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乙れらの作品においては︑いずれも︑先ず﹁疎開﹂の事実を押さえることから

釣に行ったV (﹁因ノ島﹂﹀

太一羽の錨凶は︑昭和二O年から二四年までである︒昭和一九年からニO年にか

笠が起こされている︒﹁疎開﹂は︑休筆後の作者に作品を者き起こさせる直接の

﹁二つの話﹂は︑乙れを形成する二つの抑話がいずれも︑敗戦直前の現実から

想的川力によって江戸時代へ遡行するという﹁丞話瓜な﹂物語になっている︒その

・一)﹁山峡風物誌﹂(昭二二て三)﹁白毛﹂(昭二=了九)などは︑語り手﹁

﹁二つの話﹂﹁杭向﹂﹁町村大字霞ケ森﹂昭一二・一一)﹁因ノ島﹂(昭二三

登山倒せず︑ストーリーを担う人物が﹁洋市出品﹂として提示されているにもかかわ

また︑﹁人山村大字間以ケ森﹂においては︑作者の分身を忠わせる語り手の﹁私﹂が

であるのみならず︑迫れの二人の子供もまた﹁疎開閉一主﹂として設定されている︒

二つの拘話の市川町と必然的な関わりはないはずなのに︑語り手の﹁私﹂が疎開者

私﹂の疎開中の見聞をつづった形になっており︑いずれも作品中に﹁疎開﹂の誌

らず︑乙の画家の条件づけは︑やはり︑﹁問問﹂者とされている

農村は︑しかし︑全くの無変化というわけではない︒変り難い股村の現実に︑

作者の姿勢ぞ維持させる力になっているのである︒

杭続的な視点から把握し︑そう簡単に変らない日本の現実を凝視するしたたかな

価値と少説方法の到来を信じて疑わなかった戦後派作家と違って︑戦中と戦後を

とは︑結果的には﹁敗戦﹂に一切の旧い価値観の防坊を読み︑﹁戦後﹂の新しい

よりも︑むしろ両者をつなぐモチーフに他ならないのである︒とはいえ︑このこ

材や小説肢別になっていない︒﹁疎開﹂の実態自体が︑戦中と戦後の断層を示す

都市からみた多くの以後作家たちのようには︑はなばなしく︑ドラマチックな題

作家独自の新たな出発の契絞となりえているのである︒それは︑戦争と戦後とを

敗戦および戦後休放を片田舎の民村という場所から見つめることによって︑乙の

を郷旦とする井伏にとって︑それが全く新たな初出の投入とはいえないにせよ︑

の現実にふれ︑そ乙から日本をとらえ直すきっかけになっている︒もとより︑福山

それでは︑このような政問小説の持つ芯味は何か︒一つは︑作者が︑山梨と広島

o この時期の作

が直接に提示されている︒そこまでの明確な用語はないまでも︑﹁追剥の活﹂(

品に︑﹁政削﹂の問題がいかに深く円以逃しているかうなずけよう︒

めてゐた︒事の起りは︑仲間村と地つ手つきの隣村部落に防関してゐる洋訂‑家の

人官村大字霞ケ森では︑ふとした間送ひどとで︑今年の一と夏︑部溶の中が探

﹁経筒﹂)

人私は郷里の生家に疎附して来てから︑留三郎といふ老人と懇怠になったV (

月氏宅の隠居所に疎開してゐたV ( ﹁二つの話﹂)

人昭和十九年五月二十八日から二十年七月八日まで︑私は甲府市外甲淫村の岩

っていない︒試みに︑作品の古き出しを引いてみよう︒

とはいえ︑疎開小説は︑こうした作者の事情の偶然的な反映という域にとどま

とこに初在したから︑その実体験の投影が考えられるわけであり心︒

梨県叩辺村に︑ニO年七月︑広ね円以加茂村町市松の生家に疎開し︑二二年七月まで

乙の百援の背立としては︑作者の災生活がある︒井伏は︑昭和一九年五月︑山

作者の疎開体験に廿巧ついた作品なのである︒

昭二一・九)﹁柄本屋﹂(昭一二・一一)﹁絞只者の邸﹂(昭二三二ハ)なども

であマ何事実があげられる︒

乙の時期の舛伏文学の特色といえば︑第一に︑その大半が疎開に取材した小説

になる︒

けては︑井伏はほとんど作品を発表していないから︑実質的には二一年四月発表

視点椛造

育
成

契絞になり︑ストーリー展開の程火になっている︒乙の事実は見過ごしがたい︒

そ

原

人私は民島照の田舎に疎開中︑因ノ烏の中田開師(仮名)の招待で乙の烏へ魚

日
本

の
の

の﹁ニつの話﹂﹁終筒﹂を皮切りとする︑戦後の井伏の小説を検討していく乙と

一
、
奇問によるのであった︒ V (﹁品目村大字宮ケ森﹂)
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ならない︒﹁牧村大字霞ケ森﹂では︑疎開画伯の﹁野外スケッチ﹂が池の魚介の

