今日のタイトルを見た皆きんのいつわらない感想としては︑三島について

あるいは笑い者にしてすましていくという傾向があり︑逆に三島支持の側の

私は問題を感じるわけで︑実は三島を批判する人は︑徹底的に乙れを否定し︑

の一つの手がかりは︑数多い三島論議の全体に対する私自身の感惣の申にあ

しかし︑その上で敢えて私が話していく意味を求めるといたしますと︑そ

た︒そしてその後の文学者達というのは︑どちらかというと︑乙の文学死と

日の毎日新聞で﹁あれは徹頭徹尾文学死である﹂という見解を強く出しまし

か︒その翌日に二つの反応がすぐ現われまして︑一つは司馬遼太郎が翌二十六

自殺行為というのは︑一体政治的な意味を持つのか︑文学的な意味を持つの

るわけで︑あの日以来ジャーナリズムを賑わしている三島論議そのものに明

いう面をか位り重く見ていると思います︒川端康成とか︑中村光夫などの︑

彼の死は非常に惜しいという見方色︑やはり文学の問題としての受けとめよ
うだといえましょう︒

三島支持の意見が︑だんだんと強く出てくるように仕りました︒舟橋聖一と

とんど三島否定といってもいいぐらいだったのです︒ところがとの頃では︑

村上一郎などとく一部︑あるいは右翼の動きなどを例外といたしますと︑ほ

う受け止め方はずっと引き続いて行なわれていまして︑一昨日の一月二十五

向というものと密接に結びついているという懸念を打ち出しました︒そうい

れはニ・二六事件︑五・一五事件とつながる問題であって︑現代の日本の動

政治的影響というものを︑重く見ます︒その点で翌日やはり松本清張が︑あ

ところが政治評論家などになりますと︑ ζれをむしろ政治と結びつけて︑

いうのは︑かなり早くからそうでしたが︑その他に今申しました︑村上一郎

日から二日にわたって連載された︑朝日新聞の論壇時評で坂本義和が︑﹁ク

直後は︑三島批判︑むしろ三島否定という声が︑非常に強かったわけです︒

一つは三島否定と三島支持の問題であります︒あの事件の当日およびその

の三島の扱い方が極端に二つに分裂しているということであります︒

確な問題点というものを感ずるわけです︒と申しますのは︑ジャーナリズム

あるわけです︒

ζれから話が聞けるというよりも︑むしろ︑また三島か︑という気持ちにな

邦

人は︑三島ベ yタ リ で 三 島 ぞ ほ め あ げ て や っ て い く と い う ︑ そ う い う 形 に

和

った方が多いのじゃ往いかと思います︒それは私にとっても同じ ζとであり

原

なっている︒いくら衝撃的な事件だったとはいえ︑そこの聞が極端に分裂し

本
目
まして︑多過ぎるほど多くの人がうんざりするほどいろんな ζとを言ってい

死

ているのはどうしたことだろうか︑というのが︑問題の第一点であります︒

の

る今︑ジャ i ナリステイァクな話題に不向きな性格の自分が︑依頼されたか

夫

それからもう一つの点は︑政治死か文学死かという対立であります︒あの

京
己

らとはいえ伺故三島について話すのかという︑一つのとまどいというものが

由

とか︑村松剛とかい︐フ人達が︑ ζれを支持しているんですね︒しかしそ乙にも
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島

ーデタ!が計十剛されていた以上︑あれは政治事件である﹂と言っています︒
乙 ζでも又︑政治死というものと︑文学死というものと真二つに分かれて︑
全くすれ違った観点から論じられている乙とになります︒

まず文学者三島という面から出発いたしま?と︑最初に彼の生まれた出生

私︑あの日の午後︑自分の研究心不であの事件を知ったのですが︑その時居合

分たちの生活には直接関係ない﹂という反応が大勢を占めていたようです︒

も︑﹁気狂沙汰﹂や﹁風変りな行動﹂と見︑﹁よくわからないけれども︑自

‑ ナ リ ズ ム mu大方が﹁狂気の行動﹂というとらえ方をしました︒世間一般で

佐藤首相が﹁気が違ったとしか思われない﹂という発言をし︑その後のジャ

食物というと︑極端に用心されて︑お菓子なんかでも︑ウエハースなんかの

ら呼ぴ集めた三人の女の子を相手に︑部屋の中で遊ばせたのです︒それから

けがをしたり︑悪いことを覚えたりしてはいけないというので︑特に近所か

おばゐさんは︑公威(三島由紀夫の本名)少年が外へ行って男の子と遊んで︑

した︒非常に大事にされましたが︑中でもおばあさん子でありまして︑その

彼は大正十四年一月︑子爵家の流れをくむ上流社会の息子として生まれま

と︑彼を育てた環境というものが︑問題になります︒

わせた︑私の大学の学生活動家の女子学生は︑﹁三島の事役んか自分には︑

消化の良い物ばかり︑魚でも生身はもちろん︑青身も避けて︑自身の魚ばか

こういう論壇に対して︑一般の反応はどうかというと︑あの事件の直後︑

関心もないし︑関係もない︒﹂と言い切りました︒はたしてそうでしょうか︒

りを食べさせる︒そういう﹁箱入り息子﹂という形で彼は育てられていった

加工され︑人工化されて彼の前に与えられていったわけです︒このようにし

つまりあらゆる生々しい現実は窓 Kよって隔てられるか︑あるいは︑全部

のです︒

はじめに取り上げた論壇論議からこの女子学生の反応に至るまで一見妥当
のよう K見えて︑その突これでは三島について何一つ把握されていないので
はないか︑という思いが私にはあります︒
で︑はじめ K結論めいた ζとを取しますと︑三島のあの非常にとっぴに思

家にあったたくさんの書籍を読み︑たくさんの絵を見て︑彼は自分の夢想を

て新鮮伝現実から隔醗された彼の居場所は︑物語と絵闘の世界に在ります︒
H三島否定と三島支持 H ︑ H文学死

楽しむようになりました︒いわばそういう書物の世界︑夢想こそ彼の現実だ

える行為は︑突のところ︑私達一人一人の現在の生き方と密接に結びついて

Hという風花二極 K分かれていますが︑怒意的な自分の立場から裁

くる箇があると思います︒また︑意見が
と政治死

ったわけです︒

こういう形で小さい頃から非現実の世界の住人として育てられた彼が︑既

断するからそうなるので︑そん一位風に簡単 K 二分されるものではないのでは

8らに︑そういう意見を自分勝手な立場からあれこれ言

製の物語を受動的に読んでいくだけでなく︑色々と空想して︑自分勝手に自

ないかと考えます︒

いたてるよりも︑三島の経歴︑一ニ鳥文学の質を追跡する中で位置づけていく

分の物語をあみだしてゆくのは自然であります︒

子の話を︑嫌いなと乙ろは自分の手でかくして読ひというエピソードがあり

皆さんがお読みになった﹃仮面の告白﹄の最初の万に︑龍に食べられる玉

方が︑より実りがあるのじゃないか︑と思います︒
そ乙で︑今臼は︑皆さんと一緒に︑はじめに三島の文学者としての経歴を
追い︑後にそれを一般の問題に広げて︑考えていきたいと思います︒
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は︑自分を作家として意識する前花︑すでに無自覚のうちに文学者になって

で︑彼はいつのまにか︑自分で物認をつくる人になってゆきます︒ つまり彼

ます︒あれは自分で勝手に話をつくっていく最初の兆候ですね︒こういう形

すから︑彼はいつも死を︑真近に見る少年になります︒普通の健康的な少年

医者にかかりっきりでした︒

ンさせていました︒そればかりではなく︑三島自身が︑虚弱体質で︑いつも

もとに引き寄せていた祖母は持病をもっていて︑いつも死のにおいをプンプ

一度などは︑死にかけたことすらあります︒で

いたわけです︒

をするかとパう・ 1 たとえば︑つぎの詩があげ﹁J1ます︒これは彼が十五才

強い男に憧れます︒強くて薗憎々しい男というと︑ ζの時代では︑兵士です︒

乙乙でさらに︑時代背景の問題がからんできます︒彼は自分が弱いので︑

と全然違って︑そういう形で自分の破壊の予感を持つ人と仕るわけです︒

'
h ん十五才詩集﹂の巻頭をかぎる詩で﹁凶二と﹂と題されている
の時に出'

彼は兵士に憧れるという乙とに位ります︒長じて中学時代には軍事教練で失

以上のように育っていった彼が︑ナマの現実Kだ Lて︑どういう関わり方

ものです︒

ンプレ yクスであり裏返しの憧れに他ならなかったわけです︒この時代の少

敗ばかりし︑軍国調を極端に嫌っていたという事実もありますが︑それはコ

年は︑多かれ少なかれ︑兵士への憧れを持っていたわけですが︑三島の場合の

︿わたくしは夕な夕往
窓に立ち椿事を待った

特質は︑ただ憧れるだけでは往くて︑兵士が死ぬというところがいいのです︒

ていくというふうなものだと許せないのです︒ところで︑兵士は非常に療々

凶変のだう患な砂塵が

ζ乙ではやはり現実とは窓で隔てられています︒乙の﹃十五才詩集﹄全体

しく若々しいものだけれども︑若々しいままいつ死ぬかわからない︑いつで

夜の虹のやうに町殺の

を読むと︑少年の彼がどうしてこんなに深刻な退屈を知っているかと思う位

も死が彼らを彼滅させる宿命を持っているわけです︒そうすると︑三島は強

つまり︑自分よりたくましい若者がいつまでも生き残って︑弱い自分は亡び

アンニュイがでできますが︑窓の内側はそういう退屈な人生であり︑新鮮伝

者へ憧れ︑しかもその強者が自分と共に死ぬというこ重の意味での共生感を

むかうからおしよせてくるのを︒﹀

現実は︑つねに窓の外にあったわけです︒そういう彼が窓の外の現実にどう

味わえることになります︒時は戦乱の世の中だから︑みん芯死ぬというと ζ

乙ん件当心情は︑戦後世代のみなさん Kは︑なかなか納得でき伝いかとも思

触れるかというと︑現実に素直げ比交わって︑それを少しずつ変革して行くと

すね︒窓に立って﹁橋事﹂を待つ︑つまり︑﹁凶変のだう葱伝砂塵﹂が︑ぉ

いますが︑実のと乙ろ死を踏まえた生というものは︑ 一面では非常に充実し

ろで︑彼は共生感を味わったわけです︒

しよせてきてアクシデントが起り︑窓の外が Cう Cうと瓦解すると︑自分の

たものじゃないでしょうか︒たとえばその点について︑坂口安行が︑

か︑自分の全身をそ ζにさらして参加していくとかいう風に伝らないわけで

感覚を伝ぐさめる事ができるわけです︒現実の手ざわりは︑椿事による現実

という作品を書いています︒乙の坂口安吾という人は︑戦時中に﹃真珠﹂と

いう小説を書いて日本の真珠湾攻撃を皮肉った︑批判的な作家だったのです

﹃白痴﹄

の破壊という形で把握されているのが注目されます︒
乙 ζ κ ︑もう一つの要素である死の問題が入ってきます︒三島をいつも手
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かで︑充実していたと言っています︒そういう心情は︑私にもわかるような

