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昭 和 初 期 の 森 田 草 平

Masazuml N EGlSHI

1 『輪廻 』 の前後

大正12年10月から 『女性』 誌上に連載した長篇 『輪廻』 は, 14年12月に完結し, 翌15年 1

月には新潮社よ り単行出版した。 草平自ら 「一生涯にこれ一つさへ書けばいいというような,

大きな題材」 と考えていたテーマの作品化の宿hは, ようやく果たされた。『輪廻』 を終った

地点で, 草平には最早や是が非でも書くべき 「題材」 は皆無となった筈であ り, 事実, 仕事

量の上ではその大半を占める外国文学翻訳を別にすれば, 小説制作は歴史小説を志向するこ

ととなる。 しか し歴史上に題材を求めたこ とを も含めて, 「生涯のテーマ」 達成以後に, 予期

を超えて草平が辿った文学的曲折の道程を探らなければならない。

『輪廻』 の題材は, 父の悪疾遺伝の恐怖と母の不義による出生の疑惑との択一的な宿命,

そ して前者の恐怖からの脱出のために求めた恋愛が, 出生の秘密がむしろ後者にあることを

知って空虚化す ることをめぐる罪悪感を核心と している。 この宿命と経験とは, 草平のそれ

をほゞ有 りのままに写し取ったと考えられ, 彼の存在の出発点であ り前提でもあった。 従っ

て最も書き易 く , また否応なしに最初に着手せざるを得ないはずの題材だったといえるであ

ろ う。 にもかかわらず, 『輪廻』 到達までに不可解と思えるほどの長年月を要したのであった。

それというのも, 彼の文学的出発において, 暗い家系意識からの, 観念的ないし清緒的な

脱出を志したか らに他ならなかった。 そのピークが 『煤煙』 (明42) であった。 しかもその様

な恋愛体験を先行させ, 作品化によって補充してゆ く という, 「実行と芸術」 との特異な競合

の方式をいち早 く身につけたために, 『輪廻』 の題材を取 り上げる機縁を見失ったのである。

いわば, 『輪廻』 にこめられた暗い世界を意識の底部に沈澱させたまま, 『煤煙』 的な世界の中

を遊曳していた。 このような生の構造は, 草平の生涯に遍在するものであ り, 『煤煙』 の中に

もその縮図が見 られるけれども, 『煤煙』 と 『輪廻』 との間の時間的断層の上にも反映してい

る といえるであ ろ う。

『輪廻』 への道を可能にしたひとつの契機は, 小説 『初恋』 のヒロイ ン ・ 田毎にほぼ15年

振 りに再会して失望するという, 大正元年の経験であった。 むろんこれは草平の年令的成熟

を物語る一駒にすぎないであろ うが, と もかく もこのころを境と して, 自己直接の体験とな

いまぜの作風から, 徐々に他者の経験に材料を求める 「見聞の文学」 への傾斜を辿 り, 『虚栄

の女』 (大5) な どの, 虚構を設定する大衆小説を手がけも した。 また ドス トエフスキー傾倒
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は漱石師事以前から続いているとはいえ, 大正4年頃の顕著な心酔と, それに接続して, 『理

想主義的自然主義』 (大6) を頂点とする一連の評論によって, 「体験即描写」 という彼な りの

文学観の確立をも試みたのである。 更に外国文学の精力的な訳業を通してひそかにこれを補

強しつつあったと思われるが, それは後に改めて触れるだろ う。 この様な準備作業を侯って

『輪廻』 の題材に取組むことが可能となった。

宿命的な暗さと共に, 『輪廻』 の世界を彩る, ある意味でプ リ ミテ ィ ヴな醜悪さを描 く には,

以上の様な経路を く ぐ り抜けることで, 観念化 ・情緒化の性向の脱皮が必須であ り, 同時に,

境遇 ・状況等の中に定位する客観的な構図を持だない限 り, 生ま身のエゴをむき出しで作中

に取 り入れることは困難であった。『輪廻』 では 「どんでん返し」 的な脚色の工夫も観取でき

る し, その着想が創作意欲を刺激する重要な契機になったとさえ思われる。

また観念的 ・情緒的に扮飾された愛欲ではな く , プ リ ミテ ィ ヴな愛欲の存在を確認し, あ

るいは少な く ともそれを正視する姿勢が確立したことも, 不可欠の条件になったであろ う。

それには, ドス トエフスキーと共に, 多分大正5年の, トルス トイの 『闇の力』 から受けだ

烈しい印象が預って力がある。 このよ うに, 人間の醜悪さへの開眼と, それを作品中に導入

するために必要な創作上の方法意識の変化が, 大正初 ・中期に徐々に行なわれ, それと平行

して 『輪廻』 の作品化を育みはじめたと考えられる。

ごの様な道程を経て 『輪廻』 を完結 したとき, 「これ一つさへ書けばいい」 題材の作品化を

果たすと同時に, 皮肉にもどんな題材をも取 り上げ得る地点に彼は立ったわけであろ う。 こ

の場合, 『輪廻』 という題意に寓した構想からいえば 「子を通じて見た親の時代」 を描いた後

に丿親から離れて自己の道を歩まうとするが」「結局同じ道を辿ることとなる」「子の時代」 を

描こ う と したものであ り, 「これだけではまだ完了したとは言はれない」 という草平の言は余

り問題にならない。 というのは, ここにいう書き残しの部分は, 「生涯の題材」 とは左程関係

はないので, むしろ未完了を意識するような構想の設定そのことがこの作を可能にした事実

が重要な意味を もっているのである。

しかし 『輪廻』 前後に,・その題材以外に書くべき材料の浮び上って来なかったのも事実で

ある。 いま知り得る限りでは, 大正10年から昭和3年までの8年間に, 1篇の創作もない。

強いてあげれば, 漱石門下の僚友である鈴木三重吉が大正7年8月に創刊した 『赤い鳥』に,

同年 9月の 『鼻きX源兵衛』 をはじめと して数篇の童話を寄稿しているのみである。

*

ここで願って, 大正中葉からの草平の身辺の動静についてのべておきたい。 大正5年正月

安香ハナとの間に生まれた個三郎は母の手で千葉懸木下町で養育されたが, 翌6年4月夭折

したツ当時は草平の生活の本拠はさく夫人の住む「東京牛込矢来町62」 にあったと思われる
が, 大正8年10月27日(推定) に三男・長良が誕生した頃から, 「千葉懸印旛郡大森町六軒」 に

