な

葛藤であるが︑いうまでもなく田中はここで︑自身の内部的矛盾︑

たい気持などを︑いちばん︑大切にして﹂いる﹁ボク﹂との対立︑

に気に﹂する﹁私﹂と︑﹁自分の幸福や︑好悪︑自分に正直であり

か︑他人の幸福だとか︑合理性などというものを︑真面目に神経質

対立︑葛藤を軸にその後の話を展開している︒すなわち﹁正義だと

﹁もうひとりの私﹂を﹁ボク﹂という呼称で登場させ︑その両者の

命運動の内在的批判として先駆的役割を果したことは︑周知の事実

相到の追求を意図しているわけである︒おそらく田中は︑この両者

が統一︑止揚されたところにあるべき私の像を求めていたに違いな

いと思われるが︑しかし実際には両者︑﹁私﹂と﹁ボク﹂のどちらか

に比重をかけることで︑現実を生きようとせざるをえなかったので

は﹁影の存在﹂になるという具合であった︒そして再び﹁風はいつ

ところで初めの予定より説明が長くなってしまったが︑以上が他

も吹いている﹂では︑離党問題を契機にこの﹁ボク﹂が優位にたと

の無頼派作家から見て特異な存在であると恩われる田中のニつの体
の体験の特異性と田中の文学︑思想との具体的関係について述べな

うとするのである︒あくまでも﹁人民の立場﹂にたち︑人民とご

の方が優位にたち︑戦後の党活動のなかではそれが逆転し︑﹁ボク﹂

ければならぬのだが︑残念ながらそのすべてにわたって述べる時間

ある︒つまり田中自身の説明に従えば︑戦争中は﹁私﹂より﹁ポク﹂

的余裕がないので︑それに関連する問題について若干書くことにし

験￨戦争体験と戦後体験のあらましである︒そこでつぎはこの二つ

3

となっている︒

となったのである︒

題を提出したものであるが︑それは認められず逆に批判される結果
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のかもしれぬと思い︑酒と女の世界に入りこんでみたが︑正直にい

幸福をつかみたい︒幸福とは︑案外︑肉体の満足感の中にだけある

うと︑私はここで︑前よりもいっそう愚劣な孤独を感じ︑この世界

を選び︑﹁自分の生きたい﹂ように生きることを主張する﹁ボク﹂と
の対立は︑党内の思想的︑組織的矛盾が曝露され︑﹁主義と人間﹂

緒の道﹂を歩んでいこうとする﹁私﹂と︑﹁孤独な文学(者)の道﹂

の本質的議離が確認される過程で深刻な様相を見せるが︑結局﹁ボ

事実田中はそのデスペレ lトな生活のなかで︑求めてついに得る

のたたかいを意味していた︒

ことのできなかった現実変革の夢を執劫に諮り続け︑己れの弱さを

から︑どう逃げだしたらよいかと︑のた打ち回っている︒﹂(﹁共産党離
党のき・昭和初年 1月・世界霊机)という絶望的状況のなかでの現状打開

そしてそれは田中自身も語っているように︑最終的には﹁アドル

自虐的に鞭打つなかで自立の途を真剣に追究することになる︒

まるのはここからである︒
ムと酒に酔って︑愛しているひとを傷つけるような醜い事件まで起

いに人間の信仰や救いのためにあるとは信ぜず︑むしろ人間不信の

ク﹂が決定的な力をもつことで終りになる︒田中の生活無頼がはじ

し︑妻は派出婦として働き︑四人の子供たちもバラバラに肉親のも
とに預かって貰う﹂ような﹁大破局﹂(﹁私は愛に追いつめられた﹂・昭和泌年

抗議や絶望の告自によって︑読者たちに現実の地獄相をのぞかせ︑

激剤のように思う﹂(﹁私は愛に追いつめられた﹂)といった言葉ゃ︑つぎの

逆に人間信頼の理想や人類不滅の憧れの如き光を望ませる毒薬的刺

このことは︑たとえば﹁ぼくは自分の文学を︑哲学や倫理学みた

の生活無頼であり︑破壊であった︒

ロ月・婦人函曹を︑現実生活のうえで招くにさえいたる︒文字どおり
だがこうした生活のなかにあって︑﹁社会的存在﹂としての﹁私﹂︑

かさで信じられるはずだ︒その未知な人類の未来を信じ︑彼らの築

く︑人間の生活力の逗ましい流れだけは単で触れ近目で眺め得る確

はまるで分らないが︑しかし子供たちは更に新しい生命を生んでゆ

﹁人間はどこから来て︑どこに行ってしまうのか︑現在の知識で

言葉などによってもある程度窺い知ることができよう︒

つまり現実変革と人関連帯の回復を志向する﹁私﹂の存在がまった
く忘れ去られていたわけではなかった︒二つの体験￨戦争体験と戦

活が﹁大破局﹂にいたる過程で︑いったん否定した﹁私﹂が次第に

純なかたちでの復活は現実的にはありえなかったのである︒現実生

く黄金境の礎石を作るべく︑どんなに辛く恥ずかしく厭らしくても︑

後体験が介在する以上︑過去の﹁ボク﹂︑自己中心的な﹁ボク﹂の単

意味を聞いはじめることで︑あらたな自己蘇生の途を切り開こうと

発言力を強めていくようになる︑というより改めて﹁私﹂の存在の

生きて努力するのがぼくたちの義務と責任である︒或いは無償の行

つまりそれは︑﹁清教徒じみた︑一一様︑意地悪で頑固者の多い党内

為に似た美徳である︒決してあっさり︑この世に︑﹃さようなら﹄
を告げてはいけない︒﹂︿﹁さようなら﹂・昭和 M年U月・個性﹀

するのである︒

τ︑みじめな孤独を感じ︑どうせ死ぬのだ︑生きているうちに︑

にい

3
5

ところで︑こうした田中の主体自立と人関連帯の回復を希求する

の安楽椅子からする戦争批判︑戦後の近代主義的主体性論の限界を

ていっている︒それはかつて針生一郎が指摘したように︑﹁知識人

後体験(政治実践)の意味を聞い︑あらたなロマンの構築に進みで

のりこえ︑泥まみれの肉体そのものをとおして民衆との連帯をつか

たたかいを可能ならしめたものは︑前にも触れたが︑やはりこつの

もう﹂(昭和ω年5月・田中英光全集第二巻解説)とする田中のアクティブな

体験￨戦争体験と戦後体験にほかならなかったといえよう︒たとえ
に自己中心的な﹁ボク﹂の登場を許し︑現実生活上の﹁大破局﹂を

ば問中の戦後体験︑政治実践への参加とその挫折は︑前述したよう

姿勢を基本とするものであった︒

また﹁さようなら﹂についていうと︑もちろんこれはこの世との

招くにさえいたるのだが︑しかし一方では戦争体験を否定的媒介と

訣別を意図して構想された小説ではない︒﹁さようなら﹂という言

するその戦後体験は︑かつての自己中心的な﹁ボク﹂の単純なかた

うとした小説である︒

主義)とニヒリズムを批判し︑拒絶することで︑自己再生をはかろ

ちでの復活を許さなかったばかりではなく︑生活無頼のなかで一種

田中は戦争中やはり﹁さようなら﹂という言葉を対象に︑﹁さよ

の悲惨な体験を重ね合わせ︑そこに流れる日本人特有の諦観(運命

の体験に固執し︑その本質的追求をもとに己れの文学世界の可能性

ならの美しさ﹂(昭和ロ年・防共新聞﹀というエッセイを書いたことがあ

葉の背後にある﹁日本の民衆の暗い歴史と社会﹂そのものに︑己れ

を実証しようと試みていたことからも判るであろう︒その典型的な
例が﹁酔いどれ船﹂であり︑﹁さようなら﹂であったといえよう︒そ

の歯止めの役割りを果たし︑文学創造のための内発的エネルギーを

こには絶えず二つの体験(原体験)に立ちもどり︑それらの体験が

の解釈が試みられ︑たとえば﹁生き別れの場合のさようならは︑死

るが︑ここでは小説﹁さようなら﹂とはまったく逆な視点から言葉

保証することにもなっている︒このことは問中が執劫なまでに二つ

内包する諸問題にきびしく自己を待崎させ︑その緊張関係のなかか

に別れの場合には︑天皇陛下万歳︑となる︒これは言う人々こそ違

らあらたな文学創造に立ち向うといった姿勢が特徴的に認められる
のである︒

た時局迎合的な解釈がなされている︒これなどは︑完全に主体を喪

世界で更にいちばん美しいサヨナラの言葉であろう︒﹂などといっ

戦後再び﹁さようなら﹂という言葉をとりあげ︑それを一編の小説

失したともいえる田中の醜惑な体験の一つにほかならぬわけだが︑

え︑悉く上御一人に対し奉って︑唱えられる言葉であるからして︑

下の植民地朝鮮における田中の屈折した体験︑権力機構に組みこま

﹁酔いどれ船﹂についていえば︑すでに田中の戦争体験を諮る際
引き合いにだし︑若干の説明を試みたことからも判るように︑戦争

ラリン﹂の人間ということになるのだが﹀の錯乱と絶望を真正面か

にまとめあげようとした田中にとって︑この醜悪なかつての体験に

れていく便乗的文学者(田中自身の言葉によれば﹁内股膏薬の中ブ
ら凝視し︑その矛盾と混濁をするどく批判することから︑己れの戦
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あったはずである︒おそらくその問いかけに答えることも︑また小

がることになるのか︑という問いかけは当然無視できぬものとしで

どのようなかたちで対決することが︑現在の己れを生かす途につな

いわば満身創撲といった状態のなかで︑あえて小説を書き続けてい

する自己回復のための切実な試みであったといえよう︒でなければ

の激しさを明るみにだし︑そこから現状打開の方向を探りだそうと

こまで持続させることができたかという点であるが︑残念ながら田

中はあまりにも早く己れの才能(文学﹀に見切りをつけてしまった

く必要もなかったであろう︒ただ問題は︑そうした試みを田中がど

ょうである︒かつて田中は資質上の特徴点として﹁猫のような活カ

説﹁さようなら﹂の主要な内的モチーフであったと恩われる︒つま
こにひそむ諸問題の徹底的な追求をとおして︑文学創造のための内

と柔すぎる感性﹂とをあげたことがあるが門昭和お年却月・﹃オリムポスの

りここでもまた問中は︑過去の体験にきびしく己れを対崎させ︑そ
発的エネルギーを生みだしていくという主体操作をとらざるをえな

呆実﹄獄事︑その﹁猫のような活力﹂がこうした時にこそ最大限に生

年ロ月・世界春秋)などにしても︑そこで繰り返し語られているこつの

しつくしたとはいえぬであろう︒残された問題は改めて別な機会に

いてきたわけであるが︑その若干の問題についてもまだ充分に説明

以上田中の二つの体験に関連して文学上の若干の問題について書

プィ︐

かったわけであるが︑その意味からいっても小説﹁さようなら﹂が︑

かされるべきであったろう︒

体験(原体験)は︑主人公を社会あるいは政治からの被害者に仕立

検討することにしたいと考えている︒

. トス

単なる人生訣別のための回想記録でなかったことは理解できるであ

てあげ︑実生活上の破綻やその反社会行為のすべてを合理化するた

さらにこれ以外の小説﹁野孤﹂門昭和 M年5月・知機人)︑﹁魔王﹂︽昭和 M

ろう︒

めのものではなかったであろう︒それは主人公の抜きさしならぬ破
滅的状況と行為に原体験をオーバーラップさせることで︑内部矛盾

a7
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戦後文学における﹁第三の新人﹂ の位置

声
日

朗

が︑次第に一般的になりつつあるようだ︒朝鮮動乱といっても︑昭
和二十五年六月の米軍出兵から二十八年七月の休戦調印まで三年の

昭

﹁第三の新人﹂が現在のような意味で文学史用語として定着する
までの経緯については︑村松定孝氏﹁第=石新人の評価﹂(﹁国文学﹂

まり右の過渡期の作家たちである︒

ずれにしてももっともではある︒もっとも︑二六年九月サンフラン

川賞受賞は確かに昭和二十八年以降には違いないが︑その文壇への

そこには﹁八月十五日以後﹂というとらえ方が含んでいたのと同じ
あやまりを含んではいないか︒もっとはっきり言えば︑﹁第三の新
人﹂にとっての戦中︑戦後が見おとされはしないか︒﹁第三の新人﹂

﹁朝鮮戦争以後における相対的な安定期﹂ということばに疑問を感
ずるからである︒まず第一に簡単に﹁以後﹂などと言ってよいのか︒

登場は二十六︑七年からであるということだけを言っておく︒
それにこだわるのは︑普通﹁第三の新人﹂の時代を指していう

に示す相である︒そして︑この時期の文学の流れもまたその例外で
はあり得ない︒三島由紀夫・大岡昇平までを含めたいわゆる﹁戦後

しに﹁戦後﹂は終わった︑ないしは終わりつつあるのである︒
むろんこのことは︑歴史の流れのあらゆる変曲点が︑つねに我々

通しての日本経済の立ち直り︑などと数えたてるまでもなく︑いわ
ゆる﹁戦後﹂は一タにして終わったわけではない︒いわばなしくず

シスコ条約調印︑二七年五月血のメーデー︑そして朝鮮特需景気を

ω・8)が委曲をつくしているので今はふれない︒ただ︑彼らの芥

幅があるが︑それもほぼ動乱の終結をもって区切りにするもののよ
うである︒その区切りの意味にはいろいろあるようだが︑いわく占

派﹂と︑石原慎太郎以下昭和三十年代になってから文壇に出た作家
達との聞に︑﹁第三の新人﹂と呼ばれるグループがある︒これがつ

居

領時代の終わり︑反動政治路線の確立︑日本経済の安定︑等々︑い

最近︑朝鮮動乱をもって戦後文学の一つの区切りとする考え方

烏
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いうのなら︑それもよい︒しかしその逆を行つてはならない︒

の文学を検討して︑そこに戦後文学としての何物をも見出さないと

みるのは極めて輿深いところである︒

その点ではおよそ逆のものだと考えられている︒この辺りを考えて

りはしないか︒たとえ﹁相対的﹂というような限定がつくにせよ︑

たがたまたま気管支炎で高熱を発していたため即日帰郷になった︒

圃三島由紀夫は兵隊には行っていない︒正確に言うと︑召集は受け

第二に︑﹁相対的安定﹂という状況把握自体に根本的な誤りがあ
﹁安定﹂という言い方であの時期をしめくくっていいのか︒﹁右翼反

﹁中世﹂に﹁終末観の美学の作品化﹂を試みたりしていた︒そして

その前後の三島は︑近い将来の死を確定的なものと思うことから︑

終戦︒三島は︑﹁戦争は決して私たちに精神の傷を与へはしなかっ

精神的なデカダンに酔っていた︒死はおそろしいことには違いなか

現に文学史書の多ぐが︑﹁第三の新人﹂を︑素通りはしないまで

た﹂門﹁重症者の兇器﹂}という︒もちろんこれは逆説である︒その逆説の

動﹂﹁逆コース﹂等々の言葉の持っていた危機感はうそであったの

もかなり冷淡に扱う︒折角戦後文学がひらいた歴史的社会的視野を

上にのって一一一一一口うなら︑彼の精神が傷つかなかったのは︑はじめから

か︒ともあれ﹁第三の新人﹂の文学が︑日常生活の危機を拡大した

再び見落した︑伝統的私小説の方法に戻った︑等々︒しかし果して

彼が精神などを持たなかったからである︒死を肯定する退廃の精神

ったが﹁未来に関して自分の責任の及ぶ範囲が皆無である﹂ような

そう言ってしまってよいのだろうか︒﹁第一次戦後派﹂﹁第二次戦後

は持っても︑生きるための精神は持たなかったのである︒かくて三

状況は︑それなりに軽やかな日々を支えたのである︒そして小説

派﹂といっても︑﹁第三次戦後派﹂とはいわれない︒しかし﹁第三

島は︑いうところの﹁健康といふ名の不治の病﹂を背負ったまま︑

ものであるという見方が︑右のような﹁安定﹂観と重なったときに︑

の新人﹂の文学はやはり﹁戦後文学﹂としてとらえたときにその全

大きな誤謬が生ずるように思う︒

貌を明らかにするのではなかろうか︒

夫をおいてみるということである︒三島は﹁第三の新人﹂のほとん

う︒それは﹁第三の新人﹂を考えるときの合わせ鏡として三島由紀

月十五日まで召集令状は来なかった︒戦争末期昭和二十年早春を舞

郷を許された︒その後再度徴兵検査を受け甲種合格となったが︑八

行淳之介である︒士口行は三日間兵営にいて気管支ゼンソクのため帰

状況としてこの三島に似通っているのは︑年令的にも最も近い吉

戦後を生きるのである︒

ど誰よりも若い︒しかも彼は﹁第三の新人﹂たちよりも早く文壇に

台とした小説にはこういう一節がある︒

いまこのことを考えるにあたって︑便宜上一つの視点を設定しよ

三の新人﹂たちに近い︒つぎに ﹁第三の新人﹂は︑しばしば﹁百常

戦争というものは終るものだ︑と僕は考えていた︒しかし︑

出た︒この三島の戦争体験はぺZR一次戦後派﹂の人均よりほ﹁第
性﹂﹁私小説性﹂などという点で共通点をくくられる︒一二島文学は
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戦争の終った後の日々の中には︑僕はすでに存在していない筈

のおかれていた状況を最も象徴的に示しているのが島尾の場合であ

尾敏雄は海軍予備学生であった︒中でも︑これまで述べてきた人々

のだが︑この庄野の位置と島尾の位置との聞にはいくらの差もない

る︒庄野は終戦時伊豆半島で本土決戦に備える砲台構築をしていた

だった︒自分が生きて動いていてしかも戦争のない日々︒
それはあまりに僕にとって架空すぎるし︑またあまりに輝かし

が回顧されでいると言ってよいだろう︒吉行もまた当然のことなが

刻︑ただ一回限りの戦闘に向かって即時待機に入った︒そして遂に

の隊長として︑百八十名の部下と共にいたのである︒八月十三日夕

島尾は奄美大島の南にある加計呂麻島に︑特攻隊﹁第十八震洋隊﹂

であろう︒

すぎてちらと考えただけでも心が痛むので︑極力そんな考えか
ら自分の心を遮断してしまおうとしていた︒(﹁焔の中﹂)

ら︑﹁自分の生が数歩向うで断ち切られている﹂というあきらめの

まさに﹁死の当日を待つことが日常であった﹂のである︒本質的に

発進の命令の下らぬまま︑八月十五日を迎えたのである︒そこでは

この小説の虚構性はどうであれ︑ここには吉行自身の戦中の心情

中で生きていた︒その吉行が終戦を迎えた時の気持ちを︑同じ素材

について︑島尾はこう言う︒﹁私の限からは鱗が落ちて居らず︑蒙

ならぬ形で死を待つ﹁日常﹂があった︒そしてその中での自分自身

は三島や吉行の場合もそうであったが︑それよりもさらに抜きさし

から作られた小説で見ょう︒
いったい︑どうやって何の手掛りもない世の中から︑生きて

昧のただ中で︑言う迄もなく﹃抵抗﹄の意味を知る由もなかった﹂

ゆくための糧を奪い取ればよいのだろう︒ハ中堅戦争の聞は︑
ることを考えなくてはならぬ時間の中に投げ出されてしまった

死ぬことについてばかり考えさせられてきた僕は︑今度は生き

と︒そして島尾は︑﹁見極めなければならなかった何一つをも見極
め得る位置に居﹂なかったとして︑ただ一度の出撃を待ち続けるだ

にすべきなのは︑おそらく﹁位置﹂ではあるまい︒﹁位置﹂を言う

けでしかなかった特攻隊という﹁位置﹂を気にしている︒しかし気

のだ︒(﹁事魔の夕暮﹂﹀
そしてこの﹁僕﹂は︑右のような当惑のうちに︑自分自身の﹁歪
その他︑安岡章太郎は北満まで行っているが︑のらくら二等兵だ

んでゆく内部﹂にたよるしかないことを感ずる︒

う︒はたまた︑小島の﹁位置﹂にいれば何かを見きわめられるとい

なら︑島尾の位置と三島・吉行の位置との聞にどれほどの差があろ

うわけでもあるまい︒もっとも﹁見緩め﹂ることを気にするのは︑

ったらしく︑また最後は胸部疾患で送還されている︒最年長の小島

島尾の文学の質と︑彼の作家は執念でもあろう︒ここでより問題に

信夫は︑結婚後に昭和十六年から二十一年まで軍隊生活をしている
兵隊だったようだ︒

なるのは︑﹁抵抗﹂である︒島尾は﹁言う迄もなく﹃抵抗﹄の意味を

が︑自筆年譜や小説﹁燕京大学部隊﹂などによれば︑これも怠惰な

v

この小島は幹部候補生を受験して失敗 しているが︑庄野潤三と島
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た誰がそれを知っていたであろう︒小島や安岡ののらくらは︑ある

文章には︑さらにこういう一節もある︒

島尾にとって︑この転倒はなお続いているようである︒先に引いた

この二十年のあいだ︑すくなくとも私の住む国には戦争がな

知る由もなかった﹂というが︑島尾がそうだとすれば︑ここに挙げ

が︑あの戦争の意味を知った上での真の﹁抵抗﹂であったとは思い

意味では﹁抵抗﹂であったかもしれない︒しかし︑彼らの﹁抵抗﹂

のように見えはじめ︑これからのこ十年もまた同じ状態が享受

かったが︑ふとしたはずみに︑それはめずらしくあやしい現象

線を画する︒おそらくこの点が︑﹁第三の新人﹂をそれ以前の戦後

て︑﹁日常﹂を﹁日常﹂として受けとれぬままに戦後を生きなけれ

それを﹁不安な無力感﹂というように感ずるかどうかは別とし

できるかと思うと︑不安な無力感におそわれてしまう︒

派と分ける点であり︑彼らの文学の非歴史性︑非社会性︑非政治性

こに挙げたその他の作家についてもまた言えるところであろう︒

ばならなかったということは︑三島や吉行の場合も同様であり︑こ

﹁抵抗﹂はできなかったにせよ﹁抵抗﹂の意味は知っていた者とは一

がたい︒その点で︑野間宏﹁真空地帯﹂の曾回のような︑たとえ

もまた﹁第三の新人﹂に近いのである︒

日常性﹂の文学を生み出した作家として︑大岡昇平︑太宰治ととも

饗庭孝男氏は︑戦争体験を内在化しその絶望と格闘しながら﹁反

おしばらく三島を中に入れて考えていきたい︒

﹁第三の新人﹂における﹁日常性﹂の問題を考えるにあたって︑な

進めよう︒

の重要なポイントがあるであろう︒以下︑その点をめぐって考察を

そして︑おそらくはこの点に︑﹁第三の新人﹂を考えていくため

といわれるものと関わるところであろう︒そして︑その点では三島
ともあれ︑そういう中で島尾は終戦を迎えた︒
死の当日を待つことが日常であったその時の私にとって︑八
月十五日という日は︑むずがゆいほどの生の躍動に満ちてい
た︒だから︑その考えてもみなかった異常な事態を理解しよう
ともつれはじめた私の思考を追いこして︑私のからだの生の部
分がどんどん先に歩きはじめるのをおさえることができなかっ
たo q二十年目の λ月十五日﹂)

死を待つ﹁日常﹂を持っていた島尾にとって︑生きるべき﹁日常﹂

日常性への回帰は︑倦怠の果の自殺に等しいものである︒三島

一たび日常性を喪失し︑そこに生の燃焼を見︑経験し︑そこ
に芸術の﹁きの反日常性の類僻関係をみとめた人聞にとって︑

に三島由紀夫を挙げる︒

つ﹁日常﹂︑それはもはや﹁日常﹂ではない︒生きるべき﹁日常﹂︑

が﹁考えてもみなかった異常な事態﹂であったというのは︑げにも

それだけが﹁日常﹂と呼べるものだ︒ところがその﹁日常﹂が︑島

の中における﹁死﹂の体験と﹁美﹂は︑生の高揚の瞬間を永遠

っともなことである︒ここには恐るべき価値の転倒がある︒死を待

尾にとっては︑考えてもみなかった﹁異常﹂な事態である︒しかも
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に定着させようという緊張にみちた努力によって彼の存在を日

ところで饗庭氏には﹁日常性の文学とは何か﹂と題する一文があ

これが三島由紀夫における﹁反日常性の文学﹂の図式である︒

る︒これは前の文章とともに︑戦後の文学論の主流をなした﹁近代

常性の中で救っているのである︒ハ﹁反日常性の文学﹂﹀
三島の美学が彼の存在を﹁日常性の中で﹂救っているかどうかと

の何人かが︑肯定的な評価によって登場する︒

文学﹂一派の文学観に対する批判であるが︑その中に﹁第三の新人﹂

門

﹀

いう点については疑問がないではないが︑その他の点では右の文章

1

に異論はない︒このことを言うためには三島のどの作品をとっても

の深部からの暗示ともいうべきもので︑存在を支配し︑日常は︑そ

まず島尾敏雄である︒島尾の作品における﹁異常﹂は﹁いわば生

﹁金閣寺﹂の主人公は︑作品の冒頭から﹁日常性﹂を喪失した人

の視点から︑かぎりない奥行でもって把えられている﹂という︒そ

かまわないが︑たとえば﹁金閣寺﹂に明らかである︒

して島尾はこの﹁異常﹂の視点から︑﹁日常﹂の中の﹁存在の暗い

深淵のグィジョン﹂をとらえ出しているというのである︒

ていた﹁日常性﹂を喪失したのではなく︑もともと﹁日常性﹂をも
ち得ない状況に生まれたということは︑八月十五日を迎えても彼が

島尾にはその初期に﹁夢の中での日常﹂に代表される超現実主義
風な作品がある︒しかしここではむしろそこは素通りして︑彼の病

間として設定される︒この点は一つ重要である︒彼がかつて所有し

﹁日常性﹂の中に帰って行けないことを決定的にしている︒ところ

島尾の病妻物はまさしく私小説的方法によって書かれた作品であ

妻物について見る方が意味があるだろう︒

る︒加計呂麻島の特攻隊長であった島尾は︑島の名家の秘蔵娘と恋

でその主人公が︑戦火が迫ったときに︑自分自身とともに金閣も滅

の充実を感じたのだと言ってよかろう︒ところが八月十五日を境に

絶対の美︑という意味で非日常的な存在である金閣との一致に生命

した特攻隊長と︑両親の異常なまでに深い愛によって俗世の風を知

をした︒それはいうなれば﹁反日常性﹂の恋であった︒死を目前に

びることを思い︑金閣との安らかな一致を感ずる︒永遠なるもの︑

この関係は崩れる︒主人公は﹁日常性﹂の中に生きねばならないの

までもただ美しいものであったに違いない︒ところが終戦は彼らに

らずに育った娘との恋は︑﹁日常性﹂を遠く超えたところで︑どこ

である︒ところが一たび反日常性の世界で金閣の美に憧れてしまっ
らず彼の日常性への回帰を妨げる︒主人公は︑反日常性の美学を破

た主人公にとって︑日常性への回帰は不可能である︒金閣は一再な
壊し︑日常性への論理を獲得すべく︑金閣に火を放っ︒しかし︑美

ける男女の関係は︑かつての﹁反日常﹂の世界のそれのように︑た

生きることを強いた︒二人ともに﹁日常性﹂の論理を獲得しないま
ま結婚という日常生活に入っていった︒しかし﹁日常﹂の世界にお

だ二人より添ってじっと眼の奥をのぞき合っている︑というような

しいものは滅びなければならぬという反日常性の美学の方はそれに
ない︒

よってかえって完成し︑主人公の日常性への回帰は呆されるべくも
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夫との聞を結んでいる﹁日常﹂世界の粋が信じられなかったのであ

ものではあり得なかった︒棄が参ってしまった︒彼女には︑自分と

いて考えてみよう︒

の中で﹃復轡﹄のために生きる﹂作家として挙げた吉行淳之介につ

ここで饗庭氏が︑﹁傷つけられた感受性をパネにしつつ︑日常性

吉行の娼婦ものの世界︑女体を売る女とそこに通う男と︑はある

係をその原型において追求しようという試みである︒

門V
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吉行の芥川賞受賞作﹁畷雨﹂などの娼婦ものは︑これまた人間関

る︒彼女は片時たりとも夫のそばを離れることができなくなってし
まった︒そして執劫にただ一つの聞を発しつづけた︒お前は本当に

意味では﹁日常﹂そのものである︒世界としては川崎長太郎の私小

夫なのか︑信じていいのか︑という聞である︒
島尾はこれをそのまま小説に書いた︒﹁死の線﹂に代表される作

ある︒彼らは﹁女体﹂との﹁精神の関与しない﹂交際を求めてその

品群である︒そこに描かれたのは﹁日常﹂世界そのものである︒も

街へ出かけていく︒しかし﹁精神の関与しない﹂﹁女体﹂は観念と

ている問題は深い︒娼婦ものの主人公たちは愛を信じない男たちで

たものである︒だが妻の問は︑﹁日常﹂生活から発するものではあ

してしか存在しない︒間もなく女との関係に﹁愛﹂のしめり気が漂

説﹁抹香町﹂ものと大差ないかもしれない︒だが︑そこで追求され

りながら︑同時に﹁日常﹂を超えて︑﹁生の深部﹂からの芦である︒

ちろん委の狂気という裂け目からは﹁日常﹂の奥にある﹁異常﹂が

人間関係とは何なのか︒愛とは︒信とは︒そして人間という存在と

のぞいているには違いないが︑その狂気は﹁日常﹂の中から生まれ

は一体何であるのか︒そういう最も原理的な聞なのである︒

﹁女体﹂への執念はどこから来るのか︒その答は︑実はさきに挙げ

ってくる︒それを敏感に察知した男はいち早く逃げ出す︒これが吉
行の娼婦ものの型である︒それにしてもこの一連の作品に見られる
円︒ゐ一)

この深い懐疑はどこから生まれたのか︒それは右に述べた事実が

は︑もし空襲で死ぬとしたら︑古典を読み残したことは悔いないが

た﹁熔の中﹂﹁華麗な夕暮﹂に見られる︒﹁華麗な夕暮﹂の主人公

明瞭に語っているように︑彼らの経た戦争という異常の体験が︑彼
らにその懐疑の限を与えたのである︒

の心とは無関係に﹁女体﹂を追求する︒白昼︑眼を大きく見開いて

﹁女体﹂を読み残したことは烈しく後悔するに違いないとして︑女

饗庭氏はさらに庄野潤三︑小島信夫︑吉行淳之介の名を挙げる︒
プl ルサイド小景﹂などの庄野の作品において︑﹁氏の何気ない日
﹁

えるその奥底に︑何とも冴えない白いものが見えるのだが︑それが

女を抱き︑何かを懸命に読みとろうとする︒いろいろな物の形が見

常性の内にひそむ暗黒の部分は︑生の断層からかいまみた異常の世
聞を根底的な場に追いつめて問うという姿勢﹂をもった作品として

られた小さい空を見るように思う︒この﹁何だかわからない﹂も

何だかわからない︒ただ︑深い谷底から見上げた数千丈の断崖に劃

界である﹂という︒また小島の﹁抱擁家族﹂について︑﹁家庭と人

はのちに改めて考えよう︒

評価する︒いずれもその通りであるが︑これらの家庭小説について
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の︑それを娼婦ものの主人公たちは追求しつづけているのだと言っ
てよいであろう︒それは︑﹁愛﹂などという空虚なものに関わりな
い︑もっと奥深いところにある人間関係の︑人間存在の本質である
といってよかろう︒彼もまた︑﹁日常﹂の中に﹁異常﹂の深淵をのぞ
いているのである︒
この﹁華麗な夕暮﹂は小説である︒従ってその主人公が即ち昭和
二十年の吉行淳之介であるとは言えない︒だが︑それはどうでもよ

さて︑そこで次に問題になるのは︑そういう共通のところから出
発したものが︑何故別々の方向への道を歩んだかということであ
る︒虚構とロマネスクの三島文学と︑私小説性といってくくられて

しまう﹁第三の新人﹂の文学との分岐点はどこかということであ
る︒これまで強引に三島を﹁第三の新人﹂につき合わせて来た意味

三島文学を支えているのは︑もちろん彼の﹁反日常性﹂の美学で

はここにある︒

に仮託して追求しつづけているのである︒
このように見て来るとき︑三島由紀夫と島尾敏雄︑吉行淳之介ら

ある︒三島の美学は︑彼の日常生活とは隔絶することによってはじ
めて成立つ︒﹁金閣寺﹂が何らの救済をも見ていないことはすでに

人間性の深奥をのぞく︒それはそれで十分である︒少くとも生活と
無縁なところで文学を考える限りにおいては︒しかし︑もしも三島

ある︒三島はその美学を操って︑さまざまの絢嫡たるグァラエテイ
を見せてくれる︒そして我々は︑﹁日常﹂においては眠らされてい
る我々の感性を愉ばされる︒そして﹁日常﹂とは隔絶したところで︑

との間には︑意外に深い近縁性があることが認められる︒片や﹁反
日常﹂の世界を構築し︑片や﹁日常性﹂の中に﹁異常﹂をさぐると
いう方法の差こそあれ︑ともにそれぞれの戦争体験がもたらした

見た︒あるいは︑金閣を焼くことは無意味だと感じたときに︑この
小説は書かれることになったのではないか︒言一いかえれば︑主人公

いのだ︒要は︑彼がその娼婦ものの主人公の原型と読みとれる形
で︑この﹁華麗な夕暮﹂の主人公を設定しているということである︒
つまり︑吉行は彼自身の戦争体験から掘り出して来た問題を﹁女体﹂

﹁日常性﹂の論理ではいやし難い精神の傷を︑それぞれの文学の出
発点においているのである︒早く日野啓三が︑﹁この作家(三島)は︑

の﹁徒爾であるから︑私はやるべきであった﹂という逆説が︑この
小説のモチーフの根源ではなかったろうか︒ともあれ︑はじめから

の文学がいかに彼の生活にかかわるかという点では︑大いに問題は

戦後の最も新しい世代の生活感情に結びつき︑今日﹃第三の新人﹄

救済があり得なかったから︑この小説は書かれた︒これを可能にし
ているのは三島の強靭さである︒もちろん強靭なのは肉体ではな

とよばれている一群の作家たちの源流になっている観がある︒この
つながりを解きほぐすことは︑今日の文学の生態を内面からつかむ
ことになろう﹂と指摘したのは︑まことに当を得ていたと言わねば

い︒精神である︒絶望のふちに立つ﹁日常﹂には一一服を与えること

なく︑﹁反日常性﹂の美学の顕現にのみ充実を感じうる精神である︒

なるまい︒

ただこのような文学の持つ問題は︑そこに発展が期待できないこと

あたりまえの﹁日常﹂生活においては︑その一番奥底にありながら︑

ではない︒ちょうど吉行の﹁華麗な夕暮﹂の主人公が︑揺れ動く形

わにあった筈だ︒しかし︑それがこうだとはっきり見極めたわけ

象の奥底に何か白いものがあるのを認めながら︑遂にそれが何であ

意識することさえできない︑原存在としての人聞が︑そのままあら
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︑ころでこのような精神の強靭さは︑あるいは﹁日常﹂へのあく
と

である︒現に三島文学の図式は︑その根本においてほとんど変って

なき裏切りは︑どこの誰にでも期待できるものではない︒島尾敏雄

るかを知り得なかったように︒もちろんその場合の原存在というの

る︒戦争体験の内在化を求めたのである︒﹁夢の中での日常﹂その

あのような﹁日常性﹂の論理によってはとらえられないものであ

は︑大岡昇平が﹁停虜記﹂で追求してみせたようなそれではない︒

それをはがしてしまうと猛烈なかゆみに襲われる︑そして遂に自分

五日に訪れた﹁日常﹂を﹁異常﹂と感じてしまった︒そこで体験し

に︑特攻隊長という﹁異常﹂を﹁日常﹂としていた島尾は︑八月十

の中にある﹁日常﹂というようなことだったのだろう︒前述のよう

それは題名も示しているように︑﹁夢の中での日常﹂︑つまり﹁具常﹂

超現実主義的な作品によって︑島尾は何を表現しようとしたのか︒

かもしれない︒もっとも︑その行く末が散文を超えて詩になってし

かったならば︑島尾もまた﹁夢の中での日常﹂の方法を固定化した

に︑それによって﹁日常﹂を反照しようという意図が含まれていな

ところがあったのではなかろうか︒もしも島尾の﹁異常﹂への関心

への志向を含んでいる︒そこに島尾と三島が最後に決定的に別れる

れ自体︑一方に﹁異常﹂への強い関心を持ちながら︑他方に﹁日常﹂

ただ︑この﹁呉常﹂の中に﹁日常﹂の原質を探るという発想はそ

をつつき出すような不気味さを漂わせている︒

た﹁日常﹂と﹁異常﹂との関係︑そしてその聞からのぞいた人間存

まわないという保証はないが︒そしてこの点はもう一つの三島と島

他の短篇は︑確かに超現実的表現のうちに︑読む者の意識下の深奥

在の深淵︑それをまず島尾は表現したかったのであろう︒戦争とい

の胃袋を引っぱりだし︑身体全体を裏返しにして小川の流れに洗わ

う﹁異常﹂の状況︑そこでは人間は純然たる一箇の存在であった︒

はないが︑少くとも三島の文学には︑作品の内部だけに働く﹁反日

るいは三島の戦争体験が島尾のそれとくらべれば︑まだしもいくら

常性﹂の論理がある︒三島のロマネスクと呼んでもいい︒これはあ

尾の分岐点である︒三島の文学が必ずしも詩的でないというわけで

った︒生命すらより︑どころになるのかどうかわからない状況におい

世間とか親子とか︑そういった﹁日常﹂の関係の中における存在の

て︑一体人間はいかなる相において存在するのだろうか︒そこには

仕方はもちろん︑﹁日常﹂の感情すら︑そこでは爽雑物にすぎなか

せる︑というのは﹁夢の中での日常﹂の一場面である︒こういった

営巴の諸短篇がある︒たとえば︑体に大きな療ができた主人公が︑

さきに述べたように︑島尾には病妻物に先立って﹁夢の中での日

の場合を考えてみよう︒
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か観念的・抽象的でありえたことを意味するかも知れない︒ところ

と眼覚めているときの経験との関係に歪みが生じて︑﹁自分で現実

ができる﹂と︒ところが島尾は︑そうしているうちに夢の中の経験

の日常﹂の方法においては︑当然起こるべきことがらであった︒つ

からはがれてしまった﹂という︒前述のように︑これは﹁夢の中で

が島尾はまさに感覚だけのところで原存在の淵をのぞいた︒そこに
彼の文学が散文よりも詩に傾く可能性があったのであり︑逆に﹁日

ある︒

まり彼の文学方法の転換が必然であったことを自ら言っているので

常性﹂と結びつく緒口もあったのではなかろうか︒ともあれさきに
述べたように︑島尾の把握の仕方自体にある﹁日常﹂への志向が︑

そう言ってかまわないのだが︑ただ同じ私小説とは言っても古い私

法という︒従ってその一連の小説を私小説であるという︒もちろん

ところでこのようにして聞いた方法を指して︑一般に私小説的方

三島のような﹁反日常﹂の文学への可能性をふさいだことは︑まず
こう考えてくると︑島尾が﹁夢の中での日常﹂の方法からやがて

小説とは違うということである︒たとえば先に述ベたように︑妻の

まちがいないところであろう︒

なる︒もちろんそこには︑現に島尾が﹁日常﹂の中に生きようと努

く︑それ以上に人間存在の根本に対する問いかけとしての意味を持

夫に対する究開のことばに︑単に﹁日常﹂の次元での意味だけでな

病棄物のごとき手法に移って行くことは必然であったということに

き方法にぴったりの事実がおこってしまったことはあった︒だがそ

のいうことばに︑﹁もうぼうや︑いろんなことを見てしまったから

たせていることなどである︒他の一例を挙げるなら︑学令前の長男

力していたこと︑そしてその過程で︑棄の病気というまさに来るべ

病妻物の方法については︑すでにくわしく見た︒それはつまり︑

れは方法転換の時期を決めたに過ぎないであろう︒

小説ととったらしく︑このことばも事実そのままのごとく受けとっ

仕方がない︒生きていたってしょうがないから︑おかあさんの言う
通りになる﹂というものがある︒三島由紀夫はこの小説をただの私

﹁日常﹂の中に﹁異常﹂をさぐるという方法であり︑いわば﹁夢の
法こそ︑彼が戦争体験をふまえて戦後に生きるための方法であった

中での日常﹂の方法と表裏の関係をなすものである︒そしてこの方

ではあるまい︒いわば﹁日常﹂の中の﹁異常﹂を表現すべく︑こど

もにこのような人間存在の根本にかかわる発言をさせたのだ︒﹁い

て︑私小説について意見を述べている︒しかしここはおそらくそう

ろんなことを見てしまった﹂ということばが︑幼い子供の発言とし

はずだ︒ちょうどこの過渡期における島尾自身の文章に︑﹁小説の
察を︑線覚めたあとまで持ち越すことによって︑眠りのない現実の

て虚構されているだけに︑我々は平和な﹁日常﹂の中に潜んでいる

素材﹂がある︒その中でこれまでの方法を指して︑﹁夢の中での観

れを比喰的に読めばこうも読めよう︒﹁戦中の異常体験を戦後にま

洞穴の蓋をはずされて傍然とするのである︒そして作者はその効果

中ででも辛うじて自分を支えることができたと思える﹂という︒こ
で持ちこすことによって︑﹃日常﹄の中ででも辛うじて生きること
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の危機を十分に承知しながら︑それに全く手をつけることなく︑か

解決をも与えない︒ただ読者にそれを感じさせるだけである︒さき

りそめの﹁日常﹂生活を営んでいる︒そして作者もまたそれに何の

に見た吉行の作品や︑また小島の作品は︑その状況設定においてや

が発揮できさえすれば︑この部分が全体の﹁日常﹂的リアリティを
島尾は︑﹁﹃田中英光全集﹄第七巻を読んで﹂という文章の中で︑

や虚構の意識があらわであり︑それだけに多少問題意識もはっきり

多少崩していても︑それでよしとしているようである︒
﹁自分の甲羅の大きさで彼をかぶせとってみてのはなしだが﹂と前

しているが︑基本的には前二者に通ずると言ってよさそうである︒

結局彼らの﹁日常性﹂﹁私小説性﹂の濃い文学は︑その中に﹁異

っているわけである︒まず︑本来は作家の私生活と小説がどんなに

常﹂と﹁方法意識﹂とをはっきり示していると言えるだろう︒死に

おきして︑次のように述べている︒つまり︑彼自身の創作意識を語

にすぎないはずだという︒そして実際におちいりやすい誘惑は︑構

似ていても︑それはその作家が小説を作るきっかけのところの問題

た︒そして彼らがその追求をあきらめない限り︑同じ体験から出発

らは︑その問題を戦後の日常生活の中に追求しようとしたのであっ

しながらも﹁日常﹂を捨ててかえりみない三島の文学とは︑遂に道

直面した戦争の異常体験から人間存在の深淵をのぞいてしまった彼

てつくりものの小説表現に肉づけしていくのは︑探険と偶然の面白

想なしにある状況を自分の現在において︑その展開は私生活の動き

さがある︒ただその場合一番危険なことは︑生活と小説表現のあい

を重ねることは不可能であったのだ︒その結果︑彼らは三島文学の

にまかせようとすることであるという︒この私生活の展開を利用し

だの断絶が見えにくくなることだというのである︒そして問中英光

では追求できなかった人間存在の問題を追求し︑その深淵をかいま

絢燭さは獲得できなかった︒しかし︑三島や他の戦後派作家の方法

みさせてくれたのである︒ただ惜しむらくは︑そのいわゆる私小説

はこの陥穴にはまりこんだのだろうと考えている︒島尾がこの自戒

的方法がわざわいし︑単なる技巧達者の文学と見られることが多か

でもあることばを忠実に守り得ているかどうかは知らない︒しかし︑
彼は少くともこれだけの方法意識はもっているし︑現に彼の作品は

明治大正にかけて近代文学と﹁家﹂という問題があった︒ついで

家庭の事情小説という函から考えてみよう︒

さてここでもう少し視野を広げたいのだが︑ここではひとつその

ある︒

ったし︑またそうなる危険性はつねに彼らをおびやかしているので

それだけの充実を示しているのではなかろうか︒
以上島尾敏雄について考えてきたところは︑他の﹁第三の新人﹂た
ちの文学についても︑それなりの形で大よそあてはまるのではない
る︒しかも表面的には島尾の病妻物よりもはるかに﹁日常﹂的であ

だろうか︒たとえば庄野の作品は︑その発想はかなり私小説的であ
る︒しかしその平凡な小市民家庭の生活の背後には必らず﹁日常﹂
の論理では処理できない人間関係の危機が潜んでいる︒主人公はそ
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太平洋戦争を挟んでは﹁社会化された私﹂の問題があった︒これを
ついで今ここに小市民的﹁家庭﹂の問題があるのではなかろうか︒
あるいは前二つの問題に比して第三の問題が小さいといわれるかも
しれない︒しかし少くとも今の時点では︑あながちそうとも雪国い切
れない︒
近代的自我の確立期において︑封建制の個人におおいかぶさる末
端のものとしての﹁家﹂が常に問題であったことは︑今さらいうま
でもない︒白樺派あたりまではほとんどすべての作家に共通した問
題であり︑その後も個々の作家に︑さまざまな形で問題になってき
た︒おそらく太宰治における﹁家﹂の問題というのが︑その最後の
ものではなかったろうか︒

じ昭和十年代作家で上林暁・尾崎一雄ゃ︑戦後に﹁家庭の幸福は諸

悪の基﹂ということばを残した太宰治も考えられる︒いずれにせ
よ︑﹁家庭﹂というものが︑人間にとって負担になるもの︑あるい

は︑それを守るためにはある意識的な努力を要するものとして立ち
あらわれたのはかなりに新しいということが言えそうである︒

﹁家庭﹂を重荷にするようになったことはそれだけ人聞が倭小化
したことである︑ということも言える︒たしかに昭和十年代は人聞

がもっとも倭小化した時代であった︒しかし逆にこうも善一一回えるだ
ろう︒﹁家庭﹂が問題になるのは︑そこに今までと違う新しい人間

関係が生じたからである︒つまり封建時代以来の従属の関係とは別
種の新しい人間関係の法則を見出さなければならなくなったからで
ある︒

題になる︒それはおそらく女権の伸張ということにも関係しよう︒
ここではその専門的な検討はさておくとして︑文学上の現象を考

等な人間と人聞がより集って作るもの︑それが﹁家庭﹂である︒と
すると日本において﹁家庭﹂があらわれたのはいつからかという問

うような封建的な﹁家﹂と同質のもの︑つまり﹁家﹂において息子
だった作家が家長になったにすぎないものは一応除いて考える︒対

かって行くだけで︑棄のがわのにんげんの厚みをとらえていない彼
の視野が私にはよくわからないし︑不安定に思えて仕方がないわけ

か﹃家族第一主義への反抗﹄などと書いているものだけれど︑それ
がだだっ子のくりごとのように平板に妻への不満という壁につっか

る︒﹁もうひとつ彼がこの小説群を書くためのパネとしているもの
は︑彼自身がただことばの上でだけ書いている﹃家族主義の悪弊﹄と

真剣に﹁家庭﹂の倫理ととりくんだとも言えないであろう︒島尾敏
雄は前引の﹁﹃田中英光全集﹄第七巻を読んで﹂の中でこう言ってい

もっとも実際には︑右の作家たちの場合には︑必ずしもそれほど

えてみよう︒私見では︑おそらく堀辰雄あたりがはじまりではない
だろうか︒もっともこの場合もあるいは﹁家庭﹂以前の﹁愛﹂の問

だ﹂と︒つまり島尾にとっでは太宰直伝の田中英光の﹁家庭﹂否定
などは︑﹁だだっ子のくりごと﹂としかうつらなかったわけである︒

一方で作家と﹁家庭﹂という問題も︑広義にはかなり早くからあ
ったのではないだろうか︒ただしここでは︑家長対家族構成員とい

題だと言えぬこともない︒同じ論法を使うと︑次に注目されるのは
ずっと下って﹁結婚の生態﹂の石川達三ぐらいであろうか︒また同
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一方的なだだっ子で︑妻の人聞が問題になっていない︑不安定であ
る︑というのである︒
そこで島尾・庄野・小島らの﹁家庭﹂を描いた小説を見ると︑こ
こで初めて人間関係の根本にかかわるところで﹁家庭﹂が問題にな
ったということが言えるのではないか︒もちろんこの現象を︑いわ

彼らの文学の本質を見失うのではなかろうか︒

ゆる相対的安定期の状況︑更には現在のマイ・ホ l ム的人間氾濫の
世相から簡単に片づけてしまうことは容易である︒しかしそれでは
次の問題である﹁社会化された私﹂のことも︑この点に関わる︒
この点は三島を引きあいに出す限りではふれるところがなかった
が︑戦後いち早く︑こんどこそ文学に社会的・歴史的視野をとりこ
もうとする動きがあった︒もちろんその論は本格小説を待望し︑私
小説的伝統の克服を欲した︒この論の担い手たち︑またそういう作
品を書いた作家たちは︑さきの島尾の文を借りていうなら︑﹁﹃抵抗﹄
の意味﹂を知っていた人々である︒したがって︑彼らにとっても戦
争は異常体験には違いなかったが︑終戦はその異常が正態に復した
という意味でしかなかった︒これまで述べて来た作家たちのよう
に︑異常が日常となり日常が異常となるというような精神の傷つき
方はしなかったのである︒彼らにとっての問題は︑終戦ではなく転
向であった︒彼らの中には真近に革命を予想した者すらあったらし

こうして考えれば︑﹁第三の新人﹂たちとその他の戦後派との聞
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に深いみぞがあることは明らかである︒それは終戦によって戦中に
いかに深く人間の内部に傷を負っていたかを自覚した者たちと︑そ

の同じ時に論理を回復して勇み立ったものたちとの差である︒して
みれば︑冒頭に掲げた朝鮮戦争をもって戦後文学に一つの区切りを

つける見方はまことに至当であると言わねばならない︒
ただしそうであればなおさら問題になることは︑それでは﹁第三

の新人﹂の文学は﹁戦後文学﹂と見るべきかどうかということであ
る︒これまで見て来たところによればおのずと一つの回答が与えら

れる︒﹁第三の新人﹂の文学はまぎれもなく﹁戦後文学﹂である︒
第一次︑第二次戦後派とは全く別個のところで︑そしてより人間の
深部において︑戦争体験をとらえ︑それを内在化して生きようとし
た文学なのである︒
注

この点については︑私見を﹁三島由紀夫と中世﹂(﹁解釈と鑑賞﹂昭狙・ 7) に述
ベた︒なおつづく﹁金閣寺﹄の分析も右の論をもとにしている︒
(1V

ω ・1臨時増刊)

1﹃死の隷﹄を中心にl﹂ハ﹁国文学﹂
2
︿ ) この見方は拙稿﹁戦後における私小説的意識

昭4 ・3﹀ですでに述ベたことがある︒

以下の部分は基本的には拙稿﹁吉行淳之介の文学﹂(﹁国文学﹂昭
と重複する︒
(3)

6
7

戦

f
麦
詩

子

朗

人論などは︑もうかなり前から︑おおむね詩人によって書かれてき

﹁戦後詩人論﹂

ないわけではなかった︒否︑むしJ ド官と強い恋意が︑その理論化
の努力を促進しているのだとも言える﹂ものであった︒なお吉本は

ことばをそのまま借りれば︑このエッセイは﹁混沌とした戦後詩の

の概括は︑いかにも大ざっぱすぎるものではあったが︑鮎川信夫の

会的な関心も︑もたない詩人たちの出現﹂以下を第三期とする吉本

中村稔たちをはじめとする﹁詩意識のなかに︑実存的な関心も︑社

いわゆる戦中派の詩人たちの活動を第二期に︑そして谷川俊太郎︑

までの詩人たちを第一期とし︑戦後の﹁荒地﹂グループにはじまる︑

きく三期に分け︑戦前のプロレタリア誇運動をふくむ﹁詩と詩論﹂

ち未来社刊﹃持情の論理﹄に収録)ではなかったろうか︒日本の現代詩を大

行も質量ともにさかんになり︑年々︑戦前(昭和初期)の刊行点数

事場的混乱から︑まともな立直りを見せてくるのである︒詩書の刊

して出版ジャーナリズムも︑敗戦から朝鮮動乱のあおりをうけた火

い︑吉本のいわゆる第三期に属する新しい若い詩人たちの登場︑そ

と︑時期的には照応する︒直接的には戦争の影をひきずっていな

期から︑回復期をへて︑ようやく新しい転換期にはいっていたこと

たかまってきたということは︑戦後の詩がほぼ五年き5みに︑昏迷

こうして戦後十年ごろから︑現代詩の史的展望の機運が︑徐々に

a年7S で︑彼のいう第二期︑第三期の詩と詩人た

た︒単独のエッセイとして︑もっとも早く書かれたのは︑吉本隆明

ちについて︑ややくわしく敷街し︑論じなおした︒

みであったと言える︒しかし︑彼の理論にあっても恋意的なものが

世界を裁断し︑概念化し︑理論化した︑これまでのところ唯一の試

原
の﹁日本の現代詩史論をどうかくか﹂︿﹁新日本文学﹂一九五四年三月号︑の

そのときどきの時評をこえた︑戦後詩の展望ゃ︑概括的な戦後詩

1

を凌ぐほどになってくる︒アンソロジイも商業ペ l スに乗ってくる

集している︒
これらの研究誌の特集のテl マが︑すべて戦後詩の詩史的考察に
わたっているわけではないが︑そして諸論文の多くを現代詩人に依

誌﹁日本近代文学﹂も第8集で﹁詩精神﹂﹁詩人研究の問題点﹂を特

ι

降の新体詩いらいの詩史にしても︑決定的なものは︑まだないので
ある︒そうしたものがあれば︑戦後詩も︑それが大きな断絶をはさ
んでの︑ある意味で不連続の連続の流れであるとはいえ︑どんなに
とらえやすかろう︑ということも考えられるのである︒

されて︑戦後二十年たって︑より客観的な研究の機運が生まれてき
た︑ということはいえるようだ︒したがって︑この機運は年を逐う
て高まってゆくだろうが︑これまでのところ︑まだこれといってま
とまった戦後詩の概観も︑私たちはもってはいない︒しかし明治以

存しているのが現状ではあっても︑それにしても︑戦後十年にして
詩人がわから批評的回顧や詩史的整理の機運がおこり︑それが促進

と︑おのずから作品の評価や選択のうえからも︑詩史的な選択限も
必要になってくるし︑またそれらに付する﹁解説﹂の類も︑かなり
本格的なものが用意されることになる︒そうした出版ジャーナリズ
ムとの靖ひっきも︑詩史的な整理や︑批評的な展望の必要をうなが
す大きな要因となっていることを見逃がしてはなるまい︒
いわゆる戦前派では村野四郎門﹁現代詩小史﹂筑摩︑震日本文学金集﹃現代
詩集﹄巻末﹀︑伊藤信吉門﹁現代詩の歴史﹂現代日本名詩 集大成第四巻︑いわゆる
戦後派では安西均 Q戦後の苦現代教義文庫﹀︑木原孝一円﹁戦後霊私宮本の

S

︑ a・9月以隊速曹︑吉本隆明前芭︑大岡信 Q蓄の批判﹄﹃芸術と伝統﹄
帳
手
﹃文明のなかの誇と芸術﹄等に収められた諸エッセイ﹀︑鮎川信夫雀 1参照﹀︑小海
等の仕事は︑とくに記憶にのこるものであ
永二 Q近代詩から現代詩
る︒その他︑断片的な発言や︑正面きった詩史論とまではいえない
までも︑詩史的発言のエッセイまでひろってゆくと︑かぎりないも
のになろう︒なかでも大岡信の精力的で︑幅ひろい︑柔軟な︑現代
詩ことに戦後詩への理解と洞察の深さは︑清岡卓行が最近﹁文学﹂

価の方法の正統が出て来ないという事情がある︒詩人の評価は︑時
にするどくても︑やはり怒意的である︒そこに仲間意識もはたらか
ないとはいえまい︒かといって︑一般読者や研究家でさえも︑いき

小説ジャンルとちがって︑専門的な詩の批評家が乏しく(という
より︑いわゆる文芸批評家H小説批評家でしかなく︑というべきか
もしれない可いきおい詩の批評や鑑賞は︑実作者である詩人によ
ってなされることから︑そこに作品評価の基準が定着せず︑また評

た﹁現代詩の方法﹂{飢年 6月増刊さを特集した︒﹁国文学﹂誌も﹁近

なりふみこんで客観的な評価に参加するには︑現代の詩はあまりに
も専門的で︑普遍的な理解の要素をみずから切りすてている︑とい

戦後急速に研究対象の幅をひろげた国文学研究のほうでも︑﹁解
釈と鑑賞﹂誌が五四年十一月号で﹁現代詩とは何か﹂を特集し︑ま
代詩より現代詩へ﹂@年 9月き︑﹁現代詩の鑑賞﹂@年 4月きを特集
している︒ごく最近では前記﹁文学﹂の﹁詩と詩人﹂特集︑また本

・5月号)誌上でふれているとおりである(大岡信の詩￨戦後詩への愛着
9ly
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批評させ︑語らせ︑泥をはかせて(それは多すぎるということはな

ーの混沌がありすぎる︒けっきよく︑詩人にめいめい恋意的にしろ

う事情がある︒いきなりふみこめないポエムの難解さと︑ポエトリ

の有力な一員であった木原孝一の﹁より高い次元の言語文化という

で︑西脇がどういう評価をうけているか︑やはり﹁荒地﹂グループ

れている﹂のかどうかわからないが︑こんにちの八詩壇V の内外

(zv

に思う︒その人は︑西脇順三郎である︒﹂という最大級の讃辞をあ

点では︑私たちは︑真に偉大といえる一人の詩人を持っているよう

理論化する︑い

い︑多いほどよい可それを裁断し︑綜合整理し

なかなかおもしろい内容であるが︑出席者は安東次男︑寺岡透︑野

例をあげておこう︒﹁文学﹂誌の前掲特集﹁詩と詩人﹂の座談会は︑

くらも例はあるが︑ここではごく最近︑一般の眼にもふれている一

たせる﹃現代詩大系﹄七巻︹思潮社)も最近完結して︑いわゆる︿詩

後詩人たちの作品を多く収録して︑戦後詩のおおよその全貌を見わ

いは︑少なくともまだ︿研究V の対象にはなりえない︒これら純戦

向としては問題にすることができるが︑個々の詩人の作品それじた

どは︑たしかにまだ一定の評価を受けるには早すぎる︒概括的な傾

戦後の詩︑ことに吉本隆明のいわゆる第三期の詩人たちの作品な

げておこう︒

わゆる研究者の仕事がそこでちからを発揮するという手順をとらね
ばなるまい︒

間宏︑堀田善衛といった顔ぶれで︑いずれも︑かつて詩人であり︑

ブl ムVに乗ってか︑かなりの売れ行きを示していると聞くから︑

現代詩︑ことにも戦後詩に対して︑いかに評価がまちまちか︑い

今も第一線の詩人である人たちである︒冒頭︑三番目の堀田の発言

待したいものである︒

こうしたこころみをきっかけに︑さまざまの評価がおこることを期

と︑つづく野間の発言を写してみる︒
堀田ポエジーね:・:︒ぼくは西脇順三郎の詩というのは︑さっ
ぱりわからんね︒詩を感ずるということはぜんぜんないな︒あれ

ことになると思うが︑ここでことわっておくと︑現代の個々の詩人

展望と︑そこから浮かびあがってくる種々の問題点をとらえてゆく

以下︑私は個々の作品の評価よりも︑いわゆる戦後詩の概括的な

野間そうね︒いや︑まあ︑上質といってもよい︑おもしろいと

なり作品なりが︑まだ正当な評価を受けるには早すぎる￨￨と私が

は︑なんだかやたらに有名で︑どうも妙なものではないかね︒

ぶられていると恩うな︒そういう・詩人の世界というものがあるわ

ころもあるけれども︑あの人は一般に︑詩人の世界でかなり買いか

堀田は人も知るように︑西脇の教え子であり(それはどうでもよ

風化にさらすべきだからだ︑という︑それは至極まっとうな理由に

に未完成なのだから︒すると︑詩人はともあれ︑作品はもっと時の

由によってでは︑むろんない︒いつの時代も︑あらゆる詩人は永遠

いうのは︑それぞれの詩人がまだ若く未完成であるから︑という理

いことだが)︑それよりも西脇にはいたって毅近の関係をもっ﹁荒

けだね︒

地﹂グループの旧同人なのである︒野聞がいうように﹁買いかぶら
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うやらその真の理由は︑現代における詩じたいの認識の不安定さに︑

また詩人個々の傾向ゃ︑作品の技法や特徴は︑多くの解説的な詩人

るのに越したことはないが︑第一︑スペースがそれを許さないし︑

(8
きでも江頭彦造氏が︑戦前の現代詩のながれとつなげて︑﹁戦後

論︑作品鑑賞の本もあることだし︑ここでは省きたい︒本誌前号

よる:・・とそう私はいっておけばよいのかもしれない︒しかし︑ど

違えば︑戦後の詩人たち︑ことに若い現代詩人たちが模索しながら

詩の文学的地位の危なっかしさに︑あるように恩われる︒ひとつ間

への流れを見ていく場合に︑かならず︑といってよいくらいにおこ

ただ︑ここで私がぜひいっておきたいことは︑近代詩から現代詩

ここでは避けたい︒

かえれば︑戦後の詩の多くは︑難解とされる詩の多くは︑それはけ

なわれている概括のしかたについてである︒﹁象徴主義﹂とか﹁口

詩の問題点﹂を緩々報告したばかりである︒江頭論文との重複も︑

っして難解であるという理由などによってではなしに︑それほどま

でもないしろものであるかもしれないという危なさ︑である︒いい

でに実験的であり︑誇張していえば︑空中でいつ飛消してしまうか

か﹁生活派﹂︑とくに昭和期にはいってからの﹁詩と詩論﹂の運動以

語自由詩﹂といった概括はまだよいとして︑大正期の﹁民衆派﹂と

も︑ひたむきに書きのこしているものが︑詩でもなければ文学作品

もわからないほどに尖端的な︑文学的試みであるかもしれないので

に便利な︑手間の省けるパターンであり︑また事実その時代時代の

後の﹁主知派(近代派・モダニズム)﹂とか﹁主情派(持情派・リリ

現実のなかでも︑それぞれの詩人たちが︑そうしたくくられかたで

とであり︑やはり実験的な試みは試みとして一部ではさかんな劇

ある︒これは伝統的な短歌や俳句の世界ではむろん考えられないこ

これは現代という︑長い目でみればすさまじい過渡期といえる時

シズム﹀﹂といったくくりかたに対する疑問である︒それはたしか

代の現実と︑詩というジャンルの宿命的な前衛性とのぶつかりあい

た安易なくくりかたに抵抗を感じずにはいない︒そのことをいい立

通していたのかもしれないが︑それならばなおのこと︑私はそうし

ゃ︑小説の世界でも考えられないことであろう︒

から生じる︑正直な︑避けられない現象︑とだけいえるかどうか︒

ら︑ここではおもに﹁主知派﹂﹁主情派﹂といった命名のしかたに

てると︑詩だけでなく︑文学史の方法にまで話はひろがってゆくか

やはり私は︑そこに詩における伝統と現代の問題が介在しているよ
の所論をつらぬく︑それは重要な視点ともなろう︒

うに思う︒いまここでそのことに立入らない︑が︑けっきょくは本稿

ついてだけにしたい︒﹁主知派﹂﹁主情派﹂と一括する常套的思考の
問題点をひき出すまえに︑私なりの戦後詩の見取図をえがいてみ

があるはずである︒壷井繁治の言をかりていうと︑﹁このような理

ない知性と感性を︑別種対立するものとしている暗黙の暖昧な理解

根底には︑便利だという惰性は別として︑ほんらい対立するはずの

る必要があるようだ︒それはなるべく具体的で︑くわしいものであ
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わけにはゆかない﹂のである︒室井も﹁現代詩の精神﹂(岩波講座﹁文

