
「渥東給言軍」考

猪　崎　保　子

　1い　1一一ヨ　デ貞ノ

　曜東緒言翠」は拝情小説、杜会画風俗小説、散分詩、小説の小説などと様々

に呼ぼれている。各々それほど的はずれな定義でもあるまい。この作品はこ

れらのすべてでもありうる。又荷風文学の総決算ともみなしうるし、彼の文

学的資質がここに調和されている、とまでは行かなくとも、澤然一体となっ

ている。詩的随想的傾向と風俗、特に芸老、女給、私娼などの生態風俗を観

察する写実家、及び杜会と文明に対する批評眼の三要素がこの作品にみられ

ることは確かだ1）。

　しかし、かつての「ふらんす物語」や「すみだ川」においてのように風景

を直接拝情的に詠いあげるのでもなく、「日和下駄」にみえる江戸絵図や錦絵

に表わされた江戸の名残を東京に求めて、衰残、頽廃を讃美する一方で、現

代の破壊と乱雑を噴る荷風の姿はここにはもはや見られない。玉の井の売娼

街が新橋、柳橋の花柳界ではありえないことを作者自身が痛切に知っていた。

時代が変遷し、荷風自身も変わったのである。

　この作品を特徴づげるのは、二重性である。第一に作品中にもう一つの作

品を挿入する＜入れ子〉装置、つまり「緕講」中には「失除」と題する小説

が組み込まれていることである。次に話者である「わたくし」の二重性　　「わ

たくし」は小説家大江匡であると同時に永井荷風でもあること。「作老賛言」

で「向島寺島町に在る遊里の見聞記をつくって」とある一方で、この作品は

「その初め稿を脱した時、直に地名を取って『玉の井隻紙』と題したのである

が、後に柳か思うところがあって」「濫東縞言翠」と命名したとある。「隻紙」

とあるからにはお伽草子、草双子の類の小説、虚構作品　　fiCtiOnであろう。

しかも同時に「見聞記」　　non－f1cむonでもあるということになる。これら

三つの二重性がこの作品を導いている。これは単に形式の上のみにとどまら

ず、作品全体の意味にも関ることになる。さらに「鑑東緯言軍」というこの奇

妙な作品は、小説に関する問題、文学ジャソルにかかわる問題をも提出して

いると思われる。この論考では、作者荷風の創作意図を見た後に、作品の検

討を行い、さらにすでに云われているGIDEの《Pa1udes》や《Faux　Mon一
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nayeurs》の影響、受容がみられるか否か、又、作品中に言及されているLOTI，

HEARN，春水などとの関連についても考察するつもりである。というのは第

2章を中心に述べられる語り手ドわたくし」の小説作法とそこに言及される

作家、作品は、単に「失嫁」執筆の注意書きといったものではなく、作品全

体にも、又荷風の小説概念にも関ると思われるからだ2〕。

　　　　　　　　　　　　　　　I

「隅田川の両岸は、千住から永代の橋畔に至るまで、今はいづこも散策の興

を催すには適しなくなった。巳むことを得ず、わたくしはこれに代るとこ

ろを荒川放水路の提に求めて、折々杖を曳くのである。（……）四五年来、

わたくしが郊外を散策するのは、曾て『日和下駄』の一書を著した時のや

うに、市街河川の美観を論述するためでもなく、又寺杜墳墓を尋ねるため

でもない。自分から造り出す果敢い空想に身を沈めたいためである。平生

胸中に往来している感想に能く調和する風景を求めて、瞬間の慰耕にした

いためである。その何が故に、又何がためであるかは、問詰められても答

えたくない。唯をりをり寂翼を追求して止まない一種の慾情を禁じ得ない

　のだと云ふより外はない。」（「放水路」3傍線、引用者）

　すでに東京の市区改正以降、ことに関東大震災によって過去の江戸の名残

は全く一掃せしめられていた。風俗も又しかり。新柳二橋の花柳界は現代の

趨勢の前に死減し、芸老はカフェの女給と私娼にとって代わられた。「つゆの

あとさき」「ひかげの花」でその風俗生態を描いた荷風がこれを認識していな

かったはずはない。しかしそれでも尚、隅田川の両岸に代る風景を荒川放水

路とその周辺の土地に求めさせたものは何だろうか。彼自身の言葉に従えば、

「胸底に往来してゐる感想に能く調和する風景」を放水路堤に見出したのであ

り、「寂箕を追求して止まない一種の慾情」がそれに当る。「寂箕」の情とは

「浄瑠璃を聴くに異らぬ一種の哀調」4）であり、「衰残と零落との云尽し得ぬ純

粋一致調和の美」5〕を醸し出す「悲哀」の情に他ならない。この感情について、

彼は「ふらんす物語」、「すみだ川一以来、少しも変わるところがない。しか

し他方では、彼は自らの老い6）と時代の変遷の動かし難いこと7〕を痛切に感じ

ていた。又江戸の名残が一掃せしめられたことを嘆いたり、憤ったりするこ

とが無益であろうことも分っていた8）。

　荷風が向島寺島町玉の井の探訪を行うのは、昭和7年あたりに始まり、／0

年春より夏にかけて足繁く通っていることは「断腸亭日乗一に詳しい。又随
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筆…1冬の蝿」に収められた「寺じまの記」にも「泡立ったまま停滞してゐる」

溝の様子に「鉄奨溝の埋められていなかった昔の吉原を思出」し「我ながら
　　　　　　おはく’ろどぷ
意外な追憶の情に打たれざるを得ない」9〕と述懐しているところからも、彼が

