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【論文】

井伏鱒二における＜悪意＞の問題－『山椒魚』を中心に

秦野一宏

1．

大正12年の『幽閉』（「世紀」7月号）に登場する山椒魚は悪党ではない。

『幽閉』は後に手を加えられ、昭和4年には『山椒魚一童話一』という題

名で「文芸都市」（5月号）に発表、翌年には副題ぬきの『山椒魚』という

標題で作品集『夜ふけと梅の花』に収録された。『山椒魚』（あるいは『山

椒魚一童話－』1））の山椒魚は、『幽閉』の山椒魚とは違い、岩屋に閉じ込

められているうちに、「よくない性質」、すなわち＜悪意＞をもつようにな

る。彼は、自分が閉じ込められている岩屋に蛙を閉じ込める。

この山椒魚の「よくない性質」に関して、たとえば関良一は次のように

指摘した。「自己を詩人＝哲学者風に美化せず、かえって一個の憐れな俗物、

憎むべき悪漢として客観し、定め、その底に一脈の善意を発見することに

よって、この作者は、その長い無名時代に終止符を打つに足りる「山椒魚」

を獲た2）」。自己美化の有無に触れている点は興味ぶかいのだが、ただ多く

の論と同じく、関論文でも、悪意の問題は井伏鱒二という作家の個人史の

枠を超えて論じられることはない。また仮に、「悪党」になった山椒魚を作

者個人に重ね合わせたとしても、悪党にも「一脈の善意」があったなどと

作者が「発見」したと言えるのかどうか。もししたとすれば、それこそそ

れは、自己を美化する「発見」となってしまうのではないだろうか。

東郷克美もまたさらっとではあるが、山椒魚の＜悪意＞に触れている。

東郷によれば、『幽閉』の山棟魚（Aと表記する）は、『山椒魚』の山椒魚

（Bと表記する）のように「発狂しそうになるまで深く絶望したり、他者

に対して「呪い」や悪意を抱くようになったりすることはない3）」。東郷が

強調するのは山椒魚Bの絶望の深さであり、BにはAにない内面的な屈折
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があるということだ。Bに屈折があることはおそらく間違いはないが、内

面的屈折が悪意を生むというだけでは、漠然としていて悪意の意味すると

ころが見えてこない。いったい屈折とはいかなる屈折なのだろうか。

東郷の言う「屈折」に代わるものとして、佐藤嗣男は「疎外」という言

葉を用いる。「〔『山椒魚』では〕被害者が加害者に転じる。そうして本当の

敵＝疎外の根源を見失って自分より弱い者を徹底的にいじめる4）」。「本当

の敵」とは何なのか、また、どうして山椒魚が「被害者」ということにな

るのか。チェーホフの『6号室』のように、暴力で人を閉じ込める病院の

施設が問題であれば、閉じこめるように指示した加害者は誰か、あるいは、

閉じ込めている病院の存続を黙認している者は誰かなどと、責任を負うべ

き者や、それこそ根源的な原因を問うこともできなくはないが、『山椒魚』

の岩屋は違う。山椒魚はただ岩屋から出られなくなったことで、悲歎にく

れているだけである。楽長から叱責されたことが猫やかっこうへのいじめ

を誘発するゴーシュ（『セロ弾きのゴーシュ』）の例のように、間接的な原

因があるわけでもない5）。山椒魚が岩屋から出られなくなったのは、どこ

までも自分の招いた災厄で、そこには＜被害＞などというものはない。実

際に被害を受けるのは蛙のほうだ。ところが佐藤によれば、れっきとした

被害者であるこの蛙は、「山椒魚の中に醸成されていた悪党性を発見するた

めの＜狂言廻し＞でしかない」ということになる6）。どうしてそんな奇妙

なことになるのか。力によって閉じ込められ、「徹底的にいじめ」られた蛙

は、それこそ、山椒魚と同等の重みをもつ重要な＜登場人物＞ではないか。

蛙とは何か、蛙の役割は何なのか、そもそもなぜ山椒魚の中に＜悪党性＞

が醸成されなければならなかったのか、そこのところが問われなければな

らない。

問題の焦点はなにより、山椒魚の自意識とその扱い方にある。山椒魚A

からはたしかに、「詩人＝哲学者風に美化」した井伏の顔、自分を過剰に意

識した井伏自身の顔が透けて見える。Bでも自意識家の＜面＞が前面に出

ているが、その頓馬な面はもう作者本人のものではない。なにより面白い

のは、自意識家のBには、とぼけ顔の＜作者＞が解説者として付くように

なることだ。＜作者＞はあるがままの出来事を冷静に、客観的に伝えるわ
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けではない。「すでに彼が飽きるほど闇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、了解してやらなければならない。（・・・）いかなる病

癖病者も、自分の幽閉されてゐる部屋から解放してほしいと絶えず願って

ゐるではないか7）」。「どうか諸君にお願いがある。山椒魚がかゝる常識に

没頭することを軽蔑したりルンペンだと言はないでいたゞきたい」等々。

こうした山椒魚を擁護するかのような言葉は、山椒魚の味わう不安、悲し

みを山椒魚になりかわって読者に伝えると同時に、山椒魚に降りかかって

きた出来事を、誰もが了解しうるもの、一般的な素材に変えてしまう。こ

うして、蛙を閉じ込めるという山椒魚の非道な行為でさえ、幽閉の憂き目

に遭った者なら誰でもなしうる行為として一般化されることになる。

宇野浩二の作品を評した井伏の言葉を援用すれば8）、『山椒魚』の作者は

「物語に没頭するかの如く記述してゆきながら、しかも巧妙に素材を突き

離してゐる」。同じことが、『山椒魚』が書かれた昭和4年前後の物語の「私」

と作者の関係についても言えるだろう。井伏の使う「私」は、私小説に登

場するような作者とイコールの＜私＞ではない。井伏の「私」は山椒魚B

と同じく、作家個人を超え、もっと広く、近代の「知」におぼれた人間、

明治・大正期に移入されたく西洋近代＞の知を鵜呑みにしてきた＜知識人

＞として一般化されている。

山椒魚Aと山椒魚Bの差をもう少し具体的に見てゆこう。たとえば『幽

閉』には、山椒魚の思いを述べたこんな一節がある。

「目高達は何の理由で、間違ってよろめいて出た奴の後をばかりお手本に

するんだ。／彼は岬山椒魚は恰かも目高達よりは一歩悟入してゐるつもり

で苦々しく呟いた9）」。

この山椒魚Aは自分は悟りにはいっているので、無明の目高たちは違うと

いうのだ（『幽閉』では『山椒魚』にはない「三千世界」「流転」といった

仏語が使われているのは特徴的である）。Aは考える。この出られなくなっ

た岩屋でも、「悠暢な、何者にも擾拝されない生活」を続けて行くことが出

来るのだとすると、ここでの生活もまんざら棄てたものでもないらしい。

－　3　－



4－井伏鱒二における＜悪意＞の問題－『山椒魚』を中心に

「第一我々の生活は、わざわざ岩屋から出て行って暮すほどの価値あるも

のであらうか」、等々。このような考えはしかしながら、「慰めになる道理

はなかった」。慰めにはならないと分かっていながら、それでもAはひた

すら考え続ける。「一露の玉や、苔の実や徴は、今僕に何んな関係があるか、

またそれ等は僕に何を暗示しやうとしてゐるのであるか？」と。

『幽閉』のテーマは、考えるという＜魔＞に取りつかれた者の孤独と倦

怠である。昭和2年に書かれた『埋憂記』では、「私」の友人である在竹

がこんな風に言う。「考へるなぞといふことは何もしないといふことと同じ

ことだ。けれどえたいのしれない魔物が僕を考へ込ましてしまったのだ。

ぼくに読書をさしたのだ。その結果、僕はただ思ひぞ屈したのである」。－

この「えたいのしれない魔物」に取りつかれ、仲間とも疎遠になった者の

「倦怠」を、閉じ込められた山椒魚の姿を借りてグロテスクに形象化した

ものが『幽閉』である。岩屋から出られないと知った山椒魚は、行き詰ま

りの局面を打開するために悟りを開こうと、考えに考えるが、うまくいか

ない。いくら考えても、「考へること」だけでは救いは来ない。どんなに観

念を操作しようとも、現実の孤独からは抜け出せない。結局、何の解決も

兄いだせぬまま、「何だか寒いほど淋しいぢやないか？」という孤独な心中

を表白する山椒魚の言葉で、『幽閉』は締め括られる。

『うちあはせ』は大正14年に書かれた小説だが、ここでもまた幽閉が

テーマとなっている。ここでの「私」は、幽居する生まれつきの盲目の男

（支那の貴公子）と彼を教育してきた老人（偉い学者）の登場する芝居に

ついて語っているのだが、興味深いのは次のような一節があることだ。「一

度幽居して以来、一歩も部屋の外に出ないことに定めてゐる彼にとっては、

現世の何物もが何物にも恩へない関係にある彼は一種のデカダンです」。こ

の「デカダン」という言葉は昭和5年、作品集『夜ふけと梅の花』に収録

する際には、「ニヒリスト」と改められた。この「ニヒリスト」は単に、世

界を無や空であると認識する者という意味にはとどまらないだろう。実際、

昭和2年に「桂月」に載せた「能勢と早川」では、心の中に「激しい情熱」

をたたえている「陣痛時代」同人の能勢行蔵を「甚だしき『ニヒリスト』」

として紹介している。幽居した人間、閉じこもった人間をフランス風にデ
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カダンと言うか、ロシア風、ニーチェ流にニヒリストと言うか、－これは

