守合﹁

民
」

独歩の文学理念のほぼ全貌を知る乙との出来る﹃欺かざるの記﹄の明治二

けると乙ろ﹂がある︑つまり﹁独歩の文学に個人と宇宙︑個人と自然とはあ

証し︑結局﹁独歩の文学が新鮮で美しいものながら︑社会的認識において欠

博光は︑独歩が小民を獲得していった過程を平民社との関わりから綿密に論

十六年三月二十一日の項に︑独歩は﹁多くの歴史は虚栄の歴史なり︑パニテ

なく︑天地問の生命として観ん

1 いずれも︑独歩の小民が小民の現実

企

AaAAAHAAaAA

ζとを求むるのである﹂﹁其織︿人物は山中

OAAAAaAAaaAoaAbaAA&bAAa

いう文学的問いかけに対して︑独歩は﹁人を社舎の一員として腕るばかりで

AabAAAUA

いる︒ ﹁紅葉山人﹂(明部・ 4) の中で﹁新時代の要求とは何であるか﹂と

事実︑独歩の小民把握における創作方法は︑確かに浪漫的発想に基づいて

いるとしている︒

における生活史を内部から描くという万法をとらずに浪漫的解釈に止まって

いるように思える︒その限界の指摘は

いう形で︑逆に独歩の文学の特質を解明しようという意図のもとに書かれて

文学史における独自性に焦点を合わせ論じ︑併せて︑その限界を追求すると

ω ・1﹀としている︒乙の二つの論文は︑独歩の提出した小民ω近代

つでも︑中間項の国家や社会が比較的欠けている﹂ (﹁独歩と平民社﹂﹃文

M﹂

ィlの記録なり︒人類其の歴更は山林海演の小民に間へ︑哲事史と文隅字史と

(人関心霊︑ヒユマニティ!の叫替を記録せよ

学﹄昭

︑
︒

ph
F
E
‑
‑
v

一軒家に住む無事位樵夫でも可い︑裏屈に住む熊公八公でも可い﹂﹁若じ之

11K
天地問に

をしも描くべく詩料とするの領値があるならば︑︑矢張り之を描

法を述べている︒乙乙には明自に︑ワ lズワ lスの芸術観人生観から影響を

ylル

いて﹁個人は社会を媒介する ζとなくただちに﹃如何托して此天地問︽此生

其生を托する哀々たる一生霊として之を観なければならぬ﹂と自己の創作方

民文学としての豊熟に達する乙ともなく﹂終ったと論じ︑独歩の提出した小

を託すべきか﹄というふうに詩的に飛躍﹂してしまったために﹁近代的な国

小田切秀雄は﹁独歩と啄木﹂(岩波講座﹃文学﹄第七巻昭

‑
m ・5) にお

しかしながら︑独歩が近代文学史に提出した小民にも︑問題が伝い訳では

日なお色樋せる ζとなく︑読むに耐え得る文学的生命を有する所以である︒

とに独歩の近代文学史における独自性があり︑かつ又︑独歩の文学作品が今

らぬ文学主題とし︑無名平凡な小民の文学的形象化を志向したのである︒乙

対する愛によって貫かれている︒号一口わば独歩は﹁小民史﹂を自己の終生変わ

思うに独歩の文学は終始一貫して︑社会の底辺に位置する下積みの小民に

と記述している︒

歴史は歴史家の歴史位り︑

政権史と文明史の外K小民史を加へよ︑人類の歴史始めて全からん︒多くの

独歩

人

け

とくに﹁驚異哲学﹂ を軸として
岩

文

民に高い評価を与えながらも︑その限界を指摘し批判している︒また︑山田

崎

お

中で捉えるという浪漫的思考方法である︒実は乙の浪漫性故に︑結局︑形象

受けた独歩の小民把握の特質が如実に表われている︒ つまり︑小民を自然の

ち退潮の痕の日に輝ってゐる慮に一人の人がゐるのが自についた︒たし

を通るので僕は欄に寄り何心なく其烏を眺めていた︒

一爪中略)&見一るう

化した小民の内面の苦悩︑小民の現実における生活史を独歩は描き得なかっ

かに男である︑又た小供でもない︒向か頼りに拾っては籍か桶かに入れ
︑︑︑︑
てゐるらしい︒二三歩あるいてはしゃがみ︑そして何か拾ろってゐる︒

たのである︒

示し得たと思う︒即ち︑初期の持情性の強い作品群に形象化された小民は︑

独歩自身の内部で小民把握の方法が変貌を見せ︑﹁小民史﹂の可能性を充分

僕は何度此島かげの顔色知らない此人を憶ひ起したらう︒乙れが僕の﹃

も島全慢が震の彼方に消えて了った︒その後今日が日まで殆ど十年の問︑

船が進むにつれて人影が黒い結のやうになって了った︑そのうち磯も山

自分は此淋しい島かげの小さ令磯を漁ってゐる此人をぢっと眺めてゐた︒

文学作品の美的論理の世界にのみ定着されていて決して小民自身の生活現実

忘れ得ぬ人々﹄の一人である︒

ζの点では︑小田切秀雄︑山田陣光の批判に私は同意する︒しかし︑私は

に重なり合う乙とがなかったが︑晩年の諸作品においては︑小民自身の苦悩

ζで引用したと乙ろの﹁瀬

一戸内海の淋しい島かげの小さな磯を漁っている黒い駄のような人﹂と﹁阿蘇

大津が語ると乙ろの﹁忘れ得ぬ人々﹂とは︑乙

言葉を換えて言うならば︑知識人としての高い視座に立って小民を措くとい

の噴煙を背景に俗謡ぞ歎い位がら通り過ぎた二十四五かと思われる屈強な馬

を描き︑小民の生活現実と関わり合う世界で小民が把握されていると思う︒

う方法から︑底辺に位置する民衆の視座から小民を錨くという方法への移行

子﹂と﹁三津ケ浜の魚市のほとりの琵琶を弾ずる僧﹂更には﹁北海道歌志内

ζで注目

例えば︑﹁瀬戸内の淋しい島かげの小さな磯を漁っている黒い慰めよう往

は直接には何ら交流がないという点である︒

が窓く旅の途中で遜遁した人物であり︑しかも︑形象化された人物と独歩と

自我の現実社会に対する挫折に繋がっている ζと︑そして又︑それらの人々

すべきは︑乙れら﹃忘れえぬ人々﹂に描かれた小民が︑伺らかの形で独歩の

の鉱夫︑大連湾頭の青年漁夫︑番匠川の癒ある舟子﹂等である︒乙

ζ ζでは︑その過程を﹁驚異哲学﹂の︑独歩の内部における変移を

である︒
基軸として考察する乙とにする︒

﹃忘れえぬ人々﹄(明引・ 4) は︑独歩の初期持情作品を代表するもので
あると同時に︑奇しくも︑独歩の向かうべき文学の方向をも決定づけた記念
碑的作品である︒

(前略)余の感情を痛く刺撃したるは︑寂莫たる小島の海演にひとりの

人﹂とは次の記述内容の再現K他ならない︒

に自分の書いた﹁忘れえぬ人々﹂の原稿を︑武蔵野の一角にある旅人宿で読

人間あり︑定めて彼し乙の山かげに見る茅屋の主人なるべし︑献々とし

ζの作品は︑大津という無名の文学青年が︑同年輩の画家を志す青年秋山

み聞かせるというものであるが︑ここでは先ず︑独歩の分身とも言うべき大

て何かあさり居たり︒余が︑限襲︑彼を映じたる一利廊︑鳴呼かくして

も一生涯は一生涯なりとの感︑熱涙と共K突き起る︒而も顧みて吾を思

津が諮る小民について考察してみよう︒
(前略)船が或る小さな島を右舷に見て其磯から十町とは離れない鹿
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(﹃明治

ひ︑吾及び多くの人々も亦官mK湾究し来れば︑或る無形の一小島に後々
生涯を送る者なる事を感じ︑人聞は小なる者哉と思ひたり︒
十四年日記﹄ 5 ・8)