解のなかに︑私は少なくとも現代詩の精神の衰弱の一徴候を見逃す

君らの死を数へあげる︒/兵器の前で君らは無だ︒

君等の兵器が/他人を計ってゐるやうに/他人の兵器もまた/

﹂ B巻)というすぐれた論文のなかで︑わざわざ﹁詩における感性
学

と︑おそらく戦争中に作られた﹁徽﹂(﹃鬼の児の唄﹄勾所思のなか

く/兵器をうむ︒

でうたった金子光晴は︑敗戦後の現実を︑ばんばんの大きな欠時と

君らの照準も︑無だ︒/思考も無だ︒そして兵器だけが限りな

してとらえ︑﹁くだくだしい論議や/戦争犯罪やリベラリズムまで︑

と知性の問題﹂という一・章をもうけて︑しごく当然の理論を実証的

に﹁歌う詩人﹂と見られて︑軽んじられる傾向のある小熊秀雄の詩

と﹁歌う詩﹂のくくりかたで︑その﹁考える詩﹂の立場から︑一般

/この欠陥岬のなかへぶちこんでも/がさがさだ︒まだがさがさだ︒﹂

に︑力強く述べている︒叢井は︑これもよく見かける﹁考える詩﹂

よっても再評価されているが￨﹃現代詩の展開﹄思潮社︑白年﹀︒小熊は︑

をあげて︑感性と知性の美しい統一をいう(小熊は最近安東次男に

(ばんばんの歌)とうたっている︒

村野四郎は五二年に出した詩集﹃実在の岸辺﹄のなかで︑

これまでの便宜主義的詩史の発想によれば︑﹁歌う詩人﹂であると
同時に︑主情派や知性派でもない﹁プロレタリア詩派﹂のなかに︑

もない犬もない/真空の空間/そこで死ねない心臓が/う

ここに夜明けはくることがない/地球のかげの/枝もない家

どの派に属する詩人のものであろうと︑すぐれた作品は︑そうし

たっているうたっている/世界の友よ/あの歌をおきき/こ

くくりこまれているのである︒
た枠づけやレッテルから︑とうにはみ出している︒つまり︑枠づけ

と表現した︒また小野十三郎は︑短歌的行情を否定しながら︑み

青黒い大きな錐をぎりっと切ると/タスマニヤの真赤な人夢が

ずからの新しい﹃持情詩集﹄♀きで︑

の平和の黒い歌黛い啓

は︑直接作品とむかい合うことをしない怠惰な精神のやる分類法と
いうことになろう︒
さて︑戦後詩を概観する場合︑どうしても戦争という現実が︑戦

ンをそえて食卓にならべた︒/飢え渇えていた野菜だ︒/それ

あらわれた︒/私はそれを八つの皿に盛り分け/一片の代用パ

後の詩人たちの内面におよぼした影響ということを︑先ず出発点と
して考えざるをえないだろう︒いうまでもなく︑それは戦時の非人

と︑ここだけで示すなら︑いたってプロザイックに書いている︒

はわれらの血となり肉となるだろう︒(タスマエヤ人夢)

かっ

間的な生活や︑圧迫きわまった精神の体験だけではなしに︑敗戦と

こうした戦前からの既成詩人たちの︑敗戦直後の現実のなかから

いう幕切れにはじまる開放と虚脱と︑高揚と混迷の錯雑する戦後の
︒
る

現実を︑詩人たちがいかに主体的にうけとめたか︑という問題であ
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るとき︑そのことは︑よりはっきりしてくる︒﹁荒地﹂や﹁列島﹂︑

て北村太郎︑三好豊一郎等々の︑どの作品をとってみても︑そこ

生れた作品を︑いま虚心に読みかえしていくと︑まぎれもなく彼等

には八回復Vというにはあまりにも生々しい︿出発Vがある︒その

それに﹁マチネ・ポエチック﹂等のグループの出現によって︑現象

や西脇順三郎らもふくめ︑あるいはまたさらに古くからの詩的世代

ことは﹁マチネ・ポエチック﹂のグループは別として︑﹁列島﹂の

的には戦後の詩のながれは︑昏迷期から宙復期にはいったと見るこ

に属する佐藤春夫や室生犀星︑高村光太郎らもふくめて午あらゆる

若い詩人たちの作品にも︑ ある程度共通していえる︒彼らにとっ

が︑すでに骨格のできあがった詩人であるという︑平凡だが重要な

既成詩人の作品について︑それはいえるだろう︒敗戦後の現実は暗

て︑戦争や敗戦後の諸状況は客観的な八災難Vなどではなく︑彼ら

実感をもたされる︒主義や傾向のちがいをこえて︑もヲとも精力的

かったが︑文学者たちにとって品精神的な開放感が唯一の救いであ

自身の八内面 Vであった︒彼らには成熟も︑詩的遺産も︑まだなか

った個性たち︑鮎川信夫︑田村隆一︑黒田三郎︑中桐雅夫︑木原孝

り︑よりどころであった︒宮本百合子の﹁歌声よ︑おこれ﹂詣年︑

ともできるわけだが︑たとえば﹁荒地﹂グループの︑それぞれちが

新聞旦本文器製備きの呼びかけが︑主義主張や党派性をさえて︑また

った︒そのかわり既成詩人たちのようには︑みずからかえりみて︑

三好達治ハ北川冬彦︑高橋新吉︑等々︑あるいは超俗的な吉田一穏

文学者たちにだけでなく︑‑ひろく一般の共感をよぴおこしたのも︑

い部分も︑最初からもちあわせていなかったように︒むろん﹁荒地﹂

詩人としてはじらう部分も︑‑ありはしなかった︒はじらう必要のな

で多産な金子光晴をはじめとする︑村野や小野︑壷井︑草野心平︑

うなずけることである︒既成詩人たちにとって︑先ずなによりも︑
しかし︑いきなり結論的にいっーてしまうと︑彼らは︑まったく新

長谷川竜生たちにしても︑忽然とあらわれたのではなく︑その多く

の詩人たちにしても︑そして﹁列島﹂グループの関根宏︑安東次男︑

a

敗戦は八詩の解放Yであった︒
しく出発するには︑それぞれの成熟と詩的遺産をもっていた︒いわ

いた︒ただ︑幸福にも彼らはまだ骨格をなしてはいなかった︒むし

が戦前からのモダニズムやシュ iルレアリズムなどの詩を書いては

ろそうした経験は︑新しい出発への批評となり︑ポテンシアルな下

ゆる A戦争詩Vを書いた者も︑沈黙していた者も︑めいめいはじら

地となっている︒

う必要のない部分をもっていた︒それを武器として彼らは︑めいめ
いの詩の解放を味わった︒いうなれば︑戦前の技術で︑彼らは戦後

めかたが︑逆に認識のニュアンスのちがいや︑個性のちがいとなっ︑

えて︑戦争の内部体験から出発している点で一致する︒そのうけと

ともかく︑彼らは︑それぞれの思考や技術の個性的なちがいをこ

の詩を書いた のである︒・彼らにとって︑戦争は呪うべき八災難Vで
あ♂った 1Fといえるだろう︒
彼らの作品と︑敗戦後五年たって︑新しく登場してくる ﹁荒地﹂
6

や﹁列島﹂のグループを中心とする︑新しい世代の作品群と比較す
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々の詩人のそれについては︑ここではふれないが︑厳密な意味での

私は︑前にことわったように︑グループ別の傾向のちがいや︑個

示すにいたったと言ふこともできる﹂のである︒

﹁何百万の死者の霊とともに

てあ巳われている︑といってよいかもしれない︒
敗戦がぼくの魂を開放する﹂

八戦後詩Vは︑ほぽ敗戦後五年めごろからのこうした﹁荒地﹂や

﹁列島﹂を中心とする新人たちの活動にはじまったとする考えに賛

たえまなく出血している内部の世界で
ー'!おろかにもぼくはながいことそう信じてきたのだ(鮎川﹁もしも明

ぐ別のことである︒その意味での八戦後詩Vについての批判は︑多

人たちの仕事をみとめるか︑みとめないか︑という問題とはまった

こだわってのことで(単に時間的な戦後でなく)︑戦前からの既成詩

成したい︒それはいかにも八戦後詩 Vというときの内面的な意味に

一篇の詩を生むためには︑

一日があるならb

われわれはいとしいものを殺さなければならない

いってくる︒このころから文壇では︑いわゆる第三期の新人たちが

十年たった一九五五年ごろから︑社会はいわゆる相対的安定期には

さて︑敗戦による荒廃と混乱が︑表面的には一応おさまり︑ほぼ

くの問題点として︑後にふれてゆくつもりである︒

彼らは戦後の荒廃と絶望をふくめた戦争体験によって︑深刻に誇

われわれはその道を行かなければならない宙村﹁四千の日と夜﹂﹀

これは死者を廷らせるただひとつの道であり︑

を認識した︒彼らからみれば︑戦前の詩人たちの詩は︑ひとしく技

けていない︑﹁たえまなく出血し﹂つづけてはいない新人たちの詩

集や︑作品が多くなってくる︒谷川俊太郎︑飯島耕て大岡信︑中

登場しはじめるわけだが︑詩のほうでも︑直接的には戦争の傷をう

学史・近代﹂童文堂・久一松潜一号で執筆しているように﹁プロレタリ

直︑吉野弘︑茨木のり子︑富岡多恵子らをはじめとする多くの新人

村稔︑山本太郎︑高野喜久雄︑中江俊夫︑清岡卓行︑谷川雁︑金井

術やνトリヲクによって詩を認識していたにすぎなかったのであ

ア詩の素朴リアリズムや日常的センチメンタリズムは飛躍的な脱皮

る︒﹁列島﹄グループの詩人たちの仕事にしても︑西垣肱聞が﹁日本文

をとげ︑現代詩への変貌を示すようになった︒つまり彼らの言葉を

このことは逆の見方をするならば︑社会主義リアリズムは﹃列島﹄

考えてみると︑年令的に凸聞があるにせよ︑彼らの作品から︑平均

れているので︑ここで多くを加えないが︑やはり戦争と結びつけて

後らに共通する傾向についても︑かなり多くのエッセイで論じら

たち︒

グループなどという流派の命題にをはるものでなく︑民主主義とい

的にいえることは︑彼らが戦争を土壌的なものとして生長している

なものであったとするなら︑いま僕らは海のなかにでできてゐる﹄︒

借りれば﹃過去のプロレタリア詩運動がひとすじの河の流れのやう

ふ時代思潮の反映もあって︑戦後詩の一般的命題としての重要さを

7
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れたものであり︑さらに戦前詩人たちの戦後詩は︑戦争を物理的な

的世代の作品は︑戦争によって︑はげしい化学的反応をおこして生

ない︒比喰的︑図式的にいうなら︑彼らの作品が戦争を土壌的なも
のとして育っているとするなら︑﹁荒地﹂や﹁列島﹂を典型とする詩

の土壌だったのである︒彼らの作品にそうした土壌を感じずにはい

論乙だったのである︒戦争は彼らにとって︑そういう意味での一種

にも似ている︒遠い︑ありうべからざる祭り︒﹂(﹁援昧さの美学￨験後詩試

るいは青年前期の戦争体験は︑彼らにとって﹁ある種の祭りの記憶

みずから︑これら詩的世代の立場を代弁していうように︑少年期あ

しては︑彼らの作品じたいにしろ︑考えられないと思う︒大岡信が

というのだが︑私はやはり間接的に戦争の影響ということをぬきに

のなかに︑実存的な関心も︑社会的な関心も︑もたない詩人たち﹂

見方﹄ニ二三ページ)といい︑前に紹介したように吉本隆明は︑﹁詩意識

的な条件を考慮に入れなくとも評価しうる性質をもっている﹂(﹃詩の

ということである︒鮎川信夫は﹁これらの詩人の仕事は︑特に戦後

なれば︑いつでも離散できる︑個性たちの単なる集団であるという

は︑多くがエコールとしての主張や傾向につらぬかれていず︑いう

ら)︑﹁氾﹂(堀川正美︑江森国友︑小林哲夫︑山田正弘ら)などがそ
れである︒ついでにここでいっておくと︑戦後詩人たちのグループ

田宏︑平林敏彦︑清岡卓行ら)︑﹁貌﹂(嶋岡展︑笹原常与︑大野純

川俊太郎︑茨木のり子︑川崎洋︑吉野弘ら)︑﹁今日﹂(飯島耕一︑岩

し︑あるいは新たなグループをつくって作品を発表した︒﹁擢﹂(谷

じめ︑﹁歴程﹂﹁日本未来派﹂﹁地球﹂等々に属していたように︑こ
の純戦後世代である若い詩人たちも︑そうした既成のグループに属

である︒戦争体験から出発した詩人たちが︑﹁荒地﹂や﹁列島﹂をは

やがて個人々々に分れたり︑還元される必要のないバラバラの個性

ぞれ集団や雑誌によりながらも︑まったく最初から個人であった︒

当然出るべくして出てきた詩的世代というべきだろう︒彼らはそれ

人たちの始頭は︑これはこれで八戦後 Vという歴史区分のなかで︑

る︒しかし︑そのあとにあらわれた︑戦争を祭りとして記憶する新

うに限定すれば︑ことに﹁荒地﹂メンバーの作品群こそ典型的な戦

内面として︑そのまま八生 Vの状況としてとらえた詩ーーというふ

八戦後詩 Vを︑もっとも戦後らしい詩︑体ごと︑極限状況をおのが

や﹁列島﹂の詩人たちは︑けっきょく個人々々に分かれていった︒

の状況とさえもまったく無縁の新人たちによって︑その傾向はいち

作風のなかで混沌としている︒そして︑さらに新しい︑戦争や戦後

摘できる場合もあるが︑総じてまだ︑未知数の可能性と︑不安定な

由である︒個々の作品では︑先輩詩人の影響や︑外国詩のそれも指

彼らの作品は一見まったく自由であり︑むしろ明るいくらいに自

しい特色をしめしている︒

点でも︑戦前の雑誌やグループとちがった︑戦後らしい︑いちぢる

後詩であり︑その運動が解体終熔したことで︑そして個人々々の詩

だんとひろがりつつある︒彼らの個性はあいまいで︑個々に断絶し

戦争や戦後の︿極限状況﹀が拡散され︑潜在してくると︑﹁荒地﹂

圧力として受感しているーーということ︑ができよう︒

的世界へかえっていったことで︑戦後詩はおわったということにな
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は考えようによっては︑大きな詩の可能性の時代であるともいえよ

いの孤独な実験をくりかえしているというのが実情であろう︒それ

反逆すべき対象もなくて︑一種アナーキーな視野のなかで︑めいめ

な立場にあるなどとは思っていないだろう︒よるべき正統もなく︑

幸福な立場の反映かもしれない︒しかし︑彼らは一人として︑幸福

況 Vぬきに︑すなおに︑正統に八詩 Vそのものに立向かえるという

物理的八災難﹀や︑はげしい化学反応をまぬかれなかった八極限状

しているかのようである︒それは彼らが︑先輩詩人たちより自由に︑

ていて︑共通する傾向や方法で一概にくくれないということで共通

ちの詩の主題が︑たとえ姿をかえてでも︑どれだけ継承され︑重層

る安定期の新人たちの主題のなかに︑戦争体験から出発した詩人た

がら潜在しているのである︒戦争の傷を直接うけていない︑いわゆ

の詩人たちの主題は︑そうした︿平和 Vのなかに拡散し︑屈折しな

危機的で︑おそろしいかもしれないのだから︒いうなれば︑﹁荒地﹂

の影はうすれたとはいえ︑戦争より戦後の平和のほうが︑どれだけ

ずである︒なぜなら︑いわゆる相対的安定期にはいって︑極限状況

れないが︑その主題は︑極限状況としてのみの主題ではなかったは

たとえば﹁荒地﹂の︑グループとしての役わりはおわったかもし

らに悲壮がった﹂として︑上ベだけでの反搬や否定によって︑けっ

化されているか︑疑問である︒﹁彼らは戦争を絶対化して︑いたず

ともかさなるのではあるまいか︒そうして︑そこまでの主体的な追

きょくは詩的断絶におわっていないか︒そのことは彼ら個々の断絶

えるのである︒
ここで︑やや批判をまじえていうなら︑﹁荒地﹂グループらのは

うし︑また︑不毛のむなしさだけが約束された不幸な時代︑ともい

たした詩的功績は別として︑﹁出血しつづける﹂戦争体験から出発

また疑問である︒

本稿の最後であげるはずの︑むしろ作品のうえでは戦争を八災

求が︑はたしてどれだけ共通の課題としておこなわれているかも︑

難Vとしてしかうけとめた形跡のない戦前からの詩人たちの仕事

とはいえる︒戦争を極限状況としてでなく︑相対的な日常としてと
らえる︑もう一つの限なり︑余裕は︑たとえば﹁荒地﹂グループの

した詩人たちは︑多かれ少なかれ︑戦争を絶対視していたというこ

詩にも欠如していた︒むしろ八詩壇Vの外にいた︑たとえば原民喜

ちのおよびもつかぬ力作であったりする奇妙な現象を︑どう私たち

が︑ときにかえって実験的であったり︑悲劇的であったり︑新人た

は解釈したらよいのか︒彼らのほうこそ︑戦争をかえって日常とし

の作品には︑戦争を日常的な次元における不幸としてとらえる︑ひ

てうけとっていたという︑逆転的な評価が︑やがて出てくるかもし

ややかな眼が︑無意識としてはたらいている︒悲壮なヒューマニズ
ムから発する抗議よりも弱々しく︑静かにみえても︑原の好情はか

詩の課題であろう︒

えってするどく人聞の潜在的な悲劇を観照している︒﹃原民喜詩集﹄
﹀

れない︒それらは今後の作品の成果とともに検討されるべき︑戦後

ことは明らかである︒

(3

(引きと︑峠三吉の﹃原爆詩集﹄(同年)を深く比較してみても︑その
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‑戦後詩の見取図をかくなどといいながら︑私が見てきたのは︑戦

ない事実である︒

にとっての先駆的な実験が︑こころみられていることは︑まぎれも

主な全国同人詩は︑関東の一七三︑近畿の一 O 七をはじめとして︑

m月までの月々の刊行詩書(アン
m
w年
の目録によれば︑回年日月t
y ロジlヤ解説書︑評論書等をふくむ)︒は年間で二六七冊になる︒

詩誌﹁現代詩手帳﹂宙年 U月号︑現代詩年鑑倒﹀の﹁詩壇ジャーナル﹂

後の作品に︑戦争と敗戦による現実が︑いかに作用しているかとい

ースで断片的︑総花的に指摘してゆく愚をさけたいと思って︑諸書

全国で五五O︒一誌に実作者一 O人と仮定しても︑全国に有名無名

う一視点からの︑大ざっぱな概括にすぎないかもしれない︒なんど

にゆずったわけだが︑各グループの紹介や傾向についても︑ほとん

もいうようだが︑個々の詩人の作品傾向や特色は︑かぎられたスペ

どふれなかったのは︑実はそれをやってみても︑戦後詩の本質にと

の詩人は五千五百人という数字になる︒この大きな実体を現在的な

先ず︑戦後詩の観念的・抽象的傾向ということが︑大きくうかび

って︑それほど重要な問題ではないと考えるからである︒雑誌やグ

あがってくる︒これは前にも指摘したように︑戦前詩の﹁主情派﹂

いあげ︑相互連関させながら論じてみたい︒

んであったか︑そして今後なにをなしうるか︑という本質論にとっ

底辺とする戦後現代詩の特徴を︑問題意識において︑いくつかひろ

て︑それは外面的な︑裏ぱなし的なものにすぎない場合もあるだろ

に多くなってきたーーといえば︑わかりやすいかもしれないが︑私

と﹁主知派﹂の分類にしたがって︑戦後の詩は後者の傾向が一般的

ループの消長︑離合集散は︑戦後八詩壇V史としては重要なことに

う︒私は以下︑そのような見地から︑戦後詩の作品じたいから汲み

ちがいないが︑戦後の誇が︑詩にとって︑あるいは文学として︑な

とれる種々の問題点について︑できるだけ簡潔にふれてみだい︒

はあえて主知的傾向とはいわない︒すぐれて情的なものは︑知的で

もあるはずである︒観念的・抽象的傾向というのは︑詩人がたとえ

多く読まれているようだ︒これらはしかし︑現代詩の現実からは程

ちらかといえば︑古風な︑安定した詩風の︑読んで抵抗のない詩が

自我によって外界をとかしこみ︑主客の合一において情緒を放流し

は成立しないという傾向である︒それは︑かつての素朴実在論的な

かれ観念の屈折なしには︑外界との交渉(それが外界の拒否であれ)

り︑きわめて意識的であり︑ある意味で論理的であり︑多かれ少な

思考し︑おのれをひらくことができなくなってきたということであ

遠い︑上ベだげの芦であり︑現象であると恩われる︒そうした︿詩

ば︑自然や外界にむかい合うとき︑素直に︑率直に対象を受感し︑

プl ムVともまったく無関係な︑無数の詩誌や︑おびただしい自費

た浪憂的行情性の否定である︑といってしまえばそれまでだが︑そ

戦後の詩は少しも面白くない︑わからない︑詩は表徴しているの

出版の詩集に︑かつてない日本の詩の可能性が︑あるいは日本文学

ではないか:::という芦も多い︒逆に詩のブl ムともいわれて︑ど

3

れならばすでに戦前の︑それこそ主知派︑﹁詩と詩論﹂以後の詩が
いくらもこころみたところであり︑あえて戦後詩の特徴というまで
もない︒リリシズムを否定したイマジズムや︑レアリズムの詩は︑
少なくとも技術的には︑かなりの成功をしめしていた︒
むろん︑そうした戦前詩の実験の影響が︑批判的にしろ受けつが

より﹀

シャツ

私は心の中に逃げた肉/地を知らぬ足/心を投げられぬ手/心
にみつめられた限/そして私は愛ではない︿谷川俊太郎﹁愛について﹂

いハ田村隆一﹁立棺﹄より)

われわれには愛がない/われわれには病める者の愛だけしかな

より﹀

僕には愛がない/僕は権力を持たぬ/白い槻衣の中の個だ/僕
まじ b
は解体し︑構成する/地平線がきて僕に交叉る(村野四郎﹁体操﹂

である︒

あるわけだが︑これは︑ひと口にいって自我意識の分裂ということ
につながる︒ほとんど無意識的に︑生得的に観念的であり︑しかも
その主体(自我﹀と客体(外界)は︑分裂したまま︑錯綜しているの

いる︒しかし︑そこまで徹底的に思想的な追求が︑戦後詩人になさ
れていないところにも︑その観念的傾向のあいまいさと︑もろさも

れてはいるにしても︑戦後詩の一般的な観念的傾向は︑根底におい
て経験的なものであり︑あるいは言語そのものへの不信に根ざして

7
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詩の断片だけを引用するのは無意味だが︑戦前の村野の詩には一
つの様式があり︑言語伝達への作者の信頼がある︒戦後の田村や谷

川のにはそれがなく︑二人の表現を成立させているのは︑むしろ経
験的な︑不安定な自我主体の生地そのものであり︑言語に依存でき

ない不安の観念である︒谷川の作品を戦前の﹁四季﹂派に系譜づけ
て見るむきもあるが︑それはごく表面だけを見てのことだろう︒
戦後の作品に︑詩人の自我自身(私︑おれ︑ぼく)の比喰的形象

が︑実に多く目立つのも︑以上のことと関連のある具体的な特徴で
ある︒また自然や外界が︑具体的な︑固有名詞的なイメージとして
でなく︑きわめて抽象的な︑分断された八もの﹀として表現される

のも︑おなじく具体的に指摘できる特徴である︒これらの特徴を︑
作品をあげて実証的に︑数量的にここで示せないのは残念である

イメージャリ lも︑その反照である︒

が︑不統一で無秩序な︿われVが︑そのまま︑分裂をさらけ出して
形象される︒具体的に結像しない︑抽象的で断片的な自然や外界の

そして︑戦前の詩(たとえば村野の作品にしても)の︑暗ければ
暗いなりに︑ととのえられた表現やイメージの裏に自我はかくれて

いるといった︑美的節度はない︒そうしたつつましやかさの美学な
どは︑もはや古風なものでしかないようだ︒むしろ詩の創作過程が

そのまま作品になった︑というような︑その意味ではむき出しの︑
露出的な分裂した自我である︒調理場で苦心して詩が(料理のよう
に﹀つくられるのではなく︑調理場の材料や︑けしきそのものが作

品にされている︑とたとえられょうか︒

そうした内面的自我の露出が︑戦後の詩の主題の共通する暗さと
して印象づけられる一因となっている︒むろんそれは明るさなど微
塵も︑客観的にはあるはずもない時代の反映でもあるが︑不安定な
内面をアイロニカルに把握し︑形象する傾向のもの(最近かなり目
立つ)も︑分裂からの依復より︑分裂を分裂のまま単にシニカル

ぅ︒放窓な︑単に技術的な実験だけでは︑いつまでたっても断片的
で︑今後の飛躍的な︑あるいは重層的な詩の展開のための足がかり

をつかむこと(すなわち伝統への下地)はできないからである︒し
かし︑詩劇や叙事詩のこれといった伝統をもたない私たちは︑それ

らのこころみも︑大きな困難のなかにあるといわねばならない︒お
なじく古典主義や古典主義意識の伝統も︑ほとんど稀薄なのだか

暗さに垂直にきりむすぶ︑詩的思考の論理を成立させようとすると
ころに︑まだしも共通する古風なくらいの表現のたしかさ(正統性﹀

は﹁荒地﹂グループの作品の影響とみることもできるが︑もともと
暗さから出発した﹁荒地﹂の作品は︑むしろきわめてシリアスに︑

後の詩は一般に与えている︒未完成といえば︑日本の詩の歴史は
﹃新体詩抄﹄いらい︑試行錯誤の連続でもあったわけだが︑とくに

しての難解性の特徴と結びつく︒芸術的な完成度への断念︑ないし
は背反︑あるいは蔑視によって書かれているかのような印象を︑戦

戦後の詩が︑総体的に未完成であり︑個々の作品も未完成なもの
が多いということは︑以上指摘してきた実験性︑そしてその結果と

︒
pり

と︑それが一種熱情的な衝撃力を生んでいた︒しかし︑異色である
ネガチプ
黒田三郎の作品にしても︑暗く倫理的で︑陰画的であった︒

川路柳虹の﹁塵溜﹂︿一九Oきにはじまる口語自由詩の展開も︑伊藤
(4V
信吉がいうように詩の概念の開放でもあり︑同時に未完成の風潮の

に︑ギャグ的に︑騒音的にしているにすぎないものが多い︒これは
現実への甘え︑煽態であるといわれでも仕方あるまい︒主題の暗さ

分裂する自我を依復し︑分断された外界に統一と秩序をあたえ︑
そうした自他を常に新しい緊張関係においてとらえたいという欲求

飛鳳的促進でもあった︒また昭和にはいってから草野心平の詩集
﹃明日は天気だ﹄(一九三一)の作品﹁風邪には風﹂が︑断り書きがつ

井農場﹁メ lト五・六﹂)があり︑賢治は﹁永遠の未完成これ完成であ
る﹂
畠民芸術論綱きといっている︒￨￨こうして詩史的にみれば︑めず

よれば︑草野に大きく影響を与えた宮沢賢治の影響でもあったろ
う︒﹃春と修羅﹄(一九二四)には見出しだけで︑作品のないもの門小岩

いて途中で終っていることを︑美意識の欠落であり︑しかし詩概念
の開放でもあったと︑やはり伊藤はいうのだが︑それは私の推断に

は倉吉め

が︑いわゆる詩の全体性をめざすことばとなって︑種々の立場から
論じられているのであろうが︑それはもはや︑かつての持情の方法

単に方法的な実験だけでなく︑叙事詩の待望がさけばれ︑詩劇の
こころみがなされているのも︑戦後の詩の可能性として注目されよ

る
︒

￨￨浪憂的な自他の融合としての￨￨の復活などでは問題にならな
いことは︑いうまでもない︒それはいかにして可能であるのか︑そ
こに現代詩の困難と︑実にさまざまな実験がゆるされる素地があ
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﹁現代の絶望的に安易な日本語の無政府状態を矯め鍛へて︑新し

ように恩われる︒

一般的な︑普遍的な潜在意識としてあるということができよう︒

作した﹁マチネ・ポエチック﹂のグループは︑﹁日本の伝統的な行

らしいことでもないが︑私のいう戦後詩の未完成の特徴は︑もっと
ことばの機能の一種暴力的試行︑イレギュラー(放縦﹀な偶発性︑
統的配より舵前官の乱用︑・:・等々のオプテミズムともいえる傾向

情詩の中に可能性のま﹄で眠ってゐた︑普通的な形式を発見し︑意
識的な抵抗として自らに課する時︑詩は始めて現代的意味を獲得す

聞を捕捉できない時代である︒戦後現代詩は︑かろうじて詩という

り︑むしろ劇の時代であるかもしれない︒本質的に︑劇的にしか人

の存在理由をみとめなくなっている︒現代はレアリズムの時代であ

いわれるが︑それはむしろ拡大というべきだろう︒たしかに浪憂的
行情の時代はおわったのであり︑歌謡曲としてのほかは︑現実がそ

歩みは︑いちぢるしく詩の領域を拡大してきているということが︑
結論的にはいえると思う︒持情の変革︑詩の変革ということがよく

以上の批判的に見てきた現代詩の諸特徴から︑総じて戦後の詩の

向といえるだろう︒

され︑山本太郎や中村稔︑谷川俊太郎らの作品に︑かなりの成果が
見られるのは︑﹁地下水脈﹂的見地から︑注目されてよい新しい傾

らも明らかであろう︒いまさら定型詩は︑日本語の現実からみて︑
木に竹をつなぐ愚かもしれないが︑最近︑詩の音楽的要素が見なお

に一般からは白眼視されたが︑彼らの提出した問題意識じたいは︑
普遍的な︑現代詩の常住の課題でもあることは︑私の以上の所論か

い詩人の宇宙の表現手段とするために﹂新しい定型詩を提唱し︑実

性は︑シュ lルレアリズムの皮相的な︑妙に芸術的な悪影響という
ことも考えられるが︑やはり私は黒田三郎のいう日本語の﹁地下水

る﹂ハ﹃マチネ・ポエテイク詩集﹄︑錦︑序)と宣言した︒彼らの実作がそれほ
どでなく︑レトリックのこころみだけにおわったために︑必要以上

︿ )
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脈﹂の欠乏ということに帰せられると思う︒保存よりも変革を︑開
放をと︑前のめりに走ってきた日本の近代詩の︑虚弱な歴史性にも
とづく一般的傾向である︒詩の普遍的概念や様式もなく︑また新し
い詩人たちの反逆や否定を︑真正面から受けて立つ︑オーソドック
スとしての作品にも乏しく︑またその系譜もないにひとしい︒前に
も指摘したように︑戦後の﹁荒地﹂グループの作品群が主体的にか
ちとった詩の意味性￨￨戦前のレトリックだけのモダニズムをはる
かにこえた︑行為的言語の構造性ーーは︑重層的に︑詩による日本
語の創造力としては︑それほど享けつがれてはゆかず︑ただ亜流的
に暗い主題のム lドだけが真似られるという傾向が︑かなり強いの
ではなかろうか︒詩はけっきょく個人のもの︑とはいえ︑おのずか
ら個人のカ何をこえたグループなり同時代の︑普遍的な成果があっ
て︑それがうけつがれてゆくべきものであろう︒日本の詩にはその
共通の成果のみのりが乏しい︒さしずめ﹁荒地﹂グループには︑短
い年月ながらそれがあった︒これも前一一=一一一周したように︑戦後の詩グル
ープの︑最初から共通の課題や成果を期待しない個性本位の特徴と
も結びついて︑こうした﹁地下水脈﹂の欠乏はさらにつづいてゆく

8
0
慨よりは生々しい矛盾と葛藤を︑本質的に抽象作用としての誇のこ

そうとしている︒時間の流露よりは空間の認識を︑美しい詠嘆や燦

してきたもの︑表現しようとしているものを︑内容的にはつくり出

に︑むしろ無政府的に)︑その実︑散文のレアリズムや︑劇の表現

ジャンル形式は守りながら︑ことばの詩的機能は守りながら(大胆

とよばれる卑小な世界とは︑別なところで︑しかも個人をこえた世

すすめ︑きりひらいてゆくすぐれた仕事は︑いわゆる八詩壇Vなど

が︑かなり本質的なーーを身ぢかに示している︒また︑伝統をおじ

はなくなったという︑これも戦後の詩の特徴￨￨現象的ではある

一巻である︒こうした詩人たちの仕事は︑詩が単に青年期の文学で

たちには縁遠い響きをもっ︿国民詩V の可能性を信じさせてくれる

﹁戦後の詩論﹂(鮎川信夫箸﹃持の見方!近代詩から現代詩へ￨﹄思潮社︑節年︑
二五八ページ﹀

(4) 伊
藤信吉﹁昭和の詩と詩人﹂(国文学︑ ・ 9月号︑前掲特集)参照︒
門 ) 黒
5
岡三郎﹁現代詩の難解さ﹂(国文学︑同右号﹀

2V 木原孝一﹁戦後の詩﹂︿国文学︑特集﹃近代詩から現代詩へ﹄︿ ・ 9月号)
(3) 日沼倫太郎の原氏喜捻円芸術生活︑四回・ 8月号﹁自殺者の系稽 3﹂)も同様な見解
で舎かれている︒ちなみに最近急逝した日沼のこのエッセイは︑一夜私とこの問題で
論じあった収獲であった︒私は原民事と峠三宮の作品の解説(明治容院﹃現代詩の鑑
賞﹄の第 4巻l近刊l所収)を骨甘いた直後であった︒念のために￨￨︒
門

ハ
1V

註

八お断 PV 稿中︑年次はすべて西暦ですが︑詩集等の下の︿)中には便宜的にニケタ
だけで示しましたので︑まぎらわしく︑不統一の感を与えたかと思います︒お断pい
た
します︒

これらの詩人たちは私たちに与えてくれるのである︒

界をもっ詩人によって︑はたされるにちがいないという実感をも︑

とばで︑圧縮された舞台で︑表現しようとしている︒そこから生じ
る様々な無理や矛盾が︑以上述べてきたような諸特徴となってあら
われるのである︒こうした現代詩のみずからかかえこんだ課題は︑
短歌︑俳句をふくめたこれまでの日本の詩の伝統的な概念では考え
られなかったことであり︑今後どれだけ可能性を実作によって発揮
できるか︑それは詩にとってだけでなく︑ひろく日本の文学の可能
性として︑興味あることといわねばならない︒
詩に密着している者と︑そうでない者との聞で︑かなり評価がわ
かれているとはいえ︑そのような意味で西脇順三郎や金子光晴らの
仕事は注目される︒最近では浅野晃の﹃流転詩集﹄白年︑自家版︑凶行
詩からなる全巻一籍の長篇号が︑一見孤独な持情の表現でありながら︑
個人の内面がいつしか民族の内面に拡大転化されているという︑不
思議な迫力をもっ仕事として注目される︒さきに読売文学賞になっ

aきをぬく詩業であり︑私

た﹃寒色﹄函きや︑問題作﹃天と海﹄
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戦後批評
ー

l﹃近代文学﹄派とその周辺￨￨

夫

してゐる︒ll飢ゑた我々に﹃自由﹄といふ糧が配給されたのだ﹂
という一文と︑それについての中野重治の反論﹁冬に入る﹂ Q展望﹄

﹁戦後批評﹂という言葉には︑たんに戦後の(戦後になって書かれ

巻にまとめられた敗戦後の河上の時事的な発言は︑戦後の民主化に

た﹀批評という意味と︑戦前の批評とはちがう戦後の批評だという

の七名が同人で昭和二十一年一月創刊された﹃近代文学﹄など︑は

れた自由﹂という戦後批判など︑当時総スカンを喰ったと覚えてい

るが︑わたしはそれを︑﹁配給された自由﹂を真の︿自由V にする

冷水を浴びせたものとしていたって評判がわるく︑とくに﹁配給さ

ために努力している民衆の営為を切り捨てているとして抗議した中

っきり後者の戦後意識を打ち出した批評活動として注目すべきもの
学﹄派の戦後批評史のなかで占める位置の確認︑ということになる

上が敗戦の年の十月二十六日﹃東京新聞﹄に載せた﹁八月十六日以

いわゆる﹁配給された自由﹂をめぐる応酬を重要視するものだ︒河

わたしは戦後の批評史を考える場合︑河上徹太郎と中野重治との

して︑文字通りの八敗戦Vとしか考えられなかったということだる

うとする志向がつよく︑逆に河上には︑それがあるひとつの挫折と

からきているので︑中野重治にはそれを︿解放Vとして受け止めよ

の﹁戦後﹂の受け止め方の違いは︑そのまま八・一五の解釈の相違

野重治の﹁冬に入る﹂の批判とともに認めたいと思う︒このふたり

来︑わが国民は︑思ひがけず︑見馴れぬ配給品にありついて戸惑ひ

がある︒

が︑まずはじめに︑﹁戦後﹂とは何かという問題に触れておく必要

であろう︒わたしがこれから書こうとすることは︑かかる﹃近以文

﹀
一
したものといえる︒のちに﹃戦後の虚実﹄ハ文学界社︑昭二=・一 O刊

典

昭二了乙とは︑そのまま戦後のふたつの批評志向を鮮明に打ち出

保

発

断絶の意識がつよく打ち出されている狭義の意味があるが︑小田切

久

出

秀雄・荒正人・佐々木基了埴谷雄高・平野謙・本多秋五・山室静

大

の
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日本の敗戦は文字通りの八敗戦Vであるとともに八解放Vでもあっ

ぅ︒しかし︑﹁戦後﹂を︿断絶Vとして︑あるいは八連続Vとして

て来た自由も︑太陽のまぶしい光のもとに︑現実の社会の中

獄かそれでなければ固く結ぼれた唇のなかにだけ辛うじて生き

吾々は︑山林でなく︑現実のなかに自由を得たのだ︒戦争中牢

で︑生き生きと活動することのできる自由がやって来たのだ︒

捉えるということは︑それぞれ一面的のそしりを免かれないので︑
A断
絶Vの二重性として﹁戦後﹂
たということ︑つまり︿連続Vと ハ

終戦後の自由のたとへやうもない歓ばしさとは︑このやうな自

ながい引用になったが︑これは﹃新日本文学﹄昭和二十一年六月

さにほかならなかった﹂︿﹃新文学創造の主体﹂)

由︑抑圧権力の重苦しい圧迫からの自由としての解放の歓ばし

を捉えることがもっとも妥当な史的把握といえよう︒
今日から見れば︑﹁戦後﹂は︑まさにてのひらを返したような民

号の巻頭に載せられたもので︑その意味で﹁民主主義文学﹂陣営の

主主義施歌︑個人主義礼讃の時代で︑まさしくそれが占領軍から配
に︑戦中の︿不自由Vの裏返し以上の意味を出なかった︒いつも引

で︑戦後左翼のオピニオン ‑plダーとしての小田切秀雄の面目が
いかんなくうかがえる︒

給された附焼刃の八自由Vといった性格を超えていなかったゆえ

ところで︑このような﹁自由﹂概念は︑激石流にいえば外発的な

﹁戦後﹂の受げ止め方を代表するものだろう︒戦後の民主主義的な

﹁終戦からこれまでの必ずしも短くはない月日は︑そのあまり

るだろう︒

もので︑主体とまるでかかわりない浮薄なものであり︑マルクスが

志向と﹁自由﹂概念はここに端的に表明されているといっていいの

にも充実した歴史的内容の故に︑その中に生きる吾々をしてい

いった﹁自由とは認識された必然﹂という定義ともまったくかかわ

いう﹁戦後﹂の﹁自由﹂概念をもっとも端的に明示したものといえ

ま恰も終戦がほんの一月前のことであったやうにも感じさせる

りないいい気なものといえる︒﹁自由がやって来た﹂という表現も︑

用するので恐縮だが︑たとえば次の小田切秀雄の文章などは︑そう

し︑もう十年も二十年も前のことのやうにも感じさせる︒終戦

そういう日本の民衆の無邪気な解放感をもっとも素朴に代弁してい

までのあの暗穆な一歩一歩追ひつめられるやうな空白な日々に

るといえるかもしれない︒しかし︑はたして︑日本の民衆はただ手

に﹁自由﹂が占領軍とともに﹁やって来た﹂のだから︑この文章は︑

目と耳と口をふさぎ︑手足を縛してゐた抑圧権カはつひに倒れ

考えてみれば奇妙なものであるが︑しかし︑戦争が終って︑たしか

去り︑吾々は明治以来はじめて自由に︑公然と︑自分の思ふと

の傷手はなかっただろうか︒このような手離しの解放感は︑敗戦を

離しの解放感に酔っていただけなのだろうか︒彼等に敗戦という心

くらべて︑この一年近くの月日はなんとはげしい歓びに脈打ち

ころを言ひ︑欲するところを行ふことが出来るやうになったの

波立ってゐたことであろう︒頭の上にいつも重くのしかかり︑

だ︒かつて国木田独歩は﹃山林に自由存す﹄と歌った︑だが︑
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原武夫の﹁たった一つの単純な事﹂というエッセイなのだが︑﹁作

それは昭和二十一年一月に発行された﹃人間﹄創刊号に載った北

エッセイのあるのを紹介しておかねばならぬ︒

家J ‑ K君への手紙﹂という副題のとおり︑随筆風に気軽に書か

歌の尻馬に乗らずに︑自己の孤独に沈潜する姿勢で低声に語られた

﹁課せられた責任だけは果さなくてはならぬといふ︑一種デュ lテ

れ︑八ポニ段組でぎっしりつまっている︒おそらく︑当時︑ほとん

待ち受けていたものの︑戦争中を傍観者として﹁国内亡命者﹂議正

イの観念﹂︿阿川弘之﹁舷燈﹂)のもとに戦争を戦った日本のおおくの民
衆にとっては︑むしろ﹁悲しき兵隊﹂ Q朝日新聞﹄昭二0・九/二 t 一三)

人﹁第二の脊春﹂)として過ごしたものの﹁戦後﹂の受け止め方なので︑

の火野葦平の再起の決意のほうが真情を穿っていると感じられるの

ど注目されなかったのだろうが︑その要点の部分をながくなるが引
用してみよう︒

ではないだろうか︒
いずれにせよ︑戦後の﹁自由﹂がみずから闘い取ったものでな

がね︑実に変な気がした︒何とも言へず不快で異様なものだ

﹁例へば例のあの﹃出獄者の感想﹄︑僕はあれをラヂオで聴いた

たロハ中堅彼等は外部にある敵︑つまり弾圧︑拘束︑暴行︑さう

が︑それよりも先づ真ッ先に来た感じは不具といふ感じだっ

く︑外からもたらされたものだという認識をまったく欠いたこのよ
が︑このなかで小田切が︑﹁戦争中牢獄かそれでなければ固く結ぼ

うな文章を︑文学としてたかく評価できないのはもちろんである
れた唇のなかにだけ辛うじて生きて来た自由﹂と書いていることは

等自身の内部にある敵︑つまり懐疑といふ最も怖るべき且つ必

須な敵の抵抗は︑遂に一度も受けずにしまったのだ︒僕はまア

昔日った抵抗とは勇敢に闘って来たかも知れない︒がしかし︑彼

さう確信してゐる︒彼等の声音や主張の持ってゐる一種異様な

γ 蔵原

しろ︑佐野︑鍋山と対称的な意味の転向の一型態﹂︿﹁転向論﹂﹀といっ

注目にあたいする︒かつて吉本隆明は︑小林(多)・宮本(顕

たが︑彼等の﹁非転向﹂が︑﹁現実的動向や大衆的動向と無接触に︑

依然たる若々しさ︑何か空洞のやうなものを感じさせる闘志︑

らのいわゆる獄中﹁非転向﹂を︑﹁本質的な非転向であるよりも︑む

イデオロ︑ギ lの論理的なサイクルをまわしたにすぎなかった﹂とお
なじように︑﹁固く績ばれた唇のなかにだけ辛うじて生きて来た自

る︒僕にはよく分るのだが︑十八年の独房生活の問︑真の意味

人問︑といふものを頭に描いて考へてみれば︑容易く理解でき

に手をこまねいていたにすぎぬものが︑そういう自分を意識におか

﹁今やおしなべての自由主義︑民主主義といふことになり︑今

を訪れはしなかったのだ﹂

に於ける孤独といふやうなものは︑恐らく遂に一度も彼等の胸

さういふものは︑内部からの懐疑の抵抗を一度も受けなかった

のでもなかったといっていいだろう︒それに︑みずからは何もせず

由﹂も︑なんら現実と交わることのない観念の自転作用以外の何も

か息われないが︑それはともかくとして︑戦後の軽薄な民主主義菰

ずに一方的な戦争責任の追求を行なうのはまことに奇妙なこととし
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いふこと自体が︑彼等にとって︑実に何と意外にも強力な敵だ

がどんなに果敢ないものか︑いやそれよりも︑社会の無拘束と

中に彼等は出て来たわけだが︑何でも喋れるといふ程度の自由

度は外部的にも何等の抵抗のない︑謂はゾ開けッぴろげな世の

ついて︑﹁いわば﹃近代文学﹄に送りこまれた共産党フラクともい

﹃物語︑戦後文学史﹄(新潮社︑昭三五・一二刊﹀のなかで︑かかる小田切に

と文学﹄論争﹂が展開されたとき脱退したわけだが︑本多秋五は

つらね︑中野重治と荒正人・平野謙のあいだに︑いわゆる﹁﹃政治

周知のように︑小田切秀雄は︑最初﹃近代文学﹄同人として名を

なった︒その意見の内容は今後の機会に明らかにされると恩ふ﹂と

は︑﹁小田切秀雄君は意見の相違により︑同人より脱退することと

昭和二十二年四月号の﹃近代文学﹄の﹁編集後記﹂に︑埴谷雄高

うべき存在であった﹂といっている︒

ったか︑といふ単純な事実から︑彼等は恐らく徐々に思ひ知る
ところがあるだろう﹂

工夫し︑血路を開くやうにして︑自力でやっと掴めるほんの僅かな

だが︑北原が﹁自由﹂というものを︑﹁自己の遼命と闘ひ︑絶えず

書きつけた︒小田切秀雄は﹁政治と文学﹂論争にさいして︑中野重

これはさきの小田切秀雄の﹁自向﹂概念とまったく対立する見解

日本は変った︑いや︑既に変りつつある︑というおおかたの意見に

或もの﹂と捉えているのは見事というほかない︒そういう北原が︑

治を擁護する立場から﹁小林多喜二問題﹂(﹃芸術﹄=一き﹁私は中途半
端なぞ嫌だ﹂ Q近代文学﹄八き﹁文学者の責任﹂ Q新日本文学﹄七号)﹁創作

たいして︑ちっとも変りはしない︑おかしいほど︑世間は変ってや

田次三郎・大西巨人・野間宏・福永武彦・加藤周一・中村真一郎の

昭和二十二年七月号の﹁編集後記﹂に︑久保田正文・花田清輝・平

野との見解の差もよくわかる︒それよりも問題なのは︑﹃近代文学﹄

八人があらたに同人として加わった旨書かれていて︑これが﹁第一

方法問題の展望﹂(﹃同﹄八きなどを矢継早に書いていて︑彼と荒・平

節操の問題なので︑芸術の本質とまるで関係ないと割り切ってい

次の同人拡大﹂ということだが︑このとき福田恒存が本多秋五の猛

しないとして︑戦時中と戦後とただ裏返しになったにすぎぬといっ

る︒﹁つまり僕は︑芸術といふものを︑もっとまるで別のところ︑
節操とか何とかといふものではどうにもならないところ︑つまり天

ているのは卓抜な見解で︑戦争責任の問題にしても︑迎合不迎合は

棄といふ︑作家にとって胡魔化しの利かない︑一番最後のぎりぎり

が)加入が沙汰止みになったということだろう︒

本多秋五の﹁物語戦後文学史﹂によると︑福田恒存を﹃近代文学﹄

反対のために(本多によると︑他に一人同調者がいたということだ

のところで︑そこンところだけで考へるのだ﹂と書いている︒
以上のことを念頭において︑﹃近代文学﹄派における﹁戦後批評﹂
の問題を考えることにしよう︒

Lg

にむすびつけたのは平野謙で︑彼自身が﹁私の仕事の最上のものの
を
一つ﹂と自認している﹁芥川飽之介論﹂ Q近代文学﹄昭二一・六
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代文学﹄同人中もっとも﹁中途半端﹂の好きな平野謙の批評フィー

まり︑彼の加入を支持した)ということになるが︑してみると︑﹃近

次同人拡大のとき︑福田恒存の加入に反対する意見に反対したハつ

寄稿してくれたのも︑平野を通じてであったという︒平野謙は第一

神的な︑宗教性ともいうべき彼岸にまで達していて︑小田切秀

両端に於いて著しかった︒山室静のヒューマニズムは静誕な︑

する向う意気の差は︑はっきりあって︑しかも︑その差は殊に

ぇ︑謂わば長老組と若手組とニつに分けられるほどの政治に対

の相違︑問題の複雑化を怖れるそれまでの立場を守って︑いま

せざる儒夫である平野謙は︑人員の増加によって起るべき意見

第一次同人拡大のさい︑当然加入勧誘されるはずの福田恒存がしり

ここに集まっているひとたちだけでやってゆこうじゃないか︑
と不拡大方針をとったが︑もし胸の奥底を微細なところまで深

雄はコムミュニズム︑プロパ lの立場にある筈であった︒奮起

ぞけられたということは︑﹃近代文学﹄派の批評志向をかなり鮮明

ところで︑﹁政治と文学﹂論争をきっかけに小田切秀雄が脱退し︑

に物語っているといえるのである︒この問題を考えるまえに︑まず

政治的問題の複雑化を将来に予感して怯える種類の遠い不安を

層心理学的に分析してみれば︑彼の不安は政治的意見の相違︑

ルドの幅は︑小田切秀雄から福田恒存まで含んでいたことになる︒

﹃近代文学﹄派といわれるものの人的構成とそのおのおのの批評志

﹁﹃近代文学﹄創刊は︑﹃松戸会談﹄で正式に決定した︒￨￨当時︑

日で︑荒正人﹁﹃近代文学﹄終刊に際して﹂(﹃文芸﹄昭三九・さには︑

引用文中にある十月三日とは︑いわゆる﹁松戸会談﹂が聞かれた

含んでいたとも云い得る﹂

向に簡単に触れておく必要があるが︑﹃近代文学﹄派とは︑厳密に
いえば創刊のときの同人の七人にかぎられ︑文学運動としての実質
埴谷雄高の﹁﹃近代文学﹄創刊まで﹂(﹃近代文学﹄昭三 0・二)は︑出

は﹁政治と文学﹂論争で頂点に達していたといえるのである︒
発時の﹃近代文学﹄同人の動静を内側から実に見事に捉えたものだ

千葉県松戸に佐々木基一が住んでいたが︑その寄宿先に︑本多秋五︑

平野謙︑埴谷雄高と私が集まった︒山室静は信州に︑小田切秀雄は︑

が︑そのなかに次のような記述がある︒

た︒誌名を初め︑一切の手筈を整えた︒設計図を作製したのである︒

山梨に疎開していた︒この会談は︑十月三日の晩に徹夜で開かれ

﹁このとき︑(敗戦の年の﹀十月三日現在に於ける私達の年令を
書きしるしてみると︑山室三八︑平野三七︑本多三七︑埴谷三

義を標携したということだが︑荒正人が﹁小田切秀雄の同人たらぬ

野・本多の五人で︑﹁政治の直接的な色づけを排した﹂芸術至上主

埴谷雄高の文章によると︑同人は最初︑荒・佐々木・埴谷・平

あとは︑手分けして着工ということになった﹂と書かれている︒

五︑荒三二︑佐々木三O︑小田切ニ九となっていて︑面白いこ
とは︑政治のラディカリズムが年令に逆比例するという公理が
に記した芸術主義という一一言葉で知られるように文学と政治の統

あまりにも見事にここに適用されることであった︒私達は︑先
一したかたちについて︑ほぼ同一見解をもっていた︒とはい
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﹁イデオロギイ的着色を払拭した文学的真実の追求﹂﹁文学に於ける

義﹂﹁歴史展望主義﹂﹁人間尊重主義﹂﹁政治的党派からの自由確保﹂

功利主義の排撃﹂﹁時事的現象に捉われず︑百年先を目標とす﹂﹁一二

ことに反対﹂し︑その後岐阜に帰っていた平野謙から︑﹁小田切君
田切・山室を加えることにしたという︒ちなみにいえば︑﹃近代文

十代の使命﹂の八項目が挙げられていたという︒これは例の﹁松戸

にはやはり入ってもらわねばならぬと思う﹂という薬害がきて︑小
学﹄の最初の同人は︑﹁二つのグループと︑それを結びつける塙谷

会談﹂で決まったものだが︑それについて埴谷雄高は︑﹁それぞれ

的偏向の是正としての意味においてなので︑かつてのプロレタリア

雄高なる人物と︑この三つのものの組合せ﹂(本多秋五﹃物語戦後文学史﹄﹀

文学運動の理念そのものは依然として彼等のうちに生きていたとい

左翼運動から生れてきた私達がこのとき一致して政治の直接的な色

える︒つまり︑かつてのプロレタリア文学運動は︑彼等にとって

から成っている︒ふたつのグループとは︑山室・本多・平野の﹁︒フ

たつに共通する特徴はともにマルクシズム体験を経てきたという連

荒・佐々木・小田切のいわゆる﹁世田谷トリオ﹂を指すが︑このふ

﹁内なる敵﹂だったのであり︑彼等の﹁芸術至上主義﹂というのはそ

しかし︑それはあくまでも過去のプロレタリア文学運動の政治主義

帯感だろう︒本多秋五は福田恒存の﹁人間の名において﹂(﹃新潮﹄昭二

れに抗して樹てられた旗なのだ︒この事実を忘れてはならないだろ

づけを排したのは︑最も特徴的な考え方であった﹂と書いている︒

一一‑一一)というプロレタリア文学批判の論文を読んで︑﹁ともに天を

う︒彼等はかつてのプロレタリア文学の政治の優位性理論の誤謬は

ロ科﹂(プロレタリア科学研究所)出身の三人組と︑おなじ世田谷区に住み

いだく能わず﹂(﹃物語戦後文学史﹄)という感概をもったというが︑この

﹃文芸学資料月報﹄ハ昭一四・一04 というリーフレットを出していた

二ニ・さと較べて︑本質的にはさして逗庭があるとも忠われない︒

福田論文と山室静の文芸時評﹁プロレタリア文学など﹂(﹃近代文学﹄昭

論争ということになるが︑そのまえに︑﹃近代文学﹄創刊号の巻頭

い︒それがもっとも明瞭にうかがえるのは︑やはり﹁政治と文学﹂

指摘しても︑その運動の理念そのものは否定しなかったといってよ

うかということなので︑荒正人が﹁縦糸の忍耐﹂(﹃近代文学﹄昭二ニ・一

に載った︑マニフエストといっていい本多秋五の﹁芸術歴史人

問題は︑プロレタリア文学を通ったうえでの︑内側からの批判かど
一﹀以下の文章で﹃1946 文学的考察﹄員童在︑昭二ニ・五百の

間﹂について触れておこう︒

￨Illi‑‑‑‑

加藤周一たちを批判したのも︑彼等がマルクシズム体験を経て戦中
の︿暗い谷間Vを通っていないという︑どうしょうもない違和感か

美事に融合一致するのは︑いつか幸福な時代︑全人類の場にお

﹁自分逮が芸術至上主義を標傍するのは︑政治と文学の波長が

そ⁝は川内い川41司川四川門川はい

埴谷雄高の﹁﹃近代文学﹄創刊まで﹂によれば︑本多秋五の﹁編輯

いてであろうと空想し︑それまでは︑政治の道と文学の道は喰

らであった︒
日誌﹂には︑﹁雑誌の性格﹂として︑﹁芸術至上主義︑精神の貴族主
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はどこまでも文学の見方を固守しようと覚悟してゐる意味にす
ωlillili‑‑1111oil‑‑Illi‑‑Il‑‑Il‑‑
ぎない︒だから自分達は︑たとへ軍人︑獄吏の作品であらう

違ふと覚悟し︑たとへそれがどう喰違はうとも︑文学において

からであるが︑なぜそう覚悟しなければならないか︑その点につい
てはすこし検討を要するだろう︒本多秋五は蔵原惟人の﹁﹃芸術論﹄

義﹂の立場を掲げるのは︑傍線倒でいう︑その﹁幸福な時代﹂の到
来までは﹁政治の道と文学の道は喰違ふと覚悟し﹂なければならぬ

等から失せることはなかったのである︒彼等があえて﹁芸術至上主

れたものでありさへすれば良しとする︒いいものはいいのであ

のだ︒なぜなら︑﹁芸術こそ人間の理想﹂そのものなのだから︒彼

術至上といふ﹂考え方をとるのは﹁至極当り前の主張に過ぎない﹂

ための﹁手段﹂である政治と︑﹁目的﹂そのものである芸術(文学)
とが喰い違うのはむしろ当然なので︑その場合︑﹁芸術においては芸

つまり︑﹁共産主義の理想社会﹂を実現する過程において︑その

からうか?もしさうだとすれば︑政治は手段であって︑芸術こ
そ人間の理想だといふことになりはしないか?﹂

﹁政治組織や社会制度の変革といふものも︑つまりはさういふ
(理想的な﹀社会状態を実現するための︑一つの手段なのではな

の彼の考え方を端的に明示している︒

について﹂論じた﹁発育期の記念﹂(﹃近代文学﹄昭二ニ・三﹀という文章
のなかで︑次のように書いているが︑これなど政治と文学について

と︑保守反動と罵られる人々の作品であらうと︑芸術的にすぐ
る︒共産党︑社会党︑自由党︑進歩党といふごとき︑政党政派

州制酬周剖E悶悶叫U削川州削川刻刻割削劃川叫芸術至上主義
といふのは︑芸術においては芸術至上といふ︑至極当り前の主
張に渇きないのであって︑芸術上の美食家でも偏食家でも自分
違はない︒いはば米の飯に沢庵といふ当り前すぎるほど当り前
な︑平凡な芸術の正統派を自任するもので︑芸術至上﹃主義﹄
などといふのは便宜にすぎない﹂(傍線大久保﹀
傍線仰によると︑論者はいかにも普通でいう意味の芸術至上主
義︑たとえばさきに挙げた北原武夫の徹底したリテラリズムの立場

ω

とおなじように思われよう︒しかし︑その個所の前提の︑傍線 の
部分を見れば自明なように︑この論者の芸術至上主義は︑いずれ窮
極においては政治と文学とは一致するはずだという︑白樺派的な幸
福な予定調和の幻想のうえに成り立っているのである︒このような

して︑彼の(彼等の)理論は︑戦後の文学状況を切実に代弁したと

は︑ここにおいて︑蔵原の政治の優位性理論にかわるに白樺派的な
芸術の優位性理論︑個性万能の思想をうち樹てたといえるが︑はた

いえるだろうか︒たとえば︑本多秋五は﹁芸術歴史人間﹂の冒

普遍人類的ヒューマニズムが︑小田切秀雄から山室静までの﹃近代
運動の挫折から︿暗い谷間V へと転進を強いられた彼等なりの最後

頭で︑﹁芸術家にとって︑芸術は彼の﹃魂の諸要求﹄を︑もっとも
完全に満足させるものである筈だ︒彼がいちばん真剣になれるとこ

文学﹄派の戦後の批評活動の根底にあり︑それがプロレタリア文学
の抵抗線であったことはまた後で触れるが︑ここにも明らかなよう
に︑プロレタリア文学運動を支えた進歩主義的理念は︑けっして彼
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そ︑彼は芸術家であるに相違ない﹂と書いているが︑むしろ︑戦後

生にとって有用だと考へられるところ︑それが芸術であるからこ

ろ︑他のどの能力によって立つよりも︑それによるのがいちばん人

重郎を読まなかったことは︑これは特徴的なことだと思﹂うと述べ

なベスト・セラーといったものもよく読んでいた﹂のに︑﹁保田与

に文学書ばかりではなしに︑いわゆるかたいものも︑また︑一般的

んど保田与重郎を読まなかったということで︑当時︑平野謙が︑﹁単

ないのは欠点だということ︑がいわれるが︑そのことの淵源は︑保田

の現実は︑芸術が︑彼の﹁魂の諸要求﹂をもっとも完全に満足させ
この﹁魂の諸要求﹂という言葉には︑何をおいても人間性の全的

る点は注目される︒)

与重郎を読まなかったということと連関していると患うと答えてい

ている︒つづけて︑戦後の﹃近代文学﹄が︑三島由紀夫を理解でき

な開花を第一とする志向が鮮明にうかがわれるが︑そういう前提を

るものでない点に問題があったのではなかろうか︒

一度もうたがったことのないらしい文章に︑今日の読者は︑敗戦が
心の傷としてまったく尾を引かなかった傍観者の論理を見るだろ

孤独とを持たなかったということで︑たとえば本多が︑小林秀雄や

に︑内なる敵とのたたかいとしての文学にとって必須な真の懐疑と

は︑さきの座談会で︑そのことについて次のようにいっている︒

ひとによりかなりのニュアンスの違いがあって︑たとえば山室静

﹃近代文学﹄派が出発当時標携した﹁芸術至上主義﹂というのも︑

う︒彼等の最大の弱点は︑戦争を外的な天災として受け止めたため

太宰治や三島由紀夫などを正当に評価しえない理由もここにあるの

﹁﹃近代文学﹄も不思議さ︒はじめは芸術主義で行きそうだった

が︑中野氏などとの論争を通じて︑平野君ゃなんか︑それまで

である︒
(ここでちょっと蛇足を加えると︑山室静が︑紅野敏郎とわたし

の休戦条約を結んで︑その傾向を批判しなくなった﹂

一種の休戦条約が結ぼれたためかどうか知らないが︑﹃文芸﹄昭和

よりも︑かなり新日本文学会に片寄ったのね︒少なくとも一穏

二十三年八月号の中野重治・平野謙の対談﹁政治と文学﹂では︑ふ

の出席した﹃昭和批評大系﹄﹁第三巻月報﹂の﹁昭和二0年代の批評
かない重厚な人物で︑人を信用させ﹂ると敬愛の気持を述べながら︑

たりの意見がほとんど甲乙のない︑なごやかなものになっている︒

文学﹂という座談会の席上︑本多秋五について︑﹁あれは全然うご
﹁本多君というのは不思識な人で︑彼は日本ロマン派的なものは全

﹁平野八月十五日以後はそれが出来る︒しかし僕なんかがマ

然受けつけない人ですね﹂といっていることである︒もっとも︑﹃批

評﹄十二号砲四三・5 の座談会﹁デカダンス意識と生死観﹂におけ

かの人も叩く︒といふより︑中野さんが叩いたからほかの人た

ルクス主義文学運動について発言すると︑中野さんも叩き︑ほ

る埴谷雄高によると︑﹃近代文学﹄の同人たちは﹁できるだけ自分
を守るためには︑それを危うくするものを読むまいと思って﹂ほと
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ね︒中野好夫君は僕が悪態をついてゐると書いたけれども︑僕