単なる表現の言い換えではない。「デカダン」がアンニュイ（「倦怠」）のな

かにたゆたい、そこに何がしかの美を感じ取っているとすれば、超越的な

ものの存在を否定する「ニヒリスト」はより攻撃的である。この「デカダ

ン」と「ニヒリスト」の語感の差は『幽閉』と『山椒魚』の違いとも照応

する。『幽閉』の山椒魚Aは、自分を閉じ込めた神に「なさけないことを

なさいます」とこぼしているだけで何も行動を起こさない。「大地震が起っ

て天地がひつくり反れば、僕もあの河の流れに投げ出されるだらうに」な

どと、能天気な空想に浸っているだけだ。山椒魚Bは違う。彼は、「いつ

までも考へ込んでゐるほど愚かなことはない」と、二度にわたって、全身

の力を込めて岩屋の出口に突進するのである。そしてどうしても出られな

いと分かると、涙を流し、神を強い言葉で非難する。

「あゝ神さま！　あなたはなさけないことをなさいます。たった二年間ほ

ど私がうっかりしてゐたのに、その罰として、一生涯私をこの害に閉ぢ

込めてしまうとは横暴であります。私は今にも気が狂いさうです」。

自分のうっかりしたミスを神のせいにして抗議している間抜けた山椒魚

の姿は、いかにも滑稽である。しかし、この山椒魚はただ滑稽なだけでは

ない。「横暴であります」と神を難詰する大仰な言葉には、真剣味もなくは

ない。そこには微かながら、あがなわれることのない子どもの苦しみを盾

にとって、自分は神の世界は認めないと宣言するイワン（『カラマーゾフの

兄弟』）の言葉を連想させる響きがある。シンボリックに言えば、『幽閉』

から『山椒魚』へはまさにデカダンからニヒリストへの移行とも取れるの

である。

『山椒魚』では、「悲歎にくれてゐるものを、いっまでもその状態に置い

とくのは、よしわるしである。山椒魚はよくない性質を帯びて来たらしか

った」と、長く続く「悲歎」が悪意を醸成するかのように記されているが、

この悲歎は、捌け口のない強い不満によって醸成された特異な＜悲歎＞で

ある。実際、無関係な他人を不幸に引きずりこむような強烈な悪意は、美
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に沈潜する「デカダン」からは現れない。山椒魚Bの悪意は、イワンやラ

スコーリニコフにおけるような神を蔑する心、世界を否定する倣慢な意識

と深く係わっている。

少々の矯りなら山椒魚Aにもなくはない。「目高達よりは一歩悟入して

ゐるつもり」のAにもたしかに自己尊信の思いはあった。しかし、自分よ

り下位に位置づけている生物に対する態度は、AとBでは内容がずいぶん

違う。たとえば山椒魚Bの心中を写した個所を見てみると－

「徴は何と愚かな習性を持ってゐたことであらう。常に消えたり生えたり

して、絶対に繁殖して行かうとする意志はないかのやうであった」。

『幽閉』では「毎日消えたり生へたりする」徴は苔と同じく、時とともに

生まれそして時とともに消失するもので、「流転して行くもの」であり、そ

こに山椒魚Aは世界の無常を感じている。この流転の光景が「暗示」して

いるのは、突き詰めれば、彼自身も流転に無縁でないということである。

Aが高みに立っている気分になっているのは、徴が意識できないその流転

を自分はちゃんと認識しているという思いがあるからだろう。一方、山椒

魚Bはもはや、徴が「常に消えたり生えたり」することを流転と結びつけ

ることはない。ここで新たに問題にされるのは「意志」である。Bにとっ

ては、繁殖しようとする「意志」がないから徴は愚かである。言い換えれ

ば、彼にとって賢明な習性とは繁殖していこうとすること、すなわち、欲

望の肯定にある。「欲望を満たすことを恐れるのではなく、むしろそれを増

大させよ」。これは「自由」を標梼する「現代の教え」であると、ドストエ

フスキイはゾシマ長老に言わせている10）が、山椒魚Bはまさにこの西欧伝

来の「教え」の信奉者である。

この後、山椒魚Bは、蝦のことを「このみもちの虫けら同然のやつ」と

嘲っている。

「この一びきの蝦は山椒魚を岩石だと思ひ込んでそこに卵を産みつけてゐ

たのに相違ない。さもないならば、何か一生懸命に物思ひに耽ってゐたの
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であらう。山椒魚は得意げに言った。／「くったくしたり物思いに耽った

りするやつは莫迦だよ」。

『幽閉』では、山椒魚は蝦が「一生懸命物おもひに耽ってゐるやうな様

子を見ると、それを一呑みに食ってしまふのも残酷らしく思はれて」、手を

出さず眺めているだけである。また、「小さいこの肉片が何の物思ひに耽っ

てゐるのだらうと思ふと、滑稽でもある」という表現もある。「滑稽でもあ

る」という言葉遣いには、自己尊信の思いはあっても、「得意げに」や「莫

迦だよ」という山椒魚Bの言葉からにじみ出てくるような強い軽蔑心はな

い。総じて『幽閉』の山椒魚Aは、山椒魚Bのように、′j＼さな生き物を軽

蔑することはない。それどころか、Aでは、寂しさ、孤独の意識が最終的

には、横腹に「泊った」蝦に対する親愛の情を生みさえするのである。

山椒魚Bでは、いくら孤独の意識に苛まれようとも、腹にくっ付いた蝦

に対して親愛の情はわかない。「横っ腹にすがりついた」蝦はもはや「懐か

しい友達」でも「兄弟」でもなく、ただの「莫迦」である。加えて、この

「くったくしたり物思いに耽ったりするやつは莫迦だよ」という悪口はそ

のまま、「くったく」せざるをえない自身にもはね返ってくる。相手を低め

ることで、自分はいっそう高くなると思っていたのだろうが、自分は賢明

だと意識すればするほど、知らぬ間に、彼は自分自身を行き場のない精神

の袋小路に追い込むことになるのだ。固い意志をもった非凡人であること

を自負するラスコーリニコフが、老婆殺害という＜実験＞によって自分を

心揺らぐ凡人に分類せざるをえなくなってゆくように、自身の考えそのも

のによってBの立脚している土台は突き崩されてゆく。

山椒魚Bはさらに、「一びきだけが、他の多くの仲間から自由に遁走し

て行くこと」が甚だ困難な「目高達」を、「なんといふ不自由千万な奴等で

あらう」と「嘲笑」する。Bは自身が自由を奪われた身であるにもかかわ

らず、自由のない奴隷として目高達を軽蔑するのである。Aも「身体の自

由」がないことを嘆いているが、AにはBほどの「自由」に対するこだわ

りはない。岩屋の外の蛙と水すましの「活動」を見て、Aはわが身の「惨

め」さを感じるが、それ以上のものはない。一方、Bは蛙と水すましの「活

－　7　－



8－井伏鱒二における＜悪意＞の問題－『山椒魚』を中心に

発な活動」を見て感動し、羨望を感じ、彼らを見ないためにあえて目を閉

じる。すると悲しさが忍び寄ってきて、自分は「ブリキの切屑」だという

惨めな考えが湧き起こってくる。精神の衛生を保つためには、蛙たちが姿

を消したと思われる段階で、目を開けるにしくはない。しかし彼はあえて

そうしようとはしなかった。－「何となれば、彼には目蓋を開いたり閉ぢ

たりする自由とその可能とが与へられてゐたゞけであったからなのだ」。自

分は奴隷ではなく、どこまでも自由の徒であると信じつづけたかったので

ある。ちっぽけな動物と楽しく交わるなんて考えられもしない。たとえ、

自分は「ブリキの切屑」だと思い、「寒いほど独りぽっち」だと感じたとし

ても、彼は、自己の尊厳と「自由」を手放したくなかった。しかし、目蓋

を開けないでいることができるという、こじつけたような「自由」も、所

詮は観念の遊戯でしかないことを山椒魚自身、誰よりもよく知っている。

こうして自尊心と自由意志という近代の知を支える観念は、閉じ込められ

た岩屋（自意識の根城）という他と絶縁した場では、その脆さを露呈して

しまうのである。「自由と独立と己れとに充ちた現代に生れた我々は、其犠

牲としてみんな此淋しみを味はわなくてはならないでせう11）」という夏目

漱石『こゝろ』の先生の言葉が想い起こされる。

ことは＜淋しみ＞では終わらない。「悲歎にくれてゐるものを、いつまで

もその状態に置いとくのは、よしわるしである。山椒魚はよくない性質を

帯びて来たらしかった」。思想の破綻からくる極端な自己卑下と、それに抵

抗する倣慢な意識とがせめぎあい、山椒魚Bには、無意識のうちにどす黒

い、悪意ある感情が醸成されるのである。

2．

「昔の人は己を忘れよと云ふ。今の人は己を忘るゝなと云ふ。二六暗中

己れの意識を以て充満す。故に二六時中大平の時なし」と漱石が書き記し

たのは、明治30年代の終わり頃である12）。この知識人を悩ませた自意識

の桂棺は、大正・昭和と時代が下ると、いっそう深刻なものになっていっ

たが、井伏も知識人の一人として、この問題に大きな関心、を持っていた。

初期の井伏の作品ではこのような知識人の過剰な自意識は、しばしば、
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夜更けの「赤い月」によってシンボライズされている。たとえば『岬の風

