鱒

の
位

ζの ζとは︑井伏にとって気がかりな人物が乙の二人であった乙とを

ころで︑両者の間柄は微妙になる︒牧野は︑昭和六年一月の﹃新潮﹄に︑﹁井伏

にとって︑これは異例の知︑通とも言うべきものである︒だが︑交流の始まったと

当時︑すでに三O歳を乙えて︑なお尾羽うち枯らしていたと言ってもよい井伏

の乙とかとも思われるが︑とにかく︑両者の交際はこうして始まったのである︒

激励の薬害を送っている︒両者の対面は︑翌年四月の︑小田原からの牧野上京後

ぞれほめそやすさまが綴られている︒そして︑牧野は︑その一 O月に弁伏に直接

のなかにもえがかれており︑字野が嘉村磁多の﹁業苦﹂を︑牧野が﹁鯉﹂をそれ

んど最大限に激賞している︒乙の折の牧野の感激ぶりは字野浩二の﹁夢の通ひ路﹂

キの激賞す︿﹂のなかで︑はじめて井伏鱒こについてふれ︑その作品﹁鯉﹂をほと

進み出たものではない︒牧野は︑昭和四年七月の﹃時事新報﹄にのせた﹁ヱハガ

牧野も︑太宰も︑交際のはじめは︑かれらから近づいてきたもので︑井伏から

異物ということばがゆるされれば︑そう言ってみたい︒

の異物であれば︑多分っきささることもないだろう︒変な奮いかただが︑同質的

はなかったろうかと︑私は想像する︒もっとも︑異物といっても︑もしまったく

って︑牧野と太宰は︑一言ってみれば︑最も深くっきささった異物といったもので

多いといっても︑ほとんどおなじ乙とがくりかえされているのである︒井伏にと

に牧野信一の場合は︑昭和四︑五年から数年のつきあいであり︑語られる乙とが

意味していよう︒﹁気がかりな﹂とはあいまいな ζとばだが︑それは︑かならず
しも︑乙の二人が井伏と最もつきあいの深い人であったことを意味しない︒とく

人である︒

井伏鱒ニが︑同業作家中︑語ると乙ろの最も多いのは︑牧野信一と太宰治の二

伏

井伏は﹁小説より他に何も出来ない馬鹿か﹂と患っていたと乙ろ︑ある時︑井伏

鱒二(その作と人)﹂を書き︑井伏文学を絶讃しつつ︑妙な掛神話を伝えている︒

置

貝
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ζろ︑﹁口笛を吹く見たいに無責任に﹂︑あれ

o﹂(﹁牧野信一の乙と﹂昭二五・一一﹃文学界﹄)とき一固い︑また︑﹁酒

ζと(﹁牧野信一﹂昭コ二・八﹃新潮﹄﹀︑九州へ旅行する約

放談﹄にのった牧野の﹁喧嘩地﹂で︑それは乙んな風の書きかたのものである︒

たちで︑一向者が離別するきっかけとなったのは︑多分︑昭和一 0年四月の﹃文芸

﹁乙んなに追ひつめられると私は反抗する︒﹂(井伏﹁晩春の旅﹂)というか

び出ているように見える︒

いては︑牧野の随筆﹁春﹂(昭一 0 ・四﹃モダン日本﹄)にも︑その記憶がうか

嫌を害したこと(﹁晩春の旅﹂)などを書いている︒その最後の﹁ひねり﹂につ

束をして︑二人とも旅費ができないのに︑﹁旅費が出来ましたか︒﹂と尋ねて機

乗せてもらった﹂

ながら外に駆け出して︑そこへ通りかかって来た魚河岸行のトラックの上に便

れは別に︑三回ほど牧野から徹底的に﹁ひねられ﹂︑最後には︑﹁わあわあ泣き

のは落度であった︒﹂(﹁晩春の旅﹂昭二七・七﹃新潮﹄)とも昔一一口っている︒か

の上とはいへ︑むしゃくしゃしてゐる人の前で︑私が絵を描けると法螺を吹いた

はない

どはちょっとした技術だけのものだと言ったことが︑﹁妥当を欠いてゐるとは思

弁伏は︑のちに︑乙の乙とについて︑落選者をなぐさめるために︑帝展入選な

かである︒

くおさめているのだが︑笑い話仕立てのなかに一穫の針が感じられることもたし

をつけばっくほど﹄微妙な敬意を持つことが出来る得難き人格である﹂と︑うま

ある︒結局は︑こんな嘘も﹁羨望に堪へぬ独特な才能﹂であり︑井伏は︑﹁﹃嘘

﹁鱒ニの罵倒演説﹂を乙乙ろみた乙と1 1だいたいそんな乙とを書いているので

は嘘だったと雪一回った乙と︑そ乙で腹をたてて︑そのあとカフエーでかれを前に

の弟のため帝展の要領を尋ねたと

えすれば︑帝展など中学生でも通過できるとうそぶいたこと︑そ乙で︑画家志望

が︑小説より絵がうまいと言い︑帝展にも幾度か パスしたが︑そ乙むきに書きさ

磯

﹁それは︑新興芸術派といふ放が花々しく譲ってゐる頃であった︒或る暑い円
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に牛込の S社を僕が大変寒気だった恩ひで訪れ︑二階の階段の突き当りにロビー
のやうな型ちをとって夏︑だけ置いであった椅子にぼんやり腰かけてゐると隣りの
ドア

とか︑あんなひとり好がりな
部屋から大声で︑今時牧野なんぞは古臭くって llt

書かれた年代のちがいを考慮に入れても︑さきにあげた牧野の文章と乙の文章

作品にもそれと符号すると乙ろの特色がある︒﹂(牧野信一﹂)

