私

の読書生活史から

﹁戦争と平和﹂との出会いと恩沢
‑

村

井

万里子

でやった教材で'しかもへ設問もワークブックからそのまま'な

が好きだった︒定期テス‑はあんまりおもしろ‑なかった︒授業

少し奇妙に聞こえるかもしれないが‑‑私は国語の実力テスト

らないが︒)
レフ・トルス‑イの小説﹁戦争と平和﹂との山会いは'私の読書

一︑高等学校時代をふりかえって

生活史にとって忘れられない思い出である︒しかし︑その出会いの

しかし全県模試とか︑その他の実力テストでは'私の全‑知ら

んていうのがかなりあったからである︒

そして最後には酔いしれた︒テス‑に採用されるだけあって︑ど

ない文章が出る︒それを百分間︑集中して読みへ考え'味わいへ

ではなく︑計画的︑調和的読書という面からも少しも誉められたも

基底をなしていた私の高校時代の試古生活は'けっして豊かなもの
のではなかった︒大学入学後ときどき当時をふりかえってはぞっと

頃の私の読書が'勉強をほっぼり出して読んでいるという非の志

の文章もたいてい︑奥行きの深い'すばらしいものだった︒その

したものだが'そういう中での救いであった﹁国語﹂の授業につい
て︑大学一年の夏休みに記した日記には'次のように書いてある︒

誠につきまとわれながら︑まるで追われるように字面を読みとげ

読書時間であった︒(実に'この事実に気付いたのはたった今で

すというものだっただけに'私にとってテスト時間こそが︑Ejの

﹁私の高校生活'あれはいったい何だったんだろう︒
国語の時間はたいてい菜しかった︒ときにはおもしろくないた

のから抜粋しただけあって︑バラのそこにズシソとこたえるもの

ある︒)テストは文章こそ短かかったが'一流の先生が1流のも

いくつな時間になりそうになったが'私は先生のしゃべることで︑
〃これは″と思うところはノートにかきま‑つた︒〝聴いてか‑〟

押えようがない︑ああいう感じだ︒そういうときへ私がどんな顔

微妙さ'みごとさにはっと気付かされたり'さまざまのちがった

切れとか'段落ごとに要約せよtとかいう問いで'文章の構造の

設問によって'私の読みの践さかさらけ出されたりへ段落に区

があった︒

これが私の勉強法だった︒

をしていたか'自分では知るよしもないが'先生には私のそうい

私は非常な興替状態に陥ったこともあった︒胸がワクワクして

う心の状態がわかっているようには思えなかった‑一どうかわか
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角度︑観点からの考え方に仕の中の広さを少しのぞきみたような
そんな気がしたりした︒
そういう喜びがあったからこそ︑私は拾てばちにならずに済ん
だのかもしれない︒どこかに︑〝まじめな″という面目を保って
いたのかもしれないQ
それでも︑何とその生活のまずしかったことか/(後略)﹂
昭和五〇年八月十三日日記﹁志す﹂より
この文章は'心の棚がはずれたことから‑るかなりの興香状態
(大学入学後二年間は'自分でもどこかネジがはずれたかと思うく
らいへうきっきしていた)の中で古きつけたのでそのことを割引い
て考えねばならない部分もあるが'これを書いた当時は桁1杯自分
に正直に書いたつもりであった︒﹁戦争と平和﹂とのめぐり会いは'
こんな高校生活の中にとびこんできた︒
二'﹁戦争と平和﹂との出会い
小学校の中学年頃から'時々怠けながらも'毎日JL帳面に雷こう
と努力していた日記を'中学生になってすぐ'自分とつき合うこと
のつらさから︑﹁こんな重苦しいものはもういやだ﹂と自ら日記の
中に軍言して'〝永遠に″放り出して以米︑私はその時々の思いの
吐けロを'教科のノートの端や'メモ帳の類の余白に求めるように
なり'それがいつのまにか使いかけの大学ノートへの容きつけにな
っていった︒天学入学後は'意識的に新しい大学ノートに書‑よ
うになり'﹁誌すⅡ﹂などと題名までつけるようになったが'この