わずかながらひびを入れ︑新しい風を起こすのが︑﹁疎開﹂のニつ自の芯味に他

で︑﹁︑遅まきの仮員者﹂として登場してくるのを思えば︑復員者のモチーフが作

た銑後の不幸が拙かれている︒﹁貸間あり﹂(昭二言・八)のヒロインユミ子ま

き所なく家出する︒﹁山峡風物誌﹂においても︑ほぼ同様に︑戦場の不幸に加え

﹁追剥の話﹂や﹁白毛﹂の場合のように復員者の忍も見られないではない︒し

者の中にどれほど深く巣食っているか︑うかがい知られよう︒

病﹂をなくすための﹁勤労作業中﹂の学室二人の質問が﹁挺身隊員の不興を蒙った﹂

では疎開者と笠なるわけだが︑もと共同休の成員でありながら︑いったん変化し

かし︑多くの羽合は被告者である︒民村共同体に対する外からの闘入者である点

ヂオ﹂から新たな一騒動が起乙る︒﹁二つの話﹂の発端は﹁乙の地方特殊の風土

泥棒と思い違いされて一騒ぎあり︑また︑彼が好窓で昔年団に貸した﹁短波のラ

と乙ろにあるが︑それは京京育ちの二人が﹁文化映五﹂の話を持ち込んだからで

た秩序にとっては余計者・厄介者である点で︑いっそう深刻である︒知るべき人

ある︒﹁町村筒﹂﹁因ノ烏﹂における疎開者﹁私﹂は︑乙れほどきわ立った役割は
果たさない代りに︑疎開者であるゆえに段村やおの人間関係や限白をトータルに

問が帰れぬ悲惨さに︑戦争の非情が強く打ち出されているのである︒

て宇一ねえるわけではない︒つぎには︑こぼれた作品もあわせつつ︑初点の問題に

日開小説・復員現物語という片付色は乙の時期特有のものだが︑これだけですべ

対象化しえている存在である︒
乙の時期における特色の第二は︑かなり多くの作品が︑ね只者の問題符紋り込
それがもっとも明確に打ち出されているのは﹁筏只者の噂﹂である︒

んでいるところにある︒

然点を合わせて全体をとらえなおしてみよう︒

主人公即﹁私﹂の視点と見なすことができる︒甲府疎開の事実と物語作家という

んでいた︒この作品のストーリーをつむぎ出すのは﹁私﹂の行動と叙述だから︑

もっとも︑﹁二つの話﹂は︑敗戦前夜を小説の始発とし︑政聞のモチーフも合

物小説﹂である︒

件以後を表似する二つの特色から送ぎかっているのは︑時代物︑井伏のいう﹁留

乙の小説では︑口頭に︑つぎの叙述が提示される︒
時一までに臨死公報のあったものが十二名(そのうち二名復員)︑臨病死二名︑

八乙の部落では︑出判事嬰がはじまって以来︑一ニ十一名の社丁が役割出され︑政
戦俗で片輸になったもの二名である︒無事に筏員したのは十名あまりであっ
た
︒V

点では︑きわめて作者に近い語り手の設定である︒乙の﹁私﹂は栄三・弁三とい

さりげない叙述だが︑戦死︑戦病死︑戦傷の数字に目を止めただけでも︑乙の
小さな回会村に戦争がどれほど大きな影を落としたかがうかがい知れる︒だが︑

乙こには︑戦災と軍国主義にいためつけられた二人の子供の救済の願いが托され

う子供とともに敗戦前夜ともいえる現実から︑一日目には江戸時代へさかのぼる︒

ていた︒新井白石に会って飛行機の製法を教えるという子供たちの歩も︑そこに

る者にも︑戦争がどのような打撃を与えたかを追う形をとっている︒
なかでも︑もっとも深刻なのは︑水車屋のエピソードである︒乙乙の箆は︑部

﹁私﹂は︑民民とともに狩り出されて﹁殿様の央方﹂が﹁述歌をつくるのに邪魔

品川一ねられていた︒けれども︑多は無残に砕かれたばかりか︑子供たちともはぐれた

作者はそれを声高に強調するのではなく︑むしろ一見﹁無事に筏員した﹂と見え

落中で﹁一ばんながいあいだ戦地に行ってゐた﹂うえ﹁敗政になる三年前に戦死

な蛙の引を封じるために﹂︑一晩中竹竿で沼の水面を打つという滑稽な愚行をや

の公認が来﹂た︒﹁出征平人泣家族の校時的な婦人﹂という評判をとったその妥
した答の前夫が帰ってくる︒析しい夫は持物もまとめず隣村へ帰り︑前夫は﹁大

も︑ようやく隣村の﹁戦侶者﹂を新たな夫として迎える︒ところが︑そ乙へ戦死

惨伯たる結末を迎えた﹁私﹂は︑二人の子供とともに今一度桃山時代への遡行

らされる政日になる︒

明争はめでたく復
型に無口﹂になり︑何一つ仕事をしない人間になってしまう︒ m

るという闘いがこめられている︒首尾よく探裂の域内に奉公できたものの︑大奥

を試みる︒乙乙にも︑秀吉に会って当時の政治を﹁代議制度にするやうにすすめ﹂

という﹁無細工﹂な結果に陥る︒

で失態を泊じた﹁私﹂は新首を免れる唯一の便法として︑立もない女と結婚する

員した人聞にすら︑外似のみでなく︑とり返しのつかない心の日手を与えたので

﹁橋本屋﹂の長男も﹁戦死したと公報で仰でりれ村葬にもされ﹂た後に復員し

ある︒

てくる︒しかも︑そのときには﹁阿漏な﹂村の顔役に妥を奇われており︑身の毘
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こうして﹁私﹂が過去に托した歩はすぺて絞れる︒底辺の民衆に交った第一の
栢話でも︑支配府の中に九討を白いた第二の括話でも︑結局﹁私﹂は桔力の支配紋
杭に翻弄されるほかはなかった︒封建休制下の二つの過去は︑井伏の仙の﹁磁物﹂
がつねにそうであるように︑当時の軍国体制の象徴であり︑担論である︒
乙れと関わって︑井伏は︑﹁怒川 V﹂(昭二ニ・一二)において︑徴用されて赴
いたマレlで︑司令官山下奉文に比一副な乙とから叱立された有名なエピソードを
叙している︒
人山下氏は池川駄を踏み﹁徴用只も軍人だ︒宣告式をすませた上は軍人だ︒
軍人は円俗が大事だ︒無何者︒のそのそして︑その態度は何だ︒これだけ云