景』（大正15年）では、「真赤なただれた片目」のような夜更けの月が「貴

様は悪いやつだぞ」と「私」をとがめる。一方、「私」は「俺は平気だぞ！

何も悪いことはしない」、「いらざるお世話だぞ！」と強がりを言う。この

ように「私」の相手をしてくれる月は、もちろん、「くったくした」思想を

もつ「私」が作り出した幻影、「私」の分身である13）。

「ぬらぬらと」浮かび上がってきて、「私」を糾弾するかにみえるこの「赤

い月」は、結局のところ、「私」を正当化するための手の込んだ小道具にす

ぎない。心の中で、いかに他人になりかわり、自身への辛辣な意見を述べ

たとしても、その意見には必ず、反論することができる。自分で脚色した

論争であれば、たとえ追いつめられているように見えようとも、いかよう

にも言い抜けることができるのだ。ドストエフスキイはこのような、＜抜

け道＞をもつ自意識家を＜地下室人＞と呼んだ。地下室人は、自尊心が傷

つくことのないように、社会との関係を絶ち、他から自身を規定されるこ

とのない精神の＜自由＞を確保するために地下室に閉じこもる。が、こと

はうまくは運ばない。地下室万歳とはゆかないのだ。実際、地下室人は自

身の手記をこう書きはじめていた。「わたしは意地の悪い〔＝悪意ある〕人

間だ」。この＜自由＞の城であるはずの地下室は、悪意の痺気が立ち込める

息苦しい場所であった。

自分を守るこの地下室人にとっての地下室に相当するのが、山椒魚Bの

「岩屋」である。地下室人も山椒魚も「私」も、好き好んで地下生活、岩

屋生活をしているわけではない。涌田佑は、井伏の「岩屋」とは大きく言

って、物語を描き始めるための「不幸の状況の認定」だと指摘している14）

が、これではあまりにも意味が広すぎる。『幽閉』の「岩屋」も『山椒魚』

の「岩屋」も、うかうかと住みついているうちに出られなくなったという

「不幸の状況」にちがいないが、両者の差異もまた小さくないのである。

面白いのは、『幽閉』と『山椒魚』では、岩屋の広さそのものが変わって

いることである。『幽閉』では「内側」は「可也の広さ」があったが、『山

椒魚』では、「彼は体を前後左右に動かすことができたゞけである」。秋枝

美保の言うように、『幽閉』の岩屋の広さは山椒魚の「精神の活動」の広さ
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と重なるものだろう15）。『山椒魚』では明らかにその精神の活動が狭められ

ている。あるいは、岩屋が狭まったことで、「その分だけ、閉塞感・危機感

が強く鋭くなっている」のだと言うこともできよう16）。付け加えて言うな

らば、広さの違いは、岩屋そのもの、幽閉されることそのものへの意味づ

けが変わったこととも関係しているのだろう。ひと言でいえば、岩屋は生

の意味を「考究」するような場所ではなく、無意識の悪意を生み出す場所

へと変貌したのである。

『山椒魚』の「岩屋」はよく言われるような、＜運命＞を表現したもの

ではない。たしかに話のストーリイだけを追えば、山椒魚Bも、知らない

うちに岩屋から出ることができなくなったのである。うっかり出られなく

なったことを責めることはできない。失策は誰にでもあることで、その観

点から見れば、「岩屋」に閉じ込められことは運命と言ってもよいのかもし

れない。

しかし、『山椒魚』という作品は－『幽閉』もそうだが－ストーリイだけ

で読ませるものではない。ほのめかしもまた重要な物語の一部で（山椒魚

のグロテスクな姿かたちはもうそれだけで何かをほのめかしている）、時に

はそれは、ストーリイを超える意味をもつ。

ただ『幽閉』では、ほのめかしと同じくらい、論理的な運びにも十分な

配慮がなされている。たとえば山椒魚Aは2年半の月日の間に、「雨蛙二

疋と五尾の目高」とを食べたとある。ここでは、山椒魚というものは「一

年に一匹の蛙でも食っていれば十分」だと記されているので、2年で「雨

蛙二疋と五尾の目高」では、目高五匹分ほど、大目に食べたことになる。

だから「ほんの少し体が大きくなって」出られなくなったのだ。それなり

に筋が通っている。また『幽閉』では、山椒魚が長い間、岩屋から出て行

かなかったのは、内側が「可也の広さ」であったからと理由づけられてい

る17）（「それで彼もうっかりしてゐたのである」）。ところが『山椒魚』にな

ると、そのような説明はいっさいない。「食物のこと、直叙される心情、構

成のこと」など、『幽閉』の方が「首尾一貫している」と評される18）のも肯

ける。ただここでいう「首尾一貫」とは、リアリスティックな説明が施さ

れているというほどの意味でしかない。それが『山椒魚』になると、より
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徹底した象徴主義的な、喩えの物語へとジャンルを変えたような趣がある。

両物語は、読み解くためのコードが違うのである。作者はそのことを意識

していたのだろう。昭和4年発表の『山椒魚』には、わざわざ「－童話－」

という副題を付している。

コードを取り違えると、物語は痩せ細る。たとえば『山椒魚』では、山

椒魚の肥大した頭に多く言及されているが、それらを字義通りの意味で受

けとれば、おもしろさは半減するだろう。－「頭が出口につかへて外にで

ることができなかったのである」。「強ひて出て行かうとこゝろみると、彼

の頭は出入口を塞ぐコロツプの栓となるにすぎなくて（…）」。「山椒魚は岩

屋の外に出て行くべく頭が肥大しすぎてゐたことを、すでに相手に見ぬか

れてゐたらしい」等々。繰り返し、執拗に、異様に大きくなった頭への言

及が繰り返されるが、なぜ頭は肥大するのか、というようなリアリスティ

ックな問いかけは、ここではもはや意味をなさない。もちろん、頭のいび

つな肥大、「頭がつかへる」ことをこれほど特化して強調するのは、滑稽化

というだけでは説明がつかない。ナンセンスを装いながらも、作者は同時

に真剣なことを伝えようとしている。作者は、山椒魚の＜頭＞、彼を考え

させる「えたいのしれない魔物」こそが、彼を岩屋から出られなくした張

本人であると感じさせたいのだ。「何たる失策であることか」と山椒魚は悔

やんでいるが、この「失策」を意識できなかったのは、宿命ではない。岩

屋から出られないのは、制御できない倣慢な「頭（＝知）」のせいである。

山椒魚Bが「二年間」、岩屋でどう過ごしたかについては、言及がない。

しかし、書かれているところから想像すると、岩屋から出られないとわか

る前も、自由や独立、自己等をテーマとした自身との「考究」に余念がな

かったのだろう。考えは、歯止めなしに際限もなくわき上がる。ああも考

えられるし、こうも考えられるというのが、＜自由＞を標梼するBの思考

の特徴である。プーシキンの言葉を借りて言えば、実際がどうあろうと「そ

の意識あらば、我は足る」（『著者の騎士』）はずであった。しかし、地下室

人の場合と同じで、「意識」を盾にし続ければ、自由であるかのごとく思え

るが、生身の他人は遠ざかり、ついには自分独りになる。山椒魚Bもまた

地下室人のように孤独を感じ、自分の手にしている＜自由＞の空虚さに気
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づくことになる。

ドストエフスキイはしかし、地下室人のその後も描いた。ラスコーリニ

コフを主人公とする『罪と罰』である。ニヒリストとしてのラスコーリニ

コフは地下室人のその後の一つのありうべき姿である。『山椒魚』は『地下

室の手記』だけでなく、この『罪と罰』の内容をも含みこむ。

『罪と罰』と『山椒魚』、これまでその関係は論じられることはなかった

が、何より興味を引くのは、「二十歳の秋」（昭和5年「文学風景」10月号）

である。二十歳の秋、何を読み何を考えたかという問いかけに、井伏は次

のように答えている。早稲田文科の学生であった当時、「落胆して隠岐の島

へ行ってゐ」たが、そこで「チヱホフの短篇集とドストイエフスキイの長

編を読み、バクゼンと自分も小説を書きたいと思ってゐました」。ロシア文

学が圧倒的に流行していたその時代、彼はチェーホフと同じくらい、ドス

トエフスキイにも魅かれていたのだ。エッセイ「困難なこと」（昭和6年5

月）ではチェーホフ、バルザックと並べて、ドストエフスキイの翻訳書を

「学生のときから繰り返し読んで」おり、「単にドストイエフスキイの概念

を明らかにするにさへも、私は二十年の歳月を要するであらうと覚悟して

ゐる」と記している。さらに、最も好きなドストエフスキイの作品はとい

う昭和9年のアンケートでは、『罪と罰』と答えている。

これまで『山椒魚』といえば、チェーホフの『賭』のように悟りを得る

過程を描きたかったという井伏自身の言もあり、『賭』の影響が多く取りざ

たされてきた19）が、これはおそらくは主として『幽閉』、なかんずく、閉じ

こめられた人間が悟りに入ってゆくという物語の結構に限ったことである。

改稿を経た『山椒魚』では、山椒魚は自分が閉じ込められるだけでなく、

蛙を閉じ込める。一言でいうと、自分と同じ境遇に他を陥れて、同じ苦し

みを味わわせてやりたいというどす黒い感情が無意識に働いたのだ。この

感情はチェーホフの『賭』とはまったく係わらない20）。

このような悪意の問題を扱ったのは井伏だけではない。日本では後述す

るように宮沢賢治がいるし、目を外にやれば、井伏が読んでいたゴーゴリ

でもドストエフスキイでも、この＜悪意＞が近代の大きなテーマとして取

り上げられている。倣慢な知に取りつかれた知識人たちは、最終的にはわ
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けのわからぬ「悪意」の支配を招く、というその考え方は、ゴーゴリ、ド