移りハナと同居するようになったらしい。 小宮豊隆あて書簡の発信地がり月までは牛込, 11

月以降は六軒になっているのである。 発信地からいえば, 大正9年末から大正10年正月の間

に 「東京府下滝の川村西ヶ原1076」 に移転し, その間の大正11年 1月21日に母と く (『煤煙』9

お絹) が死去した。母の死去を報ずる豊隆宛ハガキは牛込矢来町であるから, と く は恐ら く さ

く夫人のもとに在ったであろ う。 更に大正11年4月3 日付で「東京市外西巣鴨町字堀の内982

番地」 への転居通知を出してお り, 豊隆あてには, 「 3月26日男児出産 名を節男と命ず 皇

后陛下の御緯名を頂戴せるな り。」と書き添えている。 更に大正14年から15年にかけて 「東京

市小石川区表町109番地」, 15年から昭和2年にかけて 「東京市小石川区水道端町2 ノ64」 か

ら発信しているが, 資料の欠けている箇所もあるので, 転居年月などは審らかではない。 そ

2



昭和初期の森 田草平104

して自筆 「年譜」 (改造社「現代日本文学全集」 42, 昭5 ・ 6) 昭和2年の項に 「秋九月東京よ り鎌

倉に移る。」 とあ り, 昭和7年3月末まで同地に住んで, 再び東京 (青山南町) に戻った。

ところでさ く夫人はこの間も牛込矢来町の居所鴎変わらず。 上述の様に大正8年秋, 長良

誕生の頃からさ く夫人のもとを去って安香イヽナと生活を共にするようにな り, 以後終生ハナ

とその間に生まれた子供と共に家庭を営み, さ く夫人は戸籍上の妻たるにとどまった。 ハナ

が何時から 「つね」 の名を称するようになったかは未詳であるが, 大正8年の同居以後を「つ

ね夫人」 と考えること と したい。 ついでながら, つね夫人との生活も, 大正15年 6月はじめ

四男 ・尭丸の誕生の後は, 出産する幼児の相次ぐ夭折の不幸に見舞われていた。 即ち昭和4

年1.月には前年生まれた五男・泰之助か, 4年11月頃誕生の六男・八幡は翌5年7月22日脳

水腫で[止を早く した。 いずれも鎌倉在住中心出来事である。 ・ ・=・・ =I
ぞ S .

しかし, つね夫人との同居, と りわけ三男・長良を交えた家庭の団楽の実現, また大正9

年末と10年初の交の東京移住は, はじめて草平に安定した生活一 小市民的で平穏な朝夕を万

嗇したと思われる。 そ して恰かもその時点で法政大学教授の職に就く こととなった。『輪廻』ご,
■ ㎜ ¶ 1 1

におげる人間のエゴの把握を可能にした視座も, このような生活条件のもとで用意されたと

もいえるだろ う。

『法政大学八十年史』 (法政大学, 昭36・ 8) によれば, 同大学は明治36年以降, 専門学校令

にもとづいて 「大学」 を 「Tいわば自称」 していたのだが, 大正7年12月公布の大学令に拠っ

て, 早 ・慶などと共に名実共に大学となったのは大正9年のことである。そ して法文学部と

経済学部によって構成され, 同時に大学予科と大学院を置く こととなった。 このときに草平

を含む漱石門下の文学者 ・哲学者が迎えられたのである。『八十年史』 は, このことについて

次の様にのべている。

実業科を専門部に設けたことはあっても, 創立いらい主と して法律専門学校であった法政は, 総合大学

になるとともに, 野上豊一郎を中心に, 森田草平, 安部能成, 内田百間, 和辻哲郎, 小宮豊隆ら夏目漱石

系の文学者 ・哲学者を迎え入れて, その後の文学部の発展の基礎をつ く り, また高木友三郎を中心に経済

学部の体制を と とのえはじめた。 こ とに野上を中心とする漱石系学者たちは, 大正デモ クラシーの時代の

潮流をふまえて 自我と人格と教養とのまった く新しい観念を提出し, 自由な思考と近代的な人間観とによ

って, それまでのアカデ ミズムのもちえなかった明るい気風をつく りだ した。 アカデ ミズムがジャーナ リ

ズムを通して公衆の広い知的世界と生き生きした関係をつ く り出すにいだったのは, これらのひとびとに

よってである。 かれらは, 大学にふさわしい自由な知的活気にみちた法政の教授室と教室とを もたら し,

それは経済学や法学の教授, 講師と して新し く入ってきたひとたちを もイ ンスパイアしたほどであったと

伝え られている。

もっと も上記の教授陣はやがて開講ずる文学部 (法文学部からの分離の時期は未詳) 担当の諒解

のもとに, 一先ず予科に籍をおいた。 草平も大正10年に予科教授に就任したと記しているが,

少なく とも前年から話はあったらしく , 大9’・ 4 ・15付豊隆あてハガキに次の様に書いてい

る○

法政はいろいろ盛にやってるら しいが, 僕の所へはまだいつ出て来いと も音沙汰な し, まさか出ないうち

から免職になった訳でもあるまt がヽ, 云々 。

いずれにせよ, 予科で蝶英語を担当し, 大正12年になって本格的に開講されたら しい学部の

教授団の中に 「文学概論, 英文学」 担当の 「教授 ・森田米松」 が名を列ねていた。 前掲 『八

十年史』 の文中にあ石様な 「明るい気風」 や 「自由さ」 を醸し出すことには, 草平尤一役買

っていたであろ うが, 「自我と人格と教養とのまった く新しい観念を提出し」 た り 「知的活気」

によってイ ンスパイアしたという表現は, 彼に関してはそ ぐわない感がある。 八方破れ的な
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根 岸 正 純 105