いうのは︑作品の自立性が不十分といわざるをえない︒また︑自在な想像力の阻

づまればふたたび現代に逃げ灼るという逃避に帰結している似きもある︒間利が

伎が︑結果としては限前の軍国主義の現実から辿去の時代へ避難し︑過去で行き

ているのである︒二つの話のいずれもが中絶してしまっているのも︑その原因の

根本的な力を持たず︑一辺りの郎総に終始して﹁立話以な﹂作品になってしまっ

大本は︑混乱した以後の羽突を前に︑作者に十全の方向が見えて来ず︑以前の手

法を踏裂しながら︑手さぐりしていた事情がからまっていよう︒

﹁花助﹂(昭一二・五l六)において︑作者は︑二つの時代に足をかけた視点を

笠恕して︑江戸時代に限定し︑宮土川の流刑地波高島に焦点を合わせる︒全体と

一応作者ω叙述に統一しているのである︒それによって︑﹁不凶した岡山ひっき﹂

を基調としている︒中に︑花助ほか四人の男女の囚人の内蒜話を取り込みつつ︑

に始まった﹁生刻ー怯みの令﹂が幅を利かす時代にあって︑民には苛酷に法を押

しては︑作者が直接には顔を出窓ず︑客観的な叙述を進めていく中立的全能視点

しなかったが︑ちゃうど上等兵が新兵を叱りとばすときのやうに︑一間賠だま

っても︑わからぬか︑わかったか﹂と怒鳴った︒私は一度に途方にくれ︑た

をまる出しにした形相と静舌で︑ながながと私を叱りつけた︒ときどき私は

mする﹂とか﹁御国の震﹂という一一一日いまわしにも釘われるように︑乙の設定は
にM

しつけ︑自らは平気でそれを絞っていく権力の机訟が恭き出されている︒﹁誌死

だ許してもらいたい一心で﹁はい﹂と答へた︒山下氏は私を腐ることだけは

﹁はい﹂と答へてゐたが︑その自分のなさけない合は私の長男のか一にそっく

えられ︑役人の﹁小細工﹂を無効にする庶民同士ω思いやりも拙かれている︒他

このような休制に対して︑﹁下々のものは至って劫が鋭い﹂と民衆の知忠が称

回に過さない日本街闘の州政とおき合っている︒

法等の忍法に辺い︑米児における﹁大奥控﹂によるこのおの消滅は︑もともとお

明らかに戦時下の日本に丞ね合わせられている︒﹁生知憐みのムリ﹂は︑治安維持

りであった︒私が長男を叱りつけるとき﹁はい﹂と云ふその院である︒さう
思ふと尚さら私はなさけなくなった︒ V
乙の休験は﹁二つの話﹂のクライマックスにほぼそのまま取り入れられている︒
八よく駄々っ子が泣き咲くときのやうに地引駄を踏みながら喚いた︒

方では︑しかし︑﹁密訴﹂して他人に非を若せる民衆の分裂︑﹁殺生 ζとの災行

﹁知山者め︒武人は︑別儀が大切だoZ紀を丞んずる乙とが︑大切だ︒それ
を知らぬか︒:::︿中略)

らある︒しかも︑作者はいわば腕曲に﹁毘へて普いた﹂と断っているにもかかわ

ないので﹁武士は作法が￨l﹂といふやうに毘へて容いたVという作者の自注す

たが︑結果は思わしくなく︑思わぬ事故のために帰国が返れ行き倒れになってし

な年貢﹂の取り立てに追いつめられた﹁喰ひつなぎ﹂のためのお余の一銭であっ

中立的全能視点の叙述になっている︒追路に出る乙と自体が︑﹁不作﹂と﹁苛烈

出た﹂虎松の日誌と代官所の記録に拠りながら︑全体として︑﹁花助﹂と同じく

﹁虎松日誌﹂(昭二四・一)もまた時代物である︒究政の頃﹁四図一心路の旅に

かえって戦時下の日本の縮図を忠わせ︑効呆をあげている︒

以上のように︑﹁位助﹂においては︑時代を限定し︑空間を特定したために︑

の深さ﹂を国自がるという民衆に内在する非の指抑も忘れられていない︒

私はまた怒鳴られるのをむ成して﹁はい﹂と答へた︒ところが﹁はい﹂と云
うた私の的色が︑恰度︑耕左が私に叱られて﹁はい﹂と泣引で答へる日にそ
っくりであった︒私はそれが情けなかった︒ V
秀次が﹁地山駄を踏﹂むようす︑そのム口詞︑すべて山下をふまえている︒乙れ