ストエフスキイにおいてまったく同じである。ただゴーゴリと異なり、ド

ストエフスキイは、「悪意」が単なる「悪意」で終わらず、実際の行動を生

むことを示した。

『罪と罰』のラスコーリニコフの悪意は、彼が獄中で見た「旋毛虫」の

夢において表現されている。「人間の体に巣くう極微の生きもの、新しい旋

毛虫のようなものが出現した。だがこの生きものは知と意志を与えられた

精神であった21）」。この「旋毛虫」に取付かれると、人は「悪魔憑き」のよ

うになって、これまでなかったほど自身のことを頭がいい、真理を発見し

たと思い込む。そしてそのように騎りたかぶる人々は互いに、「なにかしら

無意味な悪意」を持つようになる22）。ちなみにラスコーリニコフは自身を

「非凡人」と見倣し、その非凡人であることを自身に証明しようとしてい

たが、これは元をただせば、非凡人として、「卑劣漢」を除去し、人類を救

済してやろうと考えていたからにはかならない。彼の人々に対する悪意は

本物だが、人類救済などというのはどこまでも、想念としてとどまりうる

ものである。しかし彼は実際に、試みとして、「卑劣漢」である金貸しの老

婆を＜除去した＞。なぜ彼は、本当に老婆を殺してしまったのか。

ソーニヤに、人を殺めたことを悔いるように諭されると、彼はこんなふ

うに反論した。「それはみんな、ぼくが暗闇で寝そべっていた時に、もうさ

んざん考え、何度も自分に囁いていたことなんだ…‥t。そんなことはみん

な自分自身を相手に議論したことなんだ、細部の細部にいたるまでね。宜

べてを知っている、すべてを！　そしておしゃべりにあきあきした、その

頃からもうあきあきしていたんだよ、そんなおしゃべりにはね！23）」。思想

だけでは殺人には至らない。「おしゃべりにあきあきした」から、自分をも

てあまし、どうしようもなく苛々していたから、ラスコーリニコフは、老

婆の頭に斧を振り下ろしてしまったのだ。

山椒魚Bも＜考え＞ではおさまらない。岩屋から出ることができないと

わかった山椒魚Bは、ついには岩屋の出口にやみくもに突進する。そして、

もはや出ることはかなわないと確信すると、抑えがたい悪意が芽生えてく

る。この悪意の到来によって、彼は新たな行動を起こしてしまったのだ。
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屈託することから生まれ出てくる＜悪意＞めいたものは、『屋根の上のサ

ワン』でも取り上げられている。

散弾銃で傷つけられた雁（サワン）と出会ったのは、「私」が「言葉に言

ひ現はせないほどくったくした気持」で散歩している時であった。雁を助

け、手当てをしたのは、かわいそうだというだけではない。孤独で「屈託」

している「私」にとって、傷っいた雁は自分にとっての格好の慰め手とな

る。もちろん、傷が癒えれば、野に返すつもりであったのもしれないが、

実際は、雁の傷がすっかり治ってしまったあとも、「私」は「この鳥の両方

の翼を羽だけ短く切って、庭で放し飼ひにすることにし」た。サワンが逃

げるそぶりを見せた時には、「三日かゝっても食べきれないほどの」大量の

餌を与えた。しかし「私」の思いなど気にもかけず、サワンは恩を仇で返

すように逃亡してしまった。ショックを受けた「私」は、自身の間の悪さ

を取り繕うかのように、サワンは「僚友達の翼に抱へ」られ、「季節向きの

旅行」に出て行ってしまったのだろうと思いなす。しかし、こんなふうに

いくら事実を美化しようとも、自分の慰みためにサワンをあえて飛べなく

し、自分の所有物にしようとした「私」の行為は消すことはできない。そ

こには明らかに＜悪意＞めいたものがあった。

興味深いのは昭和3年の『鯉』の改作である。改作以前、大正15年の

『鯉（随筆）』にはポェチカルなところがある。「東京で一番ミゼラブル」

であると思っている「私」だが、この「私」の鯉が早稲田大学のプールで

悠々と泳ぎまわっているところを描いた場面には、一種の詩情が漂ってい

る。「鯉の後ろには、数匹の鮒と数十匹の鮨とがおくれまいつき纏って泳

いでゐて、私の所有である鯉をどんなにか偉く見せたかもしれなかったの

である。／私は此のすばらしい光景に感動したあまり涙を流しながら、そ

つと跳込み台から降て来た24）」。ここで強調されているのは「私」の鯉が「王

者のごとく」悠々と泳ぐその「すぼらしい光景」である。「未だ」死なない

で、プールの中を威張って泳ぎまわっている「私の鯉」。鯉が亡くなった親

友の青木南八からもらったものであることを考えれば、この一節は、「私」

の心の中で南八が「未だ」生き続けていることへの「安心」を示すもので

あったと言えよう。おそらくこのような「ミゼラブル」な「私」の詩情は、
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閉じ込められた悲しみに浸っている山椒魚Aをも包み込んでいた25）。とこ

ろが改作され、『夜ふけと梅の花』に収録された『鯉』は違う。「（随想）」

が消え、物語がフィクションになると同時に、美しい心情を壊してしまう

ような奇妙なものが入り込んでくる。

書き変えられた『鯉』の「私」も孤独でミゼラブルな思いでいることは

改作前と同じである。その「私」が冬になって再びそこにやってきて、プ

ールの水の上に積もった薄雪の上に長い竹竿で大きな「白色の鯉」を措く。

それだけではない。「私」はその鯉につき従う鮒や目高たちの絵をそこに描

き加えた。「絵が出来上ると、鯉の鼻先に「……‥」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とが遅れまいとつ

き纏ってゐるところを書き添へた。けれど鮒や目高達の如何に愚で惨めに

みえたことか！彼等は鯉がなかったり目や口のないものさへあったのだ。

私はすっかり満足した」。この「満足」はもはや死んだ親友とは関係しない。

引用の「………」の部分にはおそらく、「サワンよ、月明の空を、高

く楽しく飛べよ」といった類の「忠言」のようなものが入るのだろう。『鯉』

の「私」も、『屋根の上のサワン』の「私」同様、自身の美しい心情をたし

かめたかったのだ。しかし、こんな鯉もなく目や口も欠けたいびつな絵を

描いておいて、「思ひぞ屈した心」から脱出したとは到底言えるものではな

い。脱出どころか、その絵はむしろ鬱屈し、いびつになった心を露わに示

している。東郷克美はこの絵を評して、「作者は負け惜しみを承知でひそか

に溜飲をさげたのかもしれない26）」と述べているが、ことはそんなちょっ

とした「負け惜しみ」の問題ではあるまい。「すっかり満足した」という「私」

には何かしら＜悪意＞に近いものがある。

悪意そのものに焦点を当てたような作品も井伏にはある。昭和4年に発

表された『一びきの蜜蜂』である。『朽助の谷間』と同じ朽助がここにも登

場するが、この物語では彼はしぐれ谷で養蜂場の「番人」をしている（養

蜂場の持ち主は「私」である）。「私」はどうやら文筆で身を立てて行こう

と思っているらしいが、うまくゆかず、毎日を屈託して過ごしている。貧

乏暮らしで金はない。「私」は自費出版したとか、入院したとか、あれこれ

偽の口実をつくって、事あるごとに送金を依頼するが、その金を工面する
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ために蜂はどんどん売られ、89箱もあった蜜蜂はいつのまにか最後の一箱

が残るだけになる。そしてその最後の蜂たちはあろうことか、逃げてしま

った。そんな散々な状況下でも、朽助は蜂の残していった蜜入りの巣を送

ってくれた。この巣の蜜を蓄える部屋の中から、「私」は偶然、「卵字化」し

たばかりの一匹の蜜蜂を見つける。この「誤った場所で誤った時節にこの

世に出てきた」蜜蜂、この「一びきの迷へる昆虫」をどのように扱うのか、

それがこの物語の主題となる。

「私」は最初、蜜蜂を逃がしてやったが、半日ほどで戻ってきた。その

後、二、三日、蜜をなめさせてやっていたが、そうするうちに蜜蜂は、「最

早労働に出かけて行かうとする精神は忘れて、巣のまはりをぶらついてば

かりゐ」るようになった。その体たらくを見て、「私」は自分のふがいない

姿を指摘されたように感じ、蜂を叩き潰してやりたいという衝動に駆られ

る。「私」の苛々はどんどんエスカレートしてゆき、「火箸の先に怨恨を込

めて彼の頭を突つ」くようなことまでやるようになる。以後、「私」は、蜂

が自分の「現在」よりどうしようもない状態になってゆくのを見るために、

蜜をたくさん与えて、ぶくぶくと肥らせる。わざわざ自分より不幸な者を

つくり、その者との比較を「気やすめ」にし、自分の不幸を軽減しようだ

なんて、これはもう尋常な心理状態ではない。

結局、蜜蜂は「私」が文鎮で叩き潰すより前に死んでしまうことになる。

－「在る朝、金網をとってみると、彼はひつくりかへつて数本の脚を空に

向け、大皿の一端にころがってゐたのである。私は痛快であった。私は－

この私は、まだこんなに生きてゐるではないか！」。蜂が死んでも「私」は

哀れに思うどころか、「痛快」であったという。強烈なく悪意＞を表現する

この「痛快」という語は、『山椒魚』でも使用されている。…「山椒魚は相

手の動物を自分と同じ状態に置くことのできるのが痛快であったのだ」。

山椒魚B同様、死ぬほどの苦しさ、辛さに身もだえしている「私」は、

たとえ自身の感情が嫌悪すべきものであると分かっていても、どうにもコ

ントロールできない。理性では、沸々と湧き上がってくる悪意にみちた感

情を抑えきれないのだ。

それではいったい、この悪感情をどう扱えばよいのか。チェーホフなら
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ば、作家の役割は現実を診断し、問題を「正しく」提起すればそれでいい

