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密接な関係を有していた筈の︿美文﹀の役割について探ってい

ところ日記﹂から︑眉山が描き出した︿内頭﹀とそれと極めて

期︿美文﹀の代表作として大正期に至っても版を重ね続けた﹁ふ

立しているとは考え難いのである︒そこで眉出のみならず明治

隆を迎えたことに鑑みても︑︿美文﹀が︿内面﹀を無視して成

主義がその兆しを克せ始めた明治初年代において︿美文﹀の興

の︿内面﹀という問題がそれと連動する形で発展を見せ︑自然

初の対外戦争を勝利に終え︑沸き上がる留家意識とともに個人

るには︑特に河時代的意味合いにおいて疑問が残る︒近代日本

しかし︿美文﹀が内容の空疎さを保証するものであったとす

る庖山の作家としての道程は今日指語り継がれることとなって
いる︒

続けたのである︒その結果として︑近代に敗北し自死したとす

れ続けた美文家としての評価が︑作品内容を空疎なものと断じ

るまでもあるまい︒﹂と述べているが︑そのように終始与えら

何人も其の盛を摩す事の出来ぬのは︑今更事新らしげに峨々す

において石橋思案は︑﹁眉山君の美文が明治文濯の一大産物で︑

恵

皆髭悶臨属種麗

富田富

ill狩持としての ︿美文﹀

m ・1 ・日1 4 ・ロ﹁読売新聞﹂)は眉山の代表

眉山と同名の文士が三浦半島を一出向する旅程を描いた吋ふと
ころ日記い(明

作とされながら︑今日その評価は大きく二分している︒それは
につちかわれた文辞詩句とが巧みに調和され︑鰭潔にして含み

伊狩章氏に代表される︑﹁作者本来の流暢な雅文と和漢の出典
(2)

の多い美文﹂とする文体函での評価であり︑もう一方は吉田精
一氏に代表される︑︿眉山﹀の疑念や苦悶がいずれも﹁外面的で︑
忠はせぶり﹂であり︑﹁真に自分を客観視し得ないところから
うまれる微温的な心情﹂に終始するという︑表現主体の内面の
空疎さである︒そしてそれらは常に﹁ふところ日記﹂が伝統的
和語や漢語を駆使する︿美文﹀で著されている以上︑不可分の
ものとして論じられ続けてきた︒
このでふところ日記﹂に対する再義的評価は︑同時に美文家
と称された届出の終生の特徴とも換言されることとなった︒眉
山の死後編まれた﹁眉山美文集﹄(大一元・ 9︑博文館)の序文
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一︑文士の苦悩という主眼
先ず﹁ふところ日記﹂において

としてカテゴライズされてきたが︑︿眉山﹀が︿世に臨まん﹀

(
5
)

ない︒﹁ふところ日記﹂は度々紀行文集に収載される等紀行文

とする創作を成すことに作品の主眼が置かれていることは明白

しかしこの︑旅を何らかの目的を達成する為の方法として位

である︒

して尾崎紅葉﹁煙寝療養﹂(明犯・ 9 ・
11日・日﹁読売新聞﹂)