ω ・1) の中で﹁全慢自

姿伊比重ね合わせて見ているととも事実であろう︒つまり︑現実社会における

自我顕示欲の裏返しとしての小民に対する連需がそ乙にはあるのである︒

同じように﹁阿蘇山の噴煙たなびく月明を俗謡を歌い空車をひいて通った

屈強な若者﹂は明治二十七年︑再度上京した都会生活に別れを告げて佐伯κ

時を送っていた頃の ζとであり︑﹁北海道歌志内の鏡夫﹂は佐々城信子との

独歩は﹁設は如何伊比して小説家となりしか﹂(明
分は︑功名心が猛烈な少年で在りまして︑少年の時は賢相名終とも成り︑名

このように︑独歩の初期作品は︑現実社会における独歩の浪漫の控折によ

恋の煩畑の頃である︒

り以前の世にあって︑後世を慶倒し我々を眼下に見て居るのが︑残念でたま

る詠嘆が主要な文学エネルギーに仕っており︑形象化された小民は︑現実社

を千歳に残すといふのが一心で︑ナポレオン︑豊太閣の如き大人物が自分よ

らないので半夜密かに︑如伺にして我れは世界第一の大人と成るべきゃと言

会に敗北を喫した独歩の像が伺らかの形で観念的に重ねられている︒

大望に墜せられて自分で苦しんでゐる不幸な男である︒

﹃要するに僕は絶えず人生の問題 K苦しかでゐなから又た自己将来の

乙うした例証は︑大津の語る次のような言葉によっても明白である︒

ふ問題に絹着ってぼろJ¥涙を乙ぼした事さへ一有るのです﹂と述懐している

ζとは想像に難くない︒同時代の文学者透谷の﹁英雄豪傑の気風を

が︑明治二十年十七才で上京した独歩の内部κ︑立身出世への大いなる渇望
があった

欽慕して︑寝ても起きても兵事ばかり思ひ績けて︑いつも己れの一身を是等

﹃そ乙で僕は今夜のやうな晩に濁り夜更て燈に向ってゐると此生の孤

立を感じて場え難いほどの哀惜を催ふして来る︒その時僕の主我の角が

の英雄の地位に置かん事を望み﹂﹁風潮に激愛せられて︑政治家たらんと目
的を定め﹂ (石坂ミナ宛書簡明却・ 8‑m) ていたという告白と相似のもの

ばきり折れて了って伺んだか人懐かしくなって来る︒色々の古い事や友

等の人々である︒我れと他と何の相違があるか︑皆な是れ此生を天の一

があるが︑恐らく ζ乙には︑封建的身分制度の樫格から解き放たれた明治の

しかし︑独歩にとって東京での生活は︑必ずしも意に叶うものではなかっ

方地の一角に亨けて悠々たる行路を辿り︑相携へて無窮の天に錫る者で

のとを考へだす︒其時池然として僕の心K湾むで来るのは則ち此等の人

た︒明治二十四年︑東京専門学校政治科退学を機に︑独歩は帰郷を決意する

はないか︑

青年の共通項︑つまり自己の才能に応じて社会を生きようと志向する青春が

のであるが︑都会での立身出世を断念して帰郷を余儀なくされた独歩の敗北

ど名利競争の俗念消えて線ての物に封する同情の念の深い時はない︒

々である︒きうでない︑此等の r
人々を見た時の周園の光景の裡に立つ此

意識︑挫折意識が﹁寂実たる小島の海漬﹂に点のように映じる﹁漁夫﹂即ち

独歩が﹁忘れえぬ人々﹂の上に惣いを馳せる時の哀情は︑要する K︑全て

ある︒

名&在い︑時代の流れとはおよそ無縁の小民に結びついていったのも︑極めて

ζれらの人々が﹁無窮の天に婦る者﹂であるという神秘主義的自然観K支え

(中略)其時ほ

自然な成行であった K相違ない︒更に突き詰めていけば︑現実社会に受け入

られていると同時に﹁主我の角がぽきり折れて了﹂った時点での︑つまり独

(中略)其時は貨に我もなければ他もない︑

れられずに時流に押し流されていく知識人独歩の敗北︑挫折の末路を小民の
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﹁た立︑本も自然に生活せんと恩ふ也︒有体に言へば恒産ありて山林に一良民

