﹃鳴海他吉﹄
alla

子

たい︑彼らのどこまでが整々のか︒はっきり分かる仮借はまあよい︒整と

かしそれにしても︑彼らは物理的にも心理的にも整によく似ている︒いっ
第二次大戦の前後に︑伊藤整は︑空虚な仮面的知識人を徹底的に暴露し

c これらの︑微妙弓差とか︑作品のゆがみと

彼らとの間にある微妙々差︑それは何を意味するのか︒何回か読ひうち︑

いることにも気がついてきた

c今回ば︑これらの作品のメカニズムを伊

藤整の内面から省察すると共に︑本質的には作者である主人公遠の性格を

かはいったいどこからくるのか

表︒昭部・ 8まとめて細川書信から刊行)である︒伊藤整はいわゆる私小

追求し︑そこに秘められている問題を探っていきたいと思う︒

うわけではない︒しかし︑彼の作品をいくつか読み︑彼の乙とを少しは知

を使っているが λそれらの方法により︑結局︑そこに何が分析され︑定着化

あろう︒彼はこれらの小説でいろいろな方法上の試みをし︑絢燭たる技巧

るとも言える︒﹃小説の方法﹄は﹃鳴海仙吉一執筆の二年間のうち︑途中

ころ﹃小説の方法﹄自問・ロ河出書房から司'灯)で作者自身明かしてい

伊藤整と主人公との微妙な差とか︑作品のゆがみとかの理由は︑実のと

っている人であれば︑これらの作品の主人公を伊藤整と置き換えて読むで

されているかといえば︑それは整自身々のだ︒得能︑(桜谷﹀︑鳴海は整だ︒

﹁私は小説の核心が作者その人のひそか々告白である乙と︑︿中略)秘

たいのは︑﹃小説の方法一全体を貫いて流れている原理である︒

ζで今︑注意し

約一年簡の中断期聞に集中的に書かれた評論群である︒こ

のおののきがそこにこめられているからだと言える︒

逆に言えば︑彼らが小説中の人物として生命を得ているのは整の心が︑心

ニ

説家ではなく︑また︑これらの小説も何のてらいもない実践的私小説とい

後に書かれたのが︑﹃鳴海仙吉﹄亀

m‑utm ・9雑誌に各章ごとに発

雑誌に各章 Cとに発表︒岨げ ‑Uまとめて河出書房から刊行)であり︑戦

・4まとめて河出書房から刊行)とその続篇の﹃得能物語﹂(陥

た小説︑そして︑その主人公はすなわち作者であると読者に感じさせるよ

﹃得能﹄
と主人公

矢

和

いうとそうでは勾い︒いわば彼らの本質というよう々ものが整なのだ︒し

リ
未

私は ζの微妙な差に気がつき︑それがたまら々く気になってきた︒また︑

λ
i

うな小説を︑三篇︑刊行している︒戦前に書かれたのが︑﹃得能五郎の生

ス

ること︑従って﹃鳴海仙士口﹂一驚が奇妙ないびった作品となってしまって

ー
ー

私は︑﹃鳴海仙士口﹂を読むうちに︑主人公に対する作者の態度が不統二ピあ

カ

m・
8t

メ

活と意見﹄(脳同・8t日・ 2 ﹃知性﹄に連載されたものを中心に︑昭M

の
しかし︑矛盾するようだが︑彼らはまったくそのまま整自身なのか︑と
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物
と

﹁いま自分が生きているという現在の生きる感じを措こうと︑ある日

もつ作品か︒整はこの作品の着想について次のように述べている︒

実さと美じさ︑べ︑の訴えの噴く声であることを信ずる︒﹂

銀座の街上を歩いていて考えた︒生きている歴史の中の︑今のこの自

密の室で秘密に書きしるされた自己の存在の罪と附きとから発する真
﹁そ与︑個我の声が切実なものであり︑自己にあまりにも却したもので

分を︑と私は思い︑自が覚めるように思った c一

それに続けて彼は︑そのように(いま自分が生きているという現在の

三著者の思い出'一昭詔・ 6 一伊藤整作品集﹄月報)

あるときに︑それは一人の密室で読まれるにしても社会に公表される

必要とする︒﹂(第三章﹁内なる声と仮装一昭沼・ 1 ﹃世界文化一一)