賞した主題の存在するこ

が自らの神経衰弱の療養の為︑また︑大町桂月吋迎妻紀行﹂(﹁一

置づけるという構図は︑当時の作品において稀である︒例外と
三年この方物狂はしくも哲学を疑ひ宗教を疑ひ︑世を疑ひ

蓑一笠﹂明日品・ 2︑博文館)が地方に住む妻子を迎えに行く為

とを確認していきたい︒

了々の真を見出し得ざる清瀬ま︑ぎれ︑自に障るべき凡ての

という旅の呂的を掲げているが︑いずれもそれら旅の呂的の達

我を疑ひし果は此肉と骨とを粉霊せん事を思ひ︑遂には
物を無法無徹に打破し尽して強ひて快を呼ばんとしたる去

なる美観に筆致の重点を置いていることは明らかである︒そう

成をそのまま作品の告的としているわけではなく︑日常とは異

ならざるを得ない同時代的要因の一つとして志賀重昂﹁日本風

年十二月末っかたなりけむ︑突如として一道の光明に接し

景論い(明幻・印︑政教社)の大流行が挙げられる︒なぜこれ

たる其時此時︑人心機がらりと一転して思知らず十幾年ぶり
の嬉しさに酔ひたりし其心を以て繋はくは世に臨まんとす

義的な主張が合致していた為である︒﹁国粋保存論の提起者志

村鑑三の批評に明らかなように︑地理を筆に写すことと国粋主

が当時の人々に熱狂的に受け入れられたかといえば︑当時の内

るに︑(傍線菅野︒以下宿じ︒)
﹁ふところ日記いにおいて従来着目されてきたのは︑この冒

賀氏は純粋の自本人なり︑彼はこの東洋の彩花島内において世

界の凡ての美なるものを見るなり︑宮下吾人の饗敵なる支部本

そしてそれらはいずれも﹁批判するに足る足場をつかんでゐな
い﹂︑﹁ニヒルと懐疑﹂に過ぎないものと断じられてきた︒しか

うに︑思土を国土として把握し︑その美を宣揚することが︑と

土に対する彼の敵怖心の如何に激烈なるよ﹂と内村が述べるよ

頭部における︑﹁哲学﹂︑﹁宗教﹂︑﹁世﹂︑﹁我﹂への疑念であり︑

しそれは﹁去年十二月末っかた﹂に脱却を見ており作品の主眼

三浦半島一局の旅はまさにそれを達成する為の旅であることが

れは︿鹿山﹀によって必然的に創作という方法にのみ限定され︑

後に述べられている︿世に臨まん﹀とする意志なのである︒そ

るべき要素となった︒それは作品における旅を作家の人生やそ

的美を⁝抑制いあげることは当時の紀行文において最も議要椀され

し︑それが評鈍され絶賛を浴びたのである︒よって思土の絶対

りわけ日清戦争前後の日本において留家意識の喚起へと藍結

(日)

としては機能しない︒﹁ふところ日記い全絡を翼くのは︑その

明示される︒その意昧において旅は二次的な意味をしか持ち得
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の他の大義名分から切り離し︑美畿の描写による悶土の賛美に

伝統的絵一肉︑更には能を踏襲した伝統的世界そのものなのであ

馴衣議かしといった風景描写に明らかなように︑漢籍や

しかしそのように紀行文としての可能性を打破し尽くした上

噌
令
︒

こそ主般が鋭かれるべきであるというように価値観をも変容さ
せていった︒しかし︿腐山﹀は価値が見出されていた答の︑国
土を室織する為の紀行文としての可能性を次のように徹底的に

処なり︒そこをと心当てに小高き方を急替くに︑あるべき

大権寺と問えたるは機の鋼所のあと冶して前に耳にしたる

創作が叶わない点である︒︿屑山﹀は終幕において旅の路程に

うな明白な意志を掲げながら︑最終的に︿世に締まん﹀とする

意志をより一層鮮明化させることとなった︒但し問題はこのよ

いて明言したことは︑︿世に臨まん﹀とする創作を成すという

で︑︿世に臨まん﹀とする創作の成就こそを第一義と冒頭にお

習ひながら一わたりの田舎寺の四辺は更なり一顧の制すら

せ次のように白糊する︒

迷いを来し目的地へ到着し得ない様を︑自己の人生と重ね合わ

排除する︒

本瑞寺は焼失せて同じく見るべき処もなし︒何とかしげん

一得るところなき半日の行路︑此処に来って尚途を失して

んとて︑人の子の受くべき最もよき教育を受けさせたれ

附出利引制例制ぷ州制︒双親心に傾けて我をよきものにせ

魚料対民新刻制斗叫1剣淵側叫減対割引刻剖到州制恒例川経

剖剖リ︒(中略)桜の御所とのみ名ばかり優しげに残れる

ついでなればと砂を臨散らして見桃寺へと赴きける必叫剖

此日心いと冷やかに打過ぐるもの︑刊は剖餅料剖利引︑足
州パ川同組出剖削州引制U︒(中略)向井氏数挫の塚の前
をも︑湿例制州制叫寸鮒は割問寸叶当謝刻刻引組制民判例に︑
(後略)

所や枕詞を重視する従来の紀行文の形式さえも破壊する︒そし

底した態度は︑同時代における紀行文の形式ばかりでなく︑名

叫州制馬淵剖剖の︑か︑るさまに遂に白頭春草に対するの

制到側副利引ゴ七州出制剖剖刷刻割引副議刷新倒閣矧剖剖

u 州出引﹁斗刊規制逝叫掛川用
寸引誠引州出到パ叫側側細引消 引

ば︑我は為に修めたる処を以て他と馳贈するに足るべきも
のを与へられたるに︑割倒時引用剥引制民叫矧引刑制叫到

て︿鹿山﹀が見るのは︑﹁小子を盤して遥かに望めば南浪鵬図

べけるそれも藻に住む虫なるべし︑此患将何となるべき︒

恨如何あるべきとのみ︑蒼々として吹く風に無限の思を浮

名所名跡を訪れながらその悩髄を一切認めない︿屑山﹀の徹

のあとをも見るべし﹂や︑﹁樹頭に鶏の声︑丘の彼方に輔の声︑

自閉はこの個所のみに終らない︒﹃ふところ日記﹂本編の後﹁附

前の鵠鵠上の雲雀︑飛禽の縦横一一隅の糊境また喜ぶべし﹂︑﹁海
女にしあれば藻をかつぎ︑すなどる業に暇なみ︑黄楊の小櫛も
取りあへぬ︑はかなき身なりみるめかる︑汐馴衣恥かしゃ︒汐
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のである︒更にその後﹁日記後詰﹂を﹁B記半︑ばにして﹂との