歩の自我の挫折からくる小民への連帯意識が根幹となっている︒しかるに︑

々人の生活史そのものを内部から描くという方法はとらない︒

緒の世界で観念的に小民を定着させたものに他ならない︒従って当然小民個

として過し得れば足る如し﹂ (中相確太郎宛書簡明釘・ 9 ・M) と独歩が告

の野望あるいは自我顕示欲の焦慮と抑制とが隠されている乙とも見逃せぬ事

﹁驚異哲学﹂と称される浪漫的発想法が︑現実に対して敗北を喫し︑独歩の

独歩の﹁小民史﹂が真の意味で﹁小民史﹂となるためには︑実は︑独歩の

臼する時︑文字通り解釈する ζとは出来ず︑実はその中に立身出世への自己

実である︒﹃忘れえぬ人々﹂における小民は︑結局知識人独歩が外側から観

内部で矛盾的命題としてしか存在出来なくなってしまう必要があった︒

俗︑あるいは毘定観念等によって︑ともすれば喪失しがちな自己を自然と人

﹁驚異哲学﹂とは鶴単にきロえば︑日常生活における型にはまった道徳︑習

念的に捉えた小民であり︑それ故に乙そ︑小民の現実社会の重圧から脱出す
ぺきエネルギーあるいは現実社会における小民の苦悩等は当然欠落してしま
っているのである︒

生との微妙さ花直接赤条々に触れることによって自己の復権をはかり︑その

ととによって人間存在の認識を獲得しようとするものである︒独歩自身﹁一

ζれらの小民は全て悠久たる大自然を背景として点のように捉えられ

る︒究極のと乙ろ﹁忘れえぬ人々﹂は社会的人間関係の複雑さから脱出し︑

切の虚偽と夢魔とを振ひ落し︑民賞︑衷むより宇宙人生の秘義に驚嘆せんと

又
︑

自然と直接に対慌した時点でしか捉えられはしない︒従って大津の説明を聞

欲するの念は︑余が一貫した願望﹂ (﹃病状録﹄)であったと述べているが︑

先に考察した﹁忘れ得ぬ人々﹄では︑乙の﹁驚異哲学﹂が無限存在たる自然

︿までもなく﹁忘れえぬ人々﹂とは﹁忘れて叶うまじき人﹂では往く﹁恩愛
の契もなければ義理もないほんの赤の他人であってしかも忘れて了うことの

と有限存在たる人間との交叉を哀切に感じるという形をとって表われ︑個々

と乙ろで︑﹁驚異哲学﹂を主要なモチーフとして展開している作品に﹃牛

出来ない﹂人間関係を言うのである︒そういった全く無関係とも言うべき人

疑いようのない﹁天地悠久の感︑人間存在の不思議の念﹂を感じるのである︒

肉と馬鈴薯﹄ (明弘 ‑H) ﹃悪魔﹄ (明部・ 5) ﹃縄本の手帳﹄ (明鈎・ 6)

の人物像にみととに収品叙されている︒

言わば︑社会的事象︑歴史的要素等が全く捨象された大自然の中で︑直接赤

間との繋がりに独歩は限りない哀情を催すのである︒その哀情の中に独歩は

条々の惑情を体得し︑人間生存の不思議さに驚異しようとするのである︒

000

等があるが︑﹃岡本の手帳﹄では﹁驚異哲学﹂は次のように説明されている︒
︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒
わが切なるこの願とは︑眠より醒めん乙となり︑夢を振ひをとさん ζ

ともあれ︑﹃忘れえぬ人々﹄は︑悠久たる絶対的存庄である自然の中での

作態度をさし一示すと同時にその限界をも如実に示している︒ つまり無恨の自

人生とを直‑現せん乙となり︒われを此不思議なる宇宙の中に裸慢のま︑

乙の不思議なる︑美妙なる︑無窮無漫なる宇宙と︑此宇宙に於ける此

となり︒

然という背景の中に点のように存在する小民を描くという構図のもとに知識

見出さんとと伝り︒

有限存在たる小民への共感乃至は一体感という独歩の小民把握の方法及び創

人としての独歩が外側から小民を把握するといった方法は︑独歩の知性が情
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ζとに非ず︑不思議を痛感せん乙となり︒死の秘密を