ころは無意識的ならくがきだった︒) 今'その﹁ら‑がさ﹂帳を繰

ると'﹁戦争と平和﹂とのおかしな出会いが記されている侍所が見

つかる︒らくがきにしてはめずらしく ﹁十二月二十六日﹂の口付

けが入っている︒
それによると'私は'昭和四七年の十二月二十四日ごろへ (おそ

らく終業式のあと町にとび出したのだろう)大分市の繁華相にある

竹町晃昆堂賓店で︑二冊の本をDMった︒そのうちの1冊が﹁戦争と

ろは忘れてしまったが'そのとき書店の棚には'第1巻'第二巻が

平和﹂の第四巻だった︒なぜ第EI巻なぞを肖ったのかへ本当のとこ

なかったような覚えがある︒私のゆきあたりばったりの悪い癖で︑

でもいいから衝突したい″という思いが強かったようだ︒のちに︑

°°

この小説が全部で四巻(新糊文壁であることを碓かめもせず'〟何

がき″にはt r大部な書であると聞いて︑1巻から順ぐり読むじれ

墾一惑︑第二巻を読んで'この小説に全‑魅せられたときの〟らく

ったさから,四巻を手にしたのだった﹂などと書いているが'それ

しかし,第四巻を拭ったことを記した〟ら‑かきツーに青いてある

も原因の幾分かではあったかもしれない︒

ことは,二冊のうちのもう1冊の本への賀辞がほとんどで'﹁戦争

と平和﹂そのものへの感想は一行も記していない︒ただ'二冊ひっ

くるめて,﹁きょうほどうれしいaいものはしたことがありません﹂

とあるだけである︒しかしこれは'この本の印象が付かったからで

はなく・実は,その内容が'その魅力と同じ‑らい理解脚難であっ

い,壮大なスケールをもった〝哲理″が‑り広げられていた︒その

たからであるごてこには︑私がそれまで一皮もぶつかったことのな
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問にはさまれる'いわゆる小説らしいドラマの1節7節が,吸いこ
まれるような魅力をもっているのに,この董理〃の部分は,生半
可な理解をはねつけるかのように・いぶし銀のよすな鈍い光を放っ
訂た︒その二つの部分の配合は・私にとって絶妙のリズムであっ
たらしくドラマの部分でかわきをいやLtたっぷりと味わい,管
理の部分では'無い知恵をふりしぼって格闘する,という三のパ
ターンが私の中にできあがったQそれは非常に新鮮だった︒

::^‑

‑.i‑M'jL一t

L一・.

‑・J一!‑

‑'.

'・'.'‑*蝣''

ニ:・・‑︒いう

第四巻を読み終わったとき'私の中には'〝ドラマ″を読み足り
山:.‑

不満が残った︒この二つの欲求を満たすために,私は何度か書店に
足を運び'第三巻︑第二巻と(おそらくへ棚に出てきた順に)貝い
求めていった︒いつも'第7巻がな‑て'がっかりした記憶がある︒
もし︑古店にそろっていたら'私は残り全巻を7度に只い,第7巻
から山気に読んだことだろう︒第四巻を初めて読んでからおよそ三

戦争と平和

カ月後の'昭和四八年の春休み(推定で四月1日ごろ)の〝らくが
き〃には'次のように書いてある︒
﹁

私はこの小説を'奇妙な読み方をしてしまった︒7巻から四巻
まであるうち'四巻から読み始めたのだ︒(四巻が最終巻とは知
らなかった︒)大部な著であると開いて'7巻から胴ぐり読むじ
れったさから'四巻を手にしたのだった︒
この奇妙な読み方は'よみがえりtを起こさせた︒
四巻は'物語の大切な人テソドレイ公爵や老人たち,その他

