方言を基盤に︑古態の語・文法的破格を誇張的K逆用して︑筋の展開・笑い・人

ヶ﹁弁伏鱒二の作品の中国弁﹂野地潤家

ク﹃全国方言辞典﹄東条操

キ﹃方言学﹄藤原与一

子

日)には︑山陰・山陽・四国・北九州・東北の乙とばに取材範囲が広がり︑方言

福山市・沼隅郡・松︑氷市・府中市・芦品郡)とその他の地域とでは︑ものにより

アによれば︑備後方言としてのまとまりの中で︑東南部の問福山藩(深安郡・

‑感動・提示語部￨￨﹂広大方言研究会(敬称略︒以下符号で引用︒)

﹁一一一白菜について﹂﹁集金旅行﹂﹁金山踊﹂﹁鶏肋

集﹂﹁八束・斐川﹂﹁猟見物﹂﹁土佐の高知﹂﹁﹃槌ツア﹄と﹃九郎治ツアン﹄

多少の違いがあるとのととなので︑旧福山藩方言を第一資料とし︑その他の備後

0(

は喧嘩して私は用語について煩関すること﹂など︒)後期(昭ul) には︑方言

助の会話文田文を対象とした︒

備後方言資料に見える語を作品からとり出すと︑

﹁是ツ非ー一

(
ア

eイ)

﹁いつ

﹁朽助のゐる谷間﹂のテキストは︑筑摩書一房版全集を用い︑方言で書かれた朽

方言を第二とし︑安芸東部山地と備中西部の用例を補助資料とした︒

の切りとり方は意識的である

コ﹁広島県賀茂郡豊栄町方言の表現法1 1文末話部︑述話部︑修飾話部︑間投

間﹂﹁シグレ烏叙景﹂﹁丹下氏邸﹂﹁川﹂﹁腕ノ津所見﹂など︒)中期(昭81

カ﹃中園地方五県言語地図﹄広一戸惇

島県三原市深町下組における1 1﹂岡国統夫

li広
ォ ﹁ 打 消 の 過 去 ﹃lダッタ﹄・﹃1 ナンダ﹄・﹃1 ンカッタ﹄について

ェ﹁広島県神石郡油木町福本部落の方言における条件表現法﹂花本初子

ウ ﹁ 備 後 地 方 の ﹃ モ l﹄乙とば﹂岡田統夫

光地誌社

イ﹁方言﹂(﹃備後加茂﹄町史とパンフレットの中間的性格のもの︒)中国観

ア﹁備後地方の敬語法﹂向田統夫

ったので︑次記の資料 K拠った︒

ある︒土地乙とばと比較するには︑実地調査をすべきだったが︑今聞はできなか

鶴

井伏鱒二の会話部方一一一口表現技法
﹁朽助のゐるお廿問﹂の場会 1 1

7の土地乙とばではないと言われている︒

井伏鱒この文章はきわめて意識的なもので︑その一端としての会話部の方言表
現もまた︑ナ

それではいったい︑それは土地ととばとどう違うのか︑井伏はどんな技巧を用
いて︑どういう効果をあげているのか︒乙れは︑文学作品 の方一言のとり入れ方
の問題としても︑あるいは︑庶民造形やユーモアの表わし方の問題としても︑お
もしろい課題だと思われる︒乙の稿では︑彼の初期農村物の代表的方法として︑