うことなしに︑いつ死ぬかわから伝い一瞬一瞬を生き抜いた生は︑実に軽や

が︑戦後になって書いた﹃白痴﹄の中では︑明日のことを一つも思いわずら

︿やオみししわが大皇の

非常に強く出てくるわけです︒

というのは︑当時の青年の太半が一応考えたことでありますが︑そのことが

派との出会いです︒三島はそれまで︑たくさんの試作品を書いていたのです

加えて︑三島には︑乙乙でもう一つの要素が重伝ります︒それは日本渡長

あめっちは涙せきあへず

もろ箪はそよぐすべなみ

もろ鳥は略きの音をやめ

おほみ乙とのり宣へりし白

が︑.学習院に入り︑その先生に紹介されて﹁文芸文化﹂という雑誌に﹃花ぎ

寂として ζゑどにもなし

気がします︒

かりの森﹄という作品をのせ︑文壇 Kデビューしました︒

朗々とみ ζとのりはも
葦はらのみづほ国原

ζの﹃花ざかりの森﹄の特徴は︑それまでの三島の夢の世界がどちらかと

いうと︑南方に広がる南洋趣味のロマンであったのに対し︑﹁祖先﹂を志向

み位ぎれり

﹁大詔﹂と題する詩ですが︑誰の詩だと思いますか︒これは︑最も三島ら

げにみちみてり﹀

していく点にあります︒
︿わたしはわたしの憧れの在処を知ってゐる︒憧れはちゃうど川のやうな

ですが︑実のところ︑三島自身のものです︒乙れは戦後活字になった資料に

しくない文体最も三島らしく伝い調子の︑当時はやった万葉調の類型的な詩

きのふ川であったものはけふ川では伝い︑だが川は永遠に在る︒ひとは

はなく︑戦前の﹁文芸文化﹂から採ってきたものですが︑こういうものを書

ものだ︒川のどの部分が川伝のではない︒ 在ぜなら川は伝がれるから︒

それを指呼することができる︒それについて語ることはできない︒わた

くようになってきます︒

念のために確かめておくと︑乙の持の三島のすめらみことの理解というの

しの憧れもちゃうど ζのやうなものだ︑そして視先たちのそれも︒珍ら
しいことにわたしは武家と公家の祖先をもってゐる﹀(﹁花ざかりの森﹂

は︑かなり観念的で︑表面的なもので︑彼の資質の中花︑充分に食い乙んで

乙乙で﹁祖先﹂という ζとばがくり返し出てきます︒つまり︑彼の空想の世

にきわめて類型的で︑三島独自の作品群のような成功ぞおさめていないこと

季節﹂以下の評論に表立ってくる乙と︑稀に作口同化されても︑先の詩のよう

そのこ)

界というのが︑空間的 K南洋に広がるので往くて︑時間的に祖先の方へきか

等にもあらわれていますが︑ともあれ︑﹁文芸文化﹂との出会いによってこ

いるとは︑言えないものです︒そのことは︑天皇の問題が主として﹁古今の

のぼりだします︒そして︑乙の祖先・伝統を歴史的 Kきかのぼっていくと︑

ういう風な傾向が出てくるのは見逃せない事実です︒

乙の後で︑三島は﹃中世﹄という物語を書くことになります︒乙の﹃中世﹄

どうしてもそ乙に︑すめらみことの問題が入ってきます︒祖先の中心である
万世一系の天皇という存在が浮かび上がってきます︒乙の天皇のために死ぬ
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は︑非常に注目すべき作品です︒ ζれは天折した足利義尚将軍を主人公にし
ていますが︑乙の主人公は﹁予はかの宵の明星でもあらうか︒・ものの終りで
あるととが予に与へた力は測りがたかった﹂という ζとばを吐いています︒
早︿死ぬ者の予感的な遼命をつかまえているすぐれた将軍が︑若くして死ん
でいく悲劇が書かれています︒ ζの将軍の死後から物語がはじまり︑いろん
な人達が︑彼を慕いながら全部自刃していく︑といったストーリーを持って
います︒
と ζろで︑ ζの将軍というのは他位らぬ三島自身の乙とではなかったでし
ょうか︒三島は大変体が弱くて︑二十才までの命は保証せぬと医者に言われ
ました︒それから彼はよく出来る優等生で︑学校でも家庭でも寵児でした︒
第一︑十五才にして文壇に認められるほどの作品を書くととが出来たのです
ね︒乙れはすぐれた資質と天折の運命をあわせ持った将軍の再現といえまし

よ
'
つ
︒
念のためにつけそえれば︑三島は大正十周年生まれだから︑昭和年号と満
年令が重なるわけで︑二十才というのは︑ちょうど三島が敗戦のときにとっ
た年花伝ります︒後の作品に二十才というのがキーワードとして出てきて︑
たとえば最後の大作﹃豊慢の海﹄の主人公役どは︑みんなこ十才で死ぬ乙と
伝っています︒

VL

乙ういうことを考え合わせても︑この﹃中世﹂が非常に大事な作品だとい
う ζとが分かると思いますが︑事実︑三島自身は︑乙の小説を最後の小説だ
と思って︑勤労動員先の飛行場で︑やっとこれを書きあげたのです︒遺書代
わりという覚悟で ζれを書きあげた三島は︑一応﹁乙れでよし﹂といった心
境になります︒乙の作品の結びには﹁死すべき時は選ぴえずとも︑どうして
死所をえらぴえぬ乙とがあらう︒﹂という一句があります︒つまり︑いつ死

ぬかわからないけれども死ぬ場所は決まっているのだ︑といっているのです

が︑乙れは︑やはり三島の思いたったのではないでしょうか︒こういう経緯

を経て彼はついに兵隊 Kとられるという ζとになります︒

と ζろが︑ことで思わぬ事態が待っていたのです︒彼は召集されて営門を

くぐったものの︑一遍で不合格になったのです︒それは︑彼が虚弱体質だっ

たという乙ともありますが︑その日の医者が︑彼が気管支炎で高熱を出して

いるのを︑胸膜炎と間違えて︑早く親元へ帰らなくてはいけ仕いと言って追

い帰してしまったのです︒三島は一方では︑死を非常に恐れながら︑他方で

は︑しかし︑今 ζそ死ねると思っていた徴兵検査でみととにはねられてしま

い混乱に陥ります︒死にそ乙なったと乙ろからくる混乱です︒

去年七月︑教科書裁判の判決が出たときに︑家永教授はその喜ぴを﹁死す

べかりし命なりしが:::﹂という古歌に託しました︒自分はあの戦争で戦友

と一諸に死ぬはずだったのに︑生き残って ζのように民主的な判決を受けて
うれしいと言ったのです︒

三島だって同じ乙とです︒死に遅れたという患いがあったわけです︒ただ

三島が違うと ζろは︑方向が家永教授と逆に伝ることです︒つまり︑死ぬは

ずだったのに死ねなかったと残念がっている乙とです︒﹁死すべかりし命な

りしを﹂と言ったところですね︒私は︑乙の時期の三島の死の希求がほんも

のだったとは思いません︒軍医の扱いにしても家人が背後から手をまわした

結果かも知れず︑ ﹃仮面の告白﹄などから窺うと︑三島自身が営門を後にし

て﹁死﹂から逃げ︑そのことを後々まで負い目に感じていたふしがあります︒

けれども︑自分の希求をみたすチャンスを失ったときに︑その希求が真実味

を帝ぴてふくれあがるのは夢想家の常であり︑チャンスがないだけ余計始末

に負えなくなるのは︑人間の笑え伝い特性じゃないでしょうか︒
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じのような三島に敗戦の混乱が︑おおいかぶさってきます︒
敗戦の八月十五日はどんな目だったのでしょうか︒ 一般の庶民はただ泣き
ました︒革新系の一人である宮本百合子は︑ほとんど聞きとれないような乙
の日の玉音放送を筒︑去︑︑その意味をさっとつかんで﹁分ったり・無条件降伏よ﹂
と言って弟夫婦をかえり見︑思想犯として網走刑務所に入っている宮本顕治
を思いやります︒
逆に右翼であって︑﹁文芸文化﹂を通し三島を親しく導いてきた蓮田善明
という人は︑敗戦の報に接して︑上官を射殺し自分も自決します︒
ところで︑このような激動の日に三島は何をしていたのでしょうか︒彼は
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τ抗︑彼の様な美

三島にとって非常に耐えがたドものでした︒彼のように育

意識字もら︑一彼ぽょう芯憧れに生きている人間にとって︑戦後の虚無とか︑

廃壇とか︑混乱川じがいしつものは実に肌 K合わないものでした︒あの戦時中に︑

虐げられた左翼ぬ人や良心的な人々︑そ‑れから一般の国民でも︑あれを解

﹁岬にての物語﹄をある行

のと ζろまで書き︑そ乙にカギ括抑をつけて︑﹁昭和二十年八月十五日戦い

dhu癌墳から︑自分達の新しい命が始まるという喜びを持っ
放と受け止めm

﹃岬にての物語﹄というのを書いていたのです︒

終わる﹂と記し︑翌十六日から同事も伝くその続きのロマンチ yクな甘い風

しかしながらそういう厭芯現実にも︑三島は︑最初は果敢に立ち向かって

たのですが︑一二島にとって事情は全く逆だったわけです︒

その時の乙とを﹁私の遍歴時代﹂という回想の中で︑﹁悲憤懐慨もしなけ

いきました︒その過程で生まれてくるのが﹃仮面の告白﹄であります︒昭和

景描写を続けていったのです︒

れば欣善雀躍もしなかった﹂と言っています︒当時の人々の反応と引き比べ

二十四年に書かれた﹃仮面の告白﹄は︑三島を一再び世 K出した作品ですが︑

︿永いあひだ︑私は自分が生まれたときの光景を見たことがあると言ひ

るととれは非常に異常な乙とです︒どうしてこういうことが起ったかという

たわけです︒したがって︑乙の敗戦令︑いわば無傷で通り抜けたことになり

張ってゐた︒それを言ひ出すたびに大人たちは笑ひ︑しまひには自分が

それは次のような文章ではじまります︒

ます︒そして︑乙の敗戦を無傷で通ったという乙とが︑こ乙で傷ついた人々

からかはれてゐるのかと思って︑乙の蒼ざめた子供らしくない子供の顔

と︑まだ三島は︑﹁物語﹂の世界に居︑現実と直接にたらわたってい芯かっ

以上に彼のその後の運命を大きく決定することになるのですが︑彼はまだそ

を︑かるい憎しみの色さした目っきで眺めた︒

どう説き聞かされても︑また︑どう笑ひ去られでも︑私には自分の生ま

(中略)

の事を知りません︒
後比三島は︑ドラマということをしきりに口にするようになり︑あのよう
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たとしか思はれ伝いと ζろがあった︒産湯を使はされた鐙のふちのとこ

らか︑どちらかだった︒が︑私には一箇所だけあれありと自分の回で見

場に居合はせた人が私陀話してきかせた記憶からか︑私の勝手な空想か

.れた光景を目見たといふ体験が信じられるばかりだった︒おそらくはその

彼は地下足袋を穿き︑紺の股引を穿いてゐた︒五才の私は異常な注視で

け位がら坂を下りて来た︒それは汚磁屋￨糞尿汲取人ーであった︒

で鉢巻ぞし︑血色のよい美しい頬と輝ゃく自を持ち︑足で重みぞ踏みわ

︿坂を下りて来たのは一人の若者だった︒肥桶を前後に荷ひ︑汚れた手拭

示︑或る暗いふしぎりゅ呼ぴ声が私に呼びかけたのである︒V

ζの姿を見た︒まだその意味とでは定かではないが︑或る力の最初の啓

(﹃仮面の告白﹄)