中野君たちはもう少し近代的にならなければいかんと恩ふ

ったんですがね︒

ちもみんな叩いたのかな︒尤も僕の問題の出し方も経悦で悪か

﹁芸術至上主義﹂という理想主義的ヒューマニズムの立場からはず

てしまった﹂と書いていて︑いかにも﹃近代文学﹄が出発当時の

よせばいいのにと思ってゐながら︑つい自分までがそこに立ち入っ

入って︑﹃新日本文学﹄との聞にポレミlクを起したりしたのを︑

ニズムと︑喰一の例外人である埴谷雄高のニヒリズムにだけ可能な

しかし︑それは政治離れしていた静離で宗教的な山室静のヒューマ

ことなので︑小田切秀雄から平野謙まで︑その﹁芸術至上主義﹂は

れて︑政治の問題にかかわったことを残念がる口調が感じられる︒

書かれたと取っている︒感傷的にすぎた︒

へながし目をくれたと書いたといふので︑反動の方へ移ったと
平野いや︑実際さう受取ったんです︒

切・佐々木・荒の﹃文学時評﹄の﹁若手組﹂は︑政治的ラデイカリ

政治と文学の問題と骨がらみになっていたといえる︒とくに︑小田

は悪態をついてゐないね︒遠慮しすぎてゐる︒君の論は︑反動

いふことを言ってゐる人が:::

中野そこがをかしいと思ふ︒いやしくも近代的人間の確立と

心から敬服していたが︑しかし︑文学理念の点では︑いずれ一戦を

うち︑宮本百合子の激励と鞭縫を受けた﹂と書き︑彼女の人柄には

荒正人も﹁﹃近代文学﹄終刊に際して﹂で︑﹁﹃近代文学﹄は初めの

学﹄へ出席しているのが小田切秀雄というような一般の印象が次第

本文学へ出席しているのに対して︑新日本文学を代表して﹃近代文

は︑﹁いってみれば︑平野謙は﹃近代文学﹄を代表したかたちで新日

野謙が新日本文学会の中央委員に選ばれたことに関連し︑埴谷雄高

ズムを志向していて︑﹁若手紐﹂から小田切秀雄︑﹁長老派﹂から平

交えねばならぬと決意していたという︒﹁そんなことを漠然と考え

に臨敵されてきた﹂ Q近代文学﹄創刊まで)といっている︒

平野でも︑ほんとに﹃哀しかった﹄ですよ﹂

ていた時︑中野重治から強打を受けたのである︒意外といえば意外

できない﹂ Q物語襲文学史﹄)と書いているが︑事実としてそうならな

本来は味方であるべきものを敵に追いやる傾きをもったことは否定

タリア文学運動の理念の正統な後継者をもって任じていたというこ

される過程にあらわれた政治主義である︒

﹁第一は︑﹃新日本文学会﹄の規約綱領︑とくにそれが討議決定

の議論の背後には︑簡単にいって次の三つのものがあったという︒

かったことは以上に述べたとおりである︒本多は︑つづげて︑中野

﹁政治と文学﹂論争について︑本多秋五は︑﹁中野重治の批評が︑

以上のふたりの述懐で気付くことは︑彼等自身︑かつてのプロレ

である︒だが︑荏然自失から起ちあがって︑論争を試みた﹂と述べ
ている︒

文学など﹂で︑﹁平野謙君や荒正人君が︑政治と文学の問題に立ち

とで︑彼等のプロレタリア文学批判も︑﹁芸術至上主義﹂も︑その
うえに立ったものといえよう︒山室静は︑文芸時評﹁プロレタリア
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第二は︑再刊﹃赤旗﹄第一号にあらわれて以来の日本共産党の

ップが推論の一部につかわれていて︑上記の中野重治の批判も︑か

多喜二は︑自分がこっそりダンス・ホールへ出入したことを秘密に

ならずしも的はずれでないことがよくわかる︒しかし︑わたしは︑

して置いてくれと或る人に頼んださうだ﹂(﹁第二の青春﹂)というゴシ

単純にそうきめつけることをせずに︑平野謙と荒正人の打ち出そう

的なもの﹄として排撃する極左的独善的セクト主義である︒こ
こに︑かつて︑﹃文戦﹄系の作家まで排撃したプロレタリア文

纏左的セクト主義︑つまり︑社会党を民主主義とは﹃全く対際

学主流の伝統が重ね合わされた︒

まず︑平野謙だが︑彼の意見は﹁ひとつの反措定﹂のなかの次の

とした﹃芸術至上主義﹄の内容について考えることにしよう︒

唯一の﹃人間的﹄で﹃健全﹄で﹃純粋﹄な政党であるという︑

第三は︑第一と第二をむすぶものでもあるが︑日本共産党こそ

﹁おそらく火野葦平の戦争犯罪的摘発は免れがたいところだら

章句にもっともよく現われている︒

いかにうひうひしい柔軟な心情をいだいてゐたかは︑中山省三

うが︑﹃麦と兵隊﹄を書いた当時の火野が︑一青年作家として

である﹂

中野の希望的認識といわんよりは詩人的信仰というべきもの︑
たしかに︑そのような背後の事情も作用したであろうが︑論争自

ざまな偏向と誤謬とを苧んだマルクス主義文学運動のもっとも

郎にあてた当時の書簡に明瞭である︒小林多喜二の生涯がさま

体は本多のいうように︑﹁あの時代として止むをえなかったが︑欠
なかった﹂という論との対立であったといえよう︒わたしは︑まず

点がある﹂という論と︑﹁欠点はあるが︑あの時代として止むをえ

のとちゃうどうらはらに︑﹃麦と兵隊﹄に出発した火野葦平の

忠実な実践者たることから生じた時代の犠牲者を意味してゐた

一年七月号の﹁批評の人間性﹂で︑平野謙・荒正人を︑﹁彼らは非

的犠牲ではなかったか︒誤解をおそれずに一一百へば︑小林多喜二

文学活動もまた︑侵略戦争遂行のすさまじい波に流された時代

周知のように︑この論争は︑中野重治が﹃新日本文学﹄昭和二十

最初に︑この弘事の発端について触れておこうと思う︒

人間的な想像と下司なかんぐりを土台に批評をくみ立て﹂︑﹁反革命

りの多元的等価性の理論とはちがう︒この提言は︑あくまでも﹁ひ

これは当時として実に大胆な提言である︑が︑今日の磯田光一あた

こそ︑混沌たる現在の文学界には必要なのだ﹂

(﹃新生活﹄昭三・さ﹁基準の確立﹂(﹃同﹄昭二一・3 ﹁政治と文学﹂(﹃新

とつの反措定﹂なので︑かつてのプロレタリア文学運動における政

と火野葦平とを表裏一体と眺め得るやうな成熟した文学的肉眼

潮﹄昭こできと︑荒正人﹁第二の青春﹂﹁民衆とは設か﹂﹁終末の

治主義が︑今日も生きていることを想定しての﹁成熟した文学的肉

の文学勢力に化粧をしてながし目をしてゐる﹂と決めつけたことか

日﹂(﹃近代文学﹄堕二・二︑四︑さなどであるが︑これらを見ると︑杉

ら起こった︒批判の対象になった論文は︑平野謙﹁ひとつの反措定﹂

本良吉と岡田嘉子との﹁越境事件﹂(﹁ひとウの反措定﹂)や︑﹁往年︑小林

9
1

﹁成熟した文学的肉眼﹂ということの甘さも弱さもあるわけで︑平

ろ︑本多秋五に通ずる普遍人類的なヒューマニズムだろう︒そこに

な︑ニヒリズムを基底としての思想の等価性理論ではなくて︑むし

限の提示なのだ︒ここにあるのは︑三島由紀夫や磯田光一のよう

志向していたといえるのである︒

で︑彼は政治と文学とをアウフヘーベンするより高い文学的立場を

はそのまま平野謙の﹁党﹂(政治)にたいする姿勢を物語っているの

気質﹂として︑まるごと救い上げたのはどういうことだろう︒これ

作家的エゴイズムを︑芸術家に固有のものとして︑﹁純粋な芸術家

﹁小林多喜ニと火野葦平とを表裏一体と眺め得るやうな成熟した

野謙の主張は︑何よりも政治至上主義からの人間性の救出という点

文学的肉眼﹂とは︑彼自身のいうように︑﹁左翼的へロイズムの安

にあったと思われる︒
中野重治も︑﹁批評の人間性﹂で表題だけ挙げていたが︑この頃

かかりによる戦争責任のアリバイ提出に対する警戒﹂(﹁基準の略立己と

いう意味から生まれたものだった︒しかし︑小林多喜二(党)の前

易な復活に対する警戒︑感傷を裏返した左翼的へロイズムへの傍り

衛主義を告発し︑火野葦平(民衆﹀の心情を救出するということは︑

の平野謙の批評志向をもっとも具体的に語っているのは︑﹃近代文

的構造の解明というより︑﹁新生﹂という作品を通しての作者の実

番﹂だと思う︒この﹁﹃新生﹄論﹂は︑﹁新生﹂という作品自体の内

か︒この場合︑根底にあるのはヒューマニズムで︑ヒューマニズム

そのままさきに見た平野謙の批評志向とまったく同じではなかろう

学﹄創刊号からニ固にわたり連載された﹁島崎藤村￨﹃新生﹄覚え

いっていい︒これはそれ自体ひとつの完壁な文学作品といえるほど

生活の探究といっていいので︑小林秀雄以来の伝記的批評の極北と

必要としていたわが国において︑過去の否定は必須の要求であ

された言葉は莫大な分量に及ぶであろう︒戦後急速な近代化を

﹁おそらく戦後の十八年間に︑封建倫理の悪をあばくために費

に反した部分はいっさい評価されることがなかったのである︒

正体なのだ︒そして︑それを告発する平野謙の一種デモニッシュな

之介をして﹁老猪な偽善者﹂といわせた藤村の作家的エゴイズムの

すぐれたものだが︑平野謙がここで徹頭徹尾追究したのは︑芥川龍

筆づかいは︑それが彼自身の内なる敵にほかならぬことを雄弁に物

定し人間的欲求の正当性を確立しようという意図において︑近

の被害者と見る視点が支配的だったのである︒それは秩序を否

代ヒューマニズムの立場に立つものであった︒しかし︑それが

り︑だからこそ封建制下の民衆を問題にする場合︑彼らを制度

まさしく近代ヒューマニズムでしかなかったがゆえに︑たとえ

主義なので︑﹁新生﹂の﹁節子﹂とは︑その前衛主義に圧殺された民
に藤村の作家的エゴイズムを告発し︑その哀れな犠牲者としての

衆にほかならない︒われわれは︑平野鎌が﹁新生﹂において徹底的

ば封建倫理を唯一の倫理と信じ︑それを支えとして生き︑そし

語っている︒その内なる敵こそ︑かつての党であり︑その党の前衛

ユ
l マエスティックな共感を覚えるものだが︑結論の部分で藤村の

﹁節子﹂(こま子﹀の心情を内側から救い出している彼の態度に︑ヒ
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ぬという哀切さから生まれているので︑﹁党生活者﹂という作品そ

のものが︑自己否定による自己充足という﹁精神﹂の逆説的な存在

親と面会の場面も︑主人公が断ちがたい肉親の情愛を断たねばなら

様式を示しているといえるのである︒

て死んでいった人々の生のリアリティを見失ったのである︒と
は︑人聞に内在する自由否定の欲求︑すなわち一つの観念なり

同時に︑人間的エゴを諸価値の中心におく近代ヒューマニズム
夢なりのために自己を否定しつくすことによって︑自己充足を

荒正人の﹁党生活者﹂理解の偏狭さについては︑﹃批評﹄十一号
(昭四三・三﹀の﹁﹃党生活者﹄をめぐる断想﹂でくわしく述べているの

この磯田光一の﹁戦後文学﹂批判は︑そのまま﹃近代文学﹄派の

代文学﹄派一般に共通するすこぶる楽天的で理想主義的な観念性が

で︑それを見てもらうとして︑ただ荒正人の﹁近代﹂解釈にも︑﹃近

文学の精神像﹂)

避ける﹃精神﹄の逆説的な存在様式を見失ったのである﹂(﹁戦後

ヒューマニズム路線の本質と限界を指摘したものといっていい︒と

顕著に現われている点を指摘しておこう︒

赤貧洗う︑と云ってもまだるッこい生活をしてきながらも︑(親類
のお蔭で)高商を出た︒そのインテルグンチュアlらしさが︑当然

荒は﹁文学的人間像﹂ Q近代文学﹄昭二ニ・三)の冒頭の部分で︑﹁俺が

くに︑後半の︑ェゴを中心とする彼等の近代ヒューマニズムが︑人

与えるアリストクラティックな気持が︑その﹃赤貧﹄という俺とご
っちゃに住むようになった︒俺のあらゆる事件に打ち当つての︑矛

聞に内在する自己否定の欲求︑ひとつの観念なり夢なりのために自
存在の根源的な超越性への志向を抹殺したと述べているのは︑エゴ

盾︑不徹底はこの﹃ごっちゃ﹄からくるようだ￨￨丁度︑あのこ重

己を否定しつくすことによって︑逆に自己充足を遂げるという人間
を通してヒューマニズムへ!のもっとも急進的な主張者荒正人の小
林多喜二理解の一面性にもそのまま妥当するだろう︒荒正人や平野

林多喜こには﹁些少の小市民インテリゲンチャ性﹂しかなく︑むし

林多喜二はその小市民インテリゲンチャ性を克服したであろうか﹂
と聞い︑もともと﹁附焼刃の小市民インテリゲンチャ﹂にすぎぬ小

テリゲンチャと概括﹂したことに異議を申し立てている︒彼は︑﹁小

二十一日﹀の日記の一節に触れ︑岩上順一が︑多喜二を﹁小市民イン

国籍者のような日﹂という小林多喜二二十五才のときご丸二六年九月

謙の解釈では︑百パーセントの共産主義者たらんとした小林多喜二
は︑エゴという真の人間的な欲求を圧殺して﹁党﹂そのものになり
きろうとしたのだから﹁近代以前﹂ということになり︑強いられた
時代の犠牲者ということになる︒しかし︑小林多喜二こそ自己を否
定しつくすことによって﹁党﹂という観念に殉じた︑またそこに自

前﹂﹁近代以前﹂である点だと断じたのだった︒

己充足を見出だした作家といえないだろうか︒もちろん︑そういう
解釈も一面性をまぬかれず︑小林多喜このうちにも﹁型﹂(党﹀その
ものになりきろうとする志向と︑それに逆行する人間的心情とがほ

ろ問題なのは﹁党生活者﹂の主人公が﹁小市民インテリゲンチャ以

の見えているのである︒﹁党生活者﹂のなかでもっとも感動的な母
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的な﹁類﹂と﹁個﹂とを強引にくっつけたすこぶるイデアルなもの
で︑﹁類﹂と﹁個﹂との媒介項としてあるべき︑真の主体としての

ここに見られる荒正人の﹁近代﹂概念は︑白樺派的な︑普遍人類

とともに︑﹁型﹂そのものになりきろうという志向のあるのを切り

に︑﹁型﹂(秩序)を打ちこわしてそこから自由になろうという志向

な志においてたかく評価しなければならないが︑人聞には根源的

のだろう︒荒正人の﹁近代﹂論は︑既成権威の打倒というその雄壮

死との交叉において捉えようとしたのは埴谷雄高の﹁死霊﹂(﹃近代文

捨てたといえる︒﹃近代文学﹄派で︑人間存在を生の側だけでなく

﹁種﹂を含まない︒むしろ︑この点に﹃近代文学﹄派を含めた﹁戦
ショナリズムが﹁敗戦﹂を一方的な﹁解放﹂として受け止めさせた

つての教条的なマルクシズムの権威の残存していた敗戦直後におい

学﹄昭二了一ムのみといえるが︑それも戦中の死の讃美があり︑か

後文学﹂の特徴があり︑そのナショナルな契機を持たぬインターナ

の立場において外側から裁断するやり口は︑対象そのものの内実と

シズムの権威が根づよく生きていると信じたから︑あれほど大胆な

ては止むを得なかったといえる︒荒正人にしても︑教条的なマルク

当のものであるが︑それはともかく︑このような批評主体を﹁神﹂

しは︑以前︑﹁さきに引用した小林多喜二の日記に︑彼の徹底して

交わるところすくないといわねばなるまい︒この点について︑わた

は︑完全無欠の﹁近代﹂として与えられたものでなく︑まさしく完

じる﹂ハヨ党生活者﹄をめぐる断想﹂﹀と書いた︒文学にとって﹁近代﹂と

正確な自己認識を見︑その真率な告自に打たれるものであるが︑こ
の二重に引き裂かれた多喜二の苦悩にまさしく小林の﹃近代﹄を感

かどうか)の決定的な違いに由来するのだろう︒

感じたのも︑思うに︑そこのところ(マルクシズムを体験している

批判について︑剛直な本多秋五が︑﹁ともに天をいだく能わず﹂と

真理性はつゆ疑っていなかったのだ︒福田恒存のプロレタリア文学

自由化論を提唱できたので︑彼自・体︑理論としてのマルクシズムの

全無欠の﹁近代﹂たろうとする彼の内部のたたかいそのものにある
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戦後戯曲
原

点

平

和

雄

﹁現代の劇作家﹂の項に︑久保栄・久板栄二郎・三好十郎・和国勝

うにもない︒一九五六年に出版された茨木憲の﹃昭和の新劇﹄には︑

にしても︑作品論︑作家論を相当に積み重ねた上でなければできそ

わたって共通な傾向なり︑特色なりを探り︑問題を指摘してみせる

はない︒では︑戯曲というジャンル全体を通じて︑葬儀二十三年に

劇作家のすべてを通観することは︑とうていぼくの手に合う仕事で

だろう︒しかし木下の云うように︑新劇界における﹁戦後意識﹂の

後文学﹂としての戯曲はほとんど注目されていないと云ってもよい

る︒従来の﹁戦後文学﹂論はすべて小説を中心として論ぜられ︑﹁戦

そ文学者としての劇作家の場合は別なわけのはず﹂だと云ってい

が問題として出なかったことを肯定した上で︑﹁しかし個人として

摘に触れ︑劇団︑演劇界といった﹁集合体﹂の中では﹁戦後意識﹂

劇﹀には﹃戦後﹄がなかった﹂ということについての野間宏らの指

説対談﹂の中で︑﹁﹃戦後文学﹄という概念に対して日本の演劇(新

ろうか︒昭和十年代においても︑﹃火山灰地﹄﹃北東の風﹄﹃浮標﹄

稀薄を認めるにしても︑﹁戦後﹂ははたして小説のみにあったのだ

いないけれども︑戯曲を無視した戦後文学は決して豊かなものとし

等は︑戯曲であるゆえに作品の実質にふさわしい評価を与えられて

て大橋喜一以下多くの作家に触れている︒敗戦からおよそ十年の時
に︑その後の多数の作家︑作品は列挙するだけでも難しいのではな

点であげられたこれらの作家を整理することすら不可能であるの

代静一の十六人の個人名をあげた上に︑﹁職場から出た作家﹂とし

一・久保田万太郎・真船豊・田中千禾夫・小山祐士・内村直也・飯

木下順二は未来社版﹃作品集第五巻﹄の﹃山脈﹄についての﹁解

E
i
v・

永
沢匡・木下順ニ・三島由紀夫・福岡恒存・椎名麟三・安部公房・矢

始まり現在にいたる時期全体にわたって︑その聞の戯曲︑あるいは

与えられた課題は﹁戦後戯曲論﹂であるが︑太平洋戦争の敗戦に

の
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を小説のそれのように一括することは困難であろうが︑﹁戦後文学﹂

てとらえられないであろう︒たしかに戯曲における﹁戦後派文学﹂

の劇化から始められなければならなかったのであるが︑久保栄の

あり︑戦後の出発はやはりそれぞれの戦中の体験をふりかえり︑そ

な︑悪しき時代の記憶でしかなかった︒たしかに敗戦は﹁衝撃﹂で

﹃林檎国日記﹄︑真船豊の﹃中橋公館﹄以下の作品には︑戦前の延長

を次のように考えるとき︑戦後文学としての戯曲の存在を確認する
ことができるとおもう︒﹁私にとって戦後文学とは何か﹂と自問し

すぎない︒そこには戦中と変らぬ一方的な作家の﹁信条告白﹂でな

としての変革されざる主体と手慣れたドラマトゥルギlを見出すに

それは戦後という時代に党りかかって︑﹁第二の青春﹂の鐙え

なすがただけが描かれている︒つまり抑圧が除かれたために表現で

ければ︑敗戦によって露わにされた日本社会の混乱と日本人の愚劣

て饗庭孝男は書いている︒

戦争とい

きるようになった作家の観念の投射か︑無秩序︑無道徳の混乱した

J

たロマンチスムを反佃倒した︑時期的な︑と云って悪ければ歴史
うものが︑われわれの存在に巨大な衝撃を与え︑その衝撃が内

社会の現象図か︑いずれにしても日本歴史上未曾有の﹁戦後﹂の本

的で外在的な意味しか持たない文学のことではない

と思想の運動の中核を決定づけてゆく文学を私は戦後文学と呼

在化され︑形而上学的に深化しつづけてゆき︑われわれの精神

﹁人聞の存在そのものへの聞い﹂へと深化させ︑そうした問いかけ

にかけていちおうの成熟に達した近代戯曲を超えて︑戦争体験を

社会を反映した戯曲ではなく︑大正期に形を整え︑転向期から戦中

ぶとすれば︑それは時期的な﹁戦後﹂に生まれた戯曲︑たんに戦後

こうした意味での﹁戦後文学﹂としての戯曲を﹁戦後戯曲﹂と呼

至難であったのではないか︒それはむしろ戦時下の思想や政治的立

lの根本的な変革へと生かすことは︑戦争に傷つかぬ既成作家には

好を別とすれば︑敗戦を戦後の原体験として自己のドラマトゥルギ

論じたことがあるので︑本稿ではひとまず対象としない︒そして三

き進むのであるが︑一ニ好十郎の﹁戦後﹂についてはこれまで幾度も

﹃その人を知らず﹄に始まる戦争体験の﹁内在化﹂の劇創造へとつ

﹁イッヒ・ドラマ﹂﹃浮標﹄に結晶させた三好十郎ひとりが︑﹃廃櫨﹄

である︒ただ︑すでに転肉体験の独自な主体化を凄絶な人間探求の

質はとらえられず︑新たな方法的深化への可能性は感ぜられないの

の方法としてのドラマトゥルギlの探求へと踏み出した作品でなけ

びたく思う︒︿﹁反日常性の文学﹂﹃路復文学愉﹄﹀

ればならない︒﹁戦後文学論の転換を求めて﹂と副題する饗庭の前

としてうけとめえたかにかかっているとおもわれる︒和田勝一の

﹃河﹄︑岸田国土の﹃速水女塾﹄等の失敗にくらべて︑新劇作家なら

場の如何に関わるよりも︑敗戦をどれだけ深く﹁内在的な衝撃﹂

ざる菊田一夫の戦後戯曲がそれを示しているのではないか︒

掲論文は︑﹁近代文学﹂派と野間宏らのいわゆる﹁戦後派文学﹂に
在化する主体的で純粋な契機﹂の欠落を指摘するが︑戯曲の場合︑

対して︑﹁政治と文学﹂の折衷主義を手きびしく批判し︑﹁戦争を内
昭和戯曲を確立してきた既成作家にとって︑戦争体験はただ不本意
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己れを賭けた若いやくざは人を刺して警察に引かれ︑子どもたちの

した戦後社会そのものの手でたちまち拒殺されるのであり︑戦後民

希望は無残に裏切られる︒戦後の民衆の解放の夢は︑それを可能に

主主義のその後の運命が予見されていると云つては云いすぎであろ

菊田一夫の戦後の仕事はまず放送劇から始まるが︑﹃東京哀詩﹄
うか︒

次の作品﹁堕胎医﹂では︑作者はより問題劇的な劇構造によって

﹃堕胎医﹄のニ作は︑敗戦後間もない一九四七年日劇小劇場に上演
の子たち﹂と傍題された﹃東京哀詩﹄は︑戦後の冬︑焼け跡のガー

戦後社会を糾弾する︒昭和十五年から戦争をはさんで昭和二十二年

されて︑もっとも早く﹁戦後﹂を造型した作品となった︒﹁汚れた顔

やくざの物語であり︑戦後風俗を巧みに描写した戦後世相劇にすぎ

ド下に吹き寄せられた戦災弧児たちと︑街の女と復員くずれの若い

い︒不自然な点を指摘するのはもちろん容易だろう︒しかしそうし

飛鳥夫妻との三角関係が最後の悲劇の原因となるのも必然性が薄

親たちがすべて現れるのは説明的にすぎるだろうし︑桟太と兄貴分

しかし作劇術の古さを指摘することが重要なのではない︒第一幕の

胎医となるという設定は︑あまりにも祷えものすぎるかもしれない︒

した不治の性病であり︑戦後その患者の棄の妊娠中絶手術のため堕

滅させるもっとも大きな原因が︑彼が戦地で患者の手術の際に感染

期が迫っている︑という五幕の悲劇であった︒主人公藤崎恭二を破

の結婚に破れ︑堕胎医として法に関われるときはすでに発狂して死

まで︑若く︑良心的な産婦人科医が︑大病院の職を失い︑婚約者と

た戦後に特有の反社会的な人間像をたしかな戦後風俗としてくっき

ないと云えるかもしれぬ︒浮浪児たちの幻想の場面で天使になった

りと描きえたのは︑﹁戦後﹂に固有のものを固有のものとしてとら

戦前の場面で︑秀才を見込まれて大病院の院長の娘を婚約者にもっ

の聞の戦争によって彼は自らのカでは如何ともし難い傷をうけてい

える限を︑この作者が持っていたからではないか︒好奇心や憐みの

かっぱらいや売春によるほか生きて行くことのできない︑どん底ま

るのである︒その後の第二幕から第五幕まで︑つまり戦後は彼にと

対象としてではなく︑敗戦によってあらゆる装飾を剥ぎとられた人

で落ちきった人間たち︑いくら身体を張ってみても毎晩ガード下の

って︑その傷を負うて発狂と死へと追いつめられる︑破滅への一筋

いかげを背負った︑施設患者相手の貧しい町医者として現れる︒そ

土の上に寝なければならない人間たちが︑屋根や柱があり︑畳の敷

道なのであった︒私生児を生んだダンサー上りの看護婦峯岸るいが

た︑明るえ純情な青年医師は︑戦後の第二幕ではうって変って︑暗

いてある﹁家﹂への渇望︑共同生活への夢を育てて行く︒それは廃

ても︑﹃堕胎医﹄の劇的世界はとめどもなく陰惨である︒

次第に恭二を愛する更生記が︑わずかに明るい救いをもたらすにし

聞の赤裸の本質を︑彼らの中にのみ見出しているからではないか︒

たろうか︒けれども夢はしょせん夢にすぎなかった︒夢の美しさに

櫨の中でのみ可能であった︑ささやかな︑人間らしい夢ではなかっ
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問題劇としての外観からすれば︑性病の治療法が進歩し︑妊娠中

の前夜︑情報局の親しい役人が手配してくれた︑汽車の乗車券

争犯罪者かのどちらかであった︒しかも私は︑終戦八月十五日

私もかつて・は:::昭和二十年八月十五日までは︑獣類か︑戦

を握って︑ひそかに空襲下の東京を脱出し︑家族の疎開先へ逃

とんど失われたと云えるかもしれない︒だがこの救いなき暗さこそ

れていった卑怯者である︒門﹃ひめゆ Dの搭﹄門事の雷善一九五三)

絶が法律で保証されるようになった今日︑この劇のリアリティはほ

ぃ︑家を焼かれ︑無一物ですさまじいインフレの嵐の中を生き延び

民衆にとっての戦後の現実なのではなかったろうか︒親を︑夫を失

な自費として︑彼の内部に根づき︑戦後社会へのきびしい対立者た

戦争体験は﹁獣類であり︑戦争犯罪者の一員であった﹂という痛切

の共同生活への夢をロマンチックに歌いあげる﹃鐘の鳴る丘﹄の作

らしめたのではなかったろうか︒もし菊田一夫が︑﹃東京哀詩﹄のあ

ねばならぬ日本の民衆にとって︑戦争の痛手を引きずった荒廃と幻
へのロマンチックな幻想とは縁もゆかりもない︑強いものはいよい

滅こそが﹁戦後﹂ではなかったか︒自由と民主主義︑﹁文化国家﹂
よ強く︑弱いものはますますふみにじられる︑戦後民主主義の虚偽

トゥルギlの構築へと縫いでいたならば︑戦後の戯曲史はすぐれた

者にならず︑この内部の自覚を独自の劇表現へと凝縮させ︑ドラマ

社会劇を所有できたかもしれない︒しかし民衆の生活感覚にのみ密

を︑作者は最下層の民衆の立場から暴露しているのではないか︒

ね
剛
であしらづた演劇パリサイ人﹂︑﹁新劇﹂世界の﹁博士﹂(雛訴時4

とともに︑戦後社会の告発者は﹁戦後﹂を安定と経済的繁栄のかげ

着したメロドラマ作家に︑さらに商業演劇の奥行者への立場の移行

﹁蓄積座がこのニ作を上演したとき﹃フン︑菊田の芝居か﹄と︑鼻

こにはある︒

戦後の菊田一夫の活躍ぶり︑その超人的な多作については云うま

に見失い︑いつの間にか経済社会の賛美者へと変貌しさるのである︒

一位培九一)にはとらえられない︑﹁戦後﹂のまぎれもない真実がこ
菊田を﹁職人﹂として軽蔑した多くの新劇作家が︑戦後の解放の
幻想に酔って自らの出発点を見出せなかったとき︑こうした﹁戦後
士九人のリスト﹂に挙げられたと自ら云う菊田一夫が︑戦中の自己

戯曲﹂はなぜ可能になったろうか︒﹁共産党から提出された戦犯文

の数年聞に︑最も多く戯曲作品を発表したのは︑小山祐土だったろ
う
﹂ Q小山祐土戯曲全集第二巻﹄﹁じおpbということである︒テアトロ版全

でもないが︑菅原卓によると﹁第二次世界大戦が終わって以後︑そ

ることである︒これは愚かにして神を恐れぬ獣類の為すわざで

に面した古い港町玉島で︑家族とともにλ 月十五日を迎えた小山

集の巻末に附加された詳細な﹁私の演劇履歴書﹂を読むと︑瀬戸内海

を次のようにふりかえっていることに注意したい︒

ある︒そして︑自らの死を怖れながら︑しかも他人を戦争にか

戦争を肯定することは︑自らの死をも︑他人の死をも肯定す

りたてる人聞は卑劣なる戦争犯罪者一である︒.
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月第二次﹃劇作﹄の創刊号に発表される︒敗戦から上京までの四年

完成し︑俳優座との上演の交渉が実現しないうちに︑一九四八年四

きはじめている︒そしてこの戦後第一作は︑翌年夏までに第三稿を

はと思って﹂︑発表のあてもないままこの年十月から﹃海の庭﹄を書

は︑﹁とにかく︑仕事をしなくては:::五年間の空白を取戻さなくて

た﹂戦争の直接の体験が︑晴海たる戦後社会の実感を通して︑この

製造を行なう島を抱き︑最初の原子爆弾を浴びる街となってしまっ

九六七・喜ただ﹁美しかるべき瀬戸内海は海軍基地となり︑毒ガス

が正しく指摘した通りであろう︒(﹃初期小山循士の践幽世界﹂﹃テアトロ﹄一

りと︑戯曲に映された社会の面貌が刻印されていたことは︑野村喬

旧家鼓家の人々を襲う時代の嵐はすさまじい︒人物の設定は明らか

﹁終戦の年の春から秋にかけて﹂︑﹁瀬戸内海の小さい或る町﹂の

戦後第一作に︑より明瞭な社会性をもたらしているのではないか︒

に﹃瀬戸内海の子供ら﹄に似て︑その後身ともいうべき人物が配置

小山祐士としては珍しい多産の時代であったことは事実であり︑プ

間に十四篇の戯曲と三十本近い放送劇を書いたと自ら云うように︑
ロレタリア演劇全盛期から戦時の言論統制の時代を通じて常に穆屈

の四郎の二人の息子は出征するし︑娘一家は東京︑妹母子は大阪で

した思いが一気に噴出した結果ではあろうが︑かならずしも解放の

羅災して鼓家に身を寄せている︒企業整理で家業を失った旧家の没

子は戦死し︑焼け出されて帰郷して徴用工となった商家次郎と学生

落と︑元使用人の軍需成金との対比︑戦時と敗戦直後の社会情勢︑

されているが︑いずれも戦争に傷ついた人間たちである︒二人の息

に親しんでいたかのように書いているが︑小山自身は占領軍の検聞

ドに︑腰を落ちつけていた﹂と︑いかにも悠々と故郷瀬戸内の風物

経済情勢も綿密に書きこまれている︒烈しく進行する戦争の現実が

﹁彼は︑当時︑故郷の福山近くに﹂﹁つまり︑彼のホl ム・グラウン

に大に立腹して筆を折る決意までしたり︑しかし食べるためには地

喜びで迎えた得意な時代ではなかった︒菅原卓の前掲文は続けて︑

方講演︑放送劇の仕事をやめるわけにはいかない︑﹁インフレの時

親子︑夫婦をはじめ一切の人間関係を歪め︑みじめな不協和が描き

もっともこの戯曲が小山祐士の戦後の出発点として重要な意味を

出されるのである︒

もつのは︑社会が￨￨あるいは戦争が劇的世界にあらわな姿を示し

かった﹂﹁暗描似たる時代﹂︿﹃私の演劇履歴書﹄)であったと云う︒いわゆ

ているからだけではない︒かつて愛する律子に去られた傷心から鼓

代を︑四人の子供をかかえて六人家族が喰ベて行かなければならな

たかぎりでは︑﹃瀬戸内海の子供ら﹄の世界につながる﹃海の庭﹄に

る瀬戸内海物であり︑作者の﹁ホl ム・グラウンド﹂に舞台をとっ

家の娘弓枝と結婚した剣持光保の形象には︑作者自身の戦争下の体

験が重苦しくこめられている︒その彼の昔の恋人律子は︑家を捨て

いるのを見逃してはならない︒もとよりすでに﹃十二月﹄﹃瀬戸内
海の子供ら﹄等においても︑瀬戸内の持情詩人とされる通念に反し

て共産党員の学者に後妻として嫁ぎ︑夫の死後は細民街の保健婦と

も︑こうした戦争のもたらした﹁暗務たる時代﹂の苦渋が刻まれて

て︑作者は自己の生きる時代と明らかに対決し︑そこには﹁はっき
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できるかもしれないけれども︑﹁この機とばかりに︑戦争の波に乗

かある混濁したものが感ぜられて︑作者の自己批判の不徹底を指摘

無比な人生を一筋につらぬいて行くのである︒光保の描き方には何

娘晴子とは︑戦中戦後のあらゆる困難にもめげず︑強靭にして清純

して働き︑先妻の遺児二人を立派に育ててきた女性である︒彼女と

の作家を︑変幻きわまりなき実験家︑戦後戯曲の代表作家へと一気

もしれぬが￨￨はより劇的であり︑あのつつましやかな﹃おふくろ﹄

くらべて︑田中千禾夫の戦後の出発￨￨再出発と云った方が正確か

より︑人間観察の深まりと劇的世界のひろがりの方向をとったのに

ある︒そして小山祐士の戦争体験からの出発が︑方法的変革という

﹁ほんとの意味での作家修業と練成を志したという意味で﹂‑記念す

に生かされ︑この一幕のスケッチ風の短篇戯曲は︑作者にとって

一工員として労働に従事した経験は︑第一作﹃ぽ lぶる・きくた﹄

たり︑犠牲を強いられた人達を尻目に︑むやみに威張ったり︑お金

に変貌させたのである︒敗戦の前年郷里鳥取に疎開し︑自ら進んで

を振り回したりして︑のさばり返っちゃう世の中が来るのかと思う

として十数年の沈黙の戦争体験が︑どのように創造の発条として機

べき作品になった︒あるいは作者自身の意識を超えて︑敗戦を契機

ったり︑戦争を︑たくみに利用して︑地位にありついたり︑お金を

と︑あたしは︑むしょうに:::︒﹂と︑戦後の現実を批判しながら︑

こしらえたりした人達が:::戦争のために︑どん底に突き落とされ

四畳半の部屋に同居しても自分の仕事へと出発する︑律子母子のき

し︑戦争中はひたすら勝利を信じて監視哨の勤務につき︑敗戦を知

スケッチ風と云うのは︑事件らしい事件は何ひとつ起こらない

れない︒

貌は認められないかもしれぬ︒だが︑小山戯曲の世界の新たな飛躍

ってからもひとり朝礼を欠かさず︑山上へ水を運んでの畠作りをや

能するかを解き明かす貴重な鍵を提供するものと云ってよいかもし

の足場は築かれたかに見える︒その後の小山祐土は︑故郷の風土に

めない︑つまり戦後も戦中の意識と生活を頑固に守りつをつける青年

びしい生き方に︑小山祐士の戦後の新しい出発の決意を読みとるこ

深く刻まれた戦争の傷痕に執鋤に挑み︑太平ムlドに蔽われた状況

とができるとおもう︒ここには戦争体験の内在化による画期的な変

を切り裂き︑日本の悲劇を提示しつづけているのではないか︒

広服の男との対話の聞に︑二人の女性の対話を挿んだ︑単純な劇構

菊太を聞にして︑予科練帰りの復員服の男とインテリ風の中年の背

であり︑敗戦の衝撃によって戦後をどう生きればよいのか︑生きか

たを喪失した人間である︒京子と友子という女たちは︑ひとりは朝

造だからである︒彼らは等しく戦争を潜りぬけて生きてきた日本人

鮮から親類を頼って引き揚げて来たが︑直ぐさま出て行けがしに扱

疎開先で敗戦の日を迎え︑その年ただちに戦後第一作に着手した
たく同様であった︒ただ小山祐士とちがうのは︑彼の﹁空白﹂は前

ことでは︑同じく﹁劇作﹂派に数えられる田中千禾夫の場合もまっ
作﹃風塵﹄以後十年あまりの文字通りの空白の時期であったことで
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りです︒﹂という有様なのである︒そうした人聞に対して菊太は云

な﹄いと云いながら︑﹁女房に任せっきりでこうやって遊んでばか

はいやだけれども東京には帰らない︑﹁百姓するよりほかしょうが

ろうかと思って﹂いる︒東京からの疎開者である背広は︑この土地

したかのようで︑復員服は学校へ帰る気もしない︑﹁闇屋にでもな

るけれども︑菊太以外のふたりの男の方は︑まったくぬけがらに化

に反抗しながら﹂生きている︒まだしも女たちの方には現実感があ

は夫の郷里へ疎開したが土地になじめず︑帰京を夢見ながら﹁何か

墨塗って山奥さ逃げ込んだ娘が︑口紅塗ってパーマネントして会話

やどうしたらチョコレートでももらおうかとたくらんでるだ︒顔に

ら日本刀で叩き切って自分も死ぬぞとカみ返っていたやつが︑今じ

つも日本の悪口﹂を云う人間たちに︑菊太は悲憤する︒﹁敵が来た

を盗む﹁工員ふうの男﹂や最後の﹁商人ふうの男﹂︑﹁どいつもこい

理想﹂の戦後的現象へのみ向けられたものであろうか︒冒頭で南瓜

を叩きつけているようである︒だが︑その﹁償p﹂は﹁無秩序︑無

笑される︑単純無知な悶舎者に託して︑問中千禾夫は戦後への怒り

気の毒な戦争犠牲者︒腹を切れと言ったら切りかねないや︒﹂と冷

復員服からは﹁はは:::もうたまらん﹂と噸られ︑﹁ここにも一入︑

ぷうあ￨上及れ︑であると名づけたのは︑そこである︒

う︒﹁うらあ︑馬鹿かもしれん︒だけど︑うらたちがしとったこと

の練習してるだ︒﹂と︑敗戦によって﹁手の裏返すみてえに﹂転向

われて︑何のあてもないままに上京しようとしているし︑今ひとり

が馬鹿だったとはどうしても恩われねえだ︒﹂﹁なるほど︑敵機はも

した日本人の無節操へと怒りが注がれているのはたしかであろう︒

が︑実は作者の憤りは︑戦争を主体的に生きて来なかった復員服や

こに来て︑今日までと変わりなく朝礼やるだ︒そうきめてそれから
毎日山登り欠かしたこたあねえ︒この畠もずっとうら一人でやって

を託した︑したがって作者の分身と思われる背広の男の戦争中の生

背広に向けられているのではないか︒殊に作者自身の実生活の経験

う来んだろう︒だけえ神様がいらんということはあるめえ︒毎朝こ

え︒だけどこれ以外に︑うらいったい何をしたらええだ︒いった

から﹁実行カ﹂なき﹁インテリ﹂であり︑疎開して町工場へ﹁徴用

き方に︑自己批判の刃がつきつけられているのではないか︒戦争前

きた︒うらのしてるこたあ何のたそくにもならんことかもしれね
い︒﹂こうした菊太の問いに彼らが答える言葉をもたないのも当然

のがれ﹂に入ったところたちまち怪我をした自己の行為を︑背広は

であろう︒
作者の註解はそのままには信じ難い点もあろうが︑自作解説は次
世相の激変︑無秩序︑無理想︑そういったものへの償りに借

は﹂﹁死ぬまでなれ﹂ないのである︒

責からのがれて﹂も﹁時がたてば麻酔は醒め﹂︑﹁良心からの自由に

う︒それは﹁終戦になって﹂も解決されない︒﹁ひとまず良心の苛

﹁実行を試みてその実︑逃避にあった﹂﹁良心の偽臓﹂であったと云

りて︑自分の身についた考え方が︑たとえ︑狭小なものであっ

のようである︒

ても一番正しいんだということを言いたかった︒ぽlぷ る ￨ ￨
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持になったところ︑﹁今迄のおとなしい︑慎ましい創作態度﹂では
間に合わない︑﹁本当の自分を見出す為に︑何でもいいから試みた

敗戦のとき︑戦前の自己と絶縁してあらためて戯曲と対面したい気

そうした点を裏づける田中千禾夫自身の座談会での発言がある︒

う︒そのためには戦争を成り立たせ︑戦後もそのまま権力の基盤と

い︑漠然と解放の雰囲気に酔っているだけでは不可能であったろ

現実を生きる主体をとりもどすには︑過ぎさった誤れる戦争を呪

ことを演劇で表明したいと思ったんですよ︒しかも︑人間の自

ズムですね︒その問題︑自我が絶対であり得るかどうかという

その時に私に一番興味のあったのは︑人間の自我￨￨エゴイ

敗戦(天皇が現人神ではなく人間であることが宣言された)

向きとのみ限らない﹄の中で︑戦後の田中戯曲の作意が明示されて
いる︒

難解︑晦渋を云々する無理解な批評に対して書いた﹃先き駆けは前

なっている﹁自我﹂の内面を徹底的に明らかにし︑揺るぎなき絶対
の自我が可能であるかが関われなければならない︒その非政治性︑

我が個人的に追求される限り︑それはフロイド流の袋小路に突

い﹂と考えたという告白に続いて︑次のように述べられている︒

き当るばっかりなので︑それと同時に︑自分以外の世の中とい

その最大無慈悲の破簸者が戦争とその背後であることは自明だ

急所だ︒自我の主体性を求めれば︑実存の泥沼の中に投入し︑

惰夫をすら奮発さしたと見え︑私は私自身に開戦した︒ここが

まで︑約十年問︑私は無為の空白を過した︒私を不自由にした
のは私の自我であったが︑敗戦による解放は私のような不精な

うものを同時に考えなければならない︑と︑今はそうなってい
ると︑自分では思っているのですがね︒(翻輸に議建造﹃悲)
敗戦が田中千禾夫の前にひらいて見せたのは︑まず抑圧の解除によ
る混乱︑類廃の現象であったが︑そこに直ちに自由と解放の光を認

し︑対決者としては︑そしてまた裁き手としては神が立ちはだ

戦争体験は外在化されたまま︑せいぜい軍閥批判か﹁日本人の悪口﹂
にとどまらざるをえない︒敗戦の衝撃を﹁自我﹂へ向って発せられ

の通念がすべて含まれているが︑そうした主題の蔚芽は﹃おふくろ﹄

ここには田中千禾夫について云われる﹁実存﹂﹁神﹂﹁女性憎悪﹂等

めるには︑彼は戦中沈黙の十年によって鍛えられた︑あまりにきび
しいリアリストであった︒被害者意識から敗戦をとらえるならば︑

る﹁憤り﹂として主体化したとき︑﹃ぼlぶる・きくた﹄の︑作者

かった︒さて女であるが︑女はすべての場合に触媒し︑しかも
常に厳然と変らなかった︒(傍点引用者﹀(﹃新劇﹄一九六三・四 V

にとって新しい出発の足場となるべき世界が構想されたのではない

れる出発は︑敗戦を契機に﹁無為の空白﹂1￨戦争体験を︑自我の
絶対的な探求の一点に深化する独創にあったことを︑この﹁何が一

以下の初期作品にも含まれてはいたであろう︒しかしそれが戦後の
旺盛な創作活動の中で成長し︑ユニークな現代戯曲の世界が形作ら

μ

よ

菊太の素朴な︑率直無類の聞いをつきつけられているのは︑まさ
しく作者自身であった︒そして生きる目標を喪失した人聞か戦後の
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は必然であった︒

があざやかにものがたつている︒心境告白的な﹃ぽ￨ぶる・きくた﹄
に続いて︑より本格的な骨格を具えた戯曲﹃雲の涯﹄が書かれるの

番アクチュアルであるか﹂と副題し︑自ら﹁種明し﹂と称する文章

と女性の根本的に相容れぬ対立が提示されたとすれば︑﹁女性憎悪﹂
と﹁神﹂という︑その後の問中戯曲を貫通する主題があざやかに浮

うよりしかたがないかもしれない︒そしてここに︑自我と神︑男性

で生きていた人々がこうであったろうということを描こうとした﹂

本の実態をそのまま描こうとした﹂︑﹁風俗的にも登場人物の考えか
たにも︑なるたけ直接今の自分の気持を入れるのではなくて︑そこ

直話を集めた原資料に忠実に︑歴史学界における維新史研究の成果
に学んで︑﹁明治八年から十年までの時点において︑まず当時の熊

回想しているところによると︑戦後改稿された﹃風浪﹄とはかなり
違って︑曾祖父の日記を丹念に読み︑明治維新生き残りの老世代の

一九三九年入営の前夜に書きあげられたという︒この改稿前の第一
稿の具体的なすがたを知ることはできないが︑作者がくりかえして

戦後のリアリズム戯曲の可能性は︑無名の青年作家の孤独な精進に
字まれていた︒木下順二の﹁青春の記念﹂たる処女作﹃風浪﹄は︑

第一角が示す通り︑戦後文学の担い手になりえなかったけれども︑

戦前からの劇作家のうちで︑リアリズム戯曲の時代を築いた久保
栄︑久板栄二郎等は︑﹃林檎園日記﹄﹃若きこころの群像﹄等の戦後

彩なドラマトゥルギ!の実験を生み出して行くのである︒﹁戦後戯
曲﹂の原点の一極をここに見出すことができるのではないか︒

かんでくる︒戦争体験は劇作家田中千禾夫の内部において︑人間存
在そのものへの聞い︑自我の絶対への探求へと結品し︑一作毎に多

﹁実存主義﹂戯曲と云われる﹃雲の涯﹄であるが︑主人公の医師
露木順之助はまず戦争によって肉体と精神を破壊された犠牲者とし
て現れる︒戦傷による生殖機能への疑いにさいなまれるとともに︑
その元下士官に対する復讐と自虐の狂態は︑戦争と軍隊から彼の蒙
った傷痕の深さをまざまざと見せつける︒そうした病者である彼
が︑古沼の底のように澱んだ家の︑乱倫無恥な父親と︑その良にか
かってモヒ中毒にさせられた元看護婦の年増女との醸し出す療気か
ら脱出を願ぃ︑健康な女性双葉との結婚を望んでも︑容易に実現で
きるはずはないだろう︒だが双葉の云うとおり︑﹁家﹂からの脱出が
すべてであるとすれば︑それはかならずしも不可能ではあるまい︒
ところが︑順之助の苦悩と精神の疾病の根源が︑実は彼自身の内
部に存在し︑﹁古沼の底は僕だ︒僕はあなたがこわい︒僕は僕がこ
わい︒﹂と︑十年前の性の古傷がいわば分裂の原体験と化している
以上︑家からの脱出は彼自身からの脱出ということになる︒﹁古沼
は大野秀子でもなければ︑親爺でもない︒僕の心のなかにある︒す
べての正体はそこだ︒﹂という痛切な自覚から﹁絶対な自己﹂を必死
に追求する彼を︑伊吹武彦のように﹁実存者﹂と呼んでもよいであ
ろう︒自己からの脱出を可能にする﹁絶対なもの﹂は︑幕切れに双
葉の口からこともなげに告げられる﹁神﹂﹁人間以上のもの﹂とい
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ぬ)戯曲に︑郷里でもあり︑青春時代の十年あまりを過した熊本を

ば自己の生存のあかしとして最初の(そして最後になるかもしれ

ものであった︒英文学の学究を志して大学を卒業した青年が︑いわ

です︒(﹁戯曲で現代をとらえるということについて己

劇ともいえるし︑同時に現代劇といってもいいだろうと思うの

して書いている︒だから﹃風浪﹄は歴史を素材にしている歴史

という時代とその中の自分たちを︒そういう結果を持つ作品と

太平洋戦争前夜の日本の青年にとって︑軍隊に徴集されることは

h

舞台に選び︑明治維新の転形期をとりあげたことは︑作者の云 フよ
うにきわめて自然であったが︑それだけにまだ作者のドラマトゥル

己の未来のイメージを思い描く自由は存在しなかったであろう︒未

来を鎖された眼は過去へ向わざるをえないし︑その限に映る﹁歴史﹂

死への道であった︒入営を間近に控えた青年にとって︑おそらく自

うした原﹃風浪一﹄の性格は︑数度の改稿にもかかわらず﹃風浪﹄の

は完結した︑客観的な対象としてのそれではなかったか︒劇中の人

ギ￨の意識は稀薄であり︑原資料そのもの︑調べた事実の動かし難

ドラマトゥルギlを規定しつづけ︑そこに作者自身愛着とともに︑

物もおそらく存在したモデルのすでに終わった人生の枠から逸脱す

い重味が︑ドラマの論理を決定していたとおもわれる︒そして︑そ

より以上に度々強い不満を表明せずにはいられない理由があるのだ

ることはできない︒だが敗戦は︑死を必然として意識した青年︑戦

ら解放し︑一度も体験したことのない﹁生﹂への直面を強いたので

中常に﹁死﹂を通してのみ﹁生﹂を実感できた青年を︑一挙に死か

ろう︒
しかしながら︑戦後直ちに行った改稿の積極的な意図は︑作者の
次のような言葉で明らかである︒

られる由もない︒そのとき歴史はたんに静的な︑動かせない過去の

一時期ではなく︑未来へ向つての自己の生を問うべき場所として︑

ある︒何十年か先までの自己の﹁生﹂は荏廷としてさだかに見定め

新たな相貌を呈するのではないか︒木下順ニにとって﹁明治維新の

:・敗戦直後︑戦前のいろんな抑圧がとれたかわりに︑今度は

ろん念頭にあったわけです︒:::(中堅::・

設定できないでいる自分あるいは自分たちというものが︑もち

形象は作者自らの苦悩と模索を背負い︑来知の終結へ向って劇的時

熊本﹂は戦後の生の探求の舞台となり︑転形期を生きた青年たちの

どういうものを目標にして生きて行ったらいいのかがなかなか

ながら︑その中に︑なまに戦後の考え方や感じ方を入れようと

だからいってみれば比時的だと思うのです︒明治の時代を描き

スピア￨￨ラシ l ヌ￨lイプセンをつないで︑精力的にヨーロッパ

のドラマ概念を追究する中で(もとよりその中には木下順こならで

間の中を生きはじめるのである︒その後のギリシャ劇￨￨シェイク

はの多くのすぐれた考察が含まれているが)︑﹁ドラマの法則﹂との

はしないにしても︑似たような時代を描いていまの自分たちの
とすればアナロジカルーーでもない︑なにか過去の似たような

問題を考えようとする︒比喰的ということばがぴったりこない
時代を持ってきて写し出すというか照らし出すというか︑今日
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関連においてくりかえし語られる﹁歴史﹂よりも︑敗戦直後︑﹁目

作者が主人公ではないが﹁結果的には主人公とみていい﹂ハ﹃歴史につ

かもしれない︒学校党︑敬神党︑実学党︑洋学校と幾度も﹁変節﹂

いて﹂)と云う︑千石取の番頭の嫡男(ぼくはこの設定に大きな意味

して行く彼の必死の聞いの前に︑それぞれの思想が明らかにされる

標﹂を模索する﹃風浪﹄改稿の過程で見つめられていたそれの方が︑

江藤新平の佐賀の乱から西郷︑挙兵まで︑この明治八年から十年ま

からである︒だから﹁思想﹂の体系などが示されないばかりか︑そ

を認めるのだが)佐山健次の行動を通じて︑一貫して佐山との聞に

での激動する時代の︑熊本は地理的に見てもいわば台風の限であっ

の客観的な価値も関われてはいない︒一切は佐山の全人間的な聞い

ぼくにははるかにいきいきとした︑ダイナミックなカに満ちたもの

た︒神風速から熊本バンドまで︑極端な新旧思想が入り乱れ︑全日

に答え得るか否か︑という形で︑その悶いに応じた側面のみがする

のみ成立する︒というより佐山の内部の思想の劇と云った方がよい

本的な矛盾の典型の様相を呈していたのである︒藩知事に代って中

であったようにおもわれてならない︒

を握った実学党の領袖山田蚕軒の屋敷から劇は始まる︒ここに登場

央政府から任命された県令が開明的な政策を推進し︑いちおう実援

資本の手代になる姿なども︑かなり的確に描かれてはいるけれども︑

子弟の経済的困窮にもとづき︑上士階級が公債を金に替えて高利貸

生きる指針を渇望してやまない︒敬神党のファナテイズムが微禄の

が︑彼らが知識青年である以上︑たつきの道よりもはるかに熱烈に

族の青年であり︑明日からの生活の術を求めなければならない︒

まで﹁大義﹂を﹁分ろう﹂とする彼には︑ジェインズの強烈な信仰

は何かを問いつめれば︑実学党からも何の答も与えられない︒あく

富国強兵までは理解できるが︑その先の﹁四海に布く﹂﹁大義﹂と

にいたる︒第一幕︑蚕軒から横井小橋の書を教えられ︑和魂洋才︑

学校党︑敬神党を遍歴して答を得られず︑実学党の蚕軒の門を叩く

り出されて一体何ばどぎゃんして行ったらよかっだろうか?﹂と︑

れわれ士族は︑いや ζのわしァ︑ただ奉還金ば下げ渡されたなりィ放

佐山の聞いはまず劇の始まる前に﹁この四民平等の世の中で︑わ

どく切りひらかれるのである︒

﹃風波﹄の青年群像が演ずるのは純粋な﹁思想﹂の劇なのである︒

する青年たちはわずかな金禄公債を手にして街頭に放り出された士

敬神党の藤島光也︑民権党の河瀬主膳︑林原敬三郎以下の洋学校生

って︑問題は実は相手の﹁思想﹂にあるのではなく︑うけとめる側

し︑河瀬の民権論をも信じきることができない︒つまり︑佐山にと

のこちらの主体に存在したのではないか︒西郷の寧に投ずることを

も現在の﹁この日本における﹂行動を導くものとはならなかった

あるいは功利的な︑それぞれの考えのもとに行動す否︒しかしなが

り︑蚕軒の長子唯雄︑山城武太夫︑永島運記等にしても︑官僚的な︑
らそうした異なった思想の持主たちが︑直接に対立し︑激突するわ

河瀬に告げる最後の場面で︑佐山は云う︒

徒等は︑己れの信ずる思想に生命を賭ける魅力ある青年たちであ

けではない︒相容れぬ思想の対決の劇ではないのである︒葛藤は︑
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とか?

にじゃなか︑この俺にとって︑ほかにどぎゃん道があるちゅう

だけんほかにどぎゃん道があるちゅうとか?俺にぞ︒貴公

ひらかれて来たのに気づくのである︒ここに﹁戦後戯曲﹂の原点が

アリズムを超える現代日本のドラマトゥルギlの創造への道が切り

はまさに﹁存在そのものへの聞い﹂として行なわれ︑近代戯曲のリ

原﹃風浪﹄における明治維新との出合いは︑多分に情勢に影響さ

詩人の戦中体験￨￨生への断念と死の予感が生み出した︑この﹁当

ついて触れておきたかった︒﹃なよたけ﹄は戦中の創作であるが︑

なお︑いまひとりの作家︑というより一篇の戯曲﹃なよたけ﹄に

据えられたのを疑うことはできないとおもう︒

れた偶然であったかもしれないけれども︑戦後の再三にわたる改稿

として稀にみる美しさに輝いている︒しかも作者加藤道夫は﹃なよ

時の僕の生育のモニユマン﹂門﹁ひとつの径路﹂)は︑そのまま戦後の戯曲

以外に︑佐山の︑﹁俺の道﹂はない︒

親友藤島を斬り︑﹁逆賊﹂﹁暴徒﹂たることによって自己を否定する

のである︒﹁戦後﹂を真に生きる主体たるためには︑近代的主体は

りに弱かったのか︑一九五三年に自ら命を絶った︒この﹁戦争に殺

たけ﹄を超える作品をついに残さず︑戦後社会を生きぬくにはあま

を通して︑﹁日本近代﹂は木下戯曲の核心にしっかりと根を下した

変革を成し遂げなければならないとする︑それこそ木下文学を﹁一

ことを付加えておきたい︒

ーフを解明することは︑おそらく戦後戯曲論の大きな課題であろう

された詩人﹂会宮崎由紀夫﹀の短い生涯を底流する[戦争と死﹂のモチ

すべて﹁日本近代﹂を原罪として背負うがゆえに︑自己否定による

その後の多彩︑多様な様式への発展を比較するかぎりでは︑一見

本の金線﹂のごとくつらぬく主題として︒

菊太の﹁だけどこれ以外に︑うらいったい何をしたらええだ︒﹂順

対極的とも見られる戦後戯曲の代表作家を︑田中千禾夫における︑
之助の﹁絶対的なもの︑絶対な自己つでものがなければよ木下順

をお願いする︒

Q日本文学﹄一九六七・一﹀﹁三好十郎論﹂(﹃テアトロ﹄一九六七・

3

の参照

︹附記︺不十分な考察をいささかなりとも補うために︑拙稿﹁八・
一王における演劇思想﹂ Qテアトロ﹄一九六五・5 ﹁一二好十郎の戯曲﹂

るちゅうとか?﹂という︑いわば戦後初心の叫びにおいてとらえ直

二における︑佐山健次の﹁この俺にとって︑ほかにどぎゃん道があ
すとき︑敗戦の衝撃は真に魂の深部にうけとめられて︑戯曲の制作
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健

蔵

その第一は︑同時代的体験の有無が︑理
解あるいは評価にどう関係してくるかとい
う点である︒同時代的体験があるか否かに
よって︑まず第一に起る相違は︑材料の取
捨選択である︒作家︑作品に対する評価
は︑ある日突然きまるものではない︒評価
がきまって来る経過そのものが︑一つの重
要な研究対象であるといえるくらいであ
る︒また︑評価は︑当然︑評者の個性に関
係する︒従って︑評者によって︑まちまち
な評価が並立するのも当然のことである︒
同時代的体験とは︑そのような実状を︑そ
の時々に経験して来たことを意味する︒
時聞が経つにつれて︑凹凸のひどかった
評価が安定してくる︒それも完全な定着で
はなく︑いつまでも動揺するにはち︑がいな
いが︑もはや評者の個人差というよりは︑

中

同時代的体験について

文学史が︑作家列伝のようなものであっ
ては固有の価値を持ち得ないことは︑いう
までもない︒また︑文学史が︑文学だけの
歴史であっては不完全であり︑一般社会史︑
文化史との関連を必要とすることも明らか
である︒そして︑文学の歴史である以上︑
主要な作家の名を逸し︑広く読まれ︑高く
評価された作品に触れないということもそ
れ以上に不可能である︒わたくしは︑目下
のところ︑独力で日本の近代文学史をまと
めたいという計画は持っていない︒しか
し︑文学史執筆と直接に関係がなくとも︑
文学史執筆のために必要な調査研究と同様
な作業を避けるわけにいかないような仕事
をたくさんに抱えこんでいる︒その際感じ
たことを︑一つこつ述べてみたいのであ
る
︒

島

非公開

⑫

波の起伏のようなもので︑対象そのものの
消失はあり得なくなる︒同時代人でない人
々は︑そういう統計的な結果￨￨それを平
均的評価と混同してはならない︑￨￨いわ
ば︑既成の文学年表のようなものをはじめ
から与えられ︑多かれ少なかれ︑それを手
がかりにして出発することになる︒既成年
表の作用は︑意外に大きい︒もしもそこに
何か誤りが記載されていたとすれば︑いつ
までもそれが受けつがれ︑容易なことでは
消えないのである︒そういう経験は︑実証
的な研究者ならば︑例外なく経験している
だろうと思う︒後からの実証的研究の目的
の一つは︑そのような誤りの訂正にあると
いいたくなるような実例はいくらでもあ
る︒同時代的体験の所有者にしても︑同時
代の作品を一つのこらず読んで記憶するこ
となどは︑とてもできるはずがない︒偶然
の出会いもあり︑意識的な選択もおこなわ
れるのである︒しかし︑全く孤立している
わけではないから︑大きな見落しはないは
ずである︒
そこにもう一つ︑とかく見落されがちな
要件がある︒それは︑出版企業内部の選択
である︒それが専門的︑あるいは文壇的な
評価を吸収する一方︑大衆とのつながりを
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推測して︑読者の形成につとめているので
ある︒当りはずれは毎度のことだが︑この
操作による選択の結果は無視できないので
ある︒しかも︑これが一ばん直接に作家と
読者とをつなぐ橋となる︒ここにも︑同時
代的出版と︑ーーもちろんジャーナリズム
l 後代の出版とのちがいがあ
も含めて︑ー
る︒前者は︑スペキュレーションの要素を
多く持ち︑後者は︑月並に陥いる要素を多
く持つことになる︒
日本の近代文学について︑同時代的体験
の有無がきわ立って感じられるようになっ
たのは︑比較的新しいことである︒日本の
近代文学の成立には︑いろいろ特殊な条件
がある︒伝統的文化遺産の継承を軽く見す
ぎて︑いきなり︑断絶があったと考えるの
は︑もちろんまちがいである︒しかし︑世
相に大きな変化があり︑意識の大変動が進
行し︑国際的影響が直接的になって来たと
いう事実も︑動かしがたいのである︒こ
とに︑文学固有の大きな変化は︑文体であ
る︒日本の近代文学は︑口語文体の普及と
平行して広く社会にしみとおって行ったと
考えることもできる︒明治二十年代以前に
生れた人々は︑そういう経過の同時代的体
験者であった︒明治三十年代に生れた人々

も︑ほぼ同じ時代の体験を身につけている︒
彼らが文壇や学界の主流であるかぎり︑新
しい世代の人々も︑彼らとの直接の接触に
よって︑間接に追体験を得ることができ
る︒そういう実状がかなり長い間つづいて
来たために︑同時代的体験の有無によるく
いちがいは︑少なくとも戦前までは︑あま
り問題にならなかったのである︒
このような状態がやがて終れば︑既成の
パターンに拘束されるにしても︑既成の選
択に対して批判をおこなうにしても︑それ
以後はますます条件がちがってくると考え
られる︒こういう印象それ自体が︑原体験
の有無と関係するわけだから︑ことがめん
どうになる︒わたくしは︑明治三十六年の
生れである︒わたくしと同年輩の人間は︑
まだ滅びきってはいない︒この世代が︑過
去の中に没し去るまでには︑まだかなりの
時を要するであろう︒世代の交代は︑いつ
もおこなわれているが︑たまたま︑日本の
近代文学の成立︑発展の歴史的経過が特殊
であるので︑そこに問題が生れうるのだと
思う︒新しい世代の人々が︑過去のいきさ
つにわずらわされることなく︑評価を更新
し︑文化遺産の現代的意義を再検討するこ
とに異存を申し立てる筋はないのである︒

非公開

しかし︑ここで︑そういう積極面ばかり見
ているわけにはいかないもう一つの条件が
ある︒それは︑はじめにいった既成年表の
問題である︒もちろん︑年表というのは比
喰的であって︑過去における統計的選択
が︑無批判のまま受けいれられる危険は︑
かえって同時代的体験を欠く人々の方に多
いのではないかという疑問を︑ここに提出
しておきたかったのである︒
評価の安定は︑それ自身︑歴史的事実で
ある︒それを根こそぎ引つくりかえそうと
してもむりなことはわかっている︒そこ
で︑わたくしの疑問は︑次の提案に移って
いく︒
具体的にいえば︑日本の近代文学史の書
きかえの提案である︒現に︑数多くのすぐ
れた文学史的著作が出版されているが︑わ
たくしの率直な印象によれば︑かなり大き
な企画であっても︑まだ量的に不足なので
はないかという不満が残されているのであ
る︒文学史は︑まとめである︒資料の集積
は︑年表や文学辞典や個別的研究にゆだね
るべきであろう︒しかし︑もっと時が過ぎ
て︑世代の交代が完全となる以前に︑少な
くとも現存する大きな文学史の企画よりも
何倍も大きな規模での大文学史をまとめて
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おくことが望ましいと考えるのである︒
わたくし自身の直接の記憶の中にも︑不
当に逸し去られたと思われる作家の名がい
くつか残っている︒その多くは︑早逝の作
家である︒早く世を去ったために︑出版資
本を媒介とする社会化の機会もなく︑わず
かに遺稿集などが残されているという例も
ある︒また︑わたくし自身の個人的回想を
別として評価すれば︑忘れられるのが当然
という場合もあろう︒文学の実作の世界
は︑きびしい世界である︒しかし︑一種の
過渡期である現在︑文学史や文学辞典の中
に︑わずかに名のみが記録されながら︑そ
の実体がほとんど知られておらず︑名ばか
りという運命がいつまでもつきまとうとい
うのは︑公正でないと思うし︑ある時代︑
ある傾向の特質を知るためには︑よく知ら
れ︑高く評価されている作家ばかりでな
く︑そういう特質を示しているという意味
で再評価を要する作家が︑まだまだ見落さ
れているような気がするのである︒たまた
ま︑この感想を書く機縁となったのは︑中
沢臨川である︒臨川については︑わたくし
自身︑臨川全集の端本しか持たず︑彼に関
して発言する資格を欠くものであるが︑臨
川が︑もう少し詳しく再検討きれるべき人

確

日
.
I
!
白

三刃

夫

去の文学人の中に︑まだ見落しがありはし
ないかと考えるので︑同学の一考をわずら
わしたく思ったしだいである︒

正

であったことだけはよくわかるつもりであ
る︒臨川は同時代的感覚では無名ではな
い︒しかしおそらくは︑無名にひとしい過

識

ある文学全集の付録の月報に阿部知ニと
対談している永井能男の言葉がつぎのよう
に表わされているのをみて︑ちょっと気に
かかった︒

日

なっちゃったね︒
と結ぼれているのだが︑この﹁(惚然とし
て)﹂も不要ではないかと思った︒
多くの読者を対象とした全集であってみ
れば︑いちがいに不要と言ってしまっては
問題がのこるかもしれない︒しかし︑つま
pはないほうがほんとうのような気がす
る
︒
対談や座談会が紙誌面に載るとき︑よく
見られるのは(笑)である︒ときにそれが
(供笑)とあったり︑ハ爆笑)とあったりす
る︒ハ生さがせいぜいあってよいところで︑
(爆笑﹀も(供笑)も説明過剰である︒(爆
笑)︑(喋笑)なぞなくともその場の状況︑

正
ヨ

吊

そう︑:::なんと言ったらいいのか
な︑(真剣に)私は作品というものは
花を生けたようなものだと思っており
ます︒だから︑生けた姿がどういう姿
にとられるかということは︑
気になったのは︑この﹁(真剣にとであ
る︒この対談の終わりが︑また
阿部:::震災前を知っている人はも
う大分少ないね︒
永井(悔然として﹀ほんとに少なく

保

戸!!.