‑・の人)が死んでしまう場面である︒戦争はもっとも激しい山場を

むかえて'そして終着までいってしまう︒令娘や'令息や,みな

ピエールの捕虜生活は'私に強い感動をおこさせたけれども,

ゆきつ‑ところまでいってしまう︒

これもゆきつ‑ところまでいってしまって'あとに私は'物足り

ぁちらこちらは'はっと驚‑ほど輝いていたけれどへ私にあま

なさと寂しさを感じて満たされない気持ちになった︒

りわからぬ'過去をにおわせた人々が'意味ありげに次々と亡く

なってい‑ありさまは'私に何の興味もいだかせなかった・

それから'三巻'二巻と読んで(二巻はきのうへ徹夜に近き状

んでいく人々が'生き生きと活動しているのである︒兼しげに,

‑態で読み終えたのだ)た‑さんのことがわかってきた︒あの,死

悲しげに︒内面的闘争がヘビの胸にももえさかっている︒またひ

とり'またひとりへ表面しかわからなかった遠い人々が'急に激

しい強さで深みをみせ'私をうれしさと悲しさでいっぱいにした︒

だった︒私はナタ‑シャの愛‑るしさに目を見張ったし,アンド

特にそれのはなはだしかったのは'ナクーシャとアンドレイ公爵

非常に理知的でへそしていつも自分の心の理知的なものと闘っ

レイ公田の優しさには慕わしさでいっぱいになった︒

ているアソドレイ公爵にも'心底からの喜びがやはりあったのか

と思うと︑彼は悲哀に満ちた人に思われる︒

〝よみがえりルの感動があまり大きかったので'今︑古いては

みたけれど'あと7巻を残すのみの'ここに至っては'私がさか

さから読んだことなどtもうどうでもいいことである︒
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・私は︑この書の人々が'非常に細やかで激しい情熱をもって描
かれているのに驚嘆した︒彼等の内には'私が限りないうらやま
しさを感ぜずにはいられぬ'世界中が愛の波に盗れている瞬間が
あったし,またそれを許された人々だと思った︒あのように明確
な,真剣な'思考というにはもどかしい'魂の遍歴ともいうべき
理性的思考と'また'その理性のすばらしさQ私は孝見てみると
目がまわるような気がする︒私は自分というものをちらと思いう
°

°

°

少しも劣らぬ幸福と平和を'私はもっているだろうに︑私の内は

かべたが'とてもいやな気持ちになった︒あの人たちに比べて'
あまりに貴しすぎる︒あまりに貧弱である.私は生まれてこのか
にも会ったことがない︑要するに' 私はか︑らっぽである︒そして

た,体で畢乙たことは何もなかったし'安定を与えて‑れる体験
悲しいことに‑からっばは︑いつまでもからっぽだケつというこ
とである︒

こんな悩みをもっているんです'又はもっていたんです︒﹂とは'

だろう︒不可解な'ほんとにわけのわからぬ人間である︒﹁私は

恐ろしく自信のある著しか言えない︒そうだろうへ彼らには自信
がある︒私にはない︒

私は,自分を忘れて︑一切'物語の中にとびこむことが二番

快いこと上知った︒どこにとびこんでいっても'すっぽりと入っ

い・あざむくような軽繕な瀬はどこにもない︒私は︑チラリと'