ろである︒下したての爽やか伝木肌の盟で︑内がはから見てゐると︑ふ
ちのととろにほんのりと光りがさしてゐた︒﹀

ずがないし︑たとえ昼だったとしても赤ん坊の自にそんなものが見えるはず

た肉体︑汚磁屋の男性美にひかれて行く︒乙れは幼少期から三島が︑兵士花︑

要するに︑ ζ乙で汚機屋にひかれていくわけです︒紺の股引からはみ出し

(﹃仮面の告白﹄)

はないですね︒で︑この作品を読んだ批評家ゃ︑読者の反応は︑真ニつに分

男性に憧れていたのと︑同一の傾向ですね︒ ζれがもう一つ先では︑聖セパ

実は︑三島が生まれたのは夜なのです︒したがって太陽の光往んか射すは

かれました︒

スチャンの殉教において︑若々しいセパスチ守ンの美しさにひかれていくと

に︑矢に貫かれているという事実です︒つまり︑若々しい人が若々しい美し

一つは往んだ︑あほらしい︑乙んな白々しい乙とを書いて︑という徹底的

けれども︑乙の二つの反応はとも叱正鵠を射て伝いと私は思います︒とい

さぞ持ったままで破滅していく時花︑主人公は悦惚とするわけです︒ ζれは

いう場面になっています︒と乙ろが︑その場面で見逃せ伝いのは︑乙れが殉

うのは︑先に確かめたように三島にとっては︑空想と現実との区別がつかな

三島自身の幼少期以来の傾向の確認であり︑また これから先︑延長してい

な非難︒逆に彼を讃める人は︑もっともみごと伝嘘だ︑ ζれ乙そ文学だと言

いでしょう︒したがって引用の傍線部にも窺えるように︑自分の勝手な空想に

く問題ですが︑こういう彼の男性美への憧僚を語っていくのが︑乙の小説の

教図であって︑大理石のよう仕男性美に輝ゃくセパスチャンの肉体は︑同時

せよ︑人から聞かきれた話にせよ︑それをもとにして自分の心の申κ︑生ま

前半位のです︒

ったのです︒

れたときの情績が思い浮かぶと︑それがいつの間にか︑彼の真実になるので

案外素直な︑そういう彼の真実の告白だったんじゃないかと私は思います︒

ない真実惑を持って生きている情景なのです︒

現実の姿だと患います︒今の引用に続く部分で︑生活から矩まれているとい

しようか︒そうではなくて︑私は ζれは一人の働く人間の姿だと思います︒

ようにだけは読み取りません︒乙の汚穣屋というのは単位る男性美の対象で

さて︑しかし︑私はこれらのエピソードを必ずしも作者が位置づけている

話を︑もう少しはしおって︑問題点へ行くと︑主人公がひきつけられてい

う悲哀︑その悲劇的な基調音について書かれていますが︑その悲劇とは︑と

す︒どんなに理に合わない ζとであっても︑彼の感覚にとっては紛れようも

くいろんな人達を︑作品の最初の方に出しています︒その第一は︑次のよう

りもなおさず︑主人公がそういう働︿姿︑現実そのものから拒まれていると

﹁仮面の告白﹄という作品は︑

です︒
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いう悲劇では芯かったかと考えるわけです︒どうしても実人生に入りたいと
いう願いが︑乙の働く人簡というものに︑彼の心をひきつけさせた一つの動
機ではないかと思うわけです︒
しかしながら︑一歩進んでこういう現実に主人公が入って行こうとすると︑
多くの抵抗が出てきます︒たとえば︑友達の手をさし出されたときの主人公
の反応がそれです︒

ます︒

(﹃仮面の告白﹄)

︿園子は私の正常さへの愛︑霊的なものへの愛︑永遠なものへの愛の化身
のやうに恩はれた︒﹀

つまり︑園子という女性は︑いわば︑正常伝現実のや3しい代表者なので

す︒そこで︑乙の主人公は︑この園子に︑段々とひきつけられ︑心が通うよ

れて︑海老の甲羅のやう往いたましい手を作り上げてゐるのだ︒しかも

へて私の前にさし出した︒赤ぎれとひぴと霜焼けが︑塵芥と油に固めら

女性にはひかれないという事実があることです︒だから園子と非常に心が通

あるいは三島の特質と言っていいと思いますが︑男性に非常 K憧れるので︑

けれども︑ここでも悲劇が待っています︒それは︑主人公の特質として︑

うになっていきます︒

それは湿った冷たい手であった︒その子が私をおびやかした仕方はちゃ

いながら︑結局最後のところで︑異性としてひきつけられ往い結果に終って

︿彼にはもう新兵特有のうそ寒いいぢらしさが身に着いてゐた︒手をそろ

うど現実が私をおびやかす仕方そのままだった︒私はさういふ手に本能

しまうのです︒

手で示されるものじゃ伝いでしょう︒やはり︑摩一芥陀汚れた手でしょう︒し

っとしています︒現実というのは︑三島が考えているような大理石のよう伝

ここで︑彼は現実に憧れていながら︑実際その現実を呂の前にすると︑ぞ

いいかっ乙うで︑一審美しいセリフをはいて相手に語りかけるのです︒しか

あくる日その場になっても同じ事をやろうとする事です︒自分が考えた一番

ういう空想をするかも知れませんが主人公が一般の私達とちょっと違う所は︑

院に︑いろいろと空想して︑こと細かな予定を立てます︒青年なら誰しもそ

(﹃仮面の告白﹄)

かし︑それが自の前げいきしにされると︑彼は︑おびえて︑思わず︑身をレり

し︑現実というものは必ずしも︑そうはいかないでしょう︒第一︑彼女は考

的な恐怖を感じた︒﹀

ぞけてしまうのです︒後に三島は疎々しく自分を鍛えなおした後でも︑カニ

えたとおりのポ lズでいるとは限らないでしょう︒にもかかわらず︑主人公

もう一っこ乙で演技という要素が入ってきます︒主人公は園子に会う前の

の料理が出ると正視でき仕かったのだそうですが︑そういう現実に対しての

は︑そういう時でも︑同じ様な形で︑一番美しいと考えた形で︑しゃべり︑

わず︑非常にぎ ζちない不自然なふるまいに伝ります︒従って︑乙れが現実

感覚的な嫌悪感というものがありました︒だから︑どうしても彼は︑生々し

乙乙に︑もう一つの手が加わります︒その手は︑この兵士の様な︑荒くれ

だと患って触れても主人公がつかむのは︑ニセの現実です︒結局︑彼は︑自

しぐさをしようとします︒そうするとそれは︑形だけは美しくても︑魂が通

た男の手ではなくて︑やさしい女の手です︒それは作品の後半部を担う題子

分がやっているのは行動だと思いながら︑演技しかやっていないということ

い現実というものに入っていくことが出来なかったわけです︒

という女性なのですが︑その園子への引かれ方は︑つぎのように記されてい
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も採られているようですが︑そういった紀行文を︑私は一切信じません︒彼

へ行ったり︑地中海へ行ったりして︑紀行文を相当書いています︒教科書に

ζれは︑実は︑三島の全体にかかわってくる問題です︒三島は︑アメリカ

者自身の体験に基いています︒したがって︑主人公の悲劇はほぼそのまま三

流れているのです︒実は︑この園子には実在のモデルがあり︑乙の経緯は作

交わろうとして苦闘する人聞がどうしても現実から拒まれていく悲痛感が︑

絢燭たる文章も︑技巧的な梅成もないのですが︑しかし︑伺とかして現実に

ほめますが︑私は︑後半部にむしろ魅かれます︒そこには確かに︑前半の

は︑たとえばアメリカでの行程を分刻みで︑きわめて綿密に計画し︑しかも

島その人の悲劇と見て差支えないと考えられます︒

になります︒

本蓄に伝っても計画通りにやろうとしているのです︒その2え主要佐観覧の場
所は︑あらかじめ取り寄せた案内書や写真・絵葉書によって︑その形や色合

アメリカ比触れた ζとには位らないじ宇佐いかと尋ねました︒すると彼は︑

ないじゃないか︑自分の頭の中にあったアメリカを確認しただけで︑本当の

時私は︑あのよう伝形で外国の現実を見ようとしても︑新鮮さも感動も伺も

四・五年前︑広島で︑三島由紀夫を囲む会を持ったととがあります︒その

主人公は女を通して伺とかして人生に結びつきたいと願うわけです︒しかし

つの主題︑す伝わら﹁女﹂が出てきます︒ ζの作品で女とは﹁人生﹂であり︑

ζの世位らぬ金閣の美しさにひかれます︒︐

位ります︒ ζの作品の主題をなす﹁金閣﹂は美の象徴であり︑主人公は最初

定的だったのですが︑ ﹁金筒寺﹄で︑もう一遍乙の ζとが確認されることに

以上が﹃仮面の告白﹂の位置であり︑三島の悲劇はとの作品でほとんど決

それはその通りだが︑偶然に行って偶然にいい所が見つかる伝んてめったに

ながら︑女性に引かれて︑人生に触れようとすると︑金閣のイメージが現わ

までも知りつくして行くわけです︒

ない︑それより︑はじめから計画してエ yセンスだけをつかんでいった方が︑

れてきて︑それを拒むのです︒

やろう﹄という姿勢でアメリカの現実にジカにぶつかったわけですが︑三島

見方︑現実への倭し方の典型的伝現れだと思います︒小田実は﹃何でも見て

延ばすととがどうしてできよう︒美の立場からしでも︑私に断念を要求

以上︑私の人生も拒まれてゐた︒隈位︿美に包まれ芯がら︑人生へ手を

︿下宿の娘は遠く小さく︑恵一のやうに飛ぴ妾った︒娘が金閣から拒まれた

と ζろが︑乙の作品にはもう一

能率的だと言ったのです︒ ζの問題は︑単なる笑い話ではなくて︑彼の物の

のよう伝感受性の持主には︑そういう準備抜きの不用心な現実との接触は︑

(﹃金閣寺﹄)

する権利があったであらう︒ 一方の手の指で永遠にふれ︑一方の手の指

で人生にふれることは不可能である︒﹀

考えられ往いことだったのです︒
ともあれ︑そういうわけで︑乙の園子と主人公は本当に現実の中で結びあ
う ζとができず︑最後には別れていきます︒鶴子にとっては心が ζれだけ通

時広現れる金閣というのは︑実のと ζろ三島の美意識だと恩われます︒愛の

ζれは︑伺を意味しているのでしょう︒主人公が下宿の女を抱乙うとする

同じ様花︑ ζ ζ で別れていく主人公にとっても︑また︑作者三島にとっても︑

ない男女の交わりは非常にグロテスクなものですね︒だから︑女という実

い会っているのに︑どうして別れなければ位らないかわからず悲しみます︒

乙 ζで現実と別れゆく悲しみがあります︒人は︑ ﹃仮面の告白﹄の前半部を
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人公は金閣を焼き亡ほし︑自分の人生に到達するという設定に伝っています︒