非公開
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雰囲気を会話自体から察してゆく︑そうい
う興味が紙誌上の座談︑対談にはあるもの
だ
︒
(真剣に)も︑(燦然として﹀も態度︑表
情を写したのだろうが︑それがなくても(真
剣なY あるいはハ燦然とした)表情︑態
度は永井の言葉自体から伝わってくるので
ある︒しかもこの(燦然として)に至つて
は来たしてその表わしかたが適切である
か︑どうかといった疑問も覚える︒(感慨
をこめて)の言葉が(燦然とした)表情か
ら出ることだってある︒(爆笑﹀︑(洪笑)
とあったって︑その座談会メムパ lのなか
にはニガムシ噛みつぶしたような表情のひ
とりがまじっていないともかぎらないλ真
剣に)も︑(惚然として)もほどほどにで
ある︒
ところが︑このほどほどがときに過剰に
なり︑ときにあいまい︑無責任になったり
するから考えざるをえないのだ︒ほどほど
にを適当にではなく︑適切にというところ
にまでもってゆくのはなかなか骨がおれ
る︒︿燦然として)は適当であって︑適切
ではない︒骨折っていない︑不用意な揮入
句だ︒おおよそそんなような印象があった
のだ︒

ところで︑これに類似した︑どこか相通
じているような感想をもったのが川端康成
の﹁選挙事務長奮戦の記﹂ Q文芸春秋﹄九月き
だった︒この作家が旧友である今東光の参
議院選の立候補にあたって﹁選挙事務長﹂
をつとめ︑応援演説にもあたったことはテ
レピなどでみたが︑この﹁奮戦の記﹂も﹁寡
黙の作家﹂の﹁政治的発言﹂としてかなり
の反響を呼んだ︒しかし︑ここで言おうと
思うのはその﹁政治的﹂内容ではない(内
容のうえからも考えてよいところが少なか
らず認められた発言であるが︑その点につ
いては﹃国文学﹄十月号にすこしく書い
た﹀︒むしろ︑その文章︑文体のことであ
る
︒
この作家は目下︑﹃新潮﹄に﹁たんぽぽ﹂
を連載している︒﹃風景﹄にはご草二花﹂
を連載している︒﹁たんぽぽ﹂は連載小説
であり︑﹁一草一花﹂はおおよそ一回︑一
回で読みきれる感想︑随筆である︒この作
家の文章には闘想︑雑記のたぐいにも一種
の張りがあり︑さわP のようなものがあっ
たが︑さいきんのご草一花﹂で冴えてい
たのは︑ことしの三月号かに載ったマラソ
ンの円谷幸吉の遺書に触れた一文くらいで
ある︒ことしにはいって川端はほかでは

非公開
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﹃文芸春秋﹄六月号に﹁﹃文芸春秋﹄ゆかり
の人たち﹂を載せていた︒しかし︑これも
これまでこの作家が書いてきたことの繰り
かえしの印象がつよく︑文章の勢いは弱

これらにくらべると︑こんどの﹁奮戦の
記﹂は応援演説そのものを整理︑加筆した
ものだから︑いわば直接的印象があり︑ず
っと勢いのあるものになっている︒﹁政治
的﹂内容と相まって︑この一文がいくどか
記事に取りあげられたりしたのもゆえのな
いことではない︒が︑これについては︑ま
た︑﹁選挙演説としてはケイキがよい﹂が︑
﹁文章にハリがない﹂(杉捷夫)という感想
もあったハ﹃週刊文春﹄八月二六日号Yつまり演
説としてはとおるが︑文章としては問題が
あるということだろう︒

この﹁奮戦の記﹂の終わりには︑﹁選挙
の街頭演舌で︑切れ切れにたどたどしく言
ったことの大方を書いてみました︒省いて
しまったこともあります﹂という︑ことわ
り書きがついている︒このことわP書きが
あることで︑この一文のなりたちはわか
る︒しかし︑﹁言ったこと﹂をそのままに
﹁書いて﹂いることで︑そして﹁省いてしま
った﹂こともある反面︑書きくわえもある

0
1
1

だろうことで︑却って文章には混乱を招い
ている点もかくしえない︑﹁言ったこと﹂の
調子をそのままにのこしつつ﹁書いて﹂み
たことで︑一見︑勢いを示しながら︑文体
としての不統て不用意をおおいえない︑
つまり文章として︑ほどほどにの趣を欠い
ているかたちなのだ︒川端康成にはこうい
う文章を書いてもらいたくなかった︒たし
かにケイキのいいところをもっていなが
ら︑一面︑とりつくろいも目だつのである︒
老いの冴えならぬ︑老いの化粧である︒
しかし︑ことはひとり川端だけの問題で

はないようである︒詩人ともみられている
作家が言葉を忘れてしまったような表現で
歴史小説?・)を書いていたりする例もみ
える︒文章の喪われつつある時代か︒
研究者の揚合とて同様だろう︒文章をそ
なえない研究が一般現象となりつつあるな
かで︑文学のそれだけは文章を抜きにして
はなりたたない︒ここでは論文における論
と文とは別個のものではないはずである︒
対象とする作家の作品︑評論家の評論に見
あう文章︑文体を研究者の論文もそなえて
しかるべきなのだ︒もちろん︑そなえると

非公開

は外側からのことではない︒作家にとって
文章は肌のようなもので︑そこにおのずか
らきめのようなものが現われる︒作家態度
といったものが当然そこにはにじみ出る︒
一種の分泌作用である︒へたな化粧はかえ
ってその内からの分︑泌に逆作用し︑肌をそ
こなうことにもなりかねない︒研究者も化
粧品ばかりいじくり回していてはきめは保
てないようだ︒人ごとではないのである︒
やはりここでも適当な化粧よりは適切な骨
おりのほうが先決である︒一つの常識確認
をしるしてみた︒

1
1
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(1 ﹀

の実験﹂をめぐっ

見
神
彼の詩的憧慢の世界を支配するのであるが︑やがて︑このような未

触れ︑それを見ることなくては止み難い至情の要求︑願望として︑

は︑理性対域福の相克する近代的苦悩を通じて︑ついに自らそれに

﹁神﹂なる超越的絶対(者)との接触融合の剰那に対する彼の期待

かくて悟の内容￨￨すなわち﹁われ﹂における絶対の体験的意識︑

に触れ得ぬ悟の形式論に限定されたゆえんもそこにあった︒

批判が自らいう如く︑必然的にその内容(個人的具体的経験内容﹀

理をもっては把握し難い本来の領域を閉ざしていたのであり︑右の

験的世界は︑彼にとってはあくまで未知︑未経験の世界として︑論

らぬ関心を示していたゆえんを見た︒ただ︑この自証のほかない体

から﹁悟﹂なる一種の神秘的宗教体験︑超論理的経験の世界に並な

かつて︑梁川初期の禅に対する批判への考察を通じて︑彼が早く

1

J
'
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ム
、

口

道

雄

Hであった︒そこで彼が見出したもの︑いわば﹃病問録﹄

を志向する倫理的宗教的欲求(実意識)の充足達成を意味するもの

(2)

中核に潜在した絶対の体験的欲求︑すなわち安立調和の超越的境地

ただ見神とは︑いうところの根本衝動として︑早くから彼の意識

観の推移に着目しつつ︑探ってみたいと思う︒

の詩的世界から﹃回光録﹄の宗教的沈潜へと移行する転機を彼の詩

の H実験

この意味において︑彼自身による詩実相関の原理を確認すべき唯一

梁川における悟の内容1 l﹁見神の実験﹂なる体験的事実は︑正に

ようなものとして自覚され︑かつ定着したであろうか︒

うと試みたのである︒そのとき︑彼において﹁ことば﹂とは︑どの

も︑彼はその具体的経験内容を自己の方法に従って︑伝達表現しよ

どのような影響︑或は微妙の変化をもたらしたであろうか︒しか

は︑彼の意識(その宗教的詩的意識)にいかなるかかわりを示し︑

見の神に彼がふれ得たとしたとき︑そこに開かれた新たな心的世界

て

2
1
1

に転化したというのではむろんない︒むしろそれは確認であり︑徹

として︑その限り彼の宗教観即詩観が︑この経験を境に別種のもの

残された﹁ことば﹂の問題を軸として︑この実験を経て屈折する彼

ての拙論でふれたものがあり︑ここでは︑もう一度当初の禅批判に

意識世界の展開が注目されねばならないが︑それについては︑かっ

位置することは明らかであり︑先ずそれへの経路として見神以前の
(3 ﹀

るのだが︑同時にそこには︑﹁思ふに一切の真理は究覚すれば自悟

底であり︑そうした一連の思想的展開の一帰結を示すものともいえ

ているところ￨￨すなわち﹁自ら悟らざるもの悟を言ふ権利なきは

それには︑先ず悟の意識と表現の関係について彼が繰り返し述べ

の宗教観即詩観のありかたをたどってみたい︒

のみはじめて把握︑感受されたはずの何ものかがあったとみなけれ

い︑悟の内容は﹁言説を絶したる摩詞不可思議の玄境神秘境なるべ

我之を知る︒然り悟の内容につきでは:::説く能はざる也︒﹂とい

ぞ一切なる﹂(﹁宗教上の光輝じという如き︑直観的自証の体験によって

自証に帰すべし︒殊に宗教上の真理に於いては︑意識の直接の自証

ばなるまい︒その何ものかが彼の神￨￨人格的実在としての宗教的

わゆる宗教的経験における触発の意識一般ではなく︑梁川における

未経験の現段階における当然の限定づけとなっているのだが︑同時

つまり︑悟の内容を説くことの不可能が︑未だ悟り得ぬ現時点︑

ころを見過すわけにはいかない︒

きを憾とす言説に上す能はざる境なるが故に﹂等々と述べていると

に立ち入ることの不可能について﹁不幸にしてこれを点検する道な

意識せらるべくして事状せらるべきものにあらず︒﹂と語り︑そこ

く︑之を語り之を筆せんとすれば忽ち矛盾すべし︒悟の内容は唯々

真理の実体感覚であり︑換言すれば︑このとき初めて語り得た彼自
身による悟の内容その・ものであったともいえよう︒
しかし︑そういう﹁実﹂の充足としての宗教的融発の意識︑神秘
的黙示の経験が︑そのままいうところの詩的神来の意識と重なり︑
H
実験 Hに即してた

その﹁内容﹂ーーその表現の意義と形式の上にあることは改めてい

言説を絶したものとして︑世の常のことばを拒絶すると考えられて

だされねばならない︒従って︑ここでとり上げようとするのは︑い

直接それを喚起したか否かは︑何より彼自身の

うまでもあるまい︒梁川によって︑はじめて宗教と文芸(実と詩)
は新たな調和の相を見出したともいう︒その調和の意味とありかた

いるようにも受けとれなくはない︒むろん︑それはあくまで形式論

ことの不可能が強調されているのであり︑彼がカ lライルの言を引

の内容を﹁説く﹂こと﹁言説に上す﹂こと︑言い換えれば説明する

際考えられている﹁ことば﹂の意味からただしておくと︑それは悟

的段階における推察の域を出ぬものではあるが︑そこで︑先ずこの

に︑或はたとえ悟を得た後といえども︑その神秘的境地そのものが

(形態)をこの経験を軸として︑更に考えてみたいのである︒

れがいわゆる悟前の意識と悟後のそれとの対比の上で一つの岐点に

さて︑このような視点から彼の悟﹁見神の実験﹂を眺めると︑そ

2
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に︑論理的分析による説明︑合理的解釈の不可能な領域としてこと

る或深奥の意義を有するは疑ふべからず)云々﹂と述べているよう

用補足して﹁悟は一種の神秘也︒(論理の得て測知しつくす能は5

鱗さえ見出せなかったからである︒

ずから湧き起こるべき主体の感動︑それに伴なう詩的情趣の片

こには︑彼が渇仰する人格的神︑活きた宗教的真理との聞に自

神秘として求むるは非也︒・::神秘は道徳に不尽の動カの源泉を供

いわゆる神秘主義への無条件な傾斜を示すものではない︒﹁神秘を

あり︑このことは︑必ずしも神秘なるが故に説く能わず︑といった

いわば﹁言説を絶し﹂﹁説く能はざる﹂が故にそれは神秘なので

て正統派のキリスト教界の現状に対する彼の批判的立場(例え

のは妥当ではない︒それは右のような当時の宗教界￨￨主とし

窮極的な信仰そのものがユニテリアンのそれに等しいとみなす

アンの立場に近似したものであることは明らかであるが︑彼の

に象徴されるように︑近代人間主義の思想に脈絡するユニテリ

ヒユ l マ品ズム

梁川のキリスト教思想がそのキリスト観(人間の最高理想像)

するが故に価値ある也︒﹂門﹃寸光録﹄)という如き彼の倫理主義的立場が

ば︑基督の神とクリスチャンの神
ll﹁ニ者の区域を混同する

ば︑すなわち論理の限界を指摘していることは明らかであろう︒

そこに厳存するのであるが︑そうした倫理を支える窮極の生命︑絶

e
勿れ﹂という如き﹀を特色 つ
けるものではあるが︑問題は彼が

ミλ チクズム

対(者﹀への接触は︑論理の抽象性を超えた体験的啓示の世界に待

そうしたユニテリアン的な理知の段階︑信仰の合理主義的理解

う︒﹁所詮合理的信仰を主張するものは︑動もすれば︑信仰の

‑Xlツドフタス

つほかないものとして︑それは文字通り彼にとって神秘と呼ぶに価

に決して長くは止まり得なかった事実の方がより重要であろ

(梁川は余りにも真撃な学究であり︑冷徹な理性人であったが

概念そのものを組織整合することのみ力めて︑其の真実の内容

"ゴス

したのである︒
故に︑逆に理性の限界1 l理性によっては律し難い感情の要求

ただ︑彼はこの禅批判で︑先にもふれたように悟が論理のみでは

たる信仰を逸し去る弊あり︒﹂(﹃寸光録﹄)と述べる如く︑その内

測知し難い深奥の意義を持ち︑その超越の境は思議すべからざる神

としての宗教的実在に最も鋭敏な反応を示さずにいなかったの

秘としながら︑﹁而もカlライルの断言せる如く﹂と前置して︑﹁論

容たる信仰そのものは︑ひっきょう理知的理解を絶した拡遠の

一切の学問芸術の源泉となるべき新鮮な驚異の感と敬虞の情を

性の要求を無視する﹁心情の使者﹂逮であり︑またより以上︑

理は此に一点の鳴を掃むの権利なきか︑然らず(悟は神秘也︑而も

境︑﹁悟﹂の体験に待つほかないものとしたのであるJ

喪失した︑すなわち﹁人生の神秘に驚くの官能を欠ける﹂(﹃病問

であり︑もとより理性︑即論理的思考そのものを排したのでは

録﹄)徒輩￨￨当代の思想界・宗教界を覆う固限積末な道徳主義

全く鉄鎖を脱して怒ままに跳梁するほど神秘ならざる也)因果の法

ない︒彼が非としたのは︑むしろ論理の厳密な検証を怠り︑理

と形式論理を唯一とするいわゆる合理主義的浅見であった︒そ
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則は尚ほ一面こ﹀に行はる﹄の余地を有する也︒﹂と注目すべき見

の美的世界として把握されたのであり︑同年三月の手記では︑

宗教的真理は哲学的真理とは異なり︑いちぢるく情調を帯び
たる真理なり︑豊富なる生命を具したる真理なり︒されば吾人

解を述べている︒すなわち理性の介入︑論理的解釈の可能が全面的
に否定されているのではなく︑一部︑一面においては認められてい

して我れかの美的態度となるの傾あるを免れず︒といい︑

ピッドなり︒如何なる美しき言葉も︑宗教的真理の前には哨す
‑
r
r
るなり︑百噺嘱するなり︑カ lライルの所謂その上つらをE

如何なる美辞華文も︑宗教的真理の前には無味なり︑インシ

決して十分ではなく︑

と︑ここで︑論理的説明の及び難い領域として︑むしろ詩語︑詩
的表現をかりるのほかないことを諮るのである︒しかし︑それさえ

得ざるなり︒︹﹁雑記その三﹂﹃我観録﹄)

まして之れを人に伝へんとする場合には︑生命ある辞︑活き
たる一言葉︑具象的の言語:::一言すれば美的言辞を仮らざるを

の態度たると共に︑一面たえずその大景に神遊悦惚し︑緩紗と

の之れに対するや︑一面︑全渇仰をこれにそ﹄ぐ厳粛たる帰依

るのであり︑このことは︑彼の見神の実験における方法と密接な関
連を持つ︒明治三十五年一月の﹁宗教的真理の性質﹂で︑彼はこの
ような宗教的意識と理性のかかわりにふれて次のように述べてい
︒
る
宗教上の信仰は理性の根拠にのみ依属するものにあらずし
て︑おのずから理性とは別なる一境︑即ち非理性的方面に拠を
托するの一事なり︒理性は意識と事実とを造る能はず︑又意識
と事実とに先だっ能はず︒・:
かくはいへど︑吾人は全く理性の機能を否むものにあらず︑

職は要する所消極的の一側に出でざること︑つひに否むべから

をいひ︑密々付属をいふもの︑一には宗教的真理の深奥豊富︑

‑吉岡するに過ぎざるなり︒::禅が以心伝心をいひ︑不立文字

吾人の宗教的意識の中には︑しばしば理性を傭うて支徐せざる
べからざる不合理の分子の混ずることあり︒:::されど理性の
ず︒:::此れ以上の事::・こは理性とは交流以上の境︑市して

と述べている︒すなわち︑宗教的真理そのもの︑その絶対境がす

言葉にも文辞にもつくしがたき味のあればなり︒

宗教的意識の本領は実にここに存するにあらずや︒

でに 一一口説を絶したものと考えられ︑また感じられているわけで︑そ

彼は理性(この場合いわゆる論理的推論的理性)の位置を決して
蔑視するものではないことをくり返し述べながら︑しかも︑ここで

るのだといわねばなるまい︒

47

︒
る

はその価値が決して一義的ではあり得ぬことを述べているのであ

のことは悟に対する経験の有無にかかわらず︑悟(宗教的真理の体
験的意識)とことば(表現)との基本的な関係として認められてい
それは︑とりもなおさず感情の優位￨￨意識し感じるという主観

の事実︑否定し難い情の事実への目ざめと共に︑理知の解さぬ憧糠
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の金に対して︑言葉は所詮銀でしかあり得ないという実感論的感慨

に考えられ︑暗黙に了解されているところに等しいであろう︒沈黙

宗教的意識と言葉(広くは芸道の奥義対ことば)の問題として一般

ところで︑このことは禅を引き合いに出すまでもなく︑いわゆる

れ出る如き詩的彩華は︑抽象の観念ならぬ﹁われ﹂の要求に発する

色づける論理の緊密︑思索の厳密さ︑しかも︑なおそれを越えて溢

教的意識﹀と詩的意識の融合にほかならぬのであり︑彼の文体を特

梁川における実と詩の調和とは︑このような意味での実意識(宗

る
︒

感情の真実として︑その宗教的意識を伝えんとするところに生まれ

そして︑彼の意識を領する大宗教家とそのことば(表現)が︑こ

もそこに根ざそうが︑沈黙とは︑もとより純粋な意識そのものにほ

の関係(悟とことば)を証すべき唯一無上の典拠としてあげられる

かならず︑必ずしも他に対して己れを主張し︑伝達︑表現すること
を一義的に求めるものではない︒殊に宗教的意識￨￨悟とは︑彼も

宗教的真理既に此くの知く詩的なり︒否詩よりもその意識富
臓なり︑深違なり︑幽玄なり︑宏大なり︑之れを言表さんとす

のである︒

れば口畷一暢し︑語審渋し︑理言釜に落つ︒されど独善の君子な

いう如く﹁唯々意識せらるベ﹂きもの︑経験自識されることが一切

がいわゆる絶対志向の体験欲求として︑その総合的一元的性格を主

であり︑本来それ自身において自己完結する体験的世界にほかなら
ない︒したがって︑経験の有無を問わず︑悟を求める欲求そのもの
張するのであり︑その限りことばは常にニ義的存在でしかあり得な

らざる限りは如何にかして之れを表白せざるを得ず︒こ﹀に於

︿

4)

意味での﹁ことば﹂としてではなく︑常に﹁意識﹂として︑美感美

造形的興味や関心は決してその中心にはない︒いわば︑詩は本来の

が一切なのであり︑ことばの機能に対する発見のよろこびといった

ての詩︑この場合文学的実体としての対象はあざやかに彼の視点か

ルの表現が物語るところにほかならないのだが︑そうした客体とし

したわけではない︒それらは経文仏典の伝える文字であり︑バイブ

もちろん︑彼は直接釈迦のことばに接し︑キリストの教えを聴聞

文字多き︑耶蘇の語に何ぞ尽きざる詩趣鏡き︒::・向車

(5v

迦の語に︑なほ何ぞ詩語多き︑禅林の語に何ぞ花香烏韻の風流

てか彼等宗教家は︑皆詩的言辞をもて表白す︑哲理の語多き釈

ぃ︒というより︑必然的に手段としての効用論的限界を指摘される
運命を持つ︒
テνォ
・J1

つまり︑それは極めて明白な有極観︑目的観に立脚した集中的意

意識としてのみ︑このような宗教的意識のロ l マン的側面にふれる

は︑とりもなおさずそれらの﹁ことば﹂によって伝えられた文学的

ら欠落している︒その実︑彼をとらえたこのような宗教的感動と

識としての主観の絶対性︑彼のいわゆる﹁神を求める意識上の事実﹂

のであり︑作品としての詩は︑それがつくられたものとしての独立

感動そのものの反映ではなかったか︒

した形式と枠を持つ限り︑ひっきょう実在(この場合全意識世界)
の一部を写すシャインの小世界にすぎぬものとなる︒
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しかし︑それも彼自身﹁予は詩歌芸術の神に︑限りなき渇愛を感
ずる者﹂と告白しながら︑
されど:::芸術趣味の満足は︑到底吾人の情の中の一部に劃
られたり︒真個霊性上の満足は︑詩歌芸術の与へ得る所にあら
ず︒之れを与ふるは唯だ宗教のみ︒(﹃寸光録﹄﹀

浅高低を評価の基準に据える如きも︑このところに由来するといわ

ねばならない︒そして︑そこに前述の如き大宗教家のイメージとそ
の詩語への讃美と憧僚が諮られるのであり︑彼の求める詩とは￨￨

わぎたま

専問の詩人が︑職業的に歌った詩よりも︑天地の実在に憧れ

というように︑あくまで﹁実﹂を中心に自ずから溢れ出るベき

たやうな詩が欲しい︒(﹃寸先録﹄﹀

/¥巳まざる︑一念信楽の美しい和魂から︑おのづから溢れ出

￨￨絶対への体験志向ーーにあって︑純粋に創造を生命とする詩人

詩︑﹁実を味へる反射﹂﹁信仰の余音﹂﹁実意識が迫り出だしたる美意
識﹂︑すなわち実の結果としての巧まざる詩であった︒
つまり︑そこにはいう如き理想の詩を得る前提条件として︑先ず

と述べているように︑彼の意識中核が常に﹁実﹂なる宗教的欲求
芸術家のそれ(表現への一義的欲求)とは別種な性格を持つが放の
当然の帰結というほかあるまい︒つまり︑それらはこ様の内的欲求
っても真実なのであり︑むろん︑単純な比較論的対象として優劣が
論じられるべき筋ではない︒ただ︑このような宗教的意識(H欲求﹀

ということにほかならず︑そこから﹁詩人は必ずしも宗教家なら
ず︑宗教家は必ず詩人たり︒﹂という彼の熱烈な断言が生まれる︒

実の獲得￨￨宗教的意識の深化︑信仰の把握が一義とされているの

に基づく立場の相違に帰すべきもので︑その限り︑いずれの側にと

の本質的性格(超越︑普遍︑絶対という如き総合的︑一元的︑集中
的)が︑必然的に他の一切を包括︑その上に君臨するのであり︑そ

キリストの詩にみられる如き大宗教家の意識には︑実と詩の二元の
空処は全く存しないというのである︒

いわば︑そこに実の体験的把握としての悟に対する彼の根元的要

であり︑ことばをかえれば︑実さえ得れば詩は求めずして付随する

の意味では王座はすでに決しているといってよい︒
したがって︑こうした立場からは︑客体としての詩(作品)を生
み出すべき原衝動としての欲求のあり方︑芸術創造の原理的認識と
いった別個の自律的世界の存在と構造を理解することは困難とな

しかもこの二つの微妙な相違というべき点を︑同じくこの時点￨￨
禅批判につながる遺稿(﹁雑草︽ご明治三三年二月以除﹃我観録﹄﹀の中に改

求が息づいているのだが︑ここで︑このような宗教的意識と美意識
の共通面から︑そこへ達する唯一の方法とする直観(傍)の重要性︑

対する客観的視点を喪失することを免れない︒プラトン︑ダンテ︑

めて確かめておきたい︒すなわち彼はこの二者￨￨'宗教と美術(観
美)の相通ずる一面は︑たとえ大小の差はあれ︑その対境が共に具

る︑というよりその視野に映り難いのであり︑同時にその作品評価
は︑強烈な主観の絶対性に依拠することから︑実体としての対象に
ミルトン︑シエクスピアを関わず︑彼の詩評がむしろ詩人評であ
り︑それも彼に映じたそれら詩人の実の度合い￨￨宗教的意識の深
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トタ凶ヲチl

ル豆 lション￨￨我の超越を本質とする点で共通するとみるのであ

更に︑彼は主観の側からこれを比較し︑両者の意識が共に我のサ

べられていることを見過すべきではない︒

の一部ではあるが︑後者は決して前者の抽象ではなくg同ミーであ

象的一元的だという一点にありとし︑宗教は実在の全で美術はそ
り︑規模は小さくても神の姿は美術(自然美をも含む﹀の中に縮写

るが︑ここで両者の相違点というべきものをあげ︑宗教的意識は我

して直観にあり︑即ち分の中に全を発見するにあり︑而も論理

の象其物に安んじて自足す﹂というのであり︑﹁是れは緩紗たる淡

美意識は別に﹁大我を欣求﹂せず︑﹁超越其のままの姿︑主客観海融

必須件とす﹂といい︑﹁是は極めて荘厳なる実の意識也︒﹂とするが︑

の超越を要件とするのみならず︑更に﹁大我と触れ合するの意識を

される︒従って︑

的径行によりてにはあらずして頓悟する也・::小天地によりて

き意識也(仮の意識とはいふべからず)︒﹂と付言している︒なお︑

この故に神を観るの唯一のメソッドは︑哲学的思索にあらず

大天地を直観する也︒この媒をからずして神を知るの法はなし

このように宗教的とも美的ともなる二者の相違を︑彼は結局主観の

と信ず︒(明治三三一‑三・ご

gaz

介してのみ観るという﹁禅批判﹂での主要な観点を導入している︒

と感応するもの﹂で︑人は絶対を直接観ることはできず︑或る媒を

ぬのであるが︑さて︑こうした彼の宗教観即詩観︑詩実一如の要求
は︑彼自身の悟￨￨見神の実験においてどう確かめられ︑何をそこ

にふれ合さんとする﹂宗教的﹁実﹂の欲求︑悟への期待にほかなら

主観の態度￨￨それは彼の場合︑いうまでもなく﹁大我(本我)

態度に帰すべきものだとするのである︒

すなわち﹁超越は自我の本性にして︑超越し尽す能はざるも亦自我
・
d
(R悶

と説くのであるが︑ここで彼は︑悟が多くの場合サグゼッション
￨￨﹁或事物(差別界の)に暗示せられ︑業れを機とし縁として絶対

の本性﹂であり︑﹁神は直ちに人の胸聞に﹃照り入る﹄

に見出したであろうか︒

本性より来る自然の約束也︒﹂というように︑それは完全に差別を

つてふれた︒そして︑そのための準備として︑﹁天地人生に対する

よる︑より暖かな具象的悟︑キリスト教的なそれであったことはか

のを悟の一法としながらも︑自ら求めたのは人格神との接触融合に

彼が禅のメソ lドの冷酷峻厳︑ひたすら我を排除根減せんとする

Zゴl

すること能はず或差別界の事物を機とし其大明を投入す︒是れ人の
超越することの不可能な人間性の本質に由来するのであり︑悟とい

知見を博大深奥ならしめる﹂ことこそ彼に托された一切であったの

の至情によってのみ可能なもの￨￨まことに切ない神への恋という

だが︒・::それは意志によって達し得るものではなく︑求めるわれ

ホール

なすものともいえよう︒同時に︑そこには︑宗教的全体(絶対者・

えども実在に触れるところはその一部で全体ではない︑という悟の
内容の個別性︑段階性に通ずる重要な観点で︑彼の人間観の基軸を

彼の宗教観から芸術(文学・美術)観にまたがる基本的な観点が述

神)を見る契機としての部分︑そのための直観的方法ーーといった

1
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べきであった︒

だが︑その前に彼が用いた﹁見神﹂の語について一言ふれておく

と︑それは彼自身の悟の内容を伝えんとすることばではあるが︑必

ずしも特殊な意味を持つわけではなく︑﹁頓悟﹂﹁光耀﹂﹁遍照﹂(イ

ルミネーションといひエルロイヒッングといふもの)といい︑﹁基

の悦惚﹂︑更には﹁尊者テレサャ︑イグナチウスや︑十字架のヂョ

督教の神人合一︑仏教の見性関悟︑回々数の光耀︑新プラトlン派

る︒最初は︑﹃春秋倫理思想史﹄の稿を起こした二月十七日夜︑続

ンや︑法然や白隠ゃ︑ベ lメや︑エツクハルトゃ︑彼等が経験せり

が︑いわゆる見神論として最もポピュラーであり︑当時是非の論議

彼自ら本年をもって光耀時代︑啓示時代と呼んだのもこの故である

と︑ますますこの自覚的勝示︑神の現前なる体験的意識を深め得︑

る︒なお︑十月一日午後三時第二次︑更に十一月某夜の第三次見神

﹂(﹃病問録﹄収)は︑この経験に即して書かれたものであ
験の一面 lll

たところは﹁見﹂の一字︑すなわち﹁見の一義に従来慣習以上の重

を握り得たもの﹂とし︑その意味から彼が特にこの語に力点をおい

て︑古来宗教界の傑土は﹁何らかの形における見神底の光耀的実験

れは真の宗教的新生活に入る確実な一関門︑無限の向上への縁とし

ている見証︑心証という程の意味と変らない︒だが︑少なくともそ

し宗教上の光耀・::﹂と並記しているように︑極めて幅広く宗教的
体験の意識そのものを指しているのであり︑彼︑が文中しばしば用い

らした意識と方法について︑前述の諸問題をめぐって概観するに止

と﹁見神の意義及び方法﹂を中心に︑この新たな体験的世界がもた

は主として第三次の決定的見神￨￨それを伝える﹁予が見神の実験﹂

らについて詳細な検討を試みる余裕は遺憾ながらない︒で︑ここで

録﹄収)及び﹁見神の意義及び方法﹂(伺)その他があるが︑今︑これ

致︑或は不一致日予期に反した幻滅)といった平板な関係でとらえ

は︑一般的な予想や期待と︑経験された現実との相違(予期との一

どのようなかかわりを示したかをたださねばならないが︑このこと

どのようなものであったか︑それは彼が憧れ期待した悟前の意識と

そこで︑このような見神￨￨彼によって経験された悟の内容とは

常﹂としながら︑見の一義を説くものが余りにも少ない現状に対し
て︑強くその重要性を訴えんとするところにあったといえよう︒

要義を付せん﹂とした理由があったのであり︑それは﹁人動もすれ

を沸騰させた﹁予が見神の実験﹂(﹃新人﹄第六巻第七号・明三八・七論説欄・

ば見と信とを対せしめでは︑信の一義に宗教上千鈎の重きを措くを

めねばならない︒

右の補遺として︑﹁予は見神の実験によりて何を学びたる乎﹂(﹃回光

尋問録﹄収)は︑この中︑﹁最も神秘的にして亦最も明瞭に︑インテ
ンスのもの﹂とした第三次の見神についての記録である︒その他︑

次の見神の実験と称したものであり︑﹁宗教上の光耀l!神秘的実

いて七月某夜︑光耀の経験￨￨この七月の経験が彼に自ら第一

験は︑一九O四(明治三七)年において︑集中的に彼を訪れたのであ

ところが︑梁川によって﹁見神の実験﹂と称された神秘的宗教体

3
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エネルギーを解し得る意識世界というべきであり︑そこには︑何よ
り神(絶対)対人間としての宗教的関係が厳存することを忘れては

された充足感を基調とするタテの関係として︑はじめてその新生の

い︒すなわち︑﹁余は今:::出来るだけ忠実に︑明確に︑予が見たる
所を語らで巳み難き﹂一つの使命を感じる(﹁予が見神の実験﹂)といい︑

されぬ感を抱いたのであり︑そこに︑このような禅的表現に対する
彼自身の方法的意図が自覚されていたのは当然とみなければなるま

ものだと論難している︒つまり︑彼は禅的表現の簡潔深奥の滋味を
汲みながらも︑他面︑その表現の没個性的な固定化︑形式化に満た

ることは妥当ではない︒それは痛切な願望と︑それが段階的に成就

なるまい︒つまり︑この場合体験された現実とは︑決して日常的現
実と同次元のものではない︒従ってその充足感も︑経験以前の意識

﹁ムユたびその光景を出来るだけ厳密に辿り見んとは欲するなり︒﹂
﹁予は今極めて冷静なる態度に於いて当時の光景を回憶しつ﹀此の

っ語ろうとしている態度が明らかに認められよう︒そして︑そうい
う表現への意図が︑禅的なそれよりキリスト教的な神秘的体験の具

経験に即して︑その心的光景を可能な限り精密︑具体的に描き︑か

明確にありのままを伝えんとする意思︑いいかえれば︑己れ自身の

築を取りつつあり︒﹂(﹁見神の意義及び方法﹂﹀と述べているように︑そこ
には︑事実を事実として冷静厳密な態度を持し︑できるだけ忠実︑

世界がそのままの形で満足され︑終了消滅する相対的な欲望充足の
形とは異なり︑欲求そのものが︑とらわれた相対界からの脱却︑超
越的絶対境への志向として︑文字通りその全体験が全く新たな世界
として展開するものと考えられねばならない︒いいかえれば︑それ
は一つの意識変革を意味するのであり︑その本来的な性格(予定調
和の可能性とその実現)から予期に反する不満といった意識形態は
あり得ない︒すなわち︑それは予期以上︑或は予想を絶した驚異の

象的描写￨￨殊に彼がしばしば引用しているジェ l ムズの﹃宗教的
(B)
経験の種々相﹄によって︑少なからぬ影響を受けているように思わ

感として￨￨しかも︑
所謂驚異の情は︑悟前と悟後とに於いて︑其内容に多少の差
あるべし︑殊に悟後に於いて其が寧ろ歎美感謝の情もて織りな

れる︒

思議言説の以て加ふるべきもの﹂なく︑﹁人の世の言葉や思想は︑そ

イゲルを尊敬すととは全く別種の不動の確証に立つものとして自
覚された︒ただ︑﹁その意識の超絶核絶にして幽玄深奥なる︑到底

の声を聴取し得たるが如くに妄想し︑狂喜するリゲイグリスト一
流﹂のもの︑﹁世の大かたのリヴイグル的一時現象(予は真個のリゲ

しかし︑彼の見神は﹁かの自家の主観的反響をば︑直ちに神より

さる﹄の多き︑
という如く感得されたのである︒
ところで︑彼はかつて禅が描くところの悟の表現を批判し︑それ

だとする観点に立つが︑悟の内容そのものは各派(各始祖)︑或は各

は常に自ら拾いた形式の絶対相を直ちに内容の絶対相を描いたもの
と混同していると指摘し︑禅は全ての人の悟が極処に至つては同一
自の資質︑段階に応じて︑当然高低深浅さまざまな様相を示すべき

1
2
0

の神秘的︑具象的事象の万一をだに訪練せしめ難き﹂ものとしての

残さないが︑こうした宗教的意識に対する理性の介入について︑彼

さむ余地ない事実であることを確認するのであるが︑その冷徹の論

り︑種々の神学概念のその論理的関係をたどることのみ耽る学

宗教上の理屈にも二種あり︒一は︑純乎たる知力上の興味よ

がその後の明治四十年七月に記した﹁信仰の論理﹂とも呼ぶべき見
解を左に掲げておこう︒

理は極めて周到緊密な冴えをみせている︒今多くを語るべき余地を

その経験は︑﹁今にして知りぬ︑古人が自家見証につきて語るとこ
ろの︑毎々徒らに人をして五里霧中に紡復せしむる感ある所以を﹂
と︑はじめて喫じさせる程のものであった︒とはいえ︑その微妙な
心的時間を極めて具象的に精叙しようとする彼の筆は決して凡とは

究者流の理屈三味にして︑畢覚︑知カ的遊戯に渇きざるものな

言い難い︒
げに彼の夜は物静かなる夜にて候ひき︒一燈の下︑小生は筆
はづみ

を取りて何事をか物し候ひし折のことなり︑如何なる心の機に

り︒::今一つの理屈は︑宗教上の実験を材料とし︑根拠とし

て︑それに合理的説明︑もしくは是認を与へんとするも

ヂヤステフイタ:
h
y
a
γ

か候ひけむ︑唯だ忽然はっと思ふやがて今までの我が我ならぬ
我と相成︑筆の動くそのまへ墨の紙上に声するそのまヘす

のにして︑吾人の実験を︑如実に理性上の言葉に移して言ひ表

はさんとする︑切実なる理性の要求に出づるものをいふ︒
前者の場合とは殊なり︑之れを打っけに無用の閑葛藤なりとは

べて一々超絶的不思議となって眼前に耀き申候︒この間僅かに
何分時といふ程に過ぎずと覚ゆれど︑而かもこの短時間に於け
る︑謂はば無限の深き寂しさ底ひより︑堂々と現前せる大いな

見るべからず︒否︑吾人の信仰上の実験にして︑之れを一面理

ωZnrzm

錯

る霊的活物とはたと行き会ひたるやうの一種の
(﹁予が見神の実験﹂)

傍︑驚喜の意識は︑到底筆舌の尽くし得る所にあらず候︒.
それは正に彼自身の経験として語られた意識世界の展開であり︑
そこには︑いわゆる禅問答的難解さを感じさせるものはない︒われ
われは︑少なくとも彼のそのような状態を状態として理解するの
に︑さしたる困難を感じないであろう︒
しかも彼は︑この実験が無根拠な迷信︑或はその際の﹁脳細胞の
偶然なる空華﹂か否かを確かめるため︑﹁屡々之れを理性の法庭に
訴へて︑其厳正不仮借の批評﹂を求め︑ついにそれが疑念をさしは

﹁見神の実験﹂における彼の方法が︑一面︑このような﹁信仰の論

拙愁抽﹂)

ず︒吾人は︑この﹁信仰の論理﹂を辿りて︑信仰上の実験に含
まれたる合理的根拠を説明するを得ベし︒・・・(七月十九日﹁枕頭

当の理由あり︑之れを称して﹁信仰の論理﹂といふも不可なら

要するに︑信仰上の実験には︑おのづから其れに内在する相

一種の空虚の感を生ずベく︑而して是くの如きは︑正に信仰の
充実性を駿損するものにあらずして何ぞや︒‑

性上の言葉に物して語るべき合理的根拠を閥如せんか︑其処に

.•
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1

理﹂に支えられたものであったことは付加するまでもあるまい︒
さて最後に︑この決定的な H実験 μによって確かめられたその誇
実融合の意識について︑彼が述べた正直な報告を逸するわけにはい
かない︒それはこのような見神￨￨﹁黙示﹂の意識と︑芸術上の神

注

第三十四集・昭和国一・早大国文学会﹀

ハ
1) 拙考﹃﹃見神の実験﹄序説￨￨梁川初期の棒批判を中心に11﹄Q園文学研究﹄

(2﹀但し︑この時点での彼は︑神を求める至純の意徹︑要求する﹃われ﹂の真情を一

i

切とする立場から左のように述べている.
e されど安心立命は必ずしも宗教によらず︑
安心立命を宗教の真鎚とするものあp

便として精神の無碍安立を目的極致とするものあり︑禅など之れに近きが如し.悟の

神によらずとも哲学によりても其他の方法によPても得ベし:::或人は信仰を:::方

の形式においては一致するとしながら︑その内容においては必ずし

来(詩的神来の意識﹀とのつながりについて︑両者が共にその事態

方法は其の人々によpて異なるを見ても知らるベし::されど宗教の真諦は自己と自
i
‑
‑この一大要求を外にしては宗教の真
己以上の神との交通応化にあp︑帰依にあp

. 前者はその許多の磐喰談︑
を忠実に雷ひ現さんとして用ひたる詩的表白とのニあp

(5)

倫理の目的を実現し得るものとしている.
鍍はキリストの詩的表自について︑次のように述ベている.
基替の語中には︑明らかに自徹して用ひたる詩的表白と︑如実に其の感得せる真理

. 玄学の社会
学を目的とし︑また方便とす﹄門﹃雑記英一﹂﹀というのであp︑つまp
的意義を解したものにして︑はじめて文学者としての天満を意織し︑文学者としての

立の意義と価値と目的とを持つものとして︑全くの方便的存在というのを認めない・
故に︑文学にしても︑一面は人生のためのものであり︑﹀昆同︒︼ニ民@は真理である
が︑しかも全くそのためのみの存在としての純方使︑純機械的のものではなく︑あく
まで文学自身の独立の目的を持つとしている・従って︑文学の方便的意義のみみたと
する馬琴流の勧普懲恵︑文学を玩弄視し︑他の高尚な意味での方便を無視したとみる
三局︑一九的戯掃を非としているが︑哀の文学は﹁とのこ端に鳴するの掠なくして文

はない.彼は︑あらゆるものは一面︑方便として存在すると共に︑他面︑それ自身独

ハ
4﹀但し︑このことは彼がことば(文学﹀を功利的な教化の具と考えたということで

(同第二十九集)等参照されたい.

動也︑功街︑利益︑福ロはむしろこの要求の充たさる﹀結呆として来たる.iiこの
要求以外に理由なし.令雑記英五﹂・﹃我観録﹄)
ハ
S) 拙考﹁﹃病問録﹄への序章ーーそのロ 1 7ン的意識の源流￨￨﹂ Q国文学研究﹄
第二十四集﹀﹁﹃病問録﹄の詩的性格￨￨梁川における宗教的ロマンチシズムの展開
￨￨﹂︿同第二十七集)﹃梁川の静観￨￨﹃病問録﹄に現れた実意餓の詩的展開'l￨﹂

義はなし・ i i安心を得られやうが得られまいが︑是れは第二義也先づ純真無私の要
求に迫られて神を拝するが第一也・宗教は功利にあらず︑純乎たる人心の要求也︑衝

も一致するとは言い難いものであったとし︑のみならず￨￨
神来と黙示と:::彼れは美を抱き︑此れは神を抱く︒共に同
じく恋して恋を得たるものにあらずや︒:::さはれ厳密にいへ
ば︑神来と黙示とは意識の形式に於いてだに到底差別あるべ
レ︒前者の場合に於いては︑配・昨俳世の官能鏡かなれど︑後者・
の場合に於いては︑さる意識は殆んど無く︑寧ろ客観なる真理
(神其他のもの﹀が不可抗的に我れに読み来たるの意識をもて
勝れり︒(﹁神子の自主・﹃回光録﹄﹀

と述べる一点である︒
元来︑実さえ得れば詩は自ずから付随するとした彼の考えが︑つ
まりは︑欲求としての実そのものの場で感じ︑考えられたものであ
り︑そういう燈僚の色調を濃く漂わせた意識上の問題であったこと
はすでにふれたが︑そうした素朴な彼の観点への無言の解答は︑こ
の実験それ自身が最も卒直に示しているように思われる︒そして︑
それはまぎれもなく彼における一つの実の完成を意味したが故に︑
やがて︑そこでの詩の消滅を暗示するものではなかったか︑を思わ
せるのである︒

1
2
2

寓意談(パレプル﹀なり:されどまた第三に最もつよく実在に触れて︑厳粛に︑如
実に︑英の真理を言ひ表して︑而して其語燦として詩語を織りなせるものあり︒四福
背番中比種の語多きは否むべからず︒:::(﹁雑記其三﹂)
ばこの三段階となるべし︒持は現実と室内相との中間に位するものなり︒

(6﹀彼は詩ハ詩的意識)を位置づけて︑現実(実際)︑詩︑実相︒宇宙人生は大別すれ
ル﹂ ULV

現実即ち普通日常の現事相は最も無味なるもの︑インシピッドのものなるベし︒詩

歌

境

は少くとも比以上の宮臓なる意味を有す︒更に一段上りては実相其者これなり︑詩が
意味鋭しといはる﹀所以は︑一つは其の実相をかすかに写し出だしたるもの:::と見
らるるが故ならずばあらず︒:・・:ダンテ︑ミルトン︑シェークスピアの持・::・一言も

士口

の

掩へば︑比等天才の詩は︑現実の深みて︑その深奥なるひびきを聴取して之れを写し
出でたるが故也︑即ち実相の影なるが故也︒:::(﹃雑記其=一﹂﹀

と述ベているが︑このように宗教的意織を最高とするタテの段階づけは︑倫理的理
想主義︑人格主義を基盤とする彼の宗教観︑即評価基軸串の顕著な特色というべきであ
ろう︒

F
O
R
‑
(想起的方案可或は釦担当︒官EEロ問自
に対し︑ E慰問︒且吉岡目E

かけて︑長野県北安曇郡平村大沢寺で行われた﹁アララギ﹂安居会

e

(第七回)での所産であり︑これらを一 O月号の﹁アララギ﹂を中心

だいた︿じあん

禅寺﹂(一一=一首﹀中の作である︒一連は︑昭和六年八月五日から九日に

本堂の明きにひとつ飛び来たるゃんまは向きを変へしときのま

やまでら

ろまあぷたたみ

ひとときもためらはざらむ馬虻が畳のうへをひくく飛ぶ見ゆ

に発表し︑後︑前記歌集に収めたのであった︒もともと︑茂吉の作

あぶ

には小動物︑とくに見虫類をよんだものが多く︑掲出の数首もそう

非公開

z
r︒品と名づ

MRZ品
目
白
岡 EEFO島(排除的方案)とでも呼ぶべきものである
(7) 禅のメソlFが O
けている︒

夫

(8﹀﹁宗教上の光纏￨￨神秘的実験の一面l￨﹄中︑詩人テニスンの光輝の経験につ
いて︑ジェ l ムズの同容三八四頁から引用︑更に三九七頁から引用︒

ーー志賀直哉との対比に関連して￨‑

勝

茂吉の歌集﹃石泉﹄(昭六￨七︑昭二六・六刊)に収められている﹁大津

林

年

ちひさなる虻にもあるか時もおかず人をおそひに来るを殺しつ

同愉古うおかむ

本

晩

おのづから年ふりである山寺は昼もかはほりくろく飛ぶみゆ

茂

1
2
3

られており︑とくに︑﹁向きを変へしときの間﹂には一瞬の動きを

ひとつとってみても︑この昆虫特有の直線的飛頻を実に鮮かに捉え

いろいろ﹂など︑多くの作があるのだが)︒いま︑冒頭のゃんまの歌

なお梶井基次郎の﹁交尾﹂︑島木健作の﹁赤蛙﹂︑尾崎一雄の﹁虫の

文章を想起し︑ひどく興味を覚えることがある(この種のものには︑

とに︑寺田寅彦の随筆︑志賀直哉のある種の作品等︑同時代作家の

私は︑かねがねこれら小動物を扱った彼の短歌や散文類を読むご

顧み﹂﹁更に広い世界が展けたやうに感じた﹂謙作は︑高い空を悠

﹁人と人との下らぬ交渉で日々を浪費して来たやうな自身の過去を

ゐる小さな濯木﹂のさままでが﹁如何にも信心深く思はれ﹂てくる
のである︒この濯木は多分都総がことだろうが︑それはともかく︑

なり︑さらに﹁葉の真中に黒い小豆粒のやうな実を一つづっ載せて

し︑また石段の上で嬉遊する蜘揚を見て︑﹁自らも快活な気分﹂に

ょった主人公は︑けなげな崎艇の動きに︑卑小な人間の行為を対比

開に向っていく過程を示す部分にあたっている︒阿弥陀堂によくか

りは︑後策の終りに近く︑時任謙作が大山に来て︑次第に心境の打

ところで︑説明するまでもないことだが︑﹃暗夜行路﹄のこのくだ

ぴたりとおさえて動かないたしかさがある︒作者の凝視にこもる気

遊する鳶を見て︑人間の意志の所産である飛行機の醜さを思うよう

した一例に他ならない︒

塊が︑そのまま︑ゃんまの動作と呼吸を一つにしている感があると

あづき

云えば︑云い渇きになるであろうか︒そこで﹃暗夜行路﹄の左の一

が︑一方では︑﹁浬撲とか寂滅為楽とかいふ境地には不思議な魅力﹂

ね砿んじゃぐめつゐら︿

な心境になっていく︒仕事に対する執着や焦燥もないわけではない

彼はよく阿弥陀堂といふ三四丁登った森の中にある堂へ行っ

を覚え︑﹃臨済録﹄などをひもとき︑何となくいい﹁気分﹂になる︒

節門第四ノ一一)をここに並べてみよう︒

た︒特別保護建造物だが︑縁など朽ち腐れ︑芸く荒れはててゐ

その﹁気分﹂はまた﹃高僧俸﹄中の恵心と空也の問答を読んで落涙

よろここころせっ

た︒然しそれが却って彼には親しい感じをさせた︒縁へ登る石

し︑﹁織土を厭ひ浄土を欣ぶの心切なれば︑などか往生を遂げざら

E

段に腰かけてゐると︑よく前を大きな崎艇が十間程の所を往つ

ん﹂ということばに合掌したいような気持にもなり︑やがて有名な

え

たり来たりした︒両方に強く麹を張って地上三尺ばかりの高さ

最終節の調和的世界に到達するのである︒もっとも︑右の一節をふ

ゃんま

を真直ぐに飛ぶ︒そして或る所で向きを変へると又真直ぐに帰

くむ﹁十四﹂および﹁十五﹂は︑それぞれ﹁改造﹂昭和三年一月︑

あしかけ一 O年の執筆中断をふくむことは周知の事実であろう︒で

はね

って来る︒務翠のその大きな限︑黒と黄の段だら染め︑細くひ

六月の発表であり︑以下完結までの五章︿昭二・四︑﹁改造﹂)との間に

は︑﹁十四﹂あたりで︑殆ど調和的な世界に到達しながら︑直哉はな

ぜ一 O年近い空白期をおかなければならなかったのか︒作者自身は

さすがに筒浄勤健をもって知られる直哉の文章である︒嫡挺の動
もいいくらいのものであろう︒

き︑姿態などを的確に捉えた一節はその健茂吉の歌の解説に引いて

ひすい

きしまった腰から尾への強い線 1 1みんな美しい︒

非公開

4
2
1
た筈であり︑作品自体の論理にそれほどの困難があったとは考えら

もともと﹁十六﹂以後の世界は︑既に予定された道を進むだけだっ

と云つてはいるが︑

ているだろうから茂吉の読んだのはおそらくその完結部であったろ

がないでもない︒しかし雑誌刊行の慣例から四月号は既に三月に出

の稿了は三月四日だから一九日に読むには多少時間的な問題の余地

キ︑暗夜行路ヲヨム︒作歌数首云々﹂(全集第四八雪︒(ただし︑直哉

一二年三月一九日の﹁日記﹂に﹁寒ク︑四十度也︒机ニ向ヒ日記書

﹁長篇を書き慣れない縦﹂(﹁続創作余談﹄昭一三・5

れないのである︒もちろん︑私はこの間の直哉が︑続稿のみならず

う﹀︒そして︑茂吉の心境からすれば時任謙作の到達した調和的世

は妻との別居につづく永井ふさ子との恋愛事件で激しい内的波澗に

界は︑決して無関心なものではなかったにちがいない︒この頃の彼

情は﹃暗夜行路﹄のみにかかわる問題ではないだろう︒しかし︑こ
の作品に即していえば︑やはり︑その﹁調和的心境の完成は謙作の

他の作品も殆ど発表しなかった事実を無視するわけではないし︑事

予定調和としてのみありえて︑作者の実生活には不在である︒﹂と

原理￨￨﹁実感したものでなければ書かぬかたくなな信条﹂ーーが働

えねばならないと思う︒氏によると︑ここでも志賀直哉固有の創作

いう三好行雄氏の指摘(﹁﹃暗窪行路﹄と志賀直哉﹂￨﹃作品輸の試み﹄所患を考

七・一)︑そこには︑﹃暗夜行路﹄の前篇が収められていた︒しかし︑

﹃現代日本文学金集﹄の直哉集が出た折も一読しており(日記・昭三・

記﹂にあらわれたかぎりでも︑これが最初ではない︒既に改造社版

況にあった筈だから︒もっとも︑茂吉が直哉の作品を読むのは︑﹁日

ゆさぶられており︑云うならば謙作の心境とはおよそうらはらな状

ない︒これは︑激石・浩二・荷風などの場合にくらべて︑きわめて

﹁日記﹂では︑直哉の作品についてなんの評語も感想類も加えてい

く︒つまりそこには作中人物時任謙作と︑作者志賀直哉とにおける
するためには︑謙作の心境が実生活で所有されなければならぬ︒﹂

主題とした﹃行人﹄の場合︑茂吉は以下のように記す︒﹁終日︑机

暗示的でもあるといえるのではなかろうか︒例えば︑夫婦の確執を

ノ前一一湯タンポ入レ安坐︒激石ノ﹃行人﹄ツヅキヨム︒小説ノ構成

であった︒そしてここに︑﹁主人公が作者の実生活を追うのでなく︑

作者が主人公の心境を追う﹂という直哉の国有原理があり︑それ故

立ち入りすぎたが︑小文の意図するところは︑もちろんここにはな

つまり﹃暗夜行路﹄に口をとざしている茂吉も﹃行人﹄に対しては

ば︑これはやはり﹃行人﹄に即した感想と見るのが自然であろう︒

文意は一見小説一般に対する意見のようであるが︑後段から見れ

vo

トハ所詮作リモノ也︒マ夕︑人生ノイキサツヲ漢語交リニテ哲学メ

い︒ただ多少の関心を抱くのは︑﹃暗夜行路﹄が完結した当時︑茂

キタルコトヲ説明スルモノナリ︒故ニ物足ラズ︒﹂(昭言一‑一‑二八

吉がいち早く︑これを読了しているという事実にある︒すなわち︑

さて︑私は茂吉の歌数首から発して︑﹃暗夜行路﹄の世界に少し

に︑あの稀有なまでに充足した終節部を描き得たと云い得ょう︒

﹁直哉の個性が実生活で円熱し︑調和的心境を確認するための時間﹂

という関係が作動するというのである︒つまり一 O年近い中絶は︑

時間の換算関係がからんでおり︑最終章で﹁小説の予定調和が実現

非公開
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これだけの感想を洩らしているのである︒激石の作品が︑少くとも
夫婦問における自我の葛藤を主題とするものである以上︑茂吉の関
心を惹くに十分なものがある筈だが︑彼の反応は寧ろ消極的であっ
た︒これは茂吉自身の小説の読み方にも関連して興味深い事実だ
が︑旅に出て精神の安定を求める主人公一郎のあり方は︑謙作の場
合と似ていながら茂吉流の生き方にとって︑﹁物足ラ﹂ぬ何かがあっ
たのであろう︒しかも︑﹃暗夜行路﹄の場合︑主人公の達した調和
の世界には︑茂吉をして容易に口をひらかせないものがあった︒そ
れは﹁自然・自己二克の生﹂を理想とする彼の立場に契合するもの

対する親しみ﹂の気持さえ抱くようになp︑玄関の屋根に見出した

生の危機を脱して城の崎に療養に赴いた直哉は︑﹁何かしら死に

︒
る

悩のそれに他ならない︒少くとも茂吉は︑同じ小動物の世界を扱っ
ても︑直哉の﹁城の崎にて﹂(大六・号や﹁濠端の住まひ﹂(大一一ニ・一
O﹀などに見る静かな諦視とはどこか姿勢を具にしているものがあ

て滞欧中に見たシユニツツレルの﹁輪舞﹂劇に及び︑﹁愛欲輪廻﹂
の甘美の相にまで及ぶ︒それはいわば︑性の闘争の世界であり︑煩

ライグ γ

けながら蜘妹や蜂・婚郷などの観察を通じて﹁無限に繰返るべき︑
りんね
生物闘争輪廻の一相﹂を見出した︒しかし︑彼の輪廻観は︑つづい

の世界に沈酒していたと云えよう︒かつて﹁虫類の記﹂︿昭三・七﹃時
事新報﹂・後﹃念珠集﹄所患を書いた茂吉は︑胸を病んで各地に転地を続

があったためだろうか︒しかし︑生活人茂吉には︑時任謙作を描き
得た直哉の安定はなかった︒むしろある面では長野一郎に近い弧独

非公開

蜂の死骸に静かさを感じた︒また︑散歩の途中死の運命とあらがい
ながら︑必死に逃げ廻る鼠の姿が頭に灼きっき︑﹁淋しい嫌な気持﹂

になる︒そして︑殺す意志もなく投げた石で蝶販が死ぬという偶然
の事件に出あい︑燦販とともに﹁生き物の淋しさ﹂を感じるのであ

る︒山手線にはねられ︑死の危機に直面した後の彼は︑これら生物
の死骸を思い浮べながら︑こうして生きている自己を考える︒

自分はそれに対し︑感謝しなければ済まぬやうな気もした︒
然し実際喜びの感じは湧き上つては来なかった︒生きて居る事

と死んで了ってゐる事と︑それは両極ではなかった︒それ程に

差はないやうな気がした︒もうかなり暗かった︒視覚は遠い灯
を感ずるだけだった︒足の踏む感覚も感覚を離れて︑如何にも
不確だった︒只頭だけが勝手に働く︒それが一一層さういふ気分

