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学術論文と違って，文学作品は，常に人々の心に訴え，読者の感情的共鳴を求めるものである。

そのため，優れた文学作品は，それ自体，一つの独自の世界を成しており，そこに，読者の関心

と共!惑を喚起する雰囲気，味わい，あるいはイメジャリーが存在している。このような文学的世

界では，暖昧表現が大きく働いている。したがって，作品の本文の中の余韻のある言い出しに注

目し，その智容性を積秘的に読み取ろうとすることを過して，その作品に対する理解を深めるこ

とができる，と考えられる。

イギリスの文学批評家ウィリアム・エンプソンは， 1930年， r偉大な詩には常に，明確に提示

された特殊な事象から一般論への拡がりを感じさせるものJがあるため， rすべてのすぐれた詩

は唆妹だJl)と，初めて唆昧表現の文学的効果を取り上げた。その理論は，綿密な具体例の分析

を交えて，彼の『稜昧の七つの型』という著書に展開されている。彼はさらに， 1935年に出版さ

れた『牧歌の諸変奏J2)という著書において，イギリス文学の「英雄詩Jと「牧歌Jという二つ

のジャンルの共存に注目し，特に「牧歌Jの描写手法を取り上げ，彼独自の理論によって，さま

ざまな角度から考察している。エンプソンは，文学作品の「暖昧Jという表現形式を，ただ文法，

言語学の立場から分析するに止まらず，作品世界を作るための働きとしても分析している。つま

り， r唆妹jと作品全体との欝係にも，メスを入れているのである。作品の世界と現実の世界と，
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主人公と作者との間にもし「ずれJが生じたら，それも一種の「唆昧jと見なし，文学の「牧歌」

的効果が読み取られるのだと主張している。このように，エンフソンは「媛昧Jという表現形式

に鋭く自を向け，それを詩あるいは文学作品に豊かな生命をもたらす源泉と考えている。この見

解を，当時彼の揮であったI.A.リチャーズは次のように激賞している。「その後に霊寒かれた文学

批評で，この『竣昧の七つの型iに匹敵するくらい永続的できわだった影響を持ちそうなものを，

私は思いつくことができないJo3)日本の文学研究者川崎寿彦も， r唆昧の七つの型jについて， r作
品分析の級密さにおいて，空前絶後であろう。難解だが，第一意だけでも読む価値があるJ，4)と

注釈している。また， r牧歌の諸変奏』を日本語に翻訳した柴田稔彦は， r訳者あとがきjにおい

て，次のように氏の感想をまとめている。エンブソンの理論は一見雷語分析のようであるが， rさ
まざまな語の歴史的社会的要因による複雑な意味，感構の変容をたどることを通じて，文学現象

をとらえようとJしており，彼の考察は「いずれも多様な方向性をもっ豊かな洞察に溢れJ5)て

いる。

エンプソンの理論は，ニュークリティシズム(新批評主義)運動に大きな影響を与えている。

「第 1次大戦後の近代文明への懐疑を背景としJて， 1920年代から30年代に，アメリカやイギ、リ

スで，ニュークリティシズム批評運動が起こった。その特徴は，当時盛んだった， r作品の歴史

的背景や作者の伝記の事実Jを重視する文献論，作家論ではなく， rなによりも作品の文芸性を

尊重しJ，r精密な言語分析によって f雷語としての文学jの特色を浮彫りにしようとするJ6)点

にある。

文学の新批評運動の精神を，その先駆者の一人でもあるリチャーズは，次のように解釈してい

る。「読者に要求されねばならないのは，けっして自分に自かくしをしないこと，作品に関連の

あるあらゆる要素を見のがさないこと，~分自身の一部を排除して作品理解に参加させないよう

なことがぜったいにあってはならないということであるJo7)このように「作品にじかにいどJ8)む

新批評家たちの方法は，広く認められていた。川崎寿彦は，彼の f分析批評入門Jにおいて，ニュー

クリティシズム運動を取り上げ，その「重大な成巣は，文学教育の冨であげられたと考えるべき

であろう。そしてそれはニュークリティシズムのもっとも重要な本質の一部に， r教育的』な揺

があったからであるJ9)と述べ，高く評価している。

文献論にせよ，作家論にせよ，それなりに優れたところがあり，作品の作成過積や社会に対す

る影響などの解明を通して，作品の理解に役割を果たしている。しかし，鈴木秀ーが， r文学作

品の読み方教育論iという三上勝夫との共著書において述べているように，文学作品を学習者の

「認識の対象J，r感動の対象としてさし出すとき，その文学作品は一定の形式的・構造的特徴を

もって存在しているわけjであるから，作品の本文の意味を学智者がつかみとっていくためには，

「どうしてもその構造や形式jといった「言語芸術上の特質というものをとらえておく必要がyO)

ある。そうすると，授業の時間内で，学智者に，作品そのものを読む行為を通して，じかに作品

の豊かな世界に接しさせ，楽しくかっ面白い体験をさせるためには，新批評家たちの方法がより

有効であろうと思われる。私がここで文学作品を分析するのは，あくまでも，その作品が持って

いる「言語芸術上の特質Jを知伺にして，学留者によく理解させ，読み取らせるかを課題として

である。「作品をじかに読むj精神にもとづくエンフソンの「綬昧」と「牧歌jの理論に学んで，

芥伏鱒二の作品の分析を試みるのである。

イギリス文学を背景とするエンブソンの理論は，そのまま日本文学作品に適用できるとは思わ

ないが，作品の震層的イメージ像の発見に，そして，複雑な作品世界のよりよい理解に役立つに
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違いない。特に弁伏鱒二の文学には一種の「ずらしj11lがあるとよく言われているので，それを

読み取るには，一つのよい方法であろうと患われる。本稿では，エンプソンの『唆昧の七つの型J

と f牧歌の諸変奏iを参照しつつ，井伏の f鯉jと『山椴魚』の作品分析を行って，その感情や

意味の違い，あろいは場違いなどのような描写手法によってもたらされる井伏文学の「牧歌」的

効巣を考察していきたい。

3主

1 )エンプソン f竣昧の七つの型J 器崎宗治訳研究役 1985年 XVI0 

2 )エンプソン f牧歌の誇変奏j 柴田稔彦訳研究社 1982年。

3 )川崎寿彦 f分析批評入門j新版明治図書 1989年 59ページ。

4 )川崎寿彦 『分析批評入門 580ページ。

5 )柴田稔彦 1牧歌的諮変奏』訳者あとがき 333-334ページ。

6 )三好行雄・浅井清編 f近代日本文学小辞典j 有斐閣 1981年 193ページ。

7) 1. A.リチャーズ f文学批評の原理j 表崎宗治訳垂水害房 1963年 80ページ。

8 )川崎寿彦 『分析批評入門 15ページ。

9 )川崎寿彦 f分析批評入門J 18ページ。

10)鈴木秀一・三上勝夫 f文学作品の読み方教育論J 明治図議 1986年 12ページ。

11) 1988年6月18日，北大文学部の亀井秀雄教授が，国語科教育法の講義で井伏の『鰻』について論じた。

氏は「冒頭の一行…一語りの方向づけ，内容の予告(なぜ，どんなふうに， r十幾年前から……なや

まされて来たiのか)をしていながら，結末では，ブールの鰻に感動，描いた絵に満足したと書いて，

しかしまだ 6-7年のいきさつしか誇っていないし， rなやまされて来たj云々に照応した結びには

なっていない。首尾不照応…一一一穏のはぐらかし(ナンセンス)を見せている作品として，デビュー

当時，ナンセンス文学の代表作家とみられた井伏の特徴をよく示しているだけでなく，改めて絡部の

表現の意味(センス)を見出そうとする，読者の積極的な読みを誘発する点で，学生に教えるいい素

材になるJ，と諮った。さらに吟味の段階において，氏は， r下宿を変わった時，一度殺そう(約束を

破ろう)としている。青木に対して一度目は殺さない約束，ニ度目は所有権の主張一一鰹を大切に

する理由の変質一一青木の『疎ましい顔色iの原因。一ーとすれば，それを『彼に対しての追従だ

と思ったらしいiとみた杯ムjのとらえ方には，一穫のずらしが含まれていたことになる。……何ら

かの負い悶(気持ちに負担の残る)を含んだやっかいな関係意識に転化していたのではないか。しか

ら，この関係意識を変えるために働きかけるべき青木の不在(死)。負担の永続化…-r十幾年も

……なやまされて来たj。ただしその芸書き方は， r私Jにとっての(対自的，ある意味では自己コミュ

ニケーション的な)鰹の意味を中心に描いて，青木及び彼の愛人との関係意識をぼかし(騰化し)て

しまい， r私Jの感動と満足に収束させていったjと指摘した(亀井秀雄，北大文学部講義プリント，

1988年6月18日，言葉を繋げるために，原文を少々整理しである)。

エンプソンの「睡昧jの理論一一「酸味Jの七つの型の定義一一

井伏文学を読んでいくと，その表現上のー穏の「ずらし」にすぐ気がつくであろう。たとえば，

f鯉Jの主人公である「私Jが，青木南八から鰻をもらったことに対して，感謝の言葉を述べる

場面においては，それを大事にするなどというのではなく， i今後決して白色の鰻を殺しはしな

いことを撃ったJ，と脅かれている。このような腕曲な表現は，エンプソンが「媛昧Jと名づけ，



76 教育学部紀重要 第56-1予

次のように定義しているものに当たる。「一つの表現に対していくつかの可能な反応の余地があ

るとき，言葉のもつこのようなニュアンスをそれがどんなに微かなものであろうと，すべてわた

しは暖昧とよy)び， r唆妹という用語Jを， r広い意味で使おうと思っJ2)ている。エンプソンの「畷

昧Jは， r意味不明Jという，一般的な意味で使われているのではない。彼がしばしば強調した

ように， r不適切な竣昧が望ましくないpのである。「ある批評家はこのくあいまい〉が誤解を

招きやすいからとて， r多穀性jplurisignationという無難なことばで置きかえることを提唱したJ4)

が，エンプソンの理論は，言語の意味を分析するための言語学的なものではなく，文学の雰臨気，

あるいはその文学作品の独自の苦界を作るための基礎材料，つまり文学の表現についての理論で

あるから， r多義性jというよりも，やはり，脹らみのある「暖味jの方が適当と考えられる。

さらに，エンプソンは，その「稜昧jを時々「詩的J5)だというように， r媛昧」の叙情的な部分

に重点を置き，それを文学の美の創造へと繋がるものだ，と強く自覚もしている。

ここで，彼の説明に従って， r綾昧Jが起きる七つの場合を列挙し，さらに他の文学作品から，

それぞれの場合に当てはまる例を探し出してこよう。

① 一つの言葉，単語，あるいは文法構造が，一つの叙述をしながら，同時に幾つかの効果を持

つ場合。

例:I淘端明の詩

議溝時運/穆穆災朝

Swi食lythe years， beyond re回 ll.