てしまうのだ3泳ぎたいのに'水が足りないtというような'浅

トルストイという人の偉大さを感じた︒綿々とした︑あの独特の

哲学的望昆関のところは'批評家たちは﹁あまりに執勘だ﹂と

知の輝きに満ちた深みと思われた︒もっともへ落ち着いた'ゆと

非難していたが(※注'﹁解説﹂による)'私にとっては'やはり

りのある気分で読まなければそういうふうにならず︑何かから逃
っぱりわからなかった︒

げ出そうと気紛らわしに読んだときは'何を書いているのか'さ

ような眺めが与えられる︒広大な平原を大き‑迂回する軍隊の隊

行のごとくに動いてゆ‑と'いつのまにか'巨視的なパノラマの

その理論が'カタ・コト'カタ'コトへと正し‑うつ時計の進

ズバリ私は能力がないのである︒あらゆることを理解する能力に

理由を宙かないと︑感傷的だと言われそうでいやだから雷‑と'
欠けている︒私はこれ悪日くのがイヤでィ.ヤでしょうかないがへ

列,朝の光へ硝煙'良帝'宮廷'司令部が権威をもって描かれて

笑し,畠帝ではない'ナポレオソではない'廷臣ではない'司令

iる︒戦争の進展を克明に映し出し'あらゆる英雄伝的史書を噺

しかたがない︒書かないとおさまらないのだu
小説家たちが'自分の心の中をよく小説にあらわして'大衆に.
読ませて′いるけれど'私は近頃'よ‑もまあ'あんなことができ
るもんだ'と思い始めた︒世には先生'先生と呼ばれ‑人とは談

たかをあばキ・ただ'それは︑個人の'それも1番下の屑の個人

官では潔い'軍団ではない︑士官ではない貴族ではないと'〟名
を残した〃あらゆる人の意志や命令が'いかに何むなし得なかっ
°●

彼らはいったいどんな人間なん

笑する‑どんな苦しい心境を書いているときでも︒それがもしへ
自分のほんとうの姿としたら
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の意志の総和なのだ'週然なのだtとあらゆる場で断言していく︒
有無空宗せぬ巨大なもの︒胸を打たれて立ちすくんでいると・
だ'﹂・:‑サ:'絹J仙ハ

J

1‑fl']

急に'あの必死な︑美しい主人公たちの心の中に入ってきてしま
その人々の心の葛藤の中に'点前の'あの'最下層の人々‑兵士,
ぅ︒はしゃぐ︒病みついたり'死んでいったりしてしまうQその

貞民へそんな人々が響らに笑いかけ'﹁旦那へ旦那﹂と呼ぶ︒笑
死は‑大豆殺人ともいうべき戦争では︑人間は頭数で数えられて
しまうが'(そうしなければ残虐きわまりないからと思う)ここで
は無教養ながらへ魂と個性と優しみと怒りとをもって・ひとりひ
とり人間として生きへ死んでゆ‑のである︒その集合であるかの
ような大軍団は'あるいは避難民の群れへ良民の群れは︑壮厳を
思わせた︒
広大なロシア平原の雪その冷たさの中に歩き続ける暖かい人
の血の脈うつ人々︒私はその中に陶酔してしまった︒私は,この
本をこの上ないものに思った︒いつも持っていたい︒いつ閃いて
も吸いとってくれそうだ︒
例の理論だけは︑日本の歴史などを考えているとどうしても頭
からは信じきれないがこれもトルストイなら,一笑に付すであろ
ぅ︒しかし'この戦争においては'この慧鐙まちがいない/
そう思わざるを得ない︒でも'望憲ど'何も妨げにはならない︒
ぁの︑無限の広大な他界にすっかり身を寄せてしまって,悲しい,
美しい'暗い'楽しい'喜ばしい'寂しい・不可思議な人生とい

ぅものを'私をぬきにして'息をひそめてそっと考えること3こ

の喜びは'どんな人にも訪れるだろうし︑誰にも奪われもしない,

と私はこの陶酔だけに没頭している︒

‑後記'この作品を読んだ方が'私のこんな何が何だかわからぬ
文をみるよりおもしろい︒﹂
他は原文のまま)

(注︑表記上の誤りと'表現上の不適切箇所三倍所とを訂正︒

私が'本当に﹁戦争と平和﹂に出会い'そのふところに吸いこま

れてしまったのは'第三巻'第二巻を読んだこの時期である・この

文章は︑﹁後記﹂にみえるように書いた当初から不満だったらしい

が'今読み返しても︑気持ちばかりが先走っているのが感じられる︒

今ならもう少しまLに書けるかもしれないが︑そうすると,当時の

自己嫌悪病が慢性化して'文中ずいぶんひねくれて繁く簡所もあ

感想でないものがまざってきそうなのでやめた︒

﹁自分が死ぬまでは絶対に日記やら︑こういう賓の文章は誰にも見

る︒これを読むと'当時の気持ちをかなり鮮明に思い出せるだけに・

せまい﹂と考え︑また文中にも書いている自分が,今,それをこ

°

°

°
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んなにさめた目で見準えようとしていることは努異である︒自分は
し