生きる惑じ﹂を描こうと考え︑それまでの模索から抜け出せたのは﹃街と

ものであるから︑差と不都合とから作者を守るために仮想を︑虚構を

この︑小説の核日作者その人のひそかな告白︑という観念と︑虚構とは現

きたことだと雪一口う︒す々わち︑﹃得能一子婦の生活と意一見﹄は︑新心理主義

文学とか︑斗一討の技法とかの華やかな方法からある意味での敗北という形で

村﹄(昭u ・5第一書房)で過去のイメージを一通り整理した後だからで

に感じられるものは向かといえば︑それは︑現世に対する顧慮等のために

はあったが︑しかし︑警にとって︑自己の書きたい内容と方法とを自覚し

世の作者の差恥と不都合とから作者を守り︑よく内密の告白をするだめの

内密の告白をすることが心づかしいことを知悉していた人の歎きと︑それ

た着実々作罰則の第一歩とし干︑の記念作なのである︒

もの︑という観念は︑﹃小説の方法一全体を貫く原理・原別であるが︑ここ

7
}で知り︑
を克服しようとする意志である︒伊藤整は︑このむずかしさをいF

﹁自分を﹂措くという自覚の下に書かれたこの作品は︑しかし単に﹁主

﹁得能ば︑(中酪)三十五歳の自分を︑若しはなれたところから﹁客観

また︑差恥と不都合故の仮構という発想をどこで得たのか c処女詩集﹃雪

的﹄一応見たら︑どのように見えるか︑ということに興味を持っている︒

活と意見一中の︑

身に痛感したのは︑一小説の方法﹄のちょ‑っと前に書かれた︑自己をモデル

(中路)一九四O 年の日本の首都東京に生活している︑現代田本の知

小説﹂への敗北で芯ない︒それば右の文からも分かるが︑﹃得能五郎の生

にしたこつの小説︑一得能﹄物と一鳴海仙士この執筆時であり︑この時の経

識港級人であり︑小説家である三十五歳の︑妻と二人の子供と︑多く

明りの路﹄序(犬同・ 8) を読むと作者ば︑その当時既に一告白﹂のむず

験が整をして﹃小説の方法﹄を貫くあの原理を考えつかせた︑そう考える

の友人とを持っている得能五郎之る人物の生活や考えかたや喜怒哀楽

かしさを知っていたことが分かる︒が︑しかし︑その心ずかしさを本当に

ことが一番妥当ではないか︒すなわち︑一小説宝刀法﹄の眉用意から一得能﹄

ということばは︑この小説の視点を明かしたものであり︑重要であると思

物・﹃鳴海仙士ロ﹂を考えれば︑整はこれらの小設において自己を告白Lょ

われる︒す々わち︑伊藤整がねらっていたのは︑自己の客観化であり︑一

を︑未知の人に話しても分るような形で掴んでみたいのである c一

ょうとするが故に︑微妙右差︑ゆがみが生じたのだ︑とこう推測すること

般化・標本化であったのだ c この点こそ︑平野謙が私小説の変貌として︑

うと全力を尽くしたが︑しかし︑差恥故︑あるいは現世での不都合を避ゴ

物・﹃鳴海仙士口﹄の方法とメカニズムを検討することにする︒

小林秀雄の﹁私小説論一(紹叩・ 8) の結語﹁社会化された私﹂の具体化

ができる︒が︑推測だけではどうしょうもない c 以下︑具体的に﹃得能一

﹃得能五郎の生活と意見﹄は︑伊藤整の文学上においていかなる意味を
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本化は作者にとって実に耐えられることではたい︒無理げ仇すれば︑破滅の

として高く評価している点である︒しかし︑内奥の告白を伴った自己の標

的々調子に入り込み︑その調子のゆるす考えかたの申に自分を閉じこ

かたがある︒(中略)桜谷は︑本気になって書くと︑いつかその伝統

たちが幾代かのあいだに作りあげた物の考えかたと︑それの書き現し

をしか書︿乙とができないのだ︒だから尚子との恋愛を後悔し︑機悔

めるのだ︒いや︑(中略)その文章の伝統の形式に合致するものだけ

人としての自己の姿を得能五郎とし︑それに自己の外面的・内面的諸特徴

しながら︑やっぱり尚子に心をひかれるというよう々︑あまり細か々

る理由があると思われる︒整は︑主格を分化し︑社会におし出される知識

をゆだね︑しかしそ乙には破滅するような深刻な内面はゆだねない︒代わ

と乙ろは書けないのだ︒いや︑そういう心の動きは自分で書いていい

危険性がある︒そこにこそ︑主格をニ人物に分化するという方法の行なわ

りに副主人公として桜谷多助という破滅型私小説家を設定する︒奥野健男

乙とだと考えられなかったのだろう︒そして現実の桜谷(中略)らし

ものであるが︑等身大よりやや小さめにつくられている︒自分のいち

み︑自己欺慢に陥っている︒そして︑伝統的近代小説の主人公となりすま

乙の個所はいったい伺を意味するのか︒一つには︑伝統的調子に落ち込

い特色は︑文章の中には現われて来ないよ

はこの仕舗について︑
注

ばん大事たものはそ乙に仮託し々いで置く︒その代り桜谷多助という

している私小説家一般への批判であろう︒しかしそれだけだろうか︒私は

﹁乙の人物得能五郎)はもちろん作者の分身というより︑作者その

副主人公を友人というかたちで置き︑明らかに自分でないという安全

ζの点について二つの推測を持っている︒

桜谷は外見は一破滅型私小説家として設定されているが︑その告白の内

ζ

の人物がどのように崩壊しデスぺレ lトぽ行動を起しても︑ E接的に

装置をつくり︑そこに精神のもっとも大事々部分だけを仮託する︒

知らず知らず自己救済の願いが入り︑整の筆が鈍ったのではないか︒物語

容はすべて整自身のもの︑整個有のものである︒自己の内奥の告白をする

の筋としては︑桜谷に関して︑結局八万めでたくおさまる︒それは何故か︒

は自分とはかかわり従い︑したがって作者の自分が社会的に破滅する

(﹁ニヒリズムについて﹂昭位﹃現代文学の基軸﹄)

時局のせい︑また︑軽い掃話の多い乙の小説の全体の調和をくずさないた

時︑その告白をしている人物は自分ではないという安全保障があっても︑

と言う︒私もその通りであると思う︒奥野も指摘する通り︑整は﹃得能物

ことはないという巧妙芯からくりになっている︒﹂

語﹄中の﹁葛の葉﹂で︑作者という描く側の主体の秘密まで桜谷に暴露さ

滅させるに忍ぴ々かったのではないか︒それくらい︑桜谷は整の分身々の

めもあったろうが︑しかし何よりも︑整は︑自己の内奥を託した桜谷を破

しかし︑このように主格を分化し︑内奥の告白を︑自己ではいという安

だ︒従って︑そのような桜(合の手に芯る原稿上において︑整は桜谷の全人

P

全保障のある人物にさせても︑﹁内奥の告白﹂という点では整にとってな

間をと ζとん暴け々かったのでは々いか︒自己救済の願いがそ乙に入って

せているのだ

に書かれた︑得能が桜谷の原橋を批判している偲所である︒

おまだ不十分だったのでは々いか︒次の文は︑﹁葛の葉﹂より時間的に前

ではなく︑整の力が足らず︑桜谷ではなく整が︑伝統的近代小説の型には

きたのではたいか︒乙れが私のもつ一つの推測である︒もう一つは︑そう
ああいう蛾悔的な文章には︑それ特有の形式がある︒何人もの作家
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まってしまい︑抜け出せなかったのでは々いか︑ということである︒乙の