Solemn the stillness of出isspring morning. 

ゆきて帰らざる歳月の速かなる。

春のこの朝の瀞けさの厳粛なる。

人間の心を，商時に「識月Jと「朝Jという時間のまったく違う尺度で表現している。「歳月J

iこ対して，人間は死の恐怖を感じ， r朝Jは，平静な締観をあらわす。この対照関係が， r速」
‘s別立'と「静j ‘s仙l'という二語によって，人生のはかなさという一つの認識の中に恒含されて

しまう(r唆jp35-37， 81)。

つまり，豊かな合意を持っている一つの叙述によって，自然そのものをたとえながら，自然に

対する人間の心理的感受性も表れている。

他の文学作品の例:

紺碧の空に，金色の丸い月が懸かっている。

一一魯迅 f故郷j6)

f紺碧jというのは黒みおびた濃い青色である。 f美しい故郷jの思い出は，ルントウ(間土)

との友情と結びついたものであるので，このセンテンスは単なる情景描写ではなく，ルントウ(関

に対する「私jの懐かしい気持ちを表している。同じ雷葉が作品の最後にもう一度出ている

ので，これが今後の「私の希望Jの，または「夢jの象徴に繁がるものとも考えられる。

② 言葉，単語，あるいは構文において，二つ以上の意味，比除がすべて宜いに一つの意味にな

る場合。

例 But，since， alas， frail beauty must decay. 

だが，悲しいかな韓弱な美は衰えをさけられぬから，

一一五敬二五行(ポープの擬英雄詩1712，改訂1714)

「脆弱Jは，肉体的な施さだけでなく，精神的な離さの暗示をも帯びている(r暖JP 128， 186)。
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「美はjr蝿弱Jだからこそ， r衰え」ていき， r悲しいjのである。叡たような言葉の反復によっ

て，悲しみを強調している。

他の文学作品の例:

いかなる癒癒窮者も，自分の幽閉されてゐる部麗から解放してもらひたいと絶えず願っ

てゐるではないか。最も人間嫌ひな囚人さへも，これと問じことを欲してゐるではないか。

井伏鱒二『山淑魚f)
f癒療病者j，r人関嫌ひな囚人」という， r数偲の比聡を同時に用いj8)て，全般的におおげさ

な誇張した表現をしている。戯画化されたrl1椴魚の姿が浮かんでくると同時に，読者が可笑しみ

を感じるところでもある。

窃 コンテクストの中で関連があること以外結びつきのない二つの観念が，一語で問時に表され

る場合。

例 Thatspecious monster， my accomplished snare. 

あの鉱惑的怪物，娼態に長じたわたしの畏

ミルトン『サムソン・アゴニスティーズj二三O行

注釈によると， r魅惑Jは「美しく，また偽蹴的なj，r怪物」は「不自然なもの，また悲惨の

予兆として強く人自をひくものj，r婿態jは「婿びへつらいの術に長じ，また，夫をうまく破滅

しおおせるJという意味である。ここでは，感i情を集中するために，二つの意味が台認の一行の

中に表されている。デリラに対する恨みごとを述べるサムソンの増しみを，そっくり包含し凝縮

して実現している (r暖jP 191-192)。読者は，このような表現を通して，かつてデリラに対し

てサムソンが傾いていた情愛をも，読み取ることができるので，サムソンのいまの憎しみを，よ

り複雑に感じることもできるのである。

他の文学作品の例:

彼が首をさし伸ばしてゐる方角の空には，月が 夜更けになって登る月の慎はしと

して，赤くよごれたいびつな月が光ってゐました。

一一井伏鱒二 f屋棋の上のサワンj9) 

夜更けの月を「赤くよごれたいびつな月」と見るのは，それが下弦の月であるからでもあるが，

f私Jの「慣はしJのせいでもある。弧独を嘆く「私jの心に映った夜更けの月のイメージなの

だろう。

④ ある叙述の二つ以上の意味が，それぞれ矛粛しながらも，その複合が作者のより複雑な心埋

状態そ明らかにする場合。

例 Thenthy sicke taper梢nbegin to winke 
thinke 

百lOUcall' st for more. 

And in fa1se sleepe w滋fromthee shrinke 

そのときおまえの病める蝋燭は消えはじめるだろう

思うだろう

おまえがもっと〔抱いて〕ほしがっていること，

そして眠ったふりをしておまえから身を退くだろう。

f亡霊J
これは，蟻が垂れるような奇矯さに満ちたごつごつした行であると同時に，自分は女よりも強
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いのだという自信のあるきびきびした感じをさせる。女に裏切られた詩人は女の無罪を最後に認

めようとする一方，女をまだ愛しているなどと言おうとはしないのである。女への執着の気分及

びこの気分を押しのけてしまいたいような，苦悶とJ揮しみの叫びが伝わってくるは唆jP 271-

273)。

年とった男は，女に裏切られた。男は女も年をとるにつれて，やがて自分と閉じような羽田に

なる，と患っている。それでもなお， rおまえがもっと〔抱いて〕ほしがっているJと f思うだ

ろうJと寄っている。表現上は女に対する男の嫌悪を感じさせるが，一方女に対する男の未練も

伺わせる。

他の文学作品の例:

どうしてすべてがこう自分には白い密を見せるのか，運命というものが，自分に対し，

そういうものだとならば，そのように自分も考えよう。

志賀鹿哉『暗夜行路JlO)

「白い簡を見せる」というのは，元来にっこり笑ってみせるという意味だが，ここでは微笑で

はなく，冷笑を意味している。白い牙をむき出すほど強くはないが，自い歯を見せて冷笑すると

いうことだ。すべてのものが， r自分jの不幸を冷笑するというのである。

運命的なものに従うように書かれてはいるが，運命に対する反発をも意識する「自分Jの気持

ちが伝わってくる。

⑤作者が書いている途中で，初めて自分の観念を発見する過韓で，あるいは，自分の観念をま

だ全体として招握していない時に，一つの叙述から，他の叙述へ移ろうとして，彼の使う比除

がどちらにも当てはまらず，その両者の間で揺れ動く場合。

例 OurNatures do pぽ sue

Like Rats that ravyn downe their proper Bane 

A出irstyevil， and when we drinke wa die. 

われわれ人間の本性というものは

鼠がふさわしい毒を食り食うように

悪に渇え，それを飲み込んで死んでしまったのだ。

f以尺報尺j一幕ニ場一ニ0一一二二行シェイクスピア

鼠が毒だと知らずに，食べて死んでしまう羽目を通して，人間の肉欲に毒されて堕落してしま

う運命を描く。「ふさわしいjと「毒Jの間に必然な結ひeつきがなく，同時に水などの飲物とも

思われるため， r畷味jが起こっている (W畷.1 p 289)。

他の文学作品の例:

「今でも別に，おまえのことを怒ってはいないんだj

井伏鱒ニ『山淑魚J11) 

「今でも別にjという遠慮がちな言い方は，蛙の気持ちが以前と比べてかなり変化しているこ

とを示す一方， r怒ってはjと，山椴魚の悲哀と絶望と孤独を理解し，山槻魚を許すということ

との潤に必然性がないため，今後も醐関されたままであるという絶望的な事実の前では，二百に

は，永遠に氷解する余地がないことを暗示したとも読み取れるであろう。

@一つの叙述が，類語反復や矛盾などを伴った叙述によって，結局なに一つもはっきり述べた

ことにならない場合。

例 Zuleikawas not strictly beautiful. 
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Her eyes were tuifle 1訂ge，and the lashes longer then they need have been. 

The mouth was a mere rep話回 ofCupid's bow. 