に自分を誘って行った︒
この簡潔で静かな文体に既に直哉の調和的世界への志向を見出す

のは容易であろう︒﹁城の崎にて﹂は事件から六年目の執筆であり︑
﹁虫類の記﹂は︑療養時から約八年後のそれである︒その意味では︑

ほぼ同じ時間的距離をおいた回想だが︑茂吉の文章には︑﹃つゆじ
も﹄(大六￨一 O︑昭二一・八型の歌とは違って︑沈潜した要素や陰影に
とぼしい︒科学者らしい観察があるといえば︑一往それまでだが︑

病癒えて帰った茂吉は︑たまたま閉じスペイン風邪に擢って死んで
いく校長のことをつぎのように付記する︒

たたか

国 Ugaロといふ語は︑何か
自
﹃生存のための闘ひ﹄阿国自1 出
鵬勢よく聞こえて︑総しい響きの無いのが嚇尉りないが︑校長

1
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臨終の呼吸の有様︑がシヤインストックの型になって︑さうして

が愈々息を引取って︑皆が校長の家を辞して帰るとき︑校長の

意をよせ︑﹃暗夜行路﹄についても高い評価を加えていた︒また茂

る︒芥川は早く大正六︑七年頃からことあるごとに直哉の作品に好

﹃歯車﹄︿昭二﹀に︑二人の名があげられていることともかかわりがあ

ところで︑私がここで茂吉と直哉を問題にしたのは︑芥川の遺稿

&Hド与 A動 怜 h u

から息が絶えた︒そのことを同僚の一人は﹃鯉が水からでもあ

吉についてもほぼ同じ頃から関心を持ち︑例の﹁僻見﹂門大ごニ・四)

川ド

がった如ある﹄などと形容しながら歩いたことを思ひ出し︑私

つらぬいていことする態度が一貫している︒彼にとって︑虫類の生

ここには︑何ものにも介意せず︑ただひたすらに自己の生のみを

車﹂で芥川は云う︒﹁僕はベッドの上に転がったまま﹃暗夜行路﹄を

で思い切った讃辞を加えたことは余りにも有名であろう︒その﹁歯

4﹄
b﹄

態は生きんがための盲目的闘争本能のあらわれにすぎず︑生と死と

この主人公に比べると︑どのくらゐ僕の阿呆だったかを感じ︑いつ

読みはじめた︒主人公の精神的闘争は一々僕には痛切だった︒僕は

ぴょういんっと

いさどうりよ今こひ

りんじゅうかた

は二たび学校にも病院にも勤めた︒

は︑あくまでも両極である︒校長のシヤインストックの対極に同僚

一刊﹀で鋭い悲傷の歌をものしていた作者は︑﹁後記﹂の中で火難後

び﹄の時代にあたる︒そしてその﹃ともしび﹄門大一四￨昭三︑昭二五・

さて︑その茂吉がこの随筆を書いた頃は︑あたかも歌集﹃ともし

何ものかの冷笑を感じ︑僕の部屋の外へ避難することにした︒廊下

のめした︒﹃歌集﹃赤光﹄の再版を送りますから・・:﹄赤光!僕は

読んで行った︒けれどもそれさへ最後へ来ると︑いきなり僕を打ち

甥から来たものだった︒僕はやっと一息っき︑家事上の問題などを

か一課を流してゐた︒﹂(三︑夜)︒また﹁三番目に封を切った手紙は僕の

の苦難の生活にふれ︑以下のようにいう︒﹁この歌集に﹃ともしび﹄

もしびはある意味で茂吉における﹁暗夜行路﹂の所産であったとも

ていた芥川は︑ひたすら火炎の幻覚におびえていた︒﹃赤光﹄の名

当時姉の家の火災やひきつづく義兄の自殺などであと始末に奔走し

移すことにした︒巻煙草はなぜかエエア・シップだった︒﹂宝︑赤光)

しゃ︿︿わう

と命名したのは︑難難暗瀦たる生に︑辛うじて﹃ともしび﹄をとぼ

へ歩いて行った︒それから椅子に腰をおろし︑兎に角巻煙草に火を

には誰も人かげはなかった︒僕は片手に壁を抑でやっとロッピイ

いえるであろう︒そして︑たまたま直哉が﹃暗夜行路﹄の執筆を中

は精神的薄明の中にある彼にとってある意味では恐怖以外の何もの

に口触るかなや﹂という﹃赤光﹄の歌を想い出させ︑彼を追いつめ

ぐらふ

それさえも時﹁二月ぞら黄いろき船が飛びたればしみじみとをんな

でもなかったかも知れない︒廊下に出て手にしたエア・シップーーー

絶したのも︑この年実三)のことであった︒かくて︑この小説が完
生活における心境的安定の境地を確認し得たのであった︒

結した一 O年後︑茂吉は︑前記のような状況にあり︑一方直哉は実

とか︿

して歩くといふやうな暗指でもあっただろうか﹂︒してみれば﹃と

のことばを聞き︑それを一見︑こともなげに記す茂吉がいる︒

非公開
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対する彼の文章は︑一種錯乱状態の中で書かれたものだから︑ある

ていくものだったかも知れないのである︒もちろん︑直哉や茂吉に

日記からその部分を引いておこう︒﹁午後ニ木村庄三郎サント堀辰

る︒芥川の関係から多分それを思い立ったのだろうが︑いま茂吉の

ゴロノアララギデハ昔ノヤウニ室生トカ萩原トカノ詩ヲノセタ時代

ノコトヲドl思ヒマスカナドト云フ︒歌デハイロイロ西洋ノ詩ノヤ

雄サンガタヅネテ来ラレタ︒詩ノ話ヤラ文章ノ話ナドヲシタ︒コノ

ウナ変化ハ出来マセンカネ︒志賀直哉サンノモノハ完成シティイガ

ば︑時任謙作の精神的闘争に自噺の涙を流したり(芥川が読んだの
た筈だが)︑﹃赤光﹄に冷笑と脅迫感をおぼえたりする心理には︑末

は︑少くとも後篇﹁七﹂の前半￨￨大ニ・三﹁改造﹂ーーまでであっ

30 もちろん︑木村は紹介者にすぎず︑話の内容に風馬
(昭三・一 0・

ポl ルモ lランノモノナ︑ドノ方ガ何トナク引キツケラレル︑云々︒﹂

程度のさし引きが必要であるに違いない︒しかし︑逆に考えるなら

も云い得ょう︒ただ異るのは︑﹃暗夜行路﹄に流した一課は同時に︑

にもふれながら︑もっぱら新しい文学についての抱負を語ったさま

牛だったことは当然だろう︒そして︑この記事から東大生堀が直哉

期の自になお灼きついて離れなかった印象の強烈さを物語るものと

与えなかったことである︒

は窺われるが︑茂吉自身の反応は記されていない︒ただその茂吉と

周年に没した彼が︑晩年の病床で茂吉の歌集を読んでいたことを思
うと(講談社版﹃日本現代文学全集﹄均一防収﹁年譜﹂他 Y 芥川の場合と思い合

では芥川没後の茂吉と直哉はどのような道を辿ったであろうか︒

わせて︑一種標然とした思いを禁じ得ないのである︒

思う︒たとえば最近中野重治氏編の新潮社版﹃日本詩人全集﹄茂吉

小論の目的は茂吉にあるのだが︑なお少しこの点を考えてみたいと

の一文に︑以下のような趣旨が述べられている(﹁志賀直哉と斎藤茂吉﹂

篇(昭四ニ・一ニ)と︑その解説(﹁斎蔵茂吉・人と作品﹂)にふれた平野謙氏

て︑これはたしかに編者の見識として学ぶべき一つの態度に違いな

昭一五・5 の恋愛的な作品を意識的に避けているふしがある︒そし

t二︑
中野氏は作品選出にあたり︑最も問題の多い﹃暁紅﹄(昭一o

︒
)
﹂
聞
新
売
読
昭四三・三・一 O ﹁

に同感したにしても︑﹁立ちのぼる火炎﹂の幻覚は︑芥川の持経には

みることも︑必ずしも無意義ではあるまい︒なお︑ことのついでに
付言すれば︑芥川の没後間もなく︑堀辰雄が茂吉を訪ねたことがあ

の作家は直哉と茂吉であったし︑これを媒介に二人の文学を考えて

しかし︑それはともかくとして芥川が︑﹃歯車﹄で言及した同時代

堪えがたく︑また寄りつき難い何ものかに化していたに違いない︒

こういう茂吉の作を読み︑その﹁あぶりたる魚﹂さながらの境涯

(閥︑大一五)

むなしき空にくれなゐに立ちのぼる炎のごとくわれ生きむとす

そらほのぼ

もふ(同)

うつしみは苦しくもあるかあぶりたる魚しみじみと食ひっつお

︿るいを

山のうへに滴る汗はうつつ世に苦しみ生きむわが額より
(﹃ともしび﹄大一四)

ひたU

また彼の心に﹁平和を与へ﹂るものがあったが﹃赤光﹄は圧迫しか

非公開
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措置を受けなければならぬものであった︒﹂と諮っている点につき︑

方でそれは土着的絶対主義的であり︑しかし他方近代的合理主義的

て︑ランピキにかけられて初めて火酒となれる類のものだった︒一

はそれと少しばかりちがっていた︒それはいわば罪ふかく濁ってい

﹁茂吉の中にうごめいていたもの︑むしろ沈澱しつつ煮えていたもの

ぃ︒しかし︑同時にその解説で中野氏が︑同時代の歌人に比べて︑

う設問の仕方にあろう︒

いう茂吉が︑いかにして﹃白き山﹄のピ lクに辿p ついたか︑とい

愛がもっとも重要な要素をなすのは事実であるが)︑第三に︑そう

ておられるらしいこと(勿論︑いわゆる﹁精神的負傷﹂と老年の恋

点を︑主として︑﹃白桃﹄﹃紅暁﹄時代の実生活的背景を中心に考え

に若干の問題があるとすれば︑氏が﹁茂吉の罪ぶかく濁っている﹂

意味で︑たしかに重大な示唆をふくむであろう︒そしてもし︑ここ

ピlク﹂として評価するにやぶさかではないが︑一方からすれば︑

に氏には﹃暗夜行路﹄で直哉の示した調和を﹁日本的悟達の文学的

る︒では︑平野氏はなぜこうした望萄言をのべているのか︒要する

上に独自の生き方や作風を形成するものとして働いて来たのではあ

来ともいうべき資質的なものに発し︑その実生活とのからみあいの

ずしもその時点だけにかぎられているわけではない︒それは初生以

事件における惑乱とそれに伴う行為とに露顕しているとはいえ︑必

いったい茂吉における﹁濁り﹂や﹁罪ふか﹂さの問題は︑前記の

そういう資質を具体的に明らめるためには﹃暁紅﹄時代の恋愛事件
についてもう少し立ち入った説明を加えてほしかったと言うのであ

こういう境地は直哉一人で充分だという見解がある︒そしてここか

たなかった︒と︑いうよりも写実的方法による詩的カタルシスで

るまいか︒もともと持情詩人としての彼は︑直哉のように生活の危

は︑そういう行き方をとり得ない機微がそこにあったに違いない︒

機を創作活動によって先取りし︑それを克服するという計量性をも

￨￨つまり破滅型と調和型との中聞にーーもう一つの道がないだろ

の崎にて﹂(その延長に﹃暗夜行路﹄の終結部がある)への中聞に

うか︑という点を問題にし︑そこに﹁罪ふかく濁﹂り︑調和も破滅

そして﹁罪ふか﹂さという点に関連していえば︑茂吉の歌に早くか

短歌の読者には︑格別目新しいものではない︒しかし︑それらは一

ら仏教的用語や素材が頻出するし︑﹁機悔﹂とか︑﹁罪﹂の語は茂吉

種の用語癖にとどまることが多く︑それでもって彼の文学の宗教性

云う︒﹁いずれもせよ斎藤茂吉は﹃罪ふかく濁って﹄いる自己の矛盾
こからどんな道すじをへて︑斎藤茂吉は茂吉なりに﹃自き山﹄のピ

ていいだろう︒たとえば﹃赤光﹄の﹁地獄極楽園﹂(明三九)に関連し

を云々することは余り有効ではないというのが一般的な見方といっ

て土屋文明は茂吉は︑﹁仏教に関係した物事が好きであったが︑し

の日本的悟達のコースとは質的にちがっていたはずである︒﹂と︒
さて︑この問題提起は︑茂吉を近代文学の流れの中に位置づける

ークにたどりつくことができたか︒すくなくともそれは︑志賀直哉

を矛盾として︑ただそこに沈潜するしかなかったにちがいない︒そ

もしない﹁一範型﹂として茂吉の道を予想するのである︒平野氏は

ら︑氏は強烈な自我の絶対肯定ともいうべき﹁藷の犯罪﹂から﹁城

非公開
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夢殿の秘仏を歌った﹁上宮王院救世観世音菩薩﹂中の作だが︑こ
れは勿論単なる讃仏歌でも信仰の歌でもない︒ここには︑生そのも

かしそれは宗教とか信仰とかしてではなく︑感覚としてであった﹂
(﹁斎蔵茂吉短歌合評﹂昭一一一一で四︑﹁アララギ﹂)と語っている︒だが︑同時に幼
時に地獄図から受けたものは感覚的であるが故に一種の恐怖・不安

ず

ざんげへ

ζ

きゃうがい

劇性を云々される所以もあるのではなかろうか︒
夜半にして涙ながるることあれど受難のなみだといふにはあら
Q自き山﹄昭二一﹀

がって﹃白き山﹄にしても︑たしかに茂吉短歌の最高峰をなすもの
に違いないが︑内容的には澄明な調和的心境とは云い難くそこに悲

し︑それを機悔しながらも︑そこにやむなき己の生を生として保っ
て行こうとする態度を省み︑かつ容認するものにちがいない︒した

のものであろう︒内に秘められたもろもろの罪のつながりを意識

平野氏がいわれるように直哉に見る澄明な調和的心境とはまた別趣

といった境地へと向わせていったと思うのである︒だから︑これは

こもりたる機悔ながらに経つつ来しこの境界もまぼろしなすよ
(﹁のぼり路﹄昭二O

それが彼を︑

茂吉の中にあるあくなき生への欲求と︑それ故の一種の罪の意識￨

ょっみ

世ながらの罪のつながり﹂︿﹁暁紅﹄昭一9 のような作ともなる︒結局︑

みは︑飲食の上にもかかわり︑﹁朝な朝な味噌汁のこと怒るのも遠

あさ&さみそしるいかとほ

となれば︑仏身は既に一個の女体に他ならない︒そして生のいとな

な(同﹀

ながらへてひとりなりけるつひの道かなしき我をいだきたまは

のへの妄執とそれに癒着した罪の意識があり︑

ぞ

としてその内生に最も泌みやすい性質をももっ︒つまり信仰よりも
何よりも︑そうした感覚的恐怖は︑生の原体験をなし︑それが茂吉
に一種の罪深さと生そのものへの執着を意識させずにはおかなかっ

やまこ

たのではあるまいか︒生きること自体が深い意味での煩悩であり︑
やむなき執着であり︑ある穏の罪を意識させるものではなかっただ

みほとけの御手にもたせる炎にしわ︑がよのつみはもえて消たむ

︿﹃石泉﹄昭六)

たはやめにいますみ仏もの恋しき心のみだれ救ひたまはね

えるのである︒

た茂吉は同時に︑その妄執故に苦悩と恐怖とをないまぜにした﹁地
獄﹂を生涯にわたってかいまみ続けなければならなかったように思

経典の直訳から脱して︑これだけ活々としている歌はなかなか作れ
ないと思ふ︒﹂︿﹁短歌私紗﹄大事これは技巧の問題ではない︒彼は実朝
とともに無関の劫火を実感している︒人一倍生への執着のつよかっ

いう︒﹁阿鼻地獄は八大地獄の一つで︑猛炎のうちに無関の苦悩を
うけるところである︒﹃ゆくへもなし﹄といふ匂はそこから来る︒

を感じるのである︒また︑茂吉は︑実朝の﹁ほのぼのみ虚空にみて
る阿鼻地獄ゆくへもなしといふもはかなし︿﹃金椀集﹄)について︑こう

ろうか︒有名な﹁ゴオガンの自画像みればみちのくに山蚕殺ししそ
の日おもほゆ﹂︿﹃赤光﹄大元﹀の如き作にも︑私はそうしたものの反映
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0

生きのこらむとこひねがふ心にて歌一つ作る鵜の歌を
(
同
﹀
けいれん

たたかひにやぶれしのちにながらへてこの係恋は何に本づく
円
同
﹀

門
岡
﹀

働印刷に何をもとむるよひ閣の最上川のうへのひとつ畿は
みやう
‑bゅう

戒律を守りし尼の命終にあらはれたりしまぼろしあはれ
へ同)

(同)

(
同
﹀

終戦のちい誌を過ぎ世をおそるぎながらへて死をもおそるる

︿同)

最上川の流のうへに浮びゆけ行方なきわれのこころの貧困

ゆ︿へひんこん

レ
ー徒もつね
オリーグのあぶらの如き悲しみを彼の使
に持ちてゐた
りや門岡)

b﹄

道のベに宮駅の花咲きたりしこと何か罪ふかき感じのごとく

(問︑昭二二)

﹁追放﹂といふことになりみづからの滅ぶる歌を悲しみなむか

門
岡
﹀

最上川逆白波のたつまでにふぶくゆふベとなりにけるかも

さかしらなみ

し(同)

ねむりかねで悲しむさまの函かれたる病の草紙の著者しなつか

かやまひさうし

こもごもに心のみだれやまなくに葉広がしはのもみぢするころ

非公開

によぷったへひ

(同}

女仏をば白き拷にて包みつつ秘めたるこころ悲しくもあるか

(同)

以上引用した歌には︑﹃白き山﹄を代表する最上川詠の多く︑がのぞ
かれている憾みはあるだろう︒しかし︑さしあたって云えば︑これ

らの歌は︑対象が自己に︑また世相・自然乃至虫類に︑あるいは過
去の回想にあるとしても︑全体をつらぬく悲調は変らない︒夜半ひ

そかに流す涙は︑過去におけるみずからの生きざまにかかわりを持
つだろうし︑﹁生きのこらむとこひねがふ﹂心は︑早くからこの作

者の態度を一貫して来たものに他ならない︒敗戦後に生きながらえ

て︑いづこからともなくきざしてくる﹁係恋﹂のこころ︑それは大
河のムを明滅してゆく畿にも通ういのちの姿でもあろう︒﹃古今著

聞集﹄の説話に材をとり︑信心堅固の尼の命終にあらわれた妄念
￨￨それを茂吉は﹁あはれ﹂とうたう︒莫妄念を唱えながら遂に妄

執を脱し切れない作者の人間観がここになしとは云えまい︒逆波を
あげて暮色に包まれて行く吸雪の最上川︑これは眼前の景というよ

り︑かつて見た光景の再構成であり︑そのまま︑凄絶は心象風景に
重り合うであろう︒﹁追放﹂の芦に脅え︑今は用のなくなった蕗麻

の花に﹁罪ふかき﹂記憶をよみがえらせ︑その悲しみをオリーブの
泊に寄せて受難の使徒を思う︒やる方なき﹁こころの貧困﹂を最上
の流れに向って嘆き︑ときあっては終戦後一年をへて︑なお﹁世を

つつんだ女仏救世観音の姿に思うのである︒平野氏の云われる直哉

おそ﹂れ︑﹁死をもおそ﹂れ︑そして内に秘めたかなしみを白拷に

1
3
1

的な悟道と質を具にする茂吉のありょうはこれら一連の煩悩歌の上
にあきらかであると云わなければならない︒茂吉にとって︑人間が
人間であるかぎり︑所詮﹁いのち﹂への執着と︑おそれとが相表裏
しなければならず︑その相関が︑たがいに緊張関係を醸すことによ
って︑創作のエネルギーを生み出していったとも云えるだろう︒

しかし︑こうした茂吉の行き方は︑生と死とのあわいが縮まるに
つれて︑一種不可思議な夢幻境を現出していく︒最終歌集﹃っきか

で作歌を止めず︑﹃老年﹄の心境をその極限まで追尋してゐる︒﹂￨
﹁天衣無縫﹂といい︑﹁放胆縦横﹂といい︑結局同じことだが︑要は︑

その﹁不思議の歌境﹂がどこからくるかに問題があろう︒私をして
云わせるなら︑それらは必ずしも云うところの写生ではない︒とい

うより︑写生にあらずして︑しかもなお写生でありえているところ
に独自の境地があり︑その根源をなすものは︑平野氏のいう調和に

も破滅にも至ることなく︑老いに達したもののおのずからなる境地
であろう︒そして︑もし氏の﹁日本的悟遠の一範型﹂を茂吉にみと

めるとすれば︑それは﹃っきかげ﹄に至って完き境地に達したので
はあるまいか︒ただ︑﹁悟達﹂ということばはこの場合︑ある意味で
は一種の誤解をまねくおそれもないわけではない︒それは︑おのず

からにして到達したという意味での︑つまり意志的なそれとは別趣
の悟達とでもいうべきであろうか︒罪ふかさや︑濁りと云われるも
のが作品の上で一種海沌たる歌調をなし︑それが澄み切らぬ健に︑

学の魅力があることは云うまでもない︒

やがて夢幻の境地に達しているのが﹃っきかげ﹄の世界ではなかろ
うか︒そして︑その澄み切らぬものの中にこそ斎藤茂吉の人間や文

ちに押し出されてくるのではない︒それは肉体的衰弱とともに徐々

なげこ

みちのくの最上川ペを住み棄てて歎かむとして来しわれならず

なしている︒

に現われてくるものであり︑二四年頃までは︑むしろ﹃白き山﹄の
沈痛な語気を思わせる身辺詠や︑戦後風俗詠︑回想歌の類が中心を

しかし︑こうは云っても﹃っきかげ﹄の前半にそういう歌境が直

らけて来ているのではないか︒山本健吉氏は︑それを﹁老残の寂家
相を天衣無縫に︑またつぶやくやうに歌ひ出してゐる﹂露壁版﹃日

時期を︑茂吉は老齢病後の身を以て︑戦後窮乏混乱の首途に苦難の
生活を営みながら︑放胆縦横の作をなし︑一種不思議の歌境をなし
た︒昭和二十四年ごろから老身の衰弱著しかったが︑最後の最後ま

本現代文学金書日・﹁作品解説﹂﹀と云い︑柴生田稔氏も同じ作品集の解説
(﹁斎蔵茂吉入門﹂)で︑次のように述べる︒﹁東京帰住後﹃っきかげ﹄の

も否定出来ない︒しかし︑老境の歎きをよんだ作は多くても︑老境
そのものが︑おのずから歌をなすという稀有な境地もまたここにひ

肉体的条件が加わっていることは認めなければならないし︑同時に
高峰をきわめたあとの平淡境が生まれるべくして生まれていること

げ﹄(昭一三土一七︑昭二九・ニ却の後半部がとくにそうである︒大方の
指摘にもあるように︑たしかに﹃っきかげ﹄に入ると﹃自き山﹄のも
つ歌調のはりがとみに失われていく︒もちろん︑そこには︑作者の
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からだふる

(﹃っきかげ﹄昭二三﹀
(同)

この体古くなりしばかりに靴穿きゆけばつまづくものを
とうほ︿

東北の町よりわれは帰り来てあ﹄東京の秋の夜の月
︿
同
﹀
右のような﹁帰京の歌﹂あたりにはじまる﹃っきかげ﹄は︑ある
せんせふせいひ

ときは︑﹁わかくして戦捷の世も過ぎ来つるわが生の火はやうやく
bす か の き し き

幽けし﹂﹁墨田川の彼岸ににぶきものの音曲目R P巴と聞こえ来ら
むか﹂と歌ぃ︑しばしば街頭の属目に遠い過去世の影像を重ね合せ
る
︒
浅草の雌都μ﹄なり刈が斡ひとつ北方へむかひて走る

もひもじくなりぬこもりゐて人にうったふるものならなくに﹂と︑
孤独な老年の肢きをもらし︑﹁わが生きし嘗ての封もくらがりの杉

の落葉とおもはざらめや﹂︿昭二四)と︑生の空しさを訴えるのであ

る︒しかし︑今は先を急ごう︒なぜならその老境の歌は二五年あた

E︿ 衷 ど は ︿ ぬ い

︿昭二五)

りか 漸く独自の境をあらわしてくるのだから︒
ら
この現官清くしなれとをろがむにあらざりけりあ﹀菩薩よ
いぐひ己

(同)

冬至より幾日渇きたるころほひか孤独のねむり箇の薄明

(同)

辛うじてか小獄の討を終らむとしたる鵬践がまなかひに見ゆ

﹁辛うじて不犯の生を終らむ﹂とした明恵￨￨そこに︑無明の生

につきまとって離れぬ︑煩悩への慰蒋があろう︒かくて茂吉の歌に

︿
同
)

現在と過去を結ぶ幕が吹きおとされ︑作者の眼前にまざまざと浮ぶ

あかつきは︿めい

は次第に死の影がかぶさっていく︒

ての妄執はときあって

(
同
﹀

暁の薄明に死をおもふことあり除外例なき死といへるもの

あやしくも箱根の山にわれ目ざめ行方も
知
ら
ぬ
お
も
ひ
を
ぞする
(
同
﹀

みづからの世すぎのさまもおもほえずまぼろしのごと過ぎて行

あめっちのそきへの極み遠々し空しき涯に風
の
吹
く
お
と
︿
同
)

とほ

という美しい一首に浄化されるかと思えば﹁とほき世のことといへ
しゅんき

ども舜の妃が涙を垂れしたかむらあはれ﹂という現実の詠嘆も伴わ
ざるを得ず︑ときにはまた︑﹁罪業は生きながら消えはしけやし夢
の中にてあらはれきたる﹂という一首となる︒﹁はしけやし﹂の一
4﹄‑﹄λv

句は作者の妄執の姿をなおとどめるものであろう︒そして﹁かしの
実のひとり心をはぐくみてせまき二階に老いつつぞゐる﹂﹁わが岱

(同)

荏々としたるこころの中にゐてゆくへも知らぬ遠のこがらし

(同)

セ︑ガンチニの境界の山くだりきて青野のうへに少女ひとりたつ

をとめ

黒衣の俸は︑無限の時空の彼方へと遠ざかっていく︒しかも︑かつ

非公開
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﹁行方も知らぬおもひをぞする﹂﹁ゆくへも知らぬ遠のこがらし﹂

にアッペンデックスにすぎぬ﹃っきかげ﹄のつづくことは︑読者

きかげ﹄の作風を論じた上回三四二氏は︑﹁絶唱﹃白き山﹄ののち

しかかりけり﹂という一首をのこしている作者である︒かつて﹃っ

﹁空しき涯に風の吹く音﹂﹁まぼろしのごと喝きて行きける﹂￨ l作

を戸惑わせるよとし︑その﹁異様な潤濁世界﹂を指摘した︒円﹁﹃っき

円昭二六)

者の心象にはすでに過去世の姿も消え無際涯の劫風が吹きはじめ

かげ﹄の茂吉﹂昭四一・二︑﹁短歌研究﹂﹀︒たしかに︑作風の完成度や︑沈痛

きける

る︒ここに見るのは︑自他をも弁じえない夢幻のような境地なので

きわまる声調美から見れば︑﹃っきかげ﹄の世界は一伯爵もニ簿も﹃白

そ︑斎藤茂吉の人および文学を解く鍵がないであろうか︒平野氏の
提起された﹁破滅もせず調和もしない一範型﹂としてのその恋愛事

き山﹄に輸するだろう︒しかし︑その﹁異様な掴濁世界﹂の中にこ

ある︒
ゆふぐれの鐙の鳴るとき思ふどちおぼろになりてゆかむとすら
む︿昭二七﹀

れば︑﹃っきかげ﹄からの逆照射の方がより有効であるかも知れな

件も︑作品と気質的なものとのからみあいの面から解いていくとす

い︒最晩年の茂吉は歌っている︒

︿
昭
三
五
﹀

浅草の観音堂にたどり来てをがむことありわれ自身のため

円
昭
三
大

V

こがらしは新しく吹きもろもろの罪のすがたもあとなかりける

な現身を感じとることが出来る︒云うならば︑現実と彼岸との聞に

れは︑なお﹁うっせみのわれ﹂であり︑我々はそこに作者の不思議

うことにもなるだろう︒たとえば︑これらの作と九十一歳の高齢で

れは︑茂吉の老いの妄執とその浄化の過程を示す稀有な一巻﹂とい

﹁茂吉の一般読者にはどうでもいい歌集﹂かも知れない︒だが︑茂
吉の人および文学を位置づげる場合︑その﹁舵鉱亭にとっては︑そ

ν
a
F
t
r
e
tル

この意味で︑再び上田氏の文章を借りるならば︑﹃っきかげ﹄は

身をよこたえている作者の肉体そのものを感じるおもむきがあり︑

四月七日午後の日広くまぶしかりゆれゆく如くゆれ来る如し

没した窪田空穂の絶詠一首とを比較して見よ︒

するが︑それでも︑﹁わが色欲いまだ微かに残るころ渋谷の駅にさ

決して枯淡に徹した作風とは思えない︒昭和二六年以降作品は激減

かげ﹄後半部の作には︑一種の夢幻境を呈しながらも︑なお︑この
歌人独得の銀特しさを保っている点であろう︒きわまっていくおの

いのちのまぼろしを見るのである︒さらに注目されるのは︑﹃っき

日没の写象とわかちがたいさまで﹁おのづからきはま﹂っていく︑

つつかあらむ﹂門﹁銭の如く﹄ Vなどに見る棲槍な心の動きは見られない︒

いは長塚節の﹁冬の日はつれなく入りぬさかさまに空の底ひに落ち

こには︑例えば芭蕉の﹁旅に病んで夢は枯野をかけめぐる﹂︑ある

遠こがらしの歌といい︑これらの作といい︑いずれにしても︑そ

るらしも門問)

いつしかも日がしづみゆきうっせみのわれもおのづからきはま

非公開

4
3
1
四月七日は没前五日であり︑一首︑がつくられたのはその翌目だっ

(﹃清明の節﹄)

があるだろう︒もちろん写生論者としての茂吉はニイチエ流の生の

否定は︑同時に仏教における大乗と小乗の関係にあい通じるところ

︒へンハウエルの書にも親しんだ︒この相反する立場︑意志の肯定と

がその現世観に投影していなかったとは云えまい︒晩年の茂吉がシ

哲学の影響を受けたが同時に︑ショウペンハワエル的なペシミズム

たという︒年齢の関係もあるが︑ここには茂吉晩年の歌に見る生々
しさはない︒﹁ゆれゆく如くゆれ来る如し﹂は︑たとえば枯れ切った

ョウペンハウエルにしたしんだ形迩は明かだし︑斎藤宗士口氏によれ

老優が︑危いながらもその健一種の均衡を保っている姿を恩わせな
いだろうか︒

ままの形で破滅型でも調和裂でもない道をとらせていると考えられ

かどうか︒生の肯定と否定のニ極が︑茂吉の生に葛藤を与え︑その

辺￨﹂昭u・9 ﹁短歌研究﹂﹀︒そしてもともと仏教における生の肯定はそ

る斎藤茂吉の恋愛事件を︑破滅もせず調和もしない一範型として﹂

以上私は︑平野謙氏の提起された問題を契機に主として︑茂吉晩

持ち出し︑そこに一つの﹁日本的悟遠の道﹂を見出すことにあっ

ないでもないし︑その意味で︑﹃赤光﹄のはじめに﹁地獄極楽図﹂

ある以上︑深く暗い一面の生が︑彼の文学をくまどっていなかった

た︒しかし︑小文は︑氏が﹁明らめてみたい﹂と云われる実生活面

示的に受けとるのである︒﹃赤光﹄の集名そのものが﹃仏説阿弥陀

というより﹁地獄図﹂の歌がおかれていることを︑私はきわめて暗

うしたペシミズムの上に︑あるいはそれを背景に成り立ったもので

における葛藤にはふれず︑もっぱら作品面に終始して来たし︑その

ことによって︑却って激しい生命力の発揚を示していることは誰し

歌集が暗惨な色調で蔽われていること︑暗い生の実相をのぞき見る

も認めるところであろう︒

経﹄の一節に・由来することは作者自身抜文で語るところだが︑この

つまり俗信仰的な意味でなく￨￨層において改めて考慮すべきだと

には︑隔靴掻浮の感を免れないだろう︒ただ︑私は︑世上とかく否

考える︒周知のように彼は早くからニイチエを愛読し︑またショウ

定されがちな茂吉の人や文学における宗教性の問題をより深い￨￨

意味で︑これまた﹁独特の資性をもう一度具体的に明らめるため﹂

厳密に言えば︑志賀直哉との対比において﹁﹃罪ふかく濁って﹄い

ば︑疎開先に送った座右書の中に﹁原書ではハルトマン︑ニイチェ︑
ショウペンハウエルなどが残っているよという(﹁本の記憶i父・茂吉の周

非公開

年の作品に即してその独自性を瞥見して来た︒しかし︑氏の提言は︑

四

1
3
5

現状を生んでいやしないか︑逆に︑現代文学の行き詰まり︑表弱の

激しく変転する時代の転換点に生まれた文学運動を︑かくのごと

徴候の素因を照出するためには是非とも︑﹁新感覚派伝説﹂の打破

能性を犠牲﹂にするととにならないかと疑うと同時に︑転換期の時

みはしないか︑と言う危倶を提出しているのである︒佐々木は︑さ

を本旨としなくてはならないのではないか︑という自聞が佐々木に

ったことによって︑その延長にある現代文学の状況に一種の閉塞の

らに H新感覚派 μ否定論が﹁教科書的定義﹂のごどく繰り返されて

き四つの固定観念に閉じこめて︑昭和文学の冒頭に据えつけてしま

いるうちにできあがった常識論を︑﹁新感覚派伝説﹂と呼んでその

とによって︑歴史の運行と切り結ばぬ﹁超歴史的文学観﹂を呼び込

活感情から遊離した移植観念的傾向の運動とする点︒

西欧﹁前衛芸術﹂の影響下に生まれ︑日本の現実と大衆の生

であるという点︒

代の芸術︑即ち︑近代的個人主義の解体過程を反映する芸術

深化した資本主義の危機の中から生まれた︑独占資本主義時

思想の運動でなく︑新しい文体の運動であるという点︒

感覚を中心とする文学であるという点︒

﹁伝説﹂たる所以を次のごとく要約している︒

ω
ω
ω

ー 出 発 点 に bけ る 感 覚 的 諸 問 題 ￨

々木は︑﹁新感覚派及びそれ以後﹂ハ昭M‑R 岩波総座﹃日本文学史﹄第一

に対して︑懐疑と焦燥を表明している一人に佐々木基一がいる︒佐
H方法の問題 H

が︑混乱と苦渋に満ちたものであったことを認めつつも︑それらを

樹

論

代状況を敏感に反映して出現した文学を︑否定面からのみ眺めるこ

ω

良

派

芸替﹀の中で H新感覚派 H の運動によって拓かれた

坪

覚

実践的に生かす道を全く遮断してしまうことによって︑時代の﹁可

栗

感

新感覚派 μの今日的評価

H

新
いわゆる H新感覚派 H評価を否定的側面からのみ挙げつらうこと

(ー)

1
3
6

H新

H
新 感 覚 派 Hをめぐる諸問題には一通りではない熱意を見せている

の現在と未来の問題をかかえ込んでいるだけに︑その出発点と見る

学の主題とその方法が如何に変革されねばならないか︑という文学

に視るかという H眼の問題 Hを一貫して失なっていないところに映

H視 る 術 Hとして扱われてきたことである︒喜一日わば︑何をどのよう

の歴史が始まって以来︑終始一貫して変わらぬ点は︑映画が常に

映画とは何か︑という問題はまた別の物議の対象であるが︑映画

希 求 Hということで言えば︑映画の歴史は摸索に続く摸索︑変革に

のである︒言わば︑現代文学衰弱現象の突破口の端緒として︑

画の不動の場があると言えるのだ︒音が組み込まれて一大革命を起

は重くのしかかっているように見える︒特に今日︑大衆社会化状況

感覚派μ評価を引き据えた佐々木は︑四つの﹁伝説﹂を指摘した裏

す以前に︑幾人かの天才たちは︑それぞれ前の時代の

は休められていない︒

側に次のような問いかけを用意しているはずだ︒一体全体﹁新感

否定して︑新時代の H視 る 術 μを確立していた︒映画の革命は何段

続く変革をたどり︑今もなお主題と方法の相関的命題への追究の手

覚﹂という時︑その感覚が附帯している内実は何なのか︑またその

階にもわたって遂行され︑その都度他の芸術ジャンルの本質を組み

という発想のもとに︑その主題と方法を追求している佐々木は︑文

感覚によって構成された文体はどういう意義を有しているのか︑そ

込んできたのである︒そうした映画の総合的芸術のイメージはまた
大正末期の新人たちにとって︑折レいか怯を摸索する好個の材料で

をめぐる諸問題に立ち至って︑いわゆる﹁現代芸術はどうなるか﹂

れら感覚を醸成させている独占資本主義社会とはどういう社会なの

︿

3)

か︑西欧のアグアン・ギヤルドを受けとめた日本の体質はどういう

もあった︒

H
新 感 覚 派 μ の一つの重要な特質は︑文学と他の芸術ジャンルの

H視 る 術 Hを

特異性をもっていたのか︑という総合的問いかけである︒これに一
H新 感 覚 派 H是非論を

つ一つ丁寧に答えていくことは︑もはや単に

る︒特に映画の形式から彼らが学びとった重要な点は︑主体と客体

接触を企て︑そのことにより新しい文学方法を企画したことであ

H視角の変革 Hであっ

はるかに超えて︑現代文学全域にわたる庖大な課題となって拡がっ

とが同時に動くイメージから触発された︑

ていくことをも暗示しているのである︒このように現代文学の衰弱
H新 感 覚 派 H系の文学に積極面を見出そうとする意

た︒横光の﹁真昼である︒特別急行列車は満員のまま︑全速力で馳

現象に照らして

志は︑例えば実作者である野間宏などにも共通していることであ

けてゐた︒沿線の小駅は石のやうに黙殺された﹂という表現にして

1
︿)

H限μと客体との動きが同時的に行なわれているこ

とに対する重層感覚なしに説明はしがたいのである︒この一行そこ

も︑主体である

る︒その共通性を鑑みるとそこに巨きく横たわっている問題は︑
H視 角 の 変 革 H による H方法の問題 μであることがわかる︒佐々木

そこの文章を視覚性の内に喚起し︑映画的現実感を最大なからしむ

︽

2V

H方法の

も野間も︑時に精力的に映画論を展開していることなどは︑現状を
打破する軒レい方掛の希求の一環を明らかに示している︒

1
3
7

るためには︑おそらく次のごとく五葉のシヨタトを重ねる必要があ
るはずである︒
真昼を連想させるための空間的拡がりと明るさ
特急が全速力で馳けていることを連想させるために列車をロ

ちの仕事を捨て切れないでいるからに他なるまい︒
注

ハ
1) 野間宏は︑﹁新感覚旅文学の言葉﹂ハ﹃文学﹂︑昭総・ 7V の中で︑﹃私は街感覚派

が自然主義文学を越えるために先ず︑自然主義文学が日常生活のなかに自分をしばP
つけることによって閉鎖してしまった感覚を検討し︑それによって日常的な感覚を一
変しようとしたことが俣pだったとは考えない︒私は自然主義文学を克服しようとし

ω
ω
ング・ショットでとらえることハこの際︑空間的拡がりと︑明

て出発したプロレタリア文学が唯物論的な世界観をもちながら︑感覚についての正確
な考えをもつことが出来ず︑自然主議文学の日常感覚を一変することが出来なかった

初期・川端康成の発想

ロースンの努想に多くを学んだ︒

H・
画の芸術︑である﹂凸﹃映画芸術論﹄(昭必・ 2︑岩波書出問︑岩崎認訳﹀と雷う T・

て﹄ハ昭 ・l︑未来社 Vに緒論がまとめられている・
内 ﹀﹁侠函は︑人生の断片の中に︑またわれわれの周囲にうずまく歴史の断片の中に
S
意味と計画とを発見しなければならない.映画は︑個人と︑集団意志によって変形さ
れつつ世界との︑相関関係を探索しなければならない.これが視る術lーすなわち映

u

うなるか﹄(昭斜・ 1︑鯵談社﹀︑﹃テレビ芸芭ハ昭山崎・ 9︑パトPT骨骨腐﹀などの仕
事に着目せねばならない.野間も佐々木とほぼ同様である︒﹃感覚と欲望と物につい

いる.
ハ
2﹀佐々木の映画論は︑彼の最大の主題である﹁PTPズム探究﹂の一環として展開
されている.﹃現代の映画iーその思想と方法﹄(昭お・ 7︑講談社﹀︑﹃現代芸術はど

ろうか﹄と述ベている︒ここには︑ H新感覚派u"の意図した感覚の変革と︑プロレタ
リア文学の意図した革命的世界観の実践との結節点を暗示した箆要な視点が含まれて

ことを場えるからである・日常感覚を変えることなくして 日常生活を一変する革命
的な事物の迫求を行おうと前進しても︑どうしてそれを実現するということになるだ

H限 Hは列車内になけ

満員であることを強調するためには︑

るさが︑いっそう役割りを果たす)

ω
ればならぬこと

帥沿線の小駅が石のように黙殺された感覚は︑列車内から小駅
が流れるごとく過ぎ去るのをとらえることと︑視角をかえて小
駅から飛ぴ去る列車をとらえることとを重複させなければなら
ぬこと
同さらに︑枕木の下の小石がはじけ飛ぶショットを揺入すれば
いっそう効果的であること
横光が︑このような視覚の重層を意図したかどうかは別にして
も︑横光の感受性はこうした視覚性に耐え得るだけの素質を充分に
ないのである︒このように見てくると︑少なくとも一つの叙述を理

有していたし︑自らこうした感受性に憧れていたことも疑う余地が
解するためには︑単に表現の奇抜さなどに固執しているだけでは皮

一
一
大正末期の新人の感受性がいかに理解されがたいものであったか

相的理解の難を免れ得ない︒当然︑その表現を押し出したところの

は︑いわゆる H新感覚派 H論争の経緯をたどってみればわかること
の重要なきっかけとして大正末期の新人た
HH

H新感覚派 Hの理解者であった千葉亀雄を除けば︑との論

H
新感覚派 H文学に一つの積極性を見出そうと意図す

や野間らが︑

H
視角の変革

である︒

感受性と︑その内容に言及する必然に迫られるわけである︒佐々木
るのも︑

1
3
8
るかが窺われたりもするのである︒期せずして H新感覚派 Hを
H めぐ

いう治外法権的区圏内にいかに異端者を入れまいと必死になってい

く感じさせられるのである︒同時に既成文壇の主流たちが︑文壇と

争も他の多くの論争と同様︑世代的に対立しているという一面を強

メージが彼らの脳裡に力強く反映し出した時︑彼らは疑いもなく︑

東大震災によってであった︒震災後の機械文明の建設的︑組織的イ

れていた彼らの感覚が︑一一擦に崩れ去ったのは︑言うまでもなく関

暖昧性のなかに︑まるでぬるま湯につかるがごとく身動きもせず揺

え同質のものがあった︒もっとも織烈なものへ憧れる時代に虚無的

H
新しさuを直感したはずである︒﹁自身の生活と芸術﹂とに新局

る表現是非論は︑保守と革新の葛藤の様相を昼して︑新旧ニ派抗争
のイメージを強くしていった︒だが︑もっとも本質的なくい違い

面を開くということは︑当然のことながら︑

に対ナる内

的必然性を目論まずにはあり得ないことであった︒打倒既成文壇の

を打開することによって︑そのことが︑とりもなおさず文題の新局

とが︑一つの重要な課題となり始めているのである︒自身の新局面

意図とは別に︑もっと自身の内面の奥深いところに根拠を見出すこ

HH

は︑対立・抗争の内部にある両者の現実認識︑時代認識の根本的断

H
新しさ

絶に由来していると言えるのである︒

‑
g に載った特輯﹁新しき生活と文芸￨

￨創刊の辞に代へて﹂は︑同人たちの現実認識︑時代認識を知る上

面を開くであろう︑という期待と自信を持ちつつも︑川端はひたす

﹁文芸時代﹂創刊号ハ大路

で黙過できぬ特輯である︒だが︑今日的に注目すべきは︑川端康成

具体論を摸索する川端を投影しているものと見える︒さらに川端

の﹁創刊の辞﹂と片岡鉄兵の﹁答案一つ﹂のニ篇で︑横光利一の力

リーダー・シップをとっていた川端の意気込みは︑﹁我々は先ず

は︑﹁文芸時代﹂という名称は偶然につけたものではない︑﹁宗教時

ら自己の必然伎と文学の必然性との結節点を摸索し続けざるを得な

我々自身の生活と芸術とに局面打開を招来するために︑この雑誌に

代より文芸時代へ﹂ということを念頭につけたものであることを述

くなるのである︒以後各月にわたって展開された﹁思想と生活と小

集ったのである﹂という宣言に端的に表現容れている︒これだけで

べている︒暗に︑キリスト教絶対の旗印のもとに人間性を極度にゆ

点は小説﹁頭ならびに腹﹂の方に︑今東光のカ点はエッセイ﹁現象

は単なるスローガンの域を出ないようだが︑川端自身の生活から言

がめてきた西欧中世期から︑人間性尊重の文芸復興期への転換を意

論としての文学﹂の方に多く注がれている感が強い ρ他の同人はす

えば︑ほぽ起死回生のつもりで発した言と理解していいと恩われ

味したかのごときその名称は︑彼らの理想と使命感を物語っていて

説﹂︑﹁新進作家の新傾向解説﹂︑﹁のんきな空想﹂などは︑いずれも

る︒大正期の青年を取り巻いていた憂穆と頚廃︑あるいは神経的︑

決して陳腐な感じがしない︒このように編集責任者としての川端の

でにお付きあいの気分を色濃く感じさせている︒

虚無的気分などの感覚と︑そうした状況の中での恋愛︑襖悩︑初復

﹁創刊の辞﹂は理想に燃えて若々しいのである︒創刊の翌月︑川端は

ル 牟 沙 晶vy' 内

といった精神的不統一の感覚は︑川端のみならず横光にも形こそ違

1
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だけの問題ではない︒釈迦や基替は彼等の生活を通じて倫理説を表

﹁思想と生活と小説﹂︿大日・5 の中で︑﹁表現と言っても︑唯文学

い︒少なくとも︑

を割り切ろうとすることには︑充分な警戒を払わなくてはなるま

る︒こうした極めて内面的な発想を抜きにして H新感覚派 Hの全て

感的な H感覚点 Hは明らかにここにあったと判断できるのである︒

H
新感覚派 μのリーダーに共通する︑もっとも実

現したのである︒作家も彼の生活を通じて︑思想を表現しなければ
ならない﹂と述べて︑﹁生活と芸術﹂の新局面をいかに聞くかとい

川端の理論摸索は︑﹁新進作家の新傾向解説﹂︿大 M・とに至ると︑

﹃悲しい﹄と云ふ言葉は形容詞であって︑個性の悲しみ其物

覚派 HH的発想の論拠になっている︒川端は︑﹁新しい感覚﹂の存在

﹁感覚活動﹂尖 M・2vに重なっていくところがあり︑ともに H新感

さらに内実に厚みを加えてくる︒しかもこれは内容的には横光の
ではない︒或る見地からは︑あらゆる名詞も動詞も一種の形容

て新しい文芸はない︒新しい表現なくして新しい内容はない︒新し

意義を単に一枚岩的に感受性の問題とはせず︑﹁新しい表現なくし

う主題を一歩進めようとしている︒

は単なる表現の革命を来たすだけではない︒思想の因習や感情

の立脚点を﹁表現﹂︑﹁内容﹂︑﹁感覚﹂を三位一体に意義づけること

い感覚なくして新しい表現はない﹂というふうに︑﹁新しい文芸﹂

詞であって物自体ではない︒この﹃形容詞﹄に不信頼を示す事
の因習から自由に解放される事なのである︒円傍点・栗坪﹀

る︒言わば︑﹁悲しい﹂という言葉がすでに持ち合わせている語感

づけ︑方法化するという壮大な文学の問題に発展する可能性を感じ

文学 Hという目的意識を徹底し︑それらを三位一体に感受し︑位置

透の問題は︑もっと拡大していえば︑

によって明らかにしようとしているのである︒これら三点の相互浸
H
新時代 H︑H新生活 H︑ H新

に依存せず︑どうその感情の内実を描くかという問題︑換言すれば︑

この論理は自ら目指そうとした新しい文学の本質を射て妙であ

慣習的な心情に頼らずしてどのように自己の内面を描くべきか︑と

けを意味せず︑自己を取り囲むあらゆる因循姑息な生活状況︑﹁思

しここにはわれわれ昭和文学を学ぼうとする者が︑彼ら昭和文学の

ちにその可能性からは次第に熱気がさめていくことになった︒しか

れるところまでには至らず︑既成文壇にもみくちゃになっているう

るかのごとき熱っぽさを持っているが︑必ずしもその暗示は明示さ

想の因習や感情の因習﹂から自由になることなのだ︑という発想を

端緒についていた新人の発想の中に見落すことの出来ない一つの感

させる︒川端の志向は︑新人たちの将来そうあるべき方向を暗示す

促して︑文壇の新局面を聞くことの意味が︑表現方法とその思想的

いう H方法の問題 Hが強く浮かび上ってきているのである︒しか

根拠の問題として明確に打ち出されているのである︒意気に燃えた

覚の型を見い出すことができるのである︒三つのイメージ︑三つの

も︑そうした方法を進めることが単に﹁表現の革命﹂を狙うことだ

若い川端のこの瞬間の文学的立場をはっきり感取できるところであ

1
4
0

観点を同時的に関係づけ︑そして位置づけるという発想である︒概
係で突きつめることに多くその才を発揮した︒個別的人間関係が限

した特徴のある論文である︒また︑

は︑既成文壇の側から H新感覚派 Hとの感受性の相違︑断絶を指摘

4
﹁文芸時代﹂に載った斎藤龍太郎の﹁横光利一の芸術﹂(大 M・

斎藤龍太郎の論理

られた環境の中で︑繰り返しその主題とされた︒彼らの感受性は︑

して︑既成文壇人︑特に自然主義系統の連中は︑物事を一一対一の関

空間に存在する立体のイメージ︑あるいは運動体のイメージ︑交響

へ評価されていくことになる端緒は︑この論に始まっているとも言

奇抜な表現の集成であって何ら新しい文学たり得ない︑という方向

はまったく等閑せざるを得なかった︒横光が︑﹁感覚活動﹂の中で

応は︑その意志に反して能カ的限界を伴っていたし︑場合によって

る︒従って︑時代的状況の把擾︑その状況に由来する諸現象への反

て︑いったん一面化しないと像を結ぶに至らなかったとさえ見え

の論で行なったことのほとんどは︑表現に対する否定論であった︒

は﹁新感覚派伝説﹂の重要な元兇の一人であると言える︒斎藤がこ

に機会あるごとに引用され続けているくらいである︒言わば︑斎藤

れる幾つかの文章は︑何らの検討も加えられず︑現在もなお文学史

える︒斎藤がこの論の中で引用した横光の小説の感覚的表現と言わ
ハ
lv

﹁分らないものには絶対に分らない﹂と苛立たしげに叫んでいるの

横光の表現が︑﹁非情の物体の運動をも有情化し︑意識なきものをも

ペゼ Zιmyd'

も︑文壇の主流に居坐っている面々との感受性の断絶を思い知らさ

意識あるものと看倣して描写﹂していることにあくまでも固執し︑

表現効果としては有効かつ容易な手法であるが︑論理的分析的知識

述べ︑﹁擬人法﹂は︑原始芸術がいつもそうであったように芸術の

横光の自然および人生に対する態度が﹁擬人法﹂に立脚していると

しろ自己の感覚に忠実であろうとした点は︑認めなくてはならな

聴覚性︑触覚性などの五官の機能の活動をあえて拒むことなく︑む

えば︑﹁尽くの頭は太った腹に巻き込まれて盛り上った﹂(﹁頭ならびに

を身につけた近代人にとっては︑もはや古い手段であるとした︒例

書くことよりも理論が先とばかりに理論の構築を急ぐ過程で︑物事

いばかりでなく﹁不自然さ﹂と﹁不合理﹂とを強くさせられる︑と

は不可能だ︑このような描写に芸術的効果は何ら感じない︑感じな

反接したのである︒ここで注目すべきことは︑斎藤が H新感覚派 H

腹﹂)という描写をとらえて︑斎藤はこれに﹁心像﹂を形成すること

とり込み︑体系化しようとしたのは横光であった︒

端々にも窺えたことであるが︑この一種の三角法をもっとも作品に

を三角形的に関係づけるという知恵を体質化し出す︒川端の論理の

い︒その忠実さが逆に一種の方法的混乱を招くことになり︑作品を

められるにしても︑彼らが共通して時代的状況を構成する視覚性︑

今日的には H新感覚派 Hの新人たちの感覚の内実に種々欠陥を認

れたからに他なるまい︒

H
新感覚派 μ文学が︑もっぱら

それらに反応するにしても︑自己と対象とを不動の関係に置き換え

学的音響などに対する感覚に決して敏感とはいえなかった︒もし︑

(三)
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をつかまえて︑いわゆるその

H
新 μたる所以とされる表現をむしろ

近代以前の原始芸術の表現として一蹴していることである︒かくし
H
新感覚派 Hの表現

Hを頑として受けつけず︑既存の価値に安住する保守的

なる﹁擬人法﹂と称して保守の態度を堅固にした︒こうしたあり様
に H新しさ

まには保ち得ず破綻に破綻を重ねていく様相を︑追尋することに

H
新感覚派 μの素志が︑既成文壇との悪戦苦闘の過程で︑そのま

いられないのである︒

体質と︑同時にその体質に突きあたった革新者の苦渋を恩わずには

である︒だが︑その否定の根拠としたところが︑﹁非情の物体の運

は︑その﹁擬人法﹂のゆえに何らとるに足りないものとされたわけ

て自称︑論理的分析的知識人の斎藤にとって︑

動をも有情化﹂し︑﹁意識なきものをも意識あるもの﹂とする点で

は︑結果論に追い打ちをかけるがごとき空しさがある︒

派 Hが持ち続けようとした素志と︑それが本来進もうとしていた方

H
新感覚

あったことは︑斎藤と機光の立場をはっきり二分していて面白い︒
Hは︑まさに斎藤の否定した

と︑ここに︑研究の視点を定めていかなければならないことを痛感

向とを原点に帰って論じ︑追求すること︑可能性をすくい上げるこ

横光がもっとも意図した H方法の問題

の感覚の断絶を見ることができるのである︒横光が︑﹁感覚活動﹂の

斎藤が引用した﹁綾は小石を拾ふと森の中へ投げ込んだ.療は数枚の柏の築から

横光利一の﹁頭ならびに腹﹂

月光を払ひ落して咳いた﹄(﹁日輪﹂﹀︑﹃忽ち怒った顔が高窓から祉関子や器物を歩道の
よへ投げつけた a続いて礁が高窓を狙って飛び込んだ﹄(﹁碑文﹂ V など数種類の引用
は H新感覚派 μ表現のほとんどヒナ型のように使われている.

