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文学における(場所の力)

(故郷)の(風土)を視座とする地域文化論構築に向けて

林 正子

(2007年12月21日受理)

Die Kraftdes Ortes in der )apanischen Literatur :

Aun)au einer ReglOnalkultur unter Beruecksichtigung landschaftlicher und
klimatischer Gegebenheiten sowie des Heimatbegriffes

Masako HAYASHI

はじめに

本稿では､文学作品が時代(時間)と地蟻(空間)､すなわち(歴史)と(風土)と

いう要因によって創造されることを踏まえ､自然環境としての(風土)が､いかに人

間の感性を方向づけ､文化を創造してゆく原動力となっているか一文学の創造契機

としての(風土)の側面について論究することを企図している｡

その際､ある特定の地域- (場所)の自然環境を､人間文化との直接的･具体的な

関係性のもとに考察しようとすると､その人間にとっての居住地ということだけでな

く､生の原点である(故郷)が必然的な対象になってくる｡ (故郷)という地域- (堤

所)の(風土)を考えるとは､自分自身の存在の原点を発見し､その本質を捉え､地

域- (場所)と自分との関係性を認識することを意味している｡そして､そのような

個々人の認識が､文化を創造する営為を導き出してゆくと考えられる｡

このような見通しのもとでのケース･スタディとして､岐阜出身の作家･森田草平

(1881-1949)の人生行路と文学活動における(故郷)の(風土) - (故郷)とい

う(風土)の意義について考えてみたい｡すなわち､森田草平の小説において､ (故郷)

の(風土)が(存在の自己客体化､自己発見の契機)となっていることを確認し､岐

阜という(場所)が孝む(力)こそが､作家の創造力となっていることを追尋する｡

その(場所の力)は､岐阜を(故郷)とする人々､岐阜という(場所)に生きる人々

にとっての(社会的な記憶)を生み出してゆく可能性を有している｡換言すれば､ (敬

郷)の(風土)によって触発された文学は､その地域- (場所)に生きる人々が､作

家の描写する自然の風景を共有するとともに､その(場所)が､自らが存在してゆく
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うえで決して逃れることのできない宿命そのもの一人間存在の根源的なあり方を照

射すること-の共感を可能にするのではないだろうかo

(故郷)という(風土)概念は､文学の創造契機としての意義を有する｡と同時に､

(故郷)という(風土)概念を視座とした文学研究は､地域- (場所)の自律性に果

たし得る､文学の根源的で多様な役割や可能性を追究することにもなる｡本稿では､

このような(風土)概念に関わる文学ジャンルからの考察を通して､地域文化論構築

に資する文学の役割や可能性を模索することをめざしている｡

1.文学における(場所の力)
- (物語を作る力)の認識

文学における(場所の力)とは何か-o

大江健三郎は､ 『燃えあがる緑の木』第二部『揺れ動く(ヴァシレーション)』 (新潮

社1994年8月)をはじめとする多くの作品において､自らの生の根源である(四国

の森)を描いている｡それらの作品からうかがえる大江にとっての(四国の森)とは､

想像力- (物語を作る力)を喚起する く場所の力)を孝んでいるとされている｡それ

は､小説のなかである出来事･事件が起こり､その(場所)と(時間)が登場人物と

読者に共有される､そうすると､登場人物と読者の(記憶)に､その(場所)と(時

間)が刻印されることになり､その(場所)に(力)を付与することになる､という

のである｡

このような(場所の力)に関わる創作のダイナミズムについて､大江健三郎は『言

い難き嘆きもて』 (講談社 2001年11月) ｢Ⅴ 自作をめぐって｣の｢記憶してくだ

さい｡私はこんなふうにして書いてきたのです｡｣では､次のように記していた｡

私はかつてない深さの和解の感情をあじわうようだった｡

いったい､なにとの和解だったといえば､思わず道の端から乗り出すようにし

て眼の前にしていた風景とのということで､それはまた､そこを基盤に作りあげ

た小説の場所､つまりは自分の描いてきた人物や事物,神話､歴史の総体との､

ということであったと思う｡私はそれらを表現するためにのみ､この森から出て

行った後の人生の大半をついやしたようなものなのだ｡

そしてそれらの作品と自分の生き方に対して多くの批判をこうむってきたけれ

ども､私にとって最大の強敵と感じられてきた批評家は､終生この土地にとどま

って､いま永い生涯を閉じたばかりの母親だった｡彼女の眼のなかに私が子供の

時見た大きい暗がりと､そこから浮び上がるようだった広大なひろがりが､つま

りこの風景を基盤として自分が文章に再構築しようとしたものだ｡

(以下､ゴチックは引用者) (講談社文庫版 2004年12月 332-333頁)

このように､大江健三郎の語る(目の前にしていた風景)､ (そこを基盤に作りあげ

た小説の場所)､つまりは､彼が(描いてきた人物や事物､神話､歴史の総体)
- (敬

郷)の(風土)､あるいは(故郷)という(風土)とは､人間に自分自身の輪郭や実体

を発見させ把握させる対象であり媒体であると言えるだろう｡
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だが､大江の語る(記憶)とは､前掲のような子供時代の個人的な(記憶)のみを

意味しているわけではない｡彼の文学を生み出すのは､ (ヒロシマ)や(沖縄)という､

人類の歴史的･社会的さらには政治的(記憶)でもあることは､周知のとおりである｡

そもそも､この(場所の力)という言葉は､アメリカ合衆国イエール大学の都市史

学者であり建築家であるドロレス･ハイデンが､ (場所)が有する(社会的記憶)をま

ちづくりに活かすべく駆使していた概念である｡ハイデンの著書『場所のカーパブ

リック･ヒストリーとしての都市景観』 (後藤春彦･篠田裕見･佐藤俊郎 訳 学芸出

版社 2002年3月)から､大江健三郎が直接的な影響を受けたか否かについての議論

は本稿のめざすところではないが､大江の語る(小説の場所)が､ハイデンの『場所

の力』の主張と通底することは強調しておかなければならない｡ -イデンは､ (場所の

力｡それはごく普通の都市のランドスケープに秘められた力である｡共有された土地

の中に共有された時間を封じ込み､市民的な記憶をはぐくむ力である｡) (4頁)と規

定しているのである｡

また､ 『場所のカーパブリック･ヒストリーとしての都市景観』巻頭に掲げられた

｢場所の力とは-訳者からのメッセージ-｣ (後藤春彦)によれば､ (場所とは社会的

な記憶の源泉であり､記憶の糸が紡がれた織物のような存在であり､そしてその力は

再び人間の五感-働きかけてくるものである｡私達はいつも｢場所の力｣を感じて生

きている｡) (｢場所の力｣とは｢ゲニクス･ロキ(GeniusLoci)｣にも通底する概念で

ある｡しかしながら､ ｢場所の力｣は現代に生きる私達市民一人ひとりの生活に密着し

た記憶に根ざしたものであり､かつそれらの総体としてより広範な社会性を帯びた概

念でもある｡そして､その解釈と可視的表現のプロセスに市民や専門家の参加と協働

といった外-向かって運動していく力が込められている点が大きな特徴である｡) (以

上､ 4頁)

このようなハイデンの掲げる(場所の力)は､まさに大江健三郎の言う(物語を作

る力)との親近性を感得させる｡すなわち､大江の言う(場所の力)は､想像力- (物

語を作る力)を喚起する｡文学作品において出来事･事件が起こり､その(場所)と

(時間)が登場人物と読者に共有される｡そうすると､登場人物と読者の(記憶)に､

その(場所)と(時間)が刻印され､そのことによって(場所)に(力)が付与され

ることになる｡そして､その(記憶)が(社会的な記憶)となり､再び個々の人間の

感性に訴えることになるのであり､その感性の産物であり触媒として､文学作品の存

在意義が発揮されることになる｡

まさに､ドロレス･ハイデンの都市論に通底する大江健三郎の文学における(場所

の力)とは､文学研究における地域- (場所)の(風土)論の有効性を表現するもの

であると言えるのではないだろうか｡

2. (故郷)という(風土)の規定要因と影響力

従来の比較文学研究は､一般的には､複数の(国文学)や(民族文学)の作家･作

品における影響関係や受容論が中心であった｡それに対して､異なる地域､異なる歴

史､異なる文化による文学の多様性の要因を究明する際の有効性をもっている概念の
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ひとつとして(風土)が挙げられるだろう｡