玉の井を江戸回顧の情によって眺めていたことが伺える。

　ところで、荷風はこの「寂箕」の思いを荒川放水路一一帯や玉の井の風景に

のみ求めていたのだろうか。「冬の蝿」中のデきのふの淵」「井戸の水」「深川

の散歩」「十六七のころ」「十九の秋」「冬の夜がたりゴ雪の日」などに、少

年時代から帰朝直後の日々の思い出と下町の人情、風俗、風景が語られてい

る。これらは単に老人の回顧趣味によるだけではあるまい。彼の愛惜して止

またい風景とは、次第に破壊されてゆく江戸の名残であり、そこに見出す「悲

哀ゴ悲愁一の情とは廃滅に脅される過去の美に対して感じる悲しみの念であ

ることを繰り返すまでもあるまい。帰朝以来、荷風はフラソス古典主義の規

範に基いてみられた江戸にこれを求めていた。この態度は生涯変わることは

なかったm〕。しかし昭和現代の東京には、この江戸の名残は一片たりとも残さ

れてはいなかった。これに代るべきものを、彼は自らの思い出と明治初期の

文芸作品、あるいは幕末から明治にかけての外国人の日本紀行、旅行記など

に求める。「里の今昔」においては、一葉の「たけくらべ」、広津柳浪の「今

戸心中」、鏡花の「注文帳」に「吉原の遊里」の「減びゆく最後の面影」を見

つけているll〕。これら三人の明治初画中期の作家、あるいは岡鬼太郎の花柳小

説を読んで、荷風は「槍桑の感に堪へない」12〕とか「未だ老いに至らなかった

時分のわたくしと、其時代の風俗とを追懐して無量の感に打たれる事の多

き」13〕と述べている。それはこれらの作品中に現れているかつての東京の風俗

渚趣を翻って現在の東京に比べた際に感ずる無量の思いを現している。

　幕末から明治にかけての外国人の日本見聞記についても同様のことが言え

るだろう。「断腸亭日乗」によれぼ、荷風は昭和9年ごろから11年あたりま

で、LOTI，HEARNの作品とあわせて、これら日本旅行記、見聞記の類を盛

んに購入し読んでいる。この傾向は特に10年後半に著しい王4〕。これら大量の

図書の購入と読書がなぜこの時期に集中的になされたかは明かではない。同

時期に浮世絵、草子絵などをやはり多く購入している事実を考えあわせると、

荷風の江戸回顧熱が、急激に変わってゆこうとする時代においてこれまでに

ないほど高まったのだろうか。ただ、LOTI，HEARN，Sir　ARNOLD，

FRAZER夫人の作品については、「西瓜」中に言及されている。LOTIについ

ては滞米中に親んで以来、荷風の生涯中くり返し読まれていることは「断腸



亭日乗」からも伺える。この今日では忘れ去られたフラソスの作家の作品も、

特に日本に関する記事を選んで読んでいるようだ。「西瓜」中に「わたくしは

今臼でも折々ロッチの文をよむ」として「ロッチの著作はわたくしが幼年の

ころに見覚えた過去の時代の懐しき紀念である」としているから、荷風ばこ

れらの作品に「今は永遠に帰り来ることなく日本の因土からは消え去ってし

まった」風物を再び見出すことを求めていた事がわかる。HEARNの「『怪談』

中の諸短篇」に「東京のむかしを思起」し、「英国人サー画アーノルドの漫遊

記、また英国公使フレーザー夫人の著書の如き」に「明治甘二三年ころの日

本の面影を窺」ってもいる五5〕。

　明治初岨中期の文芸作品と幕末以来の外国人の日本見聞記は、荒川放水路

や玉の井と同じく、過去の追懐とそれに伴う悲哀の情を荷風に与え得たわけ

である。彼にとってこの江戸追慕の悲愁の感ほど、生涯求めて止まなかった

ものはあるまい。それがもはや現実に存在しなくなれぼ文芸作品や紀行文の

中にそのイメジを求め、これを感ぜしめる類似の風景を東京郊外にまで探し

たと云えよう。しかし、玉の井はあくまで昭和現代の売娼窟以外ではありえ

ず、そこに昔の吉原の面影が垣問みられるとしても、玉の井の女たちに「現

代民衆的婦人の顔」を認めざるをえず、路地奥の家々にも「場末の小待合と

同じくらゐの汚なさ」一6〕を見るのは、誰よりも荷風自身であるのだ。彼の観察

家の目ば、現実の玉の井を見ざるを得ない一方で、仔情詩人の心と江戸追慕

の思いは過去の名残を夢見させる。彼の求める江戸の情趣は現実にはもはや

存在せず、明治の文芸作品の中に、つ童りイメジとして虚構の中にある。「濫

東緒言箪」はこの相矛盾する二つの感情の認識の上に成立している。現実を見

すえる観察家の目がとらえた玉の井の「見聞記」であると同時に、江戸追慕

の詩人が夢みる「玉の井隻紙」圃小説なのである。この見聞記一現実と小説一

空想のもつ相反する性格カミこの作品の二重性の基底となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　II

