東
締
語
b

論

る︒第七章では︑玉の井の巡査に呼び止められて尋問されるという第一章

ところが︑第七章と読み較べてみるとき︑ ζ乙に一つの問題が生じてく

に語っている︒

なら︑大分その夜は豚籍げ札入れられたに相違ない︒﹀といかにも惑慨深げ

悪きに言及しつつ︑八後で考へると︑戸籍謄本と印鑑透明書とがなかった

しい尋問からからくも逃れることができた︒︿わたくし﹀は︑古着の気味

乙れら火災保険の仮証書や一戸籍謄本のおかげで︑︿わたくし﹀は巡査の厳

陸2

に入用であっ'た一戸籍謄担凶印鑑詮明書と賓印とが這入ってゐた(略)

紙入には入れ忘れたま︑折自の破れた火災保険の仮設書と︑何かの時

のだらう Vと︑八わたくし Vは途方にくれるのだが︑都合よく︑

を巡査に径められたのである︒︿大分警察署へ連れて行って豚箱へ投込む

本屋でもとめた古本と古著とを言問橋近くの公国で包み直していると乙ろ

Vは︑ぽん引に尾けまわされ︑その場のはずみで吉原に行き︑大門前の古

巡査の取り調べを受けたことが語られている︒浅草にでかけた︿わたくし

﹃濯東続語﹄第一意に︑主人公の︿わたくし﹀が︑派出所に連行されて

還

とほぼ同様な状況をとりあつかっているのだが︑そ乙ではつぎのように叙

全
信
‑=

崎

文

雄

書類等
v

入れ

p

︿例の如く無職の遊民と答へた︒﹀の字句に着目すれば︑乙の説は容易に

というところに飯器の理由を求めることが可能である︒しかし︑第七章の

自民再三蓬うことによって︑八わたくし﹀も充分に箸戒するようになった︑

時間のへだたりから生ずる行動の差異である︒すなわち︑第一章のような

検討する乙とであろう︒まず考えられることは︑第一章と第七章との聞の

こ乙で必要なことは︑こうした飽鐙が︑主にどちらの側から生じたかを

である︒

てある﹀書類等を取り出したまでで︑いわばかねての用意が功を奏したの

第七章においては︑八平生夜行の際︑不審尋問に遇ふ時の用心に

︑が︿這入ってゐた﹀ために︑不審尋問から身を以って逃れることいかできた︒

においては︑︿入れ忘れたま﹀ Vの ハ伺かの時に入用であった

不審尋問に関するこつの叙述には︑明らかな髄衝が認められる︒第一章

心に︑回鑑と印鑑透明書と戸籍謄本とが嚢中に入れてある︒同

て所持品を改める段になると︑平生夜行の際︑不審尋問に遇ふ時の用

しては例の如く無職の遊民と答へた︒巡査はわたくしの上着を剥取っ

あるし︑人からさう患はれるのは猶更嫌ひであるから︑巡査の間 K封

わたくしは文撃者だの著塩業だのと自分から名乗りを揚げるのも厭で

述しているのである︒

(ー)

‑反駁できる︒また︑はやく第一章に︑つぎのような叙述がある︒
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﹁三人︒﹂と答えた︒賓は濁身でゐるが︑今Bまでの経験で︑事貨を云

﹁家族はいくたりだ︒﹂

﹁ムユ=ロひましたよ︒大江匡︒﹂

﹁名前は伺と云ったね︒﹂

る八わたくし﹀が︑いよいよ問いつめられ︑答えに窮したとき︑かねて用

/﹁其土山の麓の山谷堀といふ川だ︒﹂﹀という具合に︑巡査を喝奔してい

たよ/﹁向の万とは何方の万だ︒﹂/﹁堀の方からだ︒﹂/﹁掲とはど乙だ︒﹂

﹁今時分︑何庭から来たんだよと尋問に取りか﹀った︒/﹁向の方から来

つぎのように仮定してみるとよい︒︿派出所の巡査は入口に立ったま﹀︑

第一章において︑事件は急速に展開し︑つぎつぎと新しい局面を迎える︒

ふと︑いよいよ怪しまれる領があるので︑三人と答へたのであるo H

の品かと疑われる︒乙こで娘を転ずれば︑このことはいっそう明瞭になる︒

活動写真の看板を見歩くのにもあきたハわたくしゾは︑ぽん引にしつこく

意の口四をやおら取り出すとすれば︑痛快には違いなかろうが︑反面俗にく

︿わたくし﹀は︑荷風と酷似した︑自覚的意図の実現事♂して描かれてい

勧誘せられ︑その場のはずみで吉原に行き︑吉本塁に入る︒たまたま来合

乙れを見れば︑ことに︿今日までの経験﹀の字句に注意すれば︑第一章と

る︒作品に即していえば︑作中劇の主人公種田順平が人生の無意識の部分

せた古着屋から︿莫場の出来心﹀で女物の古着をもとめた︒持ちづらい風

だける︒そこに構築される作品は︑現在我々の眼に触れる﹃還東精一環﹄と

で呼吸しているのに対して︑へわたくし﹀は現実の意識的な裁断者である︒

呂敷包を包み直しているところを︑通りがかりの巡査に拘引せられ︑尋問

第七章との間に︑経験の蓄積によって生ずる行動の差異を認めがたいので

︿わたくし﹀のダンディズムは︑その一つの表象である︒たとえば︑つぎ

に窮するところに︑思い設けない︑八入れ忘れたま﹀﹀の︑︿伺かの時に

は別のもので︑同じものではない︒

のような箇所は︑伺でもない部分であるだけに︑八わたくしV の性格をし

入用であった﹀書類等がでできて︑ようやく放免されるのである︒つぎつ

ある︒そのとき︑第一章の一戸籍謄本等も︑第七章と向じようにかねて用意

るには適していよう︒

らないと乙ろで惹き起り︑かかわりのない八わたくし Vを否応なく倦き

ぎと生起する︑乙れら事件のことごとくは︑︿わたくし﹀の意志の与り知

いくら晴れてゐても入梅中の乙となので︑禁日も無論傘と風呂敷とだ

み︑突然終怨して︑八わたくし﹀をみなれぬ場所に放りだす︒このとき︑

わたくしは多年の習慣で︑傘を持だずに門を出る乙とは滅多にぽい︒

けは手にしてゐたから︑さして驚きもせず︑静にひろげる傘の下から

一戸籍縫本等だけが︑かねて用意の品であってよいはずはなく︑むしろその

っているにもかかわらず︑タ万︑しかも浅草・吉原界隈にでかけるに︑手

ζのように用意周到な人間が︑︿今日までの経験﹀で巡査の理不尽きを知

賞地観察︒ラデイオからの逃走︒銀座丸ノ内のやうな首都橿要の市街に針

田の︿悲惨﹀な八末路﹀を暗示するのである︒同時に︑︿創作﹃失綜﹄の

︿中年後に集えた這集﹀のために︿墜落して行く﹀︑﹃失諒﹄の主人公種

逆でなければなるまい︒そして︑事件のこのようなおもいがけ伝い進捗は︑

ζ

空と町のさまとを見ながら歩きかける(略)伺

ぶらをもっでしょうか︒つまり︑魁懸の原因の多くは第一章の万にあると

する嫌悪︒その他の理由﹀のために︿お雲の家を夜の散歩の休憩所にして

ゐたに過ぎない﹀︿わたくし﹀が︑お雪から︿﹁あなた︒髪結さんの錫り

認められるので︑そ乙に加えられている事実への手ところが︑前述のよう

事実への手ご乙ろといったが︑それは︑どういう意味なのか︒たとえば︑

な担額をうんだと考えられる︒
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示するのである︒因みに︑第十章の末段で︑お雪とのはかない交情の日々