ので、どう解決すべきかは読者の問題であると言うだろう27）。しかし、井

伏は違う。彼は、どうにもならない悪意の感情をどう減じていくか、とい

う具体的な対処法をあえて提起しようとする。そこが、チェーホフとの資

質の違い、まさに井伏の井伏たるところだろう。

では、彼は湧きあがる悪意に向けてどのような対処法を持ち出すのか。

『一びきの蜜蜂』にあっては朽助の言葉が、また『山椒魚』にあっては蛙

の言葉がその鍵を握っている。

3．

山椒魚Bにしても、『一びきの蜜蜂』の「私」にしても、悪意の感情に

は彼らの自尊心が絡んでいるので、それを浄化するのはきわめて困難であ

る。おそらく山椒魚は相手を閉じ込めた当初から、蛙にすまないことをし

たという罪の意識を感じたのだろうが、自尊心（＝倣慢さ）が相手の解放

を妨げる。たとえ相手を解放できたとしても、自尊心が元のままであれば、

山椒魚が変わることはないだろう。蛙の側にも自尊心（＝誇り）がある。

自分にはまったく非がないのだから、相手に頭を下げることなど考えたく

もない。

こうして最初の一年は、山椒魚も蛙もお互い、意地を張りあって喧嘩ば

かりしていた。蛙は、山椒魚が頭が肥大しすぎて岩屋の外に出てゆけない

ことを見抜くと、そのことを邦輸する。すると山椒魚も、「お前だってそこ

から出ては来れまい」とやり返す。互いの罵倒で毎日が過ぎてゆく。

1年が過ぎ、また夏が来るが山椒魚も蛙も沈黙し続けていた。どちらも

相手に弱みを見せることを極度にいやがる（「お互に自分の嘆息が相手に聞

こえないやうに注意してゐた」）。勝負をしているかのような雰囲気だが、

結局、さきに蛙が思わず嘆息をもらしてしまう。というのも、「去年と同じ

くしきりに杉苔の花粉の散る光景が、彼の嘆息を教唆した」からである。

『幽閉』ではこの移り変わる光景を「流転」という言葉で示していた。流

転とは生命体に特徴的なもので、不可逆的に時が流れていることを示す。

山椒魚Aはこの「流転」を「考究」の対象にして自身の不幸な状況をまぎ
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らわそうとしたが、『山椒魚』の蛙には、そんな観念の遊戯は縁がない。お

そらく彼は、「流転」する世界であるにもかかわらず、自分たちだけは少し

も変わらないこと、相も変わらずいがみ合いを続けていることに思いが至

って、気持ちが萎えてしまいそうになったのだろう。長い間、何も食べる

ことができず、弱りきっていたこともある。

蛙が嘆息をもらすと、すぐさま山椒魚は反応する（「山椒魚がこれを聞き

のがす道理はなかった」）。一挙に状況が変わるのである。相手側が少しで

も弱みを見せれば－つまり相手が心から自分は下であると認めれば－ゲー

ム・オーバーで、山椒魚は強者としてすべてを恕す。恕すだけではない。

自己の精神の優位が確定すると、和解の手を差し伸べ、自分がすべて悪か

ったと謝ることさえやぶさかではない。彼はしてやったりと上のほうを見

上げ、「友情を瞳に込めて」、「お前はさっき大きな息をしたらう？」と尋ね

る。おそらく関良一が山椒魚に「一脈の善意」ありと見なすのは、この「瞳

に込め」られた「友情」から判断してのことだろう28）。しかし、これは友

情もどきであり、ドストエフスキイがよく取り上げる自意識家の＜愛＞の

システムである29）。山椒魚はこんな自尊心を満足させるやり方でしか、つ

まり支配者としてしか、相手を愛せないのだ。『屋根の上のサワン』の「私」

も、事情はよく似ている。サワンが心の底から感謝の意を表明し、懇願し

ていれば、「私」は快く彼を「僚友達」のもとに送り出してやったかもしれ

ない。あるいは懇願されても、自身の屈託した思いを慰めるために手元に

置こうとしたかもしれない。すべては自分のかってな都合である。

では蛙はどうか。逃げることができないように羽を短く切られたサワン

の気持ちはわからないが、閉じこめられた蛙は自身の思いをストレートに

表現する。彼は悪態を吐きながらも、最後には「今でもべつにお前のこと

をおこってはゐないんだ」と、山椒魚に告げる。何かへンだ。蛙はある評

者の言うように、「「眼をつぶって」、「理屈」ぬきに一足とびの＜和解＞に

到」ったのだろうか30）。

どうにも腑に落ちない。そもそも＜和解＞というようなものがあったの

か。「今でも（…）おこってはゐない」？－これまでも怒っていなかったの

なら、どうしてこれまで蛙は悪意なしに悪態を吐きつづけたのか。
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井伏の作品世界を見渡すと、悪意なしに悪態をつくのはどうやら蛙だけ

ではない。たとえば『シグレ島叙景』（昭和4年）の村上オタツと伊作、『丹

下氏邸』（昭和5年）のエイと彼の妻オタツ。『シグレ島叙景』の「私」に

言わせれば、村上オタツや伊作にとって「言葉といふものは口論するため

にだけ存在し」ているのである。悪意などなく、むしろ相手を思いやって

いるにもかかわらず、彼らは意地を張り、腹にもない言葉で相手を罵倒す

る。オタツがいなくなると、狼狽し、心の底から同じ「ギンナガシ〔ルン

ペン〕」である相手の身を案じている伊作だが、彼女が戻るともう、相変わ

らずの悪態を吐く。オタツがわざわざ土産物としてくれた足袋も、こんな

ふうにくさす。「お前らは、いきしもどりし（出戻りの意）であらうがな。

そのやうなものが呉れたる足袋は、腐り臭くて履けはせぬ！」。伊作はほん

とうはうれしくてたまらないのに、感謝の気持ちを言葉にすることを極度

に恥ずかしがっている31）。丹下氏（『丹下氏邸』）のエイを評した言葉を加

えて言えば、彼らはまさに羞恥心をもった、意地っ張りの「あまのじゃく」

なのである。そのように見てくると、「出て行かうと出て行くまいと、こち

らの勝手だ」、「お前こそ頭がつかへて、そこから出て行けないだらう？」な

どと山椒魚に悪口雑言を吐く蛙は、エイやオタツに通ずる庶民（民衆）の

一つのタイプであることがわかってくる。蛙が「山椒魚より先に」「不注意

にも」深いため息をついてしまったから、物語の展開は＜和解＞の様相を

呈することになったが、体力があり、心が弱らなければ、悪口はさらに続

いたことだろう。

しかしここで疑問がわく。蛙がいくら意地っ張りの「あまのじゃく」で

あるとしても、彼はなぜ怒らないのだろう。相手側の都合で災厄に巻き込

まれ、死の一歩手前まで追い込まれているのに、蛙はどうしで恨んだり、

泣き言を言ったりしないのだろう。その問いに答えるような興味深い作品

がある。『村上オハツ』（昭和5年）である。

『村上オハツ』は「慾ばかりで残忍で容貌が醜かった」村上オハツと、

彼女の飼っている「不幸な」犬、シロの物語である。オタツは苛々すると

シロの片耳を鉄で切断したり、尻尾を「ギロチンしようとした」り、果て

は片目の眼球を取り除いてしまったりする。「私」はその残虐極まりないや
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り方に強い憤りを感じ、「彼女の胸ぐらをつかんで、不幸な犬を愛せよとか、