すなわち､ (風土)という要因を文学研究に導入することによって-ある地域-(場

所)の(風土)と文学の関係性を研究する く風土文芸学)あるいは(文芸風土学)と

いった研究の可能性を模索してゆくことによって-､たとえば地理学･歴史学･政

治学･社会学･哲学･芸術学､さらには自然科学の諸分野にも架橋する､学際的研究

の可能性も拡がってゆくのではないだろうか｡具体的に､文学遺跡や由来の調査･探

索などの文学散歩も盛んになり､結果的に､郷土史や地域史の充実･発展に資する成

果も期待されるように思われる｡

また､このような(風土)概念を導入した文学研究によって実現する(故郷)ない

しは地元の活性化-ふるさとおこし､地域おこしは､それに関わる人間自身の生活

を成立させている地域- (場所)の意義､自己と地域- (場所)との関係性､自己の

根源なるものの母胎-宇宙-森羅万象の探究とも結びついており､大江健三郎の前掲

の言葉にあったように､個々人に(場所の力)の有効性･有意義性を認識させずには

おかない｡

そもそも(風土)とは何か-｡その間いに対して､一般的にまず想起されるのは､

ある地域- (場所)特有のものとして感得される風景であり気候であり､そしてその

ような表象や雰囲気の固有性が投影された､その地域- (場所)ならではの伝統的な

慣習や生活文化であると表現できるだろうo

『ことばコンセプト事典』 (編集代表･渡部昇一 第一法規出版株式会社1992年

12月)には､ (風土)の定義として､ (ある特定の気候､気象､地質､地味､地形､景

観など､特定の地域性を形成するさまざまな自然条件)､ (人間をとりまく気候､地形

などの地域的自然環境と､その中で育まれた人間文化とが融合した複合的環境)とい

う説明とともに､ (人間的営為の所産としての芸術､学問､思想､宗教､政治などにお

ける､ある地域･時代の文化的･社会的状況､傾向､風潮) (以上､ 1470頁)という

解説が挙げられている｡すなわち､ (風土)とは､ある地域- (場所)の自然環境にと

どまらず､その自然環境によって育まれた人間文化もまた､ (風土)の重要な要素であ

ると規定されているのである｡

また､ (風土)を論じた書物として人口に胎英している和辻哲郎(1889-1960)の

『風土一人間学的考察-』 (岩波書店1935年9月)が展開しているのは､世界

各地の(風土)をモンスーン･砂漠･牧場の三類型に分け､ (風土)の型によってその

地域- (場所)に成立する思想や文化の型が規定されるという文化史論である｡つま

り､和辻の『風土』論の要諦は､ (風土)をたんなる自然現象ではなく､人間の精神的

営為によって創造される文化までも含めた総体としてとらえ､しかも､自然と人間が

対立するものではなく相即不離の関係性を有しているとする点にあると言えるだろう｡

その論考の目的として､ ｢序言｣には､ (人間存在の構造契機としての風土性を明ら

かにすること) (岩波文庫版 3頁)が言匝われ､ ｢第一章 風土の基礎理論｣ ｢一 風土

の現象｣には､ (我々はさらに風土の現象を文峯､美術､宗教､風習等あらゆる人間生

活の表現のうちに見いだすことができる｡風土が人間の自己了解の仕方である限りそ

れは当然のこと) (同前17頁)であると記されている｡

和辻の(風土)定義を踏まえ､近代以降の日本の小説作品の場合を鑑みてみると､
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作家にとっての(故郷)の(風土)が､その作家の感性を存在の根源において醸成す

ること､生い立ちや青春期の自己形成に関わる地形や風景､地縁･血縁といった関係

性が､その作家の美意識や人生観そのものの形成に深く影響していることなどが連想

される｡そのことは､ (風土)が(存在の自己客体化､自己発見の契機) (｢第一章｣ ｢二

人間存在の風土的規定｣同前27頁)であるという和辻『風土』論の有名なテーゼが､

近代日本の作家の場合にも真理であることの確認にもなるにちがいない｡

そして､大江健三郎の例でも垣間見たように､ある特定の地域- (場所)の自然環

境を人間文化との具体的な関係性のもとに考察しようとすると､密接な関わりのある

地域- (場所)という点から想起されるのは､現在の居住地ということの他に､やは

りその人間にとっての生の原点である(故郷)ということになるのではないだろうか｡

たとえば作家にとっての(故郷)､あるいは(故郷)とみなされるほど強い結びつき

をもった地域- (場所)の(風土)が､その作家の美意識や人生観を育んだと考えら

れる典型的な例としては､島崎藤村の木曽路･馬龍､正宗白鳥の瀬戸内海､田山花袋

の関東平野､徳田秋声･室生犀星の金沢､幸田露伴･夏目淑石･樋口一葉･永井荷風･

芥川龍之介らの江戸･東京､石川啄木･宮沢賢治の岩手､太宰治の津軽､北原白秋･

福永武彦の九州､小林多喜二の小樽､坂口安吾の新潟､北杜夫の信州､石牟礼道子の

水俣､宮本輝の神戸･大阪､中上健次の熊野など､枚挙に蓮がない｡

本稿では､順不同で上述した個々の作家の小説作品における(故郷)の(風土)､ (故

郷)という(風土)の意義を､個別に考察することはできないが､これらの作品の共

通項として想起されるのは､作家にとっての(原体験)と結びついた(原風景)が描

かれているということである｡ここに言う(原風景)とは､作家の深層意識･美意識

の母胎である(故郷)の自己形成空間の(風景)を意味している｡その作家の記憶の

底にいつまでも残り､何らかのかたちで拘泥し続けることにもなる幼少期の体験が､

作品のなかで(風景)となって表現されていると考えられるのである｡

それでは､そのような(故郷)の(風土)､ (故郷)という(風土)を規定する要因

とは何か-｡

成田龍一｢都市空間と『故郷』｣ (成田龍一･藤井淑禎･安井真奈美･内田隆三･岩

田重則『故郷の喪失と再生』青弓社 2000年5月)には､ (故郷)の(誕生)の前提

として､次の(三つの事柄)が指摘されている｡ (一つは歴史であり､故郷は同じ歴史､

すなわち過去の時間を共有しているということ｡ /二つ目は風景｡別言すれば空間で

あるが､同じ風景､空間をもつという感覚である｡ /三つ目は言葉｡故郷を同じくす

るということは､言葉を同じくするという意識であり､その地域の言葉で感情を表す

という主張である｡) (19頁)

すなわち､ (故郷)の(風土)､ (故郷)という(風土)を規定する要因とは､記憶と

繋がる時間-歴史であり､ (場所)を指示する空間-風景であり､衣食住の生活文化で

あり､感情表現と結びついた言葉(方言)ということになるだろう｡換言すれば､ (故

郷)という(風土)が文学との関わりで意味するのは､その作家が生きた環境として

の自然にとどまるのではない｡自らが存在してゆくうえで､決して逃れることのでき

ない宿命そのもの一人間存在の根源的なあり方を意味していると言えるのではない

だろうか｡
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奥野健男は｢現代作家･風土とその故郷｣ (｢国文学 解釈と鑑賞｣第40巻6号 至

文堂1975年5月)において､ (幼少年期･青春期の自己形成にかかわる風景､さら

には地縁･血縁の関係､地形･風土･生活が､その作家の人生観･美意識の形成に深

層意識的に大きくかかわる｡夢の中で繰り返される母胎-の復帰､生誕の家-の回帰､

幼時-の退行のように､その作家究極の安定したイメージ､行きつくべき桃源郷なる､

文学･芸術の不思議さを指摘するにとどめたい｡ /つまり､生まれ故郷は､作家にと

って母性､太古からの地母神であり､またやがて帰っていく安息の地であり､黄泉の
国であるのだc) (9頁)と述べている｡

また佐古純一郎は､ ｢作家の人間とその風土｣ (同前)で､太宰治(1909-48)や石

川啄木(1886-1912)の場合について次のように論じている｡

疑うことのできない真実は､太宰のいう｢純粋の津軽人｣は､ ｢津軽｣の風土性

を契機とすることなくして形成されないということである｡太宰は､ ｢生きかたの

手本とすべき純粋の津軽人｣を捜し当てるために､津軽という｢郷土｣に帰って

いかなければならなかったのである｡もちろん､ ｢風土性｣ということと｢郷土性｣

ということとは､まったく同一のことがらではない｡ある作家における原体験と

しての｢郷土｣については､この特集の別の論稿によって明らかにされることで

あろう｡私がいいたいことは､ ｢津軽｣を郷土とした太宰治において､ ｢純粋の津

軽人｣は､外に発見すべき｢何か｣ではなくて､太宰自身の内側に､ ｢主体性｣と

して生きてあったのである｡だから､津軽-の旅において､太宰は｢純粋の津軽

人｣を発見したのではなくて､自己の人間存在の主体契機としての｢津軽人｣を

自覚したということなのである｡ (24頁)