風格の草平は, 教授室で談笑の中心とな り, 知的よ りもむしろ人間的に親しまれていたよう

である。 要するに, 法政就任が彼を多忙に卜たにはちがいな くにまたそれと表裏の関係で,

ある意味で日常的平穏に誘いこんだであろ うことも想像されるが, その間に 『輪廻』 を書き

上げたこ とでも知られるように, 旧来のアカデ ミズムを打破したとい う法政にさえ皆無では

ない筈の, 大学特有の規格に縛られることはなかったと考えられる。 こ う して, 昭和9年に

「法政騒動」 の一方の火付け役と して辞職を余儀な く されるまで, ほぼ15年間教鞭を どった

のではあった。

彼の外国文学訳業は, ドス トエフスキー傾倒などと無関係ではないにせよ, 大正初年以来,

創作の自信喪失からの逃避であるとは, 彼自身しばしば口にしていたところである。 それでも

大正 5 ・・6年 ころ まではかな り多作 してお り, その代 り翻訳は抄訳など断片的なものが多い。

そ して創作は7年から急減し, 大正10年以後の8年間は, 『輪廻』 以外には管見に入る限 り絶

無であるのは, 前に述べた通 りである。この間, 彼の文学的な営みの主力は翻訳に注がれてい

た。 と りわけ鶴田久作の主宰する国民文庫刊行会の発刊にかXる 『国民文庫』 の翻訳分担の

仕事が大き卜。 早くは同 『文庫』 中の 『泰西名著文庫』 シ リーズの一冊に加えられた『悪災』

(大4) があ り, ついで 『泰西近代名著文庫』 中のゴーゴリ 『死せる魂』 上下2冊 (大6) , 同

じ く ダヌツ ッ イオ 『犠牲』 (同) がある。これらを見ても分かる様に, 『国民文庫』 における草平

の翻訳分担は英語作品以外の大陸作家のそれであ り, 以後も同様である。『輪廻』 以前には,

このほか 『訳注ファウス ト』 (東新共訳, 文武堂, 大7) , カ ンフ ィ ール ド̀ 『大戦と女』 (弘道館,

大8) があ り, いずれも 『輪廻』 の方法獲得に何がしかの寄与を しているにちがいないこ とは

既にのべた。

さて 『輪廻』 以後には, 先ず 『国民文庫』 での訳出が4篇あ り, 『ウィルヘルム ・ マイステ
● W 。

ル』 (上巻一大14, 下巻一大15, 『親和力』 も収録) , 『千一夜物語』 4冊 (大14̃ 昭3) , 『 ドン ・ キホ・

- テ』 2冊 (昭2 ・ 3) , 『椿姫 ・ ダイス』 (昭2, 『ダイス』 は関口存男と共訳) がそれで, いずれ

も 『世界名作大観』 シリーズ第2部 (各国篇) に属する。以後の翻訳は 『国民文庫』 以外のも

ので, 『ア ンナ ・ カ レニナ』 (生方書店, 大15) , 『全訳 ク リスマス ・ カ ロル』 (尚文堂, 同) , 『デカ

メ ロ ン』 (新潮社 ・ 匪界文学全集, 昭 5- 『別冊補遺』 も同年) , 『 ク ロー ム ・ イ こ ロー』 (同前全集第

2期, 昭6) , 『十字軍の騎士』 (改造社・世界大衆文学全集, 昭6- 『しゃんくたら姫』 も収録) を挙

げることができる。 これらのうち, 『千一夜物語』 と 『デカ ノ ロン』 は, 数次にわた り改版し

てお り, 前者の 「完訳」 12巻 呻央公論社, 昭4 ・ 5) , 後者の 「完訳」 版 2冊 (新潮社, 昭6) が

含jlれ回 二
以上, 巨細にわたって訳書を列挙したのは, 草平の文学観定立にかかおることが推測され

るからである。 なお, 。翻訳にはそれぞれ助手役ないし協力者がいたにしても, 草平自身の労

力も並々ならぬものがあった。 大正14年 6月に 「上巻」 を出した 『ウィルヘルム ・ マイスタ

ー』 についていえば, 「上巻序文」 に, 初めて訳出を志したのは20年前一高在学時代であ り,

よ うやく 4年前に完了したとあるが, 恰度ごこにいう完了前に当たる大正9年4月の豊隆あ

てハガキ (15日付) には, 「毎日朝も昼 も ウィルヘルムマイスターをやってる, それだけやって,

日に七枚平均にしかならぬ。」とある。『千一夜』 についても同様であ り, 「この頃は僕もアラビ

アンナイ トを日に二十五枚づつ翻訳してる。廿五枚やれば, いく ら安く とも少しはものにな

るよ。」 (大9 ・ 8 ・ 1付) , 下一日の休みもな く翻訳ロウダウをつづげてゐた。 丸でホ ンヤクの

化物になる位だ。(中略) 今日やっと一日に二十枚の千一夜物語の強行軍ををはって, 今夜は骨

休めだ。」 (大9 ・ 9 ・ 2付)。と書き送っているよ これらは 『輪廻』 以前に属するが, 大正15年

の 『ク リスマス ・ カ ロル』 訳出については, 「輪廻以上の骨折 りム」 (10・14付) といい, またそ
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れぞれの訳序によると 『椿姫 ・ ダイス』 は大正15年 9月から昭和2年 3月まで 「没頭」, 『デ