‑・・もう三月になるわネヱ︒﹂﹀と呼びかけられる︑いわゆる︿椅護﹀を暗

ことは︑ほとんど異論のないと乙ろであろう︒乙乙で︑問題はおのずから

ない︒それにもかかわらず︑コ檀東籍軍陣﹄が湾然と融合された作品である

のである︒こうした論理的な統一の無視は﹃渥東絹語﹄編中に枚挙に遠が

わたくしは二十の頃から懲愛の遊戯に耽ったが︑然し此の老境に至っ

だが︑その詳しい分析は章を改めて考えたい︒

ある︒極言すれば︑落塊の情緒であり︑落線の趣味であろうと思われるの

というのがこれからの命題である︒おそらく︑それは情緒であり︑趣味で

展開する︒すなわち︑論理的なものにかわって作品を統一するものは何か︑

の中でとりわけおもいで深い乙の場面を再びとりあげたのち︑八わたくし

て︑乙のやうな嬢夢を語らねばならないやうな心持にならうとは︒運

﹀はつぎのように述べている︒

命の人を部検することも亦甚しいではないか︒山円
このように考えてくると︑不審尋問に関する第一章と第七章との飽錘は︑
その要国を外在的なと乙ろに置いているのではなく︑むしろ作品に内在す
るところのものに置いていると考えられる︒乙乙で︑今一度︑︿わたくし
﹀の問題に立ち戻れば︑八わたくし﹀が小説家であり︑﹃失隠﹄と題する
わたくしは山谷の裏町で女の古着を翼った競り路︑巡査につかまり︑

小説の執筆最中であることに留意しなければならないだろう︒たとえば︑

路端の交番で厳しく身元を調べられた︒乙の経験は窪田の心理を描寓

ここで︑今一度たちもどって︑八わたくし﹀なる人物がいかなる人間で

明治十二年己午つまれ11の老人である︒小説を業とし︑事の女﹄

︿わたくし﹀は︑名を大江匡という︒麻生区御箪笥町に住む︑五十八歳

あるのか︑総体的な見地から見直してみる必要があろう︒

i

て行く蒋の心持︑妻子に引渡された時の嘗惑と面白なさ︒其身になったら

をくらませようとしている︒つまり︑種田が︿刑事につかまって拘引され

目順平の心境と吾︑類似・照応させようとはかり︑その合せ鏡の中に自分

乙のように書くとき︑作者は︑八わたくし﹀の心境と﹃失隠﹄の主人公種

り﹀曝す乙とと︑︿風のない初冬の午後庭の落葉を焚く事﹀とを娯しみと

今はことごとく去らしめて︑八久しく高閣に東ねた﹀蔵書を(残暑の日盛

妓を︑︿彼女蓬の望むがま﹄家に納れて箕帯を把らせたこともあったが︑﹀

殆その他の粧品胃を知ら﹀ず︑︿今にその非を悟らない﹀身は︑ときに芸

︿十年一日の如く花柳界に出入﹀し︑︿西洋に在つでも︑費笑の巷の外︑

が︑今はただ︑八時還に取り残された身﹀の行末をかこつばかりである︒

﹃差すぎ﹄﹃妾宅﹄﹃見果てぬ夢﹄などの作品に筆を染めたこともあった

どんなものだらうoV と︿わたくし﹀がいうためには︑風口口敷包から︑︿

する男である︒かつて︑井上唖々・紳代帯葉と交りを訂したこともあった

するには最も都合の好い資料である︒同

胴抜の艶めかしい長橋枠の片袖がだらりと下る﹀必要があり︑八入れ忘れ

が︑今はいずれも亡き人の数に入り︑ひとり頚齢と寂家とに堪えかねてい

7T

たま﹄﹀の︑︿何かの時に入用であった﹀書類等によって︑急場から身を

そのとき︑第一章と第七章との︑不審尋問にかかわる記述に担額が生ず

︒
ヲ このように見てくれば︑︿わたくし﹀と作者永井荷風とが︑その輪廓に

以つてのがれる必要があった︒
るのである︒いいかえれば︑作品内部における論理的な統一が無視される
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しかし︑ほかならぬこの私小説的な骨法のかげに︑危険なトリックが臆