らって完全な人間像を造型しようとしたジョイスの﹃ユリシィズ﹂を手本

と︑また︑息子であり︑父であり︑戦士であり:::したオデュ yセイにな

作品の内面に即した場合︑それは何を意味するのか︒前者に関しては︑

として︑人間の完全な全体像倉刀性・息子・父・夫・詩人・評論家・教師

一人の人聞を︑あっちこっちから視点をかえて分析する乙とであり︑円高

ニつの推測のうち︑私は︑﹃鳴海仙吉﹂での男性としての怖れの暴露の程

整はとにか︿そ乙に虚偽を感ずる︒そして桜谷一人で十分の暴露ができな

的々全人間像を必然的に造型する乙とである︒後者に関しては︑﹃得能﹄物

・地主)を造型しようとした乙とからである︒

かった作者は︑得能に︑桜谷の一面 l l 尚子に黙って逃げ出し︑切羽つ

でのよう々︑主格分化による︑リアリティの稀簿化を防ぎ︑本当に完全な

度から見て︑どちらかといえば後者の推測があたっていると思う︒が︑ど

まった口調でそのような自分を弁解する点ゃ︑得能から金を借りていつ返

人間像を描くことである︒

ちらがあたっているにしろ︑また︑どちらもはずれているにしても︑伊藤

すとも言わず知らぬふりをするといった狭猪さや冷笑癖をあげさせ︑桜谷

伊藤整は乙の小説で︑自己を知識人の標本として客観的に徹底的に分析

を批判させ︑虚偽を除こうとする︒それこそ︑得能の桜谷批判の意味なの
d

整は︑自分で々いと安全装置をつけた桜谷においてもとことんっきつめ

(この﹁あとがき﹂は︑一方︑彼の巧妙な防禦の意がこもっているが︑そ

する覚悟であ昇 と思われる︒それは次のような﹁あとがき﹂にも伺われる︒

である︒

ることができなかった︒さて一方︑作者の経歴と性格とを身につけた得能

物であり︑文学者としての大事なものは仮託されてい々い︒乙の﹃得能﹂

構成である︒(中略)自己救出の直接性を放棄する ζとによって︑タ

﹁﹃鳴海仙吉一一は作者の前作﹃得能五郎﹄とちがう︒これはタイプの

れについては後に述べる︒)

物に対し小林秀雄は︑﹁文士得能五郎の生活紛失附他人生活に関する散歩

イプとしての性絡の把握を試みたことで︑﹃鳴海仙吉﹄は﹃得能五郎﹄

五郎はまったくのデク人形かといえばそうでは符い︒得能は確かに軽い人

‑説の復活﹂
的意見﹂と評し︑その意見が﹁子供らしい﹂と言った︒が︑R

と違うのである︒﹂

作者は︑自己救出の願いを閉じ︑自己を一般化しようとする︒しかし︑

で整が﹁多少の自己省察があって︑あの作ロ聞を救っていてくれればいいが﹂
という自己省察が︑得能の紳士的・知識人的仮面の裳の空虚性をついてい

櫨鳴を作者の防禦と定義したのは︑﹃鳴海仙吉﹂と平行して書かれた一小説の

それでは作者の救出はどうなっているのか︒整が︑ヨ l ロyパの造型︑仮

乙の﹃得能﹄物に対し︑分化した主格を統一し︑全体的自己の像を描乙

方法﹂においてである︒彼は︑乙の作品で西洋風の仮構をせず︑作者いい

ると乙ろに乙の作品の本質はあるのでは勾いか︒

うとしたのが戦後書かれた﹃鳴海仙士乙である︒乙れは整の﹁ユリシてと

わけではない︒﹃鳴海似士ロ﹄は実践報告の私小説ではなく︑整のいわゆる

鳴海他吉と見主♀会社設定の仕方をしている︒しかし︑そ乙に仮構がない

仙吉とマリ子・ユ

と呼ばれたりする作品であるが︑それは何故であるかというと︑﹃得能一

1

リ子姉妹との恋翠i!は︑もちろん架空のことである︒すなわち︑平野謙が

﹁抽象による認識﹂であり︑小説申に起乙る出来事

物でちょっと試みた各ジャンルの総窓口形式をさらに大胆に試み︑詩を小説
簡接描写・独自的手記)︑戯作評論︑戯曲を組み合わせ︑﹁交響的々効
果を得ょう﹂(﹁得能五郎と鳴海仙吉﹂附笥・ 4 ﹃図書新聞一)とした乙
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情
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ム的詩論吉国粋主義的詩論も︑すべてやむを得ざる必然悪だった︑と流さ

﹁売文稼業といい虫抵抗いがたW一句を根本にすいえSCどによっで︑モダニズ

て︑まず︑︑整F戦争中:﹁置の転向?し杯一乞ども論証

的にば

ていくのであ忍︒そ百結果が︑科学実験の報吋告か︑観念の遊戯︑模様風の
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s
T 夕︑ンズムに自分令登録したじゅ一ど示無
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113凋団﹂は単純々暴露ではなく︑花袋