お前自身のいらいらした気持はお前の罪ではないと同時に愛犬の罪ではな

いとか言った」。いかにもまっとうで理にかなった言葉である。しかし、か

ばってもらった犬のほうは、感謝するどころか、「私」にむかつて吠え立て

てくる。その姿はひどく折檻されても、主人、丹下氏に対する律義さをう

しなうことのないエイや、ダム建設のために自分の家を失うことになって

も、その悲惨な現実を最終的に受け入れる朽助とも重なる。

『村上オハツ』の物語の妙は、「私」がこのシロを日本の民衆に関連づけ

ているところにある。シロは顔かたちからするとテリア種、尾の形からす

るとセッター種であったが、「律儀なる点から見ると日本犬であった」。「彼

〔シロ〕はどうやら現代の民衆のごとく悲痛なる現実によく耐え忍んだの

である」などと。同じような観点から井伏は、こんなことも述べている。

「いかなる時代に於ても、あらゆる社会現象の上に変化の起こらないとい

ふことはない。人は生れ、且つ死んで行きさへする。そして、最も正しき

もの、最も貧しき者のみが、常により多くの重荷を背負はされてゐる」（「散

文芸術と誤れる近代性」）。井伏の用語の使い方からすれば、社会現象の上

に起こる変化によって引き起こされる矛盾、あるいはその矛盾の変質が「近

代性」というものである。山椒魚の頭の肥大はまさにこの「近代性」によ

って引き起こされたものであった。その「近代性」によって生み出された

悪意に巻き込まれたのが＜民衆＞、蛙である。そして、この蛙はしたたか

な「あまのじゃく」であると同時に、オハツの飼犬シロのように、どんな

にひどい目に遣わされても、憤りを感じることはない＜聖者＞でもある。

蛙が背負っている理不尽な「重荷」は、『罪と罰』で言えば、売春婦であ

るソ一二ヤ・マルメラードワが背負っている。彼女は「黄色い鑑札」をも

らって身を売り、その金でマルメラードフ一家を支えているにもかかわら

ず、その職業ゆえに同じ家にも住めない。周囲からは軽蔑され、売春婦な

らやりかねないと、泥棒よばわりされることもある。みじめな思いをしな

ければならないのは、けっしてソーニヤのせいではない。にもかかわらず、

彼女はどんなひどい仕打ちに遭おうとも、誰を憎むこともない、いや、憎

めないのだ。昭和6年3月の「作品」第11号に載せた「〔二月の作品－
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一人一作評〕」において、井伏は、『罪と罰』の作者はソーニヤのことを「あ

まり精密に書いてゐない」が、「ソーニヤの純情」は「鮮明に表現されてゐ

る」と述べている。おそらく井伏は、自分の苦しい身の上よりも他の人々

の辛さを気遣うソーニヤの「純情」こそが、殺人者ラスコーリニコフの魂

を救うのだと考えたのだろう。

とはいえ、敬度なクリスチャンであるソーニヤをそのまま、日本の現実

に持ち込むことはできかねた。屈託し、時に悪意に蝕まれた井伏の「私」

を救うのは日本の「民衆」である朽助たちの特異な「純情」である。この

「純情」の意味するところは広い。『丹下氏邸』のエイや彼の妻オタツが純

情な者の代表格であるように、井伏にあっては「純情」は「あまのじゃく」

の仮面をかぶっていることもある。

「現世の悪漢に聖なる幼児の心を思ひ浮べさせる一種の子守唄」。これは、

井伏による坪田譲二の『正太の馬』の評であるが（「坪田譲治」昭和4年5

月）、同時に井伏自身の作を語ったものでもあろう。「幼児の心」を思い浮

かべさせる「子守唄」は時にラッパとなったり、単に「うた」と呼ばれた

りする。あるいはそれは、『丹下氏邸』の中の表現を使えば、手を触れてみ

たくなるような「純白の綿毛の玉」である32）。井伏はこの純情を感じさせ

るラッパの音色や「うた」、白い「綿毛の玉」を使って、「愚蒙たる風貌」

を装っている「現実といふもの」を素直な性質にしよう、「幼などきの率直

さ」を思い出させようと試みる（「なっかしき現実」）。この文脈を『山椒魚』

に持ち込めば、荒んだ「現実」をシンボル化した山椒魚の悪意に対してラ

ッパを吹くのはどうやら、純情な蛙の役割である。

4．

宮沢賢治が無意識的なものに多大の関心を抱いていたことは、よく知ら

れている。たとえば「農民芸術概論綱要」にはこうある。「諸作無意識中

に潜入すればするほど美的の深と創造力は〔加〕はる33）」、「無意識〔部〕

から溢れるものでなければ多く無力か詐偽である34）」。これは「農民芸術

の製作」について述べられたものであるが、その趣旨は、いくら努力して

も、作為的「芸術」は本ものにならないというところにある。一方、井伏
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もまた「アンコンシアスネスの魅力」（昭和4年）という文章の中で、「プ

ランセット」（こっくりさんに使う占い板）を使用せず、理論だけで作り上

げた文学はつまらぬものになると述べ、賢治と同じように無意識の重要性

を強調している。井伏はまた、「まことの芸術」に必須のこの無意識（「ア

ンコンシアスネス」）を「ナンセンス」とも言い換えているが、この言葉は

ある種、『山椒魚』の論理を跳び越えてゆく語りの特徴を物語っているよう

にも思われる。

無意識そのものはすでに明治期に、夏目漱石によって主題化されている。

たとえば『夢十夜』（明治41年）はその典型である。フロイトが夢を抑圧

された願望の表現として捉え、『夢判断』を著したのは1900年（明治33

年）のことだが、その影響もあったのか、淑石は、不条理な夢を通して個

の無意識世界に渦巻くものを描き出した。ただ、無意識的な悪意という問

題は漱石にあっては検討されることはない35）。無意識問題はまた、横光利

一などにも共有されてはいるが（たとえば『機械』では、「私」の知らない

「無意識」の＜私＞が問題にされている）、悪意としての形をとらない。昭

和の初期までに限れば、わたしの知る限り、マイナスの無意識として悪意

の問題を掘り下げ、その悪意からいかに逃れるかという視点から近代人の

救いに大きな関心を寄せたのは、賢治と井伏だけである。

宮沢賢治の土神（『土神ときつね』）は、狐への嫉妬からくる無意識的な

悪意、苛々を悟りによって抑え込もうとして失敗する。－この展開はまさ

に『幽閉』だ。悟りでは救われないマイナスの無意識（「何か巨きな黒いも

の」冊『セロ弾きのゴーシュ』）に対抗して賢治が最終的に頼るのは、プラ

スの無意識とも位置付けられる「諸仏菩薩ノ冥助」であるが、井伏もまた、

プラスの無意識を考えた。ただ彼がもちだすのは「仏」や「菩薩」ではな

い。井伏が無意識問題でどこまでも関心をもつのは、純な、心に染み入る

言葉である。彼にとって純な言葉は一種妙薬のような効能がある。たとえ

ば昭和3年1月に『少女画報』に発表した『幻のさゝやき』を取り上げて

みよう。

舞台は隠岐の島、物語の前半は、都会から来た美智子と土地っ子の麗ち

ゃんが橿すべりをする話で、その話の筋はチェーホフの初期の短編『たわ
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むれ』をほぼなぞっていると言っていい36）。ただ少年と少女の話であった

チェーホフの物語は、井伏では少女二人の物語になる。チェーホフでは構

すべりの最中に風の音に紛らわせ、少年は相手に「愛してるよ、ナージャ」

とささやくのに対し、井伏では、橿すべりの最中に少女（美智子）が少女

（麗ちゃん）に「わたし、麗ちゃんが好きよ」と言う。どちらの＜告白＞

も、言われた方は、本当に相手が言ったのか、空耳なのかが分からない。

どちらも、幼いながらも、そのような愛の告白をめぐってゆれる女心が小

説全体の主題となる。ただチェーホフでは、なぜあんなことをしたのだろ

うと、大人になってしまった男が過去を振り返って終わるのに対し、井伏

の物語では、さらに話はつづく。すなわち物語の後半、麗ちゃんが風邪を

こじらし高熱を出す。病は重くなり医者ももう駄目だと匙をなげるほどで

あったが、美智子はふと、麗ちゃんの枕元で「わたし、麗ちゃんが好きよ」

と囁くことを思いつき、実行する。すると瀕死の状態にあった病人であっ

た少女がその言葉によって、急に元気づく。そしてとうとう、麗ちゃんは

目をはっきりと開け、思いあぐんでいた幻の囁きの正体を知る時が来る。

麗ちゃんは、「このなっかしい言葉を誰が囁いてゐるのかをはっきり知って、

そして嬉しさに涙を流す」のである。

読者が幼い少女たちであることを意識したのか、小説としてはたわいも

ないものだ。だからこそ、「なっかしい」言葉は＜薬＞の効果もつのだとい

う作者の考えも、気恥ずかしいほどに透けて見える。ここでは悪意の問題

は扱われないが、もてあましていた知識人の＜悪意＞の発現も、井伏は病

のようなものと考えようとしたのだ。こうして『一びきの蜜蜂』（昭和4

年7月）では、朽助の純な言葉が、屈託し、悪意に取りつかれた文学青年

である「私」への＜特効薬＞として試されることになる。

『朽助のゐる谷間』（昭和4年3月）と『一びきの蜜蜂』は、ともに朽

助と「私」が登場するが、その役割は違って、前者は「私」が朽助を助け

ようとする話、後者は逆に、朽助が「私」を助けようとする話である。前

者の「私」は結局、朽助の力になれず、後者の「私」は朽助に救われる。

この二つの物語が作品集『夜ふけと梅の花』の冒頭と最後に配置されてい

るのは偶然ではあるまい。
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『朽助のゐる谷間』では、ダム建設のために家を沈められてしまうこと