のとすればほとんど無意味であろう︒かんしゃく持ちの坊ちゃんの︑文学化され

﹁喧嘩哨﹂など︑おもしろいお話としてはとにかく︑事実的な弾劾を意図したも

実際においても︑表現においても︑牧野はほとんど童児のような印象がする︒

とのちがいは明かであろう︒

い国会者の小説などは弾劾すべきが順当ならむといふ冷笑の風が吹きまくってゐ

た直情表現とでも言うべきものである︒乙れに対し︑井伏の帝展ぱなしは︑井伏

馬鹿野郎はーーなどといふ声が扉の隙間から飛んで出て︑よろしく斯る古めかし

ヤとか然り然りと煽動する笛のやうな声が挙った︒彼等は僕が階下にゐると患っ

めのどく世間的な表出であったと言ってよさそうである︒微妙な実際上の問題を

流の創作的誇張はあっただろうが︑その根底は︑かれ自身の言うとおり︑なぐさ

た︒そして︑その合聞を縫って︑それらの言葉を︑巧みな滑繕の調子で︑ヒヤヒ
てゐるらしいのであったが︑そのうちに扉が頻っと風に煽られて開け放れ︑僕が

の形を注視すれば︑いわば︑反俗的流露の姿勢と︑良識的抑制の姿勢とのちがい

云々するととは不可能でもあり︑立ち入るべき乙とでもないが︑それぞれの叙述

横目でチラリと見ると怖るべき声の主は三郎と六郎であり︑巧みな太鼓のたたき
のととはさておき︑その場の鱒ニの姿には慨嘆に堪へぬものを覚え当せられ

井伏に近づいた牧野がなにやらいらだったのは︑基本的にはあるいは乙のちが

る
︒

人っぽいのである︒牧野がいわゆる詩人風であれば︑井伏は世間人風なのであ

がかなりよく見えてくる︒別の言いかたをすれば︑先輩が子供っぽく︑後輩が大

手は井伏鱒二であった︒僕は彼等に気づかれぬ聞に外べ逃げ出した︒三郎と六郎
た︒﹂
長々と引用したのは︑乙れが牧野の創作の一場面にはほとんど見まがうもので

いによるのではないかと私は想像する︒井伏は︑牧野と坂口安吾との場合につい

あり︑牧野の心的状況および創作の秘密さえうかがわれる思いがするからである
が︑とにかく︑﹁井伏の法螺鱒﹂というととばさえある乙の文章をきっかけに︑

慮なやうな態度を見せてゐた︒:::牧野さんのやうな一種の開拓者はつらい︒自

て次のように書いている︒﹁ずっと年下だが︑牧野さんは坂口君には何となく遠

分がしどろもどろで見つけようとする新境地を︑後から生れて来た人聞は平気で

井伏は牧野を離れた様子である︒その後︑牧野は︑井伏の﹁集金旅行第一日﹂を
も拘らず︑悉くが上滑りがしてゐるといふのか︑低回のための低回とも云ふべき

身につけてしまって︑その境地に於て作品も人間も一如の観がある︒開拓者のや

批評して︑﹁いかにもおもしろさうな事柄ゃ︑さまざまな小細工が施してあるに

僕は︑乙れを読みながら︑井伏流の模倣者の文章を見てゐるやうな恩ひがして︑

うに万障くりあはせる煩はしさに悩む必要がない︒坂口君に一もく置いた牧野さ

悪趣味に陥入って︑恰も作者の予期するが態のどんな効果も感ぜられなかった︒
ζんなととを︑ほんたうの井伏鱒二が書いたらさぞかし巧いだらうがなどといふ

乙のちがいの根底には︑異質の者と︑ほぼ間質の者との差があるだろう︒井伏

んの心情がわかると恩ふ︒﹂(﹁牧野信一の乙と﹂)