　「盤東縛謹」のfictionとmn－fictionの二重性は、語り手「わたくし」が小

説家大江匡であり同時に永井荷風であることに呼応する。全10章のうち第5

章末に現れる「昭和四年四月『文芸春秋』という雑誌は、世に『生存させて

置いてはならない』人問としてわたくしを攻撃した」という文により、この

作品の語り手である「わたくし」が永井荷風でもありうることが読老に知ら

されるまで、彼は大江匡とみなされている。この人物がいかなる人間である



かは、すでに第1章より明かである。平野謙が指摘したごとく17〕、廃語となっ

ている「活動写真」「名題」などの言葉を使用していること、山谷堀土手下の

街に「廓外の嚢町という情味」を見、古本屋の主人のもつ「東京の下町生粋

の風俗」を愛していること、巡査とのやりとり等から、大江匡が昭和現代か

らは一種超然とした回顧趣味の猜介な老人であることが知れる。彼は自分の

執筆中の小説の実地調査のため、作品の舞台を玉の井近くの秋葉神杜周辺と

決め、ここを訪れることにする。「東京市中、古来名勝の地にして、震災の後

新しき町が建てられて全く旧観を失った、其の状況を描写したいカミ為に、種

田先生の潜伏する場所を、本所か深川、もしくは浅草のはずれ。さなくぱ、

それに接した旧郡都の魎巷に持って行くことにした」18〕とあるのは、もちろん

この言葉通りの意味もあろうが、ここに江戸回顧と場所の描写のための伏線

がしかれていることに注意すべきだろう。大江匡にとって「小説をつくる時、

（彼）の最も興を催すのは、作中人物の生活及び事件が開展する場所の選択と

その描写である」19〕（傍線、引用者）。ここに典型的に現れているように、語

り手「わたくし」は、小説執筆という理由によって、以下に描かれる風景が

玉の井周辺の探訪を目的とする事寒9吊響であることを主張するのであ札

風景と同じく、夕立に手引きされて知り合ったお雪についても、「何の作意も

無く」、「そのまま記述したのに過ぎない」と云う。語り手は「事実の描写を

傷けるに忍びなかった」のであり、それ以外ではないというわけだ。これに

加えて、大江匡が玉の井に通うことになる理由が挙られている。一にラディ

オの騒音からの逃避。一に物騒な銀座界隈は避けねぼならないこと等々とく

り返される言明により、第5章末の「文芸春秋」への言及まで、読者は「わ

たくし」を小説家大江匡とみなし、ここに描かれる場所や人物の様子を「事

実」として受けとる、あるいは受げとるべく要請されることになる。しかも

「わたくし」カミ大江匡でも永井荷風でもあることが判明した後にも、「恐る可

き操角瓜の士」を避けるために「前後左右に気を配って歩かねぼならない心持

は、『失駒の主人公種田順平が世をしのぶ境遇を描写するには必須の実験で

あろう」と加えることによって、大江匡と荷風の区別をつけることすら不可

能になってしまう。

　しかしこの後も、その作品が小説の実地調査のための玉の井探索の「見聞

記」であるとの体裁はくずさない。第6章冒頭におかれた寺島町一帯を中心

とする「盛場の沿革」は、「日和下駄」以来の荷風独自の地誌的風俗史的記述

であり、簡潔で客観的な叙述となっている20〕。この玉の井沿革史の部分が「見



聞記」の頂点であろう。小説の実地見聞に始まった玉の井探訪記の「事実の

描写」はこの沿革史の記述におい七主観性が零に達した後、文末の「況んや

人の叶生に於いてをや」によって調子は急転換され、続く語り手による過去

の述懐が導入される。以後の第6章はお雪との短い会話を除いて、すべて追

憶の場面が展開される。この青春の回顧の過程で「昭和現代の魎巷」玉の井

は、「鶴屋南北の狂言などから感じられる過去の世の裏淋しい情味」をもつに

至る。「わたくし」が回想するのは「青春のころ卯れ曜しんだ女達の姿やその

住居のさま」であり、亡友井上唖々の住んでいた「深川長慶寺裏の長屋」で

あり、「向島小梅の里に囲われていた女」の侯文とその古めかしい言葉使いで

ある。これらの「青春の名残一とともに「竹屋の渡しも（一・・）枕橋の渡し

と共に廃せられて」は㌧・な牟？存「三四十年むかし」の「過去の幻影」が現

れる。そしてこの「はかなくも怪し気なる幻影」は渡米以前の荷風が目にし

た隅田川一帯の風景であり、それ以上に「たけくらべ」「今戸心中」「注文帳」

などに表わされた吉原とその近辺の町の情景、あるいは江戸文芸にみられる

黙阿弥の舞台、人情本に描かれた遊里の光景と情趣であり、又あるいは草双

子や浮世絵にみられる景色である。

　荷風の憧慣と愛惜の念の対象であるのは彼の少年時代、少くとも明治30年

代までの東京である。そこには維新以来の近代文明の勢力の前に廃退しつつ

あった江戸の残影があった。しかし彼は山の手の住人であり一荷風の父永

井久一郎の屋敷は小石川、一番町、飯田町、その後は長く大久保にあった

　　いかに彼が本所、深川を知っていたとしても所詮、表面的な他所老の目

でしか眺められなかったろう。しかし、むしろ他所老であったが故に、その

憧れは強かったとも云える。彼が渡米以前の東京の下町を見る目には、「梅暦」

を始めとする人情本、草子絵、硯友杜の文学作品が与えるイメジが二重映し

になっている。そこには原イメジとも呼びうる江戸、それも浮世絵などを通

して見た江戸が存在している。第5章に引用されている依田学海の「墨水二

十四景」はこの＜江戸＞を現わしているのだ。この点については「すみだ川」

を論考したヂ風景のロマネスク」（筑波大学文芸言語研究科「近代文学」No．4）

で言及したので、ここには詳しくは繰り返さない。そしてこの＜江戸〉が無

残にも破壌されてゆく様相にこそ、荷風の「悲哀」の情は生れるのだ。この

感情、すなわち、自らの求めるものがすでに失われてしまったという認識か

ら惹き起こされる悲しみこそ、「ふらんす物語」以来、荷風の作品を一貫して

流れる基調音である。このゆえに、彼は失われた＜江戸〉を選んだのだ。「ロッ



チの著作が今は永遠に返り来ることなく、日本の国土からは消え去ってし

まったもの」を再現していると同様に、いやそれ以上に＜江戸〉の幻を追い

求め、悲愁の情に浸ろうとするのだ。

　惰言翠」第6章にいわれる「我青春の名残」の底には、以上のような「過去

の幻影」が横たわっているわけである。この追憶の過程で、玉の井の売娼お

雪は「明治の娼妓」となる。「溝の汚さと蚊の鳴声」とともに「いつも島田か

丸髭にしか結っていないお雪」は「過去の幻影の紹介者」であり、「無言の芸

術家」となる。ここに至って「昭和現代の随巷」玉の井は、かつての吉原の

情趣と重なり合う。彼女の存在はこの現在と遇去との混榊こ不可欠だ。彼女

の姿こそ現在を過去に結びつけ、幻を再現することができる。ここで荷風が、

かつて「ピエールロチと日本の風景」において指摘した「お梅が晩年」（。Troi－

siさme　jeuηesse　de　Madame　Prume》）中の「幽遂なる墓地と長崎の港とを

人性化ペルソニフイエーした」ムスメ画イナーモトにお雪を比べることは不当

なことではないだろう。彼女は玉の井をpersonnifierしていると同時に、「明

治の娼妓」となったお雪は「三四十年むかし」の東京画＜江戸〉をも

personnifierしているのだ。

　過去の追懐で終る第6章は、次章に入るとお雪の抱主の声によって急に現

実に引き戻される。そして抱主と「わたくし」の対話の後に、お雪の「おか

みさんにしてくれない」という告白と「もう三月になるわネェ」という言葉

が語られる。「見果てぬ夢」の一節が引用されて「わたくし」＝荷風は動かぬ

ものとなり、彼がいかなる人物かが述べられる。服装を変え、身分を偽って

「売娼の巷」に出没する老人は、権力と杜会に正当とみなされた事柄の裏に虚

偽と偽善とを見出し、現代杜会の「表通り」を拒絶して、「不正暗黒」の「裏

通り」を選ぶ。この裏側から表の杜会を見る時に発せられる批判と杜会の外

辺に追いやられた女たちに寄せる愛着は、荷風の生涯を通じて変わることが

なかった。お雪の家を出た後のπ■わたくし」が歩む玉の井の路地の描写は、

この感清と一体となって第6章以前にみられた見聞記の記述とは全く趣を異

にしている。「銀座や上野の広いカフェーに長年働いている女給などに比較し

たら、正直とも醇朴とも云える」お雪によせる「わたくし」の情愛と彼女が

住む売娼の巷のもつ人情に対する親愛の情にみちた目によってこの「ラピグ

ラソト」の風景は眺められている。この眼差しは見聞記を書くリアリストの

観察家のものではなく、拝情詩人の心の目であろう。第9章以下、このよう

な拝情的散文詩の調子で描写は続けられる。作品前半部にみられた見聞記的、
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地誌的興味からなされたリアリズムの描写はここでは消え失せ、「わたくし」

のお雪と別れねぽならない悲嘆が風景に織り込まれている。第2章に示され

た大江匡の「小説作法一の心得である場所の描写と季節画天候への配慮はこ

こに実行されることになる21〕。「取返しのつかない悲しみを見なけれぼならな

くなる」前に、お雪に別れを告げねぼならないという「物に追われるような

此心持」は、秋の深まりを告げる風カミ、路地から家の中にまで入り込み、「鈴

のついた納簾の紐をゆする」音につれてひとしお強まる。季節の推移ととも

に溝の蚊の鳴声も弱まり、玉の井のラビラソトを歩む通行人の数も減ってゆ

く。空地にはすでに夏の盛りの見世物小屋もなく、騒がしい蓄音機の音も聞

こえない。「いつの間にか、もとのようになって、あたりの薄暗い燈影カミ水溜

の面に反映しているぼかりである。」そして「わたくし」はこの広い空地を「唯

荘然として」眺めることができるだけであった。夏との別れはお雪との別れ

である。

　ここで、再び彼女が玉の井をpersonnifierしていることを思い出そう。「い

つも島田か丸髭に結っている」お雪なくして、ド昭和現代の随巷」が「過去の

世の嚢淋しい情味」をもつことはできず、玉の井が江戸の名残を妨佛させる

ことはありえない。又、逆に吉原の鉄漿溝を想起させるよどんだ溝に蚊の鳴

く声が聞こえなけれぼ、玉の井の売娼は「明治の娼妓」とはなりえないのだ。

彼女は正しく「偶然過去の世のなつかしい幻影を妨佛たらしめるミューズで

ある」のだが、蒸し暑い夏の夜、蚊のわめく溝際の家においてこそ、ミュー

ズたりえたのである。だから、場所とそれをpersomificrする人物の相互作

用は、現在と過去、現実と回想曲空想という二重性の上に成立していること

になる。

　第9章をしめくくる以下の風景描写は、第6章冒頭の玉の井の沿革を述べ

た見聞記としての客観的描写とは全く対照的に、季節の推移への詠嘆と別離

の悲しみを語る拝情詩人のみる風景である。風景が感晴を語り、暗示するの

だが、この二つは究極的にば一つなのだ。夏という季節との別れは女との別

離であり、この二重の別れの悲しみは、ここに描かれた玉の井のラピラソト

の風景である。別れのさびしさとはこの秋風の吹き抜ける路地の光景そのも

のとなる。

　「伏見稲荷の前まで来ると、風は路地の奥とはちがって、表通から真向に突

　き入りいきなりわたくしの髪を吹乱した。（……）奉納の幟は竿も折れるぼ

　かり、路地口に屋台を据えたおでん屋の納簾と共にちぎれて飛びそうに閃
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　き翻っている。溝の角の無花果と葡萄の葉は、廃屋のかげになった闇の中