カツ ロン』 は同年春着手し 5年 1月末完了とあ り, 『輪廻』 前後に翻訳に寧日のない年月が続

いたことがわかる。 しかし翻訳の仕事は昭和6年の 『完訳デカタ ロン』 で終止したといってよ

い。 ジェームズ ・ ジ ョイスのフュ リシース』 4冊 (岩波文庫, 昭7) の共訳者の筆頭に名を列ね

ている力い これは法政大学英文科スタ ッフによるもので, 草平は名目上のリーダーに近く,

彼の好尚にも合わなかうたことは後述の通 りである。 前掲 『八十年史』 では, 森田草平, 名

原広三郎, 竜口直太郎 (以上教授) , 小野健人, 村山英太郎 (以上卒業生) の名をあげ, 「英文学

に貢献すると ころ大なるものがあった」 と して功績を特記している。

, *

すでにのべたように, つね夫人 ・長良の母子と共に家庭を築き, 法政就職 ・東京移住に加

えて, 翻訳への専念が 『輪廻』 執筆を成就させたのであるが, 先に掲げた訳出原著を通覧す

ると, それらが必ずしも草平の自発的選択ではなかったと しても, 概して大衆的な性格を帯

び, 素朴な愛憎や劇的な波瀾を語る類のものが少なく ない。 そのことが, 彼の家系意識や罪

悪感のつき纒う体験を, 作品中に構成するのに役立ったにちがいないし, と もか く も『輪廻』 ・

完結の後は, その完結によって身につけた愛憎や運命の作品化における構想 ・脚色上の自信

を更に補強するこ と となったのである。 そ して。当面彼の身辺に題材を見出さなかったことか

ら, 一般化された運命の観念や道義感覚と, それを文学の世界の中に形作る方法意識が, 彼の

胸中に定着しぱじめたのであった。 そ して, 彼の実生活上の安定は, 日常性に埋没し文学へ

の意欲を磨滅させることにはならず, むしろ如上の意味で, 新たな文学観の定立と, 創作への

展望さえ用意しはじめたといってよい。

そればか りでな く , 『輪廻』 発表は, 殆んどその圏外に遠ざかっていた文壇ぺの復権の機縁

ともな り, 文学的営みの意欲を刺激した。 彼自身も, 「『輪廻』 一篇を物しただげで」「現文壇

に活躍してゐる方々と比較的頻繁に往来するやうになっ」 だと書いている (『現文壇に対する一

考察』- 『新潮』, 大15 ・ 6 ) 。 大正 15年以降のほぼ10年間, 東朝紙上に文芸時評 ・ 劇評を執筆す

るなど, 発言が活発化していることからも, それは知られるのである。

2 文 学 観 の 推 移

彼の発言はまず, 戯曲論からはじまっている。 もと もと草平はさ く夫人が藤間流舞踊の名

手であったこと もあって梨園への関心も深 く演劇に浅からぬ興味をいだいていたこ とにもよ

るが, 『輪廻』 執筆によって, J後述のような, 脚色重視の戯曲的要素を小説のジャ ンルにも要

求する観点を強化 し, それが増幅されて戯曲に関する提言が先行したと思われる。

まず, 『輪廻』 執筆中に属するが, 『一幕物の主題』 (『演劇新潮』, 大13・ 8) がある。 これは末

尾の注記に,

この一篇は, ローラ ン ド ・ レウイス氏の名著 『一幕物の作法』 から其の大意を取って日本の現代に適応す

るや うに講話したものである。

とあ り, 最後に菊池寛 『父帰る』 に例を と って一幕物の必須要件を説いている。 ここには以

後の戯曲観を制約したら しい箇所がかな り見られるけれども, 全般にわたって粉本に依存し

ている観が強いので, ここでは省略に従う。

次にこの前後に, 都新聞の文芸欄に, 『舞台上の反語』 と題する一文を掲載したら しい。 正

確な題名 ・掲載年月は未詳であるが, 昭和5年の『評壇に於ける私の経験』 と題する文章には,

同文芸欄に 「数年前」「『舞台上の反語』といふことを紹介した」 とのべている。 そこで要約し

ている内容は, 昭和 7年の 『舞台上の反語』 (: 『古東多万』, 昭7 ・ 1, 随筆集 『のんびりした話』 大

5



畑書店, 昭8 ・ 5に再録) と一致する様で, 或いはほy同文の再出かも知れない。 前者の要約文

によれば, 「舞台上の反語」 は, 「劇作術上の初歩と も云ふべき手法で, 萄もハン ドルングを主

と した劇に於ては, これを巧く使ふか使はないかに依って, その作の生命が定まる」 という。

プ ハン ドルング」 は 「筋」 と訳して差支えな卜と, 草平は別の文章でいっている。 そ して,

忠臣蔵六段 目の例をあげ, 観客は五段 目で与一兵衛の下手人が定九郎であるのを知 りつ X,
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冤罪を蒙った勘平が切腹する場面に感動する

格に重きを置かれた処にあると断言」 する。「兎に角劇には筋の統一が肝心」 であ り, それが

なければ 「サスペ ンス」 も欠く。 そ して, 筋こそ第一, 性格は第二と した, ア リス トテ レス

の言を引き, 最後に, 「今頃持ち出す と, 陳套だと思はれるだら う」 と言訳を しながら, フラ

イタ ークの 「構造の上から見た作品の二つの分類」 に触れている。

『劇の書ける男と書けない男』 ( 『新潮』, 大15・ 4) は, 上記の所論を更に展開 したもので,

前引のア リス トテ レスのテーゼから出発して, 劇が小説から区別される本質的相違は 「筋の

統一」「筋其者が簡単明瞭」 の点にある と し, 劇作家た り得る資格の有無に論及する。

単に作者が興味を繋いでゐるものばか りでな く , 時と しては作者自身の個性を も切 り捨てよと舞台は命ず

るかも知れない。 さ う云ったや うな専制的な鉄則に対 して, 何れだけ柔順であ り得るかー それに依って,

私から云へば, その人が劇作家にな 昨

そ してこの様な鉄則を逸脱 したゲーテの 「フ ァ ウス ト」 は成功作とはいえず, 漱石が一生劇

に手を着けなかった所以もこ こにある とい う。 更に草平ぱ, 同様の見地から通俗作家の資格

に及び, 劇作家と等価の関係にある と断 じた。

読者と妥協するために, 自分の云ひたい こ とは別に蔵って置いて, 比較的浅卜所で相手になるー これが

通俗作家でな く て何であら う ? 通俗作家 たる資格は, 同時に又劇作家の資格でもある /

といい, 「昔からの名だ Xる劇作家」 沙翁 ・ シラー ・ ズーデルマ ン ・ 巣林子 ・黙阿弥はみ

な 「通俗作家」 と 言い切っている。 そ して終 りに菊池寛 『屋上の狂人』 に例を求めて補説 し

たが, 劇作家と否との分かれる素因を, 「生地」 と努力のいずれに見るかに筆が及ぶとにわか

に判断に迷い, 草平ら し く腰く だけを曝げ出したまま筆をおいた。 ここで劇作家と小説家と

の相違を強調 したのは, 一先ず自説を譲った上での一般論であって, 彼の理想とする小説家

は劇作家と本質を同じくするものであ り√古今の文豪を 「通俗作家」 の部類に加えているの

でもわかる様に, 作家のあるべき姿を 「通俗作家」 と考えていたこ とは, 以下の所述で明ら

かになるはずである。 なお, 『屋上の狂人』 引用の箇所で, 草平の強調する原理を作者が自覚

6

の集中がない。 どこか物足 りない気がする」 と し, 「劇作術の立場がら見て作者が筋よ りも性

つま り見物だけが裏の仕組をちゃんと承知してゐて, 舞台の役者- いや, 役者と云ふよ りは, 役者の扮

した人物は却ってそれを知らない。 そこ に所謂舞台上の反語が成 り立つのである。 反語とは, 云ふ迄もな

く , 一つの事を云って, 実は他の事を意味するのがそれだ。

という。 以上の様に, 草平は劇におt てヽは 「筋」 が主体であるごと, 「舞台上の反語」 が巧み

な 「筋」 の適例であるこ とをのべたのだが, 以下に見るよ うに, それはやがてシチ ュエーシ

ョ ンの設定あるいは観客 (読者) への明示を強調するこ とであ り, 小説にまで適用すべき原

理と考えたのである。 昭和5年の文は, 「古卜」「新 しい」 の評語が作品の死命を制する絶対的

な物差と して横行することへの憤憑を枕と してお り, 都新聞紙上での提言も, 洋行帰 りの岸

田国士に 「あんな事云ふのは古い」 と一蹴 され, 「沈黙 して しまった」 とい う。

ついで大正15年には, 『劇作術と 「平将門」 その他』 ( 『新潮』, 大15・ 1) では, 「劇作術の示

す法則に適ったやう に書き上げる必要」 を指摘 し, 「近来の傑作」 ・真山青果の 『平将門』 ( 『中

央公論』, 大14 ・ 1) が , に も か かわ ら ず , 「部 分 々々 と し て は面 白い が, 全体 と し て ど う も 興 味
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していたかどうかは疑わしいと書いて菊池寛が 『演劇新潮』 (掲載号未詳) 誌上に批判文を載せ,