乙の時分の雑誌をよむと︑生命が延るやうな気がするね︒﹂﹀といい︑八残

ζこには一つの偏執がある︒偏執は︑八﹁明治十二年御届としてあるね︒

﹃此花﹄﹁歌麻呂の純一取り﹂﹁豊信の入浴美奴﹂﹁北粛の稿徳和合人﹂

されていることは︑多くの評家が共通して指摘している通りである︒荷風

暑の B盛り蔵書を嘆す﹀ことは︿濁居の生涯の最も娯しみとしてゐる魔﹀

おいて︑おおむねかさねあわされていることは︑いささかたりとも荷風を

は︑自己の実生活を︑いわゆる下降型の作家よりも意識的に︑上昇型の作

と述懐するとき︑頂点に達するのである︒そこには︑古書画等から喚起さ

﹁鶴雲南北の狂言﹂﹁蘭蝶﹂﹃紅棲夢﹄中﹁秋窓風雨タ乙などがある︒

家よりも厳格に芸術化し︑作品のかげに生身の自分を隠した類い稀れな作

れる過去への蟻烈な憧僚があり︑それ以上に蒼然たる過去の情味の玩賞を

しるひと誰しもが気附︿ところである︒

家であるが︑ここにその痕跡が明らかである︒八わたくし﹀は︑石川淳の

よろこぶ気持があり︑わけでも古書一回そのものへのなみなみならぬ愛着

l

指摘五何ように︑八荷風数人といふ一箇の詩人が地上に生活するところの

偏執がある︒
H
a
a
u

可能なるべき形態﹀であって︑永井壮苔という男では伝い︒いいかえれば︑

いないのである︒﹃遷東鯖議﹄の主人公︿わたくしVもまた︑その一一翼を

るべき姿︑願わしい姿を追求し︑それにもまして︑克明にしるした作家は

であった︒そして︑荷嵐ほど︑その作品を通じ︑日記を通じて︑自己のあ

見誤ったと乙ろにある︒これらの偏執は︑たしかに︿作者自身﹀の街学趣

もかかわらず︑︿わたくし﹀の偏執を︿作者自身のアクのつよい一偏向Vと

氏が八わたくし﹀と八作者自身﹀とを混同することをすこぶる警戒したに

読者を二分﹀するかも知れない︒しかし︑平野謙の陥った最大の過誤は︑

平野謙のいうように︑こうした︿作者自身のアクのつよい偏向﹀は︑︿

担わされているのである︒そのことは︑︿わた︿し﹀が三つの類型!読

必要があるのではないか︒︿わたくし﹀は︑これら蒼然たる書画に圏直前さ

味的な偏向と紛らわしいが︑偏執が作品内部で担っている役割に留意する

︿わたくし﹀は︑荷風がゆめ見︑望んだあるべき姿︑あるいは願わしい姿

書人・風俗観察家および地誌記述家・小説家!ーに撃然と描きわけられ︑

れながら︑その古書画の狭間から女を瞥見し︑︿お雪は倦みつかれたわた

前二者がかたちづくる底辺の上に︑小説家としての︿わたくし﹀がそれら
を統べるかたちで︑正三角形の頂点を構成するように配置されていること

くしの心に︑偶然過去の世のなつかしい幻影を初練たらしめたミューズで

叙述にすぎなくなるだろう︒しかも︑︿わたくし﹀が︑︿轡しきは何事に

あかるみにひきだしたとき︑﹃湿東締罰揮﹄は汗ばんだ男女の情交の月並な

争︒︒ Vと味嘆しているのであってみれば︑八わたくし﹀を古書画の関から

からも︑容易に諒解できよう︒
先に︑八わたくし﹀の読書人としての面︑ということを述べた︒その意
味について︑少しく触れてみたい︒

つけても還らぬ普﹀となげきっつも︑︿我青春の名残﹀を芸妓の古い文反

八久しく高閣に束ねた書物ぞ眺めやって︑初

A

﹃還東鋳護﹄編中に︑古い書物・絵画・音曲の名のあまた出現する乙と

れば︑古書画の名の列記は

古に見出そうとする元気もあり︑八謹東V K足を 向けるやくSきb@安﹂す

註5

は︑はやく奥野信太郎が指摘している︒因みに︑それらを出現願に列記す

v

め熟議した時分の事を恩返Vすよすが であるとともに︑︑八見果てぬ夢﹀を

Y

れば︑﹃文警告栄部﹄﹃やまと新聞﹄﹃芳芝山誌﹄﹃魯文珍報﹄﹃花月新
誌﹄﹃論語﹄
﹃
ユ春l水
マ
﹄の 人 情 本 ﹂ ﹃ 墨 水 二 十 四 景 記 ﹄
﹃チ﹁
タ﹄篤 永
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追いつ.つける八わたくし﹀の背後から光をあてる乙とにもなっているので

わたくしは夏草をわけで土手に登って見た︒眼の下には遮るものも

の青春そのものであった︒そして︑類齢の八わたくしV K︑過去の情味と

つまり︑八わたくし﹀にあっては︑古書画は︑うしなわれて久しい自己

懸ってゐる︒空の一万にはタ祭の色が湾く残ってゐながら︑月の色に

て込んだ聞から湯屋の焔突が蛇立して︑その頂きに七八日頃のタ月が

の向側は︑トタン葺の階屋が秩序もなく︑端しもなく︑ Cたとたに建

伝く︑今歩いて来た這と空地と新開の町とが低く見渡されるが︑土手

文雅とを想い起させるなかだちとして機能しているのである︒同時に︑古

は早くも夜らしい輝︑きができ︑トタン葺の屋根の間々からはネオンサ

ある︒

書画の名の列記は︑作品総体をながめるとき︑八わたくし﹀の像を背後か

インの光と共同札ラデイオの響が聞え初める︒向

憶とみずからの晴好・偏執とを仮託することのできる対象であり得たし︑

るかげもなく荒れ果てた京成電車の玉の井停車場にたたずんで眺めた︑眼

観察のために︑寺島玉の井にでかけた︿わたくし﹀が︑雑草に蔽われてみ

﹃謹東締護﹄第二章において︑六月末のある夕方︑創作﹃失芝の実地

流俗にくみすることなく︑ひたすら自己をまもり︑温容するための恰好芯

下の風景である︒

のとき︑荷風にとって︑読書人としての八わたくし﹀は︑自己の青春の記

ら補強する︑あるいは明らかにするという役割を担っているのである︒そ

あり方であり得たはずである︒士白書面そのものに淫し︑埋没することによ

も︑それはまた別の問題である︒

震災後復興した︑乱雑でむさくるしい都市風景に対する︑鋭い観察の限が

頃の夕月があり︑空の一方に薄くくれ残った夕栄えの色がある︒つぎに︑

あり︑家々の屋根の上に蛇立する湯屋の姻突にかかって輝きそめる七八日

乙こには︑まず第一花季節と天候との詳細な叙述が認められる︒夏草が

なお付け加えれば︑古書画の名の列記について︑奥野信太郎は︑つぎの
よう K述べて 浪︒︿乙の小説の題名を﹁還東椅護﹂と祢したのと同じく︑

働いている︒八トタン葺の隠墨が秩序もなく︑端しもぽく︑ Cたとたに建

って︑自己規定がもはや自己規定ではなく伝った懸念がそこにあるとして

低俗卑唆の事件を語るに際し︑しばしばそれと対寵する漢語の鐘錦たる衆

て込﹀んだ玉の井一帯の新開町にむけられた批判がある︒︿蒸暑い夜を一

をつかい︑芸妓の文反古を引用し︑旧作の俳句をしめすのも︑同様の意図

因みに︑乙とさら八活動官局長﹀︿貸席V︿活動小屋﹀八名題﹀などの語

新開町に在ってすら﹀免れない︿時勢に伴ふ盛衰の愛﹀を暗示する記述が

代風俗への嫌悪がある︒最後に︑廃駅に象徴される︑八 ζのやうな漫都な

層蒸暑くしてゐる﹀ネオンサインゃ︑耳立ってうるさいラデイオなどの現

v

音をひびかせて︑文に節奏あらしめようとする︑詩情発想の一技法である︒

から出たものと考えられるのである︒

︿わたくし﹀が風俗観察家および地誌記述家としての面を持つことは︑

られているのである︒しかも︑いずれもかい伝での叙述などではないので︑

ある︒そして︑それらはいずれも︑片言隻語の聞に︑あますところなく語

つまり︑ここには︑︐季節・天候・風俗・地誌伝どの広汎にわたる叙述が

みえるのである︒

乙とと︑作品内部においてそれらが担っている役割とを考察するととによ

むしろ見るべきものの多︿︑凡手のよくなし得るところのものでは伝いの

すでに述べた︒そのことは︑つぎのような叙述が﹃渥東椅譲﹄篇中に多い
って︑いっそうあきらかとなろう︒
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ともできたのである︒しかし︑単 K︑ぉ雪との相場還を必然的なものにする