らず︑作品の実際では︑﹁武士﹂ではなく﹁武人﹂と怠れたうえ︑﹁政儀﹂﹁寧

まう︒しかも︑その所持品を郷里へ送り回けたときには︑苛酷な制度によって︑

ハ
注 1V

については︑人何百年も前の禿次が﹁軍人は円必が￨￨﹂と云つては恰好がつか

乙には将軍山下への文学による彼自が果たされている︒一斉次は山下のパロディで

紀﹂という軍用語がむき出しに使用されている︒自注は作者独得のとぼけで︑乙

奥国でのたれ死にをしたうえ郷里で﹁院外の人間﹂にされた虎松に︑戦死者・

虎松は﹁限外の人間になってゐた﹂のである︒
とはいえ︑このような作者の休駁を照会してはじめてその企図が理解できると

あり︑過去の時代の拍写は︑軍人社会の調刺なのである︒
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はどこまでも一つの読み込みであって︑作中には直接の手がかりは与えられてい

復員者物語と重なる契機を読み取る乙とができないわけではない︒しかし︑それ

で︑留三郎の相談に釆る乙とはあっても︑花岡とは直接の交渉を持たない︒﹁柄

が痛めつけられる話である︒語り手の﹁私﹂は︑もっぱらこのいきさつの聞き役

﹁紹筒﹂は︑問屋の花岡の暴挙によって︑留三郎およびその迎辺の善良な庶民

本区﹂も︑戦後の成上り者である大瀧にいじめられた政松じいさんが﹁身銭を切

ない︒しかも︑﹁援物﹂は戦時のと調刺して有効ではあっても︑戦後の契棋は正
面からは登おして来ない︒

い︒叙述も︑日間十者初点を基本としつつ︑部分的に全能税点が組み合わせられ︑

同様︑庶民を圧迫する者への反感はあっても︑直接削の中に入っていく乙とはな

って﹂抵抗する話である︒﹁私﹂は橋本屋の泊り客に過ぎず︑﹁紅白﹂の場合と
これに対して︑現代物のほとんどは︑戦後の世相をとらえている︒

をとっているだけに︑作中人物九の好一尚一山ω感悩がはっきり捉一不在れ︑また︑多少

ただ︑客制化といっても︑中立的全能訓点の作品と只なるのは︑﹁私﹂の祝点

も︑乙の系列に入れてよい︒

容叫化が図られているのが二作品に共通している︒﹁普門院さん﹂(昭二四・五)

乙の時期の現代物の机点も︑大きくは︑中立的初点と﹁私﹂の祝点とのニ系列
より成っている︒
中立的全能訓点の作品のうち︑﹁追剥の話﹂と﹁復只者の培﹂は︑作中人物の
お喋りを兆一剖にしている︒前者は﹁旋殺到先捉災緊急丘山﹂における村人たちの
談話を筆記したものであり︑役者は︑村の一人の後日誌のお喋りを並べた形になっ

主人公即﹁私﹂の視点になると︑この傾向は一日以者になる︒乙の祝点では︑

﹁私﹂は主人公として笠坊し︑作中のドラマの反凶の中で︑はっきりした役割を

ではあっても︑被告者ω人物と﹁私﹂が共感そ持って結びついている点である︒

担うからである︒﹁宙物﹂のコ一つの話﹂もすでにこの視点をとっていたが︑以

ている︒三人称による客知的な叙述の形態が一回別限なのは﹁山村大字日ケ森﹂
あり﹂では︑安アパートに焦点をすえ︑そこに出入りする多くの人間枚以を描く

後の現代物では︑﹁引越やつれ﹂がその皮切りである︒乙れは︑下宿巡が辺く︑

であり︑乙の初点の強味がよく生かされているのは﹁貨問あり﹂である︒﹁公印
ことで︑戦後の風俗を浮かびあがらせている︒ストーリーの中心になる人物を限

としつつ︑その中に︑乙のアパートを出て田舎に帰ったお千代の手紙︑お千代の

前者は烏に︑後者は渓谷に︑﹁私﹂が釣りに行って出会った出来事が拙かれてい

﹁因ノ島﹂︑﹁山政風物誌﹂も︑また︑主人公即﹁私﹂の祝点をとっている︒

陥はあるもωの︑語り手ω ﹁私﹂は︑同時に主役の休刊以者とし一﹂丞なっている︒

羽前さんぎん下宿放浪した生活を︑以後の時点から回恕し℃いる︒同恕によぷ距

定してきたこれまでの三作と追って︑主張人物は校数であり︑祝点は︑それらの

自殺を知らせるその家人からの手紙︑仕事で地方へ出かけた五郎の手紙︑その五

人物の聞をほぼ均等な距臨を保って行き来する︒しかも︑全能視点の叙述を基本

郎の手記などを絞り込んで︑複雑な椛成になっている︒部分的に︑主創的な﹁私﹂

る
︒

役者は﹁ヤマメの白山﹂である﹁仙境﹂に﹁生き苦しい﹂戦争の俗跡がある事実

とはいえ︑前者の出米事は聞や博打の捕物に﹁私﹂が巻き込まれる話であり︑

の祝点を生かしつつ︑全体として中立的全能祝点による客釘叙述で統一している
中立的全能視点は︑公平で客知的な状況把担にすぐれている︒事実として︑こ

るわけで︑これらの作品においては﹁私﹂は形式上の主人公に過ぎず︑多分に目

を﹁私﹂が知らむれていく形になっている︒ストーリー民間の主要人物は別にい

のである︒
れらの作品でも︑戦後の人同校おと風俗の悲符削を余裕をもって照らし出してい

取者の位白を降り︑鍔ム口を担う人物として︑戦後の﹁典型的な暴力﹂を只現して

に立っている乙とは念を押すまでもないが︑こ乙での﹁私﹂は︑もはや完全に日

ところが︑﹁白毛﹂に至ると事情は一変する︒これが︑主人公印﹁私﹂の祝点

撃者の性格ぞ成しているのである︒

る︒とはりえ︑他方では︑ともすると傍知的な傾向に陥りやすい︒﹁貸間あり﹂
における一人称視点の織り込みはこの弊に対する一つの対処であったと思われる
が︑それでも︑なお︑作者と作品の問には大きな距離があり︑そ乙から風俗小説
このような問題に対し︑作者は︑別に︑一人称視点の作品を用芯している︒﹁