　にがさがさと、既に枯れたような響を立てている。表通りへ出ると、俄に

　広く打抑がれる空には銀河の影のみならず、星という星の光のいかにも森

　然として冴渡っているのが、言知れぬさびしさを思はせる折も折、人家の

　うしろを走り過る電車の音と警笛の響とが烈風にかすれて、更にこの寂し

　さを深くさせる。（……）吹き通す川風も忽ち肌寒くなって来るので、（……）

　わたくしは（……）身をちちめて風をよけた。」22）

　夏が去り、秋風に蚊もいなくなれぼ、玉の井はもはや「過去の幻影」を夢

想させる＜江戸＞ではありえなくなる。結末は全く素気なくやってくる。「最

早や素足に古下駄を引摺り帽子もかぶらず夜歩きする時節ではない一として

季節の変化がお雪との交情に終止符を打つ。作品冒頭のラディオの騒音が再

びもち出されて物語は終る。玉の井「見聞記」として終るのである。このこ

とはさらに、「鑑東縛謹はここに筆を摘くべきであろう、然しなカミら若しここ

に古風な小説的結末をつけようと欲するなら」（傍線、引用老）と加えること

によって強調されている。この作品は「小説」ではないというわけだ。

　しかし、お雪に対する愛着と別れの悲愁を語りつつ、話老が次のように言

う時、作品は再び小説の地平にもどされる。

　　「建込んだ汚らしい家の屋根つづき。風雨の来る前の重苦しい空に映る

　燈影を望みながら、お雪とわたくしとは真暗な二階の窓に俺って、互に汗

　ぽむ手を取り・ながら、唯それともなく謎のような事を言って語り合った時、

　突然閃き落ちる稲妻に照らされたその横顔。それは今も猶ありあと目に

　残って消去らずにいる。わたくしは二十の頃から恋愛の遊戯に璃ったカミ、

　然し此の老境に至って、このような療夢を語らねぼならないような心持に

　なろうとは。」23〕

　稲妻に照らされたお雪の横顔も、老境に至っての「わたくし」の療夢も、

向島寺島町の地誌的見聞記的記述と同じく真実なのだ。夢と現実がそれぞれ

並列しておかれながらも、この二つはその相異る性質カミ対比されるかわりに、

各々が真実性を保ちつつ、澤然一体となって存在している。大江匡の巡査に

拘引された経験も、「失除」の断片も、玉の井探訪の見聞も、お雪との出会い

と別れも、過去の幻影も、これらすべては「わたくし」によって語られ、並

べられているにすぎないが、それらは各々、相互に緊密に関係づけられて真

実性を保っているのだ。

　「胸底に往来している感想」、「自分から造り出す果敢い空想」つまり＜江戸〉



の名残への憧憶とこれがすでに失われてしまったことから生れる悲哀の情と

「老境に至っての療夢」に「能く調和する風景一すなわち「三四十年前の東京」

を思わせる「昭和現代の玉の井」カ；、この作品で語られている。しかしこれ

は「向島寺島町に在る遊里の見聞記」でもある。＜空想一小説〉と＜現実一見

聞記〉の二重性こそ「鑑東縛言軍」がその名に価するゆえんである。

　この二重性の一面が小説であるとしても、それは単に小説一般を指するの

ではなく、やはり荷風の云う如く「玉の井蟹紙」、つまり彼の人情本であるだ

ろう。第10章で「古風な小説的結末」に言及しつつ「ピエールPツチの名著

阿菊さんの末段は、能く這般の情緒を描き尽し、人として暗涙を催さしむる

力があった」と述べている。この荷風の言葉に対して、奇妙にすら思われる

ことは、《Madame　Chrysanthさme》の末段はいたって素気なく終っている

ことである。別れを告げに来たロチが見るお菊さんの最後の姿は、額を床に

つげた日本流の丁寧なお辞儀であった。彼が二、三度振り返っても、彼女ば

この姿勢をくずすことなく、ロチには《C’est　par　po1itesse　seu1ement》と

映った。彼は長崎の一夏を過したお菊さんに何の未練もないかの如く軍艦の

出航とともに日本を後にする。「古風な小説的結末」は「既に素人になってい

るお雪に廻り逢う一節」とされているが、作老が望むのはやはり「再会の望

みなき事を初めから知り抜いていた別離の情」であろう。そしてロチとお菊

さんの別れと同じく、避け難いお雪との別れも愁嘆の場が長々と演じられる

ことなく、きわめて素気なくなされることが望ましかったにちがいない。こ

のような別離は、荷風が愛して止まなかった為永春水の「春色辰巳園」で、

仇吉が置手紙を残して行方を晦してしまう場面を思わせる。これにっいて荷

風はその「為永春水」で「この物語の結末は極めて簡単に叙述せられてゐる

のが却て一層の哀愁を催さしめる。わたくしは春水の佳作中でも辰巳園の此

末節を以て最絶妙の虚となしてゐる」24〕と述べている。しかし春水のこの作品

はこの場面で終るのではなく、まさしく「古風な小説的結末」としての偶然

の再会によるhappy－endで終る。荷風が「最絶妙」とするのは、happy－endで

はなくこのあっけない別れの哀愁の情であり、お雪と「わたくし」との別れ

もこの結末に倣ったと言えよう。

　「わたくし」はお雪に「明治の娼妓」を見た。さらに彼女は人情本の女主人

公であるとも言えないだろうか。お雪との出会いと情交と別離を語るこの作

品カミ荷風の人情本ともなり得ているように思われるのだ。「伝続的にお談通

り」なのは、夕立に手引された女との出会いぼかりではなく、彼女カド明治
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の娼妓」となることによって、そのイメジは「腕くらべ」の駒代でもあり「あ