金閣を焼かなければ位らぬという決意がでてきます︒ ζうして︑最後に︑主

は ζの金隠が段々と邪魔花伝ってきて︑本当に人生に達しようと思う伝ら︑

どうしても人生の現実への到達を矩絶しているわけです︒そ ζで︑主人公に

実人生・現実に自分の居場所を見出す乙とができず︑理念的には美に﹁死場

ように関わってくると私は考えます︒すなわち︑ ζこには︑どう苦闘しても

畷昧に生きのびようとする主人公のしまりの伝い姿勢は︑戦後の三島のあり

ような破綻を生み出したかという背景に乙そ興味があるわけで︑意味もなく

とはいえ︑破綻そのものを難ずるより︑三島ほどの意識家がどうして ζの

の破綻を在す部分だと私は思います︒

︿私は煙車を喫んだ︒ 一ト仕事を終へて一服してゐる人がよくさう思ふや

所﹂﹁救済﹂を求めつつも︑醜怪な戦後の現実の中にだらしなく生きること

人生に触れようとしても︑その醜きが主人公あるいは作者に迫って来て︑

(﹃金閣寺﹄)

うに︑生きようと私は思った︒﹀

ζの破綻の部分乙そこの作品の最も貴重な小説的部分であり︑芸術家三島︑

を余儀なくされた三島自身の投影があると考えるわけです︒その意味では︑・

表向き主人公は人生のために美を亡ぼす方向を選んでいるかに見えて︑その

人間同三島の真撃な姿勢が窺われるといってよいのかも知れません︒

しかし︑乙の結末には問題が残ります︒美か人生かという二者狽一の中で︑

実︑この作品をよく辿ると︑人生の拒絶あるいは人生への反逆によって︑心
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の深奥ではむしろ美を選んでいます︒金閣にある金色の小部屋﹁究寛頂﹂に
はいり炎上する金閣と共に焼け死のうとする衝動がその典型的な表現であり︑
乙の時主人公は美に殉じようとしていたわけです︒しかもそれが﹁そのとき

﹃金閣寺﹂における美と人生との対決を通して︑乙うい

う実人生︑戦後の現実には生きられないことを再確認した三島はどうするの

それはともあれ︑

たと位置づけられるとき︑ ζ乙には明らかに︑戦後の現実を拒否して美と共

でしょうか︒

たう乙とで文学作品を生み出しました︒しかし三島は︑男らしさにひかれて

乙乙で彼は︑太宰治と全く違う方向をとります︒三島は太宰を非常に嫌い

乙の点で︑金閣を焼いて﹁一ト仕事を終へ﹂た気分で一服する主人公は︑

いますから︑そういう甘えを潔しとしません︒現実 Kとりすがって泣いたり

とえ作中の主人公は金閣を焼くことができたとしても︑三島は自分の金閣日目

美か人生かという深刻伝問題を潜り抜けてきた人の境地には遠く︑小万とカ

するような女々しいまねはせず︑俺はこれでいいと居直ります︒つまり現実

だと繰り返し︑それを太宰本人に面と向かって言った乙ともありますが︑そ

ルモチンの瓶とを投げ捨てて﹁生きよう﹂と思う主人公の最後の姿勢は︑い

なんか振り切って︑自分で美の世界を権築し︑美の世界のみに賭けていくと

美意識を焼く ζとはできず︑したがって現実の人生には生きられないという

かにも唐突で暖昧です︒乙の結びのニ行は︑これまでの﹃金閣寺﹄の世界と

いう姿勢を示すようになります︒したがって︑乙れから後の三島の作品世界

の太宰は︑現実と自分とのギャ yプ︑現実から疎外された自分の悲しさをう

は明らかに異質で不自然であり︑芸術的結晶度の高きで定評のある乙の作品

結論が紛うかたなく再確認されているのです︒

K滅亡しようとする作者三島の痛切公希求があると言わざるをえません︒た

私が究寛頂に夢みてゐたのは︑確かに自分の死場所﹂であり﹁救済﹂であっ

四

での選出れは美にあったことを指摘しました︒しかし︑それなら三島は美に到

とも言えます︒先に︑ ζの作品の美と人生との葛藤の中で︑作者三島の内奥

三島美学の信奉者逮とは違って︑私は︑三島の作品としては︑乙の﹃金閣

達する ζとができたのでしょうか︒乙の点で︑﹁死場所﹂﹁救済﹂の対象と

は︑現実的要素を捨象して非現実の世界に飛ぴ去っていくことになります︒

寺﹄までしか︑買いません︒なぜかというと︑現実との緊張関係を切り捨て

して求められた﹁究寛頂﹂について︑次のような描写があるのを見逃すわけ

(中賂)

ですらも ζうですから︑ ζれ以後の作品では観念的伝傾向がきわめて色濃く

くて︑三島の頭の中にある比磁を書いたにすぎないのです︒

実にその美からも拒絶されていたわけです︒非現実の美に向かって飛刻した

た筈でした︒しかし︑実人生に拒まれて﹁力の限り﹂美を希求した三島は︑

作者が乙の美の極致に到達する乙とができたら︑三島はそ乙で﹁救済﹂され

ほかなりません︒主人公が炎上する金閣と共に焼け死ぬ ζとができていたら︑

から﹁拒まれてゐる﹂という乙とは三島自身が美から拒絶されている事実に

ここで夢みられた﹁金色の小部屋﹂とは美の極致 Kほかならず︑乙の部屋

(﹃金閣寺﹂第十牽)

めらはなかった︒身を翻へして階を駈け下りた︒﹀

ある瞬間︑拒まれてゐるといふ確実な意識が私民生れたとき︑私はた

一扉一は聞かない︒

私は力の限り叩いた︒手では足り往くなって︑ぢかに体をぶつけた︒

ってゐた︒その金色の小部震にさへ達すればいい・:一:︒

説明する乙とができない︒ともかくそとに達すればいいのだ︑と私は思

戸を叩きながら︑私がどんなにその舷ゆい小部屋に憧れてゐたかは︑

Kはゆきません︒

たとれ以後の三島の作品は︑全部︑造花であり︑剥製にすぎなくなるからで

たとえば︑彼が描く花陀花の香りがするでしょうか︒海はどうでしょうか︒
皆さんが読んで ζられた﹃仮面の告白﹄から引いてみましょう︒
︿やがて何ものかが乙の緑の母衣のなかで目ざめ︑立上った︒波はそれに
つれて立上り︑波打際比打ち下ろす巨大な海の斧の鋭ぎすまされた刃の
側面を︑残るくまなくわれわれの前げ札示すのだった︒乙の濃紺のギロチ
ンは白い血しぶきを立てて打ち下ろされた︒すると砕けた波頭を追って

(﹃仮面の告白﹄)

たぎり落ちる一瞬の波の背が︑断末魔の人の瞳が映す至純の青空を︑ぁ
の此世ならぬ育を映すのだった︒﹀

ζれは︑本当にリアル往海の循写でしょうか︒私はと乙に塩の香りを全然

感じる乙とが出来ません︒とれは自によって確かめた実在の海の描写ではな

なってきます︒なるほど︑そ ζには非常に絢燭たる文章があり︑緊密な構成

この後の作品が﹁人工の翼﹂によって獲得された剥製の美にすぎなくなって

﹃仮面の告白﹂

がみられますが︑しかし︑そういうものがどれだけ結自問しても︑作者自身の

いく事情の萌芽がこ乙にあるといえましょう︒

者は自分で自分を欺く ζとはできません︒三島自身︑自分の文学にだんだん

こういう経緯について一ニ島美学を信奉する読者がどんなに輔されても︑作

生々しい苦悩や息吹が立ち現われないものは﹁芸術﹂では往く﹁芸﹂である
と私は考えます︒そういうわけで︑乙れ以後の三島の作品世界は︑たとえ結
日開力がどれほど高くとも︑造花の美に過ぎ往くなっていくのです︒
ζのような美の剥製化は︑実のところ﹃金閣寺﹄の結末で約束されていた
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〈

す

島は)乙れを行動だと考えていくようになりますが︑乙乙に彼の誤算の一つ

上がっても︑結局それは︑三島にとっては遊びでしょう︒芸にすぎないもの

彼はまずボデlビルをはじめ︑つぎ Kボクシング︑さらに剣道という風花

があると思います︒私としては︑本当の意味で現実と立ちわたる・ものでは伝

と空疎感を覚えるようになってきます︒その空疎感の代償として現われてく

いろんぽスポーツをやります︒スポーツ以外にも手を出し︑しかも︑それらを

いので︑乙れは行動では芯くて﹁行為﹂と呼ぶべきだと思います︒ニセの行

でしょう︒自分の生活現実が本当にかかっているとは︑言え伝いですね︒三

グラビアにして︑みん伝 K見せるわけです︒三島由紀夫のああいう行動は非

動であり﹁演技﹂であると患います︒

るのが︑﹁行動﹂であります︒

常に有名伝ものでしたね︒

自分は行動家

先にふれた座談会のとき花︑一二島は﹁普通の作者は︑認識者に過ぎないが︑

目すべきところがあると思います︒彼は昭和二十九年に﹃潮騒﹄奇書き上げ

でかなり得意になっていたのですが︑しかし彼のああいう行為は︑本当のと

﹁行動﹂を売り物 Kしだすのが︑ほぼ昭和三十年以降だという事実 Kは注

てファンを沸かせます︒続いて一二十一年 K ﹃金閣寺﹂を発表し︑乙の時点ま

ころ現実の中での実践や行動からは明確に区別されるべきもの仕のです︒

スポーツと平行して三島は︑演劇ゃ︑映画の世界 Kも出入りし︑たとえば

a

実践家でもある︒だから両方の立場から物が見える﹂と言つ

では︑戦後の青年層をひきつけるチャンピオンとして︑戦後の文学界に君臨
しました︒文学の力で読者をひきずっていけたわけで‑︒

作品の上で︑今度は自分が主人公になって行動するというけです︒

﹁からっ風野郎﹂や﹁憂国﹂という映画では主役を演じます︒自分が書いた

って石原が若い読者を一遍に吸収してしまうのですが︑その石原文学はスポ

いう乙とをやって彼は自分の行動欲を満たしていくわけですが︑これは文字

ところが︑三十年には石原慎太郎の﹁太陽の季節﹄が現われ主 q︒三島に代

‑ツを背景にした行動の文学という性格金持っています︒こういう事情を持

通り﹁演技﹂でしか仕いわけです︒

して︑それを売り物にしていった時期とが重伝っているのは︑非常に興味深

きたわけですが︑乙 ζでもう一つの問題が待っているのです︒三島は︑少く

三島が行為や演技を行動だと思い違えたところに今度の事件も惹起されて

乙 AJ

つ石原文学の登場と︑はじめ健康療法として始めたスポーツに三島が深入り

い点です︒彼には文学の力だけではひきずっていけ伝くなったファンを︑ああ

とも演劇や映画の演技については︑はじめ乙れをはっきり﹁演技﹂と自覚し

ょう︒けれども自分では演技と知りながらも︑その演技を重ねて行5とその

ていたと思います︒﹁からっ風野郎﹂佐どは観客を馬鹿げ札してやったのでし

いう形でひきつけていこうとした面があるんじゃないかと思われます︒
けれども︑そういう点への深入りはやめる ζとにして︑次の間題として︑
一体︑彼がやっている行動とは本当に行動伝のでしょうか︒