ズーライカは厳密に言って美しくはなかった。

彼女の自は少し大きく，躍弔は必要以上に長かった。

その口はキューピッドの弓の生写しにすぎなかった。

ピアボーム fズーライカ・ドプソンJ
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「厳密に言って美しくはな」いという一行から，彼女のまずまずといった美貌を褒めていると

いう印象を受ける。が，そのあとで，ごくありきたりの「見本jから彼女を描いてみせるところ

から，彼女に対する「冷たい仕打ちJとも感じさせる。詩人の本当の気持ちを欄ませず，その気

難しさが印象に深く残る(r畷JP 328-329) 0 そして矛盾を溜落として，そのまま読者に意識さ

せるように使用されている，とも思われる o

他の文学作品の剖:

後ろの舞踏室では，やはりレースや花の波が，十六菊を染め抜いた紫ちりめんの幕の下

に，休みない動揺を続けていた。そうしT，また，調子の高い管弦楽のつなじ風が，あいか

わらず人間の海の上へ，容赦もなくむちを加えていた。。

一一芥川議之介 f舞踏会j12) 

「レースや花の波j，r調子の高い管弦楽のつむじ風j，r人間の海Jなどの描写から，華やかな

舞踏会のにぎわいが伝わってくる。が， r休みない動揺を続けていたj，r容赦もなくむちを加え

ていたjという表現には，秘められた恐れ，憤りが感じられる。作者の本当の心はにわかに推し

量れない。

⑦ 一つの単語の二つの意味，唆昧の二つの価値が，コンテクストによって限定されたこつの対

立する意味になり，そのために全体の効果として作者の心底にある分裂をあらわすような場合。

例 No，no; go not to lethe ; neither twist 

いや，いや。忘却の搾へ行くな。除りつぶすな

キーツ「憂欝のオードJ
四回も否定語が繰り返されていることによって，かえってだれかが，または詩人の心の中のあ

る力が，忘却の河へひどく行きたがっているということを語っている仔媛jP 378)。ここの意

味はつまり，“行くぞ，行くぞ。忘却の河へ行け"というものである。しかし，このように書き

直すと，いかにも無力になってしまう。この併は，一途な気持ちを込めた表現として，詩人の訴

えにー穫の強勢も与えている。

他の文学作品の例:

いかんぞ いかんぞ思惟をかへさん

おれの抜きて行かざる道に

新しき樹木みな伐られたり。

萩原朔太郎 r;J¥出新道j13) 

これは“どうしてどうしてこれまでの自分の考え方を変えたりできょう。とてもとてもできる

ものか"という意味で，少年の尽に対する憎悪と反逆，現在の憤怒を，反語の繰り返しによって，

激しい表現としてあらわしている。

上に列挙してきたように，これらは文面の語，文旅の表現を通して，語，文脈の中で持つ意味，

あるいは使用者によって，与えられた意味を読みとろうとする基本的な方法である。上の主旨に
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もとづいて，表現と効果に分けて，一覧表で示そう。

型 表 現 方 法 効 果

一語，或いは文法梼迭による一つの叙述 幾つかの意味

一語，或いは文法構造による一つ以上の
一つの意味一 叙述

文脈の関連性を生かす一語 一つの観念

四 矛盾しあう二つ以上の叙述 作者のより複雑な心理披露

五
創作の進展とともに観念が変わるとき，

両者の簡に揺れ動く
最初の観念による比喰

」繍

類語反復，矛盾による一つの叙述 無意味ノ、

七 文脈で対立する一語 作者の観念分裂

注

1 )エンプソン 『唆妹の七つの型 3ページ。

2 )エンプソン f唆妹の七つの製 3ページ。

3 )エンプソン f媛妹の七つの型 r涛版への序」活i0 

4) )11絡寿彦 f分析批評入門 60ページ。

5 )エンフ。ソン f媛妹の七つの君主 119ページ。

6 )魯巡 f故郷j 関諮三光村図書撃 1986年 135ページ。

7)弁伏鱒二 f山椴魚 r井伏鱒ニ良選全集J 第一巻 1985年 12ページ。

8 )エンプソン 『媛妹の七つの型 86ページ。

9 )井伏鱒ニ 『屋根の上のサワン r井伏鱒二8選全集」 第一巻 1985年 50ページ。

10)志賀直哉 『暗夜行路J

11)弁伏鱒二 『山搬魚』

12)芥川竜之介 f舞踏会j

13) ;荻原朔太郎 『小出新道i

「志賀痘哉集」 現代日本文学大系34 筑摩誉房 147ページ。

f山淑魚・遥拝隊長J 宕波文康 1980年 15ページ。

「芥川君主之介集」 現代日本文学大系43 筑摩審房 130ページ。

「室生犀塁萩原務太郎集J 現代日本文学大系47 筑摩書房 272ベー

ジ。

2 ヱンブソンによる「牧歌jの基本構造の検討

f綾昧の七つの型iにおいて，エンプソンは詩の言語の精綴な分析を行い，媛昧表現という表

現手法の理論的体系化を試みた。エンフソンは陵妹表現と，意味不明や，語意混乱，晦渋難解等

の表現との間に一線を劃している。彼はこの著作の最後の第八章で，次のように述べている or竣
妹をもしそれ自身の力にだけ依存寸る工夫の一種とみなすとすれば，それは目的とされるべきも

のではない。暖昧はどんな場合にも，情況のもと特定の必要条件から生起するもの，それによっ

て正当化されるべきものでなければならないJo1)つまり作品分析は，ただ気まぐれに不明確な表

現の要素を追求するならば，無意味なのである。畷昧表現を「正当化jする「特定の必要条件J
を探究しではじめて， r興味あj り， r価髄あるJ2)というのである。そうすると，表現上の具体

的な唆昧な手法から，作品全体にもたらされる効薬へと考察を展開する必要がある。エンプソン

は「前著の視野を拡げJ3)ょうとするように 5年後の1935年， r牧歌の諸変奏Jを出版している。
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この著書において，彼は， r暖妹jの理論を詩のジャン jレから小説，童話，劇などのジャンjレま

でを対象とするものへと発展させているばかりでなく，表現手法論から作品論へと展開している，

とも蓄えよう。ここで，彼の「牧歌Jの理論を， r暖昧Jの理論と関係づけながら，明らかにし

てみたい。

「牧歌J(pastoral)というのは，英雄的な主人公を賛美する「英雄物語Jとは対照的に，美

しい自然の中の，素朴な人情そ持つ羊飼いたちの生活を描写する，西歌文学の伝統的ジャンルの

一つである o しかし，エンプソンの f牧歌Jの理論は，決して，このような単純なものではない。

「牧歌Jの最も基本的な特徴について，エンブソンは次のように指摘している。「富めるもの

と貧しいものとの美しい関係を内留しているように感じられた昔のく牧歌〉の肝要な仕組みは，

単純な人々に， (最も普遍的な題材，つまりすべての人について基本的に真実は何かとして感じ

られる)強い感情を，教養のある上流の言葉(それゆえ最上の題材が最上の方法で書かれるので

ある)で，表現させることであった。二種類の人々がこのように組み合わせられるのをみると，

その双方がよりよく思われたのだ。双方の最も良い部分が用いられたからである。その結果，読

者あるいは作者の中で，両者の美点がある程度重ね合わせられることになった。読者あるいは作

者は，自分が生きている社会の有力な要素をより完全に自分の中に反映することになったのであ

る。この過程は， <牧歌〉を書く中で説明できるようなものではなかった。それはすでに，文体

と主題との衝突によって示されていたし，その衝突を正しく(滑稽にならずに)作用せしめるた

めには，作者は自分がその衝突を意識していないふりを断器として保ち続けねばならなかった。

それどころか，牧歌的な状況にそれ以上の意味を注ぎ込む普通のやり方は，学館いが羊の支配者

であるということをあくまで主張し，その上で羊飼いを政治家とか可教とかになぞらえることで

あったJo4) 

「牧歌J的文学作品のこのような特徴を， ) 11崎寿彦は，その「特有な額斜構造J5)に帰している。

「すなわち，それは羊錦い農夫のような単純な人びとによって語られる形式になっているが，けっ

して彼らによって脅かれたものではない。ましてや他の学錦いや農夫に読ませるために，警かれ

たものではない。それはじつは高級インテリ(当時は宮廷人)によって，他の高級インテリに読

ませるために，素朴な人びとについて書かれたものであるJ0
6
)それ故，エンプソンのいう「牧歌j

的文学作品では，上述のように，作品の世界と現実の世界，主人公と作者，読者と主人公との間

に，一定の距離が置かれ，ある種の「ずれJが存在している。

何故「牧歌J的文学作品にこのような fずれJが必要なのかについての，エンプソンの説明は

極めて難解で，かつ断続的であるが，まとめてみると，およそ次のようになる。

エンプソンは， r詩の理論として一種の f矛庸』説がある。詩人は常に，自分が属する共同体

のさまざまな部分のあいだにある意見や習慣の栂違に関心をもっていなくてはならない，さまざ

まな社会階級，職業，あるいは思考様式に関心をもっていなくてはならない，つまり，詩人は問

時に数種類の人簡でなくてはならない，自分一銀の中で自分の種族を和解させねばならない，と

いうのであるJ)と述べている。さらに，人聞はいろいろな「矛請する意見や判断様式jを持っ

ており，それは響えてみれば， r人間の心には仕切られた抽出しjのようなものがあるというこ

とに他ならず，作者は「概括という行為のもつニつの領域，あるいは装飾的な比輸の両半分Jが，

f心の二つの抽出しをニ様に考えることを要求する場合Jがあり， r牧歌詩においてふつう

の源泉となっているものは，異なった感情様式のあいだにおけるこの(ある意味で意識的な)衝

突であるpと指摘している。つまり牧歌詩， r牧歌J的作品の主人公が，ある穣の普遍性を持つ
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ためには， r数種類の人間Jの特殊な鏑性を超越しなければならないということである。一見単