ちさゐ」の君香でもある永遠の売女の悌に通じている。お雪が誤解してとっ

た「わたくし」の身分は「日蔭に住む女達が世を忍ぶ後暗い男に対する時」

の一般的な型を出るものではない。「わたくし」がお雪に見ているのは個人と

しての人問ではなく「幕吏に追われる志士を救」った「鴨川の芸妓」であり、

「逃竃の貧士に食を与え」た「トスカ」であり、「無頼漢に恋愛の真情を捧げ

て悔いなかった三千歳」であ．ろう。このような女たちのイメジであり、型な

のだ。つまり風景と同じく人物も、荷風の求めて止まない＜江戸＞にその原

イメジをもっ。指摘される荷風の類型性はここに生れる。風景も人物も物語

ですらも＜江戸〉に原イメジを、理想の型をもつ。彼の小説が多く風俗小説

であり、人間をその本質である時問性の中で捉え得なかったのもおそらくこ

の故だ。

　しかし彼は風俗小説家、云いかえれぼレアリストの観察家でもあった。こ

の現実の観察老はまた杜会の批判老ともなりうる。この論の始めに私は憎

東総言箪」は「作者賛言」をも合わせて読むべきだとした。この「賛言」は文

字通り無駄な言葉であろうか。神代帯葉翁との交友を語りつつ、作老は昭和

の政治画杜会画風俗に批判の目をむける。これは荷風の帰朝以来のものであ

り、ことさらに目新しいところは見られない。「作者賛言」の権力に向けられ

る非難は、「盤東給言箪」の「脂粉の巷」に寄せる彼の愛着に呼応し、帰朝直後

の作品にみられた「裏通り」からみた「表通り」の虚偽の弾劾、富国強兵を

旗印に掲た杜会制度の中に組み込まれることを拒否した荷風の個人主義とそ

こから発せられる杜会批判と杜会の底辺に位置する人々への偏愛25〕と同じ根

をもっ。荷風は「鑑東縞言箪」では直接語ることのできなかったこの種の言を

「作老賛言」において思い切り吐き出すのだ。

　ところがこのデ賛言」が無用とならないような、又「濯東給言軍」から切り

離されてしまわないような装置がここに隠されている。第！0章末近くに引用

されている「秋窓風雨の夕」は最初の6連のみであり「紅楼夢」では以下14

連が続く。この詩は「偏奇館吟草」に全篇が訳出されている26〕。これを引用す

ることはべ一ジ数の都合上許されないが、曜東緯潭」をしめくくる「詩だか

散文だか訳のわからぬ」と作者の云う「残る蚊に額さされしわが血汐」の詩

は「秋窓風雨の夕」の引用されていない後半部と同じ主題であろう。双方と

も別れた後の愛しさと悲嘆を秋の庭の情景に託して詠っている。「秋窓風雨の

夕」の最終連、「降りつ瀧ぎつはてしなき雨と涙に我心／朽ちなぼ朽ちよ窓の
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簾ともろともに。」は「縞言軋の「君とわかれしわが身ひとり、／倒れ死すべ

き難頭の一茎と／ならびて立てる心はいかに」に呼応する。共に秋の庭のさ

びしさに別離の悲しみを重ね合わせているこの二つの詩は、「作者賛言」末段

の館柳湾の句「老愁ハ葉ノ如ク掃ヘドモ尽キズ萩萩タル声中又秋ヲ送ル」に

対応するだろう。この句を「黙謂しながら崖の榎の黄ぼんだ其葉も大方散っ

てしまった梢」と庭を眺める作老が、「今年の秋は名残りもなく過ぎ去ってし

まったのだと思うと、寝苦しかった残暑の夜の夢も涼しい月の夜に眺めた景

色も、何やら遠いむかしの事であったような気がして来る（……）」27〕（傍線、

引用者）と述べる時、「賛言」までを読み終えた読者ば、「盤東緕言箪」そのも

のが蓼9奪9肇であり、華㌧・サ牟レ9事のような印象を抱かないだろうか・

ここに至ってこの作品は二重の意味で＜給言軍＞と呼ぱれるにふさわしいもの

となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　HI

　「渥東縞言箪」の二重性はどこから来るのか。たぜここに荷風の文学的資質と

傾向のほとんどが提示されているのか。確かに荷風は拝清詩的散文（ザふらん

す物語」）を書き、随筆や随筆的小説（「雨溝溝」）を表わす一方で、リアリズ

ムの風俗小説（「腕くらべ」「つゆのあとさき」）及び地誌的風俗的あるいは杜

会批判の著作（「日和下駄」「断腸亭日乗」）をなした。しかしなぜ、この時期

にこれらすべてを統合するような作品を書いたのか。私はここにAΩdrε

GIDEの影を見る。

　荷風がGIDEに最初に言及したのは「小説作法」（大9年4月発表）におい

てであり、昭和初期の日本へのGIDEの本格的移入にさかのぽること10年

に近い。《Pa1udes》は大正10年7月、《FauxMomay⑧urs》は昭和6年1！

月から12月に読まれている。「鑑東縛謹」は小説の中にもう一つの小説が挿

入されている点について、《Pa1udes》《Faux　Momayeurs》と類似していな

いわけではない。しかし共通点はこれ以上には行かない。GIDEの前者の作品

との相似を指摘した平井呈一に荷風は自らの著作を「隠居の戯作」と述べた。

《Paludes》と「濯東縛言軍」が似ていたい以上にヨーロッバ近代小説全体を問

題にし、roman　du　romanあるいはroman　purをめざした《Faux　Mon－

naye岨S》との共通点はなきに等しい。作品中に挿入されている小説「失除」

の更概と断片は、GIDEの小説におげるほど緊密に作品と関連づけられては

いない。小説執筆のための実地調査が玉の井探訪の理由であり、登場人物に
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関して年齢も身分も違う「わたくし」とお雪との交情が「失除」の主人公種

田と女給のすみ子の関係に真実らしさの理由を提供すること、つまり作老の

体験カミ創作に役立ちうること等につきる．

　荷風カミGIDEの著作をどのように理解していたかを知る手掛りはほとん

ど残されていない。ただ、「断腸亭日乗」によると、昭和7年5月にRam㎝

FERNANDEZの《AndrεGIDE》の読書がなされ、昭和9年1月28日に
「Leon－PierreQu1n著Andr6GIDE，savie，son㏄uvre（LibrairieStock）を
　　　　　　　〔ママ〕
読む」28）とあり、同年2月4日にばこの本からの抜粋が書かれている29〕。又、

昭和9年11月29日には「アソドレ倒ジイドの日記抄（Pagesdujouma11926

－1932）を読む」とあり、同年2月にば「Andr6Bi11y　La1it愉aturefranCaise

comtemporaine（Co11ection　Armand　Co11in）を読む」と記されている。「鑑

東給誤」執筆の2，3年前に読まれたこれらのGIDE論が、荷風のGIDE理

解のために新たな視点を提供したのではないかという推測が抱かれる。

　PIERRE－QUINTの《Andr6Gide，sa　vic，son㏄uwe》はその副題が示す

ごとくGIDEの生涯と作品とを合わせて論じており、4部に分かれる。

《Faux　Momayeurs》に関する部分は長く、GIDEにおけるrexamen　de

consdenceの問題に関連づけて作品の二重性（d6doublement）についてかな

り詳しく説明している。今この部分を要約すると、

1　作品と作老の二重性　　人物、事件は合わせ鏡の原理によって互いに無

限に反映し合っている。2．題名はsens　concretとs㎝ssymboliqueをもつ。

作品自体もmromaMωゐたquiexpose1esfaitste1sque1sとmroman
肋α鮒θqui　donne1eur　signification　f1gur6eの二重構造をもつ。3．この

double　fiction｝文1αtte　entre　Zθ∫ノaゴお力γo力o∫ゐ　（註1’auteur）et　Zθ∫ノあ〃∫ゴ∂66Z∫

を現す。これは、作品中に主人公Edouardの日記と小説の試みを挿入すると

同時に、GIDE自身は《Jouma1des　F舳x　Momayeurs》を作品とは別に発

表したことによる。4．作品のd6doub1ementはsous1esaspectslesplus
divers　de1a　vie：en　art，θ〃加θZα力6”0〃et　Zθγ6θ1：dα〃∫Zα60〃∫6ゴθ〃6θ，θ”加θ