ジイドは﹁装われた悲しみと︑本物の悲しみとは区別がつか伝い﹂と言っ

演技はだんだんと真実化してきます︒

r ︑ショウであっても実際のボクシング選手にとっては︑明日からの

ています︒つまり悲しいまねをして泣いていると本当に悲しくなってくるの

ボクシングなら︑ボクシングというのは︑それ自体ショウにすぎないでしょ

めしがかかっているという重い生活現実がありますね︒しかし三烏のスポ l

です︒﹁狂人の真似とて大路を走らば︑則ち狂人往り﹂という﹃徒然草﹂の

ぅ︒た

ツは何ですか︒ボクシングでどれだけ腕が上がっても︑剣道でどれだけ段が
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洞察も同じ趣旨を指しています︒演技の真実化・実在化というパ一フド yクス

︑ ζの原理につかまえられ︑追いつめられていくことになるわけです︒
ζろ

説の演技性を断ち切ったと匂三己︑ハ一一一鳥沈︑多少形は変っても︑つまると

常に観念度の高い作品ですが︑その中で腹切りの場面は︑リアリティを持つ

たとえば︑﹃憂国﹄です︒この作品は︑日常的現実の一切を捨象した︑非

ζういう事情は演劇や映鹿山一場もでも変りがありません︒

があるわけです︒
実はこ ζ κ ︑私小説の問題が︑絡んできます︒
﹃仮面の告白︑﹄があらわれたとき︑中村光夫以下の批評家は︑乙れを私小
説伝統を断ち切った作品として非常に高︿評価しました︒
ています︒

八巻きおわった軍万を膝の前に置くと︑中尉は膝を崩してゐごろをかき︑

伝統的な日本の私小説は戦後いろんな角度から批判されましたが︑その問
題点の一つとして私小説の演技性といわれぜものがあります︒すなわち︑私

早服の憶のホ yク ιf外
N した︒その自は妻を見位い︒平らな真鎗の釦をひ

r と無

る︒(中略)その 時中尉は鷹のやうな目っきで妻をはげしく凝視した︒

叫(引泊︑

とつひとつゆっくり外した︒浅黒い胸があらはれ ︑ついで腹があらはれ

小説作家は自分の実生活を告白する形で作品を書くのですが︑そう必
F

導いていくという欠陥を内包しているのです︒太宰の破局もその一つの表わ

万を前へ廻し)腰を持ち土げ 1上半身が刃先ヘのしかかるや︾つにして︑

意識趨に作品を書くために生活するという演技を生み︑作家の生百を破滅に

れとされていますが︑一二島の場合は︑その告自に﹁仮面﹂をかぶ寸せる乙とがで

体主力を r

︑を貫ぬいた

に深く左脇腹へ剥注目ケつへ池宮句︑た初宅冶る川鋭い気合の声が︑沈黙の部屋

炉
︑

お
五 ιのが︑軍服の怒った肩か一らわかった︒中尉は一息ひ

NWF

崎︑お

6

乙の悪循環をみととに克服したと評価されたわけです︒
叱ぷ叩品

けれども︑中村光夫以下の評論家には ζ ζ でも一つの見落しがあったと私
は思い志す︒

棒で脇腹を痛打きれたゃうを感じがした︒一瞬︑頭がくらくらし︑何が

す
︒

ζのようげ比して︑腹を切る場面を腕々三ページにもわたって描写し日ていま

品︑(﹃憂国﹂)

J中尉仕自治勺カを加川へた牝池かかはらず?ムかみ深い鉄のー

という ζとは今間わ位いげ比しても︑なるほど三島は︑結婚とか︑家庭生活と

起ったのかわから 弛
b かった︒ V

﹃仮面の告白﹄がはたして︑どれほど﹁仮面﹂の名に値するか

かの私生活は︑ほとんど自分の作品の直接の素材にはしていません︒自分の
私生活を真正面から取りあげた本格的伝作品といえば︑まず﹃仮面の告白﹄
だけです︒
しかしながら︑その三島の生活現実というのはどういうものであったのか
というと︑普通に信じられているように大きな領域ではなく︑結局彼陀とっ

UM

i
丸

ζ ζで作者がどう仕るかというと︑自分はよそでと必考えないか渇坪気位顔
一戸︑︑
芸柑家はい力をこ品仰れば屯め

l

F
ヴ
呉ムロぷ(

をして筆先だけ動かすおけにはいゆ J いの河寸

hv

て︑現実の手ぎわりは先にあげたボデIビがや剣道などの﹁行動﹂によって
い絞り

叩消口ヘ︑ヘノで

るほど J自分が本当にこ乙でこう腹へ突念立てて)℃う切るとい
mu

立十うじ︑で揺がめられていたのだと恩われます︒︑それらを自分だけでやるなら
唱乱︑

自分を賭けJ
1mιf 吐いと︑書い τMVNWないゆ'です︒しかもf f惜して︑書き
一
L
m

と vbかく︑︑ λ の目叱さらして売り物にしていくとどう伝りますか︒カ yコよ

あげた﹃憂国﹄を︑映画伊比して︑また主役をやるわけでしょう︒ 乙"ついう ζ
i

く見せる た砂 K W色々伝演技をしぽい 1CUけなくな苛てふるでしょうゑ私小

一
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けず覚悟をせずにこん伝事をいたずらに重ねていくと︑文学は空疎なものに

本当の現実惑を味わいたくなってきます︒裏返していえば作者が︑自分を賭

と を 何 遍6繰り返していくと︑﹁演技﹂という境を越えて︑自分の肉体で

清らかに光づてゐた︒われらが賜はった軍帽の徽章の星そのままに.﹀

ん形として︑われらが心に焼きつけられた・神は遠︿︑小さ︿︑美しく︑

帥陛下の御姿は︑遠く小さく︑われらがそのために死すべき現人神のお

八大演習の黄盛のかなた︑天皇旗のひらめく下に︑白馬に跨られた大元

のです.けれども︑戦後が混乱以外の何物も集まない ζとが明確になり︑三

ることはな︿︑﹁戦後﹂という時代と﹁美﹂とが三島の主要祉関心事だった

ん.戦後にな申てすら︑はじめの間は﹁戦中﹂や﹁天皇﹂が強︿打ち出され

たわけではな︿︑安蓋への絶対信仰を本当に血肉化していたわけでもありませ

先に確かめたように︑戦時中の三島は戦乱の中での死を全面的に望んでい

に出てくるわけです︒

みせた天皇と酷似しているのですが︑ ζのよう紅白臨時に跨申た天皇が︑前面

メ1ジと重なり︑実のと ζろ三島を導いた人遣が﹁文芸文化﹂誌上で描いて

こういう天皇の姿は︑戦前ど ζの家の床の間にも掲げられていた写真のイ

(﹃英鐙の声﹄)

なってきて︑人をうつ力も往く位り︑自分でもその距離に耐えられなくなっ
てきます︒その跨般を除くためには︑自分で決行するより他なく伝ってきま

以上のような﹁演技﹂の問題も︑今度の行為に一役買っているのではない
かと思うのです︒

きが

る、
場現
所在

世てい?たわけです.

視を厚ぴ﹁天皇陛下万才﹂と叫んで最期を遂げ︑裁の故郷としての戦前へ帰

島が依拠した美もまた信じられな︿な唱てくると︑それに代申て︑死を賭け

と

tJ~

れき
と
2 ま

の .

雲
i
のそ

な

中の
に例

していたすめらみ ζとであります・

きます.

﹃英霊の宵﹄までいくと︑このすめらみととへの憧慣が非常に強くな

τ
9

のか︿ゐる天皇というものを否定すれば否定するほど理念の申のゐるべき天

申の神であらせられた天皇を三島は捨てきれないのです︒というより︑実在

皇応対する現担がそれほどの・ものでゐるにもかかわらず︑理念の中︑心情の

念のために串し添えると︑三島は現在の人間天皇を全く信じていないのみ

ので
生す

秩序を欠いた現代という時代に我慢がなら伝いのです.かとい申て︑乙の時

tJ
信 f
j

を見出してい乙うとするように往ります・三島にと唖てその過去を占めてい

自な

て一瞬一瞬を生きた戦時がにわかに充実したものだアたと感じられてき︑天

i
j

芯らず︑後に詳しく述べるように︑むしろ激しく現甑じています︒実在の天

分の

代を乗り越えて未来に何か農望を見出そうとする方向も信じられないので

1現

患が絶対的支柱として強烈に希求されてきたのです.そ ζで﹁英軍の声﹂が
いす

すね.そういう人閣はどう伝るのでしょうか.必然的に過去の価値観という

新聞で︑紹介された撒文などでもよくわかるように︑三島は精神的支柱や︑

の情というものが加わってきます.

きて︑技術的な問題はこれくらいにして︑ここでSらに内容として︑憂国

五

i
j

でに

るのは︑言うまでもな︿戦乱の世であり︑その中心にすわ申てすべてを統治

がも
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•

す

厭の

皐への憧れが強烈にな︒てくるのが三島という人の特桂内悼のです.
こうして︑ゐるべき天皇︑あるべき時代への希求は︑だんだんと遡
腕隼では明遺ス皇 e明治体制への強い憧慢にな喧ていきます.

9て
︑

今度の三島事件については︑よく一九七O隼問題という観点からとらえら

雄と神の時代は︑明治天皇の崩御と共に滅びました﹂という一旬がゐb︑

﹃軟弱な︑情伝い﹂現代と対比された明治への思慕が出てきます︒

位おつけ加える島︑﹃壷鵠の海﹄第一巻﹁容の雷﹂は︑明埠否患の崩御から︑

大正元年一 O月から︑物語が始ま唱ています.そして︑ ζの作品の最後をな

いではあり

す﹁夫人主義﹂という第四巻自のはじまりは︑昭和四主年という時点伝ので

8

す.四巻の撃宇ではもう少し後まで時間がのびるという事実・

ませんが︑それも基本的には昭和四豆年現在を基調隠しています.つまり大

れ
τいます.安保の問題を串軸とする革新運動と真向から対決した有掲とし
τ︑現代の政治的動向とからめτ論ずる碩聞が大勢を占めています.
けれども 九七O隼問題という観属からのみ三島の問題をつか‑まえていく

きくは︑明治四豆隼に始まアた物語が昭和四豆隼の時点で閉じられるという

E

‑0
・ この臨時に畠脅離が出審

τ

こういう点を見ても︑三島が持 9ていた憂国の情というものが︑豊富を恵

E

と︑すりぬけ ︿る都分が 曹洞円山ゐります・

梼誠にな'ているのです.

たのか.‑九六九隼に品目九七O隼にも何度かヤマ場はゐ qたのに何故そ ζ

向して戦前へ︑さらに明治へとのびて行き︑すめらみ ζとを申心としていた

‑66‑

を失?たから失望したといいますが︑それならなぜその時に麗を切ら芯か唖

に自分を賭けず︑十一月二十軍国まで生きのびたのか.吉田極陰の命自とい

時代ヘル憧れてい?た糧緯がお分りいただけると思います︒

τは省轟する ζとにいたし‑ます.

考えてい︿と︑興味ゐる問題を提起して︿れるのですが︑今は︑それについ

ζ乙で︑乙の志向島直乃木殉宛応対する鴎外や激石の度応伝どとも合わせて

うだげでは十分な答えにならないわけです.
実のと ζろ︑もう‑つの輸血管かみあわせ怠ければいけないと私は考えます.
ぞれは明治という軸であります・先ほど備しましたように︑三島は大E‑酉
隼生まれで︑昭和の属暗号と糖隼令が一致しますから︑昭和三O集︑ =0才︑

1
i

τ

型い

そし 昭和圏雲鍾・︑圏雲才ですね.乙の苑んだ閤翠というのを考え・ますと︑

ET

私は明治園童館阜を思い出します.明治図案隼というのは︑明治夫皇が崩御し

雷た

た隼であり︑乙れ応対して乃木将軍が摘売した隼でし占室町レか色︑そ白乃

そ踏

ζζで︑きら健一つの薯奈 ‑
C
して︑人生あるいは文学に対する認識の問題

が売

木将軍という人は︑三島が逼21 青少毎時代の一番大きな轟化をうけた挙

が加わります.