(1)

注

させられるのである︒

その中にこそあったと言える︒ここには︑天と地ほどに異なる両者

とも論証的でなく直感的になるが故に分らないものには絶対に分ら

発端で業をにやして︑﹁文学上に於ける感覚と云ふものは︑少なく
ない﹂と絶望的に叫ばざるを得なかったのも︑既成文績と自己との
文学的感受性の決定的断絶を︑斎藤あたりを媒介にして否応なしに

H
新感覚

文学化しようと意図したのに反し︑他方は﹁直感的﹂なものに︑

知らされたからに他なるまい︒一方が﹁直感﹂を﹁直感﹂のままに
﹁論理的﹂かっ﹁分析的﹂なものを要求したわけである︒

派 μ是非論が︑表現論へ︑表現論も特にその奇抜さに対する反援︑

横光の内面性

﹁真昼である︒特別急行列車は満員のまま全速カで馳けてゐた︒

否定へと傾斜していく端緒が︑斎藤の評価のごとく理屈に合うか否
かという論理に由来していることを明確に知らされるのである︒横

いわゆる H新感覚派 μ的表現として引用することが一積の通行手形

のようにされているが︑このことには慣習依存の悪弊がないとは言

治線の小駅は石のやうに黙殺された﹂︿﹁頭ならびに腹じという表現を︑

光の拡大の意図のゆえに︑これを既存の描写論︑文章論をもって単

光がひたすら現実認識を母体にしつつ︑表現領域の拡大を摸索し︑

(四)

既存の一面的写実性︑記録的客観性を排したのに対して︑斎藤は横

1
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えない︒横光利一が﹁文芸時代﹂創刊号(大平坦にこの作を発表
し︑その翌月から H新感覚派 H是非論がかまびすしくなっていくの
だが︑その過程でこの表現は︑﹁頭ならびに腹﹂という母体から次
H
新感覚派 μ的表現の旗印のごとき感を与えていくの
である︒﹁頭ならびに腹﹂という独立した一篇の小説の内在的価値

第に遊離して
を離れて︑ H新感覚派 μの是非が︑あたかもこの冒頭の一文によっ
て決定するかのごとき錯覚が生じた時に︑ H新感覚派 H評価の大体
は表現技法の問題に偏していくことになった︒爾来︑ H新感覚派 μ
とは︑文章の奇抜さを狙っただけの浅薄な時代流行に過ぎないとい
う価値観が一般的なものとなっていったのである J だが︑この﹁真

の﹁集団﹂を詰め込み︑不意の事故を引き起して右往左往する大衆
の喧騒を視つめるという形は︑﹁蝿﹂(大u・5﹀の構成の再現である︒

いた︒

﹁蝿﹂では︑﹁馬車﹂にいろとりどりの人生を詰め込み︑一拠に谷底
に突き落すことにより悠々と飛期する蝿に何らかの現実感を托して

﹁蝿﹂における横光の現実感は︑作品の寓意性が表面に色濃く︑明
確な主張をつかみとることはむずかしかった︒評する論者によって
その寓意性がいろいろに解釈︑判断され︑いずれにしても初期作品

の傑作にかぞえられたのである︒﹁蝿﹂の持つ寓意性をこじあけて
作者の現実認識あるいは人生態度を求めようとすることには︑いさ

さか無理を感じさせられる︒横光自身︑自己の深部のやむにやまれ
ぬものを押し出そうとする以前に︑その手は手すさびにはやりすぎ
ているからである︒しかし︑個人が構成している集団が一定の方向
H
新感覚派 μを総論するこ

とと︑この一文に始まる﹁頭ならびに腹﹂を︑横光の作家主体のな
へんに位置づけるかを論ずることとの聞には︑明らかに大いなる懸

に流れて︑極めて唐突に個人が個人でなくなる瞬間への認識は︑横
光の観念の中にいつも暖昧に動いていた生活認識のようなものであ

ji‑‑﹂という一文を論じ︑
・

隔が介在している︒畳一一回うまでもなく︑後者を論ずることなしに︑前
者を総論することは研究の厳密さを欠くばかりでなく︑方法上の公

る︒単なる知的な興味だけから︑個人喪失の瞬間をとらえたという
よりは︑むしろ生活感情のある必然性によってとらえざるを得なか

0

平さを欠くことになる︒ H新感覚派 H評価が主として前者の線上に
なされてきたことに対し︑まず第一に疑義をはさむ必要があるわけ

ったという事情を強く感じさせられるのである︒横光の深部には︑
物事に感じ感動を素直に表現するよりは︑不安を視つめ︑不安にと

昼である

︒
だ
1
﹁頭ならびに腹﹂という作品は︑決して失敗作ではない︒横光の

どまることの方に多く働きかける念があったことは︑その初期の作
品からも明らかである︒文学に己れの存在を確認しようと意志し始

﹀

作品としては構成をかなり配慮したものの一つで︑横光なりに時間
をかけた作品であると判断するものである︒その構成︑内容には以

めた折から︑横光の内面は泊料品慌主義的主情性に同化することを避け
つつ︑逆に情の世界を理知的に処理し一つの秩序にまで高めようと

︿

前の諸作を引き込みつつさらに高めようとする意図が感じられる︒
例えば︑﹁特別急行列車﹂という当時における速力の権化に︑人間

1
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する傾向があった︒主情性を殺すことに意志を用いつつ︑理知性の
中で感情を生かすことに意志を用いるということが︑横光における
文学の H方法と主題 Hの端緒になった︒自己の内面に存在の意義を
与えるべく︑自己流の写実性の摸索が始まったというわけである︒
既成の自然主義的写実性は必要以上に自己に執着する形として︑横
光のカテゴリーからは遠ざけられた︒下って志賀直哉を発見した︒

光における﹁限の理論﹂と﹁不安﹂の問題とをどう相関的に論じ切

るかということが H新感覚派 μ探究の出発点に大きく浮かび上って
くる重要な論点と言えるのである︒

横光にとって﹁不安﹂とは何であったか︑という問題を伝記的実

証によって領絡しようとすることには困難と無理がある︒おそらく
その生い立ちと環境を論じっくしても︑﹁不安﹂の原形を明確に把

握することはできない︒それほど︑横光の神経︑感情にはとらえが

たい大きな動きと神秘性がある︒それを伝記論︑環境論で押し切る
ことによって彼の感情を大きく豊かに再構成することになるかとい

志賀の H限 μは横光には学ぶべき限であった︒対象をその表面から
臨んで︑しかもその背後にあり得る可能性のいっさいをつかみ出そ
うとする威力は充分敬服に値した︒だが︑志賀の個性的な H限 μ

うと︑むしろ逆に縮め︑痩せさせるおそれの方が強いのだ︒﹁不安﹄
という抽象的︑観念的問題を論ずる際には︑論者が︑自己の実感と
(2)

H
H 感覚派
る︒このように︑
新
理解のためには︑その都度現在に補
HH
助線を引くことと︑組み換えることとの作業行程が評価の重要な扶
けになる︒

安﹂の問題を現在に組み換える作業が必要になってくるわけであ

する観念の問題を現在に置き換え再構成することによって︑とらえ
直そうとする態度が必要になってくる︒言わば︑横光における﹁不

体質を歎き︑問題を迄かに眺望して対象を玩弄することをもっとも
警戒しなくてはならない︒そのためには︑極めて把握しがたい流動

は︑その個性的なるがゆえに横光にいっさいの唆味さを許さず︑作
家的能力の差異をのみ知らしめた︒横光の﹁限の理論﹂(小林秀警は
比較的早く他者との同化作用を拒んでいる︒

横光の H眼 Hは視界に入る対象を均等に視ることを欲する H限 H
である︒ある局所に焦点を据えて︑局部を強調することには意志を
用いていない︒初期作品に共通することは︑作者の H限 Hの位置が
描く対象から等距離をおいて移動するため︑対象が作者の感情によ
って不必要に援りまわされていないことである︒志賀のごとく好悪
の露骨な感情表現によって︑客体を処断してしまうことはほとんど
見られないのである︒それゆえに︑作者自身の個性を強く押し出す

横光の﹁不安﹂を現実に即して現在われわれが実感できる領域

は︑われわれが見えざるものに圧迫されて無意識に反援し︑抵抗す
る際に惹き起す動揺に等しいものだ︒見えざるものの実体は自己に

という契機もまた見当らないのである︒このように横光の H限 Hの
問題が︑内在する生活感情︑観念とどう切り結んでいるかとい川う論
にはおろそかにできぬ内容︑が含まれているのだ︒片岡良一は︑横光

とって極めて際騰とした暖昧なものであるが︑いったんその実体を

(3)

の体質に﹁生存の根抵にひそむ不安﹂を見定めていたが︑普一回わば横

究めようとして五宮を研ぎ緊張させるに及ぶと︑作家の主体性は明
確に一定の方向を目指して流れ出す︒標識を眼前において右にする
か︑左にするかという選択の手続きを経るわけではないが︑動き出
した後の行為は明らかに一つの方向を見定めている︒その意味で
は︑横光の﹁頭ならびに腹﹂は︑初期作品の中に暖味に投影してい
た﹁不安﹂を意識的に超えようと企てた能動的な作品である︒作者
の態度は一定の方向に自己を方向づけようとして極めて緊張し切っ
ている︒その戯画的な作法には︑直前に書かれた﹁赤い色﹂尖日・

﹁頭﹂と﹁腹﹂の象徴性
﹁頭ならびに腹﹂という標題の﹁頭﹂と﹁腹﹂は︑極めて象徴的

るのである︒田舎出の寡黙な青年が︑不意に都会一言葉でしゃべり出
すような衝動がその底部に動き出して︑なつかしい田舎言葉はそこ
ではもう︑作品を支える主導調になってはいない︒

する作風は︑明らかに都会的な感覚を意図したもので︑横光はこの
作品をきっかけにして︑はっきりと地方的なものを遠ざけ始めてい

(4)

日常的な会話が意識的に払拭されていて︑現代的現象に始まり︑現
象が連続して︑現象に終わるという体裁をとっている︒現象に終始

ε や﹁無礼な街﹂(大路‑g などに見られた情動を誘い出すような

4
4
1
メージは︑疑いもなく一篤の骨格となっている︒﹁子僧﹂は傍若無
人にも始めから終りまで大声で俗謡を唄いっぱなしに唄っている︒

な意図のもとに作為されたものである︒﹁横着さうな子僧﹂の﹁鉢
巻の頭﹂と︑﹁肥大な一人の紳士﹂の﹁太った腹﹂との対置するイ

2

この﹁子僧﹂に﹁蝿﹂のあの悠々と青空を飛んで行く﹁眼の大きな

蝿﹂や︑﹁村の活動﹂(大 7・?)の茶碗にのみ執着する痴呆の﹁五兵

衛﹂や﹁ナポレオンと回虫﹂実施・4 の英雄をものともせず︑その
運命を蝕んでゆく﹁回虫﹂のイメージを重ねてみるとよい︒あるい

H眼

HH

に︑それらは︑何ら心理的︑神経的

1 のお人好しの﹁主人﹂を引き合いに出してみる
は﹁機械﹂(昭 5・
とよい︒横光がこうした連中に見ているものは︑世間一般が排斥す
るひか小松レ除か骨骨に根強く介在している不変︑不動のイメージ

である︒すなわち横光の

動揺をきたさない超然たる存在として写っているわけだ︒しかも︑
横光は作中において︑彼らにそれぞれ H運命の傍観者 Hとしての役
割りを授けているのである︒こうした存在に︑横光が欲した唯一の
ものは︑動揺するものを写しても︑決して動揺することのない H眼 H

のイメージであったのだ︒横光における H限 Hの問題の重要な起点
は︑情動に曇らぬ︑感性に流されぬ︑心情に濁らぬ︑超然たる機能
によって裏付けられた精神の問題に発している︒あらゆる現実的虚

飾︑功利︑俗悪から完全に離脱した存在を︑作家主体の視点の中核
に定めて︑その周囲を果てしなく流動し渦巻く現実の不可解さを写
しとろうとする意図は︑﹁頭ならびに腹﹂の重要なモティlフでも
あった︒その意味では︑﹁子僧﹂の存在は作品を支配する視点に等

しいものであった︒一方︑紳士は世間の俗臭をその肥満した﹁腹﹂
の中に詰めこめるだけ詰めこみ︑﹁巨万の富と一世の自信とを抱蔵﹂

しているかのごとくふるまっていて︑明らかにのちの作のナポレオ
ンの虚飾に満ちたイメージに重なっている︒そして︑この紳士の内
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に横光の現実認識の一端を窺うことができるのである︒﹁一条の金

非個性的なものとして対照化されているのである︒

る︒前者が無意識に個性的であればあるほど︑後者は愚かしいほど

﹁真昼である︒特別急行列車は満員のまま全速力で馳けてゐた︒

横光の危機意識

の鎖が腹の下から祭壇の憧幡のやうに﹂光って︑薄笑いをもらす
﹁紳士﹂こそが︑震災後の機械文明の長足的進歩によって作り上げ
られた︑にわか作りの現実のイメージに重なっていると思えるの
だ︒同時に︑この震災後の機械文明の状況こそが︑この一篇を動か

沿線の小駅は石のやうに黙殺された﹂という現象は全く無目的に

て︑﹁子僧﹂l﹁群衆﹂l﹁紳士﹂という三者が築く一篇の状況が型ど

作者は付和雷同する﹁群衆﹂を登場させるのである︒このようにし

が認識しているものは︑機械文明の﹁道断さ﹂と﹁不均﹂である︒

明なのである︒この﹁一切が不明であった﹂という状況の中に作者

まる必然があるのか︑それは誰にもわからない︒﹁車掌﹂にすら不

﹁突然列車は停車﹂するという現象を内包しつつ設定されている︒

られるわけである︒満員のまま全速力で疾走する﹁特別急行列車﹂

﹁群衆﹂の喧騒は︑この﹁道断さ﹂と﹁不均﹂をめぐってただ徒ら

﹁頭﹂と﹁腹﹂は単に二者抗争的に対立しているわけではない︒

に象徴された作品の状況は︑時代を超え紛れもなく現代の状況を暗

に空転し続けるだけである︒こうした空転の果てにやってくるもの
は︑もはや自明のことであった︒喧騒は怯きとなり︑苦笑となっ

全速力で馳ける﹁特別急行列車﹂に﹁子僧﹂と﹁紳士﹂が乗り合わ

示している︒はち切れんばかりのラッシュ時の光景︑交錯する過密

て︑全ての人々は﹁呆然﹂と化してゆくのであるから︒このように

いると見なければならない︒なぜ︑﹁名も知れぬ寒駅﹂に列車が止

固目頭によって喚起させられることは極めて容易である︒つまり︑こ

ダイヤ︑泰進する超特急などの今日的状況を︑﹁頭ならびに腹﹂の

していく人間を︑横光は単なる戯画的意図︑もしくは手すさびのつ

機械文明の﹁道断さ﹂と﹁不均﹂に領附附されて無自覚に個性を喪失

この冒頭の一文には自ずから作者の内面にある危機意識が附帯して

の冒頭の表現は今日のわれわれにも充分に実感を喚起させるだけの

ていることを強調しようとしているのである︒﹁頭﹂と﹁腹﹂は︑

てすでに一種の危機意識にまで高められていたはずである︒

文明に対する横光の神経的なおののきは︑彼自身の実感を媒介にし

もりで描いたのであろうか︒決してそうではあるまい︒横光は︑こ
の時人聞を破壊してしまうカの脅威を知っていたはずである︒機械

横光は︑未曾有の出来事であった関東大震災について︑﹁震災﹂

個性喪失を暗示する好対照として描かれている︒前者は︑現象に全
現象に全く順応し切ることによって︑個性を喪失していく存在であ

く反して個性をそのまま存続する存在であり︑後者はそれとは逆に

定しつつ︑横光は満員列車の中でそれぞれ個人が全く個性を失なっ

感受性によって表出されているわけである︒こうした時代状況を設

せたという構図だけでは戯画以上の何ものもない︒この二者の聞に

す重要な機能でもあるわけだ︒
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して深く心に刻みつけようと意図しているのである︒震災が自然発

というよりは︑﹁功利から産まれた文化﹂により惹起された人災と

5 という一文を草していた︒この中で横光は︑大震災を天災

言わば︑時代状況にもっとも直感的に反応しながら︑その時代の病

て︑さらに論理的に探求しようとする態度を発現させ得なかった︒

持ちつつも︑横光はその﹁功利﹂を裏付けているものを直感を超え

に︑人々は大声を発して警告し合ふ暇を忘れてゐた﹂という発想を

門大路・

恥恥なものではなく︑人為的なものであるという直感的な発想は︑

根に対して本質的な疑問を提出しないまま︑自ら称した﹁恐怖時

ここで留意したいことは︑既成の自然主義的リアリズムに反接し

現して皮肉とも見えるし︑滑稽とも見えるのである︒

代﹂の寵児となっていく横光の作家行程は︑時代性をそのままに体

横光の現実認識を語る上に極めて重要である︒
東京附近に住んでゐたものなら︑かう云ふ地震がいづれ近々

の感覚を重ねて方法を摸索するうちに︑それら諸現象に次第に吸引

て H視角の変革 Hを意志した横光が︑新時代の機械的諸現象に自己

来るにちがひないとは︑誰しも予想してゐたことと思はれる︒
りとしてゐた︒

受性の特質と方法化との連関という観点をもてば︑エッセイ﹁震

され︑屈服していく過程である︒このことを前提において︑その感

しかし人々は不思議にその災厄の予想については一様にぼんや

ここには素朴だが︑真率に自己の危機感がたどられている︒横光

らもたらされた漠然とした危機意識を媒介にした一つの連絡が保た

災﹂と小日開﹁頭ならびに腹﹂との間には︑機械文明の長足的進歩か

的危機感が生きているし︑そうした不如意が都会生活もしくは現代

れているのである︒この関連の中には︑震災によって味わった決定

のかくいう﹁ぼんやりした﹂危機感の裏には︑﹁災害を大ならしめ
に伴う機械文明の進展とが︑漠然としたかたちではありながら︑田

た科学﹂のイメージが相当根深く存在している︒科学の発達とそれ
舎出の文学青年の神経に微細な不調和の影を宿させたことの中に︑

い感覚をもたたえているのである︒だが︑この感覚が機械文明￨￨

的に現象となって発現するか計り知れないというほとんど生理に近

現代社会の諸相をその根底から知りつくして意識されたものではな

社会の日常生活の中に否応なしに内包されていて︑いつ何どき突発

の内側に︑﹁功利﹂を視ると同時に︑知らず知らずに触ばまれてい

者の原点を発見するのである︒言わば︑科学主義︑機械主義の盛況
く人間の神経と︑類廃を直感しているのである︒こうした横光の視

かに横光の限界性があった︒しかしそれでもなお大切なことは︑こ

くて︑あくまでも生理的なものの領域を出ていないことには︑たし

後に H新感覚派 Hと称されて昭和文学の歴史に喧伝されていく感覚

が裏打ちされていて︑横光自身の﹁不安﹂の念が︑この直感カに由

の生理的であること以上を出ない危機意識に根拠をおきつつ︑横光

角には︑文明の見えない圧迫を極めて直感的に指摘した鋭い感受性
来することをも物語るのである︒﹁人聞はあまり功利であったが故
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る︒横光のこうした畷味とも見える危機意識は︑意識を惹起させる

は自己の文学主題と方法を自分なりに究めようとしている事実にあ

包んで発車した﹂と表現して︑得意中の感覚的表出を行なってい

た腹に巻き込まれて盛り上った﹂︑﹁満載された人の頭が太った腹を

化されてしまうのである︒この一体化を横光は︑﹁尽くの頭は太っ

と汚辱に満ち満ちた類廃の﹁化身﹂とも見える﹁腹﹂と完全に一体

に引っぱられていくことを︑高い次元から視ている感覚を起こさせ︑

のであった︒この表出は︑浮動する﹁群衆﹂がわけ知らず﹁紳士﹂

太郎は︑﹁不自然さ﹂と﹁不合理﹂しか感じないと言って反論した

る︒こうしたイメージの統一的表現に対して先述したごとく斎藤龍

に定着されていくわけである︒
H限 Hの問題

対象との直接的な矛盾︑葛藤を明確に跡づけずに﹁頭ならびに腹﹂

4 横光の

H眼 μは︑現実

H
限 Hに移行しようとする︒

こうして︑翻弄される﹁群衆﹂を描く横光自身の

二つの対象が︑一つの現象のイメージにまとめあげられて︑より明

描かれた内容が極めて現象的にとらえられている︒畳一一回わば︑異質の

の全ての状況を平均値的に眺める天の

H眼 μ の問題︑一一言わば︑芸術家としての H眼 μ

でははっきりと生きていて︑不自然さはほとんど感じられないので

Hは少なくとも︑ここ

ある︒この表現を媒介にして考えられることは︑﹁頭﹂というイメ

一つの表現にまとめるかという H方法の問題

確に状況に対する心象形成を助けているのだ︒並存する感覚をどう

多元的混乱を一元的な H眼 μによって統一しようとするわけであ
る︒ここに横光の

の︑本来そうあるべき姿を自分自身に課しているのである︒作者の
らの現実を自らによって転換しようとはせず︑名もない野の中にた

ージには︑二通りの意味が托されているということである︒揺らぐ

H限 Hは﹁群衆﹂を描破して極めて妙である︒﹁群衆﹂は誰一人自

だ放り出されたままになっている︒出発点に戻って迂回線に乗るよ

は︑かの﹁腹﹂に対置されている︒そして﹁子僧﹂の﹁頭﹂のイメ

うに指示されても︑﹁群衆﹂はそれぞれ︑ただウジウジと﹁鳴りを

ージは︑﹁紳士﹂の﹁腹﹂に反擬してはじけ飛び︑一方の﹁頭﹂は

イメージにだぶっているのである︒二重の意味を持ちつっこの﹁頭﹂

てくる︒﹁巨万の富と一世の自信﹂とを一身に集めた権威と権力の

これとは逆に﹁腹に巻きこまれ﹂︑﹁腹を包んで﹂完全に個性を失う

﹁群衆﹂と︑全ての状況から独立した﹁子僧﹂とが︑この﹁頭﹂の

権化のごとき﹁紳士﹂の﹁腹﹂が﹁群衆﹂の前に押し出されたので

わけである︒この構成に横光の目指した主題と方法の内実を見なけ

ひそめて互に人々の顔を窺﹂っているだけなのである︒しかしなが

ある︒﹁W士﹂は︑乗り換えの手続きをしながら︑﹁にやにや無気味

ら︑﹁群衆﹂が突如として雪崩のごとく動き出す決定的瞬間がやっ

な薄笑ひを洩して﹂言ったものである︒﹁こりゃ︑こっちの方が人

震災直後の東京の状況に﹁功利﹂性からくる荒廃を認めた横光

れば︑この一篇の存続はとてもおぼつかない︒

に続いて行く︒このように︑浮動する﹁群衆﹂のイメージは︑虚飾

気があるわい﹂と︒﹁群衆﹂は一瞬︑﹁旋風﹂のごとく﹁紳士﹂の後

8
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は︑肥満した﹁腹﹂にそうしたイメージを塗りこめて︑﹁功利性﹂

み規定していくこと︑特に横光などが直感的に感受していた時代認
識︑現実認識︑もしくはそれらの認識の中に混沌と膝胎していた文

腹﹂の問題に限らず︑いわゆる H新感覚派

まいそうである︒しかし︑その軽いあしらいは一つ﹁頭ならびに

Hの諸問題を一面からの

に圧倒され︑屈服し︑非個性的な存在と化していく大衆の状況を描
出したのである︒もとより横光には︑大衆社会化状況の本質にくい
込んで︑"その根本を動かす要因が何で︑いかなる方向性をもってい

て重要である︒全速力で馳ける﹁特別急行列車﹂は︑機械文明の粋
を物語るとともに︑人間の存在の両極を示すかのごとき﹁頭﹂と

く︑現代的現象︑もしくは物体が︑人間とほぼ同等に作品の主題と
して浮かび上ってきていることは︑﹁頭ならびに腹﹂の中では極め

円

﹁自分は汽車と子僧との大きさを人々の頭の中へ対立的に全然同じ
5)
大きさに感じさせたかったのである﹂と横光自身注記しているごと

もつ意味を︑主としてその現象面を正確に観察し︑把握することか
ら探究し始めていることは︑やはり注目に値することだ︒特に︑

の状況の渦中に引き据えることになった︒ここから作家横光の文学
主題が一つの方向︑つまり H新感覚 H的方向に生動し始めることに
なったのである︒極めて漠然としたものであるにせよ︑現代社会の

その危機感に︑関東大震災という言語に絶する大事件を裏打ちする
ことにより︑横光の内面性の諸問題を︑現代社会の状況︑機械文明

横光個人の文学的内実に即した限りにおいては︑﹁頭ならびに腹﹂
の底部には︑横光自身の不安に根ざした危機的感覚が動いている︒

﹁頭ならびに腹﹂の意義

学的可能性の問題などのいっさいがっさいを︑徒らに漂流させてし
まうことにもなりかねない一種の高踏性を含んでいるのである︒

H限 Hの問題であった︒それを如実に示しているの

るのか︑という命題は後にも先にも開陳されはしなかった︒横光
が︑そのような現実認識を踏まえてもっぱら目論んでいたことは︑
作家としての

は︑横光自身が﹁紳士﹂の﹁腹﹂に同化せずにはじけ飛んだ﹁子
僧﹂的存在へ極度に傾斜していることである︒﹁群衆﹂の全てが去
ったあとの空虚な列車内に残っていたのは︑﹁鉢巻頭﹂だけであっ
た︒そして皮肉にも﹁群衆﹂が迂回線に去った直後に︑﹁特別急行
列車﹂はたった一つの﹁頭﹂を乗せて再び﹁全速力で馳け出した﹂
のである︒﹁子僧﹂は相変わらず唄っているのだ︒﹁ア l /梅よ︑桜
ょ︑/牡丹よ︑/桃よ︑/さうは/一人で/持ち切れぬ/ヨイヨ
イ﹂という俗っぽい韻律は︑一策が閉じられでも︑列車が全速力で
走る流動的視覚性の中で︑かん高い聴覚性として耳に残り続けるの

H
新感覚 μ的作品はしめくく

である︒まさに感覚的というべきではないか︒また︑﹁さうは/一
人で/持ち切れぬ﹂という一言の中に︑付和雷同の群衆に対するど
れほどの面当てがましさが含まれていることであるか︒このよう
に︑小気味のよい余韻を残して問題の

られているのである︒横光の意図はこの﹁鉢巻頭﹂の﹁子僧﹂に集
中して︑いかにも小気味よさそうである︒われわれも結果的にそう
した風刺性にのみ執着して︑単に一篇のコントとして受け流してし

5
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﹁腹﹂と同等︑あるいはそれら以上の物として作品中にのさばりか

やすい︒今日︑横光を切り捨てがたいことの一つには︑このプラス

不徹底な体質を片側から論断することは赤子の手をひねるほどにた

とマイナスの両極をあらわにたたえた体質の延長上にわれわれが存

えっているのである︒現象に始まり現象に終わる作品の構成は︑自

在しているということに関わりがある︒

ω ・7︑勤草書房)の中で︑﹁芸術的効果を

ずから作者が現象を突き抜け︑その現象発生の索因をつかみ出すと

会話︒

(5﹀﹁編輯中記﹂︿大M ・l︑﹁文芸時代﹂﹀

結語

ミこでは主として横光の作品と川端の諸論を返して

た︒その作業行程で痛感させられたことの一つは︑

H新感覚派 H評

がその出発点において︑いかなる内在性を有していたかを考えてみ

H
新感覚派 μ

︿
4) ﹁まあお嫁さんのお可愛らしうていらっしゃいますこと﹂(﹁赤い色﹂)︑﹁あら︑ま
ア守山ヰlトピlね︒スヰlトピlだわ︒まァ︑締腿だわねえ﹂(﹁無礼な街﹂)などの

(2﹀﹁横光利ご︿昭5 ・口︑﹁文芸春秋﹂)
3) ﹃日輪﹄(昭但・ 1︑岩波文庫)解説
︿

ねらいすぎ︑作者のそのねらいだけが浮きあがっている﹂︑﹁着想は文字通り奇抜だが
大胞な実験という域をどれだけも出ていない﹂と言って︑﹁この作品は明らかに失敗
作である﹂と評価している︒

(1﹀小田切進氏は﹃昭和文学の成立﹄(昭

注

いう能動精神へと高められていくことにはならなかった︒このこと
は︑横光が社会現象を自己の文学主題と方法の基点におきながら︑
代状況の反映のもとに激しく移りかわる人間の心理的かつ神経的な

敢然として現代状況に挑戦していくことに限界を設け︑そうした現
ものの追求へと極度に傾斜していくことを招来するのである︒言わ
ば︑﹁頭ならびに腹﹂は横光文学の重要な屈折点をすでにはっきり
の出発点に位置した﹁頭ならびに腹﹂という作品

HH

と暗示しているのである︒
H
新感覚派

H新感覚派 Hの方向性をになっていたことは事実で

ある︒だが︑その内実は単に表現技法や流行感受の形を示したもの

が︑期せずして

ではなく︑作者の現実に対する態度︑及びその現実を文学に形象化
する方法︑さらには現実の中の現象に反応し︑それを写しとる過程
からどのように心理的︑神経的な内面深化を見出していったか︑と
H
新感覚派 H研究の基本的な懸案でもある︒

H是か非か μという発想を用いて

らぬ種々の可能性が徒らに漂流︑遊泳していることであった︒また

いる場合が多いことであった︒同時に︑そうした是非論の視野に入

極めて重要に思ったことは︑時代性を受けた新人たちの発想がほと

価の方法の基本に︑極めて安易に

実認識を根拠にして︑行動の感覚を養おうとしなかったことに︑横

発当初から極めて平面的な態度をとっていた︒直感的に感受した現

んど一つのところにとどまることなく流動し続けていることであっ

つ不如意を内包した社会的諸矛盾もしくは病根に対しては︑その出

光のどうすることもできない体質を感じさせられるのである︒この

横光の感覚は︑先述したごとく時代に対する感受性の一斑を持ちつ

一つ追求することは︑

いう諸々の問題点を明らかに暗示していたのである︒これらを一つ

)
玉
(
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というレグェルはほ

とんど問題にならない︒言わば︑昭和文学の大序を決定づける新し

でもある︒その地点では︑もはや H是か非か

の安直さと高踏性に思い当ったのも︑時代の変転の渦中に流されつ

を未だ持ち得ず揺れている新人たちを未成熟者として断罪すること

ているのである︒そうした方向性を踏まえつつ︑

現われつつあって︑文学史の方向を明らかに可能性の方向へ暗示し

備︑磯貝英夫氏︑小笠原克氏の諸論などには︑新しい視点が色濃く

い視点が強く望まれるのである︒今日︑例えば小田切進氏の資料整

HH

の摸索とを同時的に行なっていることであった︒自己の文学的立場

た︒その動きの中から既存の価値基準に対する反援と︑新しい方法

つも︑主題と方法への意志を捨てていない新人たちを是としないわ

論の構築もなされなければならない︒長谷川泉氏の川端論︑保昌正

した作家︑批評家をその総称からいったん解き放した個別的な作家

H
新感覚派 Hに属

けにいかないからであった︒
H
新感覚派 H

H
新感覚派 H評価に取り込むべきことは︑例えば︑佐々木

夫氏の横光論など︑その先駆的仕事の例にならって︑さらに小型の

今後の

作家︑批評家に至るまで限を配る必要が出てきている︒言わば︑個

基一の﹁現代芸術はどうなるか﹂という発想の端緒に︑

H
新感覚派 Hにおける日常感覚の変革意志と︑プ

を据えて論ずることであり︑もっとも急がれることの一つは︑野間

感覚派 H論の方向に展開していく必要を︑これを機会に極めて強く

別的作家研究の上に立ち︑昭和文学史の構想を予測した総体的 H新

宏の言うごとく︑

H
新感覚派 Hに即して言うならば︑横光利て川端康成

感じさせられた次第である︒

ロレタリア文学の草命的世界観実践の意志との結節点を構築するこ
H視角の変革 H意志と︑のちに左傾する片岡鉄兵︑赤木健介︑

とである︒
らの

伊藤永之介らのイデオロギー的な意志との相関関係を探究すること
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も

それがまた小説形態の雑草的な強みなのであるから︑たといそれを

り︑さまざまなアプローチの仕方が︑小説においては可能であり.

成生の多様で︑複雑な歴史を反映してか︑他の芸術ジャンルと異な

とは何かという求道的方向に沿って読もうとする読者は多い︒小説

とは別に︑いやかえってそれに反比例して︑作者は小説に対し全知

った︒公的には社会的名士になったものの︑そのような世俗的出世

説が正しいというのとは問題が別である︒第一︑作者の立場も変わ

だが小説が不完全な芸術形態であるからといって︑普通りの効用

の位置からすべり落ちてしまったのである︒換言すれば二十世紀の

ように小説が哲学的役割を現代では果していることも確かである︒

ロレンスは小説を﹁最上の思考形式﹂と考えていたらしいが︑この

ーズを取り得なくなっているのが︑今日の状況であろう︒ D ‑ H・

ても︑それ自体どう見ても︑作者が気負うほど芸術的ではあり得な

としたが︑しかし小説の歴史︑小説の構造︑その素材いずれをとっ

の思想を小説の中にたどり︑あるいは作者の倫理観︑人生観を体現

しかしそれと人生の虎巻的意味とは別であり︑なるほど読者は作者

初頭以来もはや︑通俗小説以外では作者は人生相談的な役割りのポ

かった︒むしろ実作者の美意識を無視するかのように︑読者多数の

でも︑その最良な部類は絶えず︑常に完全に八芸術 Vになり切ろう

要求を反映してか︑小説には昔から精神のカタルシスとか︑勧善懲

立場で小説を読む人々がもっとも多いであろう︒いつの時代の小説

トラノマキにしようと別にかまわぬわけだ︒事実︑量的には求道的

全能の神のような立場を失墜し︑人生問題の快万乱麻的パイロット

ついてまわった︒

悪とか︑または人生を追体験するとか︑その他さまざまな効用説が

つ

ー現代小説の宿命的な一 つの典型として￨￨

散文芸術(小説)は﹁直ぐ人生の隣にゐるもの﹂と広津和郎はか

ま

芸術的立場から読もうと︑娯楽的代用品と見なそうと︑人生問題の

つて言った︒実際︑今日でも小説を審美的立場とはちがった︑人生

非公開
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した人物との一体化を試みる ζとも出来よう︒だからといってそれ

率的集成者﹂告が文学生活と︒一方︑梅崎は深いニヒリズムを裡に

然にしか現われないように︑現代小説の中でも同様である︒だが読

も起り得ぬ︑想像を絶したことだが梅崎文学の伝統に力点を置く作

という事実一つとっても︑同じ戦後派の椎名麟三や野間宏ではとて

であった︒例えば彼が﹃ボロ家の春秋﹄で二十九年︑直木賞を得た

の指摘どおり作風や発想法︑小説構成︑筋の進め方は極めて伝統的

秘めた作家という点で戦後派とのつながりを持っていたが︑伊藤整

者の多くは︑そのような二十世紀文学の傾向を無視して︑小説に何

風を考えるとさほど不自然ではないのである︒

この実生活︑人生において救いなどというものは気まぐれに︑偶

が世俗的な意味での人生相談にも︑救いにもならないのである︒

て︑現代小説の一つの危機となっているといっていい︒そこでは作

らかの救いを見出そうとする︒しかもその期待が作者にはね返っ

去の陳腐になった小説構造をくりかえし通俗化するわけだが︑ある

者は全知全能か︑パルザック風にふるまい通すかで︑この場合︑過

は良く似ている︒まず﹃伊豆の踊子﹄の主人公は﹁二十歳の私は自

品である︒この両者はポジとネガのように明暗は対称的だが︑構造

は奇しくも川端康成の﹃伊豆の踊子﹄をそっくり裏返したような作

このような伝統志向は﹃幻化﹄の場合も同じであって︑小説構造

い憂欝に堪え切れないで伊豆の旅に出て来ているのだった﹂が︑可

分の性質が孤児根性で歪んでいると厳しい反省を重ね︑その息苦し

いはこれは稀な例かも知れぬが筆を折る一歩手前にまで追いつめら
るか︑そのいずれかに現代の作家は立たされていると言えよう︒そ
もっとよく体現した一つである︒

い流され︑素直に世間を︑人生を︑他人の親切を受け入れられるよ

投げた現代文学の問題をこそ問題にしようと考えている︒

なくとも既存の作品論は︑いくらでもあろう︒だが私は﹃幻化﹄が

論﹄だけを意図したわけではない︒そのようなものなら今更︑論じ

彼は重苦しい日常かさもなければ精神病室かといった苛酷な二者択

ノイローゼになる︒ある日︑精神病院を脱け出し︑街で一杯のコ l

かえって淀んだニヒリズムをかもしていく日常︑その中で主人公は

九州へ旅立つ︒息苦しい日常生活︑何の変哲もないが︑そのことが

うになり帰京する︒一方﹃幻化﹄の主人公︑五郎も東京を離れ︑南

その前にまずこの﹃幻化﹄の小説構造に立入らねばなるまい︒こ
の作品より二十年前︑かつて梅崎の出世作となった﹃桜島﹄を評し

しかしその行先は自分の過去のいくつかの思い出の場所であって

ヒトを飲む︒ふと旅に出たくなり旅客機に乗る︒ひょんなことから

て伊藤整は次のような讃辞を送︑った︒﹁志賀直哉︑︐菊地寛︑葛西善
蔵︑嘉村磯多︑梶井基次郎︑川端康成︑さういう正統派の筆力の能

一性を秘めた︿現実 Vのからくりから脱出することになる︒

したがってここで﹃幻化﹄を取上げようとするのも単なる﹃幻化

憐で心の清純な踊り子一行と旅を共にするうちに主人公の苦悩は洗

して梅崎春生の絶筆﹃幻化﹄はそのような現代小説の宿命的命還を

れ︑極端にいえば死をえらぶか︑発狂するか︑良心的に作家廃業す
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に会う︒そして全然愛情なぞ介在しない生理的動機からの情交の場

踊り子に対応するように︑東京からの出戻りの︑身を持ち崩した女

も﹃伊豆の踊子﹄のようなカタルシス︑救済はない︒﹃幻化﹄では

反対なのである︒司幻化﹄の世界は現実から過去へと︑失われた時

構図は似すぎるほど似ているのだが︑明暗のアクセントがまったく

したがって﹃伊豆の踊子﹄も﹃幻化﹄も現実脱出の旅と女という

ニヒリズムで何の解決もない︒もしあるとしたら﹁死﹂だけの世界

である︒その意味から言っても最も現代的な問題を背負った小説と

を求めても︑女へ︑地理的放浪へと逃げまわっても︑行きつく先は

見ていいだろう︒

面が描かられる︒また主人公︑五郎は熊本の街でも若い女指圧師に
違えられる︒この作品中に出る女はこの二人だけである︒彼女達は

情欲を感じ︑阿蘇山へ誘う︒しかし女に断わられ︑公金拐帯者と間
五郎とのかかわり 方において﹃伊豆の踊子﹄の少女と反対の役割り
を持っているようだ︒彼女達は主人公に︑逃れようとする現実を想

のに︑さほど﹃伊豆の踊子﹄との小説構造の類似性を挙げたことで

だがかようなラジカルなほどの現代的課題を追求している小説な

6

とするのに︑それをぶちこわす役目を担わされているのである︒

起させたり︑あるいは主人公が意識的に過去を美化し︑逃避しよう

日本の読者の感動の働く場というものに︑確実に照準を合わせた巧

の果て﹄同様︑日本文学の伝統的形態︑それに結びついたところの

モティ lフの核と深くからみ合っている︒下降・破滅型の小説では

のではない︒むしろ逆で現代的感覚や課題が︑わが国の近代文学の

みさがある︒と言ってもそのような方法を否定する意味で指摘する

で︑作者は孤立した実験作家で硬直していくか︑老成して安易に伝

場合はいつの世代でも日本の読者の伝統的感動地帯に定着しない

おおむね女性はイグの役目を果す︒男にとって原罪的存在であるわ
フが小説形式に転位したのだろうが︑﹃神曲﹄におけるべアトリー

きずりの存在である︒五郎は東京からの出戻り女と一度だけ︑海の

そうかと言ってアダムを積極的に堕落させるイグでもない︒ただ行

時春生は老波であった︒日本の伝統形式を巧みに利用し︑むしろ逆

をどう日本語の散文芸術に定着させるかであろう︒その限りでは梅

いい︒難しいのはあのような主題や感覚の追求ではないのだ︒それ

三郎︑倉橋由美子︑小田実等の世界的?﹀文学意識を考えてみるが

見える丘で情交を持ったために︑ますます自分の内面の空虚さから

したのだから:::︒

用し︑その中へ今までにない思想や現実認識をモリ込むことに成功

統的な主題や形式と手を握るかの場合が多かった︒野間宏︑大江健

目が放せなくなってしまう︒ここでは女は間接的に監視者としての

事情は反対で︑女遣は主人公にとって救済の輝しい存在ではない︒

世間一般︑常識的日常を象徴しているかのようである︒

契機になる︒﹃伊豆の踊子﹄もマリア型といえる︒だが﹃幻化﹄では

チェや﹃ファクスト﹄にみるグレートヒェンとなって主人公救済の

けだ︒これに反して上昇・救済型の場合は︑マリア信仰のモティー

多くの場合小説中の女性像はテl マの体現者であるか︑あるいは

も判るとおり︑その形式は古風で︑伝統的であり︑﹃桜島﹄や﹃日
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それは﹁むかしをとこありけり︒そのをとこ身をえうなきものに
恩ひなして京にはあらじ:::﹂や﹁ゆく川の流れは絶えずして︑し

な傾向に日本の読者の伝統的な美意識︑感動が集中する︒したがっ
てそのような感動の伝統に小説構造を合わせると︑読者には親しみ

た近親感を寄せているようだ︒例えばへルマン・へツセの漂泊も

このように﹃幻化﹄の構造は主人公︑五郎が東京での現実生活の
場である︑精神病院を脱け出し︑九州を放浪するという筋の設定に
なっている︒小説は五つの章に分れている︒それぞれの章が一つの

ではその危険を巧みに︑現代的な内容によってかわしている︒かえ
って伝統を逆手に利用しているようである︒

学の実作者はそのような伝統的感動形式と重複になっている通俗化
を恐れて︑警戒しているようだ︒だが梅崎春生は﹃桜島﹄や﹃幻化﹄

(松本清張や水上勉の小説中の旅のモティ lフ)︑むしろ今日の純文

易く︑とびっき易いが︑反面︑通俗化に陥込む危険も多分にあって

の︒﹃マルテの手記﹄︒シュトルム︒ドイツ・ロマン派等︒このよう

かももとの水にあらず・:・﹂や﹁月日は百代の過客にして行きかふ
年もまた旅人なり:i﹂等の日本古来の現世放棄的な放浪文学と同
質なものを含んだ小説構造といえるだろう︒そして今日でも日本の
読者の感動の原型や美意識はそれらのものと固く結びついているよ
うだ︒それは恐らく仏教的無常観が世代を重ねていったことによっ
て生れたところの︑通俗化されたリリシズムか︑あるいは生死観と
結びついた生活感情の原型なのであろう︒

うで︑モティ iフの多くは未知な土地への冒険諮や﹁何でも見てや
ろう﹂式の発想法か︑外界と自己との融和といった教養小説︑ウイ

独立した短編と見なせなくもなく︑短編の技法を使って五つの物語
が円環のようにつなぎ合わされている︒もともとこの作者の才能は

これに近いものが見られる︒あるいは﹃足摺岬﹄︑士口行淳之介の短

知らないが︑少くとも﹃幻化﹄では道草︑脱線︑細部にのめりこん
でいく自己の習癖を避けようとして︑このように短編的に五つの章

が肥大して︑あきらかに長編としては失敗作というほかない︒その
ような教訓をどこまで﹃幻化﹄で︑この作者は意識的に生かしたか

短編にあったわけで︑最初の長編﹃砂時計﹄なぞはデテールばかり

編︑それから大衆小説や流行歌の基本形態の大半はこのような伝統
的心情の通俗化といっても一吉田いすぎではないだろう︒

を書き分け︑作品を点描的統一で物語化しようとしたであろうこと
は推測がつこう︒

以上は思いつくままの例だが外国の作家に対する日本の読者の感
動の仕方にもこれが表われ︑外国で受取っているのとは多少ちがっ

者の感動を激しく誘う︒﹃伊豆の踊子﹄﹃雪国﹄﹃津軽﹄﹃草枕﹄﹃還
東締諒﹄︑朔太郎の詩の主調や井伏鱒こにもある︒私小説の多くに

ルヘルム・マイスタ!なのだ︒ところが日本の場合は現世からの離
脱︑敗走のような心情と旅が結びつきゃすく︑そのような作品が読

スの放浪ゃ︑﹃ホメロス﹄からはじまって︑その伝統には事欠かな
い︒しかし日本の場合とは作風も読者の受取り方も本質的に違うよ

むろんヨーロッパ文学にも﹁放浪諒﹂なら沢山ある︒聖書のイエ
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が九州上空まで来た時︑はじめて憐に坐っている丹尾章次という映

動や心理は一貫している︒最初の章﹁同行者﹂では︑五郎は飛行機

ともあれワインズパ lグ方式をとりながらも各章での主人公の行

者はチンドン屋を見ると気がふれるのであるが︑五郎は一人でチン

クを飲み終わると精神病院の患者の一人の真似をはじめる︒その患

海を見ていると八死 Vが誘惑してくる︒そして五郎は砂浜でドブロ

とに全く行きずりの人物を主人公に配し︑主人公の心と外界との断

が見ている︒その少年と五郎は食事をする︒男︑女︑少年と各章ご

絶感の深さを間接的に描いていくあたり巧妙である︒だが五郎は映

ドン屋の真似を手足ふみ︑声を出してやり出す︒それを一人の少年

者になる︒友情とか連帯感などというものではない︒もし共通なも

を背負った男同士で︑その暗い直感のようなものから無意識に同行

噛み合わぬもどかしさからか︑後悔したり︑無暗と腹を立てたりす

画セールスマンにも︑出戻り女にも少年にも別れた後︑何か自分と

五郎につきまとい︑とうとう枕崎まで来る︒どちらも重く暗い過去

のがあるとしたら︑五郎は昔︑この地で海軍の通信兵だったことが

画セールスマンと言葉を交わす︒二人は鹿児島空港を降り︑丹尾は

あったし︑丹尾は︑特攻基地へ兄を見送りに来た思い出があるだ

ひとりで行く︒そこは終戦体験した昔の基地だ︒ここで東京からの

様︑自分の心の中に過去として所有しているものとはどこかが狂い︑

活を送った熊本へ来てみる︒しかし現実の町は防津や枕崎の時同

存︑違和感への嫌悪は次の﹁町﹂で最高頂に達する︒五郎は高校生

そのような外界や他人との聞の誤解の上に成立している自分の生

︒
る

出戻り女と会う︒しかしこの女と五郎との距離も丹尾とのそれと同

五郎は怒り︑あせる︒しかし全ては錯覚と誤解である︒五郎は学生

喰いちがっている︒︿おれは早く取戻さねばならぬ︑何かを!﹀と

落ちし︑のちに戦死したのだが︑死ぬまで五郎がこの恋の邪魔をし

時代の西東という友人を思い出す︒この友人は下宿の未亡人と馳け

いうだけで特別の共感も生れない︒ただ五郎の親しかった兵隊︑福
ょっぴり二人は過去に共通記憶を有する︒五郎は単なる情欲から女

しているようである︒五郎は旅館ではルンペンに間違えられ︑最下

ていたと信じこんでいたエピソードは人間相互の誤解の深さを象徴

こまで来てしまうと自分と外界との断絶に腹を立てる気もなくな

のだ︒女指圧師を頼むと彼女は五郎を公金拐帯者だろうと言う︒こ

等の部屋へ適される︒世間の目なんでいいかげんでな気まぐれなも

の関係￨￨結局︑友情︑愛情︑愛着なんでものは︑深く掘り下げる

の心に跳躍する︒福兵長のこと︑精神病院の患者の一人一人︑夢︑

そして﹁砂漠﹂の章になるとさまざまな過去が亡霊のように五郎

ほどこういうものなのだと作者は考えているのであろう︒

してもこの土地に対しても二十年前に偶然に住みついたというだけ

を求める︒しかし目まいのような空虚さの中へ落ちる︒この女に対

兵長が水死したことをこの女は小学生の頃見撃していた︒ほんのち

じで︑どちらもが︑居るべき場所に居られない︑投げやり的性格と

そして次の﹁白い花﹂の章になると五郎は丹尾から逃れて防津へ

け︒過去にすれちがった皮肉な運命と再び出会ったわけだ︒
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その立場に変身して︑彼女に明朝︑阿蘇へ行こうと誘う︒

ことを知る︒五郎は公金拐帯者と言われでも否定しないで︑むしろ

り︑かえって誤解に身をまかせる方が責任を自己回避でき︑楽しい

ほど持情的でもない︑ブッキラボウなこの﹃幻化﹄の文体に至るま

春秋﹄的方向とも﹃砂時計﹄的方向ともちがう︑あるいは﹃桜島﹄

者の内面の変貌を象徴しているとき回えよう︒梅崎の場合﹃ボロ家の

遂に女指圧師は来ない︒五郎は自分が他人にまちがえられる楽し

法の長編が︑主人公と結びついたテ l マなり作者の思想なりの何を

このような一見投げやり的に見える文体と説明を省いた点描的手

でには︑それなりの作者の側の心理的推移があったと恩われる︒

さ︑無責任さの中で︑諦感のような安心感を持つ︒エコ lラリイ的

表現しているか言うまでもなかろう︒それは戦後二十年たった今日

そして章が最後の﹁火﹂に移る︒二人分の弁当を用意するのだが︑

生活感情だ︒しかし山頂で自分の分身のような丹尾章次と再び会

の街路樹があるが︑幹の太さが手首ぐらいで︑潮風にいためら

の日常に対する嫌悪感︑日常生活のうんざりするほどの︑小さな疲

この﹃幻化﹄には投げやりのような描写が多い︒描写が雑だとい

れてか業もしなびている︒ふり返ると町並みの向うに開聞岳の

れの堆積の表現にもっとも合致した文体なのである︒例えば￨￨

うのではない︒むしろこの簡潔さは持情に流れようとするのを押え

山容が見える︒魚の臭いでいっぱいだ︒庭内にむしろを敷い

う︒そしてついに過去と融和することも出来ないし︑またいつまで

るための手法であるだろう︒また﹃砂時計﹄のような冗慢な鏡舌に

て︑一面に茶褐色の鰹節を干した家がある︒そのそばに猫が丸

も自分が無責任に自分以外の人聞になってもいられないことを知

陥ちこむこともないし︑一方︑梅崎春生のこれまでの小説に多かっ

ン︒空気は湿っていた︒ (pm)

くなって眠っている︒パ l︒パチンコ屋︒食堂︒特製チャンポ

課してニヒリズムと対決しようとする︒丹尾が噴火口を自殺しない
で回り切れるかどうか賭けるのである︒

でいた︒小川がそばを流れていた︒今見る枕崎の街はほとんど

らず世界の見方(巧巴窓口丘町YZろのちがいである︒したがって文体

うに︑言語聞の真の差異は音声一とか記号とかの差異だけにはとどま

人公の心の不安を浮きあがら︑せているのだろう︒そして主人公の不

点i
l
t無秩序に主人公の視線を移動させることにより︑間接的に主

このようなあわただしい風景描写︑おどおどきょろきょろした視

木がない︒むき出しにした木造家屋だけである︒かろうじて柳

のちがい︑表現の推移はただ修辞学上の問題ではなくて︑それは作

までもないことだが︑ワイルへルム・フォン・フンボルトが一一吉田うよ

今まで車で眺めて来たいくつかの小部落は緑の樹々の聞に沈ん

た︑例えば﹃ボロ家の春秋﹄や﹃春日尾行﹄のような軽妙すぎる面

る︒丹尾と二人で自分を再確認するグl ムをはじめる︒自己に死を

白さに走るのを防いでいるようだ︒言語のシンボル理論を引用する
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安はたえず過去とつながった形でこの小説では顕在化される︒いや

八今頃︑騒いでいるだろうなV

ていた︒病院のことがよみがえって来た︒

g
p
(

少くとも作品の前半では︑過去は現在と対比させるものとして︑現

五郎は病室を想像しながら︑そう思った::・

主人公のフラストレイトした意識が間断なく過去を喚起する︒こ

実の日常から逃れるための主人公の唯一の寄り所であるようだ︒

るが︑これは決して理由なくただ新方法として乱発されているので

けです︒いけないですか p ﹂

﹁何も知らないよ︒ちょっと様子がへんなんで注意していただ

丹尾は首を振った︒

﹁留置場じゃないさ︒君は知っているんだろ﹂

はない︒日常のささいな︑ある感覚に触発されて︑この主人公には

の小説の過去を描く方法にフラッシュパックが盛んに使用されてい

たいていの場合︑過去がよみがえる︒それはフラッシュパックのよ

五郎は急に頭に痛みを覚えた︒痛みというより︑たがのような

ものでしめつけられるような感じであった︒彼は両手をこめか

うな方法でないと日常から過去へのめり込むような主人公の心理を
把えることが出来ないからかも知れない︒

おさまった︒

みに当てて採みほぐすような仕種をした︒痛みは三十秒ほどで

﹁ひどく頭が痛いことがありますか?﹂

パッと見えなくなり︑またすこし離れたところに同じ形のもの

事を Lた︒どれもうまい︒野天の豪華な真昼の宴だ︒縄タクア

ズクラの刺身と豚煮付けとタクアンで︑五郎と少年は並んで食

入院する前に医師︑が訊ねたことがある︒その医者は・::・2号

があらわれ︑じりじりと動き出す︒さっきと同じ虫︿?)なの

意味もないことから過去へどうして︑のめり込むように溺れていく

のだが︑ここで問題にしたいのは︑絶えず主人公の現在の意識が︑

まだこのように意識が過去へ立ちかえるところはいくらでもある

(瑚)

ンの味は︑二十年前の記憶にある︒これは壷漬けというのだ︒

:::(PMW)

スチュワーデスは何も言わないで︑足早に前方を歩いた︒操縦
席の中に入って行った︒その脚や揺れる膝を︑五郎はじっと見

病院に入る前︑五郎にはしばしばその経験があった

いう懸念もあった︒

か︑別のものなのか︑よく判らない︒幻覚なのかも知れないと

エンジンから翼の方に︑すこしずつ動いていた︒眺めていると

ような描写の例をいくつか挙げてみよう︒

刺激などがきっかけとなって過去が主人公の頭脳を占領する︒その

ともかく他愛のない︑ひょんな事から︑何かちょっとした感覚の
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のかということ︒それは戦後二十年のわれわれのまわりを取巻いて

ともに思う︒これがおれの正体じゃないか︒今まで不安を忘れた

ている︒暗号符字の真心に鬼神もいかで泣かざらん︒彼は苦笑いと

ろう︒﹁楠公父子が︿暗号符字 Vに︑いつか彼の中ですり変えられ

とも多少の異常性に自分を追込まねば素直に過去の世界へ戻れぬの

人聞は抑圧にしばられている︒精神病院にでも入らなければ︑少く

地へ逃れて来た︒それは逃避の二重図式である︒あるいは日常では

へ戻りたくないのだ︒そのために漠然と自分の過去が眠っている土

確かに病気は現実逃避の方法かも知れない︒しかし主人公はそこ

五郎は隊最を感じた (p胤 )

り︑避けたりして︑ごまかして来たんじゃないか︒おれだけじゃな

いる日常の恐ろしさ︑不安からの逃避機制であることは間違いなか

く︑みんな::・﹂官号と言う五郎の自省はその聞の事情を如実に

かも知れない︒いずれにしてもこの図式は現代の人間に対する痛烈

な皮肉であることに変わりない︒

郎の言葉がある︒確かに人々はどうにかやっているにちがいない︒

また右の引用文に﹁皆どうにかやっているじゃないか﹂という五

しかしそれも自分を胡麻化し︑日常の底にある不安から目をそら

47

れば︑今日ではそのような日常から逃れるのは病気か︑しかも神経

し︑めいめいがバラバラにやっているにすぎない︒映画セールスマ

ンの丹尾にしても︑東京からの出戻り女にしても︑防津の宿の主人

もそれは日常から逃避する一つの有力な方法にちがいないのであ
る
︒

にしても︑少年にしても︑女指圧師にしても︑この小説の登場人物

は誰一人として五郎と和解や共感を分ち合える人間ではない︒そこ

には個が孤立している現代の人間関係の暗喰がある︒作者はそのよ

﹁皆どうにかやってるじゃないか﹂

解を使って表現する︒少くともこの小説にはそのような個所が三カ

うな人間同士の断裂︑違和感を会話の行き違い︑トンチンカンな誤

トランク男の丹尾や昨夜の女のことを思い出しながら︑そう言

ているのだということを︑作者は企図したいのであろうか︒主人公

なんでただお喋りをしているだけで︑こんなにも互いに喰いちがっ

よみがえって来る︒五郎は貝殻を掌に乗せて︑しげしげと眺め

に丹尾は生き残った特攻隊の兄︑今︑地方でペンキ屋を営業してい

所はある︒全文引用は冗慢すぎるかもしれないが︑現代の人間集団

る︒どうせおれもあの病室に戻らねばならないだろう︒瞬間︑

ってみる︒次にヒマラヤ杉に固まれた精神病室のことが︑胸に

やっとその頃︑手や足の先がじんとして来る︒

考えが攻きになって出て来る︒酔いがすこし廻って来たのだ︒

﹁何だかだと言いながら￨￨﹂

をマヒさせるような病気を以てしか防ぐ方法はない︑いや少なくと

いつめられ︑五郎はノイローゼになる︒その経過を別な風に換 一
目
す

このような人間の意志とは別の日常のこわさ︑それにジワジワ追

物語っている︒
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る男の話をする︒

いは阿蘇に映画館があるのかなどと︑ことごとに会話は喰いちが

その後も二人の会話は行き違う︒丹尾は五郎を自殺者ときめこ
み︑五郎は死んだ妻子の話を丹尾の兄のことだと取りちがえ︑ある

か何かに恩われる︒そして後半の﹁町﹂では女指圧師から公金拐帯

う︒また浜辺でチンドン屋の真似をしていた五郎は︑少年に気狂い

車が動き出した︒特攻隊からペンキ屋か︒ふん︑という気持が
ある︒でも誰にもそれをとがめ立てする権利はない︒そうとは

﹁おれは憐れまれたくないんだ﹂

ている︒だからその次の段階として五郎は次のように叫ぶ︒

者に見立てられる︒このように人間関係は全く誤解の上に成り立っ

知っているが︑五郎はかすかに舌打ちをした︒
﹁幸福かね?﹂
﹁幸福に見えますか?﹂

ぎょっとしたように︑丹尾は五郎の方を見た︒
丹尾は表情を歪めていた︒

怒りのあまり︑蒲団の襟にかみつきながら思った︒

﹁かまってもらいたくない!﹂つまり主人公を勝手に第三者が意

(pm)

﹁憐れむだけでなく︑かまってもらいたくないんだ!﹂・

んで︑本社勤めをやめ︑南九州のセールスマンに廻してもらっ

の会話でも判るように主人公の言葉もまた相手に素直に入っていか

しにする︒しかし被害者は主人公だけとは限らない︒五郎と丹尾と

うにもならない細部なのである︒これに対し主人公は怒りをムキ出

味づけ︑誤解し︑説明する︒このような連続がわれわれの日常のど

﹁あんたのことさ︒あんたは自殺する気じゃなかったのかい?﹂

でもそうである︒

ない︒例えば次の女指圧師との場面︑そのようなどうでも良い会話

女は邪怪に彼の体を元に戻した︒冗談を言ったと思ったらし

﹁乗るもんですか︒いやらしか﹂

﹁言って置くけれど︑無断でおれに乗らないで呉れよな﹂

﹁おれが?﹂
ていた︒
﹁そんな風に見えたのか﹂
しばらく五郎は丹尾の限を見返していた︒ :::(pm

四﹀

五郎は座席の隅に身体を押しつけた︒丹尾の眼は兇暴に血走っ

﹁誰のことを言ったんだね?﹂

持ったか︒知らせてやろうか?﹂

た︒いや︒廻されたんだ︒なぜぼくが羽田で︑あんなに興味を

﹁それで元のもくあみさ︒以来酒ぴたりだよ︒それで会社に頼

丹尾は笑おうとしたが︑声︑が震えて笑いにはならなかった︒

の安全地帯にいたのにトラックの端っこがひっかけたんだ﹂

﹁一箇月前にね︑妻子を交通事故でうしなってしまった︒都電
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‑V

﹁乗せたかとなら︑他んひとば捜しなっせ﹂
﹁そ︑それはかん違いだよ﹂

ものが︑五郎をそそのかしていたのだ︒それを今五郎はやっと

悟った︒彼はコップの残りをあおって︑立上った (p
即)

がないでもなかった︒

街︑熊本市に来て︑宇宙船の飛行士の大気圏外遊泳のテレビの画像

ない︒そして後は灰色の違和感と絶望感だけだ︒五郎は学生時代の

しかしこのような過去や青春の土地に対する憧憶も三日とは続か

﹁乗るというのは︑またがるという意味じゃない︒上に立つと

を思い出して︑﹁︿病院からおれが脱出したのも︑これと同じでは

五郎は弁明した︒指圧されながらそう言われると乗せたい気持

いうことだ︒湯之浦で︑それをやられたんだ︒ふと見ると︑あ

このような誤解は何も人間だけではない︒主人公は自分の過去に
も変わる筈ない自然にも旅行を通して︑しだいに幻滅させられる︒

変形するという犠牲まではらって︑おれは何を得たのか︑現実に角

脱走して来た︒その当所は少くとも丹尾や出戻り女以上に普の土

ことである︒結びつくわけがない﹂ (p
即):::︒過去とは絶対に現

実と結び合おうとしても無駄だ︒それは一昨日の防津で経験ずみの

の部屋に誰かがいる︒北田の自分と同じ位置に若い男がいた︒視線が
ムロう︑しかし﹁︿まずいな︑これは意味ないな Vこんなやり方で現

るいはまた熊本の街を歩きながら︑昔自分が上りこんだアイマイ屋

を突き合わして︑手痛い反撃を受けただけの話だ﹂と絶望する︒あ

とした︒例えば主人公は二十五歳の頃の自分︑終戦を迎えた海軍基

な主人公の考え方を最も良く表わしている言葉として﹁オレと関係

地の近くで︑その頃の解放感︑生命力がよみ返ろうとするのだが:・・
体が無限にふくれ上って行くような解放が︑初めて実感として

す
﹂

﹁あんたはなぜ東京から︑枕崎くんだりまでやって来たんで

誰だって他の人とは関係ない2ぎ

ない﹂という表現がこの作品中には︑次のように七カ所もある︒

防津行きを思い立ったのではない︒ずっと前から︑意識の底の

んでしまったのだろう︒今朝コーヒーを飲んだ時︑突如として

た︒いや︑うしなったのではない︒いつの間にか意識の底に沈

んだろう V感動と悦惚のこの原型を︑意識からうしなってい

彼にやって来たのだ︒︿なぜこの風景をおれは忘れてしまった

が誤解か違和感の上に成立している︒全く関係ないのだ︒そのよう

地︑昔の青春に限りない共感を覚え︑救済のようなものを求めよう

五郎は日常の現実から病気へ︑病院から過去の自分の土地へ二重に

ないか︒むりして︑もがいて︑苦しんで￨lvしかし醜快なものに

在と同じ次元で結合しないという観念がここにはある︒全てのもの

んまの顔が天井に貼りついていた﹂ (pm)
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﹁なにをぶつぶつ言ってるの?﹂

﹁そりゃ君と関係ないことだよ﹂ (pm ﹀

﹁死の想念﹂にとりつかれる︒いやこの小説では一貫してニヒリズ

﹁踊ろうと踊るまいとおれの勝手だ︒他人から四の五の一一言一一回われ

﹁そうだろうな︒別におれと関係ないことだけど﹂ (pm)

ら生えているわけね︑何百年も﹂

れ︑会話したり遊んだりするが︑それだけのことだ :::(pm)

四人のつながり方に似ている︒神経が病んでいるという点だけ
が共通で︑あとのつながりは何もない︒たまたま同室に入れら

帯感だけだ︒それ以外には何もない︒それはあの精神科病院の

彼はなおも福のことを考えていた︒おれは揺に友情を感じてい
たか︒いや︒感じていなかった︒あるとすれば奴隷としての連

院に戻る﹂か︑つまり死か病気かを考える︒そして同時に昔の戦
友︑福兵長の死のことを考え︑人間同士のつながりの本質に触れる︒

ムの唯一の武器として死が裏側に潜んでいる︒﹁砂浜﹂の章で五郎
は海を見ているうち﹁振出しまで戻るか︑それとも前非を悔いて病

﹁いや︑何でもない﹂
﹁遠くからあんたは︑何のためにやって来たの?﹂
山)

それは君と関係ないと︑いつもならつっぱねる筈だが :::(P

る筋合はない!﹂ (pm)

﹁あたしの小学校の時も同じ形で立っていた︒ずいぶん古くか

写したければ勝手に写したらいいだろう︒そんな気になってい

そして人間関係の実質がこんなものであるなら︑むしろ誤解され

たらその通りにふるまったらいいではないか︑という諦感に主人公

られて来た︒しかし過去に対する期待が崩れるのと同時に︑それに
対する怒りもなくなり︑女指圧師に拐帯者と間違えられでも︑かえ

はたどりつく︒主人公は今まででも映画セールスマンにも少年にも
自分の本質とはちがったものか︑部分を拡大解釈したものに間違え

ってそれに成りすますようになる︒

滅した︒彼は自分が透明人聞になったような気分で︑夜の盛り

自分が自分でない男に間違えられた︒つまり本当の自分は消

このような主人公と外界とのディスコミュニケーション︒それに
対し主人公は自分の正当性を主張し︑時には怒る︒五郎の一一言葉を借

する︒逆説的共感関係が生れる︒だがこれは何としてもパラドキシ
カルな連帯感である︒だが間もなく五郎はそのような関係に疲れ

りれば﹁つまりおれは怒りという媒体がないと︑世の中へ入って行
けないのだ﹂︒怒ることにより︑唯一のコミュニケーションを獲得

﹁君には関係ないことだよ﹂ (pm)

やって来たんです﹂

﹁散髪しましたね︒しかしあんたは東京から枕崎くんだりまで

(p別﹀

る︒五郎の顔はあの青年にとって意味も何もありゃしないのだ
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そうだ︒人間が本来の自分を失うか︑他人に間違えられたら︑日

た︒街の風景は︑昼間と違って違和感はなかった・:・ :(pm)

場を歩き廻り︑パチンコをやったり︑ビヤホールに入ったりし

こで八女性Vが救いか破滅への起爆剤になるのだが︑ベアトリlチ
エもグレートヒェンも踊り子もマノンも現代では不可能な物語なの

ちに女に何かを求めている︒しかし得られない︒在来の小説ならこ

ている︑平穏な日常︑どうしたらいいのか?主人公は無意識のう

えすだけで全く日常責任はない︒彼はその症状がうらやましくな

しか方法はあるまい︒小説は形式︑内容とも相対主義の時代に突入

まで追いつめてしまい︑なおかつ何の解答も引き出せぬのである︒
もしこれ以上︑読者が作者に何かを望むとしたら︑作者は筆を折る

幸にして他界したためではない︒今日の人間存在をぎりぎりの極限

そしてそこには何の解答もないのだ︒それは作者︑梅崎春生が不

かも知れない︒﹃幻化﹄は作品自体で古いロマン形式を否定する︒

る︒そう考えると彼は気が軽くなる︒翌日︑阿蘇山へ行く︒その山
頂で別れた答の映画セールスマン丹尾に会う︒そこで二人は自殺グ

ラリイ患者を思い出す︒何を尋ねられても質問と同じ文句をくりか

常性から完壁に脱出できるわけだ︒主人公は病院で同居したエコー

l ムをはじめる︒ここには重要な人生選択の意味が含まれているよ

作品を職人的に量産することは不可能ではないが︑それはまた別の

したのである︒むろんこのようなニヒリズムを模様化し︑通俗化し

うだ︒自分が他人に間違えられるような生き方を選んで︑日常を胡
e
けるか︑その逆に偽りの日常を征服するために死と隣合
麻化しつ つ

ともかく梅時春生はこの﹃幻化﹄の中で人間の存在や日常性の意

問題があろう︒

もこの作品に象徴された小説形式が時代性と捨抗したところでの限

た︒そういう事を考える時︑この﹃幻化﹄の内容とか作品価値より

義についてさまざまな証明を試みたのだが︑全ては不可能に終っ

りつかれたように火口でよろめくと︑五郎は﹁しっかり歩け︑元気

うな意味で小説は何の有効性も持たぬであろう︒二十億の飢えた人

界の方︑がはるかに重要な問題であろう︒もちろんサルトルの言うよ

は与えられる︒特にこれが二十世紀文学の孤独な宿命ではないだろ

安直な有効性を捨て︑虚業に徹した所に逆説的な存在性が小説に

に︑かえって存在理由があると言えよう︒

間の前に﹃幅吐﹄は何の価値もないのである︒しかしそのことゆえ

出して歩け!﹂と叫びかける︒文体も終末の個所ではどれが五郎か

それも所詮は﹁奴隷の連帯感﹂なのである︒しかしそれさえ失われ

事さえも抱けぬのだろうか︒しかも福兵長の個所で明らかのように

自身にも向っているのである︒
だが人間というのはこのように死と対決しなければ連帯感の真似

丹尾か判らぬような表現で︑五郎の言葉は丹尾に向うと同時に自分

五郎があれほど断裂や違和感を抱いた丹尾に対し︑彼が死神にと

らない︒しかし五郎も丹尾も後者を選ぶ︒

ズムが克服されるといった簡単なものではないのである︒結果は判

った冒険的行動をとるか︒だが︑しかしそれをつき抜ければニヒリ
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うか︒その意味から言って﹃幻化﹄の虚数的な不証明な存在への到
達点は大きな意義があると言えよう︒

﹃幻化﹄の引用文は新潮社の単行本による︒

可

注
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近代文学学界

はじめに

泉

浩

郎

のとした︒カツコ内の数字は︑発表の月を示す︒時に発行日付のな
い抜き刷りに接することもあったが︑その場合は号数を掲げた︒

まとめである︒対象論文は︑一月より六月までの発行日付のあるも

(一九六八年前期)

け︑編集部からのご依頼に私などの弱輩が果してその任に耐えうる
かどうか︑きわめて疑わしく思われたのであるが︑私個人の勉強と
しては得がたい機会であるのであえて引き受けさせていただいた︒

本欄を担当されてきた諸先輩の旺盛な批判精神を拝見するにつ

動
向

以下ご紹介する諸論考は︑八月中句までに管見に入ったものであ
るが︑通常の閲覧の機会が奪われていることもあって︑読み落しが

的業績︒同氏には︑十年より二十年代にかけて時代一般に存在した
叙事詩への志向に注目︑詩人個々の胸裡に呆されなかった﹁国民﹂
への夢を抽出した﹁叙事詩の時代﹂ハ言語と文芸・4 もあった︒前田愛

は︑この期の研究に対する貴重な貢献といえる︒越智治雄﹁円朝追
跡﹂宙滞と国文学・とは︑最後の物語作者としての円朝の本質を作品
と伝承との相関関係に視点を定めつつみごとに浮き彫りにした開拓

︿初期 Vまず奥津要﹃明治開化期文学の研究﹄(桜楓社・みがあげ
られる︒明治初期戯作について同氏﹃転換期の文学﹄ハ早大出版部・昭一一一
事に次ぐ業績︒本書によって︑特に﹁つづきもの﹂の編年的研究お
よび当時の戯作系統の新聞雑誌の詳しい面貌が明らかになったこと