／’α他θ左zαμ〃∫6θに現れる。

　PIERRE－QUINTは以上4点に渡って《FauxMomayeurs》の二重性を指

摘した。RamonFERNANDEZのGIDE論も、同様に彼における意識の二重

性から出発して、この作品中に、1ar6a肚6ext6rieureetquotidiemeとGIDE

がサソポリストから受けついだ1a　r6alitεde1a　vie　int6rieureとの統合を小

説という形式の中で試みたとみなしている。又《jouma1des　Faux　Mon一
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nayeurs》にみられる《1’6vεnement，1efait，1adomεeextさrie似reとI’effort

mεme．du　romancier　po岨faire　un1ivre　avec　ce1a》を実現しえたと述べて

いる。

　ところで荷風がこの二つのG互DE論に何を見たかは明かではないが、曜

東緒言軍」のもつ二重性、すなわちf1ct玉onとnon－f1ctIoη　　これはmag三一

na1reとr6e1と言いかえられる　　を考えると、彼かPIERRE－QUINTの指

摘したGIDEの二重性（特に2と4）やFERNANDEZの言う一a　rεa肚6

ext6rieureとlar6a1it6deIavieint6rie岨e、又は主人公Edouardの云う三es

faitsproposεspar1ar6aIitεと玉ar6a肚6id6aIeに注目したのではないかと

推論したくなる。しかしGIDEにとっては何よりもmma双が問題なのであ

り、指摘された二重性は作品としてのmmanの中で実現されるべきことで

あった。従って彼は二つのrξa1it6の絡み合い（1utte）を云うのである。FER－

NANDEZが云うように、人物や事件が一人称の語り手の意識の内に捉えら

れ、反映される。r6dtという形式を越えて《1a　peinture　dピ㈱，reprεs㎝t6s

etξprow6s　par　chacm》を成立させることが要請されていたわけだ。

　他方、荷風にとっての問題はこのようなものではない。「見聞記」を書くリ

アリストの観察家と「玉の井隻紙」を創作し江戸回顧の夢を詠う拝情詩人と

を作品中に両立させることである。ここでは小説カミ疑問に付されているわけ

でもなく、作品の形式も一人称の語り手によるr6citである。2つの作品の差

はあまりに大きすぎる。しかし作品創作における認識と実現された作品の差

がいかに大きいとしても、その出発点となった現実の二重性は2人に相似の

ものではたかっただろうか。荷風のリアリストの目が提える1ar6a1itξeXt6r－

ieureと＜江戸〉追慕の詩人カミ夢みるlar勧itεid6a1eは「濫東緒言軍」に存在

している。これまで風俗小説と随筆に別々に描かれていたこの二つの現実を

一一つの作品の中に両立させ、調和させることを荷風は望まなかっただろうか。

《Faux　Mo灯naye雌s》は二つの現実の節倉の試みであった。しかし荷風はこ

れらを並列させて調和させることをめざした。調和とは何か。彼はかつて「柳

さくら」の序に「作品の背部に一貫する作老の情調なり、j30〕とこれを定義した。

「鑑東緒言軍」における作老の情調とは、やはり他の作品と同じく悲哀の情であ

ろう。荷風が求めるものは、すでに失われてしまっている、あるいは予め失

われ、別れるべきものと定っているのだ。＜江戸〉という「過去の幻影」「青

春の名残」、お雪、これらばすべて失われ、別れるべきものであった。この作

品がなぜ「わたくし」という一人称の語り手によりなされたかの理由もここ
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にある。作老の情調あるいは「感覚」31〕が二つの現実を統一一するからだ。「鑑

東縞言翠」以前に書かれた風俗小説は客観的な無人称の叙述によりなっている。

そしてこの作品以後、「浮沈」32〕を除いて荷風は無人称の叙述による客観的小

説を書いていない。この点にも現実の二’重性の問題以外のGIDEの影がおと

されていると思われる。それは彼の近代リアリズム小説に対する批判である。

　GmEが《Faux　M㎝nayeurs》で非難するのは、時問にそって切断された

人生の一面（u鵬tranche　de　vie）を写真に等しいリアリズムによって描く自

然主義の小説であり、又小説の純粋性を害する不必要な要素であった。「つゆ

のあとさき」で実現されたMAUPASSANT流の客観的な小説の限界を荷風

はGIDEのこのような非難の中に認めなかっただろうか。リアリズムとは一

種のタガを嵌められた叙述法（mdiSCoむrSCOntra1nt）33〕であり、そこでは叙

述の主たる作者は、FLAUBERTがめざしたように出来るかぎりその姿を消

すことが目標とされる。それは無人称的な表現であり、作老の感情や意見の

表明は極力抑えられる。「っゆのあとさき」のような作品は荷風の中の拝情詩

人や随筆家を追放し、施殺することであろう。「腕くらべ」では呉山老人や倉

山南巣などの荷風の分身ともいえる人物を登場させることによって、かろう

じて作品中に作者の見解や感清を彼らに代弁させることができたにすぎな

い。人物がおかれる環境と風俗は描かれたが、荷風の欲望は抑圧された。一

方、「かたおもひ」「あちさゐ」などの一一人称の語りによる小品で自己の情緒

を流露させることはできたが、彼の「最も興を催す」「作中人物の生活及び事

件が展開する場所の描写」は弱められてしまった。

　「濫東緒言軍」は、観察家と拝情詩人と小説家を調和させる試みであった。荷

風のもつ二つの現実という二重性を小説に調和させて実現させることだ。こ

れがGmEにおけるromanの創作と大きく異ることは言うまでもない。し

かし、荷風自らが達成しえたリアリズムに関する反省がここに働いていたこ

とは否定できまい。それはおそらく　《Faux　Momaye岨s》　とPIERRE－

QUINT，FERNANDEZのGIDE論に導かれたものであろう。自意識の問題
や純粋小説論に荷風は無関心だったようだ。彼にとって問題であったのは、

÷事？現実の事物と風景を描き・唱いあげることであった・そしてヨーロッ

パ近代小説の伝統に疑問と批判を投げたGIDEというフィルターを通して

LOTIを見る時に、荷風は「ピエーノレロチと日本の風景」を書いた明治44年

とは多少とも違った目で彼の作品を読むことになったのではないだろうか。

　LOTIは《Madame　Chrysanthさme》の献辞で以下のように言っている。
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　　《BieΩque1e　r6Ie1e　pIus1ong　soit　en　apparen㏄きmadame　Chrysan－