ζとに非ず︑死の引咽貝を幾即時せん ζとなり︒

不思議を知らん
惰らん
周知の如︿︑明治初頭以来時代の底を流れていた精神は︑西欧文明の急速

﹁驚異哲学﹂の意味するととろは以上指婚したと ζろであるが︑実は独歩

がいかに﹁驚異哲学﹂の根底にある﹁驚異の念﹂﹁驚異心﹂を持とうと希求

しでも︑そ乙には避け難い矛盾がある乙とも事実である︒こうした問題点提

のは当然である︒と乙ろが︑独歩は﹁宇宙﹂﹁死﹂等の究明をそういった流

いた︒従って﹁宇宙﹂あるいは﹁死﹂等の解明も科学的実証精神でなされた

馬鈴薯と現実 H牛肉との優劣論である︒ ζ乙で注目したいのは︑岡本(言う

べ議論をたたかわすという談話形式の思想小説であるが︑その論点は理惣 H

﹃牛肉と馬鈴薯﹄は︑岡本・竹内・上村・近藤等数人が各人の人生観を述

出の兆しは﹃牛肉と馬鈴薯﹄において観取出来る︒

ろその流れとは反対に︑精神的内体験

伝移植に基づく合理的科学精神であり︑時代は功利主義的方向へと進展して

l
υ

みせず︑ただ﹁喫驚したい﹂という願いを持っているのだと告白し︑自己の

れの中で把握しようとはせずに︑む

例えば︑実証主義的見地からの﹁死﹂の把握は︑あくまでも冷酷な科学的

﹁驚異哲学﹂を説明している︒他の論客たちは︑その岡本の言を勿論理解す

までもなく独歩の分身)の言動である︒岡本は︑牛肉党 Kも馬鈴薯党にも組

認識であり︑社会的現実の中での﹁個﹂としての人生の意義は抹殺されてい

る乙とは出来ず一笑に付す訳であるが︑独歩は次のような一文で﹃牛肉と馬

代よって宇宙の神秘︑宇宙陀おける人間存在を認識しようとしたのである︒

るのである︒しかし︑独歩はそういった﹁死を悟った﹂という夢魔を振い落

鈴薯﹄を終えている︒

(前略)岡本は一緒に笑ったが︑近藤は岡本の顔に言ふ可からざる苦

し︑﹁死という事実﹂そのものつまりそれが内包している神秘︑人生の不思
議さに赤裸々に驚異したいと願うのである︒そして︑その認識を内体験する

美よ︑五ロは美を信ぜんとしつ﹄あり︒月光流れの如き

(明部・ 6‑m) と語られている﹁シンセリティ l ﹂﹁赤僚々の大感情﹂が

大感情の胸間代燃ゆるありて︑愛に初めて其の疑問民のストラグルは来る﹂

く﹃歎かざるの記﹂の中に観取される︒
ζういった思考方法の原形は︑日 γ
︒︒︒︒︒︒︒
﹁﹃赤燦々の大感情﹄乙れぞシンセリティ lの民意なりける︒ァ︑赤燦々の

情感を失っていくのである︒しかるに︑独歩は﹁習慣の昏睡より人心を醒起

人間は古び果てた習慣︑哲学︑あるいは科学等によって︑素直に驚くという

と言い換えてもよい︒それ故代︑人間は全て皆篤異の人たり得る︒しかし︑

心﹂は究極のと乙ろ無我無心の幼児に確実に存すると ζろの認識万法である

痛の色を見て取った︒

そうであり︑﹁美よ

し︑吾人を囲む此世界の驚く可く愛す可きを知らしむこそ﹃詩﹄の目的なれ﹂

ζとによって︑生の実在そのものK迫ろうとするのである︒

今夜の美はしきょ︒此の不思議なる天地に美てふもの寅在す︒鳴呼乙れ大神

(﹃欺かざるの記﹄明部・印・日)と述べながらも︑ 一﹁もう止しましょう!

光の今も音も鶴見らぎるを︒

れど︑矢張り単にさう言ふだけですよ﹂(﹃牛肉と馬鈴薯﹄)と岡本に託して

.無益です︑無益です︑いくら言つでも無益です己﹁僕も喫驚したいと言ふけ

﹁駕異哲学﹂の根底にある不思議を痛感するという発想︑つまり︑﹁驚異

の御手のわざなるかな︒人は生れて世は逝きぬ︒千年の醤都今如何︒ただ月

a
よ美よ︑わが驚異の念動く毎に爾の貰在を感じ︑高聞を信ぜんと欲す﹂(明 m

自廟ともとれる自らの奥悩を語っているのである斗驚異哲学﹂を突き詰めて

(中略)此天地に於ける人の命︑乙れ何ぞや︒美

‑8・幻)と記されている﹁驚異﹂がそうである︒
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である︒知性を人関存在の一つの証しでゐるとするならば︑﹁驚異哲