これに対して草平が反論したのが 『正しきを正しきとせよ一 菊池寛氏に答ふ』 ( 『新潮』, 大

15 ・ 7 ) で あ る 。

さて劇に関す る草平の主張がひと り劇のみにとどまらず, その基本理念の延長線上で小説

の分野でも一つの提言を試みたのが, 先に引しヽだ 『評壇に於ける私の経験』 ( 『読売新聞』, 昭5

・ 8 ・ 23, 26 ̃ 29 ) で あ る 。 こ の 文 章 の 冒 頭 で 文 学 上 の 論 争 は 「 あ れ も 一 時 , こ れ も 一 時 」 で ,

これ位 「馬鹿々々し卜ものはない」 といい, 既にのべた様に 「古い」「新 しい」 の評語の横行

への反撥を枕に している。 そ して次の様にい う。

私はいつ迄も片付かぬ論争, 何等の結論にも達士ない論争にいや気を さ してからと云ふもの, 文芸上の新

しい主義主張を離れて, もっと根低のある, 千古に通 じて変らない問題- かう云ふと又話しが大き くな

って纒ま りが着かな く なるが, それでも困るから, 成るたけ内容を離れた述作の上の技巧乃至形式の問題

に興味を持つや うになった。

ここには, 『煤煙』や明治末年の朝日文芸欄時代を除いて, その後殆んど文壇に立ち交って同時

代的論議をまじえることな く , ある意味で 「T古さ」 を捨て切れずにいた草平の 「居直 り」 を

感じさせないではないが, 上来述べて来た様な過程を辿って 「技巧乃至形式の問題に興味を

持つやうになった」 という自覚を, 彼自身いたいたことを, 先ず踏まえておきたい。 そ して先

ず劇に関して, 先述のとお り 「舞台上の反語」 の技巧 ・形式を提起したのである。

ついで草平は小説に論議を移し, 「脚色」 と 「シチュエーショ ン」 の重視を唱えた。 彼はそ

の際, 次のように朝日文芸欄上で 「シチュエーシ ョ ン」 を提唱した20余年前の実績を引き合

いに出すのだが, これはこの文に限らず, 彼が好んで く り返したところである。

丁度その頃自然主義が行き詰って, どれもこれも身辺雑事を取扱った作ばか りで面白く ないといふ非難が

高かった。 で, 私はこの ト リヴィ ア リズムの傾向を打破するために, も う少し脚色の上のシチュエーショ

ンに注意を払ってはどうかといふやうなことを云ひ出して見た。

鴎外がこれを取 り上げ, 「時代遅れ」 といわんばか りに同じ文芸欄上で扱ったとい うのである

が, 草平に若干の記憶ちがい或いはずれがある。 問題の草平の提言は, 『近時の傾向』 ( 『東京

朝日新聞』, 明43 ・ 7 ・ 15̃ 17) と題す る一文 で , 冒頭 に 自然派の ト リ ヴ ィ ア リ ズムに触れ て い る

が, 直接鴎外の非難を蒙ったのは, 二日目の分で次の様にいっている箇所である。 ◇

はっきり

○倦予は情調について多く説 く程の用意を持たぬ。 只情調とは感情と云ふ迄に判明せぬイ ンデフ ィ ニッ ト

な情緒だと してそれを伝へるには, 音楽とか舞台上の効果とか詩歌のリズムとか, 直接それを起させるも

のが有力な訳である。 文学上の作ではたゞそれに似た情緒を起させるやうな仲介物を拳げて置く に止まる。

元来不定なものだからそれ以上明白に表はす手段がない。

○だから文学に情調を加味して有効なら しめる為には, 或シチ ュエーシ ョ ンの下にそれを使はなければ成

らぬ。 予め読者を其処迄引張って来て置いてからでなければ成らぬ。 単にそこへ或情調を促すやうな品物

を並べたXごけでは, ア ッ ピールする範囲が極めて少い。 終に解る者は作家一人だけと云ふこ とにも成ら う。

かかる一人合点の作は今の所謂長詩なるものに多いと聞く。

○又所謂情調劇なるものでは如何成って居るか。此の二三箇月の間の 「スバル」 と 「三田文学」 とを調べて

見たが, 終にそれら しい物の影も見えない。 名のみ事々し く聞怖ぢしたのであら う。 但し詩にはリズムが

有 り, 劇には舞台上の効果があるから, それを見た上でなければ何とも云はれないが, 散文の小説又は読

み物と しての劇で, シチュエーショ ンの圧迫もな く , 単調に情調を出さ う と したものは凡て徒労である。

7

これに対する森鴎外の批評は, 小説 『あそび』 ( 『三田文学』, 明43・ 8) 中の次の一節である。

其日の文芸欄にはこんな事が書いてあった。
シチ ュ ア シ ョ ン ’ ンデ フ ’イニ ヅサ ア ブル

「文芸には情調 といふものがある。 情調は situation の上に成 り立つ。 併 し ind6finissable なものであ



る。 木村の関係してゐる雑誌に出てゐる作品には, どれにも情調がない。 木村自己のものにも情調がない

や うである。」 。

約めて言へばこれ丈である。 (中略) 一体書いてある事が, 木村には善くは分からない。 シチュアショ

ンの上に成 り立つ情調なんぞと云ふ詞を読んでも, 何物を もはっき り考へることが出来ない。 木村は随分

哲学の本も, 芸術を論じた本も読んでゐるが, こんな詞を読んでは, 何物を もはっき り考へることが出来

ない。 いかにも文芸には, アソデフ ィ ニッサアブルだとも云へば云はれさ うな, 面白い処があるだら う。

それは考へられる。 併しシチュアショ ンとはなんだら う。 昔から ドラアムやなんぞで, 人物を時と所とに

配り附けた上に出来るものを言ふではないか。 ヘルマン ・バアルが旧い文芸の覗ひ処と してゐる, 急劇で,

豊富で, 変化のある行為の緊張なんといふものと, 差別はないではないか。 そんなものの上に限って成 り

立つといふのが, 木村には分からないのである。

そ して, 「その分からないのを, 自分の頭の悪いせいだとは思は」 ず, 「反対に記者の為めに頗

る気の毒な, 失敬な事を考へた。」と附言しているところが,恐らく当時の草平に鴎外の冷笑的な

全面拒否の印象を与えごそれが昭和5年の時点にまで尾を引き, むしろ増幅された記憶のゆ

がみを残した様である。 鴎外文でバアル説引用の中に 「旧い文芸」 の語はあるが, 必ずしも

そのまバ乏下の意を寓したとはいい難く , 草平の提案を丸ごと 「時代遅れ」 視することには

つながらない。 両者の説を対照すると, 草平は概念 ・論理のあいまいさ と舌足らずの習癖を

露呈してお り, この限 りでは, 鴎外の言い分の方が精確であった。

ともあれ, 当面の昭和初頭の草平文では, シチ ュエーシ ョ ンを ドス トエ フスキーの所謂「人

生の試験管」 と して捉えているので, 「時代遅れ」 のはずはないことを強調し, その好例と し

て, 『罪と罰』 で;