たしかに太宰は新編風土記とし｢津軽｣を書いた｡しかし､ ｢私には､また別の

専門科目があるのだ｣と太宰はいう｡ ｢世人は仮りにその科目を愛と呼んでゐる｡

人の心と人の心の触れ合ひを研究する科目である｡私はこのたびの旅行に於いて､

主としてこの-科目を追及(ママ)した｣と太宰はまた書いているのである｡

私はこのことに､作家における｢人間と風土｣の関連の根本問題があるのだと

思う｡和辻博士が､人間存在の構造契機としでの風土性というのもそのことにほ

かならなかったと思われる｡たとえばあの啄木が､｢かにかくに渋民村は恋しかり｣

と歌うとき､ ｢思ひ出の山､思ひ出の川｣は､啄木にとって､単なる渋民村の自然

ではなかったのである｡人の心と人の心のふれ合いとしての､文字通り｢人と人

との問｣としての｢人間(ジンカン)存在｣のなかでこそ､故郷の山や川は､ ｢思ひ

出｣として心から去らないのである｡それは必ずしも､幸福な思い出とばかりい

えないであろう｡啄木にとっては､それは､ ｢石をもて追はるるごとく｣去らなけ

ればならなかった故郷の山であり川であったのだから｡太宰治にとっての｢津軽｣

もまさしく､そういう存在ではなかろうか｡ (27頁)

このような太宰治や石川啄木の例に見られるように､ (故郷)という(風土)が文学
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との関わりで意味するのは､その作家が生きた環境としての自然にとどまるのではな

い｡自らが存在してゆくうえで､決して逃れることのできない存在の根源的なあり方

一宿命そのものであると言えるだろう｡

3.森田草平の人生行路と文学活動- 『煤煙』まで

作家にとっての(故郷)という(風土)の位相を考察するケース･スタディとして､

次に､岐阜出身の森田草平(本名･米松)の人生行路と文学活動における(故郷)と

いう(風土)の意義について整理しておきたい｡森田草平の小説における(場所の力)

について考察し､いわゆる(郷土文学) (注)研究によって(地域文化)論を展開してゆ

く可能性を模索することが趣旨である｡

その前提として､草平の代表作『煤煙』 (｢東京朝日新聞｣明治42年元旦-5月16

日)成立までの人生行路を､以下､彼の(故郷)に対する認識や感慨を中心に確認し､

代表作晶『煤煙』の成立の経緯や文学史的意義について検討しておきたい｡

森田草平の評伝として筆頭に挙げることができるのは､根岸正純の『近代の文学4

森田草平の文学』 (桜楓社1976年9月)である｡この草平論のバイブルを筆頭とす

る先行研究や草平自身の作品の記述にしたがえば､ 『煤煙』執筆までの草平の人生行路

は､次のようにまとめられる｡

草平一森田米松は､明治14 (1881)年3月19日(戸籍では21日)､岐阜県稲葉

郡鷺山村(現在の岐阜市鷺山)で誕生｡生家は村の庄屋であり､父親の亀松は菩提寺

の門を寄進するほどの名望家であった｡

その生家･旧宅は､地元の画家･安藤芳流によって移築され､現在の｢森田草平記

念館｣ (岐阜市鷺山3番地･森崎憲司館長)となり､芳流の未亡人(安藤久恵氏)が管

理している｡ちなみに､明治29 (1896)年に草平の隣家に生まれた安藤芳流は､後に

草平が同棲することになる従妹･森田つね(『煤煙』の隅江)の従弟にあたる｡大正3

(1914)年に上京し､草平の世話になって､画家として『煤煙』縮刷版や田山花袋､

菊池寛らの作品の装丁にも携わった人物である｡

明治24 (1891)年5月に､草平の父･亀松が死去｡草平は､父の死因が(悪質)の

病気(『煤煙』では脱症)であるという疑いをもち､自分にも遺伝しているのではない

かという恐れを抱く｡また､草平は､自分は父の実子ではないのではないかという疑

惑も同時に抱いており､その場合には父の病気の遺伝､ないしはその恐怖から免れる

かわりに､母･とくの不義の子であるという宿命を背負うことになってしまい､いず

れにしても自らの出自に関わる慎悩に変わりはない｡

このように､草平の(故郷)岐阜-の感慨は､生家と出生の秘密をめぐる拘泥と苦

悩に満ちたものであった｡

明治24 (1891)年3月､岐阜市高等小学校(現在の金華小学校)に入学｡小説『初

恋』の記述によれば､ 2､ 3年生の頃は他の子供と違って､朝夕机に焦れて活版本の講

談物･武勇伝･小説を読むことに耽り､母親からも(変人)だと思われていたという｡

小学校入学の7カ月後､明治24年10月に､濃尾大地震に遭遇｡ ′J､説『地震』『大

地震の日まで』に記されているように､この被災で草平は初めて(浮世の有為転変)
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を悟ったo

後に小説『初恋』に描くことになる遊女に思慕の念を寄せ､また､夜警や浮浪者の

取締りなどにあたった(村の番太郎の娘で女郎上がり)のお墓に魅惑を感じ始めたの

が､ 13歳の頃であったという｡草平の多情多感な早熟ぶりがうかがえるエピソードで

ある｡この頃の草平は､既に父を亡くしており､母は草平に対して始終遠慮した態度

をとるという家庭環境にあった｡『煤煙』では､息子に対する母の気後れした接し方は､

過去の不倫からくる負い目セあったとみなされている｡

明治28(1895)年､高等小学校を卒業後､草平は軍人になることを志望して上京し､

海軍予備学校･攻玉社に入学｡日清戦争後の国を挙げてのナショナリズムの高揚感が､

草平にも軍人志望を抱かせたことが推測される｡

やがて荒々しい校風と親しみの持てない東京の地に失望した草平は､自室にこもっ

て｢文垂倶楽部｣ (明治28年1月創刊)の小説を耽読するようになる｡広津柳浪の『黒

噺蟻』 『今戸心中』『河内屋』､泉鏡花の『夜行巡査』 『外科室』､川上眉山の『うらおも

て』､樋口一葉の『にごりえ』 『十三夜』など､当時の流行小説を愛読｡ (これら明治二

十年代の所謂観念小説､悲惨小説が若い感じ易い心に如何に響いたか､デカダン的作

風と､彼の性格と時と所の相関性に興味深いものがある) (伊藤孝子｢森田草平｣ 【｢学

苑｣昭和30年8月])｡

′ト説『初恋』によれば､この時期の草平は､休暇に帰省すると､ (村の作男の小倖)

を唆して長良川を小舟で下り､岐阜･金津遊廓の遊女に会いに出かけている｡

明治31 (1898)年､攻玉社を退学｡神田の国民英語会に通い､中学卒業資格を得る

ために､杉浦重剛の日本中学校5年級に編入する｡この日本中学校は､国粋主義を掲

げた独特の校風で知られ､旧制高等学校に多くの進学者を輩出している｡この時､草

平の保証人となった朝日新聞記者の加藤民柳の紹介で､ ｢寓朝報｣の堺利彦を知る｡

当時の草平は､転校などをとおして孤独感を深め､イギリス･ヴィクトリア朝を代

表する桂冠詩人アルフレッド･テニソンの『イノック･ア-デン』や､同じくイギリ

スの代表的な作家ウォルター･スコットの物語詩『湖上の美人』や小説『アイパンホ

-』などを読み漁っている｡

明治32 (1899)年3月､日本中学校を卒業し帰郷｡ 7月に第四高等学校に入学する

までの間に､同い年の従妹･森田つねと恋愛関係になる｡明治32 (1899)年11月2

日､つねと同棲したことが発覚し､草平は第四高等学校を論旨退学｡以降､翌年の春

まで､名古屋を放浪することとなる｡

名古屋放浪時代の草平は､周囲から高等学校-の再入学を勧められるが､それくら

いなら当時勃発していた南アフリカ戦争で､ボーア人の独立軍に参加したいと願う｡

(南アフリカ戦争)とは､明治32 (1899)年､イギリスが南アフリカの金やダイヤモ

ンドを獲得するために､トランスバール共和国･オレンジ自由国を侵略した戦争であ

り､ (ボーア)とは､オランダ東インド会社員が入植者を侮蔑して呼んだ語である｡

ともあれ､この名古屋放浪時代に､草平は傾倒する森鴎外の『水沫集』を耽読し､

『舞姫』『うたかたの記』 『埋木』の文句･文章を暗諦するほど読み込んでいるo

(淑石山脈)のひとりとして知られる草平であるが､淑石と並称された鴎外との縁

故として第一に挙げられる事項は､鴎外が草平の『煤煙』 (明治43年2月)第一巻の
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序として､ ｢影と形｣ (｢スバル｣明治42年12月)を寄せていることである｡その内