　thさmc，i1est　bien　certain叩e1es　trois　princip舳x　persomages　sont〃oゴ，

　Zθノ；ψo〃etグ助f　que　ce　pays　m’a　produit》34）

　主要登場人物は、LOTIと日本と日本カミ彼に与える印象（effet）であり、こ

れが生み出されるためにはお菊さんをめぐる物語が必要であるとしても、

LOTI以外の人物はすべてこの三要素に従属することになる。お菊さんはま

たムスメ固イナモトと同様に長崎の街をpersonnifierする人物（要素）とみ

なされる。彼女なくして長崎の風景、云いかえれぼ日本がLOTIに与える印

象は成立し得ない。したがって彼女はこのeffetを生み出すための一要素と

なるのだ。同様の事情が「鑑東縞言箪」についても云えよう。お雪カミ玉の井を

persomifierしていることはすでに指摘した。彼女は二重に、つまり「昭和現

代の随巷」玉の井をpersonnifierし、同時に「明治の娼妓」となる彼女は「過

去の幻影」たる＜江戸＞をpersomifierするのだ。彼女なくして玉の井に「過

去の幻影を坊佛させる」ことは不可能である。玉の井の売娼カミ明治の娼妓に

変身することによって、昭和現代の売笑の巷は「わたくし」の青春時代にみ

た本所、深川と通じ合い、＜江戸〉を想起させるのだ。お雪という登場人物の

もっ機能はお菊さんと同じくeffetを生み出すためのものである。LOTIに

倣えぽ、「濫東給言翠」の主要登場人物は、「わたくし」と玉の井とこの場所が

「わたくし」に与える印象となる。

　以上の点に関して荷風がLOTIを意識的に模倣あるいは受容したか否か

は分からない。重要なことは、この登場人物をめぐる問題カミ小説の描写（de－

scription）にかかわっていることである。「鑑東縞言翠」第2章に、「わたくしカミ

最も興味を催す」のは「場所の描写である」と語られていた。荷風がこの作

品を見聞記ともみなしていることは、彼の目的の一つが「場所の描写」にあ

ることを明かにしていよう。彼は玉の井の風景を描きたいのだ。しかし、こ

こでの風景描写は「日和下駄」のそれではない。見聞記的興味に基く客観的

視点で描写される現実の風景と「玉の井隻紙」としての空想あるいは＜江戸〉

の原イメジを秘めた回想の風景の二つが実現され、相互に関連づけられて作

品中に澤然一体とされねぼならない。そのためには描写に従来のリアリズム

小説とは違った、新たな機能と意味を与えることが求められる。

　一般的に、描写ば装飾としての位置に貝乏められ（例えぼ《La　t㎝tation　de

SaintF1aubert》におげるVALERYの非難）、語り（narration）を止め、物

語の進展を妨害する（例えぼBALZACにおける描写）とみなされている。
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従って描写は人物の性格や物語の発展の範囲内でなされるべきと考えられて

いる。「わたくし」の方針も「人物の性格よりも背景の描写に重きを置きすぎ

るような誤に陥」ることのないよう注意することだ。この考え方はすでに「小

説作法」に伺える。「描写長たらしき時は欠伸の種となり」うるから、これを

避げるにこしたことはな＝く、「小説中の叙景は常に人物と密接の関係を保たし

むべし」とある35）。作品中に挿入された小説「失除」の断片でも、場所の描写

は僅かにすみ子の住むアパートの内都についてであり、それも住民の生活を

暗示しうる程度に止まっている。小説における描写は人物の性格や事件の進

展から制約を受けざるを得ないのだ。

　曜東縞言軍」において荷風のとった方法は、作品に見聞記の体裁を与えて叙

景描写を堂々と行うことであった。この客観的な叙景の中に、拝情詩人の目

が捉える主観性の強い風景描写が加えられる。この時、玉の井の風景をper－

somifierするお雪が登場し、彼女の存在によって玉の井という場所は＜江戸〉

というeffetを生み出すに至る。人物は風景の一要素なのだ。風景を描写する

ことと、人物の行為を語ることは同一の平面におかれている。そして描写は

語りを止めることなく作品中に機能する。

　この新しい意味をもつ描写は、LOTIにおいてより顕著である。彼は日本の

風景や芸者たちの姿に浮世絵や工芸品の上に現れたイメジを求めていた。彼

が讃美するお菊さんは、彼女の眠っている姿であり、これを彼は「紙の家」

の床にとまっている蜻蛉に比べている。この時彼女の姿は長崎の丘の上の盆

栽に囲まれた家の情景と窓から見下される街の風景の中に溶け込んでゆく。

あるいは《D6sert》においては、彼がエルサレムに向う旅で砂漢にみる事物も

人物も悉くfant6meと化し、作品は砂漢のイメジにみちた描写により覆われ

てしまう。描写は語りに対立することなく、これと同一のレベルで機能し、

両者の区別はなくなってしまう。荷風はLOTIに「日本の国土から消え去っ

た」＜江戸〉の情景をみただけではなく、新たな描写の方法をも見出したのだ。

見聞記と隻紙の二重性は描写の二重性でもあるわけだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　lV

　この作品の新しさは、従来の伝統的小説やリアリズムに正面きって疑問を

投げるのではなく、作品自体が無言のうちにそれを示しているにすぎない。

この古めかしい作品はまた、作者とジャソルの一般的概念を疑問視させる。

この作品の主人公ヂわたくし」が二重になっていることはすでに述べた。こ
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のことヵミ作者に関する問題を提起する。「わたくし」は大江匡である。彼は小

説「失腺」を執筆し、玉の井でお雪という女に出会い、別れる。この「わた

くし」が永井荷風でもあることは否定できない。荷風は大江匡と同じように

登場人物である一方で、憎東給言軋の作者でもある。ところで、お雪が「お

かみさんにしてくれない」と言った相手の人物は誰か。それは大江匡でも荷

風でもない。彼女は「わたく」の身分を誤解して「秘密の出版を業とする

男」とみなしているのだ。彼女の相手は正確には「わたくし」とは違う人物

である。さらに「銀座のカフェで酔いをかった折に一「世に生存させておいて

はたらない人問」として「文芸春秋」により攻撃されたのは、果して荷風だ

ろうか。むしろ市井の人間としての永井壮吉だろう。すると女に「秘密の出

版を業とする男」とみなされている主人公の背後に「失践」の作者としての

小説家、大江匡がおり、大江匡の後ろに曜東緒誤」の作者永井荷風が存在

し、彼は永井壮吉でもあるということになる。そしてこの4人の人物は互い

にぴったり重なり合うのではなく、彼らの問にはずれが存在する。大江匡は

登場人物であると同時にそうではなく、彼は荷風であると同時に荷風ではな

い。荷風は作品の作者であると同時に作老とはいえない面をも持つ。荷風は

永井壮吉であり、同時に壮吉ではない。するとこの「わたくし」ほど私小説

のわたくしから程遠いものはあるまい。私小説の主人公は1人称で語られよ

うと、3人称で叙述されようと作老と同一の人物である。しかし、ここでは

名前が指す人物は誰か、それぞれの名をもつ人間が誰なのかは、次々に別の

名前に送り返されてしまう。主人公はどこにいるのか、そして作品を書く作

老は誰なのか。これはよく云われる荷風の「仮面」の問題にかかわるのだろ

うか。しかしこれは現代文学が扱う作品の作者あるいは書く人問の問題にも

連たりはしないだろうか。

　最後に、この作品の形式上の二重性がある。これは見聞記なのか、小説36〕な

のか、あるいはその双方なのだろうか。では文芸ジャソルとこれに隣接する

ジャソル（紀行、日記、見聞記等）の区別の基準をどこにおくべきなのか。

内容か、又は叙述法（diSCOurS）の分類だろうか。この問題こそ現在の文学研

究と批評が扱いかねているものだ37〕。あるいは、もはやジャソルの区別は間題

とされるには当らないのだろうか38〕。

　　　　　　　　　　　　　　　　V
「濫東縛言翠」考はここに筆を摘くべきであろう。然しながら若しここに古風な
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文芸評論的結末をつけようと欲するならぼ．．、．．．。いやザ若し」で語ることは止