純そうな「牧歌J的作品が，実は極めて複雑な内容を持っているのはそのためであろう。また向

じ理由で，このような「傾斜構造Jを持つ「牧歌J的作品は，表現上の「媛妹J手法を必須な条

件とする。すなわち， r牧歌はあいまいを要求し，かっ，正当化するものであるJ0
9
)彼はシェク

スピアの例を挙げて， rシェクスピアにおけるように，特に，糞しい人闘をりっぱだが滑稽なも

のに仕立てた。これは十分に展開されれば，決して単なる社会的背のびではない。単純な人聞は，

無脅な間抜けでありながら，目上の人間よりもすぐれたく分別〉をもち，一層根本的な真実を

ることができるJ，10)と述べている。

このような例は，当然イギリス文学だけに限るものではない。たとえば魯迅の『狂人日記』や

『何 QiEf云』などを見ても，作者と作品の主人公，作品の世界と現実の世界の関に，明らかな

距離があり， r傾斜構造jを呈している。言言葉を換えれば，魯迅は，現実の世界の個々の例から

超越することによって，より深く中国文明を批判することができたと言えよう。

注

1 )エンプソン f殴妹の七つの盤j 440ページ。

2 )エンプソン f暖妹の七つの怨 440ページ。

3 )川崎寿彦 f分析批評入門 580ページ。

4 )エンプソン 『牧歌の諸変奏j 12ページ。

5 )川崎寿彦 f分析批評入門 91ページ。

6 )川崎寿彦 『分析批評入門.1 92ページ。

7)エンプソン f陵妹の七つの製j 2llページ。

8 )エンプソン

9 )エンプソン

10)エンプソン

f暖妹の七つの裂 214ページ。

『綬妹の七つの型 97ページ。

『牧歌の諸変奏 13ページ。

3 ヱンプソンの理論で井伏鱒ニの作品を分析する

3. 1 作品『鍵jについて

弁伏鱒二の作品 f鯉j(1926年 9月， r桂月iに発表， 1928年に改作の後， r三由文学i一一〈夜

ふけと梅の花〉に収録，さらに1985年，やはり文章の若干の訂正を行ったよで， r井伏鱒二自選

全集』第 1巻に収める)を，長谷川泉は，亡き親友への追悼文として読んでいる。1)小林秀雄は，

f鰻Jの世界に流れている謀愁に満ちた雰囲気を取り上げている。2)また加藤爽洋は， r私Jと鯉

の閤の，常に侭かの入れ物によって隅てられているもどかしい関係に注目している。3)さらに前

に触れたように，亀井秀雄は， r鰻Jの構成の点から，ずらしの表現に着眼している。これらの

論考は，それぞれ違う視点から，持里』の複雑で多面的な世界に光りを当てている。私は，修士

論文4)において，上述の諸作品論を参考にしながら，次のような私なりの f鰻Jの作品分析を行

なってみた。

3. 1. 1 作品の構造

f鯉jを作品として成立させている条件を構造的に捉えると次のようになる。



構造

ストーリー

登場人物

言葉のイメージ

叙述の方法
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4二子字に足らぬ短い作品であるが，このように多様な層を成している o まずストーリーは，鯉

のすみかと移動によって展開される。このストーリーの展開にそって，本文を次のような 5つの

段落に分けることが出来る。

第一段蕃友人から貰った鯉 (fすでに・ H ・H ・..姿を見せなかった。J)

1 )鰻との出会い (fすでに・H ・H ・..諮りあったりした。J)

2 )鰹を瓢箪池へ (f下宿の中庭に..，・H ・..姿を見せなかった。J)

第二段落 「瓢箪池Jから「泉水J(fその年の冬...・H ・..池の中に深く入った。J)
1 )鰻との再会 (fその年の冬・H ・H ・..安息な呼吸をしていた。J)

2 )泉水へ (f私は相談するために・H ・H ・..池の中に深くはいった。J)

第三段落 「泉水jとの別れ (fそれから六年呂の初夏・H ・H ・..食べてしまったわけである。J)

第四段落 「プールJに泳ぐ鯉 (f私は鯉を・H ・H ・..降りてきた。J)

第丑段落 「私jの白色の鯉 (f冷たい季節が来て・H ・H ・..私はすっかり満足した。J)

3. 1. 2 f私Jと鯉以外の景場人物の投割

題名に示されている通り， r鯉』の中心的存奈は一匹の鯉で、あり，ストーリーも鰻の移動によっ

て展開されており，極めて明快である。しかし，この鰻はただの鯉ではなく，ここでは， f私J

に対する友人の「満腔の厚意Jが龍められ，友人に対してそれを「決してJr殺しはしないjと「私J
が約束をする魚として存在している。それでも，友情のシンボルとしての鯉を生かそうとするだ

けの物語なら，この作品はなお単純で王子瞬な世界として読者の自に映るだろう。しかし， r鯉i

の山場となる後半は，ただ鯉と「私jだけの世界であって，友情との繋がりは明確な形になって

いない。このような場面に注意をはらうと，この作品は決して単純で平明な世界でないことが浮

かひ令上がってくるのである。友人と「私」との関係よりも，鯉と「私」との関わりの方が，もっ

と作品の中で重みを持っていると感じられる。友人の愛人も登場するが，作品の中では始終誼接

には姿を見せず，友人，または友人のくれた鯉を軸にして， f私」と関わっている o もちろん友

人も，彼の愛人も登場する以上，それぞれの性格と立場を持って描かれている。だが，実際この

2人の登場人物は，いずれも「私jと鯉との物語の背景に過ぎず，作者の真の狙いは， f私Jと

鯉との関わりの中にあるのである。他の登場人物との葛藤があることによって，主要人物である

「私Jの性格が浮き彫りにされる一方，鯉に対する「私Jの内面的な心情が照らし出されるので

ある。

3. 1. 1 イメージ語と叙述方法の効果

f鰹』には.rまっ白いJ，f自色の鰻J，fわたしの白色の鰻jという言葉が繰り返し出てくる。

これらの頻繁に使用されるイメージ請は，単純で，平淡な味わいを持つ言葉に過ぎ、ないが， r鯉J

の世界の美しく，清らかなイメージ彫成に重要な役割を果たしている。

また， r鰻jの叙述を見ると，前半は簡潔で，写実的な描写が主であり，後半は主観的，叙情

的な描写が多くなる。そして作品の隅々にまでユーモアが諜っている o このような叙述の方法も，
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f鯉』に多態的な構造を与え，作品に深みを持たせている要素となっている。

修士論文では，このような作品の構造的な特質を，井伏文学の有する独特な fペーソスとユー

モアJ5)の特徴に即して解明し， r鰹jの指導過程を，①読みの指導，②陪題意識の形成，③期題

意識に即して鍵的表現によって，作品世界を理解させる，という 3つの段階に分けて作成した。

作品中の鍵的表現を追って，その部分の描写方法とそれの表現するものとの関係を取り出し，場

面ごとに問題を設定して，解明するように指導してみた。表現の特徴，たとえば滑稽で、生真面目

な描写から生まれるユーモアのニュアンスなどを手掛かりにしながら，作品の構造に注目して，

それぞれの場面の役割を明らかにすることができた。

しかし，次のような部分の読み取りについては十分な指導過程の構築ができなかった。たとえ

ば友人が亡くなった後， r私jの友J情の形見とする鰻を「一刻も早くj取戻したいという表現と，

実際鯉を釣る時に，池畔の「枇杷の実をJr髄分多くJr無断で食べてしまったjという表現とは，

矛盾している。この食い違った描写が，弁伏文学に独特のユーモアを漂わせている。この点につ

いての分析は不十分だった。おそらくは，エンプソンの理論を取り入れて，作品の表現の意味を

より掘り下げて考察すれば，上述のような部分についても，新しい読みが見つかるであろうと思

われる。ただし，エンプソン自身も彼の七つの型には“唆昧"があることに気が付いているよう

に，七つの型を一々社会や文化などの背景の違う弁伏文学の表現に当てはめることは不適当であ

る。エンプソンは次のように述べている。「わたしの提出する七つの型もム「もっと真剣な本質

的分析を試みるとすれば，それらの型はたぶん些紹な分類にすぎないと思ってくるであろうし，

類型として互いにほとんど区別のつかないものになってしまうであろうム6)

したがって，以下では，井伏鱒二の作品を具体的に「陵昧」の例として考察するが，七つの型

に一々当てはめることにこだわらず，七つの裂の主旨を総合的に勘案しつつ分析を試みたい。

3. 2 r鰭』における「腰昧j

f鯉』は， r私jの鯉との出会いから始まっている。

すでに数年前から私はーびきの鯉になやまされてきた。(中路)鰻はその当時一尺の長さ

でまっ自い色をしていた。私が下宿の窓の欄子へハンカチを乾している時，青木南八はニュー

ムの鍋の中にまっ白いーびきの大きな鯉を入れて，その上に藻を一ばい覆ったのを私に進物

した。私は彼の淳意を謝して，今後決して自色の鯉を殺しはしないことを撃った。(r弁伏鱒

二自選全集j 新潮社 1985年以下の引用は同じ 下線は引用者)

「私jが鯉と出会った時の情況，鰹の大きさ，色，入れ物などが綿密に警かれていながら，そ

こには「すでに十幾年前からJ，r満腔の厚意Jという抽象的な説明や， r殺さないjという誇張

的な表現が施されている。画面に映る様子とセリフの文句がまるでちぐはぐである。このように

場面積景と登場人物に関する心理描写は，縁関なく照らし合っているのではなく，不講和な余韻

が響き，空白さえ感じられるようにずらして描かれている。また， r厚意を謝」することと，

色の鯉を殺jさない審いとの結び付けには，その感謝が単なる感謝なのか，それとも重荷もやや

感じながらの感謝なのか明示していない論理の飛躍も感じられる。まさにエンプソンが述べたよ

うな， r見ているものについて諮っているようなふりをしながらム実は別なことを意味する f媛
昧という方法J7)である。
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「私Jは鰻を…旦下宿の瓢箪池に放ったが，まもなく素人下宿に移り，そこに池がないので，