つだからこそ︑藤雨に遭う乙とも可能であり︑傘の下でお雪と遜還する ζ

玉の井一帯をみはるかす ζの廃駅で患わぬときを過した八わたくし﹀であ

を持たないように思われる︒勿論︑ストオリイという点に限ってみれば︑

が︑﹃謹東締罰碍﹄という作品総体を見渡したとき︑ほとんど有機的な連関

は︑すでに述べたようにそれはそれとして見るべきところが多いのである

しかし︑乙乙に︑みのがしてはならない一つの問題がある︒詳細な叙述

得たものが︑小説であった︒そこまで問題をひろげるまでもなく︑小説本

広い意味での形而上学的な任務をひきうけ︑虚構と形象とによってはたし

と科学とに委託されていた︑入閣に世界観的なよりどころを与えるという︑

描くことであろう︒つまり︑中世においては宗教に︑近世においては哲学

ひいてはどうしょうもない生き物である人間存在そのものを認識・把握し︑

ぞれに国有な思想なり感性なりを抱いた人間同士の葛藤を描くことであり︑

りれば︑八人物の性格﹀を描き分ける乙とであろう︒いいかえれば︑それ

るいは︑重要ではあるまい︒重要なのは︑﹃謹東続譲﹄篤中のことばを借

近代の小説において︑八背景の描篤﹀は︑さほど必要ではあるまい︒あ

ためだけであるならば︑乙の部分をもっと簡潔する乙とも︑あるいは一患

来のあり方に患いを至せば︑八背景の描鶏﹀は︑作品において副次的な意

れねばなるまい︒な Kをえらぴ︑なにに賭けるかは︑大事な乙とである︒

賭けがあるからである︒勿論︑えらぴもしくは賭けの対象は︑充分検討さ
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である︒