容は､サン･ヰトの断崖から墜落したジョルジオとヒポリタの男女の(影)が､自分

たちの生前の歪な愛を語り合い､やがてそれぞれの(影)が『煤煙』の主人公たちに

乗り移るというもの｡鴎外は､ 『煤煙』の作品世界に連なる内容を｢影と形｣に凝縮さ

せ､ 『煤煙』｢序｣として寄せたのである｡

その『煤煙』にも色濃く表現されている､現実の自己と帝離した奔放な世界-の憧

慢ぶりから､当時の草平のロマンティックな性向がうかがえる｡たとえば､草平は､

短編集『風車′ト屋便り』や戯曲『アルルの女』などで著名なフランスの作家アルフォ

ンス･ド-デーの『サッホ-』に感動し､その登場人物に心酔している｡登場人物に

自らを仮託し､自ら創り上げた観念世界に自らを遊ばせている｡後に(煤煙事件)を

引き起こす必然性が感じられる読書体験であろう｡

草平は､第四高等学校を論旨退学となり名古屋を放浪した翌年-明治33 (1900)午

5月に再び上京し､東片町に下宿｡その根津権現境内にある下宿で､大阪堺出身の文

庫派詩人･河井酔著を知る｡ 7月に第一高等学校に合格した後も､ボーア人に加担す

べく南アフリカ戦争に参加する志を引き続き抱いていたが､河井酔著に諌められ､ 9

月に第一高等学校の入学手続きをとる.

一高入学の翌年-明治34
(1901)年から､アカデミックな｢帝国文筆｣に対抗した

同人回覧雑誌｢夕づっ｣を発行し､文学修業を開始｡この当時の初期短編作品は､ 『草

雲雀』に収録されている｡

明治35 (1902)年､千駄ヶ谷の新誌社に与謝野鉄幹･晶子を訪問し､鉄幹から名を

授けられ､ ｢夕づつ｣から｢花雲珠｣ (はなうず)に同人雑誌を改名している｡翌年3月に

は､ ｢明星｣に(二十五弦)の筆名で文壇処女作『犬吠崎』を掲載｡当時の草平は､他

に(ふた夜) (鴎外の翻訳作品名)という号も使用している｡

明治36 (1903)年7月に一高を卒業｡この頃､英文学者･翻訳家･随筆家である馬

場孤蝶を訪問し､その影響のもとに(大陸文学)に開眼する｡孤蝶から借用したツル

ゲ-ネフの『ルーディン』には､優れた頭脳を有しながら､現実を直視しこれに適応

する能力を欠いた空想児の主人公が描かれているが､この主人公像は､ 1840年代のロ

シアに多く見かけられた知識人の一典型とみなされている｡

『ルーディン』によってロシア文学に心酔することになった草平は､実際に､田山

花袋の薦めで読んだツルゲ-ネフの｢唖者の恋｣ (｢家庭文峯｣明治40年1月)を訳出｡

さらに､孤蝶の教示でドストエフスキーの『罪と罰』やメレジェコ-フスキーの｢人

及び芸術家としてのトルストイならびにドストエフスキ｣も読み､草平のロシア文学

に対する傾倒は最高潮に達する｡

この時期の草平の読書体験を関してみると､ド-デー､モーパッサン､フローベー

ル､ゾラなどのフランス文学にも､魂を震揺させられる体験をしている｡主人公に自

己投影をし､その懐悩に心身を焦がすような接し方をするのは､心酔した文学に対す

る草平の典型的な特徴と言ってもよいだろう｡

根岸正純の前掲書には､このようなフランス文学･ロシア文学に対する草平の内面

について､次のように論じられている｡
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｢罪と罰｣全体からの感銘は､ ｢サツフオ｣中の人物やソニア-の共感･親近感と

はちがった深刻さがあった｡即ち､自身に課せられた宿命に強いられる危機的な

人生上の変動の予感､あるいは変動-の勇気を自覚化する機縁を与えられたので

ある｡ (中略)ドストエフスキーに関していえば､『煤煙』や『輪廻』に対する影

響はいうまでもなく､その前史である｢煤煙の恋｣の実験､更には淑石師事をも

含めて､草平にとって切実な行動は､ドストエフスキーの印象と共鳴し合いなが

ら､人生上の変動として意識されたかもしれないのである｡

このような文学体験の最中､明治36 (1903)年8月､つねとの間に長男･亮一が誕

生｡翌9月に東京帝国大学英文科に入学｡ 11月に丸山福山町4番地･伊藤ハル宅に寄

寓し､そこが樋口一葉の旧宅であることを知る｡

一葉が随筆『そぞらごと』のなかで､月夜に硯を投じたと書いている池を目の当た

りに見て､草平は､自分の起居する部屋で『にごりえ』 『たけくらべ』などの傑作が生

まれ､一葉が息を引き取ったことに思いを馳せ､作家として(何か自分が運命の星に

でも導かれているような気)になり､ (自分の将来まで約束されたような気がして､有

頂天)になっている｡

ほどなくこの丸山福山町の家で｢花雲珠｣同人会を開き､翌明治37 (1904)年春に

は､一葉の妹･邦子を招いて一葉祭を開催｡馬場孤蝶､上田敏､与謝野鉄幹･晶子､

河井酔著､蒲原有明､小山内薫･八千代らが集まっている｡草平は､孤蝶の紹介で､

当時大学で指導を受けていた上田敏の知遇を得ている｡

この年明治37年末から38年初旬にかけての時期､下宿先の伊藤-ルの娘･岩田さ

くとの関係が生じる｡当時､さくは､婚家から帰って姉夫婦の家に住み､踊りの師匠

をしながら､時折､母親のハルのもとに出入りしていた｡このような草平の異性関係

について､根岸正純の前掲書では､次のように指摘されている｡

彼は､異性-の多情さに対して､花袋のようには道義的な反省でさいなまれる

ことはない｡そこには特有の自己肯定がある｡暗い出生の秘密や家系意識を宿命

として受けとりつつ､決してその宿命の重みに打ちひしがれる姿勢ではなく､い

わば宿命として割り切ることでその上に居直り､かえって一層の自由を享受しよ

うとする身構えに転化させてゆく作動があった｡暗い宿命を背負いながら天衣無

縫ともいうべき聞達さを示し得た秘密はそこにある｡

この草平自身の(特有の自己肯定)については､ 『瀬石先生と私』で､次のように自

己分析されていたo

当時私は､幾多一身上の悩みを持っていたから､それは考え得られることであ

る｡処で､その悩みには､私の力では何うすることも出来ないような宿命的なも

のもあり､又それから導かれた､倫理的には許すべからざるような､後暗い煩悶

もあった｡そして､私は絶えずそれに悩まさえながらも､自分だけがそうした宿

命を背負わされているということに､一種の悪魔的な跨りさえ抱くようになって
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いたから､自分が本当に書けば､告白文学を措いて外にない｡これを打明けて､