鰹を連れていけなかった。やがて「彼岸が過ぎてム「私Jは以前の瓢箪池へ鰹を釣りに行った。

鯉は容易に釣り上げられなかった。

機く八日自に，私は春蜜のさなぎ虫で，目的の鯉を釣り上げることができた。

「目的jという言葉には，鰹は魚釣りという行為の目的物として理解することもできれば，友

人からの贈り物を大事にする約束を采たそうとする努力の結果として，理解することもできる。

釣りたい目的物を漸く手に入れた安壊と，これからなお約束を守る自襟をめざして，努力し続け

ていかなければならない責任への圧迫感というニつの感靖が， r臣的Jという一語によって， r内
告しうるJr語法J8)である。

下宿生活をしている「私Jは，鰹を銅う場所に麗って，むしろ鯉を殺してしまってやろうかJ
とまで、思った。幸い友人の快い承諾を得て， r私jは鯉を彼の愛人の所有する広い泉水に預ける

ことになった。しかし，

私は鰻を池に放っ高官に，仮令この魚は彼の愛人の所有にかかる池に棲ませたにしても，魚

の所有権は必ず私の方にあることを力説した。私のこの雷葉を寧ろ青木南八は，彼に対して

の追従だと思ったらしく，彼は疎ましい顔色をした。

鰻を友人の愛人の持っている泉水に入れていながら，物を自自に使用，収益，処分できるとい

う物権を強調する知く， r私Jは鰹を所有する権利を主張した。友人から買った鰻を約束通りに，

大事にする rf.&Jの気持ちを示すようにも理解できるが， r必ずJというほどの「力説jには，

泉水の持ち主から，鯉を支配する権利を失いたくない，単なる「私Jの個人的な顧望による言葉

としても理解できょう。「所有権Jを強調することは，決して椙手に対する f追従Jの意味とし

て受け取られない筈だが，青木の顔色が「練ましくJなったのは， r彼に対しての追従だと思っ

たらしjい，と理由付けられている。実際， r寧ろ……追従だJと警かれているように， r私のこ

の言葉Jそのものは，友人の機嫌を取るというより，自分の気持ちとして鯉を自由に所有したい

という意味なのだ，と受け止められる。「私Jの言行に対して，友人の受け止め方がずらしてい

るように描かれている。この食い違った表現によって， r私Jと友人及び友人の愛人との関係が

奇妙に浮かんでくる一方，鰹に対する「私Jの本当の気持ちも捉えにくくなってしまう。このよ

うに f矛盾ゃいくつかの陳述によって，結局なに一つ述べていないJ9)が，にもかかわらず，こ

の複雑な内容を越えて， r私jと友人との打ち解けた友情を窺うことができた。

6年後，思いもかけなく，友人が亡くなった。

私は博覧会の台湾館で，大小二十四倒の花をつけたシャボテンの鉢を貰って， (中略)持っ

ていった日に彼は亡くなったのである。玄関の前に立って幾震もベルを鳴らすと，彼の母親

がでて来たのであるが，彼女は私の顔を見ると同時に涙を激しく流しはじめるばかりで，少

しも将があかなかったので，のみならず土慢には幾つもの靴と共に，青木の愛人は常々はい

てゐた可憐な女靴が急ぎ足に脱いであったので，私はシャボテンの鉢を小縁の上に置いて

帰って来た。二三尽して彼の告別式の臼には，亡き彼の拡の上に，彼の常々かぶってゐたお
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しる粉色の角轄と並べて私の贈ったシャボテンの鉢が置いてあった。私は一刻も早く披の愛

人の家の泉水から自色の鰻を持って帰りたいと思った。

友人の母親や友人の愛人の放心状態とくらべ，シャボテンの鉢を持っていった「私Jは，余り

にも場違いだ，と悔やみ，友人の家に入ることができなかった。「大小二十四個の花をつけたj

珍しいシャボテンの華やかさと対頬することによって，言葉で表し切れない f私Jの胸中の空し

さも深く伝わってくる。だが， r告別式の日にj，友人との間柄を示すかのように， r私の贈ったシャ

ボテンの鉢がj，友人の「常々かぶってゐたおしる粉色の角帽と並べてj，r亡き彼の植の上にjr讃
いであったJ。それを見た「私Jは， r一刻も早く彼の愛人の家の泉水から白色の鰻を持って帰り

たいと思ったj。ここまでを辿れば，これは「私Jの友人の唯一の形見としての鯉を取戻したい

素産な気持ちとして，理解しやすいが，しかしこれに続いて，すぐ，

青木南八が私に対して疎ましい顔色をしたのは，かつて鯉のことについて一度だけであっ

たからである。

と付け加えられている。すると， r持って帰りたいと思ったjのは， r所者機jを実現しようとす

る行為によるものではないか，とも思われてくる。鯉を取戻したい気持ちはまたぼかされてしま

う。まさに川崎が述べたように， rさりげない蛇足なのである。それは盲揚のごとく役に立たず，

盲腸のごとくユーモラスな顔でぶら下がり，しかもじつは盲腸のごとく危険であるjo10)前の f可

憐な女靴Jの描写を追求すると，また可憐な靴の意味の{也iこ，可憐な女のニュアンスも穆ませて

‘ いるようなので，愛人との関係も線わってくるように感じられる。

「一刻も早く……白色の鯉を持って帰りたいと思っJても， r私Jだけの気持ち次第のような

簡単なことではない。

私は決心して青木の愛人に手紙を送った。(資木の霊塊が私を誤解してはいけないので，

ここに手紙の全文を複写する)

読者だけを意識して，ストレートに手紙を審けば， r誤解jは何も起こる筈がない。しかし，

青木に気を捷っている場面を読者に毘せながら，あくまでも読者に面と向かつて，青木と「私j

との話を進めているように警かれると， r誤解jの要素が生じる。このような「工夫」によって，

かえって「誤解jを引き起こされてしまいがちである。これは知情にも井伏らしい奇抜な発想だ。

理由ならぬ理由をもっともらしく使うのは，滑稽といえば滑稽だが，伺か本当の理患を隠してい

るという疑いを，感じさせないわけにはいかない。最も「決心jは覚悟を決めることなので，心

を一途に定めて決しなければならない必要がある以上，それなりの支障が存在しているとも患わ

れてしまおう。その手紙はいやに勿体ぶった漢文調が使われている。

…・・小生所有の鰹(自色にしてき当時一尺有余)一尾を貴殿邸内の泉水におあずけいたしま

したが，此度何卒御返し下され度く御顧ひ申します。.

この手紙から確かに f私Jと友人の愛人との堅苦しい関係が窺われる。一方故意に窮屈そうに
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書いたのではないか，とも感じられる。

友人の愛人の許可を得て， r私Jは鯉を釣りに行った。

日曜の早朝，私は弁当ならびに釣竿，餌，洗甑器を携へて，故青木南八の愛人の邸内に忍

び込んだ。そして私は少なからず興奮してゐた。若しもの証拠に手紙の返事を持って来れば

よかったのである。

枇杷の実はすでに黄色に熟してゐて，新鮮な食欲をそそった。のみならず池畔の種々なる

草木は深く繁って，二階の窓からも露台の上からも私の姿を見えなくしてゐることに気がつ

いたので，私は釣空宇を逆さにして枇杷の実をたたき落とした。ところが鯉は夕暮れ近くなっ

て釣ることができたので，私は髄分多くの枇杷の実を無断で食べてしまったわけである。
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漢文調で著書いた手紙の闘いイメージとは反対に，このくだりはのびのびとする雰囲気さえ伝

わってくる。実は「私Jは何も人の自にはばかることはないのであるが，わざと悶着が起こりそ

うであるかのように描いている。「若しもの証拠に手紙の返事を持って来ればよかったのであるJ
と書いているが，むしろ必要以上に人の誤解を避けようとする装いの表現である。 f私Jと友人

の愛人の関わりは，うわべだけの必要以上の緊張みたいなものに過ぎず，実際はまったくくつろ

いだ関係なのである。また二階から「私の姿を見えなJいから，枇杷を「無断で」食べてしまっ

たところから，悪者ぶって書いたのだが，患者として扱われているのではなく，むしろいたずら

者として，うちとけた接触の仕方のように描かれている。いわば青木を意識して，堅苦しく手紙

を書いたり， r証拠jを持って来るべきだと考えたりしていた「私Jだが，相手(友人の愛人)

はやんわりと受け入れてくれて，そういう柔らかく，静かな雰間気の中で， r私Jは鯉を釣るこ

とができ，ゆったりとした一時も持てた。このように， r矛靖Jの f擦述によって，結局なに一

つ述べていないj11)ため，独身の若い男が亡くな句会友人の愛人の庭で、鯉を取り喪す場合，普通

伴うべき緊張感は緩和され，ユーモアすら匂ってきて，作品の持構的な色合いがより濃くなって

くる。

「私jと青木の友情は，鰻の「真白いj色に象徴されるように，純潔である。しかし「私」と

友人の愛人との関係は，作品から見る眼りでは，すこぶる媛昧である。「愛人jについての描写

は全部で 3富所しかない。まずは鯉を「愛人かの泉水に預ける時，青木と「私Jの会話にのぼっ

た。次は青木が亡くなったa，r私jは彼の家の土障に彼女の「急ぎ足に脱いjだ「可憐な女靴J
を見た。最後は「私Jは彼女から，鯉釣りを許可する如何にも知的な手紙をもらった。 3つの箇