こうしたいきさつを眺め︑それについて書いた両者の表現を見ると︑両者の︑

気がしたのみであった︒﹂(﹁月評﹂昭一 0 ・四﹃読売新聞﹄)と書いている︒

は︑牧野に対して自分を﹁負けツ烏﹂だとも言っているが︑牧野の井伏九の

される︒同質の坂口相手には︑おそらくとうはゆくまい︒鋭敏で︑しかし気の弱

当たりの反面には︑良識人に対する安心とあまえがあったのではないかとも想像

﹁以上三回ほど油をしぼられた︒乙んな乙とは忘れたやうにして害かない方が

い浪漫家である牧野にとって︑乙れは︑無意識裡のおのずからの選択であったと

いわば質のちがいのようなものがおのずから浮かびあがってくる︒たとえば︑井

人がらかも知れない︒牧野さんにしてみると︑後輩に対するその場限りの気まぐ

言ってよいだろう︒

伏は次のように書く︒

れ程度のものであったらう︒しかし牧野さんのやうに巧妙に人を捻る人は珍し
い︒理窟を云ふのではなく︑濃厚な雰囲気のやうなものを出しながら︑線のはっ
きりしない細い糸で雁字がらみにして来るといったやうな按配であった︒晩年の
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のではないヲ ζれは沼雨時 に文学の問題判明
ある︒ 牧野は︑井伏の﹁鰹﹂とともにイナガキ・タルホの﹁千.
一夜物語﹂を賞め(ト﹁ヱハガキの激賞文﹂﹀︑また︑坂口安否の﹁風博士﹂﹁黒
谷村﹂等を賞め︿﹁﹃学生響鐙﹄と風﹂昭八・七︑ほか)︑石川淳の﹁佳人﹂を
賞めている(﹁月評﹂昭一 0 ・四)︒ ζれらをつなぐと︑昭和文学の一一糸流があ
ざやかに浮かびあがってくるのであるが︑とれらのいわば反俗の流れの上に井伏
を位置させようとすると︑ど ζかに異和の感じが起乙ってくる︒
牧野が井伏を熱烈に歓迎したのは︑むろん︑かれの作品に︑自分のねらいとお
なじものの実現を見たからである︒実際︑戯画を軸とする方法意識において︑牧
野と井伏の文学は一致する︒当時︑牧野は︑基本的に私小説的伝統の上に立ちつ
つ︑そとから方法的に一歩抜け出る乙とに刻苦していたのである︒そういうかれ
の眼前に︑ほぼおなじ方向で︑ぁ.ぎやかな芸を見せて井伏が登場したのだから︑
牧野のよろこびもおおよその推察がつくわけである︒牧野にとって︑新感覚派や
その延長線としての新興芸術派のモダニズムは︑ほとんど問題ではなかった︒基
本的に︑私小説的︑詩的心魂の所有者である牧野にとっては︑そういう核を持た
ないモダニズムは︑一一顧にも価するものではなかった︒かれが浅原六郎や岡田三
郎らの新興芸術派とはげしく対立したのも︑おそらくそ乙に理由がある︒
ところが︑井伏はかれらとはちがっていた︒当時︑新興芸術派の一員として︑
中村正常らのナンセンス文学と一括されようとしていた井伏を特立させて︑真先
に認めた牧野の勘は︑やはりさすがである︒井伏文学は︑その世界が完全に作者
の感受性に従属しており︑とりあげられるどんな現実も︑人物も︑すぺて井伏化
しであらわれるといった点で︑基本的に︑私小説的︑詩的性格のものであり︑そ
の点は牧野ともまったく共通するのである︒かれらの文学が︑不特定多数の読者