南雑記﹂の中に新たなる消息を伝ふる事を勉むべし﹂と述べる

り返し︑遂には作品としての完結を放棄して︑﹁稿を改めて﹃湘

を設け﹁(注・自己を)臨ふべし﹂という一一一一日葉を幾度も繰

る︑愚か狂か痴か︑知らず︒

山ーパオぶ州側欄綱引鎖倒別対川は州計百削闘は剤バ別刷

よし︒と連りに紙を費やすに一として取るべきものなき

よし敢にでもよし︒止むを得ずんば賦よし録よし讃よし偶

おいても創作が叶わないと︿眉山﹀は訴える︒ここから︿眉山﹀

あらゆる伝統的な表現方法を想起する'ものの︑このいずれに

一一一日で始め︑作品が未完に終わったと斯一一昂し︑そしてそうならざ
るを得ない己の愚鈍さをひたすらに列挙する︒作品から独立し

てのそれであり︑伝統の強菌な束縛を受けながらもそれとは一

が志す︿世に臨まん﹀とする創作とは︑あくまで近代作家とし

総を画す新しい文学であることがわかる︒その試みは全て徒労

﹁ふところ日記いの主眼であった︿世に臨まん﹀とする創作が
完全に接訴を迎えたことを逆照射する結果となった︒︿世に臨

た形で糊されたこれら二編は︑いずれもその内容において本編

まん﹀とする目的意識が強固であればある程︑その挫折は作品

に終わってしまったが︒

なった原因は︑実は明白である︒それはひとえに︿世に臨まん﹀

しかしこのように創作の叶わない苦悩を吐露し続けることに

崩壊に藍結せざるを得ない︒だからこそ本来殆ど制約がなく︑
の表記もなく︑自由さを本来以上に活用し︑和歌︑能︑落書と

自由性の極めて高い日記(作品には日記に必須である筈の日付

とする創作を成す為の旅において︑他ならぬ︿唐山﹀自弁が伝

統的世界に開じ簡り実景を正祝しないのと同様に︑旅先で遭遇

いった種々の表現を次から次へと用いている)と一一一一口う形式にお
いでさえも﹁半︑ばにして﹂終わったと断言せざるを得ないので

関わり合いのない己の過去の回想に紙幅を費やしていく為であ

する人物とも交際せず︑それを媒八パとしてむしろ現今の旅とは

しかしそのように自明の言を列挙し作品を未完のまま放棄す

る︒︿腐山﹀は︑眼前の波を分けて進む船に︑かつての旅で出

←の寸令︒

るに至るまで︿眉山﹀は決して扶手を決め込んでいたわけでは

会った老漁夫を想起し︑﹁彼なほ健やかなりや︒去年沼津に赴

に興来らで遂に止みぬ︒(略)乱想辛うじて静まるに今こ

書捨てにしたる稿を取出して︑幾度かあとを継がんとする

州司叶倒謝刷出引引叫ぶ剖料寸ベ判引制崩剖判︑葉山にて

再び眠りがたければ宵に取寄せたる杭引きつけ︑燈火かき

である︒ここからは︿控に臨まん﹀とする創作への意志を強出

う︑やはりかつて旅先で出会った女性に思いを巡らせていくの

た際には︑なぜか目前の女性よりも彼女と境遇が似ているとい

な︒﹂と再会の決意を述べ︑そして旅先で旧知の女性と再会し

て︑笑ふ時は赤兇の如く奮ふ時は野牛の如き彼に再び過はんか

きける時は事多くして行くを果さず︑此度こそは彼が家を叩き

(8)

なく︑苦難の︒プロセスを辿ってきたことは明らかである︒

そと再び筆を染むるに又始の如し︒よしさらば俳句にでも
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に有しながらも︑そこに想定されている ︿世﹀が極めて観念的