は実際は厳格段ヘ師匠であり︑周囲のよ為もそれを知っていた︒その↑事実の

隆 輿 に 書 芸 予 ζιろにがる一ーといデ趣旨一の愛国品百主総長官臨時貯引かいと

論証?山花花袋の﹁蒲団﹂の方法
上に花袋はあわだ一けの衝撃的暴露がーできたEーである︒乙の﹁抽象による

h

認識﹂め方法は明ちかに作者教出の一︑方法であると思われる︒

mり夕︑ぽがあがなわ
しかル)花袋一ゆ一蒲団﹂郎作者自身の血と肉でり‑
れていると同じく︑﹃鳴海仙吉﹄ も
r ‑整自身の血芝肉でも︒ってリアリ売すがあ

LK

ーみれ為ーなずは 沿いや川相それマ︑整な作品中︑一汚息己を守る工夫をせず

が伝われている Aふ仙吉は匙ゃんゾーとすれば︑整は執筆に差恥と不都合とを惑
ぜずに

ρ
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fhbB己防衛の動SKE‑‑一通りある︒そのうちの一一
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っしは作者日仙吉の立場市市立念れる迅 のである︒宅一↑つは︑差放にか丸︑Pで積
v

極的に自己ぞ暴露 1d︑そ乙に居直30?e仁川之によ力自己強化を図るとともに︑︑
暴露された自己の蓑に本当の息官会保留するkbJつ動きーもう一 rつは︑山暴
露された自己の卑俗さの上 花
ι 本当に居直り)そ切立場かる弛君を批判する

κより︑卑俗々自己乏弁護するとい万動議であ為川三つめは︑作者一之︑

こ之

仙吉冠制という立場への動念予見方交わち︑制官ロと離れた︑仙吉よりも高い
位震に作者を置こうとする動きである︒

gの⁝ば鳴海仰ぎの
まず第一番目︑Kあげたものについて︒こ乙で閉題どなv

γ桧袋入とい 現世の
るすきぎ 旬
H 以ぽいが艇の藤村清川ぞれ叫与はよ晶京成長以

ι

一頁とな︒だ耳︑ぇ一層︑彼似点の宇陀大内念︑た夜怠'色︑占めだに違い正い︒そ

経歴である︒彼︒ほダダイズムゃ︑量規実主義の時一討論を紹‑AXTECと?により
文壇九デピ交一子lトル九以後グ評論家向札︑翻訳家とじて生計を立で孟唱じかし︑日

﹁情感が純粋げに結晶いだちt
して整ぽも γ
G fq﹁﹁雪明りの陸﹂にブド︑て一

彼は(︑はじめほ誇一人主たるづもりどちた︒
一T彼自身はニナ歳前後竺耽読・じたイエ{ツやヴエルレエ容の一詩の影響

パF
‑がで町き々くたり︑彼の詩の外
脳包てっぺ窓)引で房一山一った彼の詳を書き続明る一
ア

にはみ出した載容
4 で長芝大宮存在ぞい巳めるにれを処理士るため

を受けていて合︑自分の理論では否定した過去の炎︑タイルでしか詩を書c

に︑人間の内面白 底畑︑心の暗い底︑ へお&りを落どす新心理主義にとびっ引い
(中略)彼

i

いていなかった︒

﹁日本はそれに呼応して太平洋で(中略)戦争を始めた︒

(中略﹀自分の評論をひそかに︑売文号︑一身すぎ世

すぎ
h
Eモ思うていた のzだった︑高﹂?
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ゑ宮崎舎む一一むの主導の傷を隠じでしまう︒そして

ぞの窟直子

?J

まっか使一富一む役写でゆっぷり自己の心︑の傷を手当し︑やがてぞ乙を離れで︑
t す窓 4 h f J f
よゲ を
上
十
果b
s

り心の庇が浅の︒日そしで三彼ら二人のその違いは彼らの書くものの内容の

の例で論る日終込
きてい九仙吉は﹀最初から日和見主義者として割り切れずんいるため汁整よ

角以上が︑差故の︑自己暴露による居直り的自己弁護とその裏の自己保留
(﹁どん乍人聞が可能一か﹂昭お・ 5﹀
ilLを抜

i 三筋の赤い血﹂

くことによって︑自己と仙吉を離そうとして︑いるのでは必いかたという乙

違いにつながる里︑平野謙は九仙士口の述べる﹁芸術の運命﹂の々がの︑文学

に仙士巴をこう設定したのか︒まず考えられるのは︑自己の︑文学に対する

とである︒タ 4プの構成をするためにわざと小悪党的に割り切{り︑作者の

者

真剣さ

エゴは一一高い所に離じておく︒作者はこんないやらしい男ではありませんよ︑

ても︑伊藤整の書ぐ廿病めぎ時代﹄(﹃文芸﹄一昭 m‑IVの
↓ 神妙た首を

ある︒
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V

整と仙吉め書︿同容の違いーそのことについて︑整に次のような文章が

たれている調手﹂の違いを指摘している︒

iu

エプキスドと克符ず愛情乞食説の居直った調子いと︑同じテ I?であっ

というわけである︒しかじ 仙吉は余りにも整た?読者は︑ぎの 経歴を読
めば舎︑整が身すぎ玉川世すぎのために売文していると息収乙むだ

λ千っ︒私は︑

整がこ乙で行足っているのは︑差からの︑無意識的居直立だよ芯百己弁護
ρ日和見主義者之じて割り切り︑

引それは書きはじめてかち︹4鳴海仙士己を)半年一ほど経った時で︑

ずのり︑その裏での自己保留であると考える

居直ってじまう時コ戦争中の転向ゃ︑失敬であった務心理主義文学の乏と

μ たえ中略
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によって三私は打撃を無一為にさせ勺そのため︑にぐピら勺き?も狼酒ーもし従

いものであるたいうのぞ(ある︒ヘ受れで泣仙書はとうか♂仙士口は日和見主義

卑俗さの徹底的暴露がで怠るのでありグそういう卑俗さ忌さらす ζとによ
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飼の失5込のゐない︒従って彼には自己の

て︑心の読まや祷れを
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落ち﹂ついて調ヌ︑その手当と伊複笹に取りかかれるだろ つ
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って︑伊藤整にはできたい︑働者批判の権利を得るのである︒仙士口は評論