ろ
:
弘
︑
︐
JC

てお合花ぃ︒
いに旬︑ド戸︑仁ド hv
ιある R
井伏の﹁牧野信一の ζと﹂のなかに︑次のような稀話が加えてある え
池谷信三郎が︑井伏のレインボーグリルで︑大勢の人の前で羽風小説︑の原稿伝書

いていたところ︑その様にいる井伏の前へ牧野がやってきて︑﹁おい︑われわれ

の書く原稿はあんな原稿とはちがふのだからね︒おいあんな真似をしてはいけな

いよ︒﹂と聞こえよがしに言い出し︑井伏は気をもんで︑ついに席を立ってしま

った︑という話である︒そのと ζろで井伏は︑牧野さんに嫌がらせを一言われでも

顔色一つ変えずに原稿を警いている池谷を︑﹁むしろ見事なものだと私は感心し

ζの感心のしかたが牧野とまったくちがうのである︒人に気づかいをしない

た︒﹂と述ぺている︒井伏とて文学上は牧野と同感でないはずはないのである
が
︑

議術家の自尊心より︑耐える乙とを知っている世間的な抑制の方を買っているの

たとえば︑﹁山根無﹂の主人公は︑岩屋の外を泳ぐ目高たちの︑一匹があやま

である︒乙の感覚は︑作品の上にもそのままにあらわれる︒

﹁なんといふ不自由千寓な奴等であらう 1﹂と噺笑するのだが︑そういう彼自

って右九よろめくと乙とごとくが乙乙を先途と右へよろめくありさまを見て︑

身︑﹁自室を開いたり問ぢたりする自由と︑その可能とが与 られてゐ﹂るだけ

なのである︒乙の辺の構図はたい九ん象徴的で︑山根焦は決して凡俗を超出して

ζれはまことに痛烈な戯画になる︒ある人が推理

いない︒結局おなじではないかと作者はつぶやいているようである︒目高を笑う
山楓無をかりに牧野とすれば︑

に対する︑まことに壮絶で︑しかも的確な刺笑になる︒ ζんな認識を持った井伏

したように︑目高たちを左翼九走った多勢とすれば︑ ζれも︑かれらおよび自己

が反俗でありうるわけがない︒反俗の土台としての自己陶酔がまったくないので

さらに︑それに関連して︑かれほど作品のなかで自己を語る乙との少ない人も

ければ︑以下にもならない︒

まれである乙とが注目される︒もっと正確に言えば︑どの作品もかれ自身を語ら

ある︒この後の井伏の全作を通じて︑その主人公は︑乙の山槻無以上にもならな

ことをかぎ分けた上で井伏に近づいたと見てよいのであるが︑近づいてみると︑

ぬものはないにもかかわらず︑しかも︑どの作品にもかれはいないのである︒い

によってではなく︑少数の熱烈な愛好者に図まれて生きるのは︑その結果の ζと
である︒どんな新技巧を駆使しようとも︑かれが自己を遊離する ζとはまったく

井伏は自分とはど乙かちがっていた︒そして︑事理不明のまま︑ほとんど無茶な

ないので︑その点が根無草のモダニズムとちがうのである︒牧野は︑鋭敏にその

かたちで牧野のカンシャクが破裂するという順序(推定﹀になるわけである︒
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ろん︑作者の﹁私﹂の出てくる小説はたい九ん多い︒しかし︑その﹁私﹂はつね