さかんにふきこまれた﹁青春期特有の悩み﹂という言葉に︑ひそか

﹁これが私の青春でした﹂としてすました顔で亭っことは,自分の

に'そして激し‑反発していたことを思うと・これらの文章を,

﹁青春﹂に対して恥ずかしい三方では・大人気ないな,と思いな
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がらも︑である︒
こうして'第二巻まで読んでしまうと'もう'罪一巻が読みたく
てたまらなくなった︒何度めかに'書店の本梯に第1巻を見つけた
ときのうれしさは'今も心のどこかに'ある種の痛みのようなもの
として残っている︒
私は︑四‑≡‑二という旧序で読むことによって味わった〟よみ
がえり″感に活足して第一巻を手にとる前に'もう﹁戦争と平和﹂

を感じて戦供した︒このころから私は'﹁戦争と平和﹂に対して'

川が拝に似た気持ちを抱くようになったと思う︒

三︑﹁戦争と平和﹂からの恩沢

邦四狂からさかのぼったという奇妙な読み方は'私の気まぐれと

偶然の花物であるが'もし私がこの順序でこの作品にふれなかった
としたら'私にとっての﹁戦争と平和﹂は'ずいぶんちがったもの

いたら'私は︑人々のいのちと心の変化にあれほど大きな衝撃は受

になっていたのではないかと思う︒もし'1巻から帽序よ‑読んで

たにちがいない︒おそら‑﹁崇拝﹂するほどには深‑引きこまれな

けなかっただろうLt第四巻の﹁哲理﹂は面倒‑さくてほうり出し

の全体像がつかめたような気がしていた.ただ'ストーリーの穴を
把めたいがために'第1巻に恋い焦がれた'といってよいかもしれ
ない︒具体性には乏しいが'感覚的には鮮明にもっていた第1巻の

意を決して三巻までを臼唱に残し'第四巻だけを広島の下宿に送り

でいかないと止まらないtという病から抜け切れず'ある休暇明け'

た︒しかし'いったん読み始めると'どこからであろうと第四巻ま

とってはかけがえのない偶然であった.
大学入学後も'この本は私と共に︑何度か下宿と故郷とを往復し

かっただろう︒﹁偶然﹂として片付けるにはあまりにも重い'私に

予想イメージはt Lかしみごとにはずれた︒登場人物の年令が若い
であろうことはわかっていたつもりだが'年令のちがい以上に'そ
の精神も質的に大きくちがっており︑私はその若々しさに驚映した
のである.それは'主要人物だけでなく︑終わりの方ではほんの少
しずつしか頓を出さな‑なる人物についても同じだった︒私はそれ
の変化はあっても'人物の木質的性格はあまり変化しないもののよ

マと哲理の快いリズムは私のよきペースメーカ‑uなるだろうtと

返した︒例の﹁哲兜﹂はまだ真底わかった気がしなかったし'ドラ

まで,″物語″の中では'幸せになったり'不幸になったりの境遇
うに感じていた︒だから'仝巷を通じて同一人格としての太い緑は

°

°

°

°

思ったからだった︒
教養課程の二年間'私は本当に好きな講義を選んで聴けて'考え

買かれつつも'同時に個々人の粁神が'これほど必然的な'みごと
な変化の軌跡を描いていくことは'想像もしていなかった︒自分が
°

る時間がたっぷりある'という兼しさを満喫していたOその中で'