世の中を黒く塗り潰してやりたいというような気は十分あった｡

(告白文学)で身を立てようとする意欲によって､明治38 (1905)年11月､草平は

駒込の淑石宅を訪ね､自作『病菓』の批評を乞う｡その際の淑石の評は､ (よく出来て

居ます｡文章杯は随分骨を折ったものでせう｡趣向も面白い｡而し美しい愉快な感じ

がないと思ひます｡或は君は既に細君を持って居る人ではないですか｡それでなけれ

ば近時の露国小説杯を無暗に読んだんでせう｡どつちから来たか知らんが､書物から

実地から来たに相違ない｡) (｢明治三八年-二月三一日付書簡｣)というものであった｡

初対面早々から懇切な批評を激石から得たことが契機となって､草平は淑石に傾倒

し､明治39 (1906)年正月元旦から11日･12日頃まで､激石との文通に夢中になっ

て過ごしている｡

そして､実際に､同年1月に創刊された｢峯苑｣に､ 『病葉』が(白楊)の号で掲載

される｡草平自身が｢翻訳物と私の文章｣ (｢文章世界｣明治43年8月)に記している

ように､この当時の『犬吠崎』はじめ｢明星｣掲載の美文調の諸作品は､愛読した鴎

外の『水沫集』からの影響･感化が多大であった｡

その年明治39年7月に､卒業論文｢沙翁の前駆者クリストファー･マアロウ｣を提

出して､東京帝国大学英文科を卒業｡草平は久しぶりに岐阜に帰省し､実家の田畑を

売却して､母とく､妻っね､長男亮一を残して再上京｡当初､結婚に反対していたっ

ねの実家では､草平の東京帝国大学卒業後に豹変して､結婚を要求するが､前述のよ

うに､東京には岩田さくの存在があった｡

その間､草平の従来の作品8編と生田長江､川下江村との合著作品集出版の企画に

ついて､帰省中の草平宛てに瀬石から書簡が届く｡淑石は､草平の作品について､ (い

づれも物足らない｡何だか要領を得ない感じが多い｡君は出来る丈悲酸で深刻で皮肉

な問題を捕-てくるにもかゝはらず､よんだあとの感じが悲酸でも､深刻でも皮肉で

もない)､ (事件に発展がなくして､比較的長い事を-二枚でかいてしまふ｡だから読

者は君につり込まれる程作中の人物に同情がない)､ (君は文章に骨を折る)がそれは

レトリックで(白粉の如きものである)､ (所々に奇警な句がある｡ -ツト思はせる程

のものがある)が､ (好い加減な所-使って仕舞)い､ (全篇から云ふと左程奇警でな

い)､ (ある時は幼稚)であり､ (時々老成な観察をする)から､ (二十三四の男と拘十

位な男が合併して居る様だ) (｢明治三九年-○月一一日付書簡｣)と書き送っている｡

正鵠を射た淑石の評に対して､草平は(ただ一つ私が先生から頂いた批評の中で､

成程その通りだと思いながら､何うすることも出来ないように思ったのは､何故もっ

と読者の同情を惹くように長く書かないかという非難であったo それには書けない理

由があった)､ (私にはもともと一生涯にこれ一つさ-書けばいいというような､大き

な題材があった-或いはあるように思い込んでいた)､しかし､それには(なかなか

手が附けられない)､ (そこで､それに触れたような触れないような甚だ思わせ振りな

短い物を書く)ためであり､ (要するに､私の書かんとしていたものは告白文学である)

(『淑石先生と私』)と記している｡

前掲の草平宛て淑石の書簡は､淑石がいかに人間を見る眼を備えていたか､文章･
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作品から本質を穿つ力を有していたか､そのことを証明するものであると言ってよい

だろう｡この時期､草平は､つねとの結婚問題という一身上の悩みを淑石に告白｡淑

石は､草平に個人的煩悶を過大視し告白癖に陥ることを戒めている｡

草平が生田長江とともに参加していた雑誌｢峯苑｣は､当時も続いており､明治39

(1906)年のうちに､小説『病葉』のほか5編の評論を寄稿.そのうちの一編｢『破

戒』を読む｣は､島崎藤村の『破戒』が人生に密着したリアリティに富む所以を説き､

『罪と罰』との類似点を列挙して､文学者･草平の面目躍如たるものがある｡

翌明治40 (1907)年11月､淑石と上田敏の序文を有する､生田長江､川下江村と

の合著作晶集『草雲雀』を出版｡この時､草平は心機一転を誓い､淑石に授けられた

(緑草)の号の(卒)を二字に分けて､ (草平)という作家名を名のることになる｡ち

なみに､ (緑草)をそのまま号としなかったのは､草平が､文壇きっての毒舌家として

知られていた斎藤緑雨の弟子のように見られるのを忌避したからとされている｡

作品集刊行後の草平は､明治40 (1907)年4月から12月まで天台宗中学に､ 9月

からは京華中学に勤務｡途中､ 6月には､飯田町の成美女学校に生田長江の発案で開

設された(閏秀文学会)で､与謝野晶子や生田長江とともに講師を務める｡この(閏

秀文学会)に聴講生として出席したのが､ (運命の女)平塚らいてう(本名･明子1886

-1971)であった｡

明治40年の年の瀬､入院中の草平をらいてうが見舞った時に､草平はらいてうにイ

タリアの作家ダヌンチオの『死の勝利』を貸与する｡官能的･耽美的作風と英雄主義

を特徴とする小説である｡

『煤煙』にも描出されているように､翌明治41 (1908)年1月末､らいてうの小説

草稿｢愛の末日｣を草平が評し,ふたりは急速に接近｡この｢愛の末日｣という小説

は､ (自意識の強い女)が(意気地の無い男)を振り捨てて信州-姿を隠すというスト

ーリーで､草平は批評の末尾に､ (伝説に依ればサツフォは顔色のダークな女であった)

と書き添え､肌の浅黒かったらいてうをサッフォーになぞらえ､思わせぶりな恋愛感

情の告白をしている｡

草平とらいてうのふたりの間に交わされた感情の応酬や､ (死)を希求するにいたる

(煤煙奉件)の経緯は､小説『煤煙』に詳しい｡明治41年3月23日､塩原に近い尾

花峠で､草平とらいてうによって引き起こされた(煤煙事件)と呼ばれる心中未遂事

件は､妻子ある淑石門下の文学士と､女子大卒業の会計検査官の娘という組み合わせ

によって､国中をめぐるスキャンダルの種となったo ｢女撃世界｣ (第8巻第6号 明

治41年5月) ｢思潮｣欄など､草平とらいてうの行動に対してさまざまな解釈を試み

た特集も出されたが､世間一般から白眼視された草平は､社会的に葬られる立場に追

い込まれている｡

『淑石先生と私』によれば､草平は(煤煙事件)のあと､生田長江の勧めにより淑

石の庇護を求める｡淑石は､草平を自宅に温かく迎え入れたが､草平とらいてうの行

動については､ (恋愛)ではなく(遊び)だと厳しく批判｡淑石から(遊び)だと決め

っけられたことが心外であった草平は､たとえ(世紀末の人工的パッション)であっ

たとされても､自分たちは(恋愛以上のものを求め)､ (人格と人格との接触によって､

霊と霊との結合を期待した)と反論している｡草平は自らの行動に､世間的な倫理よ
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りも芸術的な意味づけがなされることを､淑石に期待したのである｡

淑石は､らいてうが自らを(中性) (二重人格)と称したという草平の説明にも首肯

せず､ (自ら識らざる偽善者) (アンコンシヤス･ヒポクリット)すなわち(自ら識ら

ざる間に別の人になって行動する)女だとすれば､解釈できないこともない､と言い､

(何うだ､君が書かなければ､僕がそう云う女を書いてみせようか)と､冗談のよう

に語ったとされている｡実際に同年-明治41 (1908)年に｢朝日新聞｣に連載された

『三四郎』の美禰子が､その(女)の造型とされる所以である｡

草平の『自叙伝』に(主人)として描かれた淑石は､草平とらいてうの行動が､
(イ

ンテレクチュアル･ファイト)であり､ (遺書を見ても少しもパアソナルな所がない)

としながらも､ (僕は君等の遣った様な事は遣らんが､あれをアンダスタンドすること

は出来る人間だよ)と語り､(小説でも書く外に生きる道はなかろう)という考えから､

草平にらいてうとの心中未遂体験を作品化することを勧めている｡

草平は師の言葉に恐縮するが､ (恋愛以上のもの)という自らの(愛)の闘争体験を

訴えることには意欲的であり､その内発的で一心不乱の情動が『煤煙』に結晶するこ

とになる｡淑石の『三四郎』完結後､明治42年元旦から5月16日まで､ 『煤煙』を

｢東京朝日新聞｣に連載｡その執筆のために､草平は淑石宅に2週間寄宿した後､転

居を重ね､連載の終盤を迎えた5月に､丸山福山町の伊藤ハル宅に戻る｡

こうして発表された『煤煙』について､作家のモラルの是非や小説作品としての完

成度など､文壇および世間で喧々諸々の議論が渦巻くなか､草平は､まさにその作品

の発表によって､ (作家としての社会復帰)を遂げることになったのである｡

4. 『煤煙』に見る(故郷)の(原風景)と(原体験)