初もめの否定でもある︒﹁驚異﹂を認議したいと願望する独歩は︑勿論

えがい明日四のと乙ろ哲学︑科学等の否定にまでいってしまう︒換言すれば︑

馬鈴薯﹄の主題をそのまま一人称岡本誠夫の手記として深刻化し復請してい

の関係に重ね合わす乙とが可能である︒しかし︑﹃岡本の手帳﹄が﹃牛肉と

説の前篤と後篇との関係は︑そのまま﹃牛肉と馬鈴薯﹄と﹃岡本の手帳﹄と

成立している︒勿論︑題名の示す通り力点は後篇にあるのであるが︑乙の小

れていない苦悩の側面に照明が当てられており︑独歩の奥悩が浮き彫りされ

て人間存在の根源に迫ろうとした独歩が︑結局は逆 K社会存在た

﹃牛肉と馬鈴薯﹄の終末にある﹁言ふ可からざる苦痛の色﹂とは︑まさに︑

ている︒言わば﹁牛肉と馬鈴薯﹄の主人公である岡本の顔に浮かんだ﹁言ふ

るのみ代対して︑﹃悪魔﹄の後篇︑即ち︑浅見謙輔の手記は・前篇では語ら

r矛盾の表出に他ならない︒言うならば︑独歩の浪漫

お人間の否定に向かうという大い怠る矛盾に到達せざるを得ないのである︒

独歩自身が内部に字ん

可からざる苦痛の色﹂の文学的形象化が︑浅見謙輔の手記であり︑乙乙に

このように︑同一テ l マが繰り返し書かれた事実に対し︑士口江喬松は﹁彼

の現実における敗北の現われでもある︒しかるに︑独歩の分身岡本は﹁恋﹂

るとして否定してしまう︒乙のように︑人間存在の確実な杢ざわりを求めよ

が意識を整理して︑陣容を立て直すべく書いた﹂(﹁国木田独歩研究﹂昭8

﹃悪魔﹄の存在理由がある︒

うとして生み出された﹁驚異哲学﹂は︑ついには人間的なるものへの否定に

・5) と述べているが︑私は逆にこのことの中に﹁驚異哲学﹂が独歩の内部

も﹁山林の自由の生涯﹂も﹁科学﹂吋哲学﹂﹁宗教﹂さえも全ては幻影であ

向かうという矛盾を露呈するに到る︒乙の点を﹃悪魔﹄において︑更に追求

の救済に繋がる乙とが不可能になった事実︑更に言えば︑独歩自身の浪漫の

ζと分秒︑

e
る者は我なるかな︒
遂に安んずる能はぎるか︒紳を一新れども紳を知ら さ

新る時︑我が胸は掻き乱れぬ︒ 乙の静なる山林の生活を得て︑而も我

て夢の如し︑岩K伏して新る︒

月明を踏んで山花登る︒月光流水の如く︑山も林も野も村も︑寂とし

現実に対する衰退を読みとりたい︒それは例えば︑

する乙とにしよう︒
﹁驚異哲学﹂の理論的展開を意図して創作きれたのが︑﹃牛肉と馬鈴薯﹄
であ句︑談話形式によって論を進めているのに対して︑﹁岡本の手帳﹄は︑
その冒頭に独歩が﹁庄は﹃午肉と馬鈴薯﹄の主人公︑岡本誠夫の手帳より抜
き書きせしものなり︑此巨人公に同情ある人κは多少の興味あるべし﹂と記
ζとからも明らかな如く﹃牛肉と馬鈴薯﹂の主人公の手記としての

中﹁・一一)

している

役割を有しており︑両者の論の進め方は全く一致している︒しかし︑﹁篤異

山を下れば祉舎あり︒天地生存を自費せる余も︑社舎に入る

忽然として祉舎の一員となり了しぬ︒而も遂げ仏我霊を震動したる痛烈な

哲学﹂が小説のテ!?として真に生かされ︑その限界をも如実げ告示している
のは﹃悪魔﹄である︒

(下・五)

という告自にも顕著に表われている︒ かつての独歩にとって﹁自然﹂は絶

る感相却を忘る﹄能は.さるが故に苦悩する余は悲惨なるかな︒

前篇は布浦武という主人公を中心に客観的叙述万法がとられているが︑後篇

対者として映じ︑あるいは﹁神﹂そのものであった︒例えば﹃今の武蔵野﹄

﹃悪魔﹄は︑前篤と後筒とに分けられ︑二元的構成方法がとられている︒

は実質上の主人公である浅見謙輔の﹁悪魔﹂と題する随筆からの抜奉として
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﹁民の幸福﹂の場でもあった︒しかも﹁自然﹂は独歩にとって︑天地生存の