で生
す、

舗のように︑﹁武士道とは亮ぬ ζとと見つけたり・﹂という売量舗に代表さ

承の

習院の慶長だ 9たとい A毒実が患い合わされます.

τ自刃し‑種の殉売を遂げてい︿構

亘書﹄においてき文会婦がそろ喧

E
i
if
Z
E

ものを引き金いに出すまでもな︿︑明治への志向は最後の夫作﹃轟轟閣の海﹄

図隠は乃末夫妻のイメージが重律事ていると私は感じるのですが︑そういう

穴
「ね

れています . ζ ζから︑観は︑ドラマテ 9タ伝売を願う ζとにな唱てい︿わ

観
宮

隠色寝︿出てきます @ ζの作晶の第一巻﹃春の雪﹄にほ﹃事ゆかな偉夫智英

す三

けですが︑このような志向は私達にとって一見異常伝ように見え定
そー国実

1

淀
川 hAWJ

pm

必ずしもナンセンスなものでは往くて︑一ヴの充実をもたらすものではない
でしょうか︒
占

﹂界⁝かじめりぺ対靖何事冷液ぎないのではないかといラ考一え一方ですW

ε
;の男は︑

JN92

L種ゐ視点人物とじて川︑作中﹂のあらゆる

γ

唯一
の久間?とじて
﹃崖慢の涯︑め差舎か︑ち第四巻立で続ーや夜︑油芳氏一為︑r
hhd
EVJ32d

}︑

本多 ‑dドラ男がいます︒・

︑油来事必巾 Uっと見つめて認識している人物であり︑いわば︑文学者三島の分

hiit

たとえば大江健三郎は私達の世代感覚に近いものを持っていると思います

身なのですが Aその観察め武器である宙意識にゆいて次のような息省が見ら

J

往︿弛緩した時代で︑みんな老いさらばえるまでのめのめと生き残っている︒

では︑現代はどういう時代なのか︒現代というのはすべてが非持托花︑らし

の主題芯のです︒

は現在にはない︒自分は遅れて来てし一まったというのが︑﹃遅れてきた青年﹄

死を賭けた生という緊張の中で生きる ζとができた︒そのような緊張と充実

は戦争に反対して︑反戦運動をして)牢獄の中で死ぬか︑どっち Kしども︑

意識亡︑は悪そのもの

して死や滅亡を語りながら︑一しかも自らは綿々と生き延びていってつる︒自

﹁天人五衰﹂)
としてき化︒u
V 刷︑ ? J J m (
自意識とい δものは J愛や行動の情熱必持宍す︑筆先だけの美辞麗句を奔

滅士へみらぴきながら︑自分だけは生き延びよう
労品川死を楽しみ︑世界 LK

自ら手を下さずに大ぜいの人を殺し︑すばらしい僚辞を書くことで他人

︿自意識こそ本多の悪だった︒この自意識は決して愛する乙とを知らず︑

れます︒

戦時

が︑その大江花は戦時中K生まれれば よかったという願いがあります
h

しかし生の充実なんて全くない︑というのです︒だから﹃われらの時代﹄と

ら︑のめのめ一と生きてきた修家三島自身の自己嫌悪であり自己否定に他なり

中 K生まれていたら︑戦場に行って︑天皇陛下万才と叫んで死ぬか川あるい

いう作品の主人公は︑こういう時代に愛想をつかして︑鉄橋から身を投げて

ません︒

rJ というこの結論は︑死と滅亡の物語を書き続けなが

自殺しようとします︒しかし身を投げたところでただの事故になってしまう

J

同様の発想は︑︑作品 のみではなミ:評論などに︑も明確に打ち出されています︒

たとえば︑昭和四三年に発表された﹃太陽と鉄﹄=という評論では︑作家とし

だけの話で︑社会にとっても︑自分 Kとっても︑なんの緊張色︑意義も往く︑
従って死ぬ勇気も出て来伝い︒つまり︑死ぬ ζとですら︑悲劇の重味の伝い

︿﹁文﹂の原理とほ(死は抑圧されつつ私かに動力として利用され︑力

て認識する︑之とを﹁文﹂とし一 1行動を﹁武﹂として次のように言含っています︒

金持っているのです︒こういう時代社会への反逆として犯罪者の系譜を多く

クされ︑
v
はひたすら虚妄の構築に捧げられ︑生はつねに保留され︑スト y

滑稽な喜劇になってしまう時代︑それが﹁われら冶時代﹂なのだという認識

作品に設定していく傾向も両作家に共通している点ですが︑ともあれ ζう見

死を適度にまぜ合はきれ︑防努剤︑を施注れ︑不気味な永生を保つ芸術作

と︒そして不朽の花とはす芯はち造花である︒﹀

(﹁太陽と鉄﹂)

﹁武L とは花と散ることであり︑﹁文﹂とは不朽の花を育てることだ︑

"品の製作に費や合れる ζとであった︒むしろかう言ったらよからう︒

てくると︑時代の虚妄に耐えられなくなってきている三島のあり方は︑案外
私達の問題に大きく触れてくるといえましょう︒
乙こへ︑もう一つ︑文武両道という三島の概念が出てきます︒つまり︑文
学あるいはこれを認識と置きかえてもいいのですが︑それらには︑大きな限

34i?gw 節︑ifuZぬい伊拡払弘氏ぃ
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それを作品にするためにだらしなく生き続ける︑﹁文﹂とはそういうもので

が︑ここにあります︒つまり︑文学者として物事を認識する︑あるいはただ

﹁文学﹂であり︑それをつくるのが聞のびした﹁生﹂である︑という考え方

たとえ﹁不朽﹂の名を冠せたと ζろで所詮は﹁造花﹂にすぎないものが

行為というのは︑とりも直さず文学である︒あの行為は基本的には文学であ

てもそれはど乙までも無償の﹁行為﹂にすぎず︑現実とかみ合わない無償の

行為だと言うべきでしょう︒つまり︑表面的にあれは﹁行動﹂のように見え

と知りながら︑伝おそれを敢行したということは︑直接的にはやはり文学の

え在いし︑実際的効果も全くない無償の行為だと知っています︒無償の行為

クーデターの計画は国会でまでも問題になりましたが︑あの計画も楯の会

る︒私はそう患います︒

あり︑結局不毛ではないか︑というのが三島の到達点であったわけです︒

これまであげてきた諸要素が集積し︑組み合わさってあの大団円の動機を

の中に帰っていきます︒それからまた︑それは︑彼にとっては夢と現実とが

つまり︑あの最後の行為で︑三島はすめらみ ζとと英霊の待つあの﹁集団﹂

あったという風に私は考えるわけです︒すなわち︑彼は政治評論家が心配す

思われます︒ですから︑ああいう行為まで全部を含めて芝居であり︑文学で

舞台装置に使われたにすぎないと極言してもよいほどの性格のものだったと

も三島の乙けおどしであり︑結局は最後の芝居を絢燭たるものにするための

合体する唯一の瞬間︑仮面の演技と素面の行動とが一致する最初にして最後

るするように︑クーデターなどの可能性があるからやったのでは泣く︑むし

ん芯何にもならぬ無効の行為だとはじめから言っているのです︒大体︑世の

えなければなら位い乙とがあります︒三島の最期は広い意味での文学的行為

とはいえ︑乙 ζまでくると話を全体的な問題に発展させて︑急いでつけ加
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形づくったと思われます︒

の機会だったのです︒望み通り﹁文武両道﹂が合致する一回きりの充実した

出てきて彼がいわばそういう流行の開祖花伝りうるからやったのではなく︑

ろないからこそゃったのです︒ああいう自決をして三島 K続くものが次々に

て︑もう今度は書か仕かったのですが︑そのようにして戦時中から憧れ続け

現代においては誰も彼を真似えず彼が最後の者になるという点で独自性を発

場所であったわけです︒同時に︑彼は︑実のところ戦時中に遺書を書いてい

てきた﹁死所﹂︑自ら﹁どうして死所を遷ぴえぬことがあらう﹂と言った死

揮できるからやったのだと思われます︒ですから︑森田必勝が目指したもの

あったと言えましょう︒

とは明らかに違って︑三島のそれは︑直接的にはどこまでも文学的な行為で

所を自分で定めたことになります︒
ですから︑文学者としても︑あるいは人間としても一応みごと仕自己完結
だといえるのではないかと思います︒
政治的死という受け止め方も多い最後の行為を︑特 K文学的伝自己完結と
いう意味には︑つぎの事情もあります︒

人が彼の死に関して︑したり顔 K批判したほどのことは︑およそ自分ち先に

であるという私の見解は︑しかし︑文学と政治とを裁然と切り離して︑文学

三島はああいう乙とをやっても︑後により詳しく述べるように︑それはみ

書いているのですが︑その中で自分がやるととは結局世の中にわかつでもら

七

は全く政治と無縁であるという文学自律主義の主張に同調するものち除あり
ません︒乙乙で話を︑政治と文学の論議一般に持っていくつもりはありまぜん

士一 V︑ いじは思いませんでした︒戦前に一億総玉砕といって国民全体を引っ張つ

J認

死一
A4

じいねが起がら︑敗戦になると自分で自決もせず︑アメリカに尻尾を振り振り

デのうと生き延びて︑その上でなお︑今のような時代になってくると︑ま

mUL

たの乙の乙と穴からはいだしてくるよう伝右翼やそれに連なる輩というのは︑

が︑乙と三島に限って言っても︑実はど乙までも文学的伝あの行為というも
のが︑ある意味で一つの大き伝現実の動き︑あるいは政治的伝問題と先の先

そんなにこわいものでは位いですね︒しかし︑文学︑あるいはナマ身の人間

そして︑そこに恐ろしきがあるのではないかと︑私は考えるわけです︒

が︑本当に政治と関わるというのは︑実は︑今のような場所なのではないか︑

で絡んでくる所があるのです︒
たとえば︑私が気にかかったのは︑一事件の翌日か︑翌々日位の朝日新聞の
広島版花︑ある学校の小学生の五三パーセントが︑三島の死をカァコイイと
受けとめているという事実が報じられていました︒あの当時は表向きの世論