前項では､ (故郷)の(風土)が､作家の創作活動に及ぼした意義を考察するに先立

ち､ 『煤煙』執筆までの森田草平の人生行路と精神的履歴の概略を追尋した｡森田草平

という作家が､自己存在のすべてを賭けて著わした『煤煙』という小説には､作家に

とっての(書く)という営為の奥義が表出しており､ (書く人)である作家が(書かれ

る人)としての主人公-作家自身の自意識を全開させた､ 『煤煙』という小説のテーマ

を論じるには､新たに論を立てなければならない｡

だが､本項では､そもそも森田草平の名を文学史に刻んだ『煤煙』執筆に到るまで

の草平の人生の軌跡から浮かび上がってくる､岐阜という(故郷)の(原風景)とそ

こに刻まれた彼の(原体験)について､少なくとも確認しておきたい｡

『煤煙』という題名の由来は､第｢十九｣章に描かれた主人公･小島要吉(森田草

平)と鼻鍋朋子(平塚らいてう)の会話のなかに求められる｡ (以下､ 『煤煙』の引用

は､ 『日本現代文撃全集 41鈴木三重吉･森田草平･内田百聞･中勘助 集』[講談

社 昭和42年12月】による)0

大都合は今が埋葬の間際かと思はれた｡この寂かな夕暮の空に彼方此方工場の

煙突から幾候となく煤煙が立つ｡遠いものは段々灰色にかすれて､霜と見分け難

いのもあれば､近いものは盛んに黒煙を上げる｡中にも砲兵工廠の高い煙突から
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吐出すのは､三四町許り瑠璃色の空を横様に廉いて､凄じい勢ひで廻樽して行く｡

二人は立停ったまゝ眼を放った｡

｢煙が好う御座いますね｡私､煤煙の立つのを見てると､英資に好い心持なんで

す｡｣

｢貴方の心の中の動揺を象徴的に表はしてるやうだから?｣

朋子は返辞をしないで､凝乎と煙の渦を眺めてゐる｡要吉は言葉をつゞけた｡

｢貴方は何日か海岸で浪の音を聞くのが嫌ひだと言ひましたね｡｣

｢えゝ｡｣

｢あの煤煙は音のない波浪だ｡眼に見える形は如何にも猛烈で､強い力が寵って

るやうだが､それと共に飽迄静護だ｡何の音も立てない｡そこが貴方の気に入つ

たのでせう｡｣ (164頁)

このように(煤煙)とは､ ′ト島要吉と異鍋朋子が生きる都会の文明の象徴であると

ともに､静誼ななかに猛烈なエネルギーを孝む､朋子という女性の内面を象徴する言

葉である｡そして､この言葉を表題とする小説は､次のような叙述から始められる｡

日が落ちて､空模様の怪しくなった頃である｡東海道線の下り列車は､途中で

故障を生じたので､一時間繰りも後れて岐旦騨-着いた｡車掌が｢ぎふ､ぎふ｣

と呼びながら､一つづっ車輪の戸を開けて行く｡その後から､乗客は零れるやう

にプラットホーム-降りて､先を争って､線路の上に架けた橋を渡らうとした｡

小島要吉は三年振りでこの停車場に立った｡今頃故国の土を踏まうとは昨日迄

も思ってゐなかった｡去年の夏大草を卒業した時でさ-､帰省して見ようなぞと

云ふ心は起らなかった｡小さい時から都-出たが､いろいろわけがあって､故郷

へは帰らない｡一生帰りたくない｡天が下に自分の生国といふものがなければ可

いと思ふことさ-あった｡それが今度止むを得ない事情で､突然帰って束て､早

くも聞き慣れた土音を耳にし､見慣れた風俗を眼にすると､いくら永く他国に放

浪して自分だけは他所の人間に成り済ましたっもりでゐても､矢張此魔の土と水

とで出来た人間だなと云ふ感じが俄に強くなった｡ (103頁)

主人公･小島要吉と真鍋朋子の(死の逃避行)がクライマックスとなっている『煤

煙』において､岐阜の風景描写は､全｢三十四｣章のうちの｢七｣章あたりまでにと

どまっている｡だが､自らの出自の意味を問う主人公の拘泥は､随所に表現されてお

り､たとえば､第｢十九｣章における朋子に向かっての要吉の言葉- ｢私の身はデ

レマの上にある｡私は一正しい父の子でないか､それでなけれりや生甲斐のない身

か､何方かです｡何方かは誰も知らない｡又知りたくもない｡いや､唯一人知った者

があるが､私はその女を憎まずにはゐられない｡｣ (163頁)などが､その典型的な例

であろうo

遡って第｢三｣章では､主人公にとっての岐阜という(故郷)の意味が､道三塚を

めぐる印象深い思い出として語られた､次のような例が挙げられる｡
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前面の遥から十間程横-入った大根畠の中に､六坪か七坪の′トさい篠竹の薮が

ある｡土俗道三の首塚稿-て､要吉が小児の時分には､稲葉山の麓のおぼろが池

と共に諸人恐れて近寄らなかった.薮の中には一基の墓石が半ば土に埋もれてる

と云ふことだが､要吉も嘗て見たことはない｡奮記によれば､道三は俗名を斎藤

庄九郎といふ｡京都の油責でその性狩悪､美濃に来って国司土岐氏に客寓してゐ

る間､欺岡ってその一門を慶しにし､この囲を横領した｡一時は悪運強く世に時

めいたが､老後子の義龍に代を譲って､その身は別に砦を築いて隠居するに及ん

で､忽ち仲違ひして父子千曳を交-､長良川を挟んで陣するに到った｡一戦して

道三の軍破れ､後に身を以て逃るゝ所を百姓のために竹槍で突殺された｡弘治丙

寅二年四月殺す｡行年六十五歳とある｡その後首は河原に捨てられたが､近臣そ

れを拾って此所に埋めたといふ｡村の百姓は固よりこれだけの事をも知らない｡

只この薮には道三の執念が何日迄も残ってゐて､若し過って足を踏み入れた者が

あれば､直に怖ろしい崇りがあると言俸-てゐる｡それも要吉が子供の時分の話

で､それから十四五年も経った今日でも､小聾校へ通ふ子供達が道草を喰ひ過ぎ

て､夕暮れ人顔の騰ろに見え出した時など､夫張この薮蔭を挟で頭を隠して駈け

抜けるか何うか分らない｡

(中略)

この時要吉の眼に明々と淀んだ幻がある｡坊主頭の白髪が五分許り延びた､面

痩せて､身丈の園抜けて高い老婆が､七つ許りの男の見の手を引いて､朝まだ日

が上らぬ間に､人目を悼って孤鼠々々とこの薮蔭-近づく｡やがて狭から三賛と

土盃とを取出して､御酒をこの薮の主に供-た｡先づ自分から地に脆いて､合掌

して長い祈念を凝した｡それから側に怖は怖は立ってゐる孫にも､自分の通りに

せよと教-た｡男の鬼はがつがっ歯の根を合はせながら､教-られた通り小さい

手を合せて拝んだ｡老婆は｢もうこれで可いぞよ､さあ蘇ろ｣と言ふ｡男の見は

泣出し相な菅で､ ｢お祖母､お祖母｣と呼びながら､一生懸命に老婆の手に鎚って､

逃出すやうに走って村の方-戻って行く｡

この老婆は二十年前に世を去った要吉の祖母で､男の鬼は要吉自身であった｡

四年の間､月の初めの朔日には､夏も冬も､この薮蔭にこの二人の影を見ないこ

とはなかった｡只何うかして朔日に雪が降ったり､雨嵐の烈しい朝などは､老婆

一人で束ることもあったo
老婆は締りの道すがら孫に向って言って聞かせた｢こ

の様にして毎月お前を連れて束て,道三の墓-お詣りしてお詫びをするのも､皆

お前の祖父様が繰り気が荒かったためばかりぢや｡あの時私がいくら留めたか知

れんのに聞き入れなさらんで､昔から崇りがあると云ふ道三松を到頭伐ってお仕

舞ひなされた｡それから自家は道三に崇られたのぢや｡｣

祖母はこれから後は語らなかった｡要吉の子供ごころには何の事とも詳は分ら

なかったが,只道三が怖いと云ふことだけが､小鬼の頭に深く絡み込んだ｡道三

といふと雀栗頭の白い刺々した蒙の生びた､片眼で色の青黒い大入道の様に思は

れてならなかった｡明日の朝は又祖母に連れられて､例の所-行かねばならぬな

と思って寝ると､その夜は吃度大入道が束て要吉の脊中に負はれようとした｡そ

れに燈されて一時顔色の悪くなったことさ-あったが､そんな夢を見たといふこ
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とは､祖母を始め誰にも言はなかった｡それを口外すると悪いやうな気がしてゐ