いる二人の昔年と対決せざるを得ない政目に追い込まれる︒しかも︑そ乙で﹁私﹂

への傾斜が生じている京宍は否定できない︒
私﹂が状況を見きわめ詰る形だが︑これにも︑厳密に言えば︑目撃者としての祝

これまでは︑三人称の中立的祝点の拐合はもとより﹁私﹂の祝点をとった場合

は否応なく︑乙の﹁暴力﹂の唯一の被害者となる︒

目的牛者﹁私﹂の祝点を五本としているのは﹁担筒﹂と﹁杭本屋﹂である︒

点と主人公としての視点とのニ知がある︒
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の加害者でも被害者でもなかった︒被害者としての庶民への同情はあっても︑

の真率さによく表れている︒

にも︑﹁私﹂と作者の問に大きな蕗差はない︒その怒りの強さは︑何よりも叙述

﹁白毛﹂における感情の吐露は︑しかし︑突発的なものではない︒表面的には

すら︑﹁私﹂は目撃者の妥索を得びていた︒﹁私﹂は劇の主要人物でなく︑直接
﹁私﹂との悶に一定の距離が保たれていた︒そ乙に︑たとえば太宰文学とは違う

流れていた要索なのである︒たとえば︑﹁紹筒﹂においては︑﹁私﹂に托して︑

特高上りの問屋に対する﹁何とも云へない不快な気持﹂が拙かれ︑﹁栃木屋﹂に

客観的な越を見せていた戦後の他の作品においても︑よく吟味すればその奥底に

だが︑﹁・臼毛﹂の﹁私﹂には︑傍観的な余地は全くない︒﹁軍服ズボンの古手﹂

おいても︑同程の人間に対して﹁立に横暴だ﹂という怒りが明示されている︒戦

弁伏文学の客観位があり︑井伏特有の余裕も笑いもそこから生じていた︒代り

に﹁氷色の垂らしワイシャツ﹂という︑戦中・戦後を野合させたようなスタイル

やつれ﹂﹁貸間あり﹂にも︑笑いのベ l ルを放って表明されている︒﹁白毛﹂に

争使采者がさらに戦後に成り上がっていく乙とへの悩りは︑﹁追剥の話﹂﹁引越

に︑・太宰の持つ痛切さ・哀切さにほ速い傍観的傾向があったととも杏めない︒

の二人の青年によって﹁私の心づくしは散々に踏みにじられ﹂︑﹁羽がひじめ﹂

かりでなく作中人物に対する﹁私﹂の隊怒感がはっきり描き出されているので

ん婆さん﹂(同)においては︑主人公叩﹁私﹂の観点が実質的に貫かれているば

火線にもなっている︒﹁白毛﹂に引き続く﹁満身捷的﹂(昭二四・一 O
) ﹁爺さ

おける感情の燥発は︑こういう傾向の一つの結節点であり︑乙れ以降の作品の導

にされたうえ︑﹁暴力﹂で白毛を抜かれる︒﹁私﹂は否応なく︑決定的な被害者
になったのであるつ
乙の作品において︑﹁私﹂の憤沼がストレートに︑それも絞り返し叙述されて
いるのも注白に値する

点を取り合わせているわけだが︑全体としては一つの勤きが見て取れる︒それは

以上のように︑戦後の井伏文学においては︑三人称中立視点ー一人称﹁私﹂の視

ある︒

︿乙の事件は︑いつ思ひ出しても不快である︒(中略)谷川を見るのもいや

A その顔つきが何の感興もなさそうに見え︑反って私は憎らしく思った︒v

の視点においても︑﹁私﹂の立場の強調と主却の吐路が次第に強くなっていく傾

中立祝点の作品では語りや手紙による一人称の主観の抑入が漸時多くなり︑﹁私﹂

る乙とがある︒何ともいへない不快な記憶である︒ V

人しかし渓流の釣を忍ひながら︑私はよく不快な記憶に腹立たしくなって来

よりも一箇月ばかり早く東京に出た︒ V

は﹁山淑焦﹂で確立し︑校一1以降一貫した姿勢によって︑無言の抵抗を示してき
たという立論すらみられる︒しかし︑﹁山級点﹂の岩屋をすぐさま戦争批判に結

中・戦後を遇して変らないという事実である︒乙乙から︑たとえば︑井伏の世界

多くの井伏間二論が共通して指摘することの一つは︑井伏の姿勢が︑戦前・戦

以上の分析を︑井伏文学の全体的な流れの中で位置づけてみよう︒

向である︒乙のように︑井伏における情念の復活を指摘できるのである︒

だといふ対持と︑谷川の音をきくのもいやだといふ勾持で︑私は大陸の設定
八 そ の 問 ( 疎 開 生 活 の 期 間 H筆者注)に私的な乙とで一ばん不愉快であった
のは︑自分の白毛を抜かれたこの出来事である︒ V

v

人思ひ出すたびに肢が立つ︒

人無益知的むの手癖であるとはいへ︑この手癖を私に桓ゑつけた青年が忠ひ浮
かんで来るのでいまいましいV
ほかにも︑﹁こいつも冷酷強慾な男にちがひない﹂﹁口惜しくてならないが﹂
乙の作品における語り手の﹁私﹂のすぺてを作者井伏に結びつけるのは早計で