後も継続され︑明治初年前後︑︿詩人﹀には厭世的業質が必須

で付与されていることがわかる︒このような︿詩人﹀機はこの

を生じさせることとなるが︑共に社会的存在であるという蘇峯

であるとした﹁文学界﹂とそれを否定する氏友社との間で確執

であることが明らかになる︒
一一︑︿詩人﹀犠による支配

しかし朗伺なる場合に対しても強大な支配力を持ち得ていたこ

︿詩人﹀に対する現実離れした理想像が実体を伴わないまま︑

の調った根本的規定を逸脱することはなかった︒
︿世﹀が実態として倍持されていないことは問題損されるべき

﹁小桜繊﹂)より確認していきたい︒ここでは︿詩人﹀の少女

とを︑同時期に︿詩人﹀を描いた田山花袋﹁小詩人い(明部・ 7

︿出に臨まん﹀とする創作への意志を自問としながら︑その
であるが︑この背景には同時代における︿詩人﹀保の影響が認

への付わぬ恋が主題として拙かれる︒恋敵に嫉妬の念を抱き自

められる︒近代日本における︿詩人﹀儀を最初に甑った徳富蘇
峯﹁新日本の詩人い(明白・ 8 ﹁国民之友﹂)において︑︿詩人﹀

制を失いかける場面においても︑﹁詩人は少くも宇宙の美を謡

人﹀としての狩持を保ち統け︑加年代を通じて度々一調われた理

ふもの︑ぞ︑社会の慰籍者たるの責任を有するものぞ﹂との︿詩

は次のように規定された︒
制ベ一位・詩は宇宙の美妙を政収して︑之れを同胞の人

想的︿詩人﹀像を自明とし固執し続ける︒その結果﹁わが詩人
の苦悩に捕った最中でも︑

たるの責任をこの社会に尽さぎるへからず﹂という希求は︑恋

類叫矧削剥るも創出削可制剤州側割引制劉斗刀1d利 引 同
天地万有より￨割引判寸計引同封矧叫倒創出制可ペ開

制叫刈鯛口封明刑制引叫剖別﹁剖州引調釧州制創刻刻刻斗

ぬ︒また︑くままに原稿の紙一枚二枚机の上に散りぬ︒我

少女の事又念頭にうかびぬ︒されどわが筆は進みに進み

制到剖謝州引割以例︒布して其動かすや︑成棺に非ずし
て︑人間胸臆最後の琴線に触る︑ものなり︒詩人の出る宣

指捕するのみでは不十分であり︑︿詩人﹀の創作が叶わないと

ある︒無論ここに花袋の恋愛の苦悩を描き出す手法の未熟さを

と︑ひたすら詩作に遇進し続けるという様に達成されるので

占
c

︒

心は絶えず少女の事を思へど︑詩神も亦わが脳を離れざり

に間然ならんや︒宇宙に美妙あり︑故に美妙を観念するの
詩人出るなり︒詩人出つ︑故に美妙の観念人間社会に溢
る︒故に語を詳かにして之を云へば︑認川出川糊掛到創出
り
︒
h

濯者なり︑説教者なり︑教師なり︑慰労者なり︑感化者な

︿詩人﹀に対し社会的存在としての役割がかなり理想的な形
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いう苦悩が当時においていかに見出し難いものであったかが一不

として憧保された︒︿眉山﹀もまたこれを踏襲し︑詩神の存す

と︑詩神の︑永遠に存する場所として︑︿詩人﹀にとっての聖地

︿居山﹀もそういった︿詩人﹀像の支配下にあればこそ︑理

る富士と自己を河等のものとして︑或いは自己に属する存在で

されている︒
想的︿詩人﹀像を終始詩迫的なまでに己に強い続けた︒それは

あることを復唱し︑創作を志す自己を鼓舞し続けたのである︒

しかし︿唐山﹀は︿詩人﹀としての自己に執着することで︑

富士を三浦半島からの遠景に関わらず︑幾度にもわたって停ぎ
見る点に最も顕著に表れている︒

臨む筈であった世を排除し︑︿出に臨まん﹀とする創作を成す

果︑創作が叶わず苦悩する様が随所に描き連ねられることと

なったのは必然であった︒それは後年確かに﹁微温的心情﹂と

為の旅という意義を無化させることになってしまった︒その結

美を収めて高く雲表に傑出す︒折しも淡識かすかに裾を車

えば﹁文学界﹂が挑んだ︿内面﹀という問題では︑その主眼ば

断じ得るレベルであったかもしれないが︑明治初年当時︑たと

我が富士なるかないづく知何なる時にも処にも秀いよ/¥

めて空の匂いと深し︒封料割到なるかな︒と独り断雌の上

秀に︑従容迫らず艇はしけれども侮られず︑静かに扶桑の

に立ちて暫し去る事能はざりき︒

かりが先行する為に文学作品としての体裁や形式を置き去りと

という命題が日清戦争を経︑国家意識と容易に結びつけられた

し︑未成熟なまま投げ出されたという事例や︑或いは︿内面﹀

という事実は看過できない︒このように︑︿内面﹀の表現が確

この個所以外にも富士にはその全てに唐突なまでに﹁我が﹂
として︑或いは︿屑山﹀に属するものとして把握されているこ

との形容がなされ︑富士が︿眉山﹀と一体化し得る同等のもの

て︑︿眉山﹀が己と同名の文士の創作の叶わない苦悩を主限に

岡山たる方法を持たず実験的に種々試みられていた時代におい

据え描いたことの意味を改めて問うていく必要があろう︒

とは注目される︒そこで想起されるのが北村透谷﹁富山獄の詩神
・1

﹁文学界﹂創刊号)である︒ここにおいて笛

m

士は﹁恒久不変に威認を保つもの﹂︑﹁不朽不死に遜きもの﹂と

を岡山ふ﹂(明
宣揚され︑更に︑

のは小説であった︒抵鍛な価絡で庶民の関に人気を博した﹁両

日清戦争に勝利しメディアの隆携が起こった後︑求められた

二︑秘匿される職業作家の苦心
が為に︑富山獄の田川辺を往返して︑形なく像なき記念碑を空

朝報﹂は次のように小説の睦盛を報じている︒

人麿赤人より降って︑西行芭蕉の徒︑この詩神と迫透する

し︒詩神去らず人間なほ昧あり︒

中に捷設しはじめたり︒詩神去らず︑この国なほ愛すべ
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た珍しからずO倒劇制創出州制剖引州制剖剖叫叫討対側可