いに切り捨てることも可能であったはずである︒しかし︑現にみえる﹃高官

しかし︑問題はそれほど単純ではない︒︿わたくしV は︑︿背景の錨宮崎

味しか持たず︑したがって︑︿背景の描寓に重きを置き過る﹀乙とは︑︿

に重きを蜜き過る﹀乙とが︿誤﹀でしかないことを知悉しているのである︒

東椅調停﹄は︑乙の部分にかなりの紙員を費消しているのである︒ひるがえ

の場所では無論ないし︑八わたくし﹀も再び来ることなく︑思いも至らせ

あったろう︒しかし︑乙ののち︑廃駅はお雪と︿わたくし﹀とのあいびき

あるいは︑八人物の性格﹀を描きわける ζとが小説本来のあり方であるこ

わたくし﹀自身が指摘するように︑八誤﹀でしかない︒

はしない︒つまり︑廃駅は︑どのような意味をもたえて与えられないまま

とを認識しているのである︒しかも︑八わたくし﹀は︑八人物の性格﹀の

って考えれば︑こうした叙述に︑直接間接に意味を附与することも可能で

に︑描き捨てられているのである︒﹃還東鯖護﹄篇中において︑乙の部分

とを知りながらも︑︿場所の撰捧とその描鳶﹀とを精細にしようと企て︑

描写に重きを置乙うとはしていない︒かえって︑その︿誤﹀でしかないこ

あまつさえ︿最も輿を催﹀すと述べているのである︒そのとき︑八わたく

は︑一言にしていえば︑剰余の部分である︒そして︑このように描き捨て

しかし︑いわゆる剰余の部分は︑はたして剰余の部分にすぎないのか︒

られた剰余の部分は︑篇中に多いのである︒

乙乙で︑もう一度︑患いを凝らしてみる必要がある︒そのとき︑つぎのよ

し﹀が︿人物の性格﹀の描写よりも八背景の描寓に重きを置﹀くことは︑
︑︑︑
単なる︿誤Vではない︒そ乙には︑何よりも八わたくし﹀のえらびがあり︑

小説をつくる時︑わたくしの最も興を催すのは︑作中人物の生活及

うな叙述は︑きわめて示唆に富んでいるように思われる︒

ぴ事件が開展する場所の撰捧と︑その描寓とである︒わたくしは農人

しかし︑それが自己を賭けるにあたいするか否かの吟味はしばらくおいて︑

えらんだ対象に対してどれほど自分を賭けるかということも︑また看過で

物の性格よりも背景の描篤に重きを霞き過るやうな誤に陥ったことも
あった︒

(
二
}

きない問題ではあるまいか︒つまり︑客観的な場に︑八背景の描寓に重き

因みに︑第九章の末段において︑お雪に秋袷の代三十円を手渡し︑︿それ

そのとき︑八背景の描寓﹀は︑もはや単なる八背景の描鳶﹀ではない︒

熱によってつらぬかれているのである︒

はおそらく八誤﹀であり︑論理の逸脱であろう︒一方︑︿わたくし﹀の個

と往く﹀別れを告げて外に出た八わたくし﹀の眼前に展開する情景はつぎ

を置Vくという︿わたくし﹀のえらぴをひきすえたとき︑そうしたえらぴ
体的な体験の場にもどったとき︑こうしたえらぴは主体の鮮烈な燃焼をも

のようである︒

するものであり︑自己の八見果てぬ夢﹀をふたたび峻るものであり︑うし

︿わたくし﹀にとって︑八背景の描寓﹀は︑過去の世のありさまを想起

て飛ぴさうに閃き翻ってゐる︒(略)表逼りへ出ると︑銭に虞︿打仰

も折れるばかり︑路地口花屋肇を据えたおでん墨の納策と共にちぎれ

向に突き入りいきなりわたくしの髪を吹乱した︒(略)奉納の織は竿

伏見稲荷の前まで来ると︑風は路地の奥とはちがって︑表温から其

たらすのである︒そのとき︑こうしたえらぴの当否はにわかに定めがたい

なわれて久しい自己の青春そのものであった︒あるいは︑現在の自分の心

して冴渡ってゐるのが︑言知れぬきびしさを思はせる折も折︑人家の

がれる空には銀河の影のみならず︑星といふ星の光のいかにも森然と

が︑後者に執する際にこそ︑詩的感動はことばに定着されるのであろう︒

情を託するに足るものであり︑自己の存在のシンボルであるので︑たとえ

絶えがちになると︑家の内外に群り鳴く蚊の聾が耳立って︑いかにも

雨のしと

ち肌寒くなって来るので︑わたくしは地蔵坂の停留所に行きつくが否

寂しさを深︿させる︒(略﹀今夜はもう月もない︒吹き通す川風も忽

うしろを走り遁る電車の音と警笛の響とが烈嵐にかすれて︑更に乙の

マ
マ

ばつぎのような叙述は︑その一端をうかがわせる︒

場末の裏町らしい佑しさが感じられて来る︒それも昭和現代の隠巷で

や︑待合所の板パメと地裁容との関に身をちずめて風をよけた︒制

l¥と 降 る 娩 な ど ︑ ふ け る に つ れ て ︑ ち ょ い と の 撃 も 途

は往くして︑鶴屋南北の狂言などから感じられる過去の世の裏淋しい

執着の炎を燃す対象なのであった︒つまり︑﹃﹂運東続審﹄には︑八わたく

そして︑それ以上に︑八背景の描寓﹀は︑︿わたくし﹀にとって︑蟻烈な

九章は︑︿お雪が意外のよろ乙ぴに販を見張った箕譲を︑長く忘れないや

一義とするはずの小説において︑剰余の部分ではないのか︒たとえば︑第

述がここにあるのか︒乙れもまた︑八人物の性格﹀を描きわける乙とを第

漫東の随巷に吹きすさぶ秋風の景色である︒しかし︑なぜ︑こうした叙

し﹀の古書画そのものに対するなみなみならぬ偏執が播かれているのと同

うにぢっと見詰めながら︑紙入の中の紙幣を出して茶ぷ肇の上に置いた﹀

情味である︒肘

じく︑︿わたくし﹀の八背景﹀︑すなわち︑季節・天候・風俗・地誌への

八わたくし﹀が︑折悪しく入って来た主人と入れちがいに︑ぷいと立ち︑

わたくし﹀の八背景﹀そのものへの偏執と︑八背景﹀によって喚起される

方が自然でもあろう︒しかし︑実際には︑前述のような︑秋景色の随巷の

ところで︑摘塩草されても良いわけである︒あるいは︑結末としては︑その

︿お雪は何か言ひかけたのも︑それなり黙って︑伊塗締の間に紙幣を隠す﹀

はげしい執着ll偏執が述べられているのである︒

感動ll︿情味 Vとが流れている乙とに患いを至さなければならないだろ

夜をひとりさまよう八わたくし﹀のために︑かなりの紙員が費消されてい

﹃窪東街讃﹄第二章の︑寺島玉の井停車場の淡々とした叙述の底に︑八

う︒そして︑﹃漫東精一譜﹄全篇もまた︑八わたくし﹀の乙うした主観的情
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はそう考えてもさしっかえなかろう︒選東の阻巷において懇還した︑︿過

る︒こうした叙述が︑いうところの八背景の描寓﹀なのであろうか︒まず
のである︒

ズムのなかに︑作者荷風自身の︑小説の手腕に対する持侍がうかがわれる

去の世のなつかしい幻影を初練たらしめたミューズである﹀お雪と別れが
たく︑しかも別れねばならぬみ.すからのこころの動揺と寂実とを︑風はげ

がら︑凝然と立ちつくす八わたくし﹀自身のイメージへの傾倒が︑ここに

愛憐が︑乙乙にはある︒なかんずく︑吹き落ちる秋風に髪をかき乱され芯

こにはある︒あるいは︑溝際の家に代表される︑隠巷のもつ情味に対する

だが︑それ以上に︑秋夜の隠巷そのものへのうち消しがたい偏執が︑こ

八わたくし﹀の偏執は︑往々にして︑︿わたくし﹀の八人物の性格V K対

たくし﹀のなみなみならぬ愛着 11偏執について述べた︒それらに対する

ついて触れた︒わけでも︑古書官邸あるいは八背景の描寝﹀に対する︑︿わ

しての面を明らかにし︑それらが﹃還東続護﹄篇中においてはたす役割に

2章において︑︿わたくし﹀の読書人・嵐俗観察家および地誌記述家と

しい秋夜の晒巷の景色になぞらえたのである︒

はぬぐいがたくある︒
ら︑その素顔をほとんど瞥見させそうである︒石川淳の指摘するよ注ω︑

を︑さらにいえば倫理をその資とする小説に筆を染めることは︑無意味な

そのとき︑八わたくし﹀が︑人間関係を︑あるいは人間同士の相克葛藤

する興味をもしのぐのである︒

乙れはもはや︑︿背景の描寝﹀芯どといったたぐいのものではない︒八わ

のでは伝いか︒なぜ︑︿わたくし﹀は小説を書くのか︒ここで︑小説家と

乙こにおいて︑作者荷風は︑周到にぬりつぶしたへわたくし﹀のかげか

たくし﹀という作中人物の遭遇する運命である乙とは勿論だが︑それより

しての八わたくし﹀について︑少しく検討しなければなるまい︒

﹃失稼﹄の主人公種田順平を︑︿わたくし﹀なる小説家が︑どのような

もかしろ︑荷風散人という一箆の詩人が地上に生活するところの︑可能な
るべき形態であった︒いいかえれば︑風俗観察家および地誌記述家として
の︿わたくし﹀は︑まさしくこのような場所において︑作者荷風の︿見果
てぬ夢﹀を託する乙とのできる対象であり得たし︑そのダンディな風姿の

小説﹃失綜﹄は︑五十一歳の中学校の英語教師種目順平が︑家族への嫌

人物として描乙うとしているかという問題を中心記述べてみたい︒

悪と︑二十年にあまる家庭生活への倦怠のために︑退職手当を受け取った

中に︑自己の願わしい姿︑あるべき姿を見出すことのできる存在であり得
た︒作者荷風は︑︿わたくし﹀なる作中人物を︑そのような典型として造

目︑跡をくらまし︑かつて下女奉公に来たことのある女給すみ子と︑︿七

註9

型したのである︒武田泰淳が︑荷風をきして︑八理想的破滅型﹀と定義す

ツ下りの雨﹀にも似た︑しおたれた情事におちいる話である︒

い︑円タクの穏壊︑夜の偶白河畔など︑興味深い記述が多い︒読書人・風

因みに︑八わたくし﹀が︑かくも八背景の描窯V K固執する乙とによっ
て︑かえって八わたくし﹀なる八人物の性格﹀がけぎやかに浮かびあがっ

俗観察家および地誌記述家としての︿わたくし﹀の限が︑遺憾芯く発揮さ

そこには︑当時の女給のみな均‑乙とばづかい︑安アパートのたたずま

るのも︑また︑このようなことをふまえてであろうか︒

ている ζとに︑留意する必要があろう︒そして︑乙うした逆説的なメカニ
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3
.