とっきすぎていたととは次の文章からも分かる︒

であり︑作者たる自己の保留たのである︒角地お︑整か乙の章の前まで仙吉

﹁もう一度乙の人物と彼の書くものとのつ花がりを確かめようと思っ

を書き︑他者を批判する︒そして問題材のは︑その時︑仙吉は自己の卑俗
念の上に居坐ってしまうことであり︑さらに問題たのは︑その時︑整もそ

て﹃不安﹄というのを書いた己一九

の

徴的巴一小すのは︑序と﹁あとがきい一である︒

三通りの操作il無意識的だろうがーーをしでいる︒そして︑後二者を象

型口から自己を引き離し︑高い次元に官芭を保留しようとする動き

i

と自己保留︑また︑自己暴露・他者批判によ石居直り的自己弁護︑また︑

以上︑述べてきたように︑整は﹃鳴海他吉﹄において︑差による居直り

ぺ﹁鳴海仙吉のその後﹂附・

m
‑ 四・ 7)

れといっしょに居直ってくることである︒すたわち︑整が仙吉に卑俗た自
己を暴露させ︑同時に他者を批判させる時︑そ乙には同じ知識階級人たる
自分︑伊藤整が居直り的に弁護されるととになるのである︒
さて︑整が仙吉を︑使って他者合串刺しにし︑自己を居直り的に弁護して
いた時︑中野亘拾の﹁鳩山溝型甲ものがたりは人生をためている︒文学と芸
術家をなめている寸︿﹁鳴海他吉と得能五郎﹂昭

m ・6) という批判が

出てきた︒

﹁鳴海仙吉とは誰か♂作者自身にちがいないとあなたは思うでしょう︒

とんでもたい ζとです︒鳴海仙吉は君です︒あ花たです︒

のように c
﹂(﹁読者に﹂)

から追求したわけであるが︑いか化ゆがみがあるにしろ︑いや︑ゆが叶みが

さて︑以上︑﹃得能﹂物と﹃鳴海仙士口﹄の方法・メカニズムを整の内面
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これに対し整ば︑
﹁鳴海仙吉的たものが未来の社会では沈黙しなければたらたいこと︑

(中略)智慧あり顔に衝を歩いています︒君のように︑また作者

(中略)

と︑仙吉と離脱れた自己を保留しようとした︒そして︑﹃鳴海仙吉﹄におい

﹁﹃鳴海仙吉﹄は︿中略)乙れはタイプの構成である︒タイプとして

(﹁抽晴海仙士口の弁明﹂紹沼・叩)