かなり多いことと思う︒宜しく御叱責をいただきたい︒時代区分
は︑明治︑大正︑昭和の三区分としたが︑これは︑あくまで便宜的
なものであり︑且つ叙述の都合上︑一作家に関する研究は一時代に

てはきわめて平面的な叙述に終わってしまったことをお詑びした

期

の

V

望

しかし︑ここ六か月間の移しい諸論稿を︑立体的に把握すること
は︑現在の私には殆んど絶望的に困難な業であったため︑結果とし

治

八
v
i

明

展
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て︑伝統的漢詩壇の崩壊過程を追求︒清水茂﹁日本の近代化と文学

的現実を背景とするこ人の代表的な漢詩人の対照的な生き方を通し

﹁枕山と春鴻￨明治十年前後の漢詩壇￨﹂ハ日本近代文学・5 は︑明治

の糊及と初径の様相をあきらかにする︒存在論的な探究方向として

不安定の認識から生まれる苦悩を抽出︑﹁存在の始源﹂へのこ業亭

おける二葉亭の国審構造の内部に立ち入り︑人間存在および自我の

注目したい︒相馬庸郎﹁二葉亭︑その﹃帝国主義﹄と文学﹂盛大拾

八紅葉・露伴他V平岡敏夫﹁紅葉の初期小説￨﹃おぼろ舟﹄その
他￨﹂ハ国語と国文学・とは︑紅葉作品におげる庶民的現実における理

かれの自己主体についての内省が︑思想や実践の方向についてより

に︑かれの文学的営為がその国土的情熱に結びつかなかったのは︑

ーさしあたり明治維新と文学の問題についてl﹂官本文学・ろもあ
った︒

想的人間像の提示が︑自由な立場からの士族意識への共感を基盤と

は︑もっぱら自己の性格的欠陥に向けられ︑そこにもたらされる自
己嫌悪こそが作品構築のモチーフとなったためであると論じる︒二

s
vは︑二葉亭の生涯をつらぬく﹁帝国主義﹂が︑初期ナショナ
究‑
リズムの延長線上に位するものであることをあきらかにするととも

して成立し︑開化的現実に対する批判となっていることを指摘︒紅

説に託された人間課題との両者が︑二葉亭の意識の中でいかなる関
係をもって存在したかを明快に解明して興味深い︒畑有三コ一葉亭

葉亭の﹁国土的性格﹂の意義︑およびそれと矛盾するかにみえる小

出世主義の鼓舞激励と﹁風流仏﹂﹁一口剣﹂における作家主体との
相関をみつめ︑さらに露伴の﹁力作青年﹂が当時の青年層をとらえ
た魅カの根源を明らかにするとともに︑それが伝統的な職人の姿に

構想の変貌の意味の内在的追求で︑説得性に富む︒同﹁ニ業亭囚迷

葉文学の再評価の試みとして興味深い︒前田愛﹁露伴における立身
出世主義￨﹃力作型﹄の人間像￨﹂ハ国語と国文学・とは︑蘇峯の立身

限定されていたところに市民社会の倫理への昇撃が呆されなかった

￨﹃真理﹄探究から﹃人生﹄探究へ(再論)￨﹂(共立女子弐短大学語喪・

チーフを再説し︑思想史的研究方法と文学史的研究方法との相違に

おける観念的系列と現実的系列との統一としての透谷像定立へのモ

︿透谷V平岡敏夫﹁透谷の文学像﹂ハ文学 ‑S
﹀は︑氏の透谷研究に

者二業亭が誕生したと論じ︑新しい視角を提出している︒

海同胞﹂という相対的認識による博愛主義が成立し︑﹁平民主義﹂

性・独善性を否定する方向で﹁平民﹂という概念が見出され︑﹁四

とは︑﹁浮雲﹂における作中主人公の孤立化という失敗を契機とし
てニ墾亭における﹁真理﹂の絶対的側面がゆらぎはじめ︑その観念

の屈折￨﹃茶発髪﹄をめぐって￨﹂円周簡と国文学・ 4vは︑﹁茶笑髪﹂の

原因をみている︒山内群史﹁誼遁における没理想論の形成￨文芸理

ε

論としてのHSF目論の問題を中心としてl﹂実方消博士還暦記念鎗文集
﹃日本文書の世田宮桜楓社 は︑没理想以前における誼盗の文学理論の形
成過程を探り︑﹁遁迭の文芸理論において︑表現のお佐々は形象
(対象)のお佐々に還元され︑表現そのもののお曲目喜の抹殺﹂に
e
けた力作である︒なお
ゆきっかざるを得なかった所以を精般に跡 つ

総論的なものに高田瑞穂﹁明治の作家像￨紅露遁鴎の風貌￨﹂門国語
と国文学・ 4﹀があった︒
八二葉亭 V十川信介﹁二葉亭の沈黙﹂︿文学・ 6vは︑文学空白期に
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論及したもので︑中山和子︑色川大吉氏らの批判に対する回答の意
味をもっ︒竹田日出夫﹁﹃宿魂鏡﹄の成立過程﹂吉本文学・ 1)は︑﹁宿
魂鏡﹂の主題に精神主義的恋愛観の具象化を措定する笹淵氏説に対
し︑﹃罪と罰﹄から透谷が強烈な感動を受けたことから﹁沈痛︑悲
惨︑幽懐な心理小説﹂の具象化にこそ主題のあることを論じて興味
深い︒佐藤善世﹁﹃蓬莱曲﹄の世界￨透谷の自画像l﹂(国語と国文学・
とは︑﹁蓬莱曲﹂への仔細な読み込みを通じて︑透谷の現実に対す
る絶望の深さや調和と円満への憧僚の激しさとが︑信仰に関わりな
い超越的な救いを来世に期待せざるをえなかったゆえんを究明す
る︒ほかに透谷における日本的伝統の特質に焦点をあてた阿部正路
﹁序説・北村透谷﹂(批評・ 3)新発見資料を巡る色川大吉﹁透谷と蒼

i鈴木竜二﹁﹃大
海l ﹃大矢正夫自徐伝﹄の発見によせて￨﹂門文学‑
矢正夫自徐伝﹄のこと﹂(同﹀があった︒また︑単行書として桶谷秀
昭﹃近代の奈落﹄(国文社・とは︑透谷のみにとどまらぬ著者の近代
文学研究論集であるが︑近代に対する絶対否定の思想の体現者とし
ての透谷を措定し︑その内面世界を﹁情況の奈落﹂として把え︑近
代日本文化全体に対する暗い民族的根源からの批判をみている点
で︑今後慎重に検討されるべき課題を提示している︒
八藤村V関良一﹁藤村詩私抄﹂(日本近代文学・ 5﹀は︑藤村詩が﹁旅
人﹂としての自覚に裏付けられて︑はじめて成立した根底に︑かれ
の捨子意識や故郷の自然に重なる地方の小都市の自然への親和感の
あることを指摘し︑さらに具象的な自然像の欠如における農山村人
的傾向に言及するなど示唆に富む︒山田晃﹁藤村詩の原郷￨﹃千曲
川旅情の歌﹄をめぐってl﹂(日本近代文学・ 5)は︑精綾な分析によ

って︑この詩に青春の動乱期を放下してえた﹁壮年の﹃寂家﹄境﹂
の訪れをみる︒しかし﹁原郷﹂という題はそぐわない︒角田敏郎

﹁﹃若菜集﹄の詩論史的位置﹂吉鯖と文芸・4 は︑﹁若菜集﹂成立の背
景をなす伝統的詩歌観と西欧詩学的視野との統一過程に照明をあて
る︒自然主義関係では︑中野恵海﹁﹃破戒﹄論ノlト﹂布袋女子大・同短
大・研究論集・ろが︑部落民に対する藤村の周到な調査を踏まえつつ︑
西洋の本格小説の手法で﹃破戒﹄を書いたとし︑自己告白小説とし

ての把握に批判を加えているが︑﹁社会小説﹂﹁本格小説﹂をいかに
定義するかにあいまいさが残るため︑やや説きたりない感がある︒
・ 4﹀は︑﹁水彩画家﹂
雪
風
伊東一夫﹁島崎藤村と橘糸重﹂ハ文学論藻・ 3︑

の柳沢清乃︑﹁家﹂の曾根千代のモデルの人格的考察として興味深
い︒橋浦兵一﹁﹃自責﹄の道藤村﹃草枕﹄(戯曲)から﹃破戒﹄へ￨﹂
(文芸研究・1 は︑﹃破戒﹄の自伝性が藤村の劇詩時代に怪胎すること
H﹀ ZO
︿﹀と島崎藤村
を論じる︒剣持武彦﹁ダンテの﹃新生﹄︿ 吋

の﹃新生﹄﹂(ニ松学舎大学論集・ 3)は︑﹁新生﹂のモチーフに︑ダンテ
の﹁新生﹂﹁神曲﹂に源を発し︑ D‑G・ロゼツティに波及した﹁ベ
アトリチエ体験﹂と﹁地獄体験﹂がいかに関連したかを考察︒ほか
に関良一﹁藤村初期業績考﹂公一松学舎大学論集・ 3)市村宏﹁﹃夏草﹄の
うち﹃農夫﹄について﹂(風雪・1 高野繁男﹁藤村の文章￨小説にお
けるテンポとリズムを中心に￨﹂ハ恩西尾清﹁書簡に見る島崎藤村

の恋﹂︿国語と国文学・4 八木良夫﹁藤村﹃緑薬集﹄の問題﹂局窓口社国文
学‑
i 山田晃﹁作品とその標題についてのノlトl ﹃破戒﹄と﹃門﹄
とをめぐって￨﹂(古典と現代 ‑5)など多彩な論が管見に入った︒

︿独歩V安田保雄﹁﹃山林に自由存す﹄考￨独歩とパ l ンズ l﹂詰

1
6
7

ズの﹁吾が心は高原にあり﹂を触媒としてこの詩が成立したことを

s
uが︑﹁山林に自由存す﹂の成立過程を辿り︑パ l ン
見女子大学紀要‑

と国文学・とは︑抱月の実行︑芸術画一論と実生活における両者の一

力作と言える︒和田謹吾﹁島村抱月ーその実行と芸術の論l﹂畠締

関わらせつつ究明︒自然主義評論の複雑な相貌の内部にふみこんだ

5)は
︑

主義への復轡を図ること亡そ鏡花の主題であり︑その根底に鏡花の

この作の女主人公が本来管子であり︑その形象化を通して一家一門

︿鏡花V手塚昌行﹁泉鏡花﹃婦系図﹄主題考﹂(日本近代文学・

角をうち出している︒大野茂男﹁荷風﹃来訪者﹄のモデルたち﹂(解
釈
・ 4)もあった︒

美派とは異なる明治的骨格のあることを指摘︑荷風評価の新しい視

ε

3)は︑荷風のゾライズムがその文学的個性伸張の一手段であった
ゆえんをゾライズム受容の態度に即して解明する︒坂上博一﹁﹃新帰
朝者日記﹄の問題﹂︿国語と国文学・
は︑荷風の文明批判に大正期耽

まかい疑問を提出︒重松泰雄﹁荷風ゾライズムの一側面﹂(文学倫輯・

a・6vで指摘された諸点についてのきめこ
殺と虚構﹂門国語と国文学‑

しているとの前提のもとに︑大野茂男﹁﹃西遊日誌抄﹄における抹

八荷風V成瀬正勝﹁永井荷風﹃西遊日誌抄﹄の成立について﹂議
援国文・4 が︑﹁西遊日誌抄﹂には﹁西遊日誌﹂発表後の心境が投影

への時代の展開を克明に跡づけた意義深い論であった︒

における青年大学派の動向の分析を通して︑自然主義から教養主義

元化への志向との矛盾に悲劇を認める︒自然主義ではないが︑助川
Z は︑朝日文芸欄
徳是﹁朝日文芸欄の一面﹂︿福岡女子大・文芸と思想‑

解明︒辻橋三郎﹁国木田独歩と民友社￨政治の問題￨﹂(同志社大︑人
文科学研究所︑キ Pスト教社会問短研究・ 3vは︑独歩編集にかかる﹁国民之
友﹂を分析︑国際問題への国家主義的観点からの規制と藩閥容認の
姿勢を抽出︒大串幸子﹁国木田独歩における﹃煩悶﹄の意味￨出生
栗林秀雄﹁独歩﹃運命論者﹄に
問題を中心として￨﹂蔀大論究ε
・
ε 沖村千鶴子﹁国木田独歩の出生

ついての一考察﹂室大・日本文学・

をめぐって﹂門大東文化大・日本文学研究・ 2﹀は︑それぞれ独歩の出生問
題に関わる追求の方向を示した︒特に大串氏の論は︑独歩像の全体
的把握という点で独創性を示している︒本多治﹁独歩詩の意味﹂
吉本近代文学・ 5﹀福田清人﹁﹃富岡先生﹄のモデルとその漢詩抄白﹀
も興味深い︒

に表れた故郷の村￨﹂ハ群馬県研究図書葬会﹃みやま文庫第二十九巻﹂・ろの

︿花袋その他V小林一郎﹁花袋作﹃名張少女﹄を廻る問題￨﹃蒲
団﹄への序論￨﹂ハ文学総藻・1 同﹁﹃土手の家﹄﹃憶梅記﹄など￨作品
こ論が地味な掘り下げを通じて︑良い仕事をしている︒そのほか岡
保生﹁小栗風葉伝﹂門学苑・ 2・6)神部志津江﹁﹃病院の窓﹄﹃天鷲繊﹄
その他￨自然主義受容期の啄木の小説i﹂︿学習院大・国語圏文学会誌・と
八自然主義評論V山本昌一﹁白松南山￨・自然主義との関連をめぐ

が巧みにかみあった新見に富む論であった︒三田英彬﹁表現の芸術

女性への復讐のモチーフが存在したことを指摘︒伝記と作品分析と

があった︒
ってl﹂ハ新文学史・るが︑早稲田文学同人である南山が︑プラグマ

性を支えた構図l泉鏡花小論l﹂(国語と国文学・とは︑鏡花文学と時

テイズムに基づいて︑抱月らの二元論とは全く異なる理想主義的な
自然主義論を成立させていった過程を︑自然主義評論全体の動向と

伺
1

代の文学思潮との関係を通じて︑前者の不変なるゆえんをさぐり︑

︿激石 V今期も作品分析を通じての研究の深化がめだっ︒まず越
智治雄﹁﹃彼岸過迄﹄のころ￨一つのイメージ￨﹂(文学・1 は︑﹁死﹂
の実感を味わった激石が︑塵労の中に回帰したという特別な体験に

生であったとする︒

EmREFロ 忠 刊 の 吋 宮 盟 白 鳥 の 旦 と 泉 鏡 花 の ﹃ 黒
村松定孝﹁

猫﹄の比較文学的考察﹂♀苑・4 は︑ポーの﹁黒猫﹂の鏡花作品へ

八魯庵V中山栄暁﹁魯庵における﹃新自然主義﹄﹂(文学・聾
は︑社会主義文学への流れとリアリズム文学の流れとの統一の可能

める鏡花との作風のちがいを明かにする︒笠原伸夫﹁泉鏡花論￨反
時代的な美の様式￨﹂ハ批評・ 3﹀も管見に入った︒

日小品﹂を﹁夢十夜﹂をうけて︑過去のよどみに浮ぶ現在という存
在論的不安の追求をこころみた作品として位置づける︒平岡敏夫

の﹁心﹂の価値を論じているが︑おのずから優れた作品論となって
いる︒内国道雄﹁﹃夢十夜﹄と﹃永日小品﹄﹂(古典と現代・ 5)は︑﹁永

泰生﹁教材という観点からみた﹃心﹄﹂(日本文学・1 は︑教材として

の影響の様相を検討︑心理的必然性に発する恐怖をとりあげたポー
と︑幻想の世界に自ら生き︑そこに詩的情調を発揮する舞台をもと

性を﹁くれの二十八日﹂にみる猪野謙二氏の説を踏まえつつ︑それ
がついに﹁可能性﹂に留まった内的要因を魯庵の自然主義に対する

存在的深淵探究の出発点を求めている点で︑激石の文学的営為にお
ける﹁修善寺の大患﹂の意味の再評価の試みとして興味深い︒三浦

傍観的姿勢と重ね合わせてとらえようとし︑田中栄一﹁﹃くれの二
十八日﹄論ーその文学史上の位置をめぐって﹂(新潟大学教育学部長岡
分校・研究紀要・1 は︑逆に猪野氏説そのものの成立を否定するモチ

﹁﹃虞美人草﹄から﹃坑夫﹄﹃一二四郎﹄へ低佃趣味と推移趣味￨﹂
(東海大学紀要‑
Zは︑﹁征個趣味と推移趣味﹂︹﹁ズ￨デルマンの作品﹂明四て
一O﹀を西欧文学とは異なる激石独自の創作方法として捉える︒同じ
く﹁﹃吾輩は猫である﹄小論﹂(大東文化大・東洋研究・ 6)は︑﹃猫﹄にお

月号は﹁激石文学の人間像﹂を特集︑十二人の筆者による充実した

‑:ε

ーフに立って分析を進めている︒

激石の文明批判の根拠把握への模索過程をみている︒﹁国文学﹂一一

郎の観念の世界で追求されている自己絶対化にみえるものが︑激石

ける﹁正直﹂の文明批判および安易な自己肯定というこ面的性格に

八写生派小説V相馬庸郎﹁高浜虚子l写生派文学論￨﹂(文学・ 2)
同﹁高浜虚子￨写生派小説の成立!﹂(国語と国文学・ 4﹀の二論が虚子
写生小説の文学史的意味の再検討として優れている︒前者は︑虚子
の写生文小説を低佃趣味とする定説に対して︑﹁東京市﹂白四=丁四

創作集﹃凡人﹄宙空一﹀に至る写生概念の展開過程を検討し︑﹁俗﹂

な文明観に由来するニヒリズムを極点にまで推し進めるところにわ
ずかに自己の主体性を確保する方途をみいだしえたのであると論じ

の苛烈な近代日本文明観によってもたらされる深刻な不安に発する
自立的立場の要請であると論じ︑激石は︑一郎に託してその絶望的

作中人物論を掲載したが︑特に越智治雄﹁長野一郎・二郎﹂は︑一

事を中心とする虚子写生文の根底における視野の広い文明批判的
精神の存在を指摘し︑後者は︑第一創作集﹃鶏頭﹄(明四一﹀から第二
の自覚の徹底によるせまい意味での俳譜趣味の否定を見出し︑虚子
の写生小説の確立とは︑本来の意味での俳精精神の近代における再
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つめる︒一郎の存在的不安と激石の近代日本文明批判とを統一的に
把握した画期的な﹁行人﹂論といえる︒氏には︑﹁﹃こ﹄ろ﹄﹂(国文学・
5・7﹀もあった︒そのほか︑激石論として管見に入ったものに
4・

水谷昭夫﹁激石文芸の世界 1﹃修善寺日記﹄における﹃道草﹄形成

の契機を中心として￨﹂(﹃日本文芸の世界﹄桜楓社・1 橋本芳一郎﹁夏目
激石と比喰法﹂︹東京学芸大学紀要・ 3﹀石崎等﹁﹃心﹄試論(二)﹂ハ文芸と
批評・1 波多野鹿之助﹁﹃則天去私﹄論﹂︿同志社大学文化学会・文化学年
・1 渡辺竹二郎﹁夏目激石における東と西﹂ハ長野県短大紀要・4 佐
報
藤元子﹁不安の文学￨一人のアウトサイダー・激石l﹂成城大学短大
学部・国文学ノ lト・三井村君江﹁夏目激石とオスカ l ・ワイルド￨日
本に於ける﹃獄中記﹄の波動︑そのこ﹂(鶴見女子大学紀要・ 3﹀鍵山翠
﹁﹃草枕﹄小論￨二つの峠￨﹂ハ大東文化大・日本文学研究・ 2﹀土居健郎﹁激
石の心的世界︿激石作品の精神分析的解釈V﹂(解釈と鑑賞・ 114が
︿鴎外 V充実した単行書・論集の刊行がめだっ︒長谷川泉﹃続森

あった︒
・ が現在の鴎外についての文献学的研究の
a3
鴎外論考﹄自治容院‑
ひとつの到達点の観があり︑とくに﹁鴎外と陸軍と文学﹂﹁﹃高瀬
舟﹄と権威﹂﹁﹃空車﹄の怨念﹂﹁﹃舞姫﹄の顕匿﹂等の諸章が随所に
新見を示している︒稲垣逮郎編﹃森鴎外必携﹄卒燈社・ろは︑全体
として今日の研究水準をおさえることにより鴎外の各側面にアプロ
ーチし︑立体的把握を示している︒論文では笹淵友一﹁森鴎外とシ
ナ近世文学﹂(明治舎院・古典と現代・ 3)﹁森鶴外﹃舞姫﹄論﹂(文学研究・
6﹀の二論が︑﹃舞姫﹄の構想にシナ情史小説・近世人情本小説にお
ける女性観の反映があるとする従来の氏の説を︑具体的な典拠を示

して発展させているが︑私などには︑人情本的恋愛観の反映を強調

されるあまり︑﹃舞姫﹄が何よりも家や官僚的世界の現実的秩序と個
我の生き方との対立という露わに表現できぬ近代的な契機を内包し

ていたことが十分評価されない憾みのあるのが残念に感じられた︒
重松泰雄﹁森鴎外論￨イプセンへの関心をめぐって￨﹂ハ国語と国文学・

5 は︑鴎外のイプセン観の推移を辿り︑後期の鴎外のアポロ的姿
勢の背後に潜むディオニソス的精神を示唆︒鴎外精神の立体的把握

において教えられるところが多い︒森本修﹁津和野と鴎外﹂(日大三
高研究年報・4 は︑粗摘に留まる︒北川伊男﹁鴎外の﹃山倣太夫﹄に

おける献身﹂(文芸研究・ 2)も︑もう一歩のつっこみが欲しい︒その

ほか八角真﹁森鴎外と平野万里(一﹀ーその交渉をめぐってl﹂(明大
教義論集・ろが管見に入った︒

︿一葉その他 V山根覧吉﹁一葉の日記と徒然草﹂ハ大阪教育大・学大図
・ 2)広島一雄﹁﹃滝口入道﹄覚書￨平家物語との距離￨﹂(文芸論集・
文

方文学史の後景￨仏師・前回照雲の命運￨﹂(郷土作家研究・ 3﹀五十嵐

3)瀬尾幹夫﹁田岡嶺雲の思想﹂(文書研究・1 神田重幸﹁徳富芦花の
宗教観トルストイとの交渉においてl﹂︹文学総務・ 3﹀風穴真悦﹁地

誠毅﹁木下杢太郎の初期の文学﹂(国文学・とがあった︒紅野敏郎﹁小
川未明における詩と真実l 明治四十年代の未明￨﹂ハ日本近代文学・5
は︑未明の創作集三冊を対象として作風の変化をきめ細かく辿った

H

は︑三重吉の生涯と芸

(3)

八戯曲 V藤田竜雄﹁秋田雨雀の戯曲l明治四十二年から大正二年

最初の論︒根本正義司鈴木三重吉研究﹄
術を論じて穏当な見解に富む︒

までl﹂︿郷土作家研究・ろが詳細に雨雀戯曲をあとづけ︑山蔦恒﹁串

1
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果戯曲の時代的位相小劇場運動に即して￨﹂(文学者・ 2)は︑青果

草
﹄l﹂蕗文・ーがあった︒中結﹁﹃国民之友﹄の和歌論﹂(同志社大学

﹁薄田泣蓋と﹃若菜集﹄￨手沢本書き入れをめぐって￨﹂︿文芸研究・ 2﹀
は︑泣蔓手沢本﹃若菜集﹄の枇点・書き入れの検討を通じて泣蓋の

人文科学研究所・キリスト教社会問題研究・1 は︑﹁国民之友﹂の和歌論の実
態を検討︑伝統歌壇にあたえた影響をそれなりに評価する︒松村緑

盤l﹂︿一一松学舎大学論集・1 は︑子規の写生説に対する明治初期の実学

藤村詩に対する態度を明らかにする︒明星派の大井蒼吾について川
村ちよ﹁大井蒼吾ーその生涯と評価﹂(郷土作家研究・ 3)上田哲﹁大井

戯曲に時代の動きに﹁容易に踊らぬもの﹂の強さと弱さをみいだし︑
旧劇および新劇における青果受容の様相に批判を加える︒
八詩歌 V斎藤正一ニ﹁正岡子規研究序説￨写生説成立の精神的基
的精神の反映をみ︑その根底に健康な地方人の生活哲学の潜むこと
を指摘して︑写生説を芸術と生活の統一的原理としてとらえてい

1)が管見に入った︒

︿その他V海老池俊治﹃明治文学と英文学﹄(明治容院・ 3)は︑激

4 中山周三﹁山下秀之助論﹂露始林・

文﹃耶馬渓﹄﹂(東京女子大・日本文学・ 3﹀大戸三千枝﹁長塚節の初期の
歌￨﹃こころの葦﹄﹃大帝国﹄に掲載された歌についてl﹂(短歌研究・

大悟法進﹁牧水の初期恋愛歌ーその伝記のためにl﹂︿短歌研究・と
鈴木三枝子﹁橋田東声の﹃性格悲歌﹄﹂幸苑・ 1﹀松村緑﹁鉄幹詩﹃人
を恋ふる歌﹄の成立と発表誌について﹂(解釈・ 1)同﹁滞原有明の逸

ε

才華不滅﹄ハ人物往来社・1 鉄幹との交渉を中心とする評伝として赤
塚行雄﹁与謝野晶子￨明治の青春￨﹂ハ文学者・
があった︒その他︑

蒼吾研究ノ lトより￨白羊会と蒼吾￨﹂畠・三の二つがあり︑与謝

野晶子関係では︑礼讃と追憶の書である深尾須磨子﹃与謝野晶子￨

ε

る︒示唆に富む論であった︒ほかに川崎展宏﹁正岡子規￨精神の座
標軸￨﹂︿国語と国文学・ 4)藤川忠治﹁子規と直文﹂ハ鶴見女子大学紀要・1
松本弥栄子﹁子規と万葉集﹂(国文鵠見・
渡部勝己﹁正岡子規﹃岐
蘇雑誌三十首﹄の初案について﹂門学習院大・国諸国文学会誌・とがあっ
た︒啄木関係では︑小田切秀雄﹃石川啄木の世界﹄詣新書・1 が筑
摩書房版﹃啄木全集﹄の解説の集成で︑岩城之徳﹃補説石川啄木﹄
(さるぴあ出版・ 4)は︑著者のこの十年の研究の進展を示し︑その文献
学的実証主義のきびしい態度に頭のさがる思いがする︒国崎望久太
郎﹁啄木論ーその近代の意味￨﹂(国語と国文学・とは︑啄木の自我が
本質的に浪長主義的自我であったために日本的現実に深く接触しつ
つも抽象的対立としかなりえなかったゆえんを杢太郎・鴎外と対比

リフイス・九条武子・大槻文彦・大矢透・片上伸・物集高見関係の

石を中心に明治文学と英文学との交渉を考察︒昭和女子大学近代文
学研究室編﹃近代文学研究叢書﹄第二十八巻T ﹀は︑徳富芦花・グ

して論じ︑昆豊﹁啄木の詩魂ーその詩論と実作をめぐってl﹂(日本
近代文学・5
が評論﹁喰ふべき詩﹂と﹁心の姿の研究﹂所収の作品を

ほかに雑誌特集﹁文学にあらわれた明治人﹂(解釈と銭賞・とがあっ

資料を収録︒久松潜一・木俣修・成瀬正勝・川副国基・長谷川泉編
修﹃現代日本文学大年表・明治篇﹄(明治番院・ 5﹀の刊行も意義深い︒

とりあげて︑詩論と実作の相関関係を検討︒なお特殊研究として

一﹁初期啄木短歌とその周辺の資料￨﹃巌手日報﹄掲載﹃白羊会詠

木村不三男﹁石川駅木の作文教育﹂(国文学・一月臨時増思があり︑年
譜・資料に岩城之徳・藤沢全﹁石川啄木著作年譜﹂露文・ 3)布野栄
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︒
た

正

期

路実篤と志賀直哉l﹂(フエリス女学院大学園文学会誌・事時・ 5)もあった︒
志賀直哉関係では︑直哉と父との対立の要因を農村型のメンタリテ
ィ!と都市型のメンタリティ!の対立という図式で捉えて︑祖父直
道の事蹟の意味にまで糊った安岡章太郎﹁都市と農村￨志賀直哉論

路研究の深化がうかがわれる︒武者小路と志賀というこつの個性の
e
けた遠藤祐﹁﹃白樺﹄のふたつの個性武者小
成長を対比的にあと つ

と︑そのような﹁自然﹂観に基づく︑トルストイ主義の武者小路的
転生としての﹁村﹂建設へのモチーフを明らかにする︒氏の武者小

八白樺派﹀大津山国夫﹁トルストイ体験と﹃新しき村﹄ l﹃新しき
村﹄と武者小路実篤(一)﹂(静岡女子大学・国文学研究・ 6)は︑実篤の
トルストイ主義脱出のための闘いと﹁新しき村﹂のモチーフとの内
的関連を追求し︑そこに自然の倫理的規範化という武者小路の独創

について￨﹂︑越智治雄﹁初期岸田戯曲の方法﹂などに新鮮な感銘
を受けた︒その他の論も大正文学史研究に示唆するところが多い︒

激石におけるドストエアスキーの受容﹂︑小堀桂一郎﹁森鴎外の﹃諸
国物語﹄﹂︑篠塚真木﹁芥川竜之介の創作とアナトl ル・フランス﹂︑
大久保直幹﹁菊池寛とシングl ﹃海の勇者﹄と﹃海へ騎りゆく人々﹄

重厚な比較文学的研究書として成瀬正勝編﹃大正文学の比較文学
的研究﹄ハ明治書院・ 3)の刊行が第一にあげられる︒巻頭にユニーク
な大局的見解のうかがえる同氏﹁大正初期文境と西洋文学﹂をす
え︑各論として十一氏の論を収めているが︑特に清水孝純﹁草平・

大

Z ﹁﹃近代﹄の破産l同(四)﹂(文学界・5 ﹁風土的拒否
(三)﹂︿文学界‑

反応￨同(五)﹂(文学界・ 5)という一連の仕事のほかに︑自己の志賀
直哉論の形成過程をふりかえった平野謙﹁続﹃暗夜行路﹄論lわが

ε

1︑角田一郎﹁﹃暗夜行路と尾道の人々﹄
戦後文学史l﹂(群像 2・3・

があった︒有島関係では︑西垣勤﹁﹃或る女﹄
訂補﹂(文学研究・
論￨前篇の構造について￨﹂(貨監・ 3)が︑前篇の構造に論をしぼ
り︑菜子が倉地とむすびっく必然性を倫理的知的側面と肉体的情的

側面から統一的に描こうとしていることを認め︑肉体的情的側面に
のみ収飲した後篇より優れていると評価し︑定説への反措定を提出

しているが︑今後なお問題となるところである︒松下美那子﹁有島
武郎と大杉栄﹂(都大論究・ 3)は︑この二人がいずれもクロポトキ
ン︑ベルグソンなどの影響下に人間本能の解放に全人間性の解放を
みる﹁生の哲学﹂に到達したという共通性を指摘︑大正期の時代思

潮内部における共通項のうちに有島を位置づけて興味深い︒笹淵友
一﹁﹃クララの出家﹄の主題再論﹂吉本近代文学・ 5)は︑小坂普氏の
批判への反論︒高原二郎﹁有島武郎︑倉田百三比較試論l﹃善の研

e
ま
究﹄をめぐって￨﹂(立教大・日本文学・1 は︑大正期思想のゆき つ
りを示すものとして有島︑倉田の自己確立を追求︒福田準之輔﹁有

島文芸の形成￨﹃カインの末務﹄の意義￨﹂円﹃日本文芸の世間亦﹄桜楓社・と
は︑諸説への目配り︑が周到で︑徽密な読みとりとなっている︒岩淵
玲子﹁有島武郎における死の想念￨観想録を中心として!﹂ハ郷土作

家研究・ 3)もあった︒なお﹁北方文芸﹂一月号が︑有島武郎を特集︒
・
今井信雄﹁﹃地上﹄における白様運動﹂(成城大学短大学部・国文学ノ lト

3﹀は︑﹁地上﹂に拠った信州の教育者たちによる白樺的理念に立つ
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教育的実践の姿をいきいきと描いている︒
八芥川竜之介V第一に葛巻義敏﹃芥川竜之介未定稿集﹄ハ岩波書底・
ろが︑全集未収録資料の集大成で︑それぞれの作品には著者の十
年にわたる揮身的努力のあとのにじむ解説がつけられ︑芥川の人間
と文学について新しい光を投げかけている︒笠井秋生﹁芥川竜之介
の切支丹物￨﹃神々の微笑﹄を中心に￨﹂(山梨英和一短大・日本文芸論集・ 3)
は︑芥川における対キリスト教意識の微妙な変容を論じるが︑﹁神
々の微笑﹂末尾の﹁我々の事業﹂を﹁日本におザる福音宣教の事業﹂

出身の作家たちの経歴および作品の輪廓を論述する森本修﹁労働文

学の系譜￨新井紀一・内藤辰雄・吉田金重をめぐって￨﹂門立命館大学・
人文科学研究所紀要・5 が基礎作業のひとつとして評価される︒森山重

Zも貴重な成果であった︒講座物で
雄﹁宮島資夫年譜﹂(日本文学‑
あるが︑小原元﹁概説・ナップ成立まで﹂(民主文学・4 霜多正次﹁労
働文学の成立l宮島資夫の﹃坑夫﹄﹂(同・ 2u林重一一﹁転換作家の登

場l江口換﹃労働者誘拐﹄l﹂
・ 3﹀中村新太郎﹁労働文学の展
同
︿

開 1﹃煤煙の臭ひ﹄﹃怒れる高村軍曹﹄l﹂(同・1 志津弘﹁新たな可
能性の開花l前田河広一郎﹃三等船客﹄￨﹂ハ同・ 6)もあった︒

婦人雑誌における家庭小説︑通俗小説の新たな展開との相関関係を

︿その他V前回愛﹁大正後期通俗小説の展開﹂(上)￨婦人雑誌の
読者層﹂(文学・
は︑大正後期における婦人雑誌読者層の拡大と

点﹂(日本近代文学・ 5﹀が詩集別に研究の問題点を探り︑同﹁萩原朔太
︑
郎の幼年時代(一﹀￨精神形成期における問題﹂(文芸と批評・1 は

︿詩歌 V萩原朔太郎関係では︑佐藤房儀﹁萩原朔太郎研究の問題

の随筆﹂白文目白・ーなども管見に入った︒

5 も注目される︒日沼倫太郎﹁嘉村磁多素描﹂ハ批評・ 3)都築久義
﹁尾崎士郎伝﹂(五)￨文学的出発﹂(士郎研究・4 斎藤玲子﹁寺田寅彦

大森澄雄﹁葛西善蔵の研究会一﹀￨文学観の問題￨﹂(名大・国首文学・

格的業績として興味深い︒春月の伝記研究として橋本正之﹁年譜を
とおしてみた生田春月の思想と生涯﹂(鳥取県高校研究会︑国語部会研究紀
・1 葛西善蔵の宗教的文学観の形成と禅との交渉過程を考察した
要

5

明らかにした︒関口安義﹁もうひとりの同人￨松岡議論l﹂(日本文学・
は︑松岡議の文学的営為についての再評価を志向した最初の本

ε

内容・意義を論じた﹁芥川竜之介図書館﹂(解釈と鑑賞・ 2)も有益であ

と断じているのは納得できない︒資料として森本修﹂芥川竜之介参
考文献・雑誌(戦後︑特集号細目)!付・単行本細目補遺(一)￨﹂
ハ立命館文学・ 4﹀があり︑芥川関係の主要研究書・伝記・回想十六冊の

八野上弥生子 V関本直子﹁﹃縁﹄前後￨明治四十t四十二年の野

っ科ル︒

上弥生子の作品とその特質￨﹂吉本文学誌要・1 は︑文学出発期の弥
生子の作品が激石の写生文的文学観でおおうことのできない女性の
自我の解放のモチーフを内包していたことを解明︑佐藤喜一﹁受難
の青春と美への信仰￨﹃迷路﹄ノ lトl﹂︿都大論究・5 は︑挫折する

ε

もあった︒

青春群像を通じての時代の表現という主題および時代を超越する美
への信仰による人間性回復への祈念を読みとる︒自作のモデルにつ
いての野上弥生子﹃海神丸﹄後日物語﹂︿文学・

︿谷崎 V橋本芳一郎﹁谷崎潤一郎初期作品の校合﹂(周怒と国文学・
とが果たされるべき文献的基礎作業の一端を示した︒
︿労働文学 V大正期労働文学再評価のモチーフに立って﹁黒煙﹂

1
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前橋の風土と朔太郎の精神形成の関連を論じる︒平田利晴﹁萩原朔

泉女子大学紀要・必・8 は︑朔太郎詩における日本的自然像の特質と限

詩篇﹄の自然像l日本文学における自然の研究の一環として￨﹂議

﹃︿青猫V以後﹄﹃定本育猫﹄等を対象として論じ︑須藤松雄﹁﹃愛憐

営為の行方を追求︑﹁雨ニモマケズ﹂と﹁十界長茶羅﹂との結合︑

3﹀は︑法華経信仰と﹁春と修羅﹂との関連を中心に賢治の文学的

信仰と﹃春と修羅﹄の世界￨﹂(東京教育大学文学部紀要・国文学漢文学論幾・

保阪嘉内宛書簡七十三通の集成で︑賢治研究に新しい光を投げかけ
ている︒論文として分銅惇作﹁宮沢賢治における宗教意識￨法華経

の発生・展開・消滅の過程を追求︒保阪庸夫︑小沢俊郎﹃宮沢賢治
友への手紙﹄︿筑摩書房・1 は︑大正五年から十四年にかけての親友

界を追求︒中島洋一﹁萩原朔太郎の世界ーその象徴性について￨﹂

﹁農民芸術概論綱要﹂と国柱会田中智学の本化妙宗の教学の特色で

太郎詩の詩法ハ上)￨﹃青猫﹄から﹃氷島﹄への推移を辿って￨﹂高
究日本文学・ 5vは︑二次的言語としての朔太郎詩の完成度を﹃青猫﹄

︿﹃日本文芸の世界﹄桜楓社・5 江藤靖子﹁朔太郎の詩における音楽性￨リ

ある﹁閤浮同帰﹂と﹁世界統一主義﹂との関係︑﹁春と修羅﹂にお
ける四次元世界の思想と﹁寿量品の無量劫の時間意識﹂との関係な

ブレーンを中心としてl﹂(大阪教育大・学大国文・と佐藤房一儀・伊藤信
士口﹁萩原朔太郎の短歌￨初期未発表作品等の資料と解説￨﹂︿短歌・

どを明らかにし︑賢治研究の新しい方向を示唆している︒同じく賢
治の宗教意識を論じたものに万国務﹁宮沢賢治と宗教￨主として初

期の言動を通して￨﹂詰究日本文学・ろがある︒奥田弘﹁宮沢賢治詩

ともあった︒犀星関係では︑今井文男﹁室生犀星の詩﹃小景異情﹄
の考察￨表現における場面の構成﹂ハ金城国文・ 3)が︑﹁小景異情﹂そ

スの意識の流れの手法の影響を明らかにして興味深い︒光太郎関係

のこの構造を分析し︑その問題点について明快な論理的解答を示
し︑太田三郎﹁室生犀星￨﹃化粧した交際法﹄﹂♀苑・5 は︑ジョイ

ルと宮沢賢治﹂(文芸論護・ 2﹀境忠一﹁﹃銅緩﹄の詩人︑宮沢賢治﹂(文

研究の問題点﹂吉本近代文学・5 は︑賢治詩の研究史論として優れて
いる︒そのほか天沢退二郎﹁詩人八宮沢賢治V の成立￨﹃鹿踊りの
はじまり﹄から﹃なめとこ山の熊﹄へ￨﹂(展望・ 1﹀原子朗﹁タゴー

﹁教材としての宮沢賢治﹂吉本文学・

学・語学・ 3)恩田逸夫﹁宮沢賢治作﹃早春独自﹄の鑑賞﹂(明薬会誌・ 5)
同﹁宮沢賢治における天の意識﹂(武蔵野女子大学紀要・ 8き 三 枝 康 高

では︑誇川利夫﹃高村光太郎論考 2﹄(高文堂出版社・ 2)広瀬朝光﹁光
Z 石橋道子﹁﹃道程﹄
太郎・智恵子の愛と陸奥の風土﹂(郷土作家研究‑
論﹂(都大論究・1 が管見に入った︒石橋氏は︑光太郎における﹁根
付の国﹂の子としての意識の苦渋にみちた定着過程を探る︒宮沢賢
4vは︑﹁農村インテリ﹂と﹁民俗の伝統﹂との統一的把握を志向し︑
賢治の生涯にわたり従来の諸説の検討の上に立って諸所に新見を示

踏まえた本格的研究で︑今後の研究の一勺の礎石となると忠われ
る︒同﹁山村暮烏の児童文学﹂︿国文学踏査・ 2)も暮烏の童話の全貌と

なお﹁日本児童文学﹂二月号が﹁宮沢賢治の児童文学﹂を特集︒慕
烏関係では和田義昭﹃山村暮烏研究﹄(豊島書房・ 3﹀が︑地道な実証を

ε などの多数の論考があった︒

治関係では︑研究の深化がめだっ︒境忠一﹃評伝宮沢賢治﹄(桜楓社・

した穏当︑精細な評伝として信頼性が高い︒天沢退二郎﹃宮沢賢治
の彼方へ﹄ハ思潮社・4 は︑作品世界の分析を通じて賢治における詩
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e
義形成の一面￨﹂昔話と文芸・るが︑露風の神秘主義への歩みを跡 つ

た論があった︒三滞仁﹁﹃白き手の猟人﹄についてl露風の神秘主

ー的人道主義へという暮烏の推移を追求︒露風関係では三つの優れ

リスト教からボlドレ lルの世紀末思想てさらにドストエアスキ

想について￨﹂町村短大襲・奥文・ 4﹀は︑﹁聖三稜破璃﹂を中心にキ

本質を浮かびあがらせた論︒石川宏﹁山村暮烏論 l聖三稜波璃の発

れたカ作であった︒

﹃茅野雅子﹄(明治書磨︑山田昭夫﹁素木しづとその周辺￨資料ノー
トl﹂ハ藤女子大・同短大紀要・五きも︑地味な対象への共感に裏うちさ

た佐藤佐太郎﹃斎藤茂吉研究﹄露ノ宮書房・みもあった︒青木生子

管見に入った︒単行書に弟子としての立場からの研究・回想を収め

川﹂(原始林・ 3・4・5)上回三四二﹁﹃小圏﹄の茂吉﹂ハ短歌研究・とが

八プロレタリア文学V第一に満田郁夫﹃中野重治論﹄ハ新生社・ 5﹀

けて級密であり︑久保忠夫﹁﹃三木露風一派の詩を放追せよ﹄まで﹂
言語と文芸・4 は︑白秋派・三木派の対立︑葛藤のあとを詳細に検

3﹀は︑上回敏の翻訳を通じてのダヌンチオの露風への影響の諸相

を解明し︑新鮮な解釈を示している︒小田良弼﹁かなしみと死￨八
木重吉の詩的世界(一)￨﹂(国賓国文・4 は︑宗教詩人八木の心象を
追求して印象的な論︒白秋関係では︑河村政敏﹁北原白秋試論ーそ
の感覚表現と詩的認識をめぐってl﹂吉本近代文学・5 中山緑﹁白秋
歌論の変遷を辿って￨明治・大正期﹂ハ佐賀大・文学論集・4 の ニ 論 が
あり︑﹁短歌﹂五月号が﹁白秋茂吉の文学﹂を特集︒茂吉関係では︑
1深査氏にこたへる￨﹂吉

めている︒いずれも柔軟な作品分析と執劫な作家主体への湖及を試
みた新鮮な解釈に富む論となっている︒杉野要吉﹁﹃村の家﹄論﹂
(関東学院女子短大・短大論議 6)は︑満田氏の転向論に対する強烈な反措

定の意識に支えられた論で︑中野の転向認識が転向時点において明

は︑同志に対する﹁恥﹂の意識の追求に留まらず﹁村の家﹂一族や

確なものであったこと︑﹁第一章﹂から﹁村の家﹂への過程の意味

つつも勉次に転向を勧めてはいないこと︑孫蔵の妻クマの描き方そ

民衆を裏切った﹁恥﹂の追求という新しい自己批判のモチーフを導
入したところにあること︑孫蔵は勉次の妻タミノのことばを誤解し

母﹀﹃人間茂吉﹄﹃年譜斎藤茂吉伝﹄﹂︿同)は・深萱大河原両氏の論
点をも含みこむかたちで最近の茂吉研究の成果を総括し︑傾聴に価
する批判を提出︒ほかに山根巴﹁茂吉における近代﹂(相撲女子大学紀
・ 2)同﹁続茂吉秀歌ノ lト﹂︿解釈・!?と中山周三﹁紺の最上
要

本文学・ 3)が︑深萱氏の現地主義批判に対する批判というかたちで
論を展開する︒米国利昭﹁茂吉における農民性など￨︿死にたまふ

大河原忠蔵﹁八死にたまふ母Vを読んで

の二つを収め︑第三部﹁転向論﹂として﹁転向小説五部作をめぐっ
て﹂﹁亡びゆく一族￨ふたたび転向小説をめぐって￨﹂の二つを収

くし﹄と三木露風﹃廃闘﹄をめぐって￨﹂(関東学院女子短大・短大論叢・

期

討︒剣持武彦﹁若き露風へのダヌンチオの影響上田敏﹃みをつ

和

の刊行があげられる︒第一部﹁自伝的長篇の構造﹂として﹁﹃梨の
花﹄について﹂﹁﹃歌のわかれ﹄論﹂﹁父・性・インテリゲンチャの
道￨﹃むらぎも﹄を載る￨﹂の三つを収め︑第二部﹁文学の質の問
題﹂として﹁﹃感情詩派﹄中野重治﹂﹁中野重治の詩と小説と評論﹂

昭
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となどを論じ︑﹁﹃都会﹄と﹃農村﹄という空間的な広がりのもと︑

ジを﹁肉体破砕のイメージ﹂として把え︑それが被搾取階級の一切

れるところが多い︒前後するが葉山嘉樹関係には︑﹁淫売婦﹂﹁セメ
ント棒の中の手紙﹂﹁海に生くる人々﹂などにおける中心的イメー

のものの中に︑前記の中野の新しい視点の獲得が表現されているこ
自己の﹃転向﹄の意味を日本近代の社会構造の中で追う視点をも中

の運命の象徴であることを指摘して︑多喜二文学における観念性と
は異なる体験に根ざした葉山文学の魅力を抽出した平岡敏夫﹁肉体

路に立ちて﹄﹃神戸労働争議エピソード﹄﹂(関西大・国文学・$同
﹁葉山嘉樹宛小林多喜二・島木健作未発表書簡﹂(同)があった︒百合
子関係では︑沼沢和子﹁﹃伸子﹄続篇の方向へ￨宮本百合子におけ
る創作方法の追求(その一)﹂昔話と文芸・ 5﹀が︑明雑踏﹄連作を中心と

破砕のイメージ￨葉山嘉樹論﹂(大東文化大・日本文学研究・三があり︑
資料として浦西和彦﹁葉山嘉樹と名古屋労働者協会￨資料紹介﹃街

野はこの作品ではじめでとらえた﹂と結んでいる︒杉野氏の中野解
釈が丹念な論理構築によってみごとに定着された論である︒小原元

i
﹁中野重治と転向￨﹃村の家﹄をめぐって￨﹂幸政大学文学部紀要‑
は︑孫蔵の扱い方にみられる中野の土着的心情主義を批判︒そのほ

ε

か亀井秀雄﹁中野重治と伊藤整﹂幸芳文芸・ 116)野島秀勝﹁中野重
治にあるわかりにくいもの﹂(批評・ 3﹀国府種武﹁中野重治と宮本百
があった︒亀井氏の論は︑独創的な視角を示

合子﹂︿日本文学総要・

して教えられるところの多い注目すべき連載評論となっている︒多
喜二関係では︑伊豆利彦﹁小林多喜二論ノlト(承前﹀￨﹃人間的﹄
なるものをめぐって￨﹂ハ日本文学・4 大久保典夫﹁﹃党生活者﹄をめ

キが多喜二のもとを逃れたのは︑思想的違和感によることを明らか

における女性像﹂︑市原初男﹁多喜二とロシア文学!主としてチエ
ホフとの関係について﹂︑宮野駿﹁A 君への手紙￨H多喜二tタキ
世界Hの盲点に触れて￨﹂の三つの論が収められた︒宮野氏は︑タ

﹁﹃禽獣﹄をめぐって﹂合一松学舎大・人文論議・1 は︑この期の﹁死﹂の
イメージが世相の暗さのほかに梶井や多喜二の死の衝撃を契機とし

駒子との愛情の危機の形象化というモチーフを導き出す︒林武志

﹁天の河﹂以後に加筆された部分に考察のポイントを置き︑島村と

︿新感覚派V川端康成に論が集中︒河村清一郎﹁﹃雪国﹄の構
成￨結末の改稿を中心に￨﹂ハ明大教義論集・ 3)は︑﹃雪国﹄の結末の
改稿が作品の世界を完結するために必要であったとの立場から︑

日本出版社・ 5﹀があった︒

して百合子の戦時中の創作方法追求と実作との関連を論じている︒
そのほか田中単之﹁三好十郎論会一)￨知識人とは何か￨﹂ハ日本文学誌
i江口決﹃たたかいの作家同盟記￨わが文学半生記・下l﹄(新
要‑

にしている︒また座談会として江口換︑壷井繁治ほかによる﹁小林
多喜二の人と文学﹂︿民主文学・1 佐藤チて島田正策ほかによる﹁小
林多喜二の思い出﹂(北方文芸・1 の二つがあった︒前者は︑運動渦

て成立していると論じる︒松坂俊夫﹁﹃感情装飾﹄覚え書ーその基
礎的研究﹂(角川容庖・国語科通信・ 3﹀は︑その実証的姿勢に好感がもて

ぐる断想﹂ハ批評・三が︑それぞれ﹁党生活者﹂へのアプローチを試
み︑﹁北方文芸﹂三月号の多喜ニ特集には︑布野栄一﹁多喜ニ文学

中において創作に励む厳しい姿などを提示︑後者は︑北海道時代に
ついて実姉や友人が語り︑それぞれ生きた多喜ニ像について教えら

1
7
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びについて﹂ハ形成・$も興味深い︒

る︒村松定孝﹁川端康成の連句的手法合一﹀￨﹃伊豆の踊り子﹄の運

あった︒後者は︑カルモチンの臨床例を引用し︑弘前における自殺

の﹂吉村正一郎﹁架空の座談会﹂菊田義孝司悦惚と不安﹄が生ま
れた時﹂山岸外史﹁自殺説と他殺説﹂ほかを収録︒特に山岸氏が死

秀昭﹁太宰治の反文化的パトス﹂大森郁之助﹁﹃姥捨﹄で捨てたも

未遂事件および袖ケ浦心中の実態究明を志向して興味深い︒﹁太宰
治研究﹂第九集 ( 6 )は︑小久保実﹁太宰治︑その文学の方法﹂桶谷

体発見の現場に立ち会った証言者として他殺説への強い否定を明ら

八堀辰雄V大森郁之助﹁﹃たけ高き女﹄の素姓l堀辰雄の﹃かげ
s
v長谷川孝士﹁堀辰
るふ日記﹄における自己限定￨﹂詑働大学紀要‑
雄﹃噺野﹄に関する考察￨﹃今昔物語﹄の原話との比較を中心にし
8 がそれぞれ出典との対照を踏まえて堀作
a・
て￨﹂ハ愛畿大学紀要‑

(6)

には︑野島秀勝

三枝康高﹃太宰治と無頼派の作家たち﹄門事社・ともあった︒

a

学世紀・ 6vは︑太宰文学の前期から中期への変貌の原因をくわしく
考察し︑﹁世間﹂に対する﹁表現﹂の方法についての懐疑を中心とし
て︑中期の﹁生活の演技化︑絡晦姿勢﹂および新たな作品世界や手
・
m
‑
法の誕生を説明して興味深い︒山内鮮史編集﹃太宰治研究﹄
‑
s
vも十四号を数え︑毎回地球な文献博捜の努力を続けている︒
必

かにしているのが印象的︒渡部芳紀﹁太宰治論l 中期の世界付﹂︿文

品の主題に朔っている︒
八中島敦V佐々木充﹃中島敦﹄畠楓社・ 3)が︑﹁生のかたち﹂﹁主
題と方法﹂﹁作品解題﹂﹁年譜﹂﹁参考文献目録﹂の諸章を収め︑教
研究の基礎を築いた︒同氏﹁﹃山月記﹄解析の方法￨鷺只雄氏への

芸
・5 は︑教歴史小説の主題把握について柔
答えとして￨﹂音蹄・ μ文
軟な方法論を提示︒鷺只雄﹁﹃狼疾﹄の方法(四)￨中島敦研究￨﹂
︽福島工業商事紀要・ 2﹀は︑教の短歌を検討︒

八日本浪憂派V﹁日本浪長派﹂研究第三号

﹁風景と働突￨保田与重郎ノlト﹂村上一郎﹁浪憂者の魂塊lあら
ベすく風をよそおえる問題放出﹂村松定孝﹁保田与重郎と横光利一

八太宰治V多彩な論が出た︒相馬正一﹃若き日の太宰治﹄ま醐聖書
房
・ 3﹀は︑太宰の文壇登場までの実証的研究で︑生家津島家の来歴
をはじめ︑日蔭者意識・界の意識の形成などを主として﹁家﹂との
関係から検討︑説得カに富む︒森安理文編﹃太宰治の研究﹄ハ新生社‑

て日本浪憂派を学問的対象として客観化しようとするモチーフは否

l﹃最後の一人﹄から聞えてくる働突について﹂ほかを収録︑概し

ε

z
vは︑作品を通路として太宰の本質に迫ろうとする姿勢が強いが︑

a
‑
u

久保典夫の諸氏による座談会﹁﹃日本浪長派﹄の功罪￨保田与重郎
を中心に﹂は︑論点の対立が明確で面白い︒大久保典夫﹁日本浪長

定しえないが︑時に軽薄な感傷過多の文体が出現することは戒むべ
きである︒同誌上の磯田光一・桶谷秀昭・亀井秀雄・保昌正夫・大

その成果は今後なお検討されるべきである︒青森文学会・弘前文学
︑審霊刊‑
a・ は︑マルクス主義
会編﹃太宰治文学批判集﹄
の立場からの太宰治批判論を収録︑公式論的姿勢が多いが︑大高勝
そのほか長篠康一郎に山崎富栄著﹃愛は死と共に￨太宰治との愛の

次郎﹁捧島修次の思い出﹂宮本顕治﹁﹃人間失格﹄その他﹂は貴重︒

s
v もあった︒和泉あき﹃日本浪長派批判﹄
派とデカダンス﹂︿批評‑

ε の著が
s
v の編纂と﹃人間太宰治の研究﹄白・
遺稿集﹄露見書房‑
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・5 は︑﹁文学的立場﹂連載の論を集成したものであるが︑
社
一
生
新
(
情勢論的批判が主であるために説得力を欠く憾みがある︒神谷忠孝
﹁﹃日本浪憂派論争﹄の問題点﹂(日本近代文学・ 5)は︑西鶴をはじめと
する近世庶民文学の伝統を欠落させた日本浪憂派の古典把握の特殊
性を踏まえた批判を志向している点で︑今後の日本浪憂派の客観的
対象化への一方向を示唆するものと言える︒
八無頼派ほか V矢島道弘に﹁ H所謂無頼派 H文学研究の展望i 一
九六五t六七!﹂ハ新文学史・ 1)﹁所謂無頼派リアリズムの反戦的性格
￨昭和十年代の精神形成期を中心として￨﹂ハ文学者・ 2﹀﹁田中英光論
(二)￨思想過程としての戦争小説￨(織田作之助研究・との三つの論が
あった︒英光論は︑英光の戦時下の戦争小説が単純な時局への迎合
でないことを論じている︒河原義夫﹁軽悦派・作之助伝￨人間・織
田作之助(四﹀￨﹂露間作之助研究・ 1)は︑戦時下の織田をめぐる回想
記︒八木敏雄﹁坂口安吾論﹂ハ批評・ 3﹀は︑安吾の文学が現実におい
て拒まれたものを想像力によって観念の世界に奪取する復讐の行為
であると論じる︒栗原進﹁坂口安吾￨発想の過程﹂︿小川高校職員研修

芸研究・1 は︑火野文学の再評価を志向︒安永武人﹁戦時下の文学
(その三)﹂(同志社国文学・ 3)もあった︒まつもとつるを﹁丹羽文雄論

u
‑
M
H
(第一部﹀￨小説家︑この孤独で怪異な魂の生成史￨﹂(文学者 ‑
・ 5﹀は︑丹羽文雄の文学と真宗との相関を中心に論じた力作︒
必
￨
鈴木二三雄﹁梶井基次郎￨心象風景の文学﹂︿ 7エロス女学院大学紀要・
1)雅川混﹁﹃芸術派宣言﹄まで﹂(批評・5 安東埠二﹁求道者の美意

八戦後文学 Vまず小久保実編﹃戦後文学￨展望と課題￨﹄ハ真奥社・

識￨亀井勝一郎の問題￨﹂︿同)などもあった︒

2)が︑戦後文学史の総括を試みた︒同氏﹁戦後文学の概観﹂は︑
客観性に富む記述で︑平林一﹁荒正人論﹂ほか二十の作家論は縦横

ε

に対象を論じて壮観︒近代文学問人編﹃近代文学の軌跡戦後文学
の批判と確認﹄(豊島書一一民・ 1﹀﹃向￨続戦後文学の批判と確認﹄(同・
が︑それぞれ戦後文学の創成期と終震を彩る十の座談会を収録︑戦
後文学の課題に﹁近代文学﹂派がいかに答えたかの証言となってい

る︒論文に目を転じると︑椎名麟三関係に︑江頭太助﹁椎名麟三作

の論は︑作品の内在的分析に立って︑作家論的把握に及ぶ説得力の
ある論︒佐々木氏の論は︑この作品の結末に作中人物相互における

﹃永遠なる序章﹄の方法﹂(佐賀大・文学童子 I﹀佐々木啓一﹁﹃深夜の酒
宴﹄論￨愛憎の原点を求めて￨﹂(論究日本文学‑ーがあった︒江頭氏

実存的な相互解釈関係の成立l心情の秩序としての﹁愛﹂の成立を
みる︒磯田光一﹁井上光晴論﹂(群像・三は︑井上光晴の文学的営為

誌・第十了十二集﹀は︑初期作品の検討を通じて安吾における﹁フア
ルス﹂の意味を追求︒青柳達雄編﹃石川淳著作目録草稿￨付参考
文献一覧﹄ハ 5)も労作である︒戦時下の文学については︑辻橋三郎

のモチーフ
4一
を潔癖な理想主義と生への執着のエゴイズムというこ 鼠

Z は︑島尾にお
によって裁断︒吉本隆明﹁島尾敏雄の世界﹂︿群像‑
ける自己と現実との﹁異和﹂という根本的感覚を中心として︑かれ

﹁﹃人民文庫﹄の姿勢l 一五年戦争の流れのなかで￨﹂(同志社大・人文
科学研究所編﹃戦時下抵抗の研究﹄みすず書房・ 1)が︑五十頁にのぼる労作で

下文芸の対位者たち￨火野葦平﹃土と兵隊﹄をめぐって￨﹂(日本文

﹁人民文庫﹂の誕生から廃刊までを追い︑同誌が﹁組織形態なき人
民戦線の存在をあかしした﹂ことを評価している︒水谷昭夫﹁戦時

1
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のニ系列の小説を統一的に捉える︒そのほか角田敏郎﹁比喰と心象

l小説﹃万延元年のフットボール﹄を例として﹂門大阪教育大・語学・文
学
・ 3)平島成夫﹁戦争体験継承の可能性￨戦没学徒の手記はどうす
れば教材となりえるか￨﹂(日本文学・4 野口武彦﹁仮面の双商紳
三島由紀夫の黙示録的世界l﹂(文学界‑ーなどがあった︒評論関係
では︑磯田光一の一連の戦後批評家論が目立ち︑﹁花田清輝論￨反・
心情主義の人間学﹂(文芸・4 ﹁埴谷雄高論l自殺の形市上学￨﹂

郎から静雄への過程を厳 に辿り︑﹁朔太郎の周辺l蔵原伸二郎と
密
1 は︑朔太郎と蔵原・伊東の影響関係
伊藤静雄￨﹂(言穏と文芸・ 1・
を明らかにするとともに︑日本浪長派の問題を中心に朔太郎と蔵

原・伊東の精神構造の異質性に鋭い光を与えている︒林富士馬﹁伊
東静雄﹂宗 Pタイア・ 4﹀島尾敏雄﹁伊東静雄との通交﹂(季刊芸術・と

もあった︒三好達治については︑大塚久子﹁達治詩集﹃測量船﹄研

究﹂(秋・ 127
﹀が継続中︒西脇順三郎関係では︑安藤一郎﹁西脇順
三郎の詩的世界﹂(文学・ 5﹀永坂田津子﹁西脇順三郎￨無の美￨﹂(文

学
者
・ 4﹀が︑それぞれ﹁無﹂の意識を中心として西脇詩の東洋的本
質を追求︒金子光晴については︑首藤基澄﹁金子光晴研究覚え書﹂
吉本近代文学・ 5﹀﹁﹃孔﹄論￨金子光晴研究￨﹂ハ都大論究・ろのこ論が

(
同
・ 2﹀﹁中村光夫論悪意の美学￨﹂白・ 3)﹁伊藤整論知識人意
識の終駕l﹂(同・ーがあった︒鮎川信夫﹁吉本隆明私論﹂(展望・ 1﹀
は︑吉本の思想の底部に潜む﹁無形の大衆﹂への敬虞な恐れを抽出︒
桜木三郎﹁福田恒存論l常識および伝統への回帰￨﹂(明大・日本文学・

目立った︒いずれも鋭い問題意識を示した論考であるが︑特に後者

える契機を﹁荒地﹂や﹁列島﹂における芸術的営為と政治的営為と

えて戦後詩の主要な傾向と技法を大観し︑河野仁昭﹁戦後詩の成立﹂
吉本文学・ろは︑現代詩の低迷という現状認識に立って︑それをこ

ーがあった︒戦後詩についても幾つかの優れた論に接した︒江頭
彦造﹁戦後詩の問題点﹂吉本近代文学・ 5﹀は︑戦前詩の四系列を踏ま

野斗士山美﹁小熊秀雄論喋笑の構造・反世男への葉求﹂(新日本文学・

ε

いて感銘を受ける︒諸国和治﹁沈黙について￨金子光晴詩の周辺﹂
(文学者‑
Z 飯島耕一﹁金子光晴論﹂ハ文学・ もあった︒そのほか高

は金子光晴の徹底的な敗北体験に根ざす現実批判の精神の実態とそ
の限界を明らかにし︑これを批判的に継承しようとする姿勢にお

3)も管見に入った︒

︿詩歌V小川和佑﹁昭和文学に於ける雑誌﹃四季﹄﹂(日本浪長派研
究
・ 6﹀は︑﹁四季﹂八十八冊を辿り︑日本近代文学の特有なあり方
を西欧文学の視野に立って等質化しようとする堀辰雄の文学前衛的
な意識を中心に再評価している︒中原中也関係では︑飛高隆夫﹁中
原中也﹃朝の歌﹄の主題をめぐって﹂(言語と文芸・とが︑佐藤泰正氏
の﹁朝の歌﹂の主題把握に批判的検討を加え︑北川透﹃中原中也の