わば︑作品全体がかれ自身であって︑かれそのものは登場しないのであるひもち

り︑漂流記ものである︒かれの作品には︑どんな悲痛

に︑柔軟に︑適応して生きてゆく姿を描いているのは︑

h

はあるいはそういう人でもある︑だろうが︑かれは狂人である︒

感傷的に︑悲壮ぶって生きる人間は一人も出て乙ない︒

7の主役になる乙とは絶対にない︒私小説家であるとな

置のなかでも︑日常的︑常識的な限が完全に作品を支配している

に語り手であって︑ドラ
作家は稀有である︒自然主義以来戦前までに︑その点でかれと肩をなら?っるの

いとを問わず︑およそ︑日本の小説家で︑かれほど自己の生活を組上にのぼせぬ
は︑多分石川淳くらいなものであろう︒

るまい︒牧野の戯画については私はすでに重ねて考察した乙とがあるが︑

TV

も︑やはり文学史的な特筆事項である︒
乙乙で︑牧野︑井伏に共通する戯画手法の問題についてふれておかなければな

それは︑気弱ではにかみゃであるかれにとって︑自己を開放するために必要な一装

たいていの日本の作家は︑その作品をたどって︑その文学活動の根底にある原
むずかしい︒かれは︑自分のドラプケ}決じて手がけないからである︒かれにそれ

体験にゆきつく乙とができる︒しかし︑井伏文学をたどってそれを見出す乙とは

て︑他にははばかると乙ろがいっさいなかった︒しかし︑牧野は︑戯画の防壁の

のれのゆめを歌っているのである︒かれの師葛西善蔵は︑おのれの心情を直叙し

なかでようやく自己を露出させる乙とができたので︑そ乙にいやおうなく時の流

置であったらしく思われる︒戯画を手に入れてから︑かれは︑実にのびのびとお

れを感じさせられるのであるが︑ともあれ︑そうした装置のなかでの牧野はまさ

がないわけはない︒処女出版﹃夜更けと梅のー花﹄を読んで︑われわれは︑その

ーに仕立てた小説を一度も書いていないし︑今後も書く乙とはないだろう︒私を

思いを馳せるのであるが︑ついにそれは直叙されない︒かれは︑自分をヒーロ

しく葛西であった︒それは︑現実において︑酒の中の牧野がさながら葛西であっ

とぼけの背後の暗い心象状況に暗然として︑そ乙にあったはずの精神のドラマに

その点で︑﹁父を売る予﹂から出発して母もので終わるまで︑多くの変形は加え

書かない私小説家という︑奇妙なバラドックスが乙乙に成立しているのである︒

しよう

るのは︑ひとつの客観物であり︑あるいは︑それをそうあらしめる世間適用の常

で︑自他の観念性・感傷性を徹底的に排除しており︑そして︑そのあとに出てく

乙れに対し︑井伏の戯画は︑おなじような照れ性を母胎としつつ︑さらに進ん

た乙とにほぼ匹敵する︒

7の主人公に仕立てうる︑そういう自己陶酔を持たな

つつも︑多く己れ自身を語ってきた牧野と︑はっきりちがうのである︒そしだ︑
乙れはやはり︑自分をドラ

さらにもう一つ︑そのことの系として︑次のような興味ぶかい文学特色があら

たわけでは決してないが︑その根本の構造はこういう風になっていると言ってよ

識である︒かれの戯画に︑全集刊行時に切り落されたような一種の遊びがなかっ

い︑醒めた心の必然の結果と言う乙とができるだろう︒
われてくる︒かれの作品には︑環境を乙えて自己を貫いてゆく︑あざやかな個性

のは︑よしわるしである︒山楓魚はよくない性質を帯びて来たらしかった︒﹂

のように説明する︒﹁悲教にくれてゐるものを︑いつまでもその状態に置いとく

主人公は︑悪党になって︑蛙をおなじ岩屋に閉じとめるが︑その変化を作者は次

引き算だけで論じてはならないと思う︒

子であったと言ってもよいのであるが︑ただ︑私は︑乙の動きを︑喪失といった

体の趨勢でもあったのであり︑その意味で︑牧野︑井伏ともに︑典型的に時代の

の喪失の過程と言うことができるだろう︒乙の事態は︑実は︑広く︑乙の時代全

葛西から井伏にいたる乙の経過を自我意識の面から見れば︑それは︑自己信頼

いだろう︒

といった存在はまったく登場しない︒すべては平凡な普通人で︑むしろ主人公は

悪いのは︑山根魚ではなく︑かれを閉じこめた環境である︒山槻倉山はまったくわ