°

何か生純的な(と自分には思える)考えが浮かぶとき'それらはし

・変われない〃苦しさに悩んでいた私は'人間がこんなに大きく
変わっていくことに目を見張ったのである︒ここではじめて'私は

ばしば﹁戦争と平和﹂の全体像や諸断片と結びついて心の中に現わ

作者トルストイが物語の中の時間を浪発しないで︑どんなに7人1
人を愛しぬき∵育てぬいたかを知り'この小説の遠の知れなさ〝
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れて‑るヰっになった︒
例えば'入学後の雑記帳﹁誌す﹂には'次のようなものがひろえ
る︒/qは現時点での注である.
〇倍びつける‑大学入学時の私の抱負だったQ
﹁〟結びつけ蒼ということば'どうしてこういろいろなところに
出てくるのだろう︒.
﹁結びつけることだ'そうだ結びつけることだし
ピエール伯爵の夢中独自

※正確な引用ではない.
﹁戦争と平和﹂トルストイ
r結びつけなさい︒結びつけないTU脳のすきまにいつも風が吹い
ているからかんたんにとんでいって,Ijまう0﹄
末松省7 (上野丘高 英語教諭)
※この先生の授業中の口辞だった︒

(吉野源三郎訳こ

二個人のためでなく自分の名を歴史の中に結びつけること
・・・‑し

エイブ・‑ソカーソ
昭和五二年 六月十二日 抜粋
O﹁言語行為﹂のGTさの実例

独自の酌要な役割がある.それぞれに'深いモラルが宿っている︒

﹁閉‑こと'話すこと︑読むことへ吉‑こと‑四領域それぞれに,
'墾掌るこせ又はしないこと自体にやどる高いモラルの問題

シエソダラーベンの戦いで'ロシア軍は大きな択矢をこうむり

1﹁戦争と平和﹂での場面

ながらも'勝利をおさめた︒激戦の終わった夜'参謀本部に壌

まった将校へ将軍たちが'戦果の報告をしあった︒そこ花は'

戦勝という事実のもとに'ウソの発言であろうと'軍の名誉を
高めるようなウソならばへ黙認されるtという空気がみなぎっ
ていた︒

将校たちが次々に自己の部隊'部下'そして自分自身の働き

を興奮してしゃべり合っていた.ー※以下要約する︒

と尋ねる︒戦闘の終わり近‑に'後退命令を伝えにその陣地に

(司令官が︑﹁どうして中央の陣地に砲二門を捨ててきたのかな﹂

泥道された当直将校の答は'(仙の人よりは軽いが'幾分かの

ウソが湿っていて) いまひとつはっきりしない.(実は彼は'

激しい砲弾に怖気づいて︑後退を見届けずに逃げ帰ったのであ

る︒) 砲兵陣地を指揮していた‑ウーシソ大尉という気のいい

士官が呼びつけられるo彼は'司令官の問いに'すっかりあが

ってしまったのと'真実を言えば義務(後退を助ける役目)杏

いう気兼ねから'満足に返答ができなかった︒当直将校のすぐ

果たさなかった仙の部隊の隊長をおとし入れることになる'と

あとに'同じ後退命令をもって‑ウ‑シソ大尉の陣地におもむ

きへ砲の撤収作業まで手伝ったアンドレイ公爵はへこの様子を

見るに見かねてコを開き'自分のしたことは言わずに砲の状況

シソ大尉はようや‑放免されるがアンドレイ公爵の言糞は結局'

とへその活臓ぶりを胸のたかぶりをおさえながら話す︒‑ウI
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当直将校のウソをあば‑ことになりt T旅は気まず‑なる︒ア

クスピアとトルストイであると言われている︒̲r戦争と平和Lに

﹁世界の作家の中で'人間の描写の無限の広がりをもつのはシェイ

丑似する人物は﹂全部で五百五十九人であるが'主要人物はもち

ソドレイ公爵は'自分の思い描いていた〝英雄的行為ルはこん
その場を離れていった︒) (※﹁戦争と平和﹂第1巻第二部)

な結果もかもたらさないのかと憂哲な気持ちになって'急いで

なのか'その秘密が解き明かせたら'こんなすばらしいことはない'