といった憤りの吐露がある︒

本一机の飽図を踏み越える乙とになるが︑視点に焦点を絞って︑このことを吟味

びつけてよいのだろうか︒また︑井伏は︑以時中︑ほんとうに少しも変っていな
いのだろうか︒

あろう︒結びで︑﹁つい手の指を頭の毛に悶って髭の毛を引き抜く﹂﹁私﹂の﹁
手癖﹂を叙述する作者は明らかに﹁私﹂に笑いの目を向けている︒﹁私﹂自身す

象も庶民の世界だといってよい︒庶民とは︑乙の場合︑支配される人間であり︑

井伏の出発期においては︑視点人物は︑総じて一介の庶民であり︑拾かれる対

してみたい︒

ら︑﹁誰に訴九ても一笑に附されるかもしれない出来事である﹂乙の体験の一回
の滑稽さを認めてもいる︒
にもかかわらず︑疎開先とその期間などにうかがわれるように︑﹁私﹂の体験
は︑ほぼ作者のそれに合致している︒﹁平和らしい山村風景﹂を乱す者への怒り
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自然︑それ以上に松力によって被害者となる人々である︒﹁朽助のゐる谷間﹂(
昭四・一ニ﹀の朽助︑﹁炭錨地帯病院﹂(昭四・七﹀の少女︑﹁生きたいといふ﹂
(昭五・四)の労仰者とその妥などが︑その代表であり︑いずれも虐待される庶
民の悲削でないものはない︒乙の悲削を見つめる祝点人物として︑多くの拐合︑
訂り手の﹁私﹂が登場する︒乙の﹁私﹂は︑たいてい物詩きである点で作者の瓜
貌に通うとともに︑その貧窮の状況と叙述ω心的において︑基本的に庶民に同じ
ところが︑戦時に近づくに迫れて︑視点に変化があらわれてくる︒その皮切り

立場に立っている︒
は﹁さざなみ軍記﹂(昭五・五i 一三・四)である︒乙の作品の語り手﹁私﹂は
平家の武将であり︑支配する仰に立つ︒
もとより︑乙の若い主人公は︑はじめ﹁私は兵変といふものを脱思する﹂と言
い切り︑家来を自分の身代りとして犠牲にしながら﹁平家一門のため﹂という廷
前にすりかえる父に対し﹁私はかういふ誤訟を伯む﹂と別総な批判を加えねてい
る︒また︑﹁土民﹂の一少女と恋変をし︑それを﹁今は私は私述の階級以外の人
から厚訟を示してもらいたい﹂とすると乙ろに︑庶民との一体化の悶望が諮られ
ている o前者の例に︑当時台頭してきた国家主義に対する批判を読むことも︑後
者の例κ︑その対抗勢力としての左翼運動との接点を確かめる乙とも誤りではあ
L

まい︒

それにもかかわらず︑彼の軍勢は︑無事の﹁土民﹂たちを痛めつけ︑その家屋

マ匂

を焼き払う︒しかも︑﹁私﹂自らが︑軍兵を前にして︑﹁正義のいくさに出るは
このときである︒われらの敵は︑長くも一天誌潟の君を波路はるかに筑紫に流し
奉った︒﹂﹁われらはこれより錦の御抗をすすめて行かう︒村かけて︑われらは
鈎の仰伐を奉じてゐる︒﹂といった﹁訓辞﹂をするに至る︒
突のと乙ろ︑﹁私﹂は︑肢は源平の﹁私悶﹂であり︑しかも︑それが民衆に災
厄をもたらす他の何ものでもないことを知り抜いている︒それでいて︑敢えてこ
のような虚偽のアジテ lションを加えるのである︒もちろん︑乙のときの作者が︑
や発想があまりにも戦前・戦中のそれに酷似しているのを見れば︑かえって︑背

全面的に語り手﹁私﹂に一体化しているとは限らない︒乙乙に伎われている用語
後に時勢に対する作者の隠された榔捻が潜在していると思わなくてはなるまい︒
しかし︑そうだとしても︑嘘と知りつっこのことばを拐言する﹁私﹂は最初の父
の虚伯の立場と宝なってきて︑もはやそれを批判する資格を失っているというほ
かはない︒