たのである｡ (111-112頁)

長い引用になったが､この件りには､本稿2.で見た作家にとっての(故郷)の宿

命的な意味が､集約的に表われていると言ってよい｡

すなわち､ 『煤煙』という小説には､主人公-作家の記憶と繋がる時間-歴史､場所

を指示する空間-風景､衣食住の生活文化､感情表現と結びついた言葉(方言)とい

う､ (故郷)の(風土)を規定する要因が書き込まれている｡ (故郷)という(風土)

が文学との関わりで意味するのは､その作家が生きた環境としての自然にとどまるの

ではなく､自らが存在してゆくうえで､決して逃れることのできない宿命そのもの-

一人間存在の根源的なあり方を意味しているという主人公-作家の認識が､この/ト説

には確固として描出されているのである｡

また､第｢七｣章の冒頭には､次のような記述も見られる｡

要吉は輿三松一人連れて､未明に村を立った｡長良の橋を渡る頃､月の色が次

第に薄白くなって､四連は一層灰暗い闇に包まれた｡夜明が間近くなったのであ

らう｡

暗がりに束て､又暗がりに去る｡何うやら身に後暗い事でもあって､わざと人

目を避けて故国を出るやうな気がした.輿三松は水音夷を畷りながら獣って随いて

来る｡二人の足下に橋板が高く轟いた｡

町-這入っても未だ人通りはない｡監獄署の裏は寂然として､黒い板塀が-し

ほ高く見えた｡それを出外れようとして､輿三松がふつと提灯の火を吹き消した｡

薄い煩が一俵横に廉いて､蝋の臭ひが鼻を打つ｡何時の間にか､夜は白々と明け

離れてゐた｡

(中略)

要吉は泣きたいのか笑ひたいのか､自分でも解らぬやうな気持になって､四連

を見廻した｡他人の中より外に自分の住む固はない｡路傍の群集に紛れて,不蘭

行方知れずになったまゝ,他人の中に生ひ立った迷見のやうに､忘られるものな

ら忘れたい,生れた家も,一生んだ親も､自分が自分だと云ふことも｡ (124頁)

このような(故郷)に対する主人公の心情表現は､ 『煤煙』という小説において､主

人公がいったん(故郷)と絶縁することで､その(故郷)を他者とし､その客観化の

プロセスで自己を省察するというモティーフとして機能することになる｡

さらに､同じ｢七｣章には､故郷を離れて上京した際の主人公の心情が､次のよう

に続けられている｡

百里の道は一日がかりの汽車の旅である｡箱根の山を越す頃には､日も傾いて､

谷間の陰が薄寒さうに見えた｡大磯透りから誰彼れて､大船で灯が入った｡汽車

の中で日が暮れる程淋しいものはない｡この世に只一人生きて居るやうな心持が､

何廃からともなく身に逼る｡
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十四の春始めて首都-出た暗も,恰度この連で日が暮れた｡関東者の調子の高

い話馨に挟まれながら､泣出し相にしてゐた覚えもある｡それでも新橋-着いて

からは､教-られた通り人力車を傭って同じ村から出たと云ふ縁故を頼りに､築

地橋の挟で屋根に大釜の看板が出てゐる金物屋と聞き聞き､お種の父親を訪ねて

行った｡此庭だと分った時の嬉しさも､座敷-上ってから-生れて始めて他人

の中へ這入ったせゐでもあらうが一思った程に落着かれなかったことも､昨日

のやうに忘れない｡ (125頁)

このような『煤煙』の記述は､主人公-作家にとって､ (故郷)が､自らの帰属する

(場所)として､求めてやまない情感を喚起するとともに､結局のところ､帰着する

ことのかなわない(場所)なのだという､冷徹な認識を表現しているように思われる｡

その葛藤は､室生犀星(1889-1962)の人口に胎英した『小景異情』 (大正5年)

の｢その二｣
- (ふるさとは遠きにありて思ふもの/そして悲しくうたふもの/よ

しや/うらぶれて異土の乞食となるとても/帰るところにあるまじや/ひとり都のゆ

ふぐれに/ふるさとおもひ涙ぐむ/そのこころもて/遠きみやこにかへらばや/遠き

みやこにか-らばや)と詠われている心情に､まさに重ね合わされる感慨であろう｡

また､この『煤煙』の主人公の心情表現からは､ 2.で挙げた和辻哲郎による(風土)

の定義が想起される｡すなわち､作家にとっての故郷の(風土)が､その作家の感性

を存在の根源において醸成すること､生い立ちや青春期の自己形成に関わる地形や風

景､地縁･血縁といった関係性が､その作家の美意識や人生観そのものの形成に深く

影響していることなどが､ 『煤煙』の作家の場合にも当てはまる｡ (風土)が(存在の

自己客体化､自己発見の契機)であるという和辻『風土』論の有名なテーゼが､森田

草平の場合にも真理であることが確認されるのである｡

5. (故郷)の(風土)を視座とする地域文化論の可能性

一地域- (場所)の(内発的発展)に向けて

文学ジャンルにおいて､ないしは文学ジャンルから､ (故郷)という(風土)の視座

を導入することの意義を模索してきた本稿を結ぶにあたって､作品を作家の執筆活動

の成果として位置づけ､その研究における(故郷)という(風土)の視座の可能性を､

再度､地域文化論構築をめざす趣旨に照らしてまとめておきたい｡

本稿では､文学の創造契機としての(風土)の側面を垣間見たが､和辻哲郎『風土

一人間学的考察-』の要諦を把握していた哲学者･戸坂潤(1900-45)は､その
和辻の論じる(風土)について､次のように述べている｡ (引用は､ 『増補 世界の一

環としての日本1』 (平凡社 2006年7月) ｢18 和辻博士･風土･日本｣による｡)

､風土は､和辻博士によると､いはゆる自然の人間学的代用物としての役目
をチャンと帯びさせられてゐる｡吾々はこの点を見落としてはならないのだ｡人

間存在の構造､ (敢えて存在物の構造とは云はぬ､正に人間存在の構造だ､)は時

間的空間的だと考-られてゐるが､その空間的といふものが､この風土に相当す
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るのである｡風土はつまり｢ところ｣にほかならない｡元来この空間なるものが､

いはゆる空間のことではない｡存在物の根本存在性を示す性質でもなければ､存

在の形式でもない｡まったく人間存在の構造内に宿るところの或る一つの契機を

意味する｡内なるものが外に出るといふ関係か聯関が､空間(じつは空間性)だ｡

かうした人間学的な空間概念に関係づけられて,風土は空間的な｢ところ｣とな

る｡さうすると今度は自然といふものも亦(それは空間性をもち処を占める)ま

さにこの風土によって､人間存在の構造に帰着せしめられることゝなる｡ (218頁)