O政党事務所に吋文芸倶楽部﹂の類︑ひのチラホラ児ゆる将

客などいふ人の春陽堂ものを予にするを見受るも平ならず

︒小税制者の範閣の日一日と拙まり行くは明らけし所縮政

家苦心談﹂の序文には次のような話的意識が掲げられている︒

戸﹂に掲載)等︑幅広い受容があったことは明らかである︒史

社編﹁糾作苦心談い(明 M ・3︑新戸社︒一部明 M ・1 1 2 ﹁
新

後﹁睡玉集﹂明羽・ 9︑春階堂に収載)を端緒とし︑他︑新声

後藤窃外編定作家苦心談﹂(明却・ 41m ・3 ﹁新著月刊﹂連載︒

場に着目した︿昔心談﹀の流行も看過できない︒伊原青々閥︑

後藤︑二伯の家庭には日として新刊小説入らざるなしO 政
民之友﹂は一戸ふもさらなり﹁世界の日本い吋大日本﹂など

当代知名文士の苦心の跡を尋ね︑一篇一章成るの容易なら

制組制剖川判制叫叫矧矧斗ゴ綱州州制矧制剖剖凶剖叫吋国

て云はず︑黙するが故に︑其見地︑其主張︑知るに難く︑

ざるを知らば︑即ち翻然として党るものあらむ︒作家黙し

﹁当代知名文士の苦心の跡を尋ね﹂るという試みは︑この時

評家之を自己準抑制の中に律して︑是非の声を恋にす

編集者が労と財とを高まざるは作家を起して小説を寄せし

岡町dd出 額 制 組 制 司

州
む る 上 に あ り ( 中 略)O剣 組 制 叶 叫 叫Q刻料必附 M 1 d
出 制 溺 総 出 制 剤 樹 叫 引 可 制 調1

・国)

の後には︑﹁稿成るに従って︑直ちに印刷所に廻附せし﹂や︑

(﹁小説販路の気勢(現時の瞥見)﹂鴫

m
u
‑
‑

(後略)
州制組側引い削船判剖制以以出制刷出恒例1

ここでは日本を牽引しゅく有名政治家にも小説が愛読され︑

﹁多くは校関を経たれど︑期急なる為め︑直ちに印刷に附せし

期早急に発案され発刊に漕ぎ着けられたものと推測される︒こ
また文学に関わりの薄い各揮の雑誌においても小説の掲載が必

おり︑︿苦心談﹀の需要の確信と︑その時期を見逃してはなら

ぬとの確臨たる意志が看取される︒しかし問題はここで苦心を

者あり﹂といった︑とかく平急に編まれた旨の言葉が羅列して

吐露する文士はおらず︑そればかりか苦心を挙って否定してい

は﹁新出作家飽出の有機﹂となり︑その注自の高まりと相候っ
スまで河口が向けられることとなったのは必然であった︒その一

て作家の創作のみならず︑私生活や作品が生み出されるプロセ

るという点である︒

須とされるまでとなった事態が報じられている︒その中で社会

環として︑文士の経済問題に踏み込んだ︿文士保諮問題﹀がメ

‑﹁私に対して苦心した事柄を話せとの要求だが:::私は加

のことを話したいと憾ふのです︒(中略)あの吋五重塔﹄

にお話し申す事がないからして︑胸中に記憶して居る人様

Q

︿文士保諮問題﹀が文士の生活者としての函に着目したもの

空

︒

ディアを騒がせることとなったことは広く知られる通りであ

であったとすれば︑一方で持ち上がった︑より文士としての立
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ったやうに思はれますが︑其の実二三拾分間に出来上った

中の有名な暴風雨の一節︑あれなんかは苦心惨憶の余にな

いなかったということを示すと共に︑明治初年前後には作家の

たという事態は︑これまで近代作家の私的な文章が公にされて

お年の﹁透谷全集﹂によって初めて作家の日記︑書簡が登場し

て死後長く非公開とされてきたこともその傍証の一つとして挙

となる樋口一葉の日記が︑一葉の願いを厳守した妹くにによっ

行できなかったことが証されている︒後に高い評価を得ること

様々試みられながらも(主に文士側の意向により)容易には敢

私的側面に多大な関心が払われ︑それを発露する方法について

ものなんです︑﹂(幸田露伴)
・﹁私は未だ十分苦心した事が無いですから︑苦心談は申上
げたくもムいません︒﹂(内回不知庵)
・﹁苦心談と一五ふのですか︑さあ私には加にこれと云ふ苦心
もありませんよ︑﹂(小栗嵐葉)
・﹁苦心談ですか︑どうも突然で何も考へがつきません︑ま

の理由は芸人としてのブライドであり︑﹁ザ一五は売れども身は売

ロセスを︿苦心談﹀として諮ることを拒否したかであるが︑そ

問題はなぜそのように頑ななまでに文士たちが作品生成のプ

げられるであろう︒

インタビューを受けた文士の殆ど全員が創作にあたっての

らぬ﹂の精神の体現である︒︿苦心談﹀のインタビューの対象

ここで当然想定されるべき︑文土の私生活及び創作上の苦心

硯友社社員を筆頭とする職業作家を自覚する面々において︑自

あるが︑﹁文学界﹂同人や﹁舞姫﹂を発表した鴎外等とは異なり︑

想さえ及︑ばぬことであった︒無論ここには作家の定義が必要で
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あ唯の話にして下さい︒﹂(泉鏡花)

や︑描かれた事件の素材︑文体の選択といった作品生成の諸要

苦心を否定し︑その代わりに提供した話題は登場人物のモデル

として切り売りするという試みはその︒ブライドを自ら崩壊させ

件も関与しているであろうが︑とにかく作家が私的側面を作品

となったのが全て代表作を有する文壇に名のある文士という条

(凶)