めよう。それは文学研究においては、扱われる対象へのないものねだりとな

りかねない。

　敗戦の1年後、荷風流行に対して寺田透は次のように書いた。

　ド荷風の小説の中には、腕力権勢富貴に対する慢性的敵視がある。徒党を厭

　ひ自分ひとりの好みを貫かうとする心情の誇示がある。ひかげの花に対す

　る不楡の興味がある。卑小なもの、繊弱なもの、亡び人とするものの運命

　に寄せる常習的詠嘆がある。歓楽の調歌と悲哀の愛撫がある。過去の燗熟

　に対する絶えざる懐古がある。これらは正しく昨日まで戦時禁制品であっ

　た。」39〕

　確かに荷風はこれ以外のことは語らなかったと云えよう。「鑑東給言軋もそ

の例外ではない。彼の悲哀と詠嘆の基調は、すでに「ふらんす物語」以来、

全く変わるところがなく、これに帰朝後の＜江戸〉回顧カミ加えられて完成さ

れるに至った。彼の資質と傾向の総決算とも呼びうるこの作品は、果して「戦

時禁制品」でしかなかっただろうか。確かに、彼が求めつづけた理想として

の＜江戸＞と「脂粉の巷」への偏愛、云いかえれぼ彼の愛好する日本的風物

は、この作品が発表された昭和！1年から半世紀経た今冒の日本に、どれほど

残存しているだろう。その情調は現在でも演歌などに綿々と脈打っていると

しても、この作品のもつ古めかしさばやはり否定できまい。ここに描かれて

唱われている日本的風物、そこに流れる作者の拝情と詠嘆、廃語を用いる古

めかしい文体等々、すべてこれらは「戦時禁制品」という言葉が今日ではも

はや聞かれることのない時代遅れの言葉となってしまった以上に、現代から

は程遠いものではあるまいか。しかし、それは見かけの上での古めかしさな

のだ。描写について、作者の概念について、文芸ジャソルの区別についての

新しさをこの古や牟い二小説は示してもいるのだ・

　特に描写について、またこれに関連するリアリズムについて考える時、こ

の作品は19世紀以来の小説の伝統とその変貌を再度、我々に反省させる。そ

して、このヨーロッバの文明からは全くかけ離れた風土の極東の島国におい

て、これを手本としづつもやはりいや応なく、日本的ないしは東洋的な伝統

の影響を受げざるを得ない精神状況の中で・近代の冒李？小説が書かれねば

ならなかった事と考えさせる。

　特に荷風が「本店」とみなしたフラソスの近代小説については、！887年の

ZOLAに対するLe　manifeste　de　Ci双qに始まった自然主義小説の危機が叫
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ぼれて以来、それまでの伝統的なリアリズム小説に対する抗議と、小説革新

の試みをなしたJ．RIVIERE，R．ROLLAND，A．GIDEらの本流からははず

れたところで、LOTIやサソボリストの流れをくむ群小小説家においても40）、

この本流とは多少とも異る、しかしやはりBALZAC以来の伝統から脱出し

ようとする試みがなされていた。この支流の作品がもつ意味と、それが現代

文学にどのように流れ込んでいるかを考えるヒソトとも云うべき要素を「鑑

東緒言軋はもっている。これについては他の機会に期すことにしよう。

　他方、日本の小説について言うなら、「本店」であるヨーロッパ近代小説の

基準によって、作品を断罪することは慎まねぼならないことは云うまでもな

い。この規範に固執している限り、見えるべきものも見ずに終ってしまうだ

ろう。中村真一郎が語ったあるヨーロッバ文学の教授に傲って、「日本の杜会

には、未だ小説的な現実がないから、小説は書げ郁・。無理に書けば、西洋

の小説の模写になる。小説らしい小説なんて一つもありませんよ。」と云える

だろうか。確かにデT　rグくg少弾らしい小説など一つもありはしないだろ

う。しかし日本の杜会が、ヲT　rゾ叩少諌的な現実をもつようになること、

日本の杜会が、西欧の杜会と同じになることが以後もありうるだろうか。こ

のような態度は無いものねだりに等しい。しかし、作家たちは少弾を書きつ

づけているのだ。

　最後に荷風に戻るなら、彼は失われた理想の＜江戸〉とそこから導かれる

趣味の型から逸脱するものを作品からも、自らの精神からも排除してしまっ

た。彼において人問の探求はみられない。これがヨーロッパ小説の根本であ

るなら、荷風の小説が「本店」の小説と異質のものであるのは当然だろう。

言葉の本源的な意味でのヒューマニズムの欠如は非難されて当然のことでも

あろうし、ヨーロッバ近代小説の概念により判断するなら、これは荷風作品

の欠陥でもある。しかし彼の意図は別のところにあったのではないか。人物

も事物と同じ地平で扱われ、風景の中にとり込まれて作品全体のもつ雰囲気

と情調の中に透けこんでしまう。これは浮世絵における人物と背景の関係に

も似ていると言えよう。人間も物も風景も同一の平面の中に置かれ、これら

の調和が与える感覚と印象に作品の価値をみることだ。この一種の印象主義

は、REGNIERやRODENBACHなどの象徴派の散文にもみうけられ、荷風

の作品を検討することは、これらの作家、又より広く自然主義以降の小説に

おける描写の問題に何らかの解明の手がかりを示唆するように思われる。

　彼の偏愛する日本的風物は古めかしい。しかし、この古めかしさの後ろに

一20一



ある種の新しさをも併せもっていることを見落すべきではないだろう。時代

遅れの古風な風物を語る言説の新しさ、これもやはりキダソであろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　註

！）この場合、「作者賛言」も含めて作品全体をみることにする。

2）言及される荷風の作品はすべて岩波書店版「荷風全集一により、巻号は漢字、

　　べ一ジ数はアラビア数字で示す。

3）十七p．105，p．112

4）デ里の今昔」十七p．73

5）「深川の唄」四p．133
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　　うな流転に対するよろこびに近いものが感ぜられるのである。」（「批評画懐疑固

　　超克一）と述べた（傍線、引用者）。荷風が江戸追慕の一方に現実を観察し、こ

　　れを描写することに「よろこび」あるいは一種の快楽を覚えていたという事に

　　ついて、この指摘は正しい。

21）荷風がしぼしば季節を語るために人間を犠牲にしていると見なされるのはあ

　　ながち不当とは云えないところがある。たしかに彼は、ここでL　HEARNの

　　《Chita》《Youma》を考えていただろうが、これらの作品における物語が進展す

　　る以前に、風土画気候を描く方法と彼のそれとは異る。
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25）佐藤春夫の云うヒューマニズムではありえない。

26）十プp．392－393

27）九P．206

28）二十一p．313－314

29）二十一pI309この抜粋はGIDEの芸術家としての態度を評したものであり、

　　荷風自身の芸術観に通じるために書き写したのであろう。

30）四P．4

31）同P．3
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35）十四p．406－407
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　　J．MOREAS，F．POICTVIN，G．RODENBACH等）は示している。
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