独歩の処女作﹃源叔父﹄ (明卸・ 8) の紀州も﹃泰の烏﹄の六蔵も︑比ハに

白痴の子供でありながら︑前者は独歩の拝情が詩的世界で捉えたものであり︑

く︑青春の時を喪失しつつある人々が実感せざるを得ぬ避け難い一般には違

見い出さぎるを得ないのである︒乙の乙とは︑何も独歩に限ったことではな

浪漫的世界に踏み留まるには余りにも現実的存在の人としての自己を独歩は

なくなったからである︒つまり︑浪漫的世界を烈しく希求しながらも︑その

言葉に示される如く︑白山が存する﹁山林﹂にのみ独歩が留まる乙とが出来

はや﹁自然﹂は安らぎの場ではない︒それは﹁山を下れば社舎あり﹂という

自覚の場として重要な志味を有していた︒しかし︑﹃悪魔﹄に至つては︑も

か
︑

習俗とか固定観念にとらわれることなく︑事実に素直に驚きたいとした独歩

あるいは子供等を独歩はより自然に近い存在として素直に受け取っている︒

美しき配合を見︑それを信じ︑究極的には︑老樵夫︑老船頭といった人々︑

吾が想像の複に形づくる也﹂(明部

と調和する人聞を見たり︒老樵夫︑老船頭︑多くの農夫︑皆芯美しき配合ぞ

は﹃欺かまるの記﹄の中で﹁美(な脱カ)る裁自然而して其聞に多の此自然

物であり︑その設定の仕方は後者の方がより合理的かつ現実的である︒独歩

後者は浪漫的拝情の位界にのみ留まる ζとが出来なくなった独歩が捉えた人

いない︒ただ独歩の場合︑より烈しい浪漫世界への憧僚︑つまり﹁驚異心﹂

る︒そして︑ ζういった考え方でもって創作された作品は︑その多くが完聾

VM

の持続への意志があったために︑それが現実の中で消え去るととに激しい悲

とも言うべき持情世界を形づくっている︒

ゃ﹁驚異﹂の人であり続ける乙との出来ない︑あの﹁言ふ司からざる苦痛の

浅見謙輔の姿は︑﹁驚異﹂による純粋体験を願う心を有しながらも︑もは

親に向かって﹁六さんが必定鳥の員似を為て死んだのだか解るものじゃあり

だと浪漫的詩精神でもって持情的に六歳の死を描きながらも︑強歩はその母

しかし︑﹃春の烏﹄では︑白痴の児六蔵が︑烏になって大空を飛期したの

ζうした小民や子供に自然と同じ自由き純粋さを見ていたのは当然であ

‑
u ・7) と言い︑自然と人生との調和︑

痛を感じるのである︒

色﹂を見せずにはいられぬ岡本誠夫(言わば独歩) の悲劇の明確な姿である︒

ません﹂という注釈を付している︒

における生活そのものが表面に出ているのである︒独歩は白痴の母を情緒の

出た現実精神がある︒今までかつて独歩の問う乙とのなかった︑小民の現実

右は﹃春の烏﹄の終末の一節であるが︑乙乙には︑独歩の詩精神からはみ

乙の一羽の烏を六蔵の母親が何と見たでしょう︒

って居ました︒

漬の万へゆくや︑白痴の親は急に話を止めて︑在然と我をも忘れて見送

城山の森から一羽の烏が翼をゆるやかに︑ニ啓三啓鳴きながら飛んで︑

﹁一一宮は自然の見ならざる可からず︑四担額の見ならざる可からず﹂ (﹃欺か.さ
るの記﹄︾明部・ 8 ・6) と告白し︑純粋に浪漫に向かっていった独歩は︑こ
のように次第に現実主義的傾向を待びてくるのである︒乙乙花︑独歩の﹁小
骨
三

11h

判明史﹂津可能にさせる一つの要因がある︒つまり︑﹁驚異哲学﹂というモチ
ーフを生かすと乙ろの自然と小民という対熊的な︑余りにも観念的な構図が
主主︑ぃ d;

d

ζとが出来る︒

摘哩均守れて一いき︑現実社会において︑(社会からしめ出された自然の中ではな
江
川
︑ JMFiJml
河
川
山
内
ぐ
叫
長'やて)ヘル民が捉えられていくようになる︒
り

dhdyt j n h ‑

﹃春の烏﹄ (明釘・ 8) において見る
すそ の顕著定姿は川
︑

dU31品派手prぷ 3応ぷ
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の中に踏み留まっている乙とは出来なくなっているのである︒乙の変貌は︑

らう﹂というふうに浪漫的解釈を施しながらも︑独歩はもはやその美的論理

ますまいか︒よし六蔵でないにせよ︑六蔵は其鳥とどれだけ異って居ました

上に立って見て居ると︑春の鳥は自在に飛んで居ます︒其一は六蔵ではあり

かという極めて現実的な問題に着手しているのである︒六歳の死を﹁石垣の

要な乙とはそういった外的要因もさる乙とながら︑それ等によってもたらさ

結核の一一層の悪化等もその主たる原因であるには相違ない︒しかし︑更に重

不自然な愛の破局もその一つであろうし︑独歩社の失敗︑またそれによる肺

の視点を獲得していった過程には︑種々多様な要因がある︒佐々城信子との

潜し︑リアリズムの様相を呈している事実である︒独歩がリアリストとして

h
uしろ問題 Kすべきは︑独歩の主知的ロマンティシズムが作品の背後に沈

点に関する限り︑以前の作品と何等懸隔はない︒

独歩が知識人としての高い視座に立って外側から詠嘆するという形から︑自

れた独歩の内的変貌である︒つまり︑先に考察したと乙ろの﹁驚異哲学﹂が︑

世界でのみ捉えているのではなく︑子を失った現実を如伺にして生きていく

痴の親(小民)の視座から現実を見るという姿勢へと移行してきている乙と

独歩の内面の救済に繋がらなかったばかりか︑むしろ独歩の浪漫と現実との

亀裂を浮き彫りにしたという事実にある︒何も私は独歩の浪漫が完全に現実

e

を意味する︒乙の点から言うと︑まさに﹃春の鳥﹄一策は中島健蔵が言う如
く﹁ワlズワlスに深く動かされた青年時代の独歩の感傷の総決算﹂ (筑摩

に対して敗退したと言っているのではない︒独歩の本質はやはり諸家の指摘

があるように浪漫にあり︑現実と浪漫との懸隔が顕著になればなる程︑独歩

の奥悩も深刻化していったのは否めぬ事実である︒が︑﹃窮死﹄等の諸作品

は︑独歩の浪漫と現実との融合を可能にした作品であると思う︒その点私は

勝本清一郎のように︑晩年の諸作品を﹁独歩自身の作品としては油っ気がな

主義者として規定した乙とは一度もない︒﹁見る所︑信ずる所﹂のものを作

相一致して居ると云ふのだ﹂ (﹃績病楊雑話﹄明

料として︑自殺者の徐儀なき運命を描きたるが即ち﹃窮死﹄一篇なり︒

彼の心事を思ひて︑ホロノヘと泣きながら家 K鶴れり︒其時の感想を材

或日大久保へ賜る途中にて悲惨なる繰死者の最後を目撃して︑賜途余は

‑ 8ー

版現代日本文学全集解題昭出・ 6) であった︒

HU

H M ‑ U )等の独歩娩年の諸作品をその社会性と現実主

くなって︑解体しかけたもの﹂ (﹃座談会明治文学史﹄昭お・ 6) として︑

独歩の芸術上の敗退であるとする見解には賛同しかねる︒

﹃窮死﹄の成立事情について独歩は︑﹃病林録﹄の中で︑

れた︒﹂と言へり︑自殺者の心事を説明するに︑何程考ふるも他に適首

余は﹃窮死﹄の結友に於いて︑﹁どうにも斯うにもやりきれなくて倒

信ずる所 K依りて製作せる者である︒﹂ (﹁不可思議なる大自然﹂明

なる言葉なく︑空しく二日を費して漸く考へ得たるは即ち此一旬なり︒

品化するといった創作態度は︑独歩が終生変わらずとった盗勢であり︑乙の

HM・

4) とし︑自らを自然

HU

と言い︑又﹁僕は何主義でもない﹂﹁ワ!ズワ l スの自然主義と自分とは︑

・2)