が徒労に終わった感が否めない︒しかしそれでも﹁作家苦心談﹂

素についてであった︒これには﹁苦心の跡を尋ね﹂るとの自的
は凡そ一年間連載が続き︑その後単行本として発刊される等人

がおそらく最もストレートに表出されていたであろう私的な日

ることに他ならないのであり︑明治初年代の作家においては発

記や欝簡は︑しかし当時未だ日の目を見ることはなかった︒近

ライドにおいても到底不可能であったし︑またそれは受容の立

らの作家としての苦悩をそのまま作口開化することは︑自己の︒ブ

気を博していたことは疑いないのである︒

代作家初の錨人全集として編まれ︑星野天知が編纂に当たった

ちをほぼそのままの名称で登場させた尼崎紅葉(明

たとえば︑作家の身近の事件を題材とし︑作家やその弟子た

場においても同様であった︒

吋透谷全集同(明お・山︑博文館)に︑初めて﹁透谷子漣禄摘集﹂
と題した透谷の私的な日記︑議鵠が︑評論や詩と共に付せられ
(明幻・山︑文学界雑誌社)には日記︑書簡は未収録)︒

るという試みがなされた(それ以前に出版されていた事⁝

f
Q
3
治

化することへの楠烈な批判が競える︒それは最早作品として認

評が寄せられたことには︑職業作家たる者が私的な内容を作品

に措きたるものとして評すべし︒﹂(明

m‑U ﹁一事中諮﹂)との

事実をありのま﹀

m ・9 ・日lu‑‑﹁読売新聞﹂)に対し︑?﹂れを小説として許

統的世界であったが︑それによって主娘である筈の苦悩を希薄

山﹀の苦悩が吐露される場も漢籍や伝統的絵画︑能といった伝

やり︑美化させる効果をもたらしてしまうという点にある︒︿盾

らかなように︑苦悩を現実から遠ざけ伝統的芸術の世界に追い

があくまでも伝統的雅文に依拠した形式であるということに明

いられたのは自然の流れではあった︒しかし問題は︑︿美文﹀

協という一点にある︒よってそれを描き出すべく︿美文﹀が用

J
Y

められないのである︑と︒吋ふところ日記﹂も紀行文としての

せんはもとより不当なるべければ︑予はた

体裁を般壊し︑︿腐山﹀の名において﹁文学界﹂や幌友社同人

化させてしまう一面のあることは否めない︒

しかし眉山にとってそのような内容しか最早己が手中にはな

業作家の作品として到底認められない内容であった為である︒

︿苦心談﹀で誰もが口を際み否定したように︑公言憐れる︑職

ればならなかった︒なぜならば本来創作の叶わない苦悩とは︑

しかしそれでも﹁ふところ日記﹄は︿美文﹀で書かれなけ

の面々を名称そのままに登場させ︑︿扇山﹀の︿世に臨まん﹀
に描きたるも

h

とする創作を志すプロセスを主眼として描いている以上︑日記
という逃げ道はあれど﹁たぜ事実をありのま

吋ふところ呂記﹄の同時代評においてそのような批判は一切見

かった︒たとえば﹁ふところ日記﹂冒頭において吐露された︑

の﹂と作品として認められない可能性は十分にあった︒しかし
られない︒そこで浮上してくる﹁ふところ日記﹂と室内葡菊﹂

明治初年︑鏡花と並んで観念小説と呼ばれる作品群︑﹃大さ

きたい︒

面﹀そのものであった︒そこに至るプロセスを次に確認してい

ばかりか正に当時の唐山のストレートな﹁ふところ﹂たる︿内

とって決して偽装や過剰な言い分ではなかったのであり︑それ

もいえる種々の要素に対しての疑念と混迷は︑当時の間鳩山に

﹁哲学﹂︑﹁宗教﹂︑﹁世﹂︑﹁我﹂といった近代を支える知の礎と

との最大の相違点は︑室内葡碕﹂が言文一致体によって描かれ︑
ふところ日記﹂が︿美文﹀によって描かれたという点である︒

四︑斡持としての ︿美文﹀
塩井雨江︑武島羽衣︑大町娃月合著(明白・ロ︑
博文館)を端緒として︑︿美文﹀はお年代を通じて情緒を謡い
上げる為の伝統的和語︑漢詩を用いた散文詩という緩やかな定

m ・2﹁太陽﹂)︑

﹁国民之友﹂)を発表した唐山は︑そ

の鋭い社会に対する批判意識から﹁か﹀る新傾向を導かんとす

ウつらおもて︺(明

m ・8

かづき﹄(明 M
m・‑﹁文芸倶楽部﹂)︑吋書記宮﹄(明

る点に於て予は鹿山人を多とすればあらず﹂(明お・ 8 ﹁早稲田

た︒しかし語口花紅葉﹂がそうであったように︑散文詩として

義を有しながら︑様々なジャンルに用いられ流行の相を呈し

ところ日記﹂も慨に見てきたように︑主制限は創作の叶わない苦

出発した︿美文﹀の主眼は多く感協であり悲哀であった︒﹁ふ
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観的傾向の狭路なるものなりと云ふ︒﹂(﹁無想小説︑観念小説︑