と苫かれていることは'私にも実感できた︒なぜこんなことが可能

に'正確に'個性的に'実に生き生きと描かれている︒﹂

ろんへ ほんのちょっとしか顔を出さないような人間まで'写実的

に示す良い例として使えるだろう︒このように7見むなし‑'

ここの部分は'〝言を発す〃とはどういうことなのかを端的
力な‑見える発言だがへその内実には正義という高いモラルが

・

と思う︒この一例を'ポロジノの会戦のあった夜︑ピエールにごっ

・

た充を‑れた7兵士にとり'﹁文学概論﹂のレポートに書いたこと

・

やどっていて'アソドレイの魅力を雄弁に語る︒正義のために
・

は'それは発言されねばならなかったが︑状況を判断しうる

があるが︑うま‑いかなかった?将来に向けての魅力的な課題の1

三年生の前期には'専門科目の授業をひとつ犠牲にして'﹁言語

発言には'必ずある種の﹁伽﹂が存在するOこの眉のような
場合もあり'実利上の損相の場合もあり'もっと多く︑恥ずか

行為論﹂という授業をとった︒非常に感銘が探かったので︑同じく

つである︒

りこうな人間には'あまりふさわしくない発言だったのである︒

しい'という場合すらある︒人目を気にしたり'うまく言えな

感銘深かった﹁戦争と平和﹂に'何とか〝結びつけようルと1生懸

命考えてみたが'当時はどうしても︑直接には結びつかなかった︒.

いだろうと危ぶんだりtとにか‑さまざまな圧迫を押しのけて'
まず二戸'声を出す'ということは'その場にとってtと句わ

話﹂が散りばめられていることに気がつき始めた︒なかでも︑親友

されてから'ようや‑近ごろ'﹁戦争と平和﹂には珠玉のような﹁対

卒業論文を寄‑中で︑言語行為としての﹁対話﹂の大切さに気付か

(2以下略)

けその人問にとって︑どんなに大きな意味をもつかしれない︒
昭和五三年 四月十五日 抜粋

同士であるアンドレイとピエールの︑そのときどきの心の交流を迫

はみごとである︒特に︑第二巻の〝夕方の渡し場〃 での対話は'作

者トルストイがその節の結びで述べているとおり'アソドレイにと

憾な‑表現している︑T怨へ 二巻'三巻'それぞれ1つずつの対話

が元にな̲って期末レポートの材料になったりした︒ストーリーもさ

っ̲て'1つの﹁精神的エポック﹂であった.アソドレイはこれによ

また'あるときは大学で聴く講義と結びついて'抽象的な論が肉

ることながら'﹁戦争と平和﹂の人物造形とその描写のしかたはす

って精神的に若返り'桃極的に生きる希望にもえはじめへやがて,

体化され'印象鮮明なものとして実感できるようになったり﹁それ

はらしい︒罪四巻の巻末の﹁解説﹂ (工藤桁1郎氏一に︑
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仝茄中でも殻も美しい均榊であるナクーシャとの恋愛につながって

がらも﹁戦争と平和﹂での主人公達のように'自分の内部を見つめ

マソの中にどっぷりつかり'それによって自分の渇きをいやしたO

﹁戦争と平和﹂に出会った高校生当時︑私はこの美し‑広大なロ

ながらぐいぐい変わっていって'最後には救われもするので'読み

ゆ‑︒親友同士の対話としてt.これは'1つの典型であると思う︒
第三怨の'アンドレイが負傷を負う前日に'ピエールが戦場に訪ね

ながら涙が流せ'その分だけ潤いがある︒

そのときへ これを古いたールストイは'私にとってほとんど 〝絶

ていったときの二人にとっての最後の対話は'互いに互いを突き放
していて'それがかえっていたましい哀感をそそり'二巻での対話

対ルの人だった︒これは'ールストイに対する全幅の信稀であると

ときわだった対照をなしていて'劇的効果重商めている︒
また'第四巷に現われる︑ナクーシャとピエールとの再会での二

ったと思う︒そこにさえ帰ってゆけば'ちょうどふるさとに帰るよ

同時にへそこからいのちを汲みとった自分への静かな肯定感でもあ

うに︑私はいのちがふきかえせる'どんなにゆきづまったときでも'