所も痘接「愛人Jについての描写ではないが， r可憐jなどの描写から，その「愛人jを「女j

として意識している麗も窺わすことができる。だから鰻を取り喪す時，青木の「愛人の邸内に忍

び込んだJr私」は， r少なからず興奮していた」。

f私Jの立場と複雑な心情を整理してみると，次のようであろう。親友を亡くした「私」は，

親友からもらった唯一の形見としての鯉そ， r…刻も早くJ取り戻したい。しかしその鯉は他人

の泉水に預けている。泉水の持ち主に鯉釣りの許可を乞う手紙を出さなければならないが，[s介

なのはその持ち主は親友の愛人であり， r私jにとっても魅力のある若い「女Jである。友人の

愛人に対する「私Jの微妙な気持ちを隠すために， r私jはわざと堅苦しい漢文調の手紙を書いた。

このような複雑な場面と心理の葛藤については，作者は一々説明するのではなく， r私Jに f私J
らしくない行動などを取らせるような描写を通して，おのずからその雰盟気を盛り上げる。これ
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は「暖昧jの手法であり，この手法によってこそ，一種の滑稽を持たせることができるのではな

~)カ〉。

「私jは早稲田大学のプールに鯉を放って，毎日の午後，そこで泳いでいる学生遠の水泳ぶり

を見物に通った。

私は最早失職してゐたので，この見物は私にとって最も適切なものであった。

「適切Jはひ。ったり適合する様子を意味するが，ここではむしろ時一語の白期的な響きを利用

している。これによって.r私jの暇を持て余している，また孤独になっているやり切れない心

境があらわれる。エンプソンの述べたように，一つの単語の「二つの意味j.r唆昧のニつの価値

がコンテクストによって眼定されたこつの対立する意味をなし，そのために全体的効果としてム

登場人物の「心の中の基本的分裂を示してj12)くる。「適切Jと言いながら，実際は不適切だと

いうのではないか。

「私Jの担独について，また次のように扱われているo

こんな場合には誰しも，自分はひどく孤独で、あると考へたり働かなければいけないと思っ

たり，或はふところ手をして永いあひだ立ち止ったりするものである。

まるで他人のことを述べているようだ。実際「私」の境遇は深刻だが，他人の自で見た角度で

書くと，その深刻さが薄れていく。逆にここで審いているように.r私Jは他人の立場によって，

他人の口を借りて，自分の境遇を言い出すと，効果をより高めることができる。一方，すべての

人の一般的な習慣として書いているわけだが，実は f誰しもjそうするとは限らない。それを知

何にも勿体ぶって，こう脅かれると，思わず微笑みを誘われてしまう。

夏のあるすがすがしい朝.r私Jは偶然に「プールの水顕近くを泳ぎまわってゐるjr私の白色

の鯉」を.r発見したj。

私の鰻は，与へられただけのブールの広さを巧みにひろびろと扱ひわけで，ここにあって

は恰も王者の知く泳ぎまわっているのである。のみならず私の鰹の後ろには，幾ひきもの鮒

と幾十ぴきもの鱗と目高とが遅れまいとっき纏ってゐて，私の所有にかかる鰹をどんなに偉

く見せたものかしれなかったのだ。

もう一度「所有権jを「力説jする場面が思い出される。友人の f厚意を謝してj.決して「殺

しはしないJと約束した鰹は，かつて銅う場所がないので，友人の愛人の泉水に入れたことがあっ

た。その時.r私Jは鯉を所有する権利を力んで主張した。友人が亡くなることによって，鰹を

殺さない約束は事実上解消されると同時に，鰻を友人の愛人の泉水から釣りだし，早稲田大学の

プールに放つことに伴って，鯉をめぐる所有権の衝突もなくなる。にもかかわらず.r私の鰹j.

f私の所有にかかる鯉jを繰り返す。友情としての鯉というより.r私jの思い，気持ちを託す

精神的な象徴として，浮き彫りにされてくる。そこに友人への思いももちろん寄せられている。

しかしそれだけには限らないだろう。氷の張ったブールの麗に.r私jは鯉の絵を描いた。
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絵が出来上がると，鯉の鼻先に r..・H ・...j何か書きつけたいと思ったがそれは止して，今

度は鯉の後に多くの鮒や目高が運れまいとっき纏ってゐるところを描き添へた。
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鰹の鼻先にもし文字を書きつければ，どんな文字で一番「私」の気持ちを表すことができるだ

ろうか。 f私J自身も思いつかないから，やむをえず「止したJのではないか。あるいはやはり

作者はわざと「私jの思いを r..・H ・...jという形で隠したのだろう。ここには「陵昧Jの表現効

果の外に，余白で念、に流れのテンポを止めることによって，リズム効果をもたらされている。

『鯉jにおいては， r白色jという雷葉を頗繁に使っている。その効果は，おそらく表現上に

だけではなく，構成ょにも大きな意味を持っているだろう。

fー尺の長さでまっ白い色をしていたJ鰹， r白色のまま少しも痩せてはいなかったj鯉， r私
の白色の鯉」などを 9屈も繰り返されている。「自い」は鯉の色である。問時に友人の「厚意を

謝して今後決して白色の鰹を殺しはしないJという，友達同士の純粋な気持ちを込めた特定の鯉

である。白い鯉である以上，途中赤色や黒色などに変わる筈がない。なのに「白色のまま」と強

調するのは，鯉は依然として，普通の鯉と違って，友人の厚意と「私Jの謝意との間にしか成立

できない「白色の鯉」だ，と物語るのではないか。

氷の上に絵を描く時も，白色以外に，如何なる色も取り上げられていない。自一色は，正に鯉

の清らかな体，静かに降る雪，凍った氷の冷たさが感じられる色である。この何回も出てくる「白

色jに，氷のよに描かれる鯉の絵を重ね合わせて， r私jの心の状態も浮き出させる。白色を常

に敏感に感じている「私Jは，なんと淋しそうなことだろう o 学生たちの「鍵康な技体と朗らか

な水泳の風景とをながめてj，しばしば f深い嘆息をもらしたjr私j，rひどく弧独でJあった「私J
は，実に淋しげに克えるのではないか。

本来，まったく物理的な真実を反映する白いという色なのに，このように繰り返されていると，

如何にもしみじみとした淋しい感情的な色彩に転化されてしまう o ずっと無色で描き続けている

作品の中で，白色だけを重ねて使うことが， r私Jの心象の象徴として，イメージをくっきりと

鮮やかに形作る一方，さらに前半の「自色の鯉Jから，後半の「私の白色の鰹Jに変わるのは，

鰹は純粋な友』請を示すシンボルから.r私jの深い哀愁を託すシンボjレに変質していく象徴的な

表現で，それによって作品の新しい面を見せてくれる。この言いかえの表現が，失職してひとり

ぼっちになった「私jの屈折した心情をあらわす一方，作品の構成上，いわば友情から「私」の

心象風景に展開する，重要なポイントにもなっている。まさしく一つの言葉を用いながら， r同
時に数偲の効果をもっj13)手法によって，こんな奥行きの深い味わいを醸し出したのだろう。

i主

1 )長谷川泉 f鰻一一近代名作銭主主(9)ー…j 解釈と鑑賞』 至文堂 1958年8. 9 J=j. 141-145 

ページ， 155-162ページ。

2 )小林秀雄 「井伏鱒この作品についてj 文芸評論jよ 筑摩書房 1974年 171-120ページ。

3 )加藤典洋 「弁伏鱒二作鰹j 群像 1985年5月， 438ページ。

4 )義時 「中国入学生を対象とする臼本文学作品読解指導の探究一一一井伏鱒ニの『鰹jを中心にj，;j七

海道大学大学院教育学研究科修士論文， 1989年。

5 )伊藤整 『多甚古村j解説新潮文庫初出1950年 192ページ。
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6 )エンプソン f唆妹の七つの型J 446ページ。

7)エンプソン f畷昧の七つの型』 63ページ。

8 )エンプソン f畷妹の七つの裂』 35ページ。

9 )エンプソン f暖妹の七つの裂』 327ページ。

10)川崎美子彦 f分析批評入門i 100ページ。

11)エンプソン 『暖昧の七つの君主』 327ページ。

12)エンプソン 『唆昧の七つの裂』 357ページ。

13)エンプソン 『竣昧の七つの裂j 5ページ。

3. 3 r山棋魚jにおける「睡昧J
f山級魚』は，井伏鱒こが，早稲田大学産学中に書いた習作の『融関jから，大きく改作を行っ

た上，改題し， 1929年 5月に雑誌「文芸都市Jに発表したものである。以後また何回も修正を経

て，さらに1985年新潮出版『井伏鱒ニ自選全集j刊行の際，作品の終結部が削除された。

作品全体が一行あきによって，自然に七つの段落から構成されている。それは山椴魚の境遇と

心理の変化の進行にそって，それぞれ分けられているのである o

第一段落 l行-16行 異常の場所に置かれる奥常の主人公の悲しみ

第ニ段落 17行-47行 小魚などを嚇笑する主人公の思い上がり

第三段落 48行-69行 小蝦に笑われる身となる主人公の惨めさ

第四段落 70行-106行 神様にすがるまでになる主人公の弧愁

第五段落 107行-127行 粧を苛めてしまう主人公の墜落

第六段落 128行-137行 蛙に弱みを見抜かれまいとする主人公の抵抗

第七段落 138行-140行 蛙と対立するまま死を待つ主人公の絶望

『山椴魚』は，特定の動物…一時山椴魚の物語りを通して，岩屋に閉じ込められて，そこから

永遠に抜け出せない窮地に量かれた出淑魚の行為と心理の屈折を表している。山搬魚は通常は身

近に見たりするものでもなく，怪物のようなものなので，われわれの現実世界とは離れている存

在である。だがそこからまた知何にも真の現実世界が描き出されているとも感じさせられる。そ

れは，ヱンプソンのいう「竣昧jと「牧歌J的手法によって，もたらされた効果であろう。

山轍魚は悲しんだ。(r井伏鱒二自選全集』 新潮社 1985年 以下の引用は同じ)