その世界の本質に迫ろうとする点で注目される︒吉田照生﹁中原中

の相関の中に探り︑桜井好郎﹁鮎川信夫における断層と風化￨精神

世界﹄(紀伊国屋新書・1 は︑中也詩の世界を存在の不安に支えられた
﹁幻視﹂の世界として捉え︑あくまでも﹁詩的苦回語﹂に密着しつつ︑
也の短歌﹂ハ短歌・ともあった︒伊東静雄関係では︑安藤靖彦の優れ

史的考察のための素描￨﹂吉本文学・

ε は︑鮎川信夫の詩及び詩論

た二一論があった︒﹁朔太郎から静雄へ￨﹃わがひとに与ふる哀歌﹄前

ε は︑詩的方法を中心に朔太

後をめぐってのノ lト﹂(日本近代文学・

1
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における現代的意味とその挫折を主体的共感に裏づけられた立場か

同世代的理解に裏づけられた批判ともいうべきものであり︑三好氏

千葉宣一﹁現代詩の栄光と悲惨﹂ハ北方文芸・

八単行書ほか V批評同人編﹃昭和批評大系￨昭和初年代﹄番町書
房
・ 5)﹃
が
︑
同 1昭和十年代﹄ハ同・ 1)﹃同￨昭和二十年代﹄自・

喚起する内実を持つ︒祖父江昭二・益田勝美ほかによる座談会﹁文
学研究への直言﹂ハ日本文学・ 2﹀もあった︒

の方法論との対話を通じてあるべき方法論についての考察の意欲を

般にわたるものとして山本捨三﹁近代詩の表現的世界﹂(﹃日本文芸の世
界﹄桜楓社・ 5vは︑近代詩における詩意識・発想・表現方法の平面性

風雪に耐えた貴重な諸論文を収めて昭和評論研究における文献的整

ε もあった︒近代詩全

ら鮮やかに論証︒また︑清岡卓行﹁吉岡実の詩l戦後詩への愛着￨﹂
v﹁大岡信の詩﹂自・ 5﹀も興味深い︒
門
文
学
・ 1v﹁飯島耕一の詩﹂自・s

から立体性への推移︑発展を中心として追求︒短歌関係では︑﹁国

思想関係雑誌細目及び解題 H﹄中巻︿明治文献・4 が︑大正後期から

理の基礎を築いた︒小田切進編﹃現代日本文芸総覧H文学・芸術・

便である︒昭和期では松井利彦﹃近代俳句研究年表︑昭和篇﹄ハ桜楓
社
・5 という収穫もあり︑基礎的文献的作業が著しく進行したこと

昭和二十年までのプロレタリア系雑誌と商業文芸雑誌を除く同人雑
誌五十誌を選んでその細目を編み︑解題を付したもので︑検索に至

ε

文学研究﹂第三十七集ハ SVが﹁窪田空穂研究﹂を特集︑近代関係で
﹁空穂随筆への一視点﹂清水茂﹁批評家としての空穂﹂など充実し

は武川忠一﹁空穂短歌の展開﹂岡保生﹁空穂小説の水脈﹂榎本隆司
た諸論を収載︒新聞進一﹃近代歌壇史﹄翁番房・とは︑要を得た近
代短歌の烏鰍図であり︑米国利昭﹁歌う兵￨武田嘉雄・ある農民出

は︑冷徹な批評精神によってプロレタリア文学より戦後文学に至る

が特徴のひとつであった︒中村光夫﹃日本の現代小説﹄(岩波新書・と

まで批判的に相対化したものとして注目される︒浅見淵﹃昭和文壇
Z は︑体験に即した文壇回想記として興味深い︒
側面史﹄露銭社‑

身将校の場合﹂(文学・ 6)は︑近代短歌における表現の可能性とその
限界と︑一従軍将校の作品中に探り︑写生のリアリズムに対する批
八方法論V成瀬正勝・三好行雄・前回愛の三氏による﹁近代文学
研究の方法論をめぐって﹂(成援国文・ 1vと相馬庸郎﹁近代文学の研

野の人間像に弟子の立場からユニークな照明を与えた︒以上でふれ

判を提出︒

ε

Z も︑戦中から戦後にかけての宇
佐藤善一﹃宇野浩二﹄荷出書房‑

究についてl三好行雄氏猪野謙二氏の近業をめぐって￨﹂ハ文学・語
学
・
が印象に残った︒前者において三好氏が露伴・紅葉・柳北の

村松定孝・武田勝彦﹃海外における日本近代文学研究﹄ハ早大出版部・

られなかった単行書に︑磯田光一﹃パトスの神話﹄福岡容庖・ 2)佐古
s
v
純一郎﹃宗教と文学﹄畠瞥一房・4 篠田一士﹃詩的言語﹄富文社‑

内部にあった西洋的近代とは異質ながらそれなりに日本人の精神の
本質となっているものから︑日本近代文学の個性を明らかにして行

4)長谷川泉﹃近代日本文学の機構﹄弱音屍・ 5﹀水谷昭夫﹃近代日本
文芸史の構成﹄露楓社・ 5)久保田晴次﹃脱出の文学￨芭蕉をめぐる

くことの必要性を強調していることは︑文学史研究の根本に関わる
洞察を含むものとして注目したい︒また︑相馬氏の論における三好
氏の鑑賞と批評とを峻別しようとする志向についての批評は︑深い

0
8
1
流文学の魅力﹂を特集︑﹁国文学﹂六月臨時憎刊号が﹁現代文学研

雲﹄から周五郎の﹃柳橋物語﹄までを体系的に考察している︒その
ほか︑﹁解釈と鑑賞﹂一月号が﹁俳句百年史﹂を︑四月号が﹁現代女

文芸学による近代文学研究の一到達点を示すもので︑二葉亭の﹃浮

近代の作家たちl﹄︿桜楓社・とがあった︒特に水谷氏の書は︑日本

しているが︑すでにふれる余裕がない︒記してお詑びに代えたい︒

介︑六月号が安岡章太郎をそれぞれ特集︒﹁本の手帖﹂三︑四月号が
﹁愛の持情詩﹂︑六月号が﹁続︑近代日本文学とキリスト教﹂を特集

三郎︑三月号が安部公房︑四月号が三島由紀夫︑五月号が吉行淳之

究の手帖﹂を特集︒﹁三回文学﹂一月号が江藤淳︑二月号が大江健

1
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﹁若き日の太宰治﹂
山

い研究者なら︑昭和三七年にはすでに︑相

昭和三六年である︑という︒すこし注意深

たことに気づいただろう︒﹁若き日の太宰

馬氏の新しい研究の波がおしよせてきてい

治﹂には︑前著には見当らない創見が各所

に見られるが︑それが︑前著の太宰治像を

している︒私は︑この著書に使用されてい

現われたと思うとくだけ散る波と同様︑相

根底から震揺させるような種類のものだ︒
わずかな紙数で︑相馬正一氏著﹁若き日

馬氏の論にたちまち骨抜きにされてしま

の太宰治﹂の書評をしなければならぬこと

一書をととのえ︑剰え主導的な影響を︑多

くの太宰治論に与えている︒昭和三七年を

ではない︒その相馬氏が︑みるみるうちに

契機として昭和四三年に到る時期は︑太宰

りの資料にあたり︑その検討によって実証
日の太宰治﹂の資料の重みと深さは︑まさ

治研究のもっとも重要な発展がなされた時

的に太宰治像を描こうとしている︒﹁若き
に宿命のそれのように読者を圧倒する︒だ

質︑いままでひとびとが看過してきたよう
な思いがけない秘密が提示されている︑と

像の創造をめざす相馬氏の斗いの重さと深
さなのである︒私は率直に断言するが︑﹁若

わきおこる例は︑なにも太宰治の場合にか

献身的な熱狂と︑いわば持情的賞讃の声が

された非難があって︑他方︑これに劣らず

念がなんらかの意味で不正確だったため︑

るにせよ尊敬するにせよ︑かれに関する観

ぎったことではない︒だが︑かれを非難す

論よりも︑迄かにすぐれた正当な見解にみ

て﹁太宰治の人と作品﹂に着手したのは︑

﹁あとがき﹂によれば︑相馬氏がはじめ

ちている︒

き日の太宰治﹂は︑これまでのどの太宰治

期として記憶されるだろう︒
もとより︑一方にはげしい嫌悪なり誇張

思われるからである︒もとより︑この著者

なことだが︑太宰治の秘められた急所に逮

な側面にふれており︑しかも︑これが重要

の問題︑日蔭者意識︑罪の意識︑自殺︑コ
ムミユニムスなど︑いずれも問題の魅力的

した理由もわかるだろう︒太宰治と﹁家﹂

が日蔭者意識︑罪の意識を必須として随伴

に作家となった理由︑さらには︑その作品

のふかい示唆にしたがえば︑太宰治が︑遂

がそれは︑とりもなおさず︑作家太宰治の
ただなかにわけいりながら︑新しい太宰治

作と息われるし︑太宰治にさまざまな特

太宰治を理解する上で︑きわめて重要な著

書は︑他のいかなる太宰治論にもまして︑

が︑私には残念に思われる︒なぜならこの

な転換に遭遇した︑といってけっして過言

史

う︒相馬氏によって︑太宰治の研究は大き

群

在までのところで︑およそ入手し得るかぎ

内

る資料にも驚かされるが︑なによりもま
ず︑著者のたゆまぬ努力に驚かされた︒現

マ童日
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いつも抽象的にか︑そうでなくとも非現実

って︑事実︑しばしば︿作家太宰治 Vの核

弁別という︑この中心命題をめぐって尽さ

の津島家の人間であったことに由来するも

索めていく︒すなわち︑﹁すべて彼が津軽

めてリアリスティックな理論提起によって

って︑すべての八伝説 Vを執劫なまでに追

の﹂という︑ぎりぎりに根源的な視点にた

れる︒相馬氏の論索があれほど普遍的であ
心に近づくのも︑そこにまぎれもない︑正

いつめ︑いずれも︑結論はみごとに対際的

的に理解されてきたことは否定できない︒
読む￨￨これが︑多数の研究家を待ちうけ

た︒たしかにこれ以上するどく︑相馬氏の

当な文芸観がいき*ついていたからであっ

換言すれば︑太宰治の作品を私小説として
ている陥葬だが︑そのことで︑作品の評価

体をつらぬく中心命題へと収飲していく︑

と作品の扱った現実に対する評価を混同す

というべきものがあって︑その変化のしか

わば︑その意図を完全に実現し︑かっ︑可

その行論の過程は精鍛かつ明快である︒い

傾向を帯びながら︑相馬氏一流の明断なタ

た︑ないし︑急激な変化の蒙りかたに特殊

太宰治論を空論家のそれから峻別するもの

とに終わる︒だが相馬氏は︑太宰治研究家

なものがある︒いわば相馬氏の論理におい

の配慮︑がなされている︒かくて﹁若き日の

能なかぎりの効果を生ぜしめるよう︑細心

るだけでなく︑作家のもっともくらい︑秘

として出発した当初から︑この事情をあや

て︑もっとも緊張を感じさせるのは伝説的

太宰治﹂は︑太宰治と﹁家﹂の問題の︑も

ッチでとらえられている︒しかも︑この注
目すべき見解を︑﹁若き日の太宰治﹂の全

またずに見ぬいていた︒すなわちまず︑﹁若

太宰治像の反証をする時だ︒相馬氏が︑太

はない︒伝説的な太宰治像と相馬氏のえが

き日の太宰治﹂の中心命題は︑きわめて単

宰治伝の領域に解析の火を燃やすに到った

く太宰治像の聞には︑なにかするどい落差

純であった︒要約すれば︑芸術作品とは非

っともはげしい分析に到達しているのであ

い場合は︑自分に都合のよい歪曲をするこ

現実である︑ということに尽きる︒この性

秘密は︑おそらくはここにある︒

密な部分を一方的に捨象するか︑そうでな

質を理解しない太宰治論は︑相馬氏にとっ

氏は︑伝説的太宰治像の核心ともいうべき

変えられ︑﹁名門﹂は﹁金貸し﹂に変えら

的太宰治像における﹁豪族﹂は﹁百姓﹂に

日蔭者意識の形成③罪の意識の形成の三点

馬氏の太宰治論に特徴的な︑ある要素があ

辛練さをもって叙述されている︒私見によ

まず﹁津島家の成立﹂においては︑伝説
諸点に対し︑はげしい疑惑にいろどられた

れて︑その成りあがり的性格が︑徹底的な

る
︒

夢想の所産としてしか考えられないのだ︒

設問をおこなう︒虜頭︑﹁三つの疑問﹂と

﹁若き日の太宰治﹂において︑まず相馬

非常に根づよい不満や批判が︑既成太宰治

題する章においてだが︑①津島家の成立②

て︑なんらの現実性をともなわない︑単なる

さしく作品の性質に対する無理解︑ひいて

論に対する相馬氏に認められる理由は︑ま
は︑作家太宰治に対する誤解がひそんでい

に︑太宰治論のもっとも急迫した問題をさ
ぐりあて︑これらの諸問題の確証を︑きわ

れば︑かかる叙述の裡にこそ︑まさしく相

る︑と見るためだ︒かくて︑いっさいの厳
密な実証作業上の配慮は︑芸術と実生活の

1
8
3

が既往数多の太宰治論の裡にあって︑一見

容赦なくむけられる︒﹁若き日の太宰治﹂

八太宰治Vに特徴的な人間学が発生した︑

て︑近代作家研究の一般原則とは無関係な︑

の示唆を感じとる︒相馬氏にあってはじめ

と見てよいだろう︒太宰治の生涯をつらぬ

識︑罪の意識の形成についての分析に︑も

えんは︑この徹底した辛嫁さにもとづく︑

その斬新性に陸自させる底の仕事であるゆ

治像が︑無理なく輝きだすのは︑このよラ

樟島家は主従の区別なく粗衣粗食に甘

津島家を理解する上に大事なことは︑

まれた相馬氏のグィジョンと呼ぶとき︑そ

く二律背反の苦悩とは何か︒日蔭者意識︑

一般的歴史的な津軽観ではなしに︑も
っと土俗的な︑もっと地域的な︑もっ

に関する言及の部分に︑もっとも強い輝度

れは﹁父と叔母の不義の子﹂という﹁妄想﹂

それだけに独自な論理の一貫性にあるとい

と気質的な津軽観でなけれ・ばならな
い︒(釘頁﹀

をもっ︒﹁生れて︑すみません︒﹂﹁罪︑誕生

んじ︑人からは高利貸しだの客沓家だ

めに出かけ︑どんなに周闘で注意して

日蔭者意識の問題は︑従来の概念的な

の時刻に在り︒﹂など︑作品の主調低音と

これらの︑苦渋にみちた太宰治の表情とし

も畑の肥料にするのだといって止めな

ではなしに︑もっと単純な︑それだけ

﹁家﹂一般による類型的図式によって

してながれる一種の原罪意識の発生根拠の

断罪的とも思われるような辛錬なタッチ

団を用いたものだという︒畠葛

であろうとする相馬氏の姿勢に︑より多く

と同時俗︑自己のヴィジョンにつねに忠実

がある︒私は︑この視点の設定に共感する

ここに相馬氏の﹁家﹂論の︑基本的な視点

真実を語っている︒

評家には︑認知し得なかったある恐ろしい

な場所だ︒これを︑﹁実証﹂の防護にかこ

で︑相馬氏の攻墜は﹁地方豪族﹂﹁津軽の

馬氏ほど︑太宰治における﹁家﹂の問題を

まことに︑﹁若き日の太宰治﹂における相

名門﹂らという︑伝説的太宰治像の﹁家﹂に

よ女などは下男と一緒に道路の馬糞集

っともあざやかに示される︒相馬氏の太宰

かったというし︑日常の衣食住につい

に︑より原初的な血縁ないしは家族関

指摘は︑相馬氏以前に太宰治論を書いた批

ag

ても﹁賛沢だ︑もったいない﹂といっ
ては与えられたものを退け︑隠居生活

はないか︒︿却貰)

係の中で考えることの方が大事なので

ソードまで残っているほど蓄財のため
に懸命になった人である︒

を嫌っていつもモンペを着けて畑へ飛

惣助の影響を最も強く受けた曾祖母さ

び出し︑夜具なども好んで粗末な藁蒲

罪の意識とは何か︒﹁若き日の太宰治﹂は︑

よ、

えるだろう︒かくて︑﹁家﹂の内包する二

みり

律背反を訣り出した相馬氏は︑さらに︑き

し想

のと陰口をたたかれながらも骨祖父惣

て宮

助は早寝早起きをモットーとして働

引る
用

て渉みわたっているものへの︑果しない努

ほわ
どれ

わめて豊かな実りを予想させる︑ひとつの

つ思

き︑夜の来客に対しては灯油の無駄だ

をよ
ふう
たに

力だったが︑その視点の有効性は日蔭者意

コ
' 1
ハ
きる

新しい視点を提出する︒

なれ
手て

といって叱りつけて帰したというエピ

う残ら
。酷わ

1
8
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臆すことなくひとつの総体として受けとめ

かでも氏の研究に寄与しえればと念じたの

最後に︑相馬氏のすぐれた達成を生かす

だが︑いまは紙幅がないので︑別の機会を

ために︑余溜の紙幅を借りて業績を紹介し︑

侠って論じた︑ぃ︒

の家に対する意識こそが︑太宰治の生涯を

もってこのったない書評の代償とする︒

の宿命でもあったとの卓見が堅持され︑そ
決定する重要なファクタアであるとし︑諸

た例を知らない︒太宰治の宿命とは津島家

問題の追求はすべて﹁家﹂との具体的な関

へ羊娘
桜桃忌パン
太宰治の肖像フ時ツト

ω・ロ

3

3 太宰治の人と作品￨デカダンだったが共産主
義 者 で は な い 東 奥 日 報 ぉ ・ 6 ・2

陸 奥 新 報 幻 ・ 2 ・4

4 太宰の小品を読んで

多くの示唆をも含んでいて︑他の作家研究

た︑作家と家の問題の研究分野に対する︑

家の人びと﹂九葉︑﹁中学時代(大正十二

写真八頁︑﹁若き日の太宰治﹂二菜︑﹁津島
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郷土作家研究
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︿源・津島家成立略年譜

郷土作家研究幻・ 7

東 奥 日 報 幻 ・ 6‑m4

者にとってもまた開発さるべき資源を秘め

年t昭和二年)﹂四葉︑﹁高校時代(昭和二

5 太宰治における作家的資質の問題

ている︒﹁若き日の太宰治﹂の誕生は︑ま

﹁若き日の太宰治﹂書誌￨ l筑摩書房︑

さに︑太宰治研究のゆたかな結実を示すも

年I五年)﹂二一葉︒﹁目次﹂三頁︒﹁若き

係の分析を通じておこなわれる︒それはま

のであろう︒

構成は﹁序にかえて﹂﹁三つの疑問﹂﹁津島

日の太宰治﹂本文は一 t 一言二頁で︑その

ど疑問の余地がないように見える︒おそら

﹁﹃罪の意識﹄の発生一 t七﹂﹁高校時代の

﹂
家の成立一 t 一ご﹁性格形成の背景一 t五

この書において相馬氏の論索は︑ほとん
く︑﹁若き日の太宰治﹂によって︑伝説的

二
﹂
生活一 t七﹂﹁﹃自首﹄とその周辺一 t一

太宰治像はますます質的変化がはげしくな
り︑相馬氏の論が︑大きなながれを形成す

うに︑﹁津島家の成立﹂から昭和七年の﹁自

﹁あとがき﹂となっている︒標題が示すよ

するところの若干￨￨以上の書評と関連す

首﹂までの︑文字通り︑﹁作家﹂以前の﹁若

るに到るだろう︒したがって︑私の疑点と
る︑たとえば︑津島家家系︑小学校時代の

業績(発表順)￨￨

き日の太宰治﹂をあつかった書である︒

1 私小説の系類￨葛西善蔵から太宰治
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感じてしまうのだがーーを呈示し︑いささ

高太少弘
校宰年前
時治・と
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8

1
09

1
1

1
51
41
31
2

太宰治研究お・4

M 太宰治とコミニズムの関係￨近況報告
を兼ねて￨会報お・9

U 太宰治情死事件の謎国文学お・ロ
児高校時代の太宰治下

u
太 宰 治 研 究 お‑

m 太宰治について蹴糊舗献活・ロ
初太宰治と﹁家﹂の問題E￨性格形成の
日本近代文学

疑問￨東奥日報

幻
4 ・2 ・

4

太宰治と井伏鱒二②￨鎌滝のころの再

却太宰治と井伏鱒ニ①北の街必・3

ω
婚話￨北の街必・

幻 若 き 日 の 太 宰 治 の 肖 像I 北 必 ・ 4
mM太宰治と井伏鱒ニ③￨﹁富獄百景﹂の放
5

若き日の太宰治の肖像E生い立ち￨

庇問答￨北の街mM・

m

レ﹂つ白‑︾
t
4J勺 d隼 z

東京と青森必・ 5

M ﹃斜陽の子﹄太田治子のこと

m‑u

お太宰治と芥川賞伝説止
日
東奥日報必・ 6 ・

︿未発表資料紹介V太宰治の中学時代

太宰治碑

m抑若き日の太宰治の肖像El生い立ち

7
(その三)￨北必・
必太宰治と井伏鱒ニ@l無一文の結婚

予言￨北の街必・

9

8
式￨北の街必・
必太宰治と井伏鱒二⑦￨中畑氏の不幸な

C ・9

若き日の太宰治の肖像Vl生い立ち

ハその四)l北

MH

必太宰治と井伏鱒ニ⑧￨中期における

北必

m
‑

m
﹁ 転 機 ﹂ の 問 題 l 北 の 街 必‑
必若き日の太宰治の肖像羽￨妄想(その

太宰治と井伏鱒二⑤￨﹁走れメロス﹂

一)l

c

余話(上﹀￨北の街必・日
品目太宰治と井伏鱒ニ⑮￨﹁走れメロス﹂

u
‑
余話(下)￨北の街必
若き日の太宰治の肖像mm￨妄想(その

ω

二)￨北必・ロ

閉山太宰治止l苦悩の青春￨
弘前市立図書館刊必・ 1
日太宰治と井伏鱒二⑪￨太閑静子との出
1
合いl北の街必・

1

臼若き日の太宰治の肖像四￨妄想(その

(その二﹀￨北必・

三)￨北円相・

ω

日太宰治と井伏鱒二⑫￨恋と義理の二者

太宰治と井伏鱒ニ⑤￨自縄自縛の誓約

7
書￨北の街必・
4 若き日の太宰治の肖像W￨生い立ち

6

︐・ 4‑'t
1

レじっ白︑︾

お︿資料紹介V太宰治・中学時代の日記

幻太宰治と井伏鱒二④￨一世一代の名演
技￨北の街必・6

間山太宰治と芥川賞伝説下l﹁創生記﹂と﹁芥
日
川賞﹂の対決￨東奥日報必・ 6 ・

ω ・5

背景について￨郷土作家研究お・ 6
太宰治とコミニズム

n

m
の日記駄蝉珠山
幻津軽中心の太宰治年譜抄

H
秀才失格

n
4 ・9 ・

H

O‑3
建立記念 4 f
M 太宰治と﹁家﹂の問題E￨罪の意識の
発生について￨郷土作家研究 4 ・6
時代￨東奥日報

お太宰治・未発表書簡上

m

太宰治・未発表書簡作初代の手紙
9‑m
東奥日報 4 ・

幻 井 伏 鱒 二 と 太 宰 治 上l精神病院強制収容
・ロ・ 2
HU

井伏鱒ニと太宰治下￨山陽富栄日記への

事件￨東奥日報

m

5
8
1

択一 1‑
北の街必・2

北の街必・3

臼高校時代の太宰治(インタビュウ)
太宰治全集第 3 2
U巻月報2 4 ;
白太宰治と井伏鱒ニ⑬ーその愛と死￨
お太宰治とコミュニズム
奥野健男編

3L
﹁太率治研究﹂ 4 4
U 太宰文学の作品系列と﹁お伽草紙﹂の

分だけを一部改稿増補したものである︒な
おこの文は︑奥野健男氏編﹁太宰治研究﹂

の幻であるが︑とくに﹁自首﹂に関する部

後の﹁あと︑がき﹂は︑この書のための未発
表の文章である︒

(筑摩書房刊)にも︑おとして収録された︒最

宮沢賢治﹄

﹁若き日の太宰治﹂集録論考初出￨￨巻頭
の﹁序にかえて﹂は﹁北﹂創刊号所載の出︑

た︒いくつかの注目すべき論考が発表され
ているが︑ことに単行本として境忠一﹃評伝

今年の上半期は収獲の豊かな時期であっ

宮沢賢治研究に関心をもっ者にとって︑

たが︑新資料の発掘が研究者にとってどれ
ほど貴重なものであるかを︑今さらのよう

て光を浴びたことは︑実にありがたいこと
である︒ことに賢治研究できわめて重要で

は驚くほかないが︑保阪氏らの努力によっ

﹃評伝

第二のコニつの疑問﹂および第三の﹁津島
家の成立﹂は﹁郷土作家研究﹂第三号所載

宮沢賢治﹄ハ昭必・ 4︑桜楓社﹀と保阪庸夫・
小沢俊郎﹃宮沢賢治友への手紙﹄宿泊目・

に痛感させられた︒

忠一著

の6︑第四の﹁性格形成の背景﹂は同誌第

6︑筑麟書房)の二番が前後して刊行されたの

位置について古典と現代必・7
m 太宰治の初恋小説現代目印・8

四号所載の却︑第五の﹁﹃罪の意識﹄の発

はうれしい︒﹃宮沢賢治友への手紙﹄は︑

を紹介することにつとめ︑すぐれた研究業

で着実な研究態度に啓発されてきたが︑こ

﹃評伝宮沢賢治﹄の著者である境氏も
また︑これまで精力的に賢治関係の新資料

あると恩われる国柱会入信当時から上京時
代へかけての動向や思想がはっきりしてき

生﹂はその﹁四﹂までが同誌第五号所載の
M︑﹁五﹂から﹁七﹂までは︑スペエスの都

賢治の未発表書簡集であるが︑盛岡高等農
林学校時代の友人保阪嘉内にあてた書簡七
十三遇(大正四年 t十四年)を収めている︒賢

とその周辺﹂は︑﹁日本近代文学﹂第 1集

ある︒第六の﹁高校時代の生活﹂は﹁一﹂

合で次号に予定されていた未発表の論考で
﹁一ごが﹁太宰治研究﹂第二号のm︑
﹁
一
ニ
﹂

績を発表してきた人である︒かねて実証的

作

治の若き日の思想と信仰をうかがわせる︑

'
惇

﹁四﹂が同誌第三号の目︑﹁五﹂﹁六﹂﹁七﹂

銅

んどの評伝は従来の賢治研究を踏まえて賢

分
これらの貴重な書簡群が︑これまで全集に
収録されることなく埋れていたということ

境

が同誌第五号の凶である︒第七の﹁﹃自首﹄
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をたどり︑﹁賢治は︑いわば岩手が生んだ

新しい角度から照明をあてられてきた変遷

理想像として偶像化された賢治観が︑戦後

を要領よく紹介しながら︑戦前の観念的な

国分一太郎︑佐藤勝治︑中村稔らの賢治観

野心平︑高村光太郎︑中島健蔵︑谷川徹三

本書は序章﹁宮沢賢治観の変遷﹂で︑草

も過言でない労作であって︑賢治研究史に

治像を定着させることに成功したといって

まだ正確に読みこなすことが図難な状態で

ろう︒賢治の主著である﹃春と修羅﹄さえ︑

せず︑評伝をまとめにくいということであ

作品研究が遅れているので︑賢治観が定着

わゆる伝記研究が先行しているわりには︑

に少ないのである︒その原因のひとつは︑い

で手固くまとめられた評伝となると︑意外

が進められてきたが︑学問的な厳密な方法

たちの努力によって部分的には精微な研究

の主観的な傾向が強かった︒戦後︑研究者

は有縁のひとの手になるもので︑賢治礼賛

治の伝記研究の類は少なくない︒が︑多く

治観から脱却して︑平凡で非凡なひとりの

とかく理想化︑類型化されがちであった賢

うにつとめた︒というのは︑境氏が︑従来

賛成の態度で︑この労作を批判的に読むよ

は境氏のとった基本的な立場に︑条件づき

ない︒たいへん意地悪いことになるが︑私

いので︑条件づきで賛成するよりしかたが

異な意識﹂の内包するものがはっきりしな

があるが︑氏のいう﹁民族の伝統﹂とか﹁特

という考え方は新しい方向を示唆して興味

に︑賢治という﹃特異な意識﹄を設定する
ことで︑賢治の人間像をとらえてみたい﹂

大きな位置を占める研究書と恩われる︒

言い︑﹁一介の﹃農村インテリ﹄と︑かり

地霊であり︑道祖神であったのである﹂と

人間像に自由に肉薄しようとする方法論の

俗の地盤につながるものとして︑﹁賢治は︑

設定に意を用いていることを理解しながら

いわば岩手が生んだ地霊であり︑道祖神で

あってみれば︑いわゆる伝記を越えた評伝

の点ではないかと思う︒﹁宮沢賢治観の変

あったのである﹂という断定には︑逆にあ

に﹃民俗の伝統﹄とでも名づける風土との

遷﹂を序章として置いたのも︑まず自分の

も︑氏が円空や鉄斎や柳田国男を生んだ民

みたい﹂と述べて︑著者の基本的な立場を

立場を明確にせずには︑賢治の世界に分け

の域には︑容易に足を踏みこみがたいので

明らかにしている︒以下︑﹁家﹂﹁信仰﹂﹁心

る意味で類型化の危険があるという抵抗を

ある︒境氏がもっとも困難を感じたのもこ

象﹂﹁詩歌﹂﹁童話﹂﹁教師﹂﹁農民﹂﹁愛﹂﹁晩

入りがたい覚悟があっての︑周到な用意か

設定することで︑賢治の人間像をとらえて

年﹂﹁思潮﹂の十章に分けて︑全体を構成し

究を着実に丹念に踏まえて︑客観的態度で

伝統﹄とでも名づける風土との結びつき

介の﹃農村インテリ﹄と︑かりに﹃民俗の

勝手な感想を述べさせていただくと︑﹁一

あげた人々の︑仏教的教養がどの程度のも

は当然だが︑たとえば賢治を菩薩にまつり

化︑類型化が批判されなければならないの

賢治についての祖述時代の索朴な理想

感ぜずにいられなかったからである︒

綿密な検討を加え︑きわめて穏当な評価を

ところで︑氏の労作に敬意を表しつつも︑

と思われる︒

下していることであろう︒周知のように賢

本書の特色は︑これまでの移しい先行研

ている︑

結びつきに︑賢治という﹃特異な意識﹄を
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のであったかを再吟味する必要がある︒賢

なければならないであろう︒その宗教意識

は帰郷以前の信仰に根ざすものであって︑

治の特異な宗教意識の方を大きく取りあげ

汎神論的というような漠然としたことばで

かったとは思えない﹂と言っているが︑は
か︒寿量品を生涯にわたって読暗闘した賢治

置き換えることのできるものでないように

たしてそう言いきることができるであろう

宗教性を問題にしていたきらいはなかった

の法華経信仰は日蓮への関心とは切り離し

恩われる︒

治の宗教的意識とは程遠いところで︑その
か︒戦後の左翼的な立場からなされた賢治

て考えられないと思うが︑どうであろう︒

第三章の﹁心象﹂では︑賞治の幻聴や幻

書簡その他に日蓮に及んだものが少ないと

視をw ・イエンシュやへニングなどの心理

の農村運動に対する評価も︑その運動の本

的で︑啓発される点が多かった︒それと同

いう文献的な理由だけで︑妙法蓮華経と日
蓮を切り離して︑賢治の法華経信仰をとら

時に感じたことは︑賢治の心象の概念を説

のではないか︒重要な問題点はまだ十分に

えることが妥当かどうかは疑問の残るとこ
ろである︒たとえば﹁法華堂建立勧進文﹂

質については理解が行き届いていなかった

にみられるような日蓮観︑法華経信仰が一

霊であり︑道祖神であった﹂というふうに

意識だけを問題にしても﹁岩手が生んだ地

骨格をさぐりあてることは︑欠くことので
きない研究領域だが︑たとえば賢治の宗教

転機を得たというのであれば︑問題が残ろ

治の創作活動が信仰から遠ざかった時点で

を得たと考える﹂という記述があるが︑賢

の記述も殆んどみえないので︑生涯の転機

帰郷後︑﹁国柱会あるいは日蓮宗について

スケッチ﹂を経て︑﹃春と修羅﹄の持法が

なっているが︑初期の短歌時代から﹁冬の

﹃春と修羅﹄第一集の構成と詩法が中心に

かという点である︒第四章の﹁詩歌﹂では

との関連で考察する必要もあるのではない

三諦や十界互具一念三千などの法華経教学

学説を援用して説明しており︑非常に合理

ないのに︑賢治観だけがどんどん変遷して
いっているような性急さが感じられてなら

明するには︑はなはだ古風であるが︑円融

掘りおこされ︑検討されているとは恩われ

ないのである︒

時期的なものであったとは思われない︒

は割りきれないものが残ってくるように思

り︑主題の提示と展開があざやかに追跡さ

確立してくる過程が克明にたどられてお

また同じ章の終わりに︑大正十年九月の

われるのである︒第二章﹁信仰﹂で︑﹁摂

う︒ファナティックな信仰の面影が薄れて

れている︒なによりも︑詩の読みの的確さ

折御文・僧俗御判﹂に触れた箇所で︑﹁賢

こんだという著者の詩作経験がものを言っ

に驚かされたが︑長い問︑詩の実作に打ち

いるのはたしかだが︑信仰はかえって深み
しているのではないだろうか︒﹃春と修羅﹄

をまして︑賢治のその後の創作活動に反映
の心象宇宙を理解するためには︑﹁民族の

この写文のみであるが︑:::(賂﹀:::書簡
その他にも日蓮に及んだものは少く︑多く

地盤﹂につながる土着的なものよりは︑賢

ているのであろう︒
の時期を除いて︑日蓮そのひとに関心が深

は妙法蓮華経の功徳を述べているので︑こ

治が日蓮について残したものは︑ほとんど

もちろん賢治文学から土着化した思想の

非公開
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危倶は︑第四章﹁詩歌﹂第五章﹁童話﹂と

賢治観にこだわりすぎているように思った

第二章のあたりで︑境氏が自分の立てた

したという感じで︑新しい問題の提起はみ

ぽ同じように︑従来の諸研究を手固く整理

だけでも大変な仕事だと思われるが︑資料

従来の諸研究を精査し︑選択して整理する

像を浮びあがらせることに成功している︒

立場から周到な考察を加えて︑穏当な賢治

的にたしかな基礎作業を踏まえて︑公正な

の自然交感﹂﹁宮沢賢治への近代詩の投影﹂
のニつの意欲的な論考が並んでいるが︑詩

られない︒第十章﹁恩潮﹂では︑﹁宮沢賢治

言ってもよい感じで︑むしろ偏らないのが

読み進むにつれて︑ほとんど解消されたと
物足りないぐらいに︑着実で公正な考察が

おける評伝がまとめられたことは︑喜ばし

判断と深い洞察を加えて︑学問的に信頼の

る︒第六章﹁教師﹂では花巻農学校時代︑

系づけられており︑整理が行き届いてい

れるということはなく︑その点では期待が

地盤﹂につながる方向にぐいぐい引っぱら

打ち出されているとは思えない︒﹁民族の

る︒今後︑賢治研究を志すひとたちは︑本

究者の使をはかった配慮がはらわれてい

献・宮沢賢治文学対照年表などがあり︑研

資料紹介・宮沢賢治所蔵図書目録・参考文

明示された著者の賢治観が︑それほど強く

全体を読み通した感想としては︑序章で

史的な考察として教えられる点が多い︒

展開されてくる︒﹁童話﹂の作風の変遷と

第七章﹁農民﹂では羅須地人協会時代と時

はずれたが︑かえって評伝そのものを安定

﹃中野重治論﹄ に つ い て

書から受けるところが大きいであろう︒

なお付記すると︑本書には附録として︑

期的に区切って︑賢治の生活と思想を追跡

しろ定石的といってもよいほど︑多角的な

させる結果になっている︒著者の視点はむ

いことである︒

している︒とりたてて︑これという新しい
の有縁のひとたちによって伝説化され︑聞
書の引用には慎重を要するところなので︑
である︒要領よくまとめられているが︑や

評価の仕事ではもっとも気苦労の多い箇所
や平板な感じで︑欲ばった注文をすると︑
賢治の内面にもっと肉薄してほしかった︒

その昭和文学としての芸術性・思想性の

第八章﹁愛﹂では賢治の禁欲をめぐって︑

じた清水昭三の﹃中野重治と林房雄﹄はあ

末巻﹃中野重治研究﹄︑林房雄と並べて論

女性観にふれ︑彼をめぐる二人の女性につ

るものの︑単独に中野重治の文学を体系的

しい数を持ちながら︑平野謙編になる全集

要
高さにもかかわらず︑論としてはおびただ

野

いて述べ︑第九章﹁晩年﹂では病床時代よ

杉

り終藷までをたどっているが︑前二章とほ

満田部夫著

観点はないが︑この時期の賢治像は︑多く

系列は︑綿密な考証と深い洞察によって体

非公開
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た︒この本は︑個人の手になる本格的な中

に追求したまとまった単行研究書はなかっ

い︒よって︑せめてもそこを足がかりに︑

E転向論であったことはおそらく疑いな

を傾注した結着が︑わたくしも関心のある

取りあげてみたい︒第一の﹁﹃梨の花﹄につ

ずれもすぐれた作品論だ︒ここではニ編を

‑自伝的長編の構造は三編からなる︒い

以下この著書に対する若干の私的感想を述

野重治研究書の最初のものと言っていい︒
しかも︑研究書としての質から言っても︑

いて﹂で︑著者は︑農村に生れ都会に育っ
た一人の幼児であった主人公良平が︑やが

抜く︑新しい﹁対象﹂化による独創的な発

る︒しかし︑満田は努力によって︑彼らを

なしにこの本は成り立たなかったのであ

い︒もちろん︑平野謙をはじめ先学の仕事

たことに︑わたくしは大きな意味を見た

の手によらず︑中野を﹁対象﹂化して眺め
得る若い満田郁夫の手によってこそなされ

してそれが︑中野重治に近接した研究世代

出発点を鮮かにわれわれの前に印した︒そ

村と都会﹂の問題である︒これは日本近代

めんとする一節にすでに見る︒それは﹁農

野の像を農村出身者啄木に重ね合わせて眺

﹁﹃梨の花﹄について﹂の官頭︑あるべき中

した座標軸を︑わたくしは巻頭の処女論文

と著者は言う︒この覚悟の下︑著者が設定

なら︑座標は別なところにしっかりと採ら
なければなりません︒﹂ハ﹁﹃感情持派﹄中野重治﹂)

して︒プロレタリア文学を見定めようとする

軸ではなくて対象であるはずです︒対象と

る﹁現実はどうあれ作品の中では外から

も︑また︑幼年期の内部意識の中野におけ

である︒そして︑たといそれが自伝小説で

構造を鮮かに解明︑切り込みは鋭く︑詳密

っにその一点から︑説得力ある仕方で作品

すかに︑論の﹁関心﹂を向ける︒そしてじ

己の文学の問題としていかなる取組みを示

自覚させられたろう﹁農村﹂と﹁都会﹂と

なる形で蘇生し︑そこにおのずと主人公が

︿異分子 V性が︑作のどのあたりに︑いか

て︿帰って来た V農村で少年期へと育って

著者の論の全編を貫く根本モティ lフは

いた都会育ちの純農村的ならざる美意識の

ゆくとき︑いったん埋没することで眠って

べてみたい︒

実検証を踏まえ︑切れ味鋭い独創的な発見

にとってと同様︑プロレタリア文学は座標

どこにあるか︒﹁平野謙にとっても︑私たち

或るばあいには執念とも言える徹底した事

て︑満田郁夫は中野論史における本格的な

に満ちているすぐれた本だ︒この本によっ

見を続々積みあげ︑ともかくもここに一巻

が抱え込んだ根抵的問題であり︑その﹁裂

対決しなければならなかったのだ︒﹂との

﹃帰ってきた﹄というこの事実ときっちり

の美意識の内部分裂に︑作者中野重治が自

として研究を差し出したのである︒

た︑正統な日本近代文学総体の問題でもあ

強い要求に出発した著者は︑けっきょく︑

け目に立つ﹂ことなしに成り立たなかっ
ったろう︒著者はそこを座標軸とし︑中野

た﹁農村と都会の対立﹂の問題を︑谷口タ

作者が︑後半部に︑良平がせっかく廷らせ

さて︑書評の任を課せられたわたくしは︑
のである︒対等な知識と仕事に欠けたわた

ゆく︒

重治の文学と思想を﹁対象﹂化して迫って

中野重治研究につき幅も深さもまだ足りぬ

ただ本書成立の段階で︑著者がもっともカ

くしは評者としては明らかに欠格である︒
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って切り捨て︑﹁農村内部の対立﹂の狭さ
の中にしぼませてしまった︑とする︒年譜

一一や妹を拒否する方向に処理することによ

案内している作者に対し︑﹁逃げるような
形でその種明し︑が:::﹂とは言えまい︒

陸地方の農村へ帰る︒﹂と読者にみずから

く﹁機関車﹂であった︒突き出されたこつ
の八手 Vはその﹁全き統制﹂の中での新し

みVのなかった自己を農村から都会へと一
挙に新しい八営み﹀の道を求めさせ運びゆ

地方青年安吉にとって︑八機関車Vは八営

論︒発表誌﹃革新﹄に当つての外的要因の
探索︑芥川・中野の対面時期の考証︑﹃むら
ぎも﹄でのずれた時期の扱いの意味等々教
えられるところの多い注目すべき視線に満
ちている︒ただ疑問的意見を言えば︑﹁歌の

F

じる︑より困難な︑執筆時点の自己の姿を
暗示したものとわたくしは見たい︒

八孔だらけの皮膚Vは︑ともに︿手Vに通

抵抗の命脈をひそかに繋いだものとしても
う一つの意味を考えたい︒八ミミズ V︑

八機関車 Vから八手 Vを差し出させること
で︑そこに﹁汽車の繕焚き﹂に打切られた

による再度の困難な空白の下︑運動再起へ
の執劫な祈りを込め﹁歌のわかれ﹂を書き︑

中を再び﹁汽車の繕焚き﹂の芸術家として
戦列に復帰するが︑襲いかかった執筆禁止

の行路を︑そこにかえりみて作者が暗示さ
せていると見るのだ︒しかしその﹁機関車﹂
の革命詩人はやがて挫折︑転向後の苦悩の

﹁短歌的なもの﹂との別れによって︑やが
て作品﹁機関車﹂の詩人となる自己の青春

めた表現だったとわたくしは見る︒それは

い生きかたの予感もしくは発見の姿を︑中
野が自己の青春をふり返り作の主人公に込

と作品世界の落差の照射によって浮かび上
がらせるやまの説明(この論ではみごとに

しようと︑当初は芥川との挿話までを含む
長編として予定されていたのが︑何故四回
で中絶されるに至ったかに著者のモティー

意図して︑過去の青春期の︿歌のわかれ V
が︿文学のわかれ﹀に通じた道ゆきを検証

つぎに﹁﹃歌のわかれ﹄論﹂︒これは︑転
向時に廷り︑執筆禁止の文学的空白期に再
度建った芥川のかつてのことばとの対決を

成功︑以後の論にも方法的に受けつがれ
る︑著者の重要な分析法)︑﹁たか︑たに︑
た︑ぐち:::﹂事件の論理化等々︑一︑一
は挙げられぬがきわめてみごとである︒た
だ疑問を昔一回えば︑﹁現実はどうあれ作品の
中では:::対決しなければならなかった﹂
とする著者の強い要求は︑著者のモティー

は︑いままで︑農村に生まれ育った少年の
限と信じてついてきたの︑が︑じつは︑農村

わかれ﹂の題意は﹁短歌的なものとの訣別﹂
という内容的解釈でよいのでないか︒問題

フを設定︑その要因を内外両面から追跡︑
そこにこの作の位相を測定しようとした

における異分子のそれであったと知らさ
れ︑﹂とする著者は︑その﹁種明し﹂が﹁逃

の︿機関車Vと八手 Vとは執筆時点ならび
に作品世界の大正末期時点の二平阜構造でと

フに強引に引き寄せすぎるけっか︑作者
﹁解説﹂にかえりみている︑この作がはら

げるような形で:::なされ て い る ﹂ と 衝
く︒しかし雑誌連載時︑梗概で﹁この夫婦

らえる必要があるが︑まず歴史的変革期に
あり︑すでに胎動しつつあった大正末期の

む豊鏡な味わいと可能性の意味を作品像か
ら落としている︒また﹁ここまできて読者

はどこか関東地方の小さな町で下っ端のっ
とめ人をしていた︒それが良平をつれて北
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E文学の質の問題は二編からなるが︑こ
こでは﹁﹃感情詩派﹄中野重治﹂を取り上げ
て考える︒この論文は︑先にも引いた﹁プ
ロレタリア文学は座標軸ではなくて対象で
あるはずです︒﹂という基本的姿勢に立っ
て︑中野重治即ちプロレタリア詩人とする
在来の﹁健全な常識﹂に挑戦し︑八外側か
ら照らし出す V ﹁デモクラシー派﹂として
の金子光晴から見た中野重治観に注目しつ
つ︑中野の出自が︑地方性の八内側からこ
みあげてくる﹀﹁感情詩派﹂にあると︑金
子詩との対比を通して中野における大正期
の継承軸を定立︑しかしその自己の出自に
無自覚だったけっか︑中野はその継承を正
当に発展させ得ず︑転向をも結果するに至
った︑とする大胆な文学史論︒ここでも芥
川・中野の対面時期に関する推定を再度取
り上げ︑ほとんど考え得るかぎりの資料を

﹁機関車﹂が成立し得たと考えるのである︒
Eここは﹁転向小説五部作をめぐって﹂
およびその続論﹁亡びゆく一族i￨ふたた
び﹃転向小説﹄をめぐって￨￨﹂のニ論か

行情詩論として中野がこの論を定立してい
るようにおもわれる︒その上にはじめて詩

たのはその前の年ぐらいだろうとおもいま
すね︒﹂ (NHKテレビ肩書忌﹂昭必・ 7・ と著
者の結論とは異った回想になっている︒さ

ら成る本書の中核部である︒前者は︑中野
重治にとって転向とは何であったかを解明
するために︑五部作を素材に裁判記録など

でに文献を離れた中野自身の最近の談話で
は︑﹁芥川さんが亡くなったのは昭和二年︑
二十七年ですから︑一九二七年︑私が会っ

らに疑問としては︑﹁詩に関するこ三の断
片﹂に引いた﹃共産主義入門﹄の﹁献辞﹂
を媒介に定立する新しい好情詩論で︑中野

の資料を駆使しながら︑﹁中野重治の転向
経過について知りうるほとんどすべて﹂を︑

g

重治が﹁最もよき持情詩﹂の条件として挙
げている はげしい感情のつらぬき︑倒判

実生活に戻して精細に追窮した文字通り画
期的な論文であり︑後者は︑前論に一部修
正を加えながら︑さらに転向とは何かを問

ω

明で明断な言葉︑制集団主義的・光明的の
三条件のうち︑制について著者は﹁そこは
眼目ではありません︒﹂と切り捨て大正期

いつめつつ︑そこから︑﹁転向五部作﹂そ
して﹁空想家とシナリオ﹂のモティ lフへ

ににじみ︑同続論とともに︑その努力には
文学研究を志す者の一人としてやはり心打
たれずにはいない︒この転向論は︑著者の

いへん困難だったろう仕事の過程で︑著者
が費したエネルギーは計り知れないものが
あったはずである︒その熱気と迫カは行聞

と論を展開したものである︒そこで︑まず
転向の解明問題にかぎって言えば︑このた

の継承を力説するけっか︑大正期からの切
断によってはじめて獲得した昭和的行情詩
論としての革新的性格がけずりとられた論
述になっている点︒この好情詩論の﹁眼目﹂
は︑著者の鋭く指摘した大正期感情詩派か
らの継承のみならず︑むしろより重要な主
張として仰を落としてはやはりなるまい︒
仰を基本としつつ

駆使して考証︑著者に対する平野謙の疑義
にも充分に答えている︒微視における著者
のあくなき考証カを示し面目躍如︒ともあ
れ芥川・中野の対面に関する時期推定は著

に︑芸術性と政治性が危うく張りつめ均衡
を保つ︑大正期にはあり得ぬ昭和的変革の

ω︑倒の組み合わせの上

者の考証にきわまっている︒わたくしも満
田説に従おうとするものだが︑ただ参考ま
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その点に感謝したい︒しかし︑転向連作の

られるところの最も大きい論文であった︒

仕事であった︑と言ってよい︒むろんわた
くしには不可能に近く︑それだけに︑教え

する満田郁夫にしかおそらくできなかった

の徹底的追求能力に抜群の研究特性を把持

たどり着いた論としての頂点であり︑事実

うやく確立した﹁リアリズム雑感﹂の客観

家﹂のモティ lフや作品構造の内実に即さ
ぬ誤解であろう︒﹁村の家﹂はこの時点よ

虚構性を衝くのだが︑それは︑小説﹁村の

たものであったとは思えない︒﹂と著者は

﹃村の家﹄の高畑勉次のように意気温喪し

見ても︑一九三四年夏の中野重治の姿が︑

﹁こういう文章を書いていること一つから

うにおもう︒たとえば﹁村の話﹂を資料に

認識が生まれ︑それ以前は﹁半信半疑﹂と

でにかなり明確な転向認識はあったと見ら
れまいか︒﹁第一章﹂中絶時点に突如転向

験を経た﹁第一章﹂執筆以前の時点に︑す

りない真実の姿であったとすると︑帰郷体

いわゆる﹁現象としても事実であった﹂偽

にたどられる転向経過がそのまま中野の︑

という︒

うな事(父のすすめ﹀はまったくなかった︑

分の直接経験した事実﹂を転向の自己批判
モティlフに立って﹁追う﹂て書かれ︑そ

ことの拒否﹂という態度を指摘している

し﹁﹃現象から社会的テ17を 引 き 出 ﹄ す

ω

ω以上にかかわるが︑﹁村の家﹂

作品モティ lフの見方を中心に︑若干の︑

リアリズム理論の具体的実践として︑﹁自

こに著者︑が言う意味の虚構はない︒現実の

しにはある︒すなわち︑

ω 著者は﹁村の

そしてかなり重要な基本的疑問点がわたく

する推定には検討の余地がある︒
著者は
﹁村の家﹂の方法について︑作中人物の或
る場面の考えをそのまま作者の方法と見な
こととしても︑作品内部から言っても︑著

家﹂について︑作品とは反対に転向帰郷時
の現実の中野重治は﹁もっと液測としてい
たろう﹂︑﹁息子に転向をすすめたはずの父

者の衝く︑たとえば父が﹁転向をすすめた

が︑著者の言う意味なら︑むしろ中野はそ
れを﹁拒否﹂していない︒中野は﹁村の家﹂

のこのときの言葉ばもっとしょぼしょぼし
たものだったに違いない︒﹂と︑帰郷時の

はず﹂といった推定は否定されるべきだろ

る百姓女たちの住む暗い﹁現象﹂的世界に

また﹁父親の言葉には︑そうした経過も︑

は︑注意深く作品の上から隠されている﹂︑

子に転向をすすめたのであろう父親の言葉

に読み落としている︒なお︑最近中野重治

次に対するいい知れぬ愛想づかしを︑そこ

の勉次を守るように響った﹂ときの︑転向
をすすめたのではない父の裏切り息子勉

昭必・

実践ともいうべき自己の小説に拒否すると

しても︑﹁社会的テ l マ﹂それ自体をその

この時点にとらえたリアリズム理論に照ら

在来の中野に把持できなかった新しい﹁社

でリアリズムの視線を母親クマに象徴され

う︒このあたりは別稿で論証しており︑ど
批判を得たいとおもっているが Q短大愉綾﹄

まで鋭く届かせ︑それによって︑かえって

責任も一切ぬきである︒﹂とも書いている︒
しかしここには︑事実から作品を照らす著

氏に尋ねてみたが︑事実問題としてそのよ

見簡を綴ったエッセイ﹁村の話﹂を足がか
りに︑作中の父の法廷証言を重視して︑﹁息

ε ︑一点だけ言えば︑法廷で﹁転向後

者の有力な方法が同時に内包している危険

会的テーマ﹂にみごと達している︒中野が

性が引き出した欠陥の現われが見られるよ
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の時期︑﹁古い故郷から離れて行く﹂こと

八亡び Vの一歩手前に置かれていることを

れるのでは困るとおもうのだ︒﹁小説の書

の八亡び Vにそのまま従おうというのでは

たしかに把握していた︒しかし中野は︑そ

は考えられない︒主人公が﹁恥知らず﹂に

ない︒逆である︒﹁私は﹂﹁あきらめた人間

での﹁新しい家系﹂発展への夢が崩壊し︑

つ﹂︑より﹁広い社会生活﹂が﹁書ける﹂

ではありません︒﹂といい︑その逆境の中

で努力した自分たち新世代の都会生活の中

こそがその作の重要モティ lフであり︑そ

小説家に前進せしめねばならぬとする苦悶

という観念を私は否定することができませ

けぬ小説家﹂についても︑それでは困るの

の上に成立する﹁汽車の纏焚き﹂が︑著者
の言う﹁自分の感性に立ち帰り︑自分の生

を言いあてているために人にたのしい美し

感じるのは﹁現象﹂から﹁ちらつ﹂と﹁社

み出したものに立ち帰﹂る︿亡び Vとはま
ったく反対の︑積極的な︑方法的︑理論的

でないか︒﹁村の家﹂をふまえ︑さらに自

努力の上にこそはじめて成り立つ所産だと

さを与え﹂︑逆境に耐えて生きようとする
人々に永遠の激励を与えるグlテのこと

らを新たに﹁大衆の生活の戦いの先頭に立

の観念的発想についてである︒ここにも︑
著者の方法における作中人物と作者との問

考えるからである︒しかし︑執筆できなく

ば︑それに﹁従わねばならぬ﹂と中野重治

足飛びに﹁社会的テ!?﹂を引き出す在来

題︑広げて言って﹁事実読み﹂の内包する

なりはじめた﹁歌のわかれ﹂︑﹁空想家とシ

は言っている︒︿亡び Vを﹁継承する﹂の

会的テl マ﹂を空想するばあいのように一

れをこの全カ疾走の成果﹃中野重治論﹄一
巻のたどり着いた結論にしている︒かくし

ナリオ﹂の最も危険な時点に及んで︑中野

問題がありそうにおもう︒
後の﹁村の家﹂︑﹁小説の書けぬ小説家﹂︑
﹁空想家とシナリオ﹂を貫くモティ lフと

体を︑﹁わかりにくい﹂と言われる中野重

ありながら︑そこに分け入らせた自己の主

たくしも著者に同感したい︒しかし著者

がされてならぬものとして去来したろうこ
とを︑それ以前の作品時点とは別個に︑わ

ひそかに込めたこの時期の中野の真実の姿

そが﹁蟹シャボテンの花﹂という題意にも

でなく︑やはり八亡び Vは継承してはなら

ん︒﹂とこそ最も言おうとしている︒﹁真実

治の文学の迷路に迷い込ませる結果になっ

シャボテンの花﹂の主旨を︑中野重治の意

は︑よりどころとして挙げるエッセイ﹁蟹

して何故か︿亡び Vの概今事‑引き出し︑そ

にも自らの﹁謙遜な蓄積が実を結ぶだろう

て︑著者は詳密な作品分析を経て転向論に

重治の奥深く︑或る八亡び Vの想念が見逃

ω著者は︑転向

﹁どろどろしたもの﹂の核心に迫ったので

達し︑そこで揮身のカを込めて中野の中の

ている点がある︒だいいち︑日本近代の社
せた積極的な変革の出発作﹁村の家﹂のモ

図とは逆に理解している︒著者引用部のむ

理の世界を歩いてきてみた︒そこでどうい
うことが言えるだろうか︒全体として︑プ

以上わたくしなりに︑著者の構築した論

であったはずである︒

ぬのである︒︿亡び Vと戦う姿勢︑これこ

会構造に立体的な鋭い視線をはじめて届か

しろ﹁中略﹂とした部分こそ中野の最もの
べたかったことではなかったか︒中野はこ
︿亡び Vを継承する﹂という形でとらえら

ティ lフが︑そこからして﹁息子は父の
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つき︑右にかかわるとおもわれる若干の具

う危険はなきにしもあらずである︒本書に
体的疑問をも︑以上でわたくしはのべてき

ロレタリア文学の範暗にとじ込めず︑中野
﹁都会﹂の社会構造の問題をかかえた文学

重治対象化の座標軸を背反的な﹁農村﹂と
たつもりである︒

れてきた者の一人として︑本書の出版を心

著者に厳しく教えられ︑また励みを与えら

以上妄言をのみ弄してきたが︑これまで

としてとらえる点におき︑その照明視角は
一一言える︒そこには︑在来の三派鼎立的流派

からお祝いしたいとおもう︒と同時に︑著

全体をけっきょく一貫している︑とやはり

い﹁文学史﹂観をも充分予感させる有カな

に満ちた同人誌﹃黄塵﹄のますますの健闘

者が属し本書成立の有カな基盤となったカ

史観を超えた新しい視点を差し出し︑新し
萌芽がありそうである︒それがわたくしな

をも︑わたくしは祈りたい気がする︒

どにも強い刺激を与える︒また著者の研究
の特色として︑作家の年譜的事実を媒介に
作品モティ l フを逆照射する有カな方法の
問題がある︒それは︑先行者の明らかにし
き出している︒そしてその発見が︑先の主

得なかったじつに驚くべき発見を続々と引
体的な覚悟に発する座標軸の設定に内接し
てのものであることも言うまでもない︒そ
こに︑この著書の︑中野とおなじ裂け目に
依然立たされた現代のわれわれにも問いか
しそれだけに︑著者の構築した中野重治像

けてくる﹁論﹂としての意味もある︒しか
が︑半面或る空洞を内部にひそめ持つもの
の論理の中の︿虚像Vに落ち込ませてしま

になっていること︑著者の重治像を︑著者
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[事務局報告]

O例会・大会の演題および講師
感触的昭和文壇史野口冨士男

四月
‑十年代の様相￨
わが昭和文壇史今日出海

五月(大会)
純粋小説論をめぐって小笠原克
昭和文学史の軸について磯貝英夫

六月
求道者相馬御風服部嘉香

とはいえ︑なんらかの意味で戦後を特徴

づけた作家群像を例にとってみても︑限ら

い不可能だし︑そういう術搬は最初から意

れたベ lジで細部を網羅することはとうて

本編集後記*
戦後も二十年余︑既に昭和の過半に及ん

にも間に合わず︑編集意図を十分に実現す

ちなみに今回︑二三の論文が︑最終段階

つの問題提起ともなれば幸いである︒

図したところでもない︒ただこの特集が一

だ︒その文学についての論議についてもこ
の数年特に目につくようになった︒だが固
よりその評価が定まったわけではない︒本
を期して︑戦後文学の問題を取りあげるこ

号もその豊かな対立と整理とに資すること

ることができなかったのは︑極めて遺憾で

清水茂

酒井森之介

越智治雄

昭和四十三年度編集委員

ある︒

とにした︒
ところで﹁戦後文学﹂ということばは︑
戦後における文学の意味から︑特にその中
のきわだった現われの一つとしてのいわゆ

る︒ここではもちろん前者の意味で取りあ

のあいまいさと幅を持って用いられてい

る戦後派の文学という意味にまで︑かなり

日本児童文学における﹁畝傍﹂

七月
艦の行方上壁一郎

堀井謙一

吉国精一

高橋春雄

吉田熊生

げたわけだが︑それにしても敗戦という歴

児童文学研究上の問題点鳥越信

表現における普遍や特殊︑連続や断絶の問

問題を扱い︑小説・詩・批評・戯曲の各論

﹁戦後文学とは何か﹂でそれら基本的

までもあるまい︒

題︑が照明されなければならないことはいう

史を境目にして︑その前後の文学の目的や

九月
永井荷風﹁夢の女﹂について
塚越和夫
私の見た明治文壇の人々小沢愛園
永井荷風︑釈超空など￨

にした︒

で細部にわたる検討を加えていただくこと

ー平田禿木︑戸川秋骨︑

に昭和女子大学において開催︒

秋季大会は十月十九日(土)二十日(日)

(表紙2 の日本近代文学会会則の続き)
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した剛山崎を︑氷山叫耐の分析 ・解剖 によって尖践的に
一投打ちした統制︒現代制放をとりあげてその表現
の限界を指摘し︑谷崎山 一郎の作 品を添付として
表現形態と機能の問題を分析︒ 作 文教育とその実
︒
践に文京工学の立川明から鋭く切り込む 2 0 0円

*話題の既刊/

人間茂吉上下

︿下巻 ﹀愛 と別離
︿上巻 ﹀農民の血と詩人の血
Vぷ繰々な別性をむきだしにした法
けを川く ︒各2 5 0円
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二︑維持会円以の会費は年額一口二︑ 000円とする︒た
だしその権限は一般会員と同等とする︒
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一︑会則第二条にもとづき︑五名以上の会員を有すると
ころでは支部を設けることができる︒
二︑支部を設けるには支部会則 を定め︑政事会の承認を
得なければならない︒
三︑支部には支部長一名をおく︒支部長は支部の推薦に
もとづき︑会則第八条に従って代表別仕事がこれを委嘱
し︑ その在任中この会の評議バとなる︒支部は支部長
のもとに必要な役員をおくことができる︒
四︑支部は会則第四条の事業をおこなうに必裂な媛助を
本部に求めることができる︒
五︑支部の経費は支部所属会員の納める会費のうち八割
をこえない額およびその 他をもってあてる︒
六︑ 支部は少なくとも年一回卒業報告主および 財務報告
書を理事会 に提出しその承認を得なければな らない︒
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.新しい視点から文学としての本質・内容を追究した最新の文学講座

400円

日 本 近 代 文 学 第 9集

日本文学
問 巻 ・ 別 巻1
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‑ 全 国 大 学 国 語 国 文 学 会 監 修 ・ 久 松 潜 一 ほ か著
. 各 巻 A5川・ 二川Ol二八八 ペー ジ ・木製和入 り
‑ 予 価 各 巻 五 八O円 (
川和 日 年 日川 よ り旬 月 配 本 予 定 )
︑
‑本講山脈は全国大学国語国文学会の
抗
修
の
も
と
国
語
同
文
学
界 の部 一 で市 服 す る第 一人者をもうらした 0・ したが って
︑
一
日本 文 学 線
研 究朽 の故高 スタッ フによる文学講座 の決 定 版 で あ
る︒ ‑文 学 史 的 な民望 のもとに 各 時 代 の文 学 研 究 に お け る 成
果 と問 題点 を余すところ な く取 り上 げた ︒ ‑ 画期 的 な執 筆 跡
によ り ︑従米 の研 究 を摂理し︑ 後の 研究 に 新 た な 糸 口を抗
今
供 している ︒
‑
国 文科学生 必読の基本図書︒
日
本
文
学
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