それはほとんど悪しき衝動であることを作者は云おうとしている︒﹂

て実際に整がそうした自己保留の動きを示しだしたのは︑中野の批判の翌

格の把握を試みた ζとで︑﹃鳴海仙吉﹄は﹃得能五郎﹄と違うのであ

の鳴海仙士口は極めて一般的伝ものがある︒(中略)タイプとしての性

司一思いついたことを次から次と︑逆説的役︑議刺的段︑明弄的花︑言

る︒﹂(﹁あとがき﹂)﹂
同じ趣旨のことではあるが︑︐前者は居直り的自己弁護に開乙ぇ︑後者は
作者の自己保留に闇聞こえないだろうか︒

安﹂において唐突に位される︒整は中野の批判を読んでこの章を書いたの

あるのは仙吉ト﹄巷鼓の差恥から符のであり︑それらの主人公達は整なので

一
=

の上に乗っかって居E
hJ的自己弁護の様相を呈してきでいた整の不在証明

だろうか︒﹁不安﹂は︑それまで仙吉にあまりにつきすぎ︑そうして仙吉

評論を書く作者たる仙吉のエゴの暴露は︑物語が半分くらい進んだ﹁不

いた己

抵抗できたいものに挑むようた︑悲鳴をあげるようた文章を次々と書

いかたで書いた︒自分に恐怖を与える時代の大波のよう々漠然として

月発表された﹁不安﹂においてである︒

彼
は

い吋るかを分析していきたい︒

念︑?ピ灯︑か広 ν彼らが叫が狩る一人物か︑いかか地る問題を持って
あ芯︒一 ecrH

﹁得能は暖味花︑だが失礼にたらぬように愛想よく笑った︒﹂

知らぬ顔をする︒︑﹂

得能が西洋的自由主義者である理由としては︑彼が理論的・調和的人間

関係を欲しでやるためと︑また︑文学者という体面上からと ニつのもの

まず﹃得能﹄物である︒乙の作品は︑先にも述べたように︑整にとって︑

が考えられ右旦い

﹁若しか︑学校や中学校の教師が(中略} どう言った︑どういう顔をし

自己の書きたい内容と方法を自覚した着実必第一歩行悼のであるが︑これは
たと考えられる︒すたわち︑﹃得能﹄物は︑青春時代から壮年時代 i

た?と﹁りつよ王伝自分自身の乙とを話してくれたたらぽ︑いやそうい

と言う時︑得能は論理的{・調和的人間関係を希求しているのだ︒日本社会

￨

一人の社会構成員︑現世保持者の時代への転換軸なのであり︑乙れ以後︑

うことがずできるような教師に︑人間接触の実際の形を例で示してもら

また︑成長過程の上からも︑追求するテ 17の上からも大きな転機であっ

整は︑社会における自己の公的︑私的存在の追求に向かうのである︒さて︑

ったら ︑大変よかったと思う︒﹂

はまだ﹁講談や渡花節で聞く既成品の義理人情﹂的人間関係が一般の規範ず

j

﹃得能﹄物では︑そのようは公的・私的面を一人物として書くことをせず︑
社会に押し出される知識人・文学者としての面が得能に︑男性としての内

的訓練を受けた得能の欲求を満たさたい︒そういう論理的・調和的人間関

となっている封建的社会であり︑そのよう花封建的道徳はいささかの論理

的恐れが桜谷に託されたのである︒
まず︑︑得能五郎はいかか地る人物が︒彼の第一の特徴は傍観的文学者だと
いう乙とである︒

係の希求か彦︑彼は酋洋的自由主義を自己の規範とする︒ヤかじス乙乙で

が︑結局叩﹁型﹂の発見とそれへのあてはめである乙とだ︒﹁教師﹂の例で

﹁いつどこからはじまったものか分ら々いが︑他人には干渉レないの

に対する態度の根本的々ところにそれががんばっている︒(中略)自分

も分かるように彼は型の発見を願っている︒彼が自由主義を規範とするの

おさえておか託ければ々らないのは︑西洋的自由主義の発見︑という乙と

を文学者として意識するとき︑自分が人を対坐する時の坐りかた︑髪

は︑自己内心の欲求からどうじてもそこへ行くというわけでは従く︑﹁何

が正しい︑という気持を得能は持っている︒彼が小説書きとして一外部

のか誌上げかた︑一般社会人とちょっと離れた姿勢から︑そのものの

として︑西洋からの輸入品に自己をはめこんでいるのである︒それはまた︑

自己の空虚性〆得能は︑白本において論理的人間関係が見当らたい結果

も無いところには何かが入って住まねばたらたい﹂からなのである︒この

乙の傍観的文学者というのが︑例えば荷風のように社会と断絶し︑社会

見方が出て来る︒﹂
を拒絶するといった意味でたく︑西洋的自由主義者というほどの意味であ

引用文で明らかなように︑文学者という体面上からのものでもある︒得能

エゴの自覚とぞれを合理的に解決する習慣の々い社会で︑そうした自覚と

る乙とは右の文からでも分かるが︑彼は直接的対人関係においてぽ︑後が

習慣のたい者が︑一見見張えのよいい高級た感じの仮面を内容も分らず借り

は自己を﹁傍観的文学者﹂﹁紳士﹂として設定する︒それは︑西欧的相対

﹁得能はふだん︑極く紳士らしく身を持している︒隣近所のわ︿に逢ラ

西洋的自由主義者であるとの同発想で紳士である︒
と︑にこにこして節重に帽子をとって挨拶するか︑(中略)不愛想々
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でかぶったということである︒
そして︑そのように自己の身についたもので花いから︑得能は︑傍観も

得能はこうして自己を傍観的文学者・紳士と設定して世を渡るが︑そ乙

に心理的拒絶反応を起こしていることは注目してお ζう︒すなわち︑得能

いた威厳ある人物の前に自己を一枚の紙のように感じる時︑彼は︑自然に

円か外にあらわれる人を羨望しているのであり︑また一方︑自己の計算し

が阪上一郎のおっとりした品のよさに羨望を感じ︑大学の教官室に坐って

﹁文学者的な傍観者の姿勢は生活の中で守りとおせるもので々いこと

た仮面性︑演技性を︑内の空虚性を︑仮面の裏のコセコセした俗物性を嫌

ゴの働主︑合いとしての社会という認識を持ち出さねば沈らたいのである︒
は気がついている︒(中略﹀入学試験も通らたければたら々かったし︑

悪しているのである︒

A の解決にはたらぬと思い︑恐る恐る人間のエ
自由主義も事が起こった場 r口

文章を売って自分と家族とを養わねばたらなかった︒そうして生きて

乙の人間関係の型発見とそれへのあてはめといった発想︑および体面主

詳しく分析すべきではあるが紙数の関係上︑概略を述べるに止める︒彼は

ートの内容は整自身のものであり︑彼もまた整自身である︒従って桜谷を

桜谷多助は破滅型私小説家として設定してあるが︑しかし︑彼の書くノ

義は︑卑近江例を出せば︑得能が銀座やパーにおいて﹁異邦人﹂と感じ︑

妻子を自己を縛る拘束と感じ︑男法女の一一︑三人ぐらいものにすべきだと

一
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来た味が電車やパスに乗る時の押しつくらとそっくりだ︒﹂

売り子とか給仕とかを極度に怖れ︑﹁場ちがい'一にならぬよう戦々競々と

いう﹁常識の毘﹂に陥り︑尚子という女性と恋愛事件を起こすが︑それは

識の毘﹂にひっかかったにすぎず︑家雇を破壊してもという気はなかった

失敗に終わる︒それは何故か︒桜谷のノ iトから分析すると︑まず︑﹁常

する︑その根本にあるものと同じである︒得能はそこの秩序を発見し︑そ
れに合わせて演技する︒次の引用はバーテンに対する演技場面である︒
﹃そのため自分では︑舞台で演技をしているような感じがするのであ

感し︑また︑﹁肉体の結果としての愛の緋﹂という認識に達した乙と︑ま

乙と︑恋愛の結果初めて﹁妻や子との清らかな安らかな生活の尊さ﹂を痛

得能﹁それで誰かを一思いにぐさっとやろうというのかね︒︿傍白)

た︑妻が恋愛を知り︑﹁家庭﹂という形が実際に乙われたその時︑﹁家庭﹂

(中略)