千

への好奇心からスケッチ風に写している︒筋や人物造形との関連は薄いが︑断面

物造形に作用させている︒(﹁歪なる悶案﹂﹁談判﹂﹁谷間﹂﹁朽助のゐる谷

はじめに︑彼の方言の扱い方の究明道を見ておく︒初期(昭216) には︑郷里

﹁朽助のゐる谷間﹂(昭 4 ・4) の場合を見る︒

本

スケッチを介して奇矯な表現をやめ︑共通語をまぜた平易な表現を筋の展開に作
﹁橋本屋﹂﹁遥拝隊長﹂﹁丑寅爺さん﹂﹁黒い雨﹂など︒)大まかではあるが︑

用させている︒(﹁多甚古村﹂﹁へんろう宿﹂﹁追剥の話﹂﹁当村大字霞ケ森﹂
ζういう変遷の中から︑文学史上でも特異な初期の方法の代表例を見ようとして

ふ

﹁朽助のゐる谷間一のモデル地は︑井伏の郷里︑広島県深安郡現在の加茂町で

いる︒
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していない︒
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そ札一叫守(ア・ィ・カ)﹁夢にも﹂(カ)﹁毛頭﹂(カ・)﹁もそっと﹂︿イ﹁そっと

H少し﹂﹀︑﹁買うて﹂(イ﹀︑﹁なあ﹂(ア﹀︑﹁つがもない﹂(イ)︑﹁いな
げな﹂(イ)︑﹁ぢや﹂(ア)﹁でがす﹂(ア世羅郡﹀﹁だります﹂(ア備後西
部)﹁なさる﹂︿ア﹀﹁なんだ﹂(オ﹀﹁ん﹂︿ア)がある︒八乙の他私の出身
﹁まがひもの﹂﹁相官﹂﹁吾れ・吾が﹂(第二人称と再帰的用法)﹁lら﹂﹁なん

地備後向島町で使う語としては︑﹁目方﹂﹁水ぎし﹂﹁すぺ﹂﹁冬分﹂﹁料簡﹂

﹁いやはや﹂﹁戻る﹂﹁ ζく﹂﹁くったくする﹂﹁つらい﹂﹁不聞な﹂﹁まい﹂

ぼ﹂﹁なんぼうに﹂﹁なんぼうにも﹂﹁たった﹂﹁まだ﹂(もっと・むしろ)
﹁てから﹂﹁lしlし﹂﹁たら﹂(と言えば・てば)﹁たら﹂(とやら)﹁か
ら﹂(ほど)などがある︒Vただし︑井伏は﹁いっそ﹂を︑古語の実に・非常にの
意味と備後方言のむしろ・かえっての意味とに使っているが︑ア・イ・カには︑
古語の意味はなく︑かわりに全然・少しもの意味がある︒﹁くったくする﹂も︑
意味である︒語集としては︑郷里方言もかなり使っていると言える︒

井伏は共通語の心がうっ屈するの意味に使っているが︑向島方言では休息するの

を

山代巴が﹁ありゃあ﹂としているものは︑﹁あれば﹂の

マセニャ l﹂(ア)などと頻りに使われる︒ェによれば

熟合形で︑備後では﹁キキャンスリャ l﹂(ア)︑﹁カセ

﹁パ﹂をはっきり言一うのとその熟合形とは︑お対犯でほぼ

のは︿イキャ l Vなどとなるのが一般である︒﹂としてい

半々だが︑コによれば﹁﹃行けば﹄など﹃lば﹄相当のも

る︒ところが︑井伏は﹁l パ﹂の熟ムロ形もまた一例も使っ

ていない︒順態仮定条件を表わすのに︑口語文法の仮定形

ゃ︑さては破格の己然形十パ(﹁ましたれば﹂)まで使っ

十パの他︑文語文法の未然形十パ︿﹁立ち退かずば﹂)