れているのである︒しかし︑とりわけ興味深いのは︑種田の八失震﹀する
にいたる経緯と︑八失露﹀後の生き方とである︒
種目は︑八初めの懲女房を失ってから︑薄給な生活の前途に何の希望を

である︒

しかし︑乙こには︑一つの重要な問題が隠されている︒そのことは︑種

った感慨をあわせ考える乙とによって︑いっそう︑明僚になろう︒

田が︑吾妻橋の上で女給すみ子の帰りを待ちながら︑ふけるともなくふけ

唯今日まで二十年の間家族のために一生を犠往にしてしまった事が︑

見ず︑中年に近くに従って元気のない影のやうな人聞になってゐた﹀が︑
三十歳のとき︑八光子母子の金にふと心が迷って再婚をした︒ V 光子は︑

いかにもにが/¥しく︑腹が立つてならないのであった︒同

て︑子供達の︿成長するに従って生活費は年々多くなり︑種目は二三軒事

にな﹀り)持参金と養育費とをつけられ︑主家を追われたのである︒やが

員ひとりひとりに対する愛着と︑家族そのものを維持し発展させようとす

︐あった︒そして︑種目にもっとも欠けていたのは︑おそらく︑家族の構成

種目が憎悪し︑そこから八失綜﹀しようとしたのは︑ほかならぬ家族で

77

︿知名の政治家某の家に雇はれ﹀ていたのだが︑︿主人に欺むかれて身重

校を掛持ちして歩かねば伝らない︒V そのうち︑長男は︑八スポーツマン

満した婆となり︑日蓮宗に凝りかたまって︑信徒の圏慢の委員に奉げられ

擬制として︑人間生活を規制する︒たとえ︑それが擬制に近いものであっ

家族は︑非合理的な混沌のままに︑あるときは実体として︑あるときは

る意志であったろう︒

てゐる︒﹀そのため︑八種田の家は或時は宛ら講中の寄合所︑或時は女優

である乙とをひきうけさせる性質をもっている︒家族は︑人闘を血という

たにしても︑家族を離れて人間は存在しない︒す︿なくとも︑それは人間

と怠って洋行﹀し︑妹は︑︿活動女優の花形﹀となる︒継妻光子は︑八肥

の遊び場︑或時はスポーツの練習場もよろしくと云ふ有様﹀となり︑人の

名の宿命によってつなぎとめ︑位まあたたかくまといっき︑のがれようと

出入りもはげしく︑家内は始終︑喧騒をきわめている︒
こうした八家内の喧騒﹀の伝かで︑種田順平は︑一家の主人として︑ど

ものである︒種田は家族の事については勉めて心を留めないやうにし

内の喧騒には塔へられなく往る︒妻子の好むものは悉く種目の好まぬ

気の弱い交際嫌ひな男伝ので︑年を取るにつれて家
種目はもとノ tL

あろう︒おそらく︑そこには︑歓喜と憎悪との両者がふたつながらあり︑

ことはできないので︑むしろ︑その論理的帰結は︑親子相克・兄弟相克で

ポ乙とによって一個の人間たり得る︒人聞は︑その場から遠く八失隠﹀する

はおのれをのみこむことによって家族たり得︑おのれは家族をくいつぶす

してものがれることのでき伝い︑存在の条件である︒いいかえれば︑家族

た︒おのれの妻子を冷眼に腕るのが︑気の弱い父親のせめてもの復讐

しかも両者は微妙に細いあわされているはずである︒つまり︑家族とは︑

のような立場をとり︑どのようにふるまおぢとするのか︒

であった︒

人間にはげしい相克葛藤を約束する︑原初の︑そして永却のミニチュアな

のである︒家族こそは︑一個の人間がその独自性を主張するかぎり︑最初

家内のあらゆるものが嫌悪の対象でしかないとき︑八気の弱い父親﹀は︑
結局︑こうしたところに行きっかざるを得ないのであろうか︒少なくも︑

に直面し︑最終的にのりこえなければならない︑椙対的伝場である︒

しかし︑﹃失隠﹄の主人公種田順平には︑妻子に対するいかなる愛着も

種目は︑乙︐つした嫌悪を発条として︑家族から︿失綜Vして行く︒そして︑
種田の家族からの八失隠﹀の経緯は︑まことになだらかに描かれているの
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び退職金を手にした種目が家族からたやすく︿失綜﹀してしまうという局