余自身従来の作物は︑自然主義なる者の如何も知らずとて只だ余の見る所︑

では位い︒独歩自身﹁余は評壌から自然主義者なりと白せられて居るけれど︑

しかし︑よ︿知られているように独歩は自然主義作家として筆を取った訳

義的傾向故花︑自然主義作品として賞識を惜しまなかった︒

明
﹃ニ老人﹄ (

明
自然主義中心の当時の文壇は︑﹃窮死﹄ (明的・ 6) ﹃竹の木一戸﹄ (

四

筆を執つでも余は泣きつhSけり︒﹃窮死﹄一篇は左迄世評に上ら守さり

﹃窮死﹄の主人公である文公を始めとする都会の底辺に生きる小民も共にモ

しも︑余は最後の一旬たる﹁どうにも斯うにもやりきれなくて倒れた︒﹂ Vデルがあるが︑そのモデルを形象化する際の独歩の姿勢である︒前者のそれ

は︑主知的ロマンティシズムを基盤にした虚構であり︑後者のそれはリアリ

ズムを基盤にした虚構であると換言する乙とも可能である︒実は︑ここに独

云々の言を翫味して貰ひたしと思へり︒
と述べている乙とからも明らかな如く﹃窮死﹄一篇を貫く文学エネルギーに

ことにする︒

歩の﹁小民史﹂を可能にする要因があるのであるが︑乙の点を考察してみる

ζでは ζうした独歩の詠漢は初期作品

なっているものは︑﹁悲惨仕る際死者﹂の﹁心事を思ひてホロノ¥と泣﹂く
独歩の浪漫的心情である︒しかし︑乙

﹃且取早だめだ﹄と十日位前から文公は思ってゐた︒それでも稼げるだ

が可能であるが︑各々の場面を統一して照射しているモチーフに︑小民に対

﹁緋公の家﹂﹁工事現場﹂﹁新宿赤羽関の鉄道線路﹂の四場面に分ける乙と

﹃窮死﹄の主要な場面を便宜的に分析してみると︑﹁九段のけち伝めし屋﹂

けは稼がなければならぬ︒それで今日も朝五銭︑午後に六銭だけ漸く稼

する独歩の共感︑愛︑そしてそれを吏に進展させたととろの小民自身の連常

の場合の如く作品の中にのめり込んではい位い︒

いで︑其六銭を今めし屡で費って了った︒五銭は重めしに成って居るか

意識がある︒

弊公は堀を埋る組︑親父は下水用の土管を埋る矯めの深い溝を掘る組︒

務公親子は或親分に属て市の埋立工事の土方を稼いで居たのである︒

ら一文も残らない︒
きて文公は何廃へ行く? 世然軒下に立って眼前の此世の様を熟と見
て居る中に︑

それで此日は親父は溝を堀て居ると午後三時頃︑親父の跳上げた土が折

﹃何をしゃァがるんだ︑﹄と言ひさま溝の中の親父に土の塊を投つけた︒

﹃ァ︑寧そ死んで了ひたいなア﹄と思った︒此時︑悪寒が全身に行︑去︑

﹃窮死﹄の主人公は︑右のように説明される都会の底辺に位置する下等労

﹃気をつけろ︑筒抜め﹄というのが捨肇詞で其鐙行かうとすると︑親父

しも通りかかった車夫の脚にぶつかった︒此車夫は車も衣装も立派で一来

働者であるが︑乙の繰死する文公の人生は﹃忘れえぬ人々﹄における小民の

は承知しない︒

わたって︑ぶるぶる yと傑へた︑そして績けざま K苦るしい咳息をして

ように自然の中で︑何ら持情的に語られはしないし︑又﹃春の鳥﹄の六蔵の

﹃此野郎!﹄といひさま道路に這ひ上って︑今しも梶棒を上げかけて居

せて居た客も紳士であったが︑突如入車を止めて︑

如く美化されて語られはしない︒それは︑己れの全身を襲う悪寒 ζそが生き

る車夫に土を投つけた︒そして

建入った︒

ている証しでもある主人公の︑文字通り﹁どうにも斯うにもやりきれなくて

車夫は取て返し︑二人は援合を初めたが︑一方は血気の若者ゆえ︑苦

﹃土方だって人間だぞ︑馬鹿にしゃアがんな︑﹄と叫けんだ︒

﹁都会の小民﹂への単なる作中人物の移行にとどまら伝い独歩の描写態度の

もなく親父を溝に突き落した︒落ちかけた時︑調子の取りゃうが惑かっ

倒れた﹂現実が描かれているのである︒乙乙には﹁山林海演の小民﹂から

変移がある︒つまり︑﹃忘れえぬ人々﹄等でみたと乙ろの山林海浜の小民も
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たので棒が倒れるやうに深い溝に縛げ込んだ︒その為め後踏を甚く撃ち