ている︒順態確定条件︑逆態仮定条件に使っている﹁ば﹂

も︑文語文法あるいはそれめかした誤用である︒古めかし

備後弁の発音上の特徴︑効立固化・長音化を捨象しているからではないかと恩われ

﹂
かたをするよとあり︑加茂町はキ・カの分布図に﹁フリョ l ル﹂﹁フリヨ l ル

では︑﹃降ってイル﹄︑﹃降ってル﹄とは言わない︑﹃降り﹄に﹃おる﹄をつけた言い

井伏はなぜ捨象したか︒ケには﹁﹃ばかり﹄を﹃ば!﹄と忠実に採録するに乙

実態を捨象して︑共通語または古態の語に直している乙とは明らかであろう︒

その他の音変化については略すが︑以上の例だけでも︑井伏が備後弁の発音の

部では﹁ドガ lナ﹂(ア)と長音化する︒

は︑備後加茂町では﹁とんぎゃあな﹂﹁どぎゃあな﹂(イ﹀と効音化し︑儀後北

井伏が﹁そんなに﹂と共通語にし︑山代巴が﹁どがあな﹂と写しているもの

の歌﹂(モデル地は術後北部布野村)との場合をくらべてみよう︒

.引んですがな︒叶刈叫叶言ひなさるな︒(朽助のゐ
いま楠叫しめなほし寸d
材は什三つの年から他人の銅升食うて十九の特サ拾わせてもろうたんでがん

る谷間)

すもの︑置いてくれるところが掛叶叶剖︑ど︼刈品川悦辛い辛抱もいとうまいと

井伏の﹁帯を﹂と山代巴の﹁わしゃ﹂﹁飯う﹂﹁年う﹂とを比較すると︑井伏

とある︒文学作品は全国の読者にわかる表現でなくてはならないから︑乙れももち

とによって︑かえって意味の通じなくなるのをおそれでの乙とかとみられる︒﹂

思うてのう︒(荷車の歌)
は語と語の熟合による音の靴りを写していない︒備後方言資料の用例から帰納す

たとえば︑﹁叫斗升っきょうおもうても︑叫叶剖つきゃあせん︒﹂(刈叫つけ

﹁荷車の歌﹂の方言を井伏式にすれば︑﹁それと申すのが︑私らは三つの年から

ては︑井伏文学の諮諺性は失なわれるのではあるまいか︒たわむれに︑先出の

山代巴の方言は読んでおかしくないが︑井伏のはおかしい︒方言べったりで写し

ろんある︒が︑山代巴式に近い写し方も可能なのだから︑乙れだけではあるまい︒

(樹同寸︒ア)のどとくである︒ところが︑井伏は作品中一例もこの熟合形を写

して規則的に働音または長音となる︒

ると︑前の語の末尾母音と助詞﹁は・を・へ(に)﹂は︑別表のように熟合同化

O

O

る︒音の靴りをどの程度写しているかという点から︑との作品と山代巴の﹁荷車

また︑動作進行態を井伏は﹁てゐる﹂としているが︑キによれば︑﹁中国四国

い物言いをねらっているようだ︒

j
o
:
i JU:i U:io:la

と熟合した形がでている︒備後弁での一語中の連母音同化の現象の一例である︒

と乙ろが︑文単位で見る時は︑必ずしも備後乙とばらしくない︒それはまず︑
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他人の飯を食ぺて十九の年を拾はせてもらったるのであってみますれば︑置いて