まずこれぐらいで俺も銀座人種として通用するわけかなり・﹄というよ

いささか滑稽な存在であるが︑しかし︑乙こでおさえておきたいのは︑整

に対する世間の銀︑常識に破れたこと︑以上である︒このように︑桜谷は

は︑桜谷の綬本に男性としての恐れ︑生衝動への恐れをおいていることで

﹁肉体の結果としての愛の紳﹂という認識以外にはそれを書きえず︑また︑

ある︒整の未熟の結果か︑桜谷のノlトでは︑それと裏腹の関係にある︑

分かると思う︒得能が体面を気にし︑また︑自由主義が解決にならぬとい

︑が︒

ノlト以外では︑わずかに次の得能の感想にそれを洩らしているにすぎな

﹁桜谷の原稿を見ると︑自分が一房一子や子供に不幸を与えたとか︑以内子

う時︑そこには上昇思考と︑破滅を拒む気持があるのであり︑そこに型発
いる︒戦争がそれを暴露し︑得能五郎は鳴海仙吉となった︒

見とそれへのあてはめという思考法が結びつく時︑彼は非常に危い断涯に

自己内部からの必然ではなく︑型はめであることがいかに危いことかは

しているわけである︒

乙の受口と同じように︑彼は傍観的文学者・紳士の仮面をかぶり︑演技

うな乙とに伝る︒﹂

る
。

をも不幸陀じたとか︑機悔するようなことばかり書いている︒しかし︑

係が醜いエゴの角つきあいでなく調和を持ったものであればよいと思って

わけでもない︒彼は正当に生きたいと願っているし︑また︑人と人との関

家遁世の志﹂という戯作評論で仙士口は最後を次のように結ぶ︒

人間関係を希求し︑また︑自己の計算した仮面性を嫌悪したように︒﹁出

U
φ し︑エゴと型にはめ ζ喧れる虚偽を嫌悪してもいる︒得能が論理的・調和的

本当はどうなのだ︒桜谷は本当は尚子が好きなのではないか︒﹂
さて︑次は﹃鳴海仙土口﹄である︒鳴海仙士口は得能的知識人の外形︑ C か

﹁政府の無責任と冷酷と︑民衆の脱法と嘘いつわりとが︑今日我々日

し︑過去に対し心の傷を持つ︒それは︑整の戦争中の体験が大きく影響し
ているのだ︒)と︑桜谷的生衝動(もうそれは常識の毘に落ち込む故のも

本人の生存の実相であヲたのか︒ ζの現世では正当に生きるという乙

この評論を貫くものは︑﹁正当に生きたい﹂という附くような麟いであ

と思いあせるのであった︒﹂

禽った世をのがれ︑どこかでひとり清らかに生きるすべはないものか

とが遂に全く不可能なのか︒そう思うと︑私はまたしても︑乙の濁り

のではない)を持つ︒
具体的に分析すると︑まず仙士口は︑自己の市に確固としたものがない日
和見的知識人である︒
﹁だが仙吉は立場の不安を感じて国粋主義者の知人に個人的に接近し︑
詩人の任務は国家の隆興に寄与するところにあるという趣旨の霊園詩

﹁佐伯講師は(中略)ひと度自説を述べるとなると︑気兼ねや途巡に

るc

乙れが仙士口の経歴であるが︑現在のかれは仮面のみの空虚な人物である︒

よって言葉をやわらげるということがない︒(中略)一種の気まずい

人論を書いたりした︒﹂
﹁鳴海仙吉にとっては︑国定の表情というものが無いのである︒(中

エゴの働きllそれが仙吉の内容といってよかろう︒彼が日和見主義者で︑

でやって来ても︑学校にいる聞はまだ︑自分が教師という鋳型の中に

ている自分が本当の鳴海仙吉であるような気がする︒(中略)札幌ま

﹁自分自身は不安定の仮りの害在で︑村人の誰かれの心の期に描かれ

希求する︒

仙士口は自己を強︿主張する佐伯講師に対しいらだたしさを感じ︑調和を

らしたい︒

(中略)早くこの空気をやわらげて︑室内に以前のような調和をもた

空気を生んだ︒﹂

にふさわしい表情を︑仮面のように時に応じて取りかえて歩いでいる

路)いんぎんに︑にこやかに笑ったり︑文学者らしい︑あるいは地主
注

のである︒(中路)それ(顔の表情)がきまらぬうちは歩き向せはい
と思っていたのに︑突然歩き出した︒そして自分というものが何処に
もないような︑(中路)幽霊の 4うに仙土口に思われた︒﹂

仮面のみの空虚者であることは︑﹃得能﹂のところで述べた﹁秩序発見と

はめ込まれで(中路)都会の人込みの中ではじめておれは自分自身に

確固としたもののない︑仮面のみの空虚性︒自己の安全と安定を求める

それへのあてはめ﹂という思考法︑それに結びついた上昇思考と破滅を拒

仙古口は︑人の見る限︑自己のはめられる鋳型を強く嫌悪する︒

帰ったような気がする︑と思うのであった︒﹂

しかし︑彼は単なる卑劣撲で・もなければ︑自己の仮面性に満ち足りている

心感覚にょうて︑一応︑説明がっこう︒
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自己の像にイライラと苦痛を感じるが︑精神的なものを規範とする知識人