故らにあの主人公 ( * ラ不コ リニコフ) にあんな真似 ( * 老婆殺し) を させて, その反応を見ようと した。

その結果は (中略) 凄じい, 異常な, 正視にするに堪へないやうな感情の沸騰を見た。
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ゴルスワージイの 「駈落者」
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場面をあげている。

同じ年には更に 『脚色上のシチュエーシ ョ ンと関びき』 ( 『文芸春秋』, 昭5 ・12) がある。 こ

の小文でも鴎外とのや りと りから 「も う少し脚色に留意して, 際どいシチ ュエーシ ョ ンを使

って見ては丁と提唱したところ, 「『今頃シチュエーショ ンなぞ持ち出すのは古い』 と, 一言

の下にぴしゃ りと遣られて しまった」 と書いている。 そ して自説の正当さの例証と して, ゲ

オルク ・ カイゼルの 『カレーの市民』 をあげ, 「これは明にシチュエーシ ョ ンから来る, あの息

詰るやうな圧迫感を硯ったものではないか。」とのべている。

草平は, 20余年前の出来事の, いわば記憶のゆがみの延長線上で, 「シチ ュエーショ ン」 説

を一層補強して行った。 翌年の 『僕の性に合ふもの合はぬもの

とジョイスの 「ユリシーズ」- 』 ( 『古東多万』, 昭6 ・ 9) も然 りで, 随筆集 『のんび りした話』

に収録の際は末尾のジ ョイスの部分を割愛して 『Situationから生ずる緊張味』 と改題してい

る。 全文の主意を察するに足 りるだろ う。 ここにも鴎外とのエピソー ドを挿入している。 や

や重複のきらいがあるが, 冒頭の部分を引いて見よ う。 劇 ・小説に一貫する主張にまで, は

っ き り拡大している。

僕は局面 ( situation) から来る興味が好きだ。 劇でも小説でも。 それから昔でも今でも。 局面とは脚色

(plot) の横断面に過ぎない。 局面に興味を有つのは, つま り脚色に興味を有つことである。 どうせ脚色に

興味を有つ位だから, 僕の趣味は平俗だ。 平俗な趣味は一般的にして且恒久的なるものだ。 ア リス トテレ

スも云ってゐる, 白く性格がな くても劇は成立つ, しかし脚色のない劇はあ り得ないと。 まあ, この位根

本的なものだ。

そ して菊池寛 『恩讐の彼方に』 ( 『中央公論』, 大8 ・ 1) が 「天下の読者圏を浚った」 と して, 「老
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若二人が恩讐を忘れて相抱いて泣 く といふ一場面は, 要するに situationから来る緊張した

情味を高調したものに外ならないではないか。」という。 そ して 「筋で読ませる昔の通俗小説

に外ならない」大衆小説の拾頭に共感を覚えた。「筋はplotである, 節てsituationから来
る興味である。」 と注した後, 「これでは宛然僕が云はうと して云ひ得なかったことを時代の推