ガス﹂﹁でゴザン﹂﹁でゴワン﹂﹁でガン﹂など︑ていねいさに差はあるが︑実

は︑﹁でアリ

がな︒所訟はさういふことになるでせうがな︒﹂とでもなろう︒おそらく井伏

を選んで︑﹁でがす﹂の場合は凶例︑すべて終止形にそろえているのである︒乙

に多様な言い方がある︒ところが井伏は︑その中から﹁でがす﹂と﹁だります﹂

7ス﹂﹁ダリマス﹂﹁でゴワス﹂﹁でガンス﹂﹁でギャンス﹂﹁で

くれるところがありますなれば︑どんな辛い辛抱もいとうまいと思ったるのです
は︑ある種の語︑ある種の言い回しを際立たせるために︑発音表記の面は抑えた

れと関連して︑備後方一吉田にないと思われるす︿末詞﹁がな﹂をmm回使っている中で

は︑文表現としてみる時はっきりする︒

音韻面での抑制︑語実面での誇張が︑作品にどういう効果をもた'りしているか

ろえたのではないかと想像される︒

﹁ですがな﹂をロ例使っているのは︑﹁でがす﹂との字面の似寄りを意識してそ

のだろ・っと恩われる︒

そ乙で︑また語棄に目を移すと︑備後方言だけでなく︑共通語・古態の語・英
共通語表記のものには︑﹁また﹂とか﹁行く﹂とか︑備後方言も共通語も同じ

語を雑居させている︒
語のものも多いが︑山代巴式なら方言で書くと乙ろを共通語にしているものがあ
1﹂(イ)を﹁一晩中﹂︑﹁しんびように﹂(イ)を﹁丹

る︒先出の音の靴った一訟を共通語にしているもののほかに︑﹁けえさ﹂(イ)を
﹁今夜﹂︑﹁ょっぴて

﹁剖引吋走り疲れて死んだの叫叶引材︒の副詞﹁さぞや﹂は︑推量の言い方と

文法上の誤用を逆に利用しているものが︑まず目だつ︒

の愚昧を表わしたものと思われる︒﹁さぞや:::ぢやろか﹂を目だたせるには︑

りがよい︒乙れは古語の﹁もしや﹂と﹁さぞや﹂の使い方を混同するような︑朽助

呼応するのであって︑﹁か﹂を添えると呼応の法則が破れる︒﹁もしや﹂なら坐

古態の語には︑古語と造語とがある︒古語としては︑﹁したれども﹂﹁さぞ

念に﹂などとしている︒
や﹂﹁ましてや﹂﹁さては﹂﹁さやうな﹂﹁何たる﹂﹁ど﹂﹁ども﹂があり︑古

﹁走り疲れて﹂を﹁カケリクタブレテ﹂と方一一言にしてはならず︑共通語にする乙
とによって色を抑えているのである︒﹁針対ぽ綾子の親鳥が︑あとをつけて来て

活用の﹁なり﹂﹁たり﹂﹁まする﹂の奇妙さも目だっ︒たとえば︑朽助の家がダ
ムの底に沈む瞬間︑朽助は︑﹁乙れはしたり︑津波が来たるぞ︒ああはや駄目な

噛み殺したの叶吋社泊︒﹂も同様である︒

ネガナケラニヤ﹂(金がなければエ)など︑方言に異加強調の言い方はかな

量の意味の重複する語を累加させて︑朽助の愚かさを表わしたものである︒﹁カ

﹁ああはや︑立ち退かずばなる計叶でせっ叶がな!﹂は︑﹁まい﹂とつつ﹂と推

ゃうでがす︒﹂と叫ぶ︒場面の悲劇性にもかかわらず︑読者をふきださせるの
英語には﹁ツリト﹂﹁アイズル﹂﹁アグリi﹂があり︑初歩的単語を日本化し

りあるのだが︑﹁まい﹂の場合は︑備後弁では﹁ 71﹂と靴っても打消推量の意

は︑場ちがいな悠長な語を並べているからである︒
た発音 Kして泥くさくしている︒鴎外が挿入するドイツ語・フランス語の街学性

﹁眼鏡を脱ぎなさる﹂は︑修飾関係を崩したものである︒﹁かける﹂﹁はず

がな F﹂と︑デフォルメが一一層激しい︒

動詞﹁ああはや﹂と文語的な﹁ずば﹂の言い方とによって︑さらにひきたてられ
ている︒因みに︑﹁シグレ島叙景﹂では︑﹁得心ゆくものでは制対引討叶でせ引

味を保っているから︑井伏の操作によるものとみてよい︒乙の誤用は︑大仰な感

とは効果がちがう︒
互に別位相の共通語・備後方言・古態の語・英語を連ねる乙とによって︑その
落差の大きさが笑いを生んでいる︒
しかも︑備後方言・古態の語・英語は︑限られた語を選んで︑くり返し用いて