物質的なもののみを測る村民に対した場合は︑彼らの中に作り上げられる

か︒まず︑先に述べた上昇思考と破滅を拒む感覚かあげられよう︒仙吉は︑

嫌っても︑そ乙から抜け出せない︒なぜか︒その摂本欠陥はど乙にあるの

しかし彼は︑正当‑K生きたいと願いながらも日和見者だし︑型・虚偽を

それから後では︑彼は話をはぐらかして︑雑談の相手にし︑不得要領

真剣だったので︑はぐらかすことも︑ごまかす乙とも知らなかった︒

断ると︑腹を立てて挨拶もせずに帰って行った︒仙吉自身もその時は

く不満であった︒(中略)青年はひどく真剣で︑(中略)あくまでも

﹁彼は確信もなしに文芸批評を次々と書いて生活する自分自身にひど

て動いている︒そのような純粋で高いエゴのぶつか hJ
合いでも︑仙士ロには

乙の場合︑仙吉のエゴも青年のエゴも真剣に︑純粋に︑一一角い所をめざし

に帰してしまう乙とを覚えた︒﹂

員である乙とを誇らしく思うのであり︑恥氏自をつむり︑自己の存在を抹

耐えられない︒真剣と真剣かぶつかり︑お互いに傷つけ合うことが耐えら

に対した時は︑il知識人の空虚さを鋭くっきながらもli自己がその一

﹁この外遊した文学者の機智に溢れ︑論旨の酸味で高踏的な追橿談と︑

れないのだ︒

殺されまいと自己を正当づけ︑自己の像をベタベタと塗りあげていくのだ︒
それを理解する同僚の知的な雅趣のあるユウモアが漂っていた︒そし

与えるのであった︒﹂

そのように敏感に虚偽︑欺暗や不当をかぎつけ︑そのように激しくそれら

と願っているのだ︒しかし︑ここで立ち止まって考えよう︒仙吉は何故︑

あるとはいえない︒もう一度言えば︑仙吉は歎晴を嫌い︑正当に生きたい

仙吉の調和希求がいつもこれらの例のような歎捕に満ちた調和の希求で

﹁とすると︑おれも︑この議論のどこかに弱点を見つけなければ自分

て他吉自身がその一員であるということは︑一種誇らしい気分を彼に

が抹殺されてしまうわけだ︒(中略)仙吉は慌てながら︑じりじりと

を嫌悪するのか︒私は︑西欧的論理主義︑自由主義の洗礼を受けたが放の

彼の論理的思考法以上に︑彼の本能的・生理的ともいえる弱さ︑動物じみ

後戻りして身構えしようと思った︒﹂
しかし︑何よりの根本欠陥は彼の調和希求の根本にあるものll弱さで

て考える︒乙の弱さは︑プラスに働く時には︑虚偽や不当への敏感さや︑

たエゴとエゴとの対立の醗さに耐えられない︑そんな弱さを第一原因とし

心からの附︿ような︑真とか正への願いとなるが︑しばしば︑歎硝的‑謁和

あろう︒佐伯講師についての引用の続きはこうである︒
﹁虚礼でも︑睡でも︑何でもいいから皆がなとやかに︑静かに笑って

すなわち彼の﹁弱さ﹂

話し合えるような雰囲気を作らないと︑乙の苛立たしい緊張感は︑全

3

でもそれを希求するというマイナスの働きをする

空虚に悩みつつも知識人として仮面をつけ続けるのも︑また︑人の見る白

破調に耐えられない仙吉であるから︑彼が︑日和見者となるのは当然だし︑

でも︑エゴ対エゴの対立には耐えられないわけであり︑そのように対立・

さて︑乙のマイナスの方向では︑彼は︑それが上方を心いたエゴの場合

は︑プラスとマイナスの両方へ働くわけだ︒

くたまらはい︒﹂
すなわち︑仙吉は波風さえたたなければよい式の欺暗に満ちたものでも︑
破調の気まずさよりはよいと湾えるのである︒虚偽でもよいから調和を望

もう一つ例をあげよう︒仙吉が文芸批評家としてどうにか生活するよう

んでいるのだ︒

になった頃︑弟子志望の青年が来たことがあった︒
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である︒彼は伺よりも自己が破調者となる乙とを恐れる︒彼の﹁弱さ﹂が

に自己を縛られ︑虚偽に身動き一つできなくなるのも︑乙れまた当然なの

て提出している︒

整か︑ここでは︑問題をはっきり︑人間の悪魔的本能として︑怖れをもっ

﹃得能﹄物では︑半ば常識にひっかかった形で桜谷に尚子と関係させた

この悪魔的衝動にひかれる仙士口は︑それが露見して破滅する ζとを恐れ

このように︑公的には上方への意志に従わない日和見的・仮面紳士的知

つつも︑その衝動に従ぃ︑しかも︑外見を糊塗して調和を保つ︒

さて︑こういう仙吉に︑虚偽から脱し︑外見の調和を破る可能性がどれ

識人として︑また︑私的には下方への悪魔的衝動に従いながら︑外見を糊

e

それを許さ伝い︒こうして︑仙吉は︑虚偽を感じても︑正当に生きたいと
願つでも︑摂本にある弱さのため︑虚偽や欺晴的調和から脱する乙とができ

だけあったかというと︑その一つは論理的調和的人間関係の欲求︑一つは

塗して調和を保つ仙吉であるが︑その彼が﹁上方への意志﹂としてマルク

なL

彼の詩情︑そしてもう一つは彼の暗い生衝動の計三つであったと思われる︒

ス主義を唯一のものとして措定しているのも︑いかにも伊藤整的であると

同時に︑時代的であると言うべきであろう︒

このうちの前二者は上方へ向かう意志であるが︑三番目は下へ向かうも
は︑乙の下方へ向かう意志ll動物としての人間本能の強く暗い悪魔的衝

のである︒しかも︑仙吉を本当に根底から揺さぶり︑仮調にむかわせるの

動であった︒キリスト教徒なら口に出してはならない︒異教徒・オデュ y
セウスの願いである︒
﹁おれは子供への愛と︑老いたる父への麓敢と︑妻への愛情を犠牲に
しても︑人間世界の隅々を放浪し︑人間の徳と不徳の限りを味いたい
のだ︒﹂
仙士ロの場合︑所有と支配を願うエゴについては彼のやさしさがそれを止
めるが︑女性に引かれる動物的衝動はおさえがたい︒
一彼は︑そのうそつきの︑遊び心の多い︑自分の魅力を知って︑それを

L

(中略)そのマリ子の心に応じて動乙うとすると乙ろに自分の男性と

使わずにいられない︒そのマリ子乙そ自分にとっての女である乙とを︑
しての心が本当にある乙とを︑(中路)理解した︒

﹁ああこいつだ︑我々男を女へ駆り立てる執念は︑これなのだ︒愛と
か清らかさとかいう天使の心を持った女の中から︑女自身が知らない
別な生きものを引き出す残忍な執念﹂
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