移が代って証明して くれたや うなものではないか。」 と も書いている。 大正中葉以降の通俗小

説の流行を うけて, 旧幕時代に材を取る大衆小説の興隆に, 我が意を得た思いをいだいたの

である。 大正15年の 『大衆文芸j の発刊は, こ う した趨勢を象徴する一事象であった。 更に

草平は, ・ 自己の論点を卜ささか整備し dimax の概念をも導入する。 「situation は plot.の

横断面であると云っ」 だが, climax もその一つである。 そ して 「際どい situation」若し く

は climax に興味を有つとは, 「正確に云へば」 次の様になるという。

その局面の中に立ってゐる Aと Bの二人若し くは二人以上, それは各自異なった因果の関係を以てそれ迄

動いてきた二人若し くは二人以上の相互の関係に興味を有っ といふ意味に外ならない。

そ してその例と して, 『罪と罰』 でラスコ リニコフが自分の罪を ソニヤに打明ける場面をあげ,

ついで, ゴルスワージイの 『駈落者』 の梗概を紹介した後, この作者がそれを書くだけのた

めに 「全篇の結構を拵へたかと思はれる程」 力を入れている四幕目を恰好の例と して,

四幕目の女主人公と見知らぬ一青年との間に交される一見無意味に近い, 何でもない会話が, 彼等の置か

れた situationの圧力のために, いかに意味の深い, 悲痛な言葉となって, ぴちぴち活きて躍ってゐるか,

を指摘した。

一方, 前述の様に法政のスタ ッフの一員と して 「願訳に着手した関係でほんの少し許 り噛

って見た」 ジェームズ ・ ジ ョイスの 『ユ リシーズ』は, 「所謂新興芸術派の聖書のや うなもの」

であ り, その中の 「一つ一つの言葉に圧力を与へてゐるものは, situation ではな く て, 吾

々の生きてゐるこの実人生そのものであ」 り, この作の 「行き方」 の 「理論的根拠は, その

方が一層 natural であるといふ以外に, 僕には未だ解らない。」 という限 りでは理解するも

のの, situationも 「situationめ展開」も見られな卜この作品は, 彼にと って 「性に合はぬも

の」 であ り, ドス トエ フスキーやゴルスワージイはその逆だとい うのである。

『ユ リシーズ』 は伊藤整の手によっても訳出され, この年 (昭和6年) 12月, 第一書房から

「上巻」 が発行されることになるが, その 「意識の流れ」 の方法が日本文壇にも影響を及ぼ

しつつあったこ とは周知の通 りである。 こ う した文壇主流の先進的動向よ りも, 純文壇から

いえばむろん傍流の通俗 ・大衆小説に熱い関心を寄せていたわけである。

翌7年には, 前述の 『古東多万』 掲載の 『舞台上の反語』 ( 1月) があ り, また, 『芝居の中

の偶然』 ( 『文芸春秋』, 昭7 ・ 1) とい う小文も書いた。 そこでは, 『忠臣蔵』 殿中松の廊下で塩

谷判官が師直に斬 りつける場面を例にあげ, 判官の行動を観客に 「成程と受取らせるJmoti-

vationを劇作法の一と して紹介七ている。 また motiveを与えられない突発事件- 「劇作

法の上では偶然 (chance) 又は暗合 (coinsidence) 」をあげ, 用法の適否を説明している。

しかし 「motivation の必要は必ずしも脚色ばか りでは」 な く , 人物の性格 ・背景 ・小道具 ・

対話の上にも必要であ り, 『義経千本桜』 のいがみの権太が悪から善に移る場合のよ うに, 「或

人物が一つの危機 (crisis) に際して, それ迄知られなかった性格の一面をあらはす」 とき,

成程と黙頭かせる用意が必要だとい う。 これらは, 「技巧乃至形式の問題」 に他ならなかった。

ついで 『二つの相似たる脚色』 『7新英米文学』, 昭7 ・ 7) がある。

いヽ 凡て plot に重きを置く作家は, それが戯曲ならその劇場的効果を規ひ, 小説ならその大衆的効果を硯

ひがちなものである。



の一文で書きはじめるこの文章の趣旨は, 上来取 り上げたものと大同小異である。 そ して又

もやガイサーの 『カ レーの市民』 をあげる。 ちなみに草平はこの作が余程気に入ったら しく ,

後年の時代小説 『戦国町人魂』 ( 『富士』, 昭13・ 9) はその翻案であった。 次に再度 Steven-

son の “The Suicide Club” に ふれ た 後 , Emile Zola の “Ger吋 nal” を 引用 して 「凄 惨

な三角関係の物怖ろ しさぱ, 主と して三人が逃れることの出来ない situationに置かれた所

から来てゐる」 と説いてゐる。

さて, 草平の situation強調の評論ないし随想はほy以上に尽きるが, 明治43年の提唱と

鴎外の批判に立帰って考えると, 草平の所論は, 一応一般的な文学ないし戯曲論の体裁のも

とで, 「情調」 を醸し出す situationの機能を強調したわけだ力V 「情調」 や situationの概

念があいまいなために鴎外に疑念を懐かせたのである。 そ して草平の論理的不備を惹き起し

た原因の半ばは, 「情調」 や situation に主観的には彼固有のニュアンスを与えていながら,

客観的には論理の中に織 り込むことが少なかったためと考えられる。 昭和初年の, 上来見て

来た文章によれば, situation の主張は一般的な概念においてでな く , 「際どい」「圧迫感」 や

「緊張味」 のあるそれに他ならなかった。 端的にいえば, その様に限定して説明すれば, 鴎

外にも意とするところは通 じたにちがいない。

明治43年当時においても, 草平の念頭では, 暗に 「際どい」「情調」 や situation を思い描

いていた。 しかしそれは論理の上に明示するにいたらない程度のものであった。 そのこ とは,

彼固有の宿命的な situationが意識の底部に沈潜してお り, 『煤煙』 に見る様な文学の営みは,

その上層で行なわれていた。 だから論理を構える場合も文学の世界にまではっき りとは浮上

しなかったのだ。

ところで彼の situationの説が, 20余年の歳月を隔て八 思い出したように昭和の初頭に

持ち出されたこと も奇異の感を与える。 大正 5 ・ 6年にも 『理想主義的自然主義』 (大6 ・4)

を ピークにして評論活動の高揚した一時期があるが, その時は situation の説をなさなかっ

た。 若干の関連の考えられるのは, 当時の一連の評論の中で, 和辻哲郎との応酬を まじえて
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導かれていった終 りの二篇 『我が言はむとするところ』 (大6 ・ 6) と 『推移の跡, 体験の

意義, 小説でない小説を求む』 (大6 ・ 8) において力説した 「描写即体験」 の発想であ肌 と

りわけ, その 「体験」 の中味である。 ここでも察すると ころ, 「体験」 の語には, 草平の個人

的運命や体験の質がこめられていたのであるが, やはり論理の表相では一般的概念と しての

「体験」 と しか受けとれず, 和辻とのや りと りが縫れてしまったのである。 しかし, 明治43

年の状況とはやや異なって, 「描写」 という文学の営みを観念の中では彼固有の 「体験」 の方

へ下降させることで近づけて卜たのだ。 だがそれだけに 「描写」 の具体的方法意識の方は空

白化したといえるだろ う。 従って自己存立の situation と しての 「体験」 の意識は胸底に顕

在化していったであろ うが, 作中に設定する situatiohには思いt たヽらなかったのである。

これが自己の体験を材料にして 『輪廻』 に着手する前夜の, 逆説的な心象過程だったと考え

られる。 そ して先にのべた様な実生活上の諸条件に助けられ, 作品の脚色 ・結構を重視する

方法意識の形成に支えられて, と もかく も 『輪廻』 を達成した後に, その実績を踏まえて「際

どい」 「緊張味のあるJ situationの設定を軸とする 「技巧乃至方法の問題」 意識が表面化す

るにいたったと考えられる。

このような主張は, 彼自身時折自卑的に表明するように, 「時代遅れ」 で 「i古い」 文学観で

あ り, 文壇からの疎外の一因にもなったが, 彼にとって必ずしも不本意な 「古さ」 や疎外で

はなかった。 ひとつには彼の文学が, 少な く とも 『輪廻』 までは特有の出生や境遇とのかか

お りを持つたという事情もあ り, それとからんで終生一貫した ドス トエフスキー讃仰を基盤
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にして, 彼と しては確信を以て自説に執着したといってよい。・但しそれをひっさげて文壇の