す﹂﹁とる﹂など定まった被修飾語をとるところを︑﹁脱ぐ﹂にすりかえること

いる︒誇張したものと言えよう︒たとえば︑井伏が﹁でがす﹂﹁だります﹂とし
ワンス﹂﹁でゴザリャンス﹂﹁でゴダリャンス﹂﹁でアリャンス﹂﹁ヂャリャン

ているものを︑旧福山藩方言ではどういうか︒アによれば﹁でゴザンス﹂﹁でゴ

によって︑意表をついたおかしみを出している︒﹁吾れの卯を寝とられたる 一
も
4
参

ス﹂﹁ヂャンス一﹁ダリャンス﹂﹁ヂャリマン﹂などがあり︑その他の備後方言に
ESEs
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だはで︑奇態な修飾関係にしている︒
﹁膝栗毛﹂のナンセンスからそう遠くないと見る乙ともできよう︒
っそ山鳥を食ったる時の方が︑まだ叶吋料引升 o引材叶吋刈dd川︑山鳥の
方が同じ一ぴきでもi
自対判制叶討対州制︒﹂では︑﹁うまからう﹂という判断と
﹁目方があ﹂るからという理由とは︑関係ない︒文頭に﹁それといふのが﹂と︑
いかにも論理的なもの言いをしそうな接続詞をもってきておいて︑あとで腰折れ
にしている︒朽助の不合理なものの考え方を︑二連文の関係を.ずらす乙とによっ
て︑ユーモラスに表わしたものである︒ただし︑味よりも目方を問題にするの
は︑当時の農民の食生活のせちがらさに根ざしたもので︑単なる駄酒落ではな
い︒せちがらさを真正面から訴えずに︑笑いにまぎらすのは︑井伏の照れであ
る
︒
﹁魔物は九尺からもある鯉に似てゐるかもしれませぬが︑鰻に似たるならばと
て所詮は魔物なれば︑その鯉といふのは︑いっそ五色の鯉ぢやろ︒﹂︒乙の文は
﹁が﹂﹁ばとて﹂﹁ぱ﹂という接続助詞で三回屈折しているが︑判断は不合理
で︑朽助の迷信深さが拡大されている︒乙乙では︑﹁所詮は﹂﹁いっそ﹂という
副詞の絶対話がクセ者である︒乙れは思考放棄のことばだからである︒副認の絶
ζの他﹁なんぼ﹂﹁なんぼうにも﹂﹁何うあっても﹂﹁総じて﹂などが

くり返し使われていて︑朽助の頑固さを出している︒﹁ああはや︑何たる事ぢや

対語は︑

ろ︒﹂など︑感嘆文の頻用も︑ひとりよがりの頑固を表わしている︒これらの磁
調︑連体詞を︑方言・古態の語にして目だたせているのに注目したい︒愚かであ
る上に頑固で︑一日一思い込んだら不合理でも迷信でも改めようとしないとなる
と︑救いがたい人間ということになるが︑作者がは朽助を冷笑的に扱っているだ
ろうか︒
﹁私らも︑あんたが流暢な湖卦剖斗什ところは︑またと見られんぢやろと思ひ
ますがな︒﹂の﹁乙く﹂は︑﹁パカ i コクナ︒﹂などと使う卑属語である︒乙乙
は︑﹁演説をしなさる﹂と尊敬語がくるべきと乙ろを︑敬語法を誤らせて︑彼の
愚昧を表わしたものである︒が︑それは片面である︒﹁利権擁護たらの演説﹂
﹁新しき闘争とかたら﹂が朽助の実情からいかに浮き上がった観念的なものであ
からだといういじましいものであることからもわかる︒﹁演説を ζく﹂は︑観念