がカ yコイイといったのは非常に皮相な現代っ子らしいつかまえ方のようで

はり三島の非常に傷ましい面だと私は患います︒つまり︑小さい頃どろん ζ

島の問題を追跡するとどうなるでしょうか︒ゐの事一件とそれに至る過程はや

話が全体的な広がりに移ったのをしおに︑つぎに︑文学者を越えて人間三

ありながら︑本当は︑三島の本質とい'円正めを︑大人よりもよくつかんでいた

遊びをする喜びも知らず︑長じては﹃潮騒﹄以下︑多くの恋愛小説を書いて︑

としては︑とうとうたる批難を浴びせていた時で︑そういう時期に︑小学生

のじゃないかという感じがするのです︒三島の場合だって少年期における兵

が出来往かった三島︒それから︑自分の中 Kある太宰的伝ものをひたかくし

読者を魅了しても︑自分ではたった一戸つの恋愛さえも満足に成就させること

ぅ︒彼らは小学生往りに︑いまのよう伝受取り方しかしていませんが︑しか

に隠して︑強くみせよう︑強くみせようとしながら精一杯背伸びし︑小男で

士への憧れの内質は︑乙れらの小学年達と五十歩百歩のところだったでしょ

し︑ああいうカッコイイという反応やそのヒロイズムへの讃美や憧れが︑乙

ある身を往んとかしてカ今ラージュして︑写真などでも背を高く見せよう

じらしいかわいそう位気がします︒さらには︑ ζの現代に生きられず︑真夜

れから伺度も積み重なっていくと︑そこから︑また第一一︑第三の三島が出て

だから︑三島は︑現実のクーデターは︑起し得力怯かったけれども︑人々の

中 K︑英霊を呼びだしてはほそぼそと対話していた彼というのも︑かわいそ

としていた彼︒ああいう努力を笑いものにするというより︑心しろ非常にい

心の中にやはり一つのクーデターを起こしています︒心の中のクーデターと

うですね︒

︿る可能性がないとはいえません︒

いうのは︑文学でしかない︒しかし︑その心の中の文学的行為というの1 ︑

とはいえ︑それらのいずれよりも傷ましいのは︑彼が天皇を絶対として憧

れながら︑その天皇を充分に信じきれなかったという事実でしょう︒現在の

ある現実的な条件の中で︑積み重ね積み重ね 何遍も繰り返されていき︑い仇
況と対応するとそれがもう一遍現実の中へ回帰し︑正常の中へ参透してくス

﹃英霊の声﹄という作品は天皇讃美の小説のようで

人間天皇というのを︑一ニ島は全く信じていません︒信じないどころか︑むし
ろ恨みを持っています︒

時があるのではないか︑それが非常に恐ろしいと思います︒
あの事件の直後に右翼伝どが︑東京に集結したりしましたが︑少しも恐ろ
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そこでは︑東大全共闘との対話のような場合でさえも︑結局みんな拍手嶋釆
してくれたわけですね︒敵でさえも︒

事件の若い将佼を反乱軍と呼んで死刑にし︑天皇を神と信じるがゆえに太平

という呪誼の句が繰り返し出てきます︒天皇親政を純粋 K目指したこ・二六

発生的伝ものではなく意識的に工作された撹乱戦術だったという事実は︑あの折

ように︑野次と怒号で全部かき消されてしまったわけです︒あの反応が自然

見積っても静聴してくれるものと思っていたでしょう︒と乙ろが︑C存知の

したがって︑三島は︑あの演説では︑沸き上がりゃ拍手を期待し︑少なく

洋戦争で兵士達が﹁天皇陛下万才﹂と叫んで死んでいったのに︑その直後に

の 録 音 レ コ ー ド を 聞 け ば す ぐ に 分 か る ζとですが︑いずれにせよ︑三島は︑

などてすめろぎは人間となりたまひし﹀

人間宣言をしてしまった天皇の二度にわたる裏切りに対する怨念が︑ことに

彼は︑あの時自分はど ζまでも行動によって現実花関わっていると思いなが

あそ乙で初めて本当の現実の素顔を︑ちらと見たんだと思われます︒つまり︑

最後のあの行為で会えも︑先ほど申しましたように︑誰にも分って貰え位

ら︑所詮それは行為でしかないという間際を最後に伝って如実花見たわけで

纏められているわけです︒

ぃ︑無効の行為と熟知しながら敢行しており︑その ζとはたとえば︑ ﹃豊鶴

すが︑時はすでに遅かったのです︒自刃の時 K ﹁自分の話はどうも︑聞乙え

なかったらしい﹂とポツリとつぶやいて死んでいったというエピソードが︑
最後の芝居の破綻をよく物語っています︒

のクーデターは︑起乙ら伝いことを熟知していたし期待もしてい往かづたけ

あの三島の最後の舞台のクライマ yクスは︑演説の場面ですよね︒彼は現実

ど緊張したのだがら︑充実が全くなかったといえばうそになりましょうが︑

あります︒もちろんあの場では︑三島ほどの自意識家が顔面蒼白になるほ

評家の指摘があるほどの﹁エクスタシイ﹂があったかどうか︑疑わしい面が

素朴で純粋な人で︑天皇から貰った銀時計をいつまでも大事にしていたこと

いますが︑それは彼の煙幕であって︑本当のと乙ろその深奥の魂は︑案外︑

ニ y クなものを多用して︑才気換発の逆説家・皮肉屋という面が表立って

皇制教育の儀性者ではないでしょうか︒三島という人は︑パラドァクスやシ

のものでしょうが︑ ζれをさらに大き伝文脈に照らすと︑三島は︑やはり天

が自ら選んだ道でもありますから︑むやみに同情すると彼自身が迷惑がる位
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の海﹂第二巻﹁奔馬﹂の申のつぎのような言葉にも表われています︒

(﹁奔馬﹂)

︿自分の死が決して ζの人たちに理解されず自分たちの起す擾乱が決して
ζの人たちの眠りを妨げない﹀

ζれは︑乙の巻の行動的な主人公飯沼勲の認識であり︑ ζの認識を持ち伝

がら死を敢行する主人公の位置は︑そのまま三島の位置に重なると言ってよ
いと恩われます︒

れども︑あの演説には期待をかけていたと思われます︒現実に対してぽ︑観

でもわかるよう K︑幼ない頃から教え込まれた天皇に関する教えが︑体の中

とはいえ︑以上あげてきたような事は︑いわば三島の人間特性として︑彼

客と主役︑あるいは読者と作者としてしか接して伝かったでしょう︒しかも

伝お︑ついでにつけ加えれば︑最後の自刃そのものでさえ︑三島が期待し︑

八

にしみ込んで離れず︑認識によるどんな天皇呪誼も︑結局は︑これを断ち切

として名指しているのは実のところ現体制なのです︒たとえば現代を憂える

絶し否定しようとする志向性もありますが︑その中で彼が最後の︑民政大の敵

︿しかし時代は︑もはや神風連の時代では伝い︒日本万をたよりに武士が︑

れなかったのではないか︒少年期にはむしろ軍事教練を嫌い︑臼本浪漫派の

で生きる場所が伝いという乙とに伝ってくると︑だんだんと骨肉化してそれ

明治政府の軍隊に斬り込んだといふやう位︑敵と味方の駒のはっきりと

原因として︑つぎのような発想があります︒

が一つの力を持ってきたのではないか︒そういう風に恩われます︒乙れは単

将棋の盤上に見えてゐる時代ではないことを︑勲はよく知ってゐる︒今

時点でもかなり観念的で表面的なつけ焼刃であった要素でさえも︑現代の申

﹃豊時間の海﹂の第二巻には︑はじめ嫌っていた勇武

や士魂は軍隊の内部にひそんでゐて︑重臣と結びついた軍閥︑軍隊の中

なる私の臆測ではなく︑
の精神が年と共に結局主人公の慕うものになっていく経緯が描かれています︒

における﹁明治政府の軍隊﹂ K向って︑悲しみ︑償ってゐる乙とを知つ

ん︒けれども今は︑よってたかって︑気狂い扱いをし馬鹿よばわりしている

深いものかは別として大勢としては︑きっと讃美されていたに違いありませ

例えば︑三島のような行為を︑二五年以前にやっていたら︑それがど乙まで

てゐる時代では伝い﹂という指摘も︑勲の生きた戦前より三島の生きた現代

意は察知できると思います︒﹁敵と味方の駒のはっきりと将棋の盤上に見え

中だからであって︑このような意識的な虚構を適して三島がいわんとする真

こ乙で軍関とか︑明治政府とかいうことばが出てきますが︑これは小説の

(﹁奔馬﹂)

わけでしょう︒馬鹿にするのはいいけれども︑そうするならば︑もう一度︑

に乙そより強く当てはまるものと言えるでしょう︒ 一方で︑﹁鴎魂﹂と書い

てゐる︒ V

そういう点で︑三島の問題は︑三島がとっぴ伝乙とをやったという風 K受
けとめるよりも︑政治や文化︒教育の指導者︑さらには私たち大衆の一人一

二五年前に讃めた意味を問い返し︑現在ではあれを笑いものにして済ませる

た鉢巻を佐藤首相から直接貰っている事実も確か Kありますが︑日本人全体

人が︑もっと真剣に考えてみるべき面があるのでは伝いかという気がします︒

ほど二五年以前の時代を超克し切っているのかどうか︑そういう問題を考え

あるいは︑現代全般に対する三島の批判の終結点として︑こういう把握がなさ
れている事実は見過 Cせないと ζろです︒

ていか伝いといけないのでは芯いかと思います︒
そういう点で︑第三者がとやかくいうよりも︑注目すべきは︑一二島の現代

しかも︑その場合︑責任を他に転稼するのでなヰ¥自己の責任として引き

受けようとするのが三島の特徴です︒乙の現代の現実とか︑現体制とかいう

批判の万向です︒話を﹃豊時間の海﹂に絞っても︑そこには︑
︿すべてを拒否する乙と︑現実の日本や日本人をすらすべて拒絶し否定す

︿かくて二橿の極限形態は︑乙のやうな倫理的憤激の最終的伝責任を︑自

次のように言っています︒

があり︑二つに︑それを自分で背負うものとして自己処罰があると規定しても

ものを否定するとすれば︑一つには現体制を根本から覆えすものとして革命
(﹁暁の寺﹂)

る乙とのほかに(中略)自刃する ζとのほかに︑真 K ﹁日本﹂と共に生
きる道は芯いのではなからうか 0・
﹀

というような︑真の﹁日本﹂を希求するがゆえに現実の日本全体を強烈に拒
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己に負ふか︑他者に負はせるか︑といふ反対の方向へ裂かれるであらう︒
究極的 K自己に負ふとすれば︑自刃があり︑究底的に他者に負はせると
すれば︑制度自体の破療にゆきつく︒﹀

以上のととは︑また︑第三 K文学の問題にも密接に結びついてきます︒先

す︒被害者意識ばかり強くて︑他に責任を転稼し他人冶批潮汐も之的︑つ傾向

とり︑一切は自己にありとして︑自分を否定し処罰してれぷ宙がおるわけで

つまり︑三島には︑現代の世の中のすべてに対する倫理的な責任を自分で

とりもなおさず文学者三島︑あるいは文学者全体の戯画ですね︒つまり︑自

覗き屋というととで世間の瑚笑の的になりますが︑ ζの八十才の覗き屋とは

巻の終り近くで︑若い男女の情事を覗き見していて讐察につかまえ八十才の

の無効・認識の不毛であったという事実を確かめました︒乙の本多は︑第四

﹃豊鶴の海﹂の全巻を通して出てくる本多という男の到達点は︑自意識

がきわめて強い現代において︑とにもかくにも自分ゆ身にゆ漬包冶計ふ受けて

分自身の青春や行動は喪失してしまって︑他人の青春や行為を透かし見て書

きまくっていく文学者のむなしさが織かれているわけです︒

ζれを踏まえて出てくる﹁文武両道﹂という三島の考えは︑その言葉自体

としては非常に古臭く聞とえても︑実のと ζろ︑近代文学の創始の時期に︑

るといざ︑もう一面ぞ見ているのです︒

な夢の破壊とは︑﹁武﹂の夢

を知りつつ︑一方︑﹁文﹂ι夢みる虚妄 K支えられた死

虚妄の花はつひに造花 Kす

ベi(げ止め方をする人もあるかと思いますが︑同時に三島は︑行動一もまだ

めただそうな忍と︑だから認識というのは駄目であり︑行動 ζそすべてだと

み脅か政治か︑という観点でとらえ直されなくてはなりません︒

U

武両道﹂を簡単に笑いとばす前に︑乙の問題はもう一度︑認識か行動か︑文

治と文学の問題︑とそのまま重なってくる性質のものです︒したがって﹁文

ていることだけが純粋伝彼の本音とはいえ

v

二葉事四迷が提起した実行と芸術の問題︑あるいは昭和流に言う必らぽー政

もちろん私は︑ ζれが三島のあの行為の

い ζうとする姿勢があります︒

(﹁﹃道義的革命持の論理﹂)