︿せめてもの復讐﹀を企てる︒種田と家族とのこのような疎掃は︑ひとた

つてならないのである︒ V そして︑八おのれの妻子を冷眼に‑寝るVという

のために一生を犠牲にしてしまった事が︑いかにもにが
f
'
¥しく
腹がた

八妻子の好むものは悉く種目の好まぬものである﹀し︑八二十年の間家族

婆となり︑日蓮宗に凝りかたまって︑信徒の圏鐘の委員に奉げられてゐる︒

交も︑光子も八結婚嘗時は愛くるしい薗顔であったのが︑いつか肥満した

光子自身内札では往く︑︿光子母子の金にふと心が迷って結婚﹀した︒それ

妻光子は継妻であり︑しかも旧主人にたやすく欺かれた女である︒種目は︑

たくし﹀が克明に語っている ζとに着服すれば︑容易に諒解できる︒まず︑

そのことは︑種田をとりまく家族たちが種目の気に染まない理由を︿わ

ためには︑︿わたくし﹀も筆を惜しんではいない︒

‑面を迎える ζとによって︑決定的なものと伝る︒いいかえれば︑種田は︑家

﹀光子の憎々しきをいうためには︑初めの妻が八懲女一房一﹀であったことを

歓喜もないらしい︒あるのは︑嫌悪と憎悪ばかりのようである︒たとえば︑

族との人間関係を回復するための︑どのような努力をもはらってはいない

あげるの

そのとき︑種田自身には︑家族のもつどういう意味もわかつてはいない︒

らす経済状態の遥追は︑それに伴伝う多忙さとあいまって︑種田の憂欝を

娘は軽薄伝活動女憂である︒その上︑種田の気に染まない家族たちのもた

λ

のである︒むしろ︑家族との人間関係を結ばないために・︑種目は八失諒﹀

子ではない︒あまつさえ︑種田の好まないスポーツマンなどになっている︒

家族とは︑乙れを愛すれば︑乙の上往い安住の場所であり︑これを憎めば︑

増すに充分である︒しかも︑そろした魯鈍で軽薄伝家族たちのなかで︑八

ι八わたくし Vははばかっていない︒長男は︑もとより種田の実

するのである︒

確酉たる存在感の得られるものであるのだが︑種目には︑そのどちらの意

もと/¥気の弱い交際嫌ひな男﹀である種目は︑自分の意見を述べる乙と

つまり︑光子と結婚した乙と自体の遜ち︑家族の構成員相互をつなぐ血

も容易では伝く︑欝々として娯しまない︒

ては憎悪し︑家族からの八失掠﹀を敢行するだけ伝のである︒つまり︑﹃

のうすき︑家族たちの趣味の低級さ・軽薄さ︑経済状態の逼迫︑種田自身

味もよくはわかっていない︒そして︑家族からの︿失諒﹀が︑伝にを意味

失掠﹄の主人公種田順平は︑家族を嫌悪し︑はては憎悪'し︑八失態﹀する

の八気の弱い交際嫌ひ﹀なひととなり芯ど︑種田が家族を嫌悪し︑はては

するかも︑明瞭にはわかっていない︒ただ︑ひたすらに家族を嫌悪し︑は

のだが︑しかも種目自身︑それらの行動のもつ意味にほとんど気づいてい

たしているのは文体で︑そのなだらかな語り口によって︑種田の家族から

さまざま江角度から数多くあげているのマある︒わけでも重要な役割をは

憎悪し︑ついにはそ乙から八失隠﹀するにいたる理由を︑八わたくし﹀は

くんでいるあらゆる問題を無意識のうちに回避してしまったことと︑創作

の︿失嫁﹀は水の低きに流れるような自然さで読者の限に映じ︑読者はわ

しかし︑﹃失際﹄の登場人物である種目順平が家族からの八失嫁﹀のふ

ない︑という役割を担わされているのである︒

﹁失綜﹄の豊富き手である︿わたくし﹀がその問題をほり下げる乙となく忌

つまり︑人物・構想・文体いずれにも︑種田の家族からの︿失綜﹀をいた

け往く種目の家族からの八失掠﹀をうべない︑深く穿撃しようとはしない︒

しかたのないものとして読者が首肯してしまうような︑巧妙で︑しかも周

避した ζととは︑二つのことであって︑一つのことではない︒そして︑家
がら︑﹃失隠﹄においてはま乙とに巧妙に忌避されているのである︒その

族からの︿失嫁﹀のふくんでいる問題は︑︿わたくしV自身気づいていな
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到な詐術を︿わたくし﹀は施しているのである︒

かえれば︑結婚することによって︑あるいは家庭を営むことによって必然

憎悪があるという乙とである︒つまり︑種田は最初から︑家族を遠く離れ

なしに︑種目のなかには生理的な︑いわば存在にかかわる家族への嫌悪や

いということである︒ただ︑そこで明瞭な乙とは︑自己の責任を間ろ乙と

得ないものばかりである︒いかにその結婚がまちがったものだったにせよ︑

て八失綜﹀していたのである︒なぜならば︑責任とはおのれが他者とかか

的に生ずる責任を︑種目はいかなるかたちでもひき︐つけようとはしていな

親子兄弟の関係が先天的なもの・おのれの意志の介在する余地のないもの

わるための当然の代償だからである︒あるいは︑自己の責任を回避すると

しかじ︑たちどまって考えれば︑種目の家族からの八失綜﹀を正当化す

であるのに反して︑妻との関係はあくまで種田自身が意識して結んだもの

︐き︑人聞は家族や社会から遠く八失綜﹀するといろ逆説的なかかわり万し

るために︿わたくし﹀が列挙している理由はいずれも︑実の理由とはなり

である︒さらに︑金銭に対する心の迷いが種田にあったとすれば︑過ちの

としても︑その嫌悪や憎悪を性急にいいたてることは︑いいのがれにすぎ

図が問題になって乙よろ︒たとえ心理の上だけであるけ比せよ︑もはや家族

種目が初めて家族から八失諒﹀するように記述している︿わたくし﹀の意

このように見てくるとき︑創作﹃失隠﹄において︑退職金をうけとった

か許されないからである︒

仕いし︑身勝手さにすぎ芯い︒このおのれの責任に対する問いかけのなさ

から遠く八失隠﹀しているはずの種田を︑乙乙にいたって初めて︿失隠﹀

わないとすれば︑いかに妻光子がまぎれもない嫌悪や憎悪の対象であった

責任の大半は種田の側にある︒しかも︑自己にかかわる責任をまったく間

いことはもとより自明のことであった︒その後の子供たちの生き方に対す

は︑長男や娘に対する種田の態度のなかにも見出される︒長男が実子でな

て︑﹃漫東絹語﹄本篇においても八わたくし﹀とお雪との交情が成立した

乙乙で︑﹃失隠﹄において種田と女給すみ子との情事が起ることによっ

するように乙とさら叙述する必要がどこにあるのか︒そ乙には︑︿わたく

らは︑けっして︑種田の八気の弱い交際嫌ひ﹀な性格の問題に転嫁され︑

かのように読者に信じさせるように︑構想が整えられている乙とに留意す

る不満は︑種目の子供たちへの働きかけの誤りもしくは不充分さ伝いしは

許されるべきではない︒なぜならば︑家族たちの間では人聞は衣裳をまと

る必要があろう︒そのためには︑荷風自身も︿わたくし﹀と種目順平とを

し﹀のいかなる意図が介在するのか︒

ろ暇も必要もないので︑︿気の弱い交際嫌ひ﹀な性格は種目の家族たちへ

強引にイクオールで結びつける乙とを辞してはいない︒

欠除として︑そのまま種目自身にはねかえってくるべき問題である︒それ

の働きかけの欠除を弁明するなにほどの理由にもならないからである︒さ

そのとき︑︿わたくし﹀が必要としたのは︑最初から家族との人間関係

らにいえば︑性格そのものが他者に対する働きかけの総体を帰納した一つ
の仮説にすぎないので︑アプリオリイなものではないからである︒つまり︑

かった︒それはまさしく︿わたくし﹀自身の姿にほか芯らない︒しかし︑

はやく人間関係に絶望し︑そ乙から八失掠﹀してしまっているというかた

を結ぶことに絶望し︑家族から遠く︿失綜﹀してしまっている種田ではな

ちで︑種目と︿わたくし﹀とが︑イクオールの関係であってはならない︒

種田の妻子に対する責任の回避は︑種目の︿気の弱い交際嫌ひ﹀な性格の

責任の問題を考慮に入れるとき︑種目の家族からの︿失露﹀を正当化す

せいに帰することによって︑晴胴罪されはしないのである︒

るために︿わたくし﹀があげた理由のすべては︑根底から崩壊する︒いい
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しまっている人間が︑ふたたび誰かと人間関係を結びたいと願う可能性は︑

なぜならば︑はやくから人間関係に絶望し︑その場から遠く八失綜﹀して

乙との報いであるのだが︑そのことは追々明らかとなる︒

あるいは人間同士の相克葛藤に︑さらにいえば倫理に興味を示さなかった

のような詐術を弄さねばならなかったのは︑八わたくし﹀が人間関係花︑

乙こで︑その後の種田順平と女給すみ子との交渉を少しく検討してみた
︑
︒

その逆の場合印比較べてはるかに少佐いし︑まして実際に結び得る可能性は
ほとんどないからである︒そして︑それはとりもなおさず︑八わた︿し﹀
とお雪との人間関係の成立の可能性を否定することに仕るからである︒蓮
田と︿わたくし Vとの似通行は︑そのような孤立的芯立場であっては芯ら