るかは︑朽助がダム工事に反対する理由が︑谷を演されては山鳥が食えなくなる

性に対する朽助の無意識の批判を︑笑いに転化して表わしたものである︒田舎で

は︑講釈をたれるなどと言って︑観念的なものへの拒否反応は強いが︑朽助のロ

を借りた井伏の発想の基盤にそれがないとは言えないだろう︒また︑﹁演説を聴

﹁利権擁護﹂や﹁新しき闘争﹂の観念謡が︑朽助にとっては意味不明の呪文であ

く﹂でなく﹁見る﹂としているのにも︑神経が行き届いている乙とがわかる︒

る乙とは︑﹁たら﹂﹁とかたら﹂を添えることによって︑てき面に表わされてい

の姿を︑村人の嘆賞の中で確かめて︑自分のととのように喜びたいためである︒

る︒朽助が演説を見たいのは︑自分が子守りをし︑英語を教えた元の主人の立身

自分の生活権を守るために演説をしてくれるのだという乙とをのみとめないと乙

ろに︑朽助の面白は躍如としていて︑左翼系知識人の欠落部に対する批判も徹底
ζとを知

るのである︒乙れは︑井伏の観念性嫌いが︑庶民びいきに向いただけだろうか︒

している︒朽助の愚昧を笑っている読者を︑実は井伏が逆に笑っている

そうではなくて︑井伏は庶民の中に︑意外に純朴な細やかな心の動きを見て︑そ

﹁眼鏡を脱ぎなさると︑あんたは尚さらに汁外叶バですがな︒早う眼鏡をかけ

れを乙そ大事なものとしていつくしんでいるからだと思われる︒

とりなさいといふたら︒は吋材♂パ町︑私は乙れをかけてみたろ︒﹂︒面と向かって

て︑第二文でなだめている︒それでも間の悪さがおさまらなくて︑﹁したれど

醜男だというのは︑親しい仲でも失礼だろう︒図に乗って言い過ぎたと気づい

も︑私は乙れをかけてみたろ o﹂と︑前文とトンチンカンな方向 話をそらして
いる︒﹁みたろ﹂という舌たらずの物言い Kも彼の合震が表われている︒そもそ

も︑第一文で﹁アグリl﹂だと言ったのは︑主人九の敬愛をモロにぶつけるのが
4

恥かしくて︑わざと無骨に 言う︑田舎人の屈折した愛情表現を表わしたものであ
る︒その無骨さの中にも気兼ねは表現している︒﹁眼鏡を脱ぎなさる﹂が一つ︒

ナマの土地乙とば﹁ブシャ lクナ﹂のどぎつさを捨てて︑﹁アグリ1﹂という片

﹁私﹂に対する朽助の自っきは︑恋する者のそれを想像させる︒乙の作品には︑

言英語によるあたりの柔かさを取ったのが二つ︒これらの会話表現を通して︑

みずみずしい行情があるとあえて言いたい︒滑稽本のナンセンスには速いのであ

この例でもわかるように︑井伏が朽助の乙まかい心の動きを︑しゃべる過程の

る
︒

中に定着してみせている乙と︑どぎつい色をぼかす乙とがどんなに巧みであるか
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という乙とが︑明らかであろう︒乙れらの複雑微妙な心の動きは︑観念的説明で
はその粗い縞の呂をもれるであろう︒心理描写では︑乙の数倍の文言を要して︑
はたして捉えうるかどうか︒と乙ろが井伏は︑一はけで︑会話文の中に定着して
みせたのである︒
以上︑﹁朽助のゐる谷間﹂において︑方雪国で害かれた朽助の会話部の特徴的技
によって︑かえって古めかじい間のびのした語をひきたて︑さらに文法的破格を

法を見てきた︒その方法は︑土地乙とばの発立目通り写さず︑共通話的にすること
逆用することによって︑愚かしくもいじらしい朽劫像をイメージ化し︑観念的説
明や心理描写だ捉え切れないかすかな心の動きを︑一筆で描いてみせたものであ
た近代小説の流れの中で︑本流はリアリズム方言だが︑その対極に︑デフォルメ

る︒会話部方吾一回表現の工夫として︑成功したものと言える︒また方言をとりλれ
した方言の一様式を開いたものとして意義がある︒なお︑木下順二︑杉浦明平の
方法との比較は︑後にゆずる︒
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