人の対話もすばらしい︒ここでは'ナクーシャは'ピエールが捕虜
した︒ナクーシャは'〝聴‑〃ことによって'﹁本当の女性だけが与

生活で育んだ清らかで美しいものを'ひたすら〝聡‑″ことに没頭
えることのできる喜び﹂をピエールに与えたのだった︒

たのかと思うと︑悲しいことに'﹁戦争と平和﹂がじわじわと私の

がき'﹁クロイツエルソナタ﹂の晴累をえぐり出さねばならなかっ

平和﹂を書きhJた人間が'まだ﹁アソナ=カレーニナ﹂の苦悩をえ

それが'トルストイの仙作品を読むことによって'あの﹁戦争と

力を与えてもらえる'という信頼と自信だった︒

夫婦になってからのピエールとナクーシャの会話描写も精彩があ
って'意味探長である︒
細か‑見てゆ‑ほどに︑﹁戦争と平和﹂は美しい対話'冷たい対
話︑悲しい対話など'あらゆる対話の宝川である︒

中で相対化され始めるのを感じた︒

いると気が迷入って‑る︒次に'﹁アソナ‑‑カレーニナ﹂を読んだ

作品は'﹁クロイツエルソナタ﹂だった︒重苦しい物語で'読んで

大学に入学したのち'﹁戦争と平和﹂の次に読んだトルス‑イの

との課題をいただき'﹁戦争と平和﹂にのめりこんでいた以前とは

地先生から山拙者会員に︑﹁私にとってのこの1冊﹂をあげなさい︑

ように思う︒それが先日 (昭和五五年1月十T旦'授業の場で'野

この一年'﹁戦争と平和﹂から知らぬまにずいぶん遠くなっていた

昭和五十四年の卒業と同時に仝四巻を自宅にもちかえった私は'

が'これもやっぱり試たい.﹁戦争と平和﹂の︑あの壮大なロマン

四へ今年丁年をふリかえって

はここにはない︒

えられて'当時の感動が鮮かに挺り'木当に婿しかった.

て相対化されつつあるこの小説とのつき合いをふりかえる機会を与

ちがった立以から'﹁戦争と平和﹂に魅惑され'目覚まされ'やが

同じ非の禿さを追求したものでも'ドス‑エフスキイの﹁罪と罰﹂
の方が︑まだ読みやすいように思う︒この方が'主人公が苦悩しな
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ピエールとアンドレイの﹁渡し坊の場‑5﹂をったない言光で説明
しながら'私は'休の芯の方からガクガタふるえ出すのを感じ'終
わりまでいかないうちに餌の根が合わな‑なってしゃべれな‑なる
のではないかと自分で危ぶまれるほどだった︒
私は,何の誇張もなしに︑これが私の青春を救った本の中のTm
であるといえる︒今でも︑私の中で'班想的小説像の三の典型と
猷氏物語を読んでも'夏日淑石を読んでも'私は'どこか心の片

して'厳然として生きている︒
隅で比べている︒その伯打ちは別として'日本流の﹁私小説﹂と対
置する形で'いつも︑﹁西洋流の本格小説﹂として︑私の中にこの
作品がすわっている︒
この小説は'磁石のようにさまざまのものを吸い寄せてくれるの
で,私に与えて‑れる恩沢ははかりしれない︒もっとも'私自身も
この巨大な 磁石に引き寄せられた小さなごみであるようだが︒これ
いけれども'いつまでもつきあい続けたい本'教えを乞いたい本で

から允︑どれだけのものをここから汲み上げうるか'予測はつかな
あることは疑いない︒
引川文中の※は︑この文章を古いた時点での注記である︒
(本学大学院教育学研究科)
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