ハ
3v

作者は乙の作品について﹁戦乱で急激に大人びてゆく主人公の姿を出す計図﹂

をたて︑そのために数年おきに書き継いでいくという特異な手法をとっている︒

しかし︑﹁成長﹂とは︑究極において︑純粋な批判者から︑虚偽と知りつつその役

4M

割を引き受ける立場への悲しい成熟であったともいえるのではないか︒また︑﹁

かたがあるが︑乙乙では︑作者自身が現宍に対して一定の役割と責任を荷う長男

円

長兄(家長﹀の文学﹂としての森鴎外に対し︑井伏を﹁次男坊ω文学﹂とする見

の立場 次第に接近しており︑しかもその変貌は︑語り手﹁私﹂の矛盾と悲忍削

もとより︑乙の作品はコ問中記﹂であるにもかかわらず︑当時盛行していた武雄

から完全に解き放たれていたとは‑一一口い切れないのではないか︒

談・戦立回目拐の文学とは︑はっきり異質である乙とを確認しておかなくてはなら

ない︒さらに︑﹁民衆といふもωが一ばんよく世ω動きぞ感じる﹂という基本的

は︑同時に源氏に圧倒される被害者であり︑やがて滅亡していく宿命ω笠さをか

な民衆信頼も見逃せない妥おである︒何よりも︑民衆に対して加害者となる﹁私﹂

る
︒

かえている︒こω二主性︑根本的な悲削性が︑乙ω作品ωリリシズムそ支えてい

ところが︑﹁多甚古村﹂(昭一四・一 l七)になると︑乙の悲間出が薄れてく

る︒のみならず︑こり主人公は駐在巡歪である︒末端とはいえ支配ρ側ω下部機

株にすわる人聞を視点人物としたとき︑この作品ω忍調式日がこれまでとは変化し

たとえば︑この巡査り日記には︑﹁乙ω非常時にガソリンを活用し︑無卒の同

ている事実は否定できない︒

胞やむ官を打関した界は決して軽くないのである︒﹂﹁私は彼を本者に連行しよ

うかと忠ったが︑国家非常時の際に小さなおに乙だはると却って民心を妥紛さす

s
ハ
u

﹁国家非常時﹂をはじめとする戦時体制ω用語が︑巡査ω拾位を支えるものとし

ものと考 て︑私ω事務所九一辿れて米た︒﹂といった文一一一口がよく見交けられる︒
てストレートに打ち出されている︒

もとより︑乙こから︑ただちに︑巡査すなわち作者だとする杉浦氏平氏の一批判

はいささか単純のそしりを免れない︒乙れは一程のカ今ラージュ︑作者のアリ

とはいえ︑それを認めても︑なおその先に問題が残る︒たとえば︑﹁一月九日﹂

バイづくりと見ることもできるからだ︒

における百姓と運搬入とω ﹁妙な附一略﹂の処置がそうである︒客観的に見れば

地同士ω眠時﹂と判断している﹁私﹂は︑その事情を察しているはずでありなが

百姓にも言い分があるように︑注搬入の主張にも担がないわけではない︒﹁片芯
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ら︑百姓の肩を持って一方的に速搬入を責めていく︒運搬入の言い分に耳を傾け
び込んでいるのが問題なのである︒親方の弁明を閲いて運搬入を﹁何ぢゃあ︑気

のは当燃であった︒乙れらのほとんどが︑ふたたび被支配者・被害者の側の視点

であった︒乙乙から︑直接に戦後に取材した現代物が数多く舎かれる乙とになる

機までは合み込めたとしても︑戦後社会の様相を全面的に描き出すのには不十分

とはいえ︑﹁花助﹂の系列の作品は︑戦時の戯画を主流とし︑たとえ敗域の契

被支配者の視点で統‑されている乙とにも一一回ω根拠がある︒

遣ひ紐か﹂と片付ける反応にも︑差別意識が如実に露出してきている︒﹁多甚吉

に立っている事実は注目に値する︒乙ω祝点によって︑都市型インテリならぬ庶

なかった乙とのみが不当なのではない︒その措置に︑﹁片翰﹂という偏見がしの

村椅造﹂における自転車泥棒ω ﹁鮮人﹂に対する目も全く同様ω箆祝感覚に貫か

民の戦後の様相が確実に定者されているのである︒

しかし︑被支配者内部の話も︑庶民の側ωみに安住し︑それが根本的な否定者

しかも︑これらの場面では︑これを叙述する作者に︑乙ω巡査ω視点を越える

れている︒
配慮は感じられない︒﹁さざなみ軍記﹂には︑まだ残されていた︑抑圧された人

後社会のリアリティの把握に乏しく︑逆に現代物においては︑身返な﹁検暴﹂者

・抑圧者を持たぬときには︑単純な菩劇に化し︑しまりのない風俗描写に堕す傾

向がある︒もう一つの問題は︑﹁留物﹂では権力ω格治を鋭くとらえる代りに戦

間ω痛みを感得する文体は︑ほとんど影をひそめているのである︒

ω視点で叙述を進めてい

o巡査

くうち︑作者自身も︑われ知らずそ乙に乗り上げてしまっている︒もちろん︑駐

を抽出しても︑その背後にある権力と支配構造ω別扶にはなりえないジレンマに

乙れは︑‑言にしていえば︑支配ω視点である
在巡査という位置が端的に物語るように︑視点は︑決して支配の頂点にあるわけ
ではない︒しかし︑当時ω庶民一般にも共通したことだが︑結果的には国家芯識

ある︒

あった︒乙れはまた︑総じて︑戦争とそれを推進した支配体制を徹底的に批判し
た戦後文学が︑近隣にいる H近くの敵 uwを描き出せなかった乙とと裏腹の関係に
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・体制感覚に吸収されてしまっているというほかはない︒﹁作者の手つきは恐し
会的と評された﹁花の街﹂ですら︑﹁日一那﹂の視点の持つ襲さが十全に払