九

だけが有効位唯一の方法とも考え
流としては︑彼の中花︑現代のすべ

1

代の殉教者としての覚悟があるとい
なら伝いのでは位いでしょうか一

物にしている同調者逮は︑

島を笑い否定してい
いるのでしょうか︒
v

ろしいが︑それはすべ で
にはなら位いのではな卜

ら位い一双の秘密が︑お互ひ花相手の正体を見破ってゐ
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る
︒

V
(﹁太陽と鉄﹂)

つまり︑﹁武﹂による行動も︑﹁文﹂による認識同様︑絶対ではなく︑究
極においては無効なのでは位いか︑そ乙までっきつめているわけです︒
乙の延長線上にくるのが︑最後の大作﹃豊障の海﹄の結末の部分ですも

寂実を極めている︒ ζの庭には何も往い︒記憶もなければ伺もないと乙ろへ︑

(﹁天人五衰﹂)

自分は来てしまったと本多は思った︒庭は夏の日ざかりの日を浴びてしんと

τ

し ゐる::・::﹀

乙の寂実の世界とは何でしょうか︒行動も認識も何もない世界︑っきつめ

である南洋のジン︑ジャン姫は︑いずれも情熱的な恋愛 K生きて死んだ第一

くでも︑たとえば夏目激石がその晩年に︑﹁一生は終に夢よりも不確実なも

このような人生観は︑早くには︑織田信長が︑すでに口 Kしていますし︑近

ていえば︑人生は結局︑夢まぼろしでは伝いかという把握では伝いでしょうか︒

巻の主人公松枝清顕の生まれ変わりとされていますが︑乙の清顕の熱列な恋

の﹂(﹁点頭録﹂)ととらえていた認識と重なってきて︑私達を深い思いに

ζの﹃豊鶴の海﹄の第二巻の主人公である行動人飯沼勲︑第三巻の主人公

の相手で今は出家している聡子という門跡を︑転生の秘密を解くために︑本多

誘います︒

ただ︑乙 ζで確認しておけば︑激石 Kはまた﹁驚くべき事は︑これと同時

が尋ねるのです︒ところが︑勅許という禁を犯しまでした恋の相手であった
当の一清顕陀ついて︑乱れたようすも嘘をつく気配も往く︑﹁そん伝お方は︑

やうに思はれてきて︑あたかも漆の盆の上に吐きかけた息の曇りがみる

の中をさまよふ心地がして︑今乙乙で門跡と会ってゐることも半ば夢の

︿﹁しかしもし︑清顕君がはじめからゐなかったとすれば﹂と本多は雲霧

はいえ︑さらに詮じつめると︑三島ほ激石と正反対に文学を全面否定し放棄

うとする志向性が強くゐって︑乙の点で三島とは方向を異にしています︒と

定して﹁余命のあらん限りを﹂﹁天分の有り丈を尽﹂くして文学に専心しょ

(同)というもう一つの見方が併存し︑そこから︑﹁我﹂の﹁認識﹂力を肯

に︑現在の我が天地を蔽ひ尽して厳存してゐるといふ確実在事実である﹂

みる消え去ってゆくやうに失はれてゆく自分を呼びさまさうと恩はず叫

しているように見えて︑必ずしもそうではないのです︒実のところ︑認識は
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もともとあらしやらなかったのと違ひますかり﹂と言い放つのです︒

んだ︒﹁それ位ら︑勲もゐ立かったことに伝る︒ジン︑ジャンもゐ

どうして彼は︑こういう見苦しいまでの要請をしたのか︒そこのところが彼

出版してくれと強く要請しています︒認識は不毛・文学は無効というならば︑

されている﹃豊慢の海﹄は︑自分が死んでも最後まで絶対翻訳を終えて全部

三島は死の直前にアメリカのドナルド・キーンなどに手紙を出し︑今翻訳

いるのもまた文学の力に他なりません︒

島は一所懸命に文学を否定しているけれども︑そのような力投をなさしめて

あり︑結局それは文学による文学否定に他なりません︒裏返していえば︑三

不毛であり文学は無効であるととを主張している﹃畳居間の海﹄自体が文学で
(﹁天寸八五衰﹂)

‑ぽかった ζとに往る︒:::その上︑ひょっとしたら︑乙の私ですらも:・
‑::﹂﹀

つまり︑﹁私﹂とよばれている認識者本多色含めて︑清顕とか勲とかある
いはジン・ジャンといった行動者も全部いなかった︑乙の人生には何も位か
ったという所へ到達します︒乙の到達点の上に立った庭の情景描写で︑

繰るやう件当蝉の声が乙こを領してゐる︒そのほかには何一つ音とて往く︑

︿ ζれと云って奇巧の位い︑閑雅位︑明るくひらいた御庭である︒数珠を

慢の海﹄は閉じられています︒

豊
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の認識からこぼれ落ちている部分で彼自身にもそ乙は充分つかめなかったと
思われますが︑彼の内奥の深い選摂としてはやはり文学を棄て切れず︑結局
は︑もう一つ深いと ζろで文学に一一層強くつかまれ︑包み込まれている場所

において︑大江自身が三島のあの行為を全面的に否定し去っている事実があ

りますが︑よく読むと︑両作家の世界は意外に類似した構造ぞ持っているの

﹃万延元

です︒たとえば︑大江が︑昭和四十二年に発表した力作﹃万延元年のフット

ポール﹄と三島の﹃豊韓の海﹄とは構成が非常によく似ています︒

年のフフトボ l ル﹄には︑行動者として鷹四という青年が登場し︑彼は時の

があるのではないでしょうか︒
そういう点でいえば︑この前の行為にしても︑恐らくは︑臨舷貯行動家と

支配者に対抗して︑暴動を起乙しますが︑結局それは失敗して自殺してしま

います︒その反抗の形や行動の無効性という点で飯沼勲と︑きわめて近いわけ

ると

しての三島というのは︑本質的注意味では︑ほと
すれば文学者三島というものであり︑乙の前の

です︒

他方で︑そういう行動の無効性や歎臓をあばきたてる認識者として密三郎

伝説的な補強材の役割を果たすものに過ま往い
ますが︑それはともあれ︑文学を否定し芯がら文学

という兄が設定されています︒これはやはり三島における本多同様作家大江

4TD
v﹄hソV

るのでは限界があるとして︑一二島が︑戦中へ︑さらに

Lぅ目から見てゆけば︑現代をとらえるとしても戦後の時代

という所へ︑探りを入れていくあたり非常によく似

めてエリート的ですが︑現代の綬栢慨を追求して︑日

の世界と通じてくる部分があります︒ 一方はきわめて庶

なものですが︑しかしそれは三島が追求していった英霊や天皇

には︑また背景として御霊信仰が出てきます︒乙の御霊というの

してきますね︒

っており︑むしろ行動より色不毛ではないかという乙の発想は︑三島の把

に弟は自決していて︑どうにも怠ら往く仕る所があります︒認識色結局は

ζそ︑正しいものをつかんでいたという ζとがわかりますが︑その時にはす

判し続けていた彼が︑最後に︑自分の認識は誤っていて︑ある意味では弟

健三郎の自画像だと思われますが︑行動者としての弟を冷徹な認識の自で批

する行為が﹁文﹂ K収殺して行っている彼の行程
起してくれます︒

こういうと︑皆さんの中には︑それは文学
関心のない入閣には関係ないという方があ

ような乙とは︑先年から大学の中で絶
その場合︑今までの学問や認識 K大
しかし︑そういって実践に移れば︑行
動が﹁行為﹂ではなくて本当の﹁行動
一島は一つの︑大き位問題とい

いますが︑ ζ乙へ大江健三郎
っきりいたします︒﹁沖縄︒アジア
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いるのです︒

でも︑現代の支配者を﹁スーパーマ l ケ yトの天皇﹂という角度で把握して

っている天皇制 K ついては︑大江も非常に関心を寄せていて︑乙の作品の中

ょう︒このような志向性も共通していますね︒なお加えれば三島が関心を持

明治へと遡ったように︑大江も︑また︑万延元年へと遡及していくわけでし

近しいものに感じられるのです︒三島の問題というのは︑私の問題であり︑

あらゆる点で︑私からもっとも遠かった三島という存在が︑今では︑非常に

自身は三島と違っています︒まるで北極と南極ぐらい違うのです︒しかし︑

も︑世代からいっても︑文学的資質や文学観からいっても︑あらゆる点で私

私応分っている事をつけ加えさせていただくと︑生まれや育らからいって

これから皆さんと共に三島の死の意味についてさらに考え深めて行きたいと

三島とはす伝わち私ではないかとさえ考えます︒こういう観点に立ちながら︑

けでも驚くばかりの共通性があるわけですから両作家の全作品に話を広げれ

思います︒

以上のように﹃万延元年のフットボール﹄と﹃豊簡の海﹄とを比較しただ

ば︑他にも類似面を数多く指摘できます︒両作家の比較を目指しているので
はなく︑時間もないので︑これ以上は深λりしませんが︑倒をあげれば︑乙の

︹付記︺本稿は︑昭和四五年一二月一日広島女学院大学および昭和四六年

話のはじめの方では︑戦中と戦後に対するとらえ方が酷似していることをあ
げました︒乙の他︑現代の体制や日常性に反逆するものとして犯罪者や男色

(昭和四六年二月)

一月二七日広島大学教育学部東雲分佼における講演に若干手を加えた
‑ものである︒

家が多くとりあげられていること等興味深い比較材料を提供してくれます︒
もとより︑現状を否定して過去を希求すゑ二島とゐ同じ否認を通しつつも未
来への可能性を探ろうとする大江ポほ了牢め志向する方向が異なり︑現代をつ
かまえる角度にも違いがあり︑突のところ︑乙の相違乙そ重要だという面が
ないわけではありません︒けれども︑また︑そういう相違を越み今︑︑現代をと
らえる両作家の世界がきわめて酷似しているという事実が厳然としてあるわ
けで︑思想が右か左かということで芸術家の価値を単純に測定する立場に紐
みし在い以上は︑乙の一事実はしかと見極めておく必要があろうかと思います︒
また︑代表的な現代作家が︑二人ともにこのように近似した構造をもって現
代を掌握しているという事は︑単伝る文学の領域を越えて︑現代を生きる私
達すべての生き方にジカに触れてくる問題が提起されているという乙とに他
ならないのではないでしょうか︒
準備不足で追求が十分でなく︑誤りも偏りも多い乙とと思います︒唯一つ︑
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