で屈託し、いらいらする朽助のもとに「私」が差し向けられる。「私」は、

朽助の「利権擁護」のために「運動」してやろうと、東京から意気込んで

やってきたが、来てみると、朽助には新たな家が用意されていて、「門樋番

人」として雇われ、月給も支給されることになっていた。そのような手厚

い補償があることを知った「私」は拍子抜けし、一転、権利を盾にした立

ち退き反対運動（「新しい闘争」）などやめるようにとさとすようになる。

朽助は「私」の助言を聞きいれず嘆き続けるが、その嘆きに対して「私」

はなすすべもない。自分の家を池の底に沈める人々への悪意を感じる朽助

が「大声で狼狽」しても、「私」はそんなに大声で狼狽したりしては、人々

が「嘲ふ」と「注意」するだけである。＜頭でっかち＞の「私」には、朽

助の心の中にまで踏み込んで、彼の味わっている深い悲しみを癒すことな

どできないのだ。一方、往復書簡の体裁をもつ『一びきの蜜蜂』の方は、

芽の出ない文学青年、屈託した東京在住の「私」に対して、朽助が手紙を

通じてさまざまな忠告を行い、精神を奮い立たせ、悪意を消し去る構成に

なっている。問題はどのようにして自尊心の抵抗を和らげ、朽助の忠告の

＜言葉＞を滋味あるものとして「私」に受け入れさせるか、だ。

朽助は、不幸な蜂を愛せよというようなヒューマニストふうの、高みか

ら見下ろしたような物言いはせず、蜜蜂に対する「私」の態度を、やわら

かな方言でくるんだ言葉で諌める。－「蜜蜂の死相をあのやうに邪見な仕

打ちで物申されたことは、答とや申さねばなりませなんだ。貴殿は、今回

のやうな横死を遂げた蜜蜂のやうに貴殿自らがいくぢない申されますなら

ば、何散に蜜蜂のいくぢのないのを素っ気なくなさるお心にて、ご自分を

打ち懲らさうとはなさらなんだか」。「私」は蜜蜂を叩き潰せばすっきりす

ると言うが、それは、朽助に言わせれば、観念の遊びだ。「貴殿のお考へは、

どういたしても遊びごとのやうに思ほれて、合点がいかんです。それ、人

は成心の指ざすところを師とすれば、誰か一人はた師なからうやでありま

す」。「成心」云々は『荘子』の賓物論篇からの引用である（「夫随其成心而

師之、誰独且無師乎」）。朽助はさらに言う。「蜜蜂のいなげな暮しかたを素

気なくなさる心にて、存分に人と人とのなかに出て行きなされてよろしと
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考見申します」。ぶらぶらして過ごす蜜蜂の姿を良しとしない心がある、そ

れこそが「成心、」（生まれながらの心）なのだろう。内からこのままではだ

めだという声がするのであれば、その声に耳を傾けよというのだ。

しかし、今のままではだめだと納得できても、次の一歩を間違わずに踏

み出すにはどうすればよいのか。一歩を踏み出すことを億劫がった、この

ような、想定される「私」の後ろ向きの問いかけに対しては、朽助はこん

なふうに釘を刺す。「どういふことが間違ひないことかは、人と人とが同じ

人間でなければ、わかるものではないと思召されたく」。みんなそれぞれが

違う人間であるとすれば、絶対正しいということはない。『鉱山地帯病院』

（昭和4年）の「おやぢさん」の言葉をもじって言えば、自分は絶対正し

いと信じ、「間違ひない」と思って吐く言葉は「贋造紙幣」のようなものだ。

頭で＜普遍的な真理＞を考えていても分かるものではない。人間の中に入

って、同じ人間であることを感じながらことを進めなければならない。－

おそらく朽助の言いたいのはこのあたりだろう。続けて、朽助は、自分は

どうせ駄目な人間だからという「私」の言訳を前もって封じ込めるかのよ

うに、こう諭す。「愚者もともにあり〔この心の師は、愚者にもおのずから

具わっている〕とや申すことは、ご存じの通りと存じ奉ります」。「愚者も

ともにあり」。これもまた『荘子』賓物論篇に出てくる言葉である（「愚者

与有蔦」）。そして締め括りは、「めくってみたるのがスペードならば、それ

はスペードでよろしいです」。人為的なものも自然の一部、すべては自然の

はたらきのままにまかせよということだ。しかし、自然のはたらきのまま

にまかせよなどと仰々しく言われると、知識人たる「私」は、上から教え

諭されることの屈辱感から拒否反応を起こすにちがいない。「スペードでよ

ろしいです」、この朽助独特の言葉を、『丹下氏邸』の登場人物の言葉を用

いて言い換えれば、「所詮は、屈はカゼですがな」となろう。「スペードで

よろしいです」、「屈はカゼですがな」、－こういった飾り気のない言葉なら

「私」もすんなりと受けいれることができる。

しかしそれにしても、朽助と『荘子』とは、意外な取り合わせである。

あるいは井伏は、朽助をだしに使って、自身が大きく影響を受けた『荘子』

の言葉を「私」に伝えようとしたのか。いや、問題はもう少し複雑、微妙
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である。ここではなにより、朽助の口から『荘子』の言葉が出てくること

に意味があるのだ。なるほど、朽助はあたかも教養ある知識人であるかの

ように『荘子』を引用する。しかし彼の『荘子』は単なる表面的な知識、

飾り物ものの＜教養＞ではない。たとえば彼は言う、「中田屋の馬（註－よ

く走る馬で競馬では常に一等賞をとる馬）になりなさるな、くろがね屋の

牛（註一盲目の牛で溝に沿うて歩く時には極度にのろく歩む。この牛は十

数年前に死亡した）になりなされ」と。この格言めいた言葉には彼自身の

「ハワイ出稼ぎ中」の苦労、体験が深く係わっている。－「小生若年の頃

ハワイ出稼ぎ中、ひどく廃頚してをりましたれど、巡査志願にすべり、そ

のやうな考へにてはいけぬと思ひ、たうたうこのやうに申す考へになりま

したるぞ」。「中田屋の牛」云々の格言と同じような重さをもつものとして、

朽助は『荘子』の言葉を口にする。言い換えれば、「中田屋の牛」同様、『荘

子』の言葉にも、彼のこれまでの苦難に満ちた人生が織り込まれているの

だ。

知識を鼻にかける気持ちが少しでもあれば、『荘子』からの引用は、それ

こそ『谷間』の「私」のように「演舌をこく」ようなことになりかねない。

あるいは演説とまではいかなくても、うわべばかりの知識人の言葉（「贋造

紙幣」）の＜効能＞はほとんど期待できない。実際、『埋憂記』（昭和2年）

では屈託している「私」に対して、友人の在竹は「絶望しないでやるのが

一等です」と至極まっとうな忠告をするのだが、その言葉は「私」の心に

なんらの痕跡も残さない。なぜなら、絶望するなと忠告する在竹自身が絶

望しているのだし、「私」自身、その言葉は心の中で数限りなく反勿してい

ること、分かりきったことだからだ。そしてなによりその硬直した＜言葉

＞には、朽助が「私」に抱いているような、相手を心底思いやる「テンダ

ネス」（『鉱山地帯病院』）がない。

地下室人、あるいはラスコーリニコフのように、『一びきの蜜蜂』の「私」

も、どうすればよいかぐらい、百も承知なのだ。実際、「私」は世に発表し

ようと、「心さわがばデモに出でよ、心晴れなば恋人に詩を捧げよ」という

書き出しの「美文体」の文章も書いている（その題もまた『柑橘類の花散

る園の懐疑』という美文調のものである）。すべてを自然のはたらきのまま
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にまかせよというメッセージであれば、なにも仰々しく『荘子』を持ち出

さずとも、「私」自身も感じていたことなのである。繰り返すが、すべてわ

かっているのにどうにもならない精神のパニック状態が続くからこそ、悪

意の感情が生まれてくるのだ。

タエト（『朽助のゐる谷間』）はパニック状態の小鳥を救うために石を投

げつけた。水没した自身の巣から離れられず、いつまでも水上を飛び回る

小鳥に、彼女は、「ほうい、ほうい！」と叫びながら、石を投げた。何回目

かに頭上を石がかすめると、小鳥は驚いて「山腹の茂みのなかに消えてし

ま」う。自分の羽音に興奮していた小鳥は、石によって注意がそらされ、

一瞬にして「羽音」が聞こえなくなったのだ。そしてそうなってはじめて、

鳥は落ち着きを取り戻せたのである。『一びきの蜜蜂』の「私」も自身の内

から発せられる＜羽音＞から逃れられない。自己を嫌悪する意識はさらに

大きな自己を嫌悪する意識を生む。その意識を意識するとまた、新たな意

識に苛まれる。意識の作用は止むことはない。このような「私」（＝知識人）

のとめどなく増幅してゆく嫌悪の意識の連鎖を断ち切るには、他からの言

葉、タエトの石ころならぬ朽助の生きたく言葉＞が必要であった。

この朽助の生きた言葉は『谷間』（昭和4年）のリズミカルな、母親の

挨拶の言葉を想い起こさせる。「それは難解な田舎言葉の唱歌にすぎなかっ

たが、私はまだ一度もかういふ朗らかな内容をもってゐる人間生活の讃歌

をきいたことがない。私は深く頭をたれて、その讃歌をきゝのがすまいと

してゐたのである」。この母親の言葉が「私」に対して及ぼした効果、ある

いはそれ以上の効果が、朽助の言葉にはあった。実際、朽助の言葉を受け

て、「私」は言う。「僕も、一枚めくってみませう。めくります！スペー

ドでもよろしい！」。これは相手の気を悪くさせないための儀礼ではない。

なにより、二つの感嘆符がそのことの証となる。

このことに関して興味深いのは、「〔手帖〕」（昭和5年1月）の井伏の言

葉である。「私はラスコルニコフのいらいらしてゐる心持を読む際、私自身

までいらいらした気持になった（…）。私はこの一篇によって混乱させられ

た。ところがこの混乱のまったゞ中に明るい一つの割れ目ができて、そこ

から、ソーニヤは今更ら美しく私を鞭接したのである」。この美しいソーニ
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ヤの位置に立つのが朽助、なかんずく朽助の愛情ある言葉なのだろう。朽