語る独歩の心情は作品世界の背後にしかない︒ ﹃窮死﹄の各小民に限りない

事実である︒が︑一それに比して﹁窮死﹄においては﹁ホロノ¥と涙ながらに﹂

飯田町の狭い路地から貧しい葬鵠か出た日の翌日の朝の事である︒新

こうした乙とがらは︑終末における文公の死に如実に現われている︒

民としての形象化に成功しているのである︒

同情と清新な共感とを有しながらも︑独歩は一定の距離を置き密度の高い小

肋骨を折って親父は悶絶した︒
見ろ閣に附近に散在して居た土方が集まって来て︑車夫は殴打られる
だけ殴打られ其上交番に引きずって行かれた︒
右の文章は︑伺処で生れたのかも︑両親も兄弟も有るのか無いのかすらわ
からない文公が全くの善意で泊めてもらった知人弁公親子の働いている工事

知識人独歩の現実に対する敗北からくる自我顕示欲の裏打ちきれた連帯とい

だけは出て居た︒手が一本ないゃうである︒頭は血にまみて開局た︒六人

続死者は線路の傍に置かれたま h薦が被けて有るが頭の一部と足の先

宿赤羽間の銭道線路に一人の後死者が護見った︒

ζろの小民自

の人が乙の周圏をウロ/¥して居る︒高い堤の上に免守の小娘が二人と

ζ乙には︑﹃忘れえぬ人々﹄等でみたと乙ろの︑

身の連常がある︒独止少は決して知識人としての高い視座に立脚して小民を描

職人種の男が一人︑無言で見物して居るばかり︑四漫には人影がない︒

現場を描写した部分である︒

写しているのではなくして︑小民の生活現実に密着した︑言わば︑底辺の視

前夜の雨がカラリと晴って若草若葉の野は光り輝いて居る︒

ったものとは無縁の︑否︑そういった問題のより純化されたと

座から小民の生活そのものを描写しているのである︒換言すれば︑初期作品

一物は姓名も原籍も不明といふので例の通り俵埋葬の庭置を受けた︒

乙れが文公の巌後であった︒
︑︑︑︑
賓に人夫が言った通り文公は如何にも斯うにもやりきれなくて倒れた

(中略)此

の如︿外側から観念的に作品を処理し︑しかも詠嘆を直接作品の中に流露す

話は︑独歩の他のいかなる作品よりもリアリティがあり︑観念的人生ではな

のである︒

るといった方法をとっていない︒それ故に︑乙乙での小民の像︑あるいは会

くして︑小さいが確実な量感のある人生がある︒言わば︑﹁五口は自ら大佐る

独歩は﹁人生の研究の結果の報告﹂(﹁我は如伺にして小説家とはりしかb

﹃窮死﹄以前の作品の多くはいずれも独歩の浪漫に美化されたものであり︑

名饗高き文学者を希望するに非ず︑文筆を以て小事校教師たるを得ば甘んず
べし︑只だヒューマニティーの自然の替を聞き︑愛と誠と労働の民理を吾が
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
能くするだけ世 K教ゆるを得ば吾が望み足れり﹂ (﹃欺かざるの記﹄明部・

小民の現実とは極めて遠いものでしかなく︑こ乙で描写されている小民のよ

として︑次々と名もない底辺に位置する人々の生と死とを描いた︒しかし︑

3 ・引)と所信を述べた独歩の豊か伝文学的結実であったのである︒

会抗議3え感じられるのである︒ ﹃酒中日記﹄ (明記 ‑U) 等においても︑

の死体は︑他の独歩が創造したいかなる主人公の死よりも多くの乙とを語っ

足の先﹂が出︑﹁手が一本ない﹂﹁頭は血にまみ﹂れ﹁一物﹂に過ぎない文公

うに︑小民自身の現実が儲かれてはいない︒ ﹁薦が被けて有るが頭の一部と

確かに︑随所に社会批判がなされてはいたが︑独歩のそうした新しきも作品

ているのである︒

しかも︑﹃土方だって人間だがそ!﹄という文句 Kは︑現実味のある強い社

の中に流露されたせい詠嘆がその作品の価値を低下させている乙とは否めぬ
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勿論︑独歩文学の真骨頂は︑独歩独得の詠嘆に基づく美的世界の構築にあ
るには違いないのであるが︑﹁人間は織業の如何に由て其良債を定める者に
非ず︑北海の漁夫を見ずや︑一脚の限は平等至公なり﹂ (﹃欺かまるの記﹄明
部
・ 2 ・3) と言ぃ︑﹁人類其の歴史は山林海演の小民に間へ︑哲皐史と文
撃史と政権史と文明史の外花小民史を加へよ︑人類の歴史始めて全かめん﹂
とする文学命題の発展と展開の為には︑そうした浪漫(いわゆる独歩的なも
の)の作品の背後への沈潜が必要であったのである︒
ともあれ︑独歩文学の近代文学史における新しさと生命は︑下積みの名も
なき小民を形象化しようと意図した着眼点にあり︑独歩の文学理念の独自性
は﹁驚異哲学﹂にある︒しかし︑独歩の﹁小民史﹂の成立と展開には︑かえ

‑ 1
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って﹁驚異哲学﹂がその限界を呈示するという逆説があった︒しかるに﹁驚
異哲学﹂が独歩の内部で矛盾的命題としてしか存在しなくなった時に︑逆に

と重複する部分がある︒

全集による︒

本稿における独歩作品の引用文は︑全て学習研究社版・国木田独歩

2

本稿は︑ 同人雑誌﹃備北文学﹄に連載中の﹁近代リアリズムへの道﹂

﹁小民史﹂の可能性を押し進めていく乙とが出来たのである︒
注
1

注