向転換を強いられることとなる︒﹁観念小説とは想あれども主

大家としての地位を築くに至った︒しかしこれは翌年早くも方

文学﹂)と︑文壇革新を断行し得る近代作家としての評錨を得︑

ま︑しかし己の陥った窮状を脱却する術も題材も判らず︑とか

裕もない︒ここには︑職業作家としての狩持を捨てきれないま

革新に挑む気概色︑社会に流行した事件を筆に写そうとする余

﹁ふところ﹂をストレートに描き出すに至った居山には︑文壇

れた吋ふところ日記﹂においても踏襲されている︒そこで己の

当初評価された正にその点において痛烈な批判がなされている

表現するに当たって︿美文﹀が選択されたのはその虚構性とい

にないという切羽詰まった状況が浮かび上がってくる︒それを

く文士として生き残る道は己の窮地そのものを題材とする以外

・2

﹁めさまし草﹂)との詳が一亦すように︑発表

m

のは︑めまぐるしく変遷する明治という時代の潮流における流

没想小説﹂明

行の波の早さを表している︒観念小説に対する批判に答えが見

感傷や悲哀を主制限としていたが︑その後隆盛を迎える中で︿美

初年前後において散文詩として出発した︿美文﹀はしばしば

う点において必然であった︒

ての観念小説で断行し得たような文壇革新をもたらすものでは

ならずあらゆる文章表現を可能とさせていった︒初年代を通じ

文﹀は文壇のみの問題ではなく︑庶民も取り込み文芸作品のみ

(
明m
u・5︑春開堂)の序文に端的に表れている︒これもかつ

出せ得ず混迷を深めていった唐山の心境は︑翌年の﹁大村少尉﹄

当然なく︑当時あらゆる芸術の場において大流行した日清戦争

候といった風景描写から︑生活行事や手紙文といった生活に密

て続々と発刊され続けた美文指南番は︑総じて季節や地理︑天

を題材に採った︿際物﹀の一つとして︑庖山のネームバリュー
によって注目を得た以外には殆ど十把一絡げにされてしまった

思はぬ事に逼られて心苦しくも文を売るのあさましさを︑

た︒その兆円後には︿美文﹀が︑掲載されている文体をそのまま

するに相応しい︿美文﹀を笛条書きに列挙するという形式を取っ

のではあるが︒

追はれて走る筆に泣かせて辛くも袖を絞り捨つれば︑生憎

れを文士でさえ習得するのに多大な時間と困難とを伴った言文

模倣すれば誰にでも書けるものであるという認識があった︒こ

着したものまであらゆる場と事柄を対象とし︑それぞれを表現

にたばしる一慌の払へどもなほとずめあへぬに︑ゆく年やそ

題材となるべき対象を持っていないが︑それをストレ iトに作

そこで勝山の当時の状況に鑑みると︑自己の窮状しか作品の

体であった︒

︿美文﹀は内容を不問とし虚構としてのみ独立し得る稀有な文

一致体と比較するとその特異性が明らかとなろう︒それだけ

の春捨て﹀身売沙汰︒
勝利で終えた日消戦争をエリート海軍軍人に語らせるという
作品の冒頭において︑一課にかき暮れながら﹁文を売るのあさま
しさ﹂を訴えるとは尋常ではない︒また︑己の文筆業を﹁身売
沙汰﹂と断じざるを縛ない心理状況は︑これより半年後発表さ
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品化するには織業作家としての粉持においても︑またそれを受
容する文壇や︿詩人﹀の制約においてもが許されないという葛
藤があった︒その葛藤を解消すべく作品たり得る最低限度の成