環境それ自体だといった設定が多い︒山右展のなかにとじ乙められた﹁山淑告にの

常のひとであり︑かれを変えるのは環境である︒﹁シグレ島叙景﹂でも︑﹁遥拝

﹁常識﹂という名の︑いわば一種の集合的自我が登場する乙とに︑われわれは注

とくに井伏の場合︑文学青年特有の陶酔的自我にかわって︑すでに度 b伎った

入閣を支配する環境それ自体をはっきり主人公にした名作は﹁川﹂であり︑ま

目する必要がある︒日本の文学者の意識のなかで︑常識は長く俗悪の代名詞とし

隊長﹂でも︑そうである︒

た︑激動する環境のなかを︑英雄的︑個性的にではなく︑普通の人間が︑すなお
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た牧野が︑ぶつかっていらだったのは多分乙れなのだ︒常

言ってよいのである︒まして︑かれの努力が文体一途にかけられ︑物自体の章一み

る︒かれの限界を指摘する乙とは容易だが︑乙の特色はかけがえのないものだと

ヌ常博目舟築港悦ふも切れない日本の文学状況の総体との対応において︑私ほ h醇化
し如何憶議町︑拠点のどに立って決してゆるがない井伏文学の存在を重視するのであ

v

たしかに︑一一闘は世俗的な妥協の産物でちろう︒しかし︑他面は︑長い生

いよ深いのである︒

とめ井一伏においい て︑川ひふ﹂おつの逆転が起 ζ っている一の

活の伝統のなかでつくりあげられた知恵の結晶である︒井伏における常識は︑わ
が国における恥一上砂骨骨骨が伝統的に保持してきた感覚と知恵の所産であると

﹁変形私小説論﹂(昭三二・八﹃文学﹄﹀︑ほか

﹁小説文体と生活語の問題﹂(昭三=了九﹃文学﹄)︑ほか

、ツ、

がそのままに立ちあらわれてくる戦後の状況を見る K つけても︑その患いがいま

畳一一一回ってよいだろう︒

注

ζの点については私はすでに述べた乙ともあるので︑接説しないが︑す v封建

れらの層によって保守されてきたと号一一口ってよく︑井伏文学をつらぬく︑律気・謙

的と言おうが何と言おうが︑わが国における最も上質な生活的感覚と知恵は︑こ

には︑何の言挙げもせずに︑みじんもゆるがぬなにかがある ζとが感じられるの

譲・抑制・寛容等の感覚は︑それに由来するものだと私は考えている︒井伏文学
であるが︑それは︑とういう集会的自我のたしかさだと言ってよいだろう︒

κ

井伏 近づいた太宰治が︑その後の生涯において見せた︑あまえと反発の微妙
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な交錯も︑おそらく乙れに由来するだろう︒井伏は︑基本的に︑太宰がそむき出
言えるわけで︑太宰は︑いわば︑乙の自分を理解してくれる父にあまえたのであ

たかれの父ll長兄がわの人である︒太宰が井伏にすがったのはそのゆえだとも
る︒だが︑同時に︑そのうらとして︑井伏の常識世界のたしかさに反発す
る︒例のバビナl ル中毒による入院事件から遺書にいたるまで︑そういうかたち
で︑乙の︑制相反するこ霊の感覚が共存していたと見てよさそうである︒牧野をい
らだたせたものは︑また︑太宰をも︑一一回で反発させたのである︒ ζれは︑牧野
と太宰がほぼ同質の人であることを示すものであるが︑とにかく︑最も伝統的な
文士である牧野と太宰が牽引と反発とを同時に持ったと ζろに︑井伏鱒二の特異
な文学史的位置はあると言ってよいだろう︒
私は︑井伏のこの特色を重視したいと思う︒もっとも︑井伏的常識︑集会的自
我が外部世界との緊張関係を失うと︑平俗な風俗小説が生まれやすいという陥弁
はある︒さきに示した牧野の﹁集金旅行第一日﹂批判は︑かなり的確だと私は思
う︒どうかすると︑ああいうと ζろにおちこみやすい危険を井伏文学は持ってい
るのである︒実際︑かれの作品のすぐれたものは︑プロレタリア思想との緊張

れている︒そういうことはあるものの︑いつまでたっても︑時に歯の浮くような

感を強く保持していた初期と︑戦時風潮との緊張感の強い戦後期に︑多くあらわ
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