︿わたくじ﹀が必要としたのは︑家族と人間関係を結ぶことを額い︑そ

﹀八手軽︿情交を結ぶ﹀と︑八わたくし﹀自身が規定していることによっ

たら生い︒そのことは︑種目とすみ子との関係を︑人中年後に属見えた道端末

家族から︿失綜﹀した種目は︑結局︑すみ子とも人間関係を結ぶにはい

のなかで相克葛藤し︑そのなかに慰安とカ・タルシスをもとめたのだが︑し

ても明らかである︒そこには︑ただへい這築﹀と八情交﹀とが成立している

なかった︒

かも妻子の魯鈍さはいかんともしがたく︑とどのつまり︿新生涯﹀をもと

すみ子は窓を明けて︑﹁ ζ bが涼しいわ︒﹂と腰巻や足袋の下ってゐる

にすぎない︒たとえば︑つぎのような叙述は︑二人の心の落差のみが明ら

ある︒なぜならば︑︿わたくし﹀自身もまた︑かつて男女栢殺の場・相克

窓の下に座布圏を敷いた︒

めて︿失隠﹀せざるを得往かった種目である︒まだ︑その体験のま新しく︑

葛藤の場にあり︑いまにもお雪との相克葛藤の場にとびこんでい︿危険性

﹁一人でかうしてゐれば全く気祭だな︒結婚伝んか全︿馬鹿らしくな

かで︑そとに人間関係が成立していないことを知るためには都合のよい資

をはらんでいなければならなかったからでゐる︒もしも︑そうした危険性

るわけだな︒﹂

血のにおいのなまあたたかく残っている種田である︒そしてふたたび︑女

を︿わたくし﹀がまったくはらんでいないとすれば︑﹃漫東締罰揮﹄本篤の

﹁家ではしょっちゅう婦つて来いって云ふのよ︒だけれど︑もう駄目

料である︒

リアリティも詩情も根底から崩壊する︒そのとき︑︿わた︿し﹀と種田と

給すみ子との情事という相殺の場にとびこんでい︿元気も夢もある種田で

は︑ともに男女相殺の場にとぴ乙んでいく危険性をはらんでいるという点

﹁僕ももう少し早く覚醒すればよかったのだ︒今ぢやもう娩い︒﹂(略)

ねえ︒﹂

同

において︑イクオ iルの関係となる必要があったのである︒
このように考えれば︑︿わたくし﹀によって種田の八失掠﹀が描かれる

関にとりかわされた会話である︒しかし︑会話というのはかたちばかりの

退職金をふと ζろにした種田が初めてすみ子の部屋に行ったとき︑二人の

ことで︑種目は種目の︑すみ子はすみ子の感慨にふけっているだけで︑二

まで︑種目はけっして家族から︿失綜﹀してしまっていてはならないので

しまろ︒責任の問題に︿わたくし﹀がたえてふれ芯い秘密はこ乙にあり︑

人の心は相手に向かってひらかれてはい芯い︒二人のととばは永久に平行

ある︒そして︑種田の責任の問題にふれるとき︑乙の前提はくつがえって

乙れ ζそが︿わたとし﹀の存在をかけて画策した最大の詐術であった︒乙
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このように見てくると︑﹃失隠﹄の主人公種田順平は︑家族ともすみ子

とも人筒関係を結び得ず︑終始孤立している︒それがあらわでないのは︑

線を辿るだけで︑相手の心にくい入らない︒いいかえれば︑孤立した二人
の人閥抗都立した心を抱いて意味のない乙とばをなげあっているにすぎな

八わたくしVが読書人・風俗観察家および地誌記述家としての面を充分に

﹁さうか︒それちゃ後三一戻らう︒まるで︑悪い乙とをして世を忍んで

﹁向へわたると︑すぐ交番があってよ︒﹂

﹁歩いて見ょうか︒まだそんなに晩くはない︒﹂

すみ子との関係のなかに︑八わたくし﹀とお雪との交情のある雛形をみる

多くもつのであるが︑共通する面もまた多いのではないか︒種目と家族・

失態﹀しているのではないか︒勿論︑八わたくし﹀と種目とは異なる面を

創作﹃失蘇﹄において描いている八わたくし﹀もまた︑それらから遠く︿

同士の相克葛藤︑さらにいえば倫理から遠く八失隠﹀している種目順平を

乙乙で︑︿わたくしVの問題にたちもどれば︑人間関係︑あるいは人間

発揮し︑たしかな叙述をいたるところに挿入しているからである︒

いのである︒
乙うした人間関係の隔絶は︑種田とすみ子とが一夜をともにしたのちも︑

ゐるやうだ︒一(略)

ような観がするのだが︑いかがであろ号︒

変つてはいない︒﹃失捺﹄の末節はつぎのようである︒

﹁さうだね︒然し世を忍んで暮すのは︑初めて経験したんだが︑何と

﹀
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もいへない︑何となく忘れられない心持がするもんだね︒﹂

残された諜題は︑八わたくし﹀とお雪との交情のありさまを明らかにし︑

八わたくし﹀と荷風自身との関係を論究することだが︑今はそれを論ずる

﹁浮世離れて︑奥山ずまひ・・・・︒﹂
﹁すみちゃん︒おれは昨夜から急に何だか若くなったやうな気がして

紙員も暖もないので︑稿を改めて検討したい︒(未完)

註4に同じ

所収)
註5 K同じ
﹃荷風文学の真髄﹄

(﹁中央公論﹂昭誕・ 7)

﹁永井荷風 114蓮東椅譲﹄を中心に﹂︿新潮文庫﹃芸術と実生活﹄

﹃文事みちしるべ﹄中﹁荷風文学鑑賞﹂(新潮社昭む ‑U)

加藤周一﹃物と人間と社会﹄(﹁世界﹂昭お・ 6t昭部・ 1
角川文庫﹃漫東続語﹄あとがき

請﹄ハ昭 ・8刊)に拠る乙ととした︒以下の引用も乙れに倣う︒
﹃漫東続護﹄本文の章を明記した︒

u

註 ‑ 本文に若干の異同が認めちれる︒今はかりに︑岩波書思版﹃漫東続

ゐるんだ︒昨夜だけでも活がひがあったゃう芯焦がしてゐるんだよ
﹁人間は気の持ちゃうだわ︒悲観しちまっちゃ駄目ょ︒﹂
﹁全くだね︒然し僕は︑何にしてももう若くないからな︒ぢきに捨て
られるだらう︒﹂
﹁また︒そんな事︑考へる必要なんかないっていふのに︒わたしだっ
て︑もうすぐ三十ぢや伝いのさ︒それにもう︑為たい事はしちまった
し︑これからはすこし其面白になって稼いで見たいわ︒﹂判
種目は若い女に迷い︑八世を忍んで暮らす﹀乙との情緒に酔い︑︿捨て
られる﹀乙とをおそれている︒すみ子は︿箕面白になって稼﹀ぐ乙とを考
えている︒ここでも二人の心は用絶し︑人間関係は成立していない︒一見︑
それが成立しているようにみえるのは︑八世を忍んで暮らす﹀ことの情味
を二人がそれぞれに娯しんでいるからにすぎない︒
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