は極めて重大な役割を発揮し得たと断言せざるを得ない︒

のそチベ iションが存在する以上文体に求める以外になく︑つ

た吋大村少尉﹂を著しても無論その答を得られなかった唐山に

い作風転換を強いられ続け︑当時大流行した日清戦争に取材し

めまぐるしく変遷する明治という時代の潮流に伴って答のな

構を付与しなければならないとしたら︑内容に唯一の作品執筆

と賛美され︑何を描いてもその文体に評掘が集約される中で︑

まり鹿構性を追及した︿美文﹀以外になかった︒眉山が美文家

かった︒権かに関落に瀕した芸人が私的側面をさらけ出し再起

を計ろうとすることは今汀珍しい試みではない︒しかし明治初

残された道は︑己の陥った窮地をそのまま題材とする以外にな

作品を作品として成立させる為の苦肉の策であったことは疑い

に端ぐ身をそのままに作品に描き出すことは彼の扮持において

年において︑それも大家としての名を馳せた唐山が低迷し苦悩

それは必然の流れであったのかもしれない︒但しそれは積極的

ない︒︿美文﹀は世に開る為ではなく︑あくまでも己の粉持の

に選択されたものではなく︑職業作家としての持持を死守し︑

為に用いられた︒少なくとも明治初年において︿美文﹀は萌

しかし大家としての地位から失墜しようとしていたその時︑

る文壇においても不可能であった︒

届出が文士として生き残る道は︑己の一泊している創作の叶わぬ

も︑強個な︿詩人﹀像の制約においても︑更にはそれを受容す

時に評を寄せたのは眉山と親交の深かった同人が多数在籍する

苦悩をそのまま作口開化することのみであった︒そしてそれを妨

穿期にあり︑︿美文﹀によって拙かれたということが作品その

﹁文学界﹂のみであり︑版を重ね︑単行本出版や雑誌に引用さ

ものの詳舗を高めることには結び付かなかった為である︒初出

れる等広く注目を浴びたのは︿美文﹀が隆盛を見せていた初年

︿唐山﹀の苦悩を取り零していくこととなったのは︑﹁芸は売

後年文体にのみ焦点が当てられることとなり︑主眼である筈の

のがい印刷構性を追求した︿美文﹀であった︒その完成度の一品さ故

げるあらゆる儲難を越え︑作品へと到達させるべく選択された

ところ日記いにおいては︑明治期の職業作家の苦心という秘寵

しかしこの︿美文﹀という虚構があってこそ︑少なくとも吋ふ

代半ば以降のこととなる︒

されたテーマが初めて世に顕現し得︑更には明治初年代初頭よ

かった屑山の︑職業作家としての最後の執念が結実した為であ

れども身は売らぬ﹂とのプライドをどこまでも払拭し切れな

るかもしれない︒そこには︿内面﹀を創作のテ!マとする﹁文

り誰しも疑うことのなかった︑︿詩人﹀を描く上での;i社会
!必然の削制約さえ越え︑本来作品として受け入れられない内容

学界﹂同人に賛同し積極的な交友関係を求めながらも︑アマ

貢献の為に如何なる窮状にあっても創作を成し遂げるという￨
を作品として押し上げたのである︒その意味において︿美文﹀
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結

チユアに甘んじるのではなく︑あくまでも碗友社仕込みの職業

見ても揚々思索して脳髄を悩ますことがある︑これ等も矢張り昔︑心
と説ふべきものでありましゃう︒﹂(新声社編部制作苦心談﹂明白・ 3︑

ゃう︒商して一つの作物に対して構想︑立案は勿論︑文章の側から

る︒そしてこの多様な価値観こそが間山を生涯一所に留めず︑

春陽堂)を発表した際に悶いた号と同じである︒ここから畑波生の

を発刊している︒但しここでは眉山ではなく畑波生の号を使用して
いる︒これはかつて探偵小説の流行に便乗した豆⁝髪﹂(明部・ 5︑

(日)臆山も上下巻に及ぶ美文指南番﹁美文良材﹄(明部・口︑博多成象堂)

ことが明らかである︒

新戸社)ここからも眉山が職業作家としての持持を保ち続けていた

作家としての粉持を保ち続けた眉山の姿が浮かび上がってく
孤独に初他出する人生を決定付けていくこととなったのである︒
注
その後﹁ふところ日記﹂(明白・ 9︑新戸社)に収載されるが︑そこ

る︒美文指南番も一流行と捉え︑居山の名において発刊された伯作

号は流行に便乗した作品を発表する際に用いられていることがわか

(l) ﹁ふところP記﹂本一端︑﹁附記﹂︑﹁後訪問﹂を含む全十三回の断続的連載︒
で本編議経回以降を中心に多大な改訂が見られる︒本論では﹁読売

かんの

人文社会科学研究科日本文学)

めぐみ筑波大学大学院博士課程

品と同一視されることを拒否したことが推測される︒

新聞﹂の初出に拠った︒

(2) 伊狩章﹁川上居山﹂(昭和 MW‑U ﹁国文学解釈と鑑賞﹂歪文堂)
(3) 吉田精一﹁川上躍山の観念小説﹂(﹁自然主義の研究(上)﹂昭ぬ・
日︑東京営)
(4)(3) に同じ︒

(5) ﹁ポケ yト紀行文ポケット議書い第は蔚(明付・ 9︑間川村盛花堂)︑
﹁明治文学全集明治紀行文学集﹂部(昭的・ 1︑筑摩護房)がある︒
(
6
) 内村鑑三﹁志賀重昂氏著吋日本風景論い﹂(明幻・ロ・日﹁六合雑誌﹂)
(7) ﹁湘南雑記﹂やそれに該当するような作品は実際にはその後発表され
ていない︒
の星野天知︑夕影のみであるという点は注呂される︒これでは眉山

(
8
) 避返するのが当時親衝な関部にあったこ葉事国迷と﹁文学界﹂同人
の想定する︿間﹀が拡大されるわけがない︒

(9)(3) に同じ︒
称された江毘水蕗のみは文士の苦心を荷定し己の作家としての経験

(日)当代の事件や流行の築物をいち早く作品に盛り込むことで際物師と

の意味を拡大解釈することで答えている︒﹁(略)苦心と一五つでもそ

を︿苦心談﹀として提供している︒一方向服山は以下のように︑苦心
の意味もいろ/¥ありますから︑一概に伺うだとは一五ひ兼ねますが︑
まア作家が平生の用意といふやうなものは︑苦心の一つでありまし

‑25‑