冒頭は短い二文節からなっているが，動物の出搬魚と人間的な感情を表す動認の「悲しんだ」

との奇妙な取り合わせは，すでに滑稽なニュアンスを帯びて，簡潔に作品の特定なぼかした雰囲

気を作り出した。山搬魚は水の世界の主人公として，同時に現実世界を茶化す主人公として登場

するため，この冒頭からはやくも擬人的な部分は， rいったん許容されJると‘作品世界に「はっ

きりした笑いの種をもつことになJり， r人生を包括的に取り扱っているという印象を与えJllる

効果に達する。

出搬魚は「岩屋から外へ出てみようとしたJ。しかし，

彼の頭は出入口を寒ぐコロップの栓となるにすぎなくて，それはまる二年の関に彼の体が



井伏鱒この怜到.r山根魚jの作品分析 91 

発育した証拠にこそはなったが，彼を狼狽させ且つ悲しませるには十分であったのだ。

彼自身の自然な成長は，思いもかけなく彼をこんなひどい屈に合わせてしまう。「発育Jとい

うことは，普通「発育盛りJとか， r発育のよい子jとかというように，よく望ましいことを示す。

ここではその望ましい「発育Jの結果として，絶望的な事態を招いた皮肉さを表している。なお，

うっかりしたせいなら，そのまま素霞に直視すればいいが， r何たる失策であることか!Jと

い立てる。自分のうかつをはぐらかし，余裕ありげに見せる山搬魚の思い上がりを示す一方，そ

の裏には何の意味も持たない言葉とも思われる。如何にもインテリ，教養の高い層に属するもの

の格式ばった寄葉遣いなので， r狼狽Jr且つ悲しJむ山根魚のイメージがかえって可笑しくなっ

てくる。

人々は思ひぞ屈せし，部屋のなかを屡々こんな工会に歩きまわるものである。

ここの描写は，前述した『鯉Jにもあった場面と同じ効果を持っている。

嘆いた山椴魚は，まるで、心を決めたように舷いた。

「いよいよ出られないといるならば，俺にも柏当な考へがあるんだj

「椙当な考へがあるんだJというなら，しっかりした考え，決意のことを意味するので，脅し

文句として使われている。すると，山被魚自身のことなのに，誰を脅かすのだろう。 f相当なJ
と去々するが，実際中身や根拠がないだけに，そらぞらしくしか聞こえてこないので，笑いを誘

う。そこで諮り手は初めて顔だしをする。

しかし，彼には伺…つとしてうまい考へがある道理はなかったのである。

と語り手は決めつける。一見みはなすような言い方だが，ますます山椴魚に寄り添って考える立

場も窺われる。思い切って瑚ることによって，逆のいつくしみの気持ちを裏に穆ませてくる。語

り手の立場は， r陵昧jをもたらし，臨調笑といつくしみのアイロニーの効果を示している。

これと向じような槻笑といつくしみのアイロニーの表現がほかにもある。

諸君は，発狂した!1J椴魚をみたことはないであらうが，この山椴魚に幾らかその傾向がな

かったとは誰がいへょう。諸君は，この山椴魚を噺笑してはいけない。すでに彼が飽きるほ

ど精黒の浴槽につかりすぎて，最早がまんならないでゐるのを，諒解してやらなければなら

ない。いかなる癒療病者も，自分の幽閉されてゐる部屋から解放してもらいたいと絶えず顕っ

てゐるではないか。最も人間嫌いな囚人さへも，これと同じことを欲してゐるではないか。

軽蔑と同構とがぶつかり合っているが，それは逢う立場についての「感情のぶつかり合いに基

づいているようであるJ。これと結び付けるのはれ牧歌〉の技法J2)であろう。

山根魚の棲む岩屋には，杉苔と銭苔とが生えていた。山淑魚はそれらを眺めたくなかった。彼

は，
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岩屋の出入口に顛をくっつけて，岩屋の外の光景を眺めることを好んだのである。

ここの「好んだjは，興味を持っとか，選び望むとか，欲するとかという本来の意味ではなく，

むしろ外へ出られないので，仕方がなくせめて外の光景を眺めざるを得ないという行為を，あて

こすった表現と感じられる。一方，閉じ込められて不自由なようで，外部が見えるから，実は白

出でもあるというこつの対立した要素も物語っている。

多くの目高達は，藻の茎の鶴を泳ぎぬけることを好んだらしく，彼等は茎の林のなかに群

をつくって，互に流れに押し流されまいと努力した。そして彼等の一群は右によろめいたり

左によろめいたりして，彼等のうちの或る一ぴきが誤って左によろめくと，他の多くのもの

は他のものに遅れまいとしてーせいに在によろめいた。若し或る一ぴきが藻の茎に邪魔され

て右によろめかなければならなかったとすれば，他の多くの小魚違はことごとく，ここを先

途と右によろめいた。それ故，彼等のうちの或るーぴきだけが，他の多くの仲間から自由に

遁走していくことは甚だ困難であるらしかった。

「多くの割高違は……好んだらしく」という搭き方は，まず前の山轍魚の「好んだJ行為に関

する描き方と同じようなあてこすりの効果を感じさせるo 出版魚自身は岩屋から出る自由さえな

いのに，日高達のひとりで泳ぐ自由がないことにけちを付けるのは，まったくナンセンスである。

実際自高遠は侭も「好んだJとかという意志を持って動く替もなく，ただ可愛らしく動いている

だけである。しかし人間の自で晃て，結局付和霞開そのものではないかと見てしまう。外の流れ

の中で，主体性なく在右によろめく呂高達の軽薄さを瑚笑ったりするが，山槻魚自身の事態は何

一つ変化しないので，自分自身の立場が一盾みじめになり，なおそれを自覚していない愚かな姿

が浮き彫りにされる。岩屋の外から見ると，山椴魚は哀れに見えるだけのことだ。

なお岩屋の中から外へ，徽や目高達などの描写を合わせて考えると，その見方はまた知何にも

知的なものだと感じられる。このくだりは話の筋とはちょっと離れているが，車工野敏郎が指摘し

ているように，山撤魚の「狼狽Jすべき境遇と対照して， rある幽閉された状況というものが和らj

ぎ， rある詩情を持っともいい得る。つまりそこに詩的精神みたいなものがはめ込められてい

るJo3) 

嘆くばかりの絶望的な日々を送るある喪， r-びきの小蝦がJ山撤魚の「横っ腹にJ，rすがり

ついたJorくったくしたり物思ひに耽ったりするj小蝦によって，自分の惨めさを思い知らされ

た出搬魚は， rどうしても岩盤jから脱出しようと「決心したj。山搬魚が突然水の中で運動し出

したため水が濁った。不意をつかれて小蝦は「狼狽Jしてしまう。しかしすぐあとによりうろた

えた出椴魚のイメージが浮かんで、くる。ノト蝦は堪え切れず笑ってしまう。小蝦の反応としては，

具体的に「狼狽jと「失笑jというニつの段階として，描かれている。山淑魚の動きの繰り返し

によって，それまで椙手との鍵劣関係が見極められないでいた小離が，急、に自分の方が優越であ

ることを認識できたので，笑ってしまったのである。ここでこの段落を終わっても，尊大ぶった

山淑魚が，つい「みもちの虫けら同然のj小蝦に失笑されてしまうということを，読み取るには，

差し支えがない。

しかし，ここにはまた川崎の述べたような， r井伏文学に天下一品の，さりげない蛇足jが続
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いている。

全く蝦くらゐ濁った水の中でよく笑ふ生物はゐないのである。

作品のストーリーとはまったく無関係そうなこの滑稽な付けたしによって，より複雑な意味が

含まれてくるJ笑ふjは，喜んで声を立てる，また噺笑うという二つの意昧がある。ここでは「濁っ

た水の中でj喜んで笑う一般的な蝦とも患われるし，山槻魚に濁らされた水の中で，山椴魚を瑚っ

て笑う「小蝦Jとも思われる。 fそもそも日本語の『笑う』は，微笑から瑚笑までのあらゆる段

階を含む，きわめてあいまいなことばで，西欧系の国語にはちょっと見当たらないものだが，そ

れがここでは効果的に作用しているといえよう。なぜなら，ょにあげたいくつもの可能性のどの

一つをとって『笑う』に部分にあてはめてみても，この前後の文脈の持つ豊かな含みは死んでし

まうからである。 f笑ったiはそれらの可能性のすべてでなければならず，またどれであっても

ならないJo4)これは川崎が井伏の他の作品に出る「笑った」という雷葉についての解釈だが，こ

こでも通用できるのではないかと思う。濁った水の中にいる小蝦のあたかも人槽的な，しかも複

雑かつ微妙な笑いは，まことに「陵妹j極まりない。山槻魚は真剣に出ようと四苦八苦している

のに，他者から見れば意味を成さない。この賠の落差によって，叙情性を生み，ユーモアを帯び

てくる。

山撤魚は神様に助けを求めても，甲斐がなかった。彼は自身のことを「警へばブリキの切屑J
だと思った。

誰しも自分自身をあまり愚かな言葉で、警へてみることは好まないであろう。ただ不幸にそ

の心をかきむしられる者のみが，自分自身はブリキの切屑だなどと考へてみる。たしかに彼

等は深くふところ手をして物思ひに耽ったり，手ににじんだ汗をチョッキの騎で、拭ったりし

て，彼等ほど各々好みのままの恰好をしがちなものはないのである。

知何にも分かりにくいくだりである。「一つの奇想がぼやけていくつかの奇想の騎示になり，

もとの奇想よりもだ漢としていながら一見より霞接的，喚情的，感覚的な訴えかけの様式にな

るJ，5)とエンプソンの述べたように， rここから得られる主な印象は，きっちりととのった感じ

ではなく，それぞれの部分が充分に噛み合っていないという印象であるJ0
6
) 