戸坂潤によれば､和辻の(風土)とは(空間的)な(ところ)であり､ (人間学的に

解釈された自然)の謂いである｡これは和辻の風土論であるとともに､その思想の要

諦を穿つ哲学者･戸坂潤の慧眼による指摘でもあろう｡ (風土)を創出する(場所)は､

本稿冒頭でも見たように､ (社会的な記憶の源泉)であり､ (記憶の糸で紡がれた織物

のような存在)である｡そして､その(場所の力)は､再び人間の感性に働きかける｡

その時､人間と(場所)の関係を重視し､受け継いだ人類共通の宝物を未来に継承す

る美学が成立すると言ってもよい｡ (場所)は多様な人々や地域社会を相互に結びつけ

るがゆえに､その(社会的な記憶)によって地域を活性化する(力)を発揮し得ると

考えられるのである｡

岐阜という(故郷)を有する作家･森田草平の場合についても､その(風土)が(存

在の自己客体化､自己発見の契機)となっていることがうかがえた｡岐阜という(場

所)が孝む(力)こそが､作家の創造力となっているとともに､その(場所の力)は､

岐早を(故郷)とする人々､岐阜という(場所)に生きる人々にとっての(社会的な

記憶)を生み出してゆく可能性を有していることが察せられた｡

すなわち､ (故郷)という(風土)との関わりで文学が発揮する意義は､その地域-

(場所)に生きる人々に､自らの生きた環境としての自然を共有させるとともに､自

らの生きる地域- (場所)が､決して逃れることのできない宿命そのもの一人間存

在の根源的なあり方を意味している､と共感させることなのではないだろうか｡そし

て､そのような文学の力が､その地域- (場所)の人々に､生きてゆく上での社会的

な連帯感をもたらす可能性を孝んでいるということではないだろうか0

上述のような感性を共有することによって､老若男女､生活者も専門家も､市民も

行政も､地域- (場所)の(社会的な記憶)によって､ともに諸課題に臨むことが可

能になるにちがいない｡人間･事物･時間が絡み合い､生活し働く多様な市井の人々

の生きざまが､地域- (場所)を内発的に認知し､人間文化と自然環境の相互関係性

を豊かに創造する(力)を発揮することになるだろう｡

たとえば､地元に学ぶ地元学､地域に学ぶ地域学について､吉本哲郎『風に聞け､

土に着け 風と土の地元学』 (水俣地元学協会事務局 2003年)には､ (地元学とは地

元に学ぶことである)が､それは(人のつぶやきにある背景や自然に耳を傾け､ ｢なぜ

だろう?｣と問いを発しながら､自分で見て歩き､自分の住んでいる地元を深く掘り

下げ､自分の言葉で語って地域を自覚し､ものづくり､地域づくり､生活づくりに役

立てていく)ことであると記されている｡

また､ (風土的環境倫理における風土性(風土の方向)の意義) (173頁)を論じた
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大著-一亀山純生『環境倫理と風土一日本的自然観の現代化の視座』 (大月書店

2005年7月)は､ (風土のもつ重要な"普遍的"意義と現代社会におけるリアリティ

を示唆)し､ (地域の内発的発展の核心に風土が存在) (177頁)していることを論究

している｡

さらに､亀山純生の大著でも紹介されている鶴見和子･川田侃 編『内発的発展論』

(東京大学出版会1989年3月)では､ (内発的発展)とは､ (社会の姿と､人々の暮

らしの流儀)を､ (それぞれの地域の人々および集団が､固有の自然生態系に適合し､

文化遺産(伝統)に基づいて､外来の知識･制度などを照合しつつ､自律的に創出す

る) (49頁)ことであると論じられている｡

これらの研究文献でも指摘されているように､地域- (場所)の(風土)を考える

とは､自分自身の存在の原点を発見し､その本質を捉え､地域- (場所)と自分との

関係性を認識することを意味している｡そのような個々人の認識が(社会的な記憶の

源泉)となり､その(場所の力)によって再び人間の感性に働きかけ､文化を創造す

ることに繋がると考えられるのである｡

このように自己の存在自体が地域の成員であり､地域づくりの主体者であること､

地域づくりとは自分づくりの謂いであることを認識する時､自己陶冶による内発的地

域づくり自体が､地域文化の開花実践であることもまた首肯できようo

すなわち､伝統文化を守り伝えてゆく主体として､地方-地域- (場所)が位置づ

けられると考えられるが､地域文化とは､地元-地域- (場所)に残る､または伝え

られた既成･所与の文化財のみならず､その地域- (場所)を構成する人々による自

分づくりの営為そのもの､また個々人の自分づくりの営為によって創り上げられる行

動様式･生活様式の総体であるとみなされるのである｡個々の人間の主体的･力動的

な営為そのものが､地域文化を創造するのであり､芸術家も素人も等しく文化を支え

継承する｡高尚な芸術や物質的･経済的な発達･発展や古くからの伝統だけが文化と

見なされるべきではないだろう｡

以上､ ｢文学における(場所の力)
-

(故郷)の(風土)を視座とする地域文化論

構築に向けて-｣と題して論の展開を試みてきた本稿を､次のような課題認識で結

んでおきたい｡

(故郷)という(風土)概念は､文学の創造契機としての意義を有する｡その(敬

郷)という(風土)概念を視座とした新たな文学研究には､地域- (場所)の自律性

と(内発的発展)に果たし得る､文学の根源的で多様な役割や可能性を追究すること

が求められ､望まれているのではないだろうか｡

【注】

ジャンルとしての(郷土文学)については､『社会文学事典』刊行会･編『社会文学事典』 (冬至書房 2007

年1月) ｢19･1郷土文学｣の解説では､ (｢郷土文学｣の主張が最初に盛り上がりを見せたのは日露戦

後､ ｢帝国文学｣ ｢新小説｣などの誌上に片山正雄や桜井天壇らによってドイツ郷土芸術(Heimatkunst)

が紹介されたことに端を発する｡当時､田山花袋や島崎藤村らの自然主義文学が､地方を積極的に舞台と
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したことと同時代性を有するが､ドイツ郷土文学(Heimatdicbtung)は都会を批判しドイツの伝統的農

村に生きる意義を強調する民族主義的主張が濃い｡) (149頁)と規定されている｡

さらに､同項目には､ (長塚節『土』伊藤左千夫『野菊の墓』､鈴木三重吉｢小鳥の巣｣など､歌人･俳

人を含む写生文派の文学者たちが､地方を舞台とした小説での代表作を発表するのも同時代である｡ター

ムとしての｢郷土文学｣の定着にドイツ郷土文学の紹介が影響したことは間違いないが､この言葉は日本

においては､たとえば｢ぽんち｣を書いた岩野泡鳴が大都市圏である大阪に対して提唱するなど､独自の

色合いをも帯びたと考えたほうが良いであろう｡) (149-150頁)､ (戦後から現代においては､石牟礼道

子のルポルタージュや､ウイリアム･フォークナ-､ガルシア･マルケスの影響を受けた大江健三郎､中

上健次､阿部和重らの小説世界が､広義の郷土文学の現代版といえるかもしれないQ) (150頁)と記され

ている｡

本稿は､ (故郷)という(風土)を視座として､地域文化論構築をめざす上での文学の可能性を模索す

ることを趣旨としている｡ジャンルとしての(郷土文学)研究については､今後の研究課題としたい｡ 19

世紀末のドイツで勃興した(Heimatdicbtung)からの日本近代文学への影響など､ (近代文明) -のアン

チテーゼであり(地方)の素朴な生活-の賛歌である(郷土文学)の要素を中心に､今後､考察を重ねて

ゆきたい｡ドイツの(Ⅲeimatdicbtu喝)は､上記『社会文学事典』にも記されているように､自然主義

時代に隆盛した都会文学のデカダンスと共同体意識の喪失-の危機感から､都会文明を批判し伝統的農村

に生きる意義を強調した民族主義的傾向が強い｡したがって､第一次世界大戦後に再流行した際には､ナ

チスの提唱する民族主義の一翼として､いわゆる(血と土の文学)として取り込まれてしまった経緯があ

る｡民族主義と結びつく(郷土文学)の歴史的背景や思想的要因を明らかにすることは､今後の日独比較

研究においても重要な課題であると考えられる｡別稿を期したい｡

【付記】

本稿は､日本近代文学を専攻する筆者が､次の各プロジェクト-の参加を契機として､試行的にまとめ

た成果の一部である｡

● 岐阜大学地域科学部の共同研究｢白川郷研究｣ (白川郷の持続的保全方法の検討)

(合田昭二･有本信昭 編『白川郷一世界遺産の持続的保全-の道-』 けカニシヤ出版

2004年3月】拙稿｢第7章 白川郷保全に向けての文学の意義一地域文化遺産としての江夏

美好『下々の女』論-｣ 【139-181頁】参照)

● 文部科学省 特色ある大学教育重点的支援 現代的ニーズ支援プログラム(現代GP)

｢地域協学型の風土保全教育プログラムーぎふ公民館大学-｣ (平成16年度-18年度)

(｢成果報告書｣ 2007年3月発行)

● 第12回 岐阜シンポジウム｢岐阜学を求めて partⅡ一地域(現場)から､地域の生活と

地域づくりを考える-｣パネル討論(2007年6月8日) (｢報告書｣ 2007年12月発行)

なお､本稿のうち｢3,森田草平の人生行路と文学活動- 『煤煙』まで｣は､拙稿｢岐阜文学散歩の

あゆみ､最初の--一歩一森田草平の『煤煙』をめぐる-｣ (岐阜市読書サークル協議会発行｢輪｣第36

号【平成19年3月】 109-122頁)の内容と､ほぼ重なっている｡この項の記述は､ ｢岐阜文学散歩｣ (主

催:ぎふまちづくり団体交流会･岐阜市にぎわいまち公社･岐阜市 後援:ぎふまちづくりセンター･岐

阜市教育委員会)第2回｢森田草平の『煤煙』をめぐる｣ (2003年9月6日 於森田草平記念館)の講演

の一部をまとめたものである｡