えたところに﹁遥拝隊長﹂(昭二五・二)が登場してくるといえよう︒乙れは︑

ふたたび本稿ω枠組から踏み出す乙とが許されるなら︑乙のジレンマを乗り越

以上ωように︑戦争の進展とともに︑井伏文学においては︑多少の例外はある

造を持っている︒とりわけ︑主人公岡崎悠一は︑加害者であるとともに最大の犠

庶民の立坊を基本にすえつつも︑支配と被支配︑加害と被害を錯定させる室岡搭

拭されているとは一吉い難いのである︒

の視点へ重点が移動しているのである︒

にせよ︑全体的傾向として︑被支配者・庶民ω祝点から︑次第に支配者・﹁旦那﹂

牲者であるという二重性を一身に兼ね備えた人物である︒戦中の傷ω後遺症によ

統一的に把握する視点を十全な形で獲得した︒ちなみにいえば﹁黒い雨﹂ハ昭四

乙の作品によって︑はじめて︑井伏は︑戦中・戦後を貫き︑支配層と被支配層を

る発作という設定によって︑戦中・戦後という時間の二重性も保持されている︒

0 ・一￨四一・九)も︑また乙の延長一線上に誕生するのであれ ω

内 v
9

確かに︑井伏の客観志向は強固である︒また︑彼は︑自己絶対に酔う文学寄年

している事実は︑すでに確認してきたところである︒

痛感するゆえであった︒戦後においても︑﹁屈託﹂や怒りの情念が一貫して伏流

てくったくのないやうに﹂をモットーとしたのは︑むしろ時代の大きなな不幸を

初期の井伏は︑もともと﹁くったく﹂を器調としている︒戦中の井伏が﹁せめ

いない︒

井伏が﹁叫ぼうとはしない﹂作家どいわれるのも︑ほんとうの意味では当って

の視点を回復するかの検索に始った︒﹁二つの話﹂が︑庶民の側と支配者の側か

入れている乙とに一つの由因がある︒さらには︑乙ω作品が庶民の側に立ち帰り

権力と江戸期のそれとをうち重ねつつ︑その消滅という形で︑敗戦ω契機を取り

むしろ︑乙の時点で一応の成功を納めるのは﹁佑助﹂である︒乙れは︑戦中の

いう弱点にも原因があろう︒

していえば︑支配と被支配︑戦中と過去という二つの視点が併存しているだけと

た時点では︑都総自体が緊張を持たないこともその一因だろうが︑視点の問題と

力の構造を二重写しにして郷捻してはいるもωの︑戦時の権力そのもωが崩壊し

ただ乙の作品は十分の力を発揮していない︒武士社会の支配体制に戦時中の権

らω二つの観点からの組み合わせになっているωも︑乙の点でうなずける︒

井伏の戦後ω出発は︑いったん支配ω側に移った祝点から︑いかにして被支配

四

の後身にすぎない多くの近代作家の中にあって︑珍しく相対主義を貫いている作
人公というより目撃者の性格を帯び︑さらに乙れに対する批判的な位置づけが諒

家でもある︒彼の作品が一人称の視点をとったときすら︑多くの場合﹁私﹂は主
されているのも︑端的なその証左である︒乙乙から︑井伏は︑文学外の生活者・
とはいえ︑その客観志向は︑ともすると現状埋没︑人間と社会の風俗的把握に

庶民の真実を汲み出すことに成功しているのである︒
流れる危険性をはらんでいた︒また︑その相対主義は青臭いインテリの主情的願
望を笑いとばした代りに︑農村集落型の秩序をそのまま容認する陥努に陥る傾向
このような危険性・陥努に絶えず歯止めをかけたのは︑語り手の憤りとその背

を持っていた︒
後に流れている作者ω情念である︒傍観的冷静さ︑諦観に徹しているかに見える
井伏の文学には︑その実︑叫ばずにはおれない感情表出がなされている箇所が意
外に多い︒しかも︑緊張を保ったすぐれた作品に乙の契機が強い︒﹁白毛﹂など

雨﹂など︑いずれもその例外ではない︒たとえそこにどのような衣が被せられて

ニ﹄昭五六・八︑尚学図書)参照︒

(8) 湧田佑︑前掲書︒
(9) 乙の点については﹁井伏鱒ニの︿憂膨V (﹃現代国語研究シリーズ井伏鱒
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戦後ω小説についてはすでに指摘したが︑﹁さざなみ軍記﹂﹁遥拝隊長﹂﹁黒い

井伏の農村集落型の小説が日本全体の問題と交錯し︑庶民の悲喜劇が知識人的

いるとしても︑井伏文学の義底には︑批判者としての感情と苦悩が貫流している︒
苦悩と対決したとき︑はじめてその作品が成功しているといえるのではないか︒
'G

︒

全体をほんとうに宿しうるのは︑一個人の小さな情念の燃焼以外にはないのであ

注

(1) ﹁悪夢﹂
(2) 大越嘉七﹃井伏鱒二の文学﹄(昭五五・九︑法政大学出版局)
(3) ﹃新日本文学全集第十巻・弁伏鱒二集﹄解説(昭一七・九︑改造社)
(4) 湧回佑﹃私注井伏鱒二﹄(昭五六・て明治書院)
(5) ﹁乙の作品では︑正に人情巡査の眼をとおして映ったままに︑愛国美談の
変種︑新聞の雑穀記事の克録以上には出ることができない﹂︿﹁庶民文学の
系譜￨ i井伏鱒ニについて﹂日﹁午前﹂昭二四・ニ)
(6) 寺田透﹁井伏悶二論﹂(﹁批評﹂昭二一一了三﹀

(7﹀﹁遥拝隊長﹂論およびそ乙から﹁黒い雨﹂への展開の詳細については︑
﹃遥拝隊長﹄の構造と位置﹂(﹁近代文学試論﹂昭四七・九)

ー「