このくだりは不幸に見舞われた者連のみじめな雰屈気を漂わせて，その苦悩するポーズが描か

れている。「ブリキの切屑jはつまり人間のくずとして，役に立たないものとして適切な嵩葉で

ある。だが，何故，このあとすぐに「深くふところ手をして物思ひに耽ったり，手ににじんだ汗

をチョッキの胴で、拭ったりjする描写と結び付くのか， rすぐれた奇想のもつJイメージの鮮明

さが，突然われわれの前にぼやけてきた。「たしかにJは絶対ではないが，多分という意味として，

前の文を受けて，それなりに具体的な証拠を説明するので，その証拠を分析しよう。

「深くふところ手をして物思ひに耽ったり，手ににじんだ汗をチョッキの鵬で、拭ったりJする

というのは，不幸に圧倒されるとか，不幸に襲われても無視するとか，不幸と関係なく，暇演し

にするとか，どの意味にも取れる。「ブリキの窃滑Jは次のような「媛昧jを表現している。そ

れは「深くふところ手をして物思ひに耽けるJ，r手ににじんだ汗をチョッキの闘で拭うJなど，

客観的には何もしない，何も役に立たない行為なのであるが，主観的にはそれは「好みのままの
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恰好jであり，大きなギャップが存在している。

つまりこのような表現を通して，山観魚の何もしない，何も役に立たない存在であることを一

層捺立たせる。また役に立たないものになってからも，なお何もしないことを続ける運命的な不

幸が暗示されてもいる。それぞれの気分を橋わたしとして，想像力によって，迫力を持つイメー

ジが浮かんでくる。「たしかにjは一見浮いているようだが，実はこの言葉によって，はじめて

この数行は「いっそう重々しく，普選的なものに見えてくるのでj1)はないか。

孤愁の感傷的な独自だが，またハムレットのようななかなか酒落たセリフにも闇こえ，哲学者

の深い感懐とも J患われ，ユーモアをもたらす。ここに見られる自己認識は，前と同じように，お

のれを世界にとって，無用な存在と見る締めである。

悲嘆にくれているものを，いつまでもその状態に置いとくのは，よしわるしである。山椴

魚はよくない性質を帯びて来たらしかった。蛙はH ・H ・誤って滑り落ちれば，そこには山搬魚

の悪党が待ったゐる。

自暴自棄に縮る出椴魚は，つい悪心を起こし，偶然に紛れ込んできた蛙を岩盤に閉じ込めてし

まった。山根魚を「悪党jと決めつけている書き方だが，どうして彼は蛙を閉じ込めざるを得な

かったのか，という簡いを投げかけるような書き方とも感じられる。悪いのは山椴魚ではなく，

彼を不幸にさせた環境であり，彼に見舞われた運命のいたずらだ，という反対の意味も内包して

いるようである o

『山椴魚jの終結段落は，もともと，激しい口暗礁を経て，いやおうでも同じ岩屋で生きてい

かなければならないことを悟った二回の潤に，山轍魚の自覚と蛙の思いやりによって，静かな愛

が生まれ，安らぎの死期を追えるというラストシーンであった。つまり恨んだり，抗争したりす

ることを経てから，どうにもならない環状そともに受け入れるため，結ばれた二匹の痛ましいい

たわりを示す和解の結末になっている。しかし，たとえ蛙は山椴魚を許しても，二回の死を迎え

る状況には変化はない。口論にせよ，和解にせよ，当事者連の真剣であることと，それによって

呂立ってくる境遇の絶望的なこととの落差から，作品に滑稽をもたらす。

f井伏鱒二自選全集jの『山淑魚jにおいては，上述の和解を示す十数行が削除され，和解の

ない，対立のままで最期を待ち受けるこ匹の悲惨な運命を表す終幕となる。山椴魚は自分の不幸

の道連れに岐を巻き込むことによって，一時の痛快を味わうことができたとしても，彼自身を窮

境から救い出すことができない。課せられた不遇によって恨みあった「二偲の生物jから， rお
互いにJという関係には転化したにもかかわらず，自分の弱音を相手に閣かせないように最後ま

で、意地を張っていかなければならない。山概魚は死ぬまで f独りぼっちjであり， r悲しかったム

注

1 )エンプソン f牧歌の諸変奏 27，28ページ。

2 )エンプソン 『牧歌の諸変奏 109ページ。

3 )紅野敏郊 「教材としての弁伏文学J 月刊国語教育J 1986年 5月号 28ページ。
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4) )11崎寿彦 f分析批評入門J 99ページ。

5 )エンプソン f暖昧の七つの型J 322ページ。

6 )ヱンプソン f竣妹の七つの型 318ページ。

7 )エンプソン 『竣昧の七つの裂J 319ページ。

4 井伏鱒ニの世界一一「牧歌」から生まれる持情性一一

沼田卓爾は， r王侯貴紳は弁伏鱒二氏の作品に似つかわしくない。井伏世界の主要な住人は，

罪もない理不尽な自に遇っている人びと一一被害者たちではないだろうかjl)と指描している。

磯貝英夫も， rかれの作品には，環境をこえて自己の貫いてゆく，あざやかな個性といった存在

はほとんど登場しない。すべては平凡な普通人でj2)あるとして，同じ見方を持っている。井伏は，

「庶民的作家だj3)という評価もされている。『鯉J， r山椴魚』だけではなく， r屋根の上のサワンJ，

『さざなみ軍吉田， r議拝隊長j，r黒い隅jなどの諸作品をみても，そこでは，いつもごく平凡な

生活をしている庶民，あるいは不幸な境遇にあるものが扱われている，と分かる。

しかし，諮り手はあくまでも山棋魚に詞情するのではない。途方に暮れた山搬魚が，むなしく

神様に助けを求める場顕においては，語り手はしばしば顔を出し， r諸君Jに， rこの山淑魚を槻

笑してはいけないjとか， r軽蔑しないでいただきたいJとか，と熱っぽく説得する。…見山椴

魚を弁護するようだが， r潮笑してはいけないjという言葉は，むしろ語り予自身に向けて語い

関かせるのではないか，とも感じられ，時には山椴魚をばかにする響きさえ帯びる。山椴魚は場

合によって，語り手の畷笑の対象にもなっている。これは正に「牧歌j的な特徴の一端を示して

いる。川崎の言うように，井伏は f庶民について語りつつじつはきわめて貴族的，田舎について

かたりつつじつはきわめて都会的な作家jであり，彼の作品は r<牧歌〉なのであるJo4)なぜ r<牧
歌〉とつながりをもっJのか。「複雑なものを単純なもので表現する仕組みJは， r読者の判断を

自由にしてくれる。読者は登場人物のうちの誰ともはっきりと同化する必要がないからだム5)rこ
の状況は，おそらくあまり認識されていない理由のために，それ自身髄{直をもjち，作品世界を

通して， r読者に働きかけ得るものJ6)となる。

たとえば f出版魚iの場合では，読者の主要な関心は，悲しんだ山椴魚という登場人物にでは

なく，岩屋に閉じ込められた状況に注がれる。山椴魚の悲劇によって，山根魚の主題を一般化す

る。それは，家，社会，国，世界という状況に置かれる自分，個人，入聞の問題が取りよげられ

ていることを，感じさせるという効果を持つ。山根魚が「いかにもうぬぼれて(ひどくばかげで)

見えることj，rしかし他の点では人賠どもそっくり J7)に見えることのため，人々は山椴魚に同

情してよい気持ちになり，また現在にある自分自身を懐疑するようになる。換言すれば，登場人

物の f庶民J性と，書き手の知的 f貴族J性というそれぞれ違う感覚を通すことによって，おの

ずから作品に多重性を持たせ，奥行きのある世界を見せているのだ。

このように，井伏文学は，エンプソンのいう「牧歌J的特徴を明らかに有する。だが，一方，

その f牧歌Jの理論からはずれている面もあるのではないか，という気もする。前に引用したよ

うに，エンプソンは「牧歌jの基本的な特徴について， r牧歌Jの「肝要な仕組みはJ，r富める

ものと貧しいものとの美しい関係を内包しているように感じられJ，r双方の最も良い部分が用い

られJ，rその結果，読者あるいは作者の中で，両者の美点がある程震重ね合わせられることになJ
る，と述べている。つまり，違う立場に属する両者間の吉宗福で，美しい欝係を組み合わすことに
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よって，双方のよい揺が出て，互いによりよく見えるというのである。

しかし，井伏文学にはそういう理想的なものばかりが脅かれているのではない。氏の作品は純

粋な羨というよりは，むしろ読者にそのような抽象を受けることのない生々しい現実の人聞の存

在感を持っている。 f遁拝隊長jや『黒い雨jは当然のことながら，擬人法で、小動物を描く作品

でさえも同様である。たとえば，出椴魚は自分自身が苦しむと，自由自在に「勢ひょく往来Jす

る蛙を黙っては見ていられず，無事の蛙を道連れにしてしまう。『鯉jでは，鯉を鰐う場所に閤

る「私Jは，進んで友人の愛人の家にある法い泉水に預かるように頼み，鯉を泉水から取り戻す

持，池畔の「黄色に熟してい」る枇杷の実を， r無断でJr髄分多くJも「食べてしまったJor鯉』
は，小林秀雄が評しているように， r深い昧はひのある，もっと肉体的な生々しい心を持ってい

ますJo8)このためであろうか，井伏文学の世界は， r牧歌j的な持情性を持っていながら，問時

に現実的な生活感情も持ち合わせている。 f山椴魚jは，模林混こが述べているように， r生々し

い生の時びと誇りと挫折，凄絶な持情が随所に鎮められているので，これとて一偶の佳作となり

えているJ，9)のである。

なお，ここで試みた分析に従って，問題を作成し，授業プランを作ることは，今後の課題にす

る。
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