一角に地歩を得ようとする程の積極性はなかった。『思ふがま以こ』 ( 『ROMAN』- 『詩と詩論』

別冊, 昭7 ・ 1) の中に, 彼のシチュエーショ ン説に対する正宗白鳥の反論に関して, 「正宗氏

は私か佐藤春夫氏の主宰する新雑誌 『こ とだま』 に寄せた小論に対して, 『文芸春秋』 の誌上

で, ち ょっぴ り横や りをいれてゐられるのに応酬して置きたい。」 と前置き して,

私は戯曲や小説のシチュエーシ ョ ンから く る緊張味に興味を持つとはいったが, これからの小説はそれで

なければ不可ないぞといった覚えはない。 その点は明かに疑問を存して置いた。

といった程度であった。 だがと もかく も彼自身と しては譲れない新しい文学観になっていた。

そ して, シチ ュエーシ ョ ンの説は大衆性の主張とも重な り合っていた。

*

文学の大衆性ないし通俗性を要求し, 大衆文芸の興隆に讃辞を惜 しまなかったことは, シ

チュエーシ ョ ン主張の前記諸評論に既に見た通 りである。 ただ 『現文壇に対する一考察』

( 『新潮』, 大15 ・ 6) に述べ る様に, 犬

しかし実際の大衆文芸に就いて見るに, これは又文壇よ りも一層専門的であるやうに思はれる。つま り自

ら大衆の趣味を体して立つだのではな く , 却って大衆の意を迎へるに汲々乎たる専門家ばか りをその間に

見るのである。

という認識はあった。 また 『清貧と大衆文芸』 ( 『新潮』, 大15・ 9) では,

若し 「金こそ力」 と云ふやうな所謂マンモ リズムの考へが大衆文芸を来したものとすれば, (略) この ( *

純文芸と大衆文芸との) 。差別撤廃だけは余り好いものとは云はれまい。 二

とも警告している。 要するに, 大衆文芸の要諦は,

私と しては, 大衆に訴へるには, 内容から云へば, 飽 く迄道徳的感情を取扱ったもので, 形式から云へば,

シチ ュエーシ ョ ンに重きを置かなければならないと信 じてゐる。 ビ

という点にあった ( 『評壇に於ける私の経験』) 。 前者の道徳的感情云々についても,し彼の生活環

境の変化によって日常的道義観念の肯定の態度が発生した所以を, 先にのべたはずである。

一方草平は政治 ・社会の問題にも深い関心を示している。 『社会時評』 ( 『新潮』, 昭2 ・ 6) の

小見出しを拾って見ても, 「ロシア大使へ, 政友会と労農党, 政友会と保守党」 等々とあ り,

『感想 徳川時代百姓一揆叢談を読む』 ( 『新潮』, 昭2 ・10) は, 小野武夫編の標題の書に寄せた感

想であ り, 百姓一揆への共感を語っている。 昭和4年には, 中学時代以来交誼を得ていた堺

枯川の東京市会議員立候補に際して, 結局病気のため果たさなかったにせよ, 応援演説に駈

げつけるつも りであった。 同年2月9 日, 前年4月に患った盲腸炎が再発, 腹膜炎まで併発

して順天堂病院で即夜切開しレ 3月22日まで入院 していた (小宮豊隆あて, 昭4 ・18付書簡) ため

に, 3月15日が投票日という選挙演説は不可能だったのである。 しかし翌5年 2月20日の第

17回総選挙には, 応援演説に数回出たという。 また昭和5年5月東朝紙上の 『文芸時評』 ( 5

̃ 9日) は, プロ文学評に先立って, 全文のほゞ半ばを無産党合同問題に関する諸家の雑誌論

文評に費している。 j

一体草平は岐阜の郷里の未開放住民に何らの抵抗感もな く交ったと同様に, 無産派やその運

動に対して, 世間一般の 「赤」 呼ばはりに潜む嫌忌や恐怖を懐かなかったら しい。 さればこ

そ, 社会主義者と しての最初の検挙者といわれ, 共産党一斉検挙にも連坐した堺枯川とも永

く交際 ・敬愛し選挙応援演説まで買って出たのである。

この様な草平が, 昭和期には卜り急速に勢力をひろげたプロレタ リア文学に対しても無関

心た り得なかったのは当然である。 果た して昭和4年末に 『他を許す文学と許さ ざる文学』

11
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( 『東京朝日新聞』, 昭4 ・ 12 ・ 15̃ 19) と題する秀れたプロ文学評を発表したのである。「プ

ロ」 に対して抵抗を感じなかった彼は, プロ文学に乱 文学自体の立場からかな り適確な批

評眼を発揮 した。 ただ し, 村上一郎氏はプロ文学肯定の側に引きよせてこの文章を捉えて

いるが, 大筋においてはむしろ否定的と見るべきであろう。彼自身, 自筆 『年譜』 ( 『現代日本

文学全集42』) の昭和4年の項に,

十二月中朝日文芸欄 (後年復活せるもの) に 『他を許す文学と許さざる文学』 を掲く≒ プロレタ リヤ文学

の現実味を訣けるごとを論 じたるもの, 多 くの人の云はむとする所を云ひたるだけに多少世の注目を惹け

るものの如し。

と述べている。 この 『年譜』 収録の書は昭和5年6月の発行であるから, 同時代的自評と見

られるものである。 同時にここにはこの評論の出来栄えに対する自信の程がうかがわれる。

この 『年譜』 に自ら掲げた文芸時評はこれのみであり, 後年時折回想する大正6年の 『理想

主義的自然主義』 がわずかにこれに桔抗するものであろ う。

草平がプロ文学を取 り上げたものには, この他, 『文芸時評』 ( 『東京朝日新聞』, 昭5 ・ 5 ・ 5̃

9) の後半, 『ジャムナ リズムを敵に廻 して』 ( 『古東多万』, 昭6 ・ 9) , 『文芸時評』 ( 『東京朝日新

聞』, 昭7 ・ 8 ・28̃ 30) , 『作家と境遇』 ( 『帝国大学新聞』, 掲載月日未詳- 『夏目漱石』 所収) などが

あ り, 『政治的文学について』 ( 『新潮』, 昭8 ・ 2) は, むしろ ファ ッショ文学の方に筆を費して

い る・。

プロ文学に対して直ちに同調しな同

学と許さ ざる文学』 の直前 (昭4 ・11・11付) には,

近頃はブロ文学でなければ批評の対象にされない。 デカノ ロンを終ったら赤いものを書いてやら う と考へ

てゐる。

という皮肉まじ りの口吻を見せている。 また, ややユニークな指摘と して, プロレタ リア文

学における 「異常な」 題材 ( *一般に体験し難い境遇というほどの意味) をめぐって, 「ヂャーナリ

ズム資本の要求はさ う した方向に作者を引きずら うと している」 ( 『作家と境遇』) とい う発言を

挙げておこ う。 これは彼の持説でもあった。

(未完)

註

(1) 大正5年正月誕生の幼児を, 拙稿 『大正期の森田草平』 ( 『岐卓大学教養部研究報告』 7号, 昭46 ・ 12)

で 「二男長良」 と し, 「同 (その 2) 」 ( 同 9号, 昭49・ 3 ) で女児と推定 ・訂正したが, 草平子息 ・森田節

男氏の直話によれば 「勉三郎」 とい う男児だったとい うことなので, こ こに再訂正する。・従って長良は正

し く は三男である。

(2) 翻訳書目は, 川島五三郎 ・八木福次郎共編 『著者別書目集覧』(六甲書房, 昭19・ 4) および国立国会図

書館編 『翻訳文学目録』(風間書房, 昭34 ・ 9 ) を参照し, 直接原資料を確認しないで掲げたものがある。