助は『荘子』賓物論篇の言葉を自分の言葉として肉化し、その肉化された

言葉によって「私」を「鞭捷」する。

悪意からどのように脱出するかを模索することが、井伏の昭和4年前後

の課題である。昭和4年前後の作品群を見ると、近代知の袋小路を抜け出

すためのさまざまな模索があることがわかる。理性の上にあぐらをかいた

「私」はさまざまな角度から批判の目にさらされる。知を誇る者に、すべ

てを自然のはたらきのままにまかせよと、上からの言葉、直線的な言葉を

投げかけても力を持たない。＜地下室＞人は、どんな言葉にでも反論（＝

言訳）し、逃げ道を作ることができる。井伏流に言えば、愛を欠いた知識

人の論理、理性は、「岩屋」に寵もる同類を「鞭捷」する力をもたない。

地下室人もラスコーリニコフも、求める真の答えは自身の内、潜在意識

の中にすでにもっている。ただ、その答えが引き出されるためには無意識

を発動させる何かが必要なのだ。ドストエフスキイにあっては、その＜何

か＞は突き詰めれば、信仰ということになるのだろうが、井伏は＜信仰＞

に代わるものを＜純情＞あるいは純情で染め抜かれた＜言葉＞に求めた。

翻って『山椒魚』を見てみよう。すると、蛙は被害者であるばかりでは

なく、同時に救済者としての役割を担わされていることがわかる。「今でも

べつにお前のことをおこってはゐないんだ」。この言葉の中には、ありえな

いはずの山椒魚への愛着が感じられる。「今でもべつに」は、時間が愛着を

深めたわけではなく、もう相手と出会った頃から、愛着を持っていたこと

を示す。つまり、ひどい目に遭わされて意地を張ってはいたが、愛着心は

消えることはなかったということだ。理解し難いこの蛙の非論理的な言葉

（民衆の純情）は、結果的に、悪意を醸成してしまうほどに拗けた山椒魚

（騎れる知識人）を鞭接し、その再生を強く促すことになるだろう。

しかし山椒魚と同じ境遇、あるいはもっとひどい境遇に陥れられながら、

蛙はどうしてこんな言葉が吐けたのだろう。その問いかけは、だまされ続

けながらも、そのだました当の「私」の行く末を心底案じ続ける朽助（『一

びきの蜜蜂』）や、主人にどんなに「折檻」されても、怒りもせず、自身の
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愛着心も失わない男衆エイ（『丹下氏邸』）にも向けられるものであろう。

井伏はどうして、という問いかけに明確には答えない。あるいは蛙が怒

らないのは、自分が閉じ込められることにより、同じように閉じ込められ

た山椒魚の悲しみをともにしたからか。おそらく井伏自身はそのあたりの

事情を説明する必要を感じなかったのだろう。ただ昭和4年前後の井伏が、

意地っ張りで恥じらいをもった民衆、他を愛する能力に長けた民衆の＜言

葉＞こそが、屈託し悪意に絡めとられてしまいがちな孤独な知識人を救う

のだと、－そう確信するようになったことはたしかである。

注

1）『山椒魚一童話－』と『山椒魚』の違いは字句の訂正にとどまり、本質的な差はな

い。

2）関良一「山椒魚」（松本武夫編『井伏鱒二『山椒魚』作品論集』クレス出版、2001

年、所収）、51頁。
3）東郷克美『井伏鱒二という姿勢』ゆまに書房、2012年、74－75頁。

4）佐藤嗣雄「井伏鱒二の文体」（『井伏鱒二』双文社、1996年、所収）、98頁。

5）ゴーシュは猫にも、かっこうにも、「楽長がしたやうに」床をどんと踏んで威す。一

詳細は、秦野一宏『宮沢賢治とは何か一子ども・無意識・再生』（朝文社、2014年）、

第1章を参照されたい。
6）同上。

7）『井伏鱒二全集』第1巻、筑摩書房、1996年、378頁。以下、井伏のテキストから

の引用はすべて同全集（全28巻別巻2）を用いた。
8）「作品手引州一宇野浩二氏の作品」（昭和4年）を参照。

9）強調は筆者。以下、断りがないかぎり、強調は筆者のもの。

10）ノわcTVeBC定圧彦¢MrIoJIH．CO6．cotI．B30TOMaX．T．14．くくHayRa”．JI．1976．CTP．284．

11）『漱石全集』第6巻、岩波書店、1966年、41頁。

12）「断片　明治三十八・九年」。－『淑石全集』第13巻、1966年、163頁。

13）『屋根の上のサワン』（昭和4年）にも赤い月が登場する。－「彼が首をさし伸ば

してゐる方角の空には月が一夜更けになって登る月の慣はしとして、赤くよごれたい

びつな月の光が光ってゐました」（傍点は原文のまま）。この月も、「私」の「くったく

した思想」と関係するのだろう。

14）涌田佑『井伏鱒二一作家の思想と方法』明治書院、1986年、17頁。

15）秋枝美保「幽閉された生き物たちの意味するもの」（山根巴、横山邦治編『近代文学

の形成と展開　継承と展開8』和泉書院、1998年、所収）、192頁。
16）東郷克美『井伏鱒二という姿勢』、71頁。

一　29　－



30－井伏鱒二における＜悪意＞の問題－『山椒魚』を中心に

17）「可也の広さ」は山椒魚Aにとって、精神活動の領域の広さであると同時に、閉じ

込められるかもしれないという危機意識を感じさせない広さでもある。意味は一つに

は収束しない。
18）横林溌二「山椒魚」（磯貝英夫編『井伏鱒二研究』渓水社、1984年、所収）、241頁。

19）太田三郎「井伏鱒二「山椒魚」評－チエホフ「賭」との関連から」（松本武夫編『井

伏鱒二『山轍魚』作品論集』クレス出版、2001年、所収）、佐藤嗣雄『井伏鱒二山椒

魚と蛙の世界』武蔵野書房、1994年、などを参照。
20）サルティコフ＝シチェドリンの『賢いカマツカ』との類似性を指摘する評者もいる

が、臆病な知識人を諷したこの物語も、山椒魚Bの＜悪意＞とは無関係である（G．

チハルチシビリ、沼野充義訳「陽気な人のための悲しい本一井伏鱒二の作品における
「チェーホフ的なもの」」－「新潮」、1993年9月号、297－298頁、を参照）。

21）n？CTOeLBCECHGalMno几H．CO6．cotI．B30TOMaX．T．6．CTp．419－420．

22）ゴーゴリも『友人との往復書簡抜草』で同じようなことを述べている。ただゴーゴ

リは「無意味な悪意」ではなく、「純粋な悪意」と表現していた。一助臨月二月no几H．

co6．cotI．B14TOMaX．T．8．AHCCCP．M／JIリ1952．CTP．414．詳細は、秦野一宏「ゴ

ーゴリとドストエフスキイ一一mp卿CTbの問題をめぐって」（「海上保安大学校　研究報

告」法文学系、2010年3月）を参照されたい。
23）ノわcTVeBCL猥彦elMnoJIH．CO6．cotI．B30TOMaX．T．6．CTP．321．

24）『井伏鱒二全集』別巻1、23頁。

25）たとえば『幽閉』には、夜、水に映る蛍たちの放つ光を詩的に描きだした場面。・一一

「蛍達が光って火の線を引くと、それが水に映って彼の岩屋の中にまで、極く薄らい

でゞはあるが光って来るのである。その灯りでみると（…）」。
26）東郷克美『井伏鱒二という姿勢』、83頁。

27）1888年10月27日付、A．C．スヴォーリン宛のチェーホフ書簡を参照。一物βA．〟

noJHOeC06paHEeCOⅧeHH丘B30TOMaX．nHCbMa．T．3．M．，1976．C．46．

28）注2を参照。

29）このようなシステムとしての＜愛＞の生成は、何より『おとなしい女』で描き出さ

れている。
30）川崎和啓「「山椒魚」の成立と「賭」一昭和六十年版「山椒魚」への道」（松本武夫

編『井伏鱒二『山椒魚』作品論集』クレス出版、2001年、所収）、224頁を参照。
31）磯貝英夫は、井伏鱒二が「特別に繊細な神経の所有者」であるがゆえに、「日本の

土着の生活者に特有の羞恥心」を感じ取れたのだと指摘している（「井伏文学のリアリ
ズム」（「国文学解釈と鑑賞」、1985年4月号）、28頁。

32）この白い「綿毛の玉」と登場人物たちの純情の関係については、伊藤眞一郎「『丹下

氏邸』考」（磯貝英夫編『井伏鱒二研究』所収）に詳しい。
33）『新校本宮澤賢治全集』第13巻上・本文篇、13頁。

34）同上。

35）ふつうの人間でも「いざといふ間際に」急に「悪人」に変わる、という『こゝろ』

の先生の言葉は、無意識と係わらないわけでない。しかし先生を「悪人」に仕立てあ

げたのは、どこまでも自身のエゴであって、Kへの無意識的な悪意ではない。先生は

恋のライバルとしてKを出し抜くことを考えた時点でもう、罪の意識を感じている。
36）『幻のさゝやき』が『たわむれ』を下敷きにした作品であることについてはすでに、

佐藤嗣雄が指摘している（『井伏鱒二山椒魚と蛙の世界』第1部、第